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第 I章 マネーロンダリング法制の全体像 

 
第 1 はじめに 

本稿はマネーロンダリング 2法制について取扱うものであるが，マネーロンダリング

法制ほど金融界と司法界を横断するテーマも珍しい。たとえば，金融機関関係者に「マ

ネーロンダリング対策とは何か。」と尋ねれば，顧客管理や疑わしい取引の届出をイメ

ージするであろうし，同じ問いに対し，警察関係者は，FIU3からの情報提供やいわゆ

る銀行捜査による資金の紐付けを，検察官は，犯罪収益の没収・追徴を思い浮かべる

のではないだろうか。マネーロンダリング法制は，金融機関における顧客管理義務に

始まり，法執行部門による刑罰法規の適用（FIU における分析と捜査機関への情報提

供，警察等による捜査を経て，検察官による刑事訴追）と犯罪収益の剥奪が行われて

その目的を終えるという金融部門と司法部門を横断する大きな法体系である。したが

って，各部門が果たすべき役割を理解するには法体系全体の把握が不可欠であるが，

他方で，法制度が金融・司法両分野にまたがるものであるが故に，それぞれの部門が

果たすべき機能が高度に専門化しており，その全体像を把握することが容易でないの

もまた事実である 4。 
 本稿は，このような問題意識を出発点として，海外の法制を題材に，違法マネーの

入口（金融部門）から出口（司法部門）に至るまでのマネーロンダリング法制及びそ

の実務を横断的に紹介しようという試みである。本稿で紹介するのは，アメリカ合衆

国（以下，「米国」という。）とイタリア共和国（以下，「イタリア」という。）のマネ

ーロンダリング法制とその実務である。両国の法制度や実務には，世界をリードする

諸々の施策がもりこまれている。たとえば，米国は，1970 年に銀行秘密法 5（Bank 
Secrecy Act。米国では「BSA」と要約されることが多い。）が制定されたことを契機に，

以後，40 年以上にわたるマネーロンダリング対策の歴史を有しており，金融部門では，

リスク・ベース・アプローチを採用した効率的な顧客管理が実施され，これを徹底さ

せるため，顧客管理義務等を遵守しない金融機関に対する，巨額の民事制裁金の支払

いや刑事処分（資産没収）を実施することによる顧客管理義務の徹底が図られている。

また，司法部門に目を向けると，有罪判決を前提としない没収手続による機動的・効

果的な犯罪収益の剥奪が実施されている。他方，とりわけイタリアは，金融部門にお

2 マネーロンダリングとは，一般に，犯罪によって得た収益を，その出所や真の所有者が分からないようにし，捜査機

関による収益の発見や犯罪の検挙を逃れようとする行為とされる。 
3 Financial Intelligence Unit. FIU とは，各国におけるマネーロンダリング及びテロ資金供与に関する疑わしい取引

の情報を一元的に管理，分析し，捜査機関等に提供する中央機関のこと。日本では警察庁刑事局組織犯罪対策部に置か

れた犯罪収益移転防止管理官（2014 年 4 月からは「犯罪収益移転防止対策室」）（Japan Financial Intelligence Center。
通称 JAFIC。）が，本稿で紹介する米国では財務省内に置かれた FinCEN （Financial Crimes Enforcement Network）
が，イタリアでは中央銀行であるイタリア銀行に置かれた Unità di Informazione Finanziaria （UIF）がその機能を担

っている。 
4 なお，金融庁及び警察庁は，金融機関やその他の特定事業者等を対象に，捜査機関による疑わしい取引の届出の活用

事例や届け出の際の留意事項について説明を行っている（JAFIC,「平成 25 年次報告書」25 頁参照。）。 
5 正式名称は「通貨及び外国取引報告法」であるが，一般に銀行秘密法と呼ばれている。 

3 
 

                                                   



いては，金融機関に対し，全金融機関共通の取引データ記録システム（「単一情報アー

カイブ」）の導入が義務付けられているほか，金融部門に限定されるものではないが，

法人の株主構成を商業登記簿の登記事項とすることにより，実質的所有者 6の捕捉の容

易化が図られていることや，現金を用いた犯罪収益の移転・隠匿等を防止するため，

1,000 ユーロ（約 14 万円）7以上の取引の現金決済が一律に禁止されている。司法部門

についてみると，マフィア型結社の構成員等の全財産を対象とした，有罪判決を前提

としない強力な没収制度を発展させるなど，先進的な法制度，実務運用がみられ，い

ずれも本邦のマネーロンダリング法制を考える上で参考となる。 
 本稿では，米国及びイタリアにおけるマネーロンダリング法制について，金融部門

から司法部門に至るその全体像を紹介するが，説明にあたっては，大枠として金融部

門における取組と司法部門における取組に分けた上，項目ごとに両国の法制度を比較

しながら紹介することとしたい。なお，本章では，これらの説明に先立ち，国際的な

マネーロンダリング規制の概要を説明することとしたい。 
 
第 2 国際的に求められているマネーロンダリング法制の基本的な枠組み 

 1 全体的な枠組みと各部門の役割 

  ア 全体的な枠組み（米国を例に） 
 これから議論を始めるにあたって，違法マネーの入口（金融部門）から出口（司法

部門）に至るまでの制度の全体的な流れと，その流れにおける各部門の位置付けにつ

いて，その大枠を示すことが有用であると思われることから，まず，本項においては，

米国の制度を例に，マネーロンダリング法制の全体的な枠組みを概観する。 

イ 金融部門 
マネーロンダリング対策は，次頁図 1 に示したとおり，金融機関が顧客から資金を受

け入れる場面から始まる。金融機関の受け入れる資金のほとんどは合法的な経済活動

を源泉とする資産であるが，そこに，犯罪活動を源泉とする資産が，合法資産を装い，

又はこれと混和した上で紛れ込んでくる。そのため，一国のマネーロンダリング規制

体系の中で，金融機関に求められる最大の責務は，顧客を適切に管理し，犯罪収益に

関連する取引をできる限り取り扱わないとともに（次に説明するように，これを「顧

客管理義務」という。），既に取り扱った取引が犯罪収益の関連する取引と疑われる場

合，これを疑わしい取引として当局に届け出ること 8である（これを「疑わしい取引

の届出義務」という。）。 
 

6 後述するが，実質的所有者とは，法人等を実質的に所有又は支配する者のこと。実質的に所有又は支配する法人等を

用いることにより，自らの名義等を表に出さずにマネーロンダリングを行うことが容易となる場合がある。 
7 本稿では，1 ユーロ＝140 円，1 米ドル＝100 円の換算レートを使用している。 
8 疑わしい取引の届出とは，金融機関が，業務において収受した財産が犯罪収益であるとの疑いがあるときに，これを

当局に届け出る行為を指す。 
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図 1 米国におけるマネーロンダリング規制の全体像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加えて，マネーロンダリング等の犯罪捜査のためには，必要に応じて，資金の流れ

をトレースできるようにしておくことが重要であり，そのために，金融機関には，日

常的に，取引の当事者や内容等を記録し，その記録を一定期間記録すべき義務が課せ

られる（これを「取引の記録・保管義務」という。なお，同義務は，マネーロンダリ

ング対策のみならず，税務調査その他の行政調査のための要請でもある。）。以下，金
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融機関に課せられた顧客管理義務，疑わしい取引の届出義務及び取引の記録・保管義

務の 3 つの義務について説明する。 
まず，顧客管理義務であるが，金融機関は，その種類は銀行等の預金取扱機関，投

資信託，送金サービス業者，両替商など多岐にわたるが，いずれも，顧客から預かっ

た資金を元手に，これを貸出・投資・移動することにより利潤を得る，営利を目的と

した私企業である。しかしながら，一方で，社会に対して金融サービスという極めて

公共性の高いサービスを提供しているという点で公共性も帯びており，おのずと，営

利を追求する上でも一定の社会的責任が求められる。犯罪収益を元手に利潤を得ては

ならないというのは，その端的な表れである。金融機関は，取扱う資金が犯罪由来で

ないことをできる限り確認し，自らが提供する商品・サービスがマネーロンダリング

に悪用されることを防止する社会的責務を負っている。この社会的責務は，現在では，

各国において法的義務にまで高められている。金融機関は，業務の遂行上，取扱う資

金が犯罪収益でないか絶えずチェックし，犯罪収益の疑いがある場合は，個別の取引

を中止（送金処理の中止など）するほか，場合によっては，当該顧客との継続的取引

関係を解消（預金契約の解消など）しなければならない。また，新規顧客の受け入れ

（口座開設等）の場面では，その顧客の身分確認のほか，事業内容，取引目的のほか，

場合によっては資金源などを把握し，当該顧客が犯罪収益を取扱うものでないか吟味

した上で，受け入れの可否を判断しなければならず，これらを尽くすことができない

場合は，顧客としての受け入れを拒絶しなければならない。このように，金融機関が，

自ら犯罪収益に関連する取引を取扱うことがないよう，顧客の身分確認を徹底し，事

業内容や資金源等について情報を収集し，顧客やその取引内容について把握する（す

なわち、「誰が、どんな目的で取引を行うか」を確認する）ことを「顧客管理（Customer 
Due Diligence）」という。なお，顧客管理のうち，顧客の本人特定事項のほか，事業

及び金融取引の内容，預金や送金原資について把握するための一連のプログラムを，

一般に，「KYC プログラム」（Know Your Customer,「顧客を知る」の頭文字を取っ

たもの。）と呼ぶことがあり，これに対し，KYC プログラムによって金融機関が把握

した顧客情報や顧客の事業・金融活動と，通常想定される日々実行される顧客の取引

が乖離していないかを確認する作業（乖離していれば，金融機関が把握していない顧

客情報，事業・金融活動があることになり，これが，場合によってはマネーロンダリ

ング活動の可能性があるということになる。）を，「取引モニタリング」又は単に「モ

ニタリング」と呼ぶことがある。 
他方，金融機関が顧客管理を徹底し，マネーロンダリングへの加担を未然防止すべ

き社会的・法的責務を負うとしても，その取扱う金融取引は膨大であるし，金融機関

といえども営利企業であるから，公共性と社会的責務を有するとはいえ全顧客の全取

引について犯罪収益か否かの確認を義務付けるのは合理的でない。そのため，顧客管

理に投入可能な限られた経営資源を，いかに効率的に利用し，犯罪収益の混入防止に
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役立てるかという方法論が重要となってくる。そこで考えられた方法論が，第 II 章

で詳しく説明する「リスク・ベース・アプローチに基づく顧客管理」である。リスク・

ベース・アプローチに基づく顧客管理とは，限られた経営資源の下，顧客管理効率を

最大化するために，ある顧客がマネーロンダリングを行う可能性（マネーロンダリン

グリスク。以下，単に「リスク」という。）や，ある取引が犯罪収益に関連するリス

クをあらかじめ評価した上で，リスクの低い顧客・取引については相応の顧客管理態

勢で対応することによって，顧客管理のための経営資源を節約し，ここで節約できた

経営資源を，リスクの高い顧客又は取引（「ハイリスク顧客」又は「ハイリスク取引」

と呼ばれる。）の管理に集中的に投入することにより，効率的に顧客管理を実施し，

マネーロンダリングのおそれを排除しようとする方法論である。なお，ここでいう「顧

客管理のための経営資源」には，顧客管理担当者の配置，一般従業員に対する従業員

教育などの人的資源と，取引モニタリングのための IT システムの導入，顧客情報入

手のための民間情報機関からのデータベースの購入などの物的資源が含まれる。これ

らの経営資源は無限ではないことから，全顧客の全取引について同じレベルの顧客管

理を行うこととすれば，限られた資源が分散利用される結果，顧客管理の効率が著し

く低下する。そこで，リスク・ベース・アプローチという考え方は，投入可能な資源

には限界があるとの前提に立った上で，同資源をリスクの高い顧客・取引に集中投入

することにより，顧客管理の効率を最大化し，併せて，マネーロンダリングの疑いの

ある取引の効率的な発見を目指すものである。 
ところで，リスク・ベース・アプローチに基づく顧客管理を行うためには，その前

提として，あらかじめ，予定される顧客や取引が犯罪収益に関連している可能性すな

わちリスクを評価し，高リスクの顧客は誰か，自行で取扱う商品・サービスのうち高

リスクなものはどれかを把握する必要性がある。これが，「リスク評価」と呼ばれる

ものである。具体的には，真実は違法な資金獲得や同資金のロンダリングを行ってい

るにもかかわらず，これを合法的経済活動に伴う金融取引に見せかけている顧客であ

る可能性（これを「顧客リスク」という。）や，自行内で取扱う商品・サービスの特

性（匿名性など）が，マネーロンダリングに利用される可能性（これを「商品・サー

ビスリスク」という。），当該地域において流通する資金に犯罪収益が混入している可

能性（これを「地理的リスク」という。）をあらかじめ評価しておくことがこれに該

当する（各リスクカテゴリーについては後述。）。 
まず、顧客管理について説明する。リスク評価を行うためには，顧客の身分や事業

内容，金融取引の目的・内容等に関する情報（及びこれらを裏付ける信頼できる資料）

を十分に入手する必要がある。情報を十分に入手することにより，顧客の事業内容の

合法性が確認できたならば，当該顧客は低リスクと評価することができる。他方，情

報収集の結果，事業内容，取引の目的や預金原資に不明瞭な点がうかがわれ，これを

さらに明らかにすることができない場合などにおいては，当該顧客が合法事業を隠れ
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蓑にしてマネーロンダリングを行っているリスクが否定できないことから，当該顧客

は高リスクと評価することになる。このように，顧客の事業内容や取扱う資金の性質

に関する金融機関の知識量と，当該顧客の「顧客リスク」は相関関係にある。金融機

関が顧客の事業や金融活動の内容を把握できるほど，当該顧客のリスクレベルは低下

し，顧客の事業や金融活動の内容について把握できない部分が多いほど，当該顧客は

高リスクと評価される。なお，顧客の事業内容について情報収集を進めた結果，リス

クが高く,かつ，今後そのリスクを低下させることができないとき（すなわち，更なる

調査が不可能なときや，理論上は調査が不可能ではないが，調査に投入すべき資源が

当該顧客から得られると想定される収益を超えるために，更なる調査を正当化する経

済的合理性がないときなど。）は，当該顧客との継続的取引関係（口座開設等）を拒

絶することとなる。 
このように，金融機関は，顧客に関する知識量と顧客リスクの相関性に鑑み，顧客

と継続的取引（口座開設など）を開始するにあたっては，顧客リスクに応じた情報収

集に努める必要がある。リスクに応じた情報収集については，第 II 章で詳述するが，

例えば，顧客が政府機関であった場合は，顧客名を把握した段階でリスクはほぼゼロ

と評価できるため，さらなる情報収集は不要となる。他方，顧客が宝石販売業者であ

った場合は，高リスクの可能性が残るため，同リスクを低減させるため，さらにその

事業内容や取引目的，収入源などについて情報収集しなければならない。このように，

リスク軽減のための調査は，それまでに判明した情報を基に，その都度リスク評価を

行った上で，これに応じてさらに情報収集を行うといったように，リスクが低減して

ゆくまで情報収集を進める。このようなリスクに応じた情報収集手続を，一般に，「リ

スク・ベースの KYC プログラム」という。金融機関は，自行の取扱う商品や顧客の

種類に応じた KYC プログラムを設計し，これを適切に実行することで，顧客の事業

や金融活動について把握し，把握した情報を基に顧客のリスクレベルを決定し，個々

の取引の処理にあたって，リスクレベルに応じたモニタリングを実施することになる。 
次に，疑わしい取引の届出制度について説明する。疑わしい取引の届出とは，業務

において収受した財産が犯罪収益であるとの疑いがあるときに，これを当局に届け出

ることをいう。届け出られた情報は，当局（FIU）において分析され，最終的に捜査

機関に提供され，犯罪の立件や犯罪収益の剥奪につながる情報となる。疑わしい取引

の届出制度は，このように金融機関等から犯罪収益に関する情報を集めて捜査に役立

てることを直接的な目的とするものであるが，併せて，マネーロンダリングのおそれ

のある取引が当局に報告され得るという制度が構築されることにより，金融機関等の

サービスが犯罪者によって利用されることに対する一定の抑止効が働くことにより，

金融機関や金融システムの健全性及びこれらに対する信頼を確保しようとする制度

でもある。 
最後の義務は，取引の記録・保管義務である。これについては改めて説明する必要
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もないと思われるが，マネーロンダリング防止の観点のみならず，税務調査その他の

行政調査上の要請から金融機関に求められるものであり，マネーロンダリング対策の

重要性が認識される以前から金融機関における重要な義務とされていたものである。 
なお，米国では，顧客管理，疑わしい取引の届出及び取引の記録・保管を含めた金

融機関のマネーロンダリング対策を総称して，「マネーロンダリング防止プログラム

（Anti-Money Laundering Program）」又は「銀行秘密法及びマネーロンダリング防

止のためのコンプライアンスプログラム（ Bank Secrecy Act/Anti-Money 
Laundering Compliance Program）」と呼ばれている（以下，「マネーロンダリング

防止プログラム」という。）。 

ウ FIU 及び司法部門 
 違法マネーの入口である金融機関において水際対策が図られたのち，マネーロンダ

リング規制の舞台は FIU に移る。FIU の最も重要な責務は，金融機関等から届け出

られた疑わしい取引に関する情報を分析し，これを捜査機関等に提供することである。 
捜査機関は，FIU から提供された情報を一つの端緒とし，捜査を遂げた上，マネー

ロンダリング罪やその前提犯罪によって犯人を刑事訴追するとともに，没収・追徴手

続によって犯罪収益の剥奪に努める。 

エ 金融部門の外で展開される犯罪収益の移転に対する取組 
以上が，金融部門から司法部門までを横断するマネーロンダリング規制体系の全体

像である。ただし，犯罪収益は，ロンダリングの過程において，いったん金融ネット

ワークの外を経由することがある。その典型が現金決済である。現金は，金融機関の

送金ネットワークを経由せずに紙幣・硬貨のままで流通する限り，捜査機関によって

その権利移転過程が把握されることはない。持参人払方式の小切手 9等の通貨代替物

も同様である。現金や通貨代替物の権利移転過程に関する限り，金融機関が把握可能

なのは，預金の預入れ若しくは払戻し，送金又は小切手の換金等により，それらが金

融機関と接点をもつ瞬間に限定される。第 II 章において，米国及びイタリアの金融

機関のマネーロンダリング防止プログラムについて説明するが，同プログラムの設計

の場面において，金融機関が現金と接点をもつ局面における，原資の把握の重要性が

強調されているのはこのためである。加えて，米国及びイタリアでは，第 III 章で紹

介するように，現金決済に対するより直接の規制が行われている。たとえば，米国で

は，一定の場合において，基準金額以上の現金が私人間で授受された場合，その受領

者側は，当該受領の事実を当局へ報告しなければならない。イタリアでは，さらに進

んで，一定金額（1,000 ユーロ）以上の現金決済自体が禁止されている。 
なお，2013 年頃から本邦でも話題となっている BitCoin（ビットコイン）等の仮

9 特定人を権利者として指定せず（指定するものを記名式という。），小切手の持参人が支払呈示を行うことで支払が行

われる小切手。権利の移転過程が裏書等により明らかにならないため，金融機関は，振出人から最終所持人までの間の

権利移転過程を把握する術をもたない。 
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想通貨 10も，現金と同様のマネーロンダリングリスクを有している。紙面の都合上，

本稿では仮想通貨の問題は取り扱わないが，米国では，FinCEN11により，現金との

交換可能性を有する仮想通貨の取扱業者は，銀行秘密法上，「金融機関」の一類型で

ある送金業者に該当するとの解釈が公表されている。そのため，これら仮想通貨取扱

業者は，「金融機関」に課せられる顧客管理義務や疑わしい取引の届出を行わなけれ

ばならず，同義務の不履行に対しては行政処分及び刑事処分が実施される 12。EU 内

でも，欧州銀行監督機構（European Banking Authority）が，仮想通貨の問題点に

ついて警告を公表している 13。 
 そのほか，本稿では取り扱わないが，指定非金融業者及び職業専門家 14に対する顧

客管理・疑わしい取引の届出の義務付けも，近年，特に重要視されている論点である。 
 

 2 国際的な潮流と日本の現状 

⑴ マネーロンダリング規制に関する国際的な取組み 
  マネーロンダリング対策では，金融システムのグローバルな性格に対応し，国際

的な協調の必要性，つまり，各国が（少なくとも最低限のラインについては）統一

的な基準に基づいて対策を講じる必要性が認識されている（そうでなければ，犯罪

収益が，最もマネーロンダリングに脆弱な国・地域の金融ネットワークを抜け穴と

して世界中の金融システムに犯罪収益が流れ込むことになる。）。そのため，マネー

ロンダリング規制の世界では，国際機関や国際的会合において各国が取るべき最低

限の基準が設定され，各国が，国内法制度を構築するにあたって同基準を取り入れ

るという手法が採られている。その中心にあるのが，金融活動作業部会 15（以下，

「FATF」という。）である。FATF は，マネーロンダリング対策における国際協調

を推進するために，1989 年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府

間会合であり，2014 年 3 月現在，34 の国と地域，2 つの国際機関 16がそのメンバ

10 FinCEN の定義によると，仮想通貨とは，ある環境下において通貨のように機能し，交換を媒体するものであるが，

（現実の）通貨の備える属性の一部を有しないものであり，特に，いずれの国家においても強制通用力を有しないもの。

FinCEN, Guidance (FIN-2013-G001), Mar. 18, 2013. 
11 Financial Crime Enforcement Network. 通常，FinCEN（フィンセン）と呼ばれる。米国における FIU であり，

財務省の下部組織となっている。 
12 FinCEN，Guidance on the Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using 
Virtual Currencies, Mar. 18, 2013. <http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html> 
13 European Banking Authority, Warnings to consumers on Virtual currencies, Dec. 12, 2013. 
<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf> 
14 Designated Non-Financial Businesses and Professions. 通常，頭文字を取って“DNFBPs”と呼ばれる。FATF 勧告

22 によると，DNFBPs とは，カジノ，不動産業者，貴金属商，宝石商，トラスト・アンド・カンパニー・サービスプ

ロバイダー（法人の設立代理人，会社取締役，秘書・電話代行サービス，明示信託の受託者，他人のために行動する名

目的株主など）及び職業専門家（弁護士，公証人，会計士，その他不動産売買，資産管理，会社設立，信託等の法的取

極めの設立，運営又は管理，企業買収又は売却に関する取引を実行する者。）を指す。 
15 Financial Action Task Force。一般的には，頭文字を取って FATF（「ファトフ」と発音する。）と呼ばれる。 
16 FATF メンバーは，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，中国，デンマー

ク，フィンランド，フランス，ドイツ，ギリシャ，香港，アイスランド，インド，アイルランド，イタリア，日本，ル

クセンブルク，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，シンガポール，南アフリ

カ，韓国，スペイン，スウェーデン，スイス，トルコ，英国，米国，欧州委員会（EC），湾岸協力理事会（GCC） 
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ーとなっている（本邦は設立当初からのメンバーである）。FATF は，2001 年の米

国における同時多発テロ後は，その領域をテロ資金供与対策にも広げ，近年，さら

に，腐敗行為（汚職）防止や大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁などの

領域にも範囲を広げている。FATF の最大の特徴は，「FATF 勧告」を採択する点に

ある。「FATF 勧告」とは，メンバー国・地域が，マネーロンダリング及びテロ資金

供与規制のための国内法制度を定めるにあたり遵守すべき最低限の基準の集合体で

あり，勧告項目は，金融機関に課されるべき顧客管理義務や疑わしい取引の届出義

務から，捜査・訴追機関によるマネーロンダリング行為の処罰，犯罪収益の剥奪に

至るまで多岐にわたる。ちなみに最新版は，2012 年 2 月に採択されたいわゆる「新

40 の勧告」である。メンバー国・地域は，採択された「FATF 勧告」に従って，マ

ネーロンダリング規制に関する国内法制度を整備する。なお，FATF 勧告は，条約

等の法的拘束力を有する取極めではない。しかしながら，FATF は，メンバー国・

地域が，相互に，「FATF 勧告」の国内実施状況を評価し（これを「相互審査」とい

う。），相互審査において「不履行」と評価された部分について，その後も継続的な

レビューを行い，FATF にその改善状況を報告させるというメカニズムを採用して

おり，この相互審査メカニズムの採用により，「不履行」との評価を受けた部分につ

いては国際的な批判の対象となる上，改善状況について定期的なレビューを求めら

れるために，改善に向けた進捗状況が芳しくなければ，これが公表されることから，

メンバー国・地域に対し，国際的基準のマネーロンダリング対策を実施させるため

の最も重要な取極めとして機能している。なお，2014 年 3 月現在，メンバー国・地

域に対する 4 回目の相互審査となる「第 4 次相互審査」が順次開始されており，メ

ンバーは，2014 年 3 月のノルウェー及び同年 4 月のスペインを皮切りに，「新 40
の勧告」の履行状況について審査を受けることになっている 17。 

  マネーロンダリング規制に関する国際的な枠組みや国際機関は，FATF 以外にも複

数存在する。国際通貨基金（International Monetary Fund）もその 1 つであり，

2004 年から，加盟国に対して FATF 勧告の履行支援を行っている。ほかにも，27
か国の中央銀行及び金融監督当局によって構成されるバーゼル銀行監督委員会 
（Basel Committee on Banking Supervision） 18は，マネーロンダリング及びテロ

資金供与対策に関する金融機関の顧客管理の具体的方法等に関するガイダンスを発

行しているし，各国 FIU の情報交換や技術支援を目的とした非公式フォーラムであ

るエグモント・グループ（Egmont Group）や，地域的な枠組みとして，アジア太

平洋地域のマネーロンダリング対策を促進するための国家間組織である「アジア・

太平洋マネーロンダリング対策グループ（Asia/Pacific Group on Money 

17 2014 年 3 月末時点で，2016 年 3,4 月期までの審査予定が決定されているが，対日審査のスケジュールは未定である。

スケジュールは http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/assessments/Global-Assessment-Calendar.pdf 
において確認することができる。 
18 メンバー国は，日本，EU 諸国，米国，スイス，中国，韓国，ブラジル，カナダ，ロシア，香港特別行政区などであ

る。 
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Laundering）」なども存在する。 
  以上は国家間の枠組みであるが，これとは別に，金融機関相互の枠組み・組織も

存在する。その中でも，世界的なメガバンク 11 行 19がメンバーとなって設立した「ウ

ォルフスブルク・グループ（Wolfsberg Group）」が重要である 20。同グループは，

金融機関の取るべき KYC プログラムの基本的な指針を公表しており，「FATF 勧告」

などで宣言された（抽象的な）義務を，具体的なオペレーションレベルで実践する

際の参考となる。同グループは，2014 年 3 月末時点で，プライベート・バンキング

に関するマネーロンダリング規制の基本指針（2000 年策定，2002 年改訂），コルレ

ス口座に関する指針（2002 年），取引のモニタリング及び疑わしい取引のスクリー

ニングと調査に関する指針（2003 年策定，2009 年改訂），リスク・ベース・アプロ

ーチの指針（2006 年），実質的所有者 21，PEPs（「ペップス」と発音する。）22に関

する質疑応答集（2008 年策定,2012 年追加）などを公表している。  
 
⑵ 国際的な潮流 
  FATF 等における国際的な議論の中で，近年重視されている論点は次のとおりであ

る。 

ア メンバー国・地域がマネーロンダリング対策を行う上でのリスク・ベース・アプ

ローチの適用 
  2012 年 2 月に採択された FATF「新 40 の勧告」では，「リスクの評価及びリス

ク・ベース・アプローチの適用」という項目が新設された 23。同勧告は，メンバ

ー国・地域の政府当局に対して，当該国・地域全体のマネーロンダリング及びテ

ロ資金供与のリスクを評価すること，同リスクに応じた立法上及び行政上の措置

を採ることを義務付けている。これは，金融機関において，マネーロンダリング

防止プログラムを設計するにあたってリスク・ベース・アプローチが採用されて

いることとパラレルに，一国・一地域のマネーロンダリング対策を実施するにあ

たっても，当該国・地域全体のリスクを評価し，リスクの低い分野については省

力化を認める一方，リスクの高い分野での重点的な施策を求めることで，当該国・

地域にとって最適なマネーロンダリング法制の実現を目指そうとするものである。 

イ 脱税の前提犯罪化 
  脱税をマネーロンダリング罪の前提犯罪 24とすべきか否かという点は，長らく国

19 メンバーは，シティグループ，クレディ・スイス，ドイツ銀行，ゴールドマン・サックス，HSBC, JP モルガン・チ

ェース，UBS，ソシエテ・ジェネラル，バークレイズ，三菱東京 UFJ 銀行，バンコ・サンタンデールである。 
20 ウォルフスブルグ・グループについては， http://www.wolfsberg-principles.com/参照。 
21 Beneficial Ownership。「真の受益者」，「実質的所有者」又は「実質的支配者」などと訳される。第 II 章で詳説する。 
22 Politically Exposed Persons の頭文字をとったもの。第 II 章で詳説する。 
23 FATF 「新 40 の勧告」勧告 1 
24 前提犯罪とは，不法な収益を生み出す犯罪であって，その収益のロンダリングがマネーロンダリング罪の対象となる

ものをいう。 
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際的な議論のテーマとされてきたが，現在，その議論は解決され，脱税その他の

重大な税法違反は前提犯罪とされるべきであるという国際的なコンセンサスが形

成されている。これに伴い，FATF「新 40 の勧告」においても，マネーロンダリ

ング罪の前提犯罪に「Tax crime（税法上の犯罪）」が盛り込まれた 25。脱税が前

提犯罪化されることの効果は種々あるところ，実務的な観点からいうと，FIU の

情報提供先に税務当局が加わることによる疑わしい取引の届出の利用機会の増加

等が挙げられるほか 26（例えば，米国では，税務当局である内国歳入庁がマネー

ロンダリング摘発に向けた法執行機関の 1 つとなっている 27），副次的な効果では

あるが，マネーロンダリング罪の主観的構成要件の抜け道を塞ぐことが期待でき

る。すなわち，マネーロンダリング罪の訴追・刑事裁判においては，犯罪収益の

運搬役（例えば，振り込め詐欺事案における詐取金の引き出し役など）の被疑者・

被告人から「運搬を命じられた現金が犯罪収益（振り込め詐欺の被害金など）だ

とは知らなかった。何らかの表に出せない事情がある金とはわかっていたが，せ

いぜい脱税して得た金だろうという認識しかなかった。」との弁解がなされること

があるところ，マネーロンダリング罪の前提犯罪に脱税が加わることにより，こ

のような弁解によってマネーロンダリング罪の適用を免れることはできなくなる

であろう。 

ウ PEPs（重要な公的地位を有する者）の特定と高リスク顧客管理 
  PEPs（Politically Exposed Persons）は「重要な公的地位を有する者」と訳され

ている。詳しくは第 II 章で説明するが，政治家や政府高官とその親族等を指す。

金融機関は，顧客管理上，個々の顧客のリスクを評価し，当該顧客に対する取引

モニタリングのレベルを決定することになるが，当該顧客が外国人 PEPs に該当

する場合は，特段の事情のない限り，当該顧客を高リスク顧客と評価し，高レベ

ルの取引モニタリングを実施しなければならない。また，国内 PEPs（金融機関が

拠点とする国・地域内の PEPs）については，当然に高リスク顧客と評価されるも

のではないが，顧客が国内 PEPs に該当するか否かをチェックするシステム（態

勢）を構築しなければならず，国内 PEPs に該当する場合は，そのことをリスク

評価に適切に反映しなければならない。これは，近年，マネーロンダリング防止

の一環として腐敗行為の防止の重要性が認識されてきたことに伴うものである。

この考え方の根底には，政治家・政府高官は，賄賂を収受し，これをロンダリン

グするおそれが一般的に高いという認識を前提に，金融機関としても，PEPs のマ

25 FATF「新 40 の勧告」“Designated Categories of Offences”参照。 
26 米国では，脱税がマネーロンダリング罪の前提犯罪となっているものの，後述するように，実務上，脱税を前提犯罪

としたマネーロンダリング罪の訴追例は少ない。 
27 内国歳入庁には銀行秘密法違反事件及びマネーロンダリング罪の捜査権限が付与されており，刑事事件を専門に取扱

う犯罪捜査部門が設置されている。なお，内国歳入庁とマネーロンダリング罪に関しては，岡崎正江，「米国内国歳入庁

におけるマネーロンダリングへの取組」，税大ジャーナル 5，2007 年，121-142 頁，に詳しい。 
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ネーロンダリングリスクの高さを意識して取引のモニタリングを強化し，疑わし

い取引の発見に努めるべきとの発想がある。 
  FATF 勧告では，これまで外国人 PEPs（金融機関が拠点とする国・地域外の PEPs）

について，高リスク顧客の対象としていたものを，「新 40 の勧告」において，国

内 PEPs についても，適切な把握とリスク評価を行うべき対象とした。 

エ 実質的所有者・支配者（Beneficial Owner）の把握 
  マネーロンダリングを行うとき，実行行為者は，取引主体が自分であることを隠

蔽するために，隠れ蓑として，自分が実質的に支配する法人又は信託若しくは組

合その他の法形式（これを，「法的取極め」“legal arrangement”という。）を用い，

これらの法形式を形式的な名義人として取引を行うことがある。この場合，取引

上の形式的な名義人である法人又は法的取極めの背後で，実質的に当該法人又は

法的取極めを所有し又は支配する自然人のことを「実質的所有者（beneficial 
owner）」という。金融機関は，顧客が法人又は法的取極めであるときは，同顧客

のリスク評価を行うにあたっては，その背後に隠れた実質的な所有者を把握し，

同人の情報を収集する必要がある。実質的所有者の構成によっては，法人又は法

的取極めの顧客リスクが大きく異なるためである（たとえば，ある企業のオーナ

ーが犯罪組織関係者であった場合など。）。 
  FATF「新 40 の勧告」は，勧告 10 において，顧客が法人又は法的取極めである

場合，金融機関における実質的所有者の特定義務の制度化を各国に求め 28，勧告

24 及び 25 において，メンバー国・地域に対し，関係機関が，法人及び法的取極

めの実質的所有者の情報を入手できるようにするために必要なシステム（実質的

所有者の登録制度など）を構築するよう求めている 29。2013 年 6 月に北アイルラ

ンドのロック・アーンで開催された G8 サミットでは，「法人及び法的取極めの悪

用を防止するための G8 行動計画原則」が採択されたところ，同行動計画原則では，

警察等の法執行機関及び税務当局が，法人等の実質所有者情報を入手できるよう

にするため，実質的所有者情報の登録制度を設けることなどが宣言された 30。後

に紹介するが，イタリアはこの点の整備が進んでいる。イタリア法上，株主構成

及び株主名は，法人の商業登記の必要的記載事項とされており，法人は，株主権

の変動があった場合は，速やかに商業登記簿を管理する商工会議所に届け出なけ

28 勧告 10 は，金融機関の実施すべき顧客管理の内容について定めている中で，「（金融機関は）実質的所有者を確認し，

その本人確認を行うための合理的措置をとらなければならない。この措置の中には，顧客が法人又は法的取極めのとき，

当該顧客の所有構造及び支配構造の把握も含まれる。」と規定する。 
29 勧告 25（法的取極めの透明性及び真の受益者）は，「各国は，マネーロンダリング及びテロ資金供与の目的で法的取

極めが不正に利用されることを防止するための適切な措置を講じなければならない。とりわけ，各国は，信託設定者， 受
託者及び受益者などの信託に関する十分かつ正確な情報について，関係当局が適切なタイミングでアクセスできるよう，

必要な措置を講じなければならない。各国は，金融機関及び DNFBPs が，勧告 10 及び 22 に規定された義務を実施す

るために，実質的所有者に関する情報にアクセスできるよう，これを容易にするための措置を講じなければならない。」

と定める。 
30 同行動計画原則については，財務省ウェブサイトに仮訳が掲載されている。その内容は付録 2 のとおりである。 
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ればならないとされている。したがって，金融機関及び法執行機関は，商業登記

簿を確認することで（オンラインで確認可能），容易に法人の最新の実質的所有者

情報にアクセスすることができる。他方，米国では，本邦と同様，株主名は法人

登記の必要的記載事項ではなく，実質的所有者を把握するための公的なシステム

は現段階で存在しない。したがって，金融機関は，法人等の実質的所有者を特定

するため，法人の代表者等から，その株主名及び本人特定事項の記載された署名

入りの書面の提出を求めるなどしている。 
 
⑶ 日本の現状 

 本稿は，マネーロンダリング対策に関する本邦の取組状況について論じるもので

はないので，ここで本邦の制度の詳細には立ち入らないが，米国及びイタリアの制

度を把握する上で有益と思われる部分に限って簡単に紹介したい。 
 本邦に対しては，これまで 3 度の FATF 相互審査が行われている。2008 年に実施

された第 3 次対日相互審査では，本邦は，9 項目について最低レベルの「不履行」

の評価を受け，その他の項目についても「一部不履行」と評価されたものが多く，

未だに，フォローアップ状況について審査を受けている状態にある 31。第 3 次対日

相互審査は FATF 旧勧告下で実施されたものであるから，本邦は，現段階でも，「新

40 の勧告」はもとより，旧勧告の水準を満たせていないことになる。2013 年 4 月

に改正犯罪収益移転防止法（以下，「改正犯収法」という。）が施行され，第 3 次対

日相互審査で指摘された一部の事項について改善措置が採られたが，未改善部分も

残っている。第 3 次対日相互審査において指摘された事項はおおむね次のとおりで

ある 32。 

ア 写真付きでない証明書類（健康保険証等）による本人特定事項の確認 
 第 II章で説明するが，米国やイタリアでは，金融機関における顧客の身分確認は，

一般に，政府・自治体が発行する写真付き身分証により行われている。同身分証に

は，固有の納税者番号が記載されており，金融機関は，同番号を基礎に顧客管理を

行うことができる（例えば，同一人が複数の口座を保有している場合であっても，

納税者番号によって瞬時に口座名義人の同一性確認が可能である。）。ところが，本

邦では，健康保険証，年金手帳，母子健康手帳等の写真付きでない身分証が単独で

有効な書類として認められており，第 3 次対日相互審査では，この場合，信頼でき

る他の書類によって補完することなどのリスク軽減措置がなされていない旨の指摘

がなされている。なお，この点は，改正犯収法における改正対象となっていない。 

31 本邦の現状については，山﨑千春，鈴木仁史「改正犯収法と金融犯罪対策」，きんざい（2013），白井真人，渡邉雅之

「マネー・ロンダリング対策ガイドブック 改正犯罪収益移転防止法・FATF 勧告への実務対応」，LexisNexis（2013）
のほか，警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官ウェブサイト「マネー・ロンダリング対策等に関する懇

談会」資料 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/kondankai.htm に詳しい記載がある。 
32 FATF, Third Mutual Evaluation Report, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, 
Japan, 17 Oct., 2008（以下，「FATF 第 3 次対日相互審査」という。）。 
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イ リスク・ベース・アプローチが未採用 
 第 3 次対日相互審査では，本邦の金融機関においては，リスク・ベース・アプロ

ーチが採用されていないと評価された 33。これを受けて，改正犯収法では，マネー

ロンダリングに利用されるリスクの高い取引について，実質的所有者情報の確認を

義務付けたほか（ただし，当該顧客の実質的所有者が法人であった場合であっても，

さらに当該法人の実質的所有者の調査を行う必要はない。）34，さらにそれらの取引

が 200 万円を超える財産の移転を伴う場合には，資産及び収入の状況の確認を義務

付けるなど，一定の場合，厳格な顧客管理義務が新設された 35。しかしながら，「リ

スクの高い取引」に該当する取引，なりすましが疑われる取引 36，関連取引時の確

認事項を偽っていた疑いのある顧客等との取引 37などに限定され，リスク・ベース・

アプローチの採用が一般的に義務付けられているものではない。 

ウ 法人等の実質的所有者の特定 
 第 3 次対日相互審査では，顧客が法人及び法的取極めの場合において，金融機関

にその実質的所有者の特定義務が課せられていないと評価された 38。この点，改正

犯収法は，顧客が法人である場合，金融機関に対して，「実質的所有者」39の本人特

定事項の確認を義務付けた 40。しかしながら，改正犯収法は，顧客の議決権構成を

把握する義務を定めているものの，FATF 勧告が求める実質的所有者（第 II 章で詳

しく説明するが，例えば，法人の主要株主が法人である場合，当該法人のさらに株

主を特定し，最終的な自然人たる受益者に行き着くまで実質的所有者を特定しなけ

ればならない。）の特定までは求めていない。したがって，実質的所有者までの確認

を求める FATF 勧告を完全に実施するには至っていない。 

エ PEPs に対する対応 
  FATF 勧告では，PEPs は，高リスク顧客に分類した上，厳格な顧客管理を要求さ

れるべき顧客と規定されている。しかしながら，本邦では，改正犯収法施行後も，

PEPs に関する法律上の規定は存在しない 41。 

オ 法人顧客の代理人の権限委任の確認 
  法人顧客に関する取引は，ほとんどの場合，代表者に代わって，経理担当従業員

等によって処理されることから，当該従業員等の代理権限の確認が問題となる。本

33 FATF 第 3 次対日相互審査 10 頁及び同概要 21 項 
34 犯罪収益移転防止法 4 条１項 
35 犯罪収益移転防止法法施行令 11 条 1 項 
36 犯罪収益移転防止法 4 条 2 項 1 号，同法施行令 12 条 1 項 1 号 
37 犯罪収益移転防止法 4 条 2 項 1 号，同法施行令 12 条 1 項 2 号 
38 FATF 第 3 次対日相互審査 10 頁等 
39 犯罪収益移転防止法では，「実質的支配者」という文言が用いられているが，「実質的所有者」又は「真の受益者」と

同義である。 
40 犯罪収益移転防止法 4 条 1 項 4 号 
41 FATF 第 3 次対日相互審査 11 頁等 
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邦では，これまでは，代理権の確認は社員証等の確認で足りるとされていた。しか

しながら，第 3 次対日相互審査では，社員証等の確認のみでは権限委任の確認方法

としては不十分と指摘され，（法人内部の）委任状等の確認が求められるべきとされ

た 42。この点については，改正犯収法施行規則 11 条 4 項は，金融機関は，代理権

の確認方法として，従来からの認められていた社員証等の確認の方法によるほか，

委任状その他の書面を確認する方法や，事業所へ電話をかける方法によることを認

めたが，依然として，社員証等の確認のみによって確認する方法も認められている。 

カ コルレス銀行取引を利用した取引についての顧客管理 
  コルレス銀行取引を利用した海外送金手続の詳細は第 II 章で説明するが，同取引

においては，送金依頼者は自行の顧客ではなく，海外にあるコルレス契約先の他行

の顧客であることから，送金依頼者に対する顧客管理が一般に困難であり，マネー

ロンダリングのリスクが類型的に高いとされている。しかしながら，本邦では，コ

ルレス銀行取引を利用した海外送金を規律する規定が存在せず，第 3 次対日相互審

査ではこの点につき「不履行」の評価を受けている 43。改正犯収法においても，こ

の点に関する規定は設けられていない。 

キ その他 
  以上のほかにも，第 3 次対日相互審査では，非対面取引における顧客管理の不備，

既存顧客に対する顧客管理の不十分性，取引時確認を行わないことができる取引の

存在などの点について問題が指摘されている。 
 
 
第 II章 金融部門の取組―マネーロンダリング防止プログラムの設計と適切な

実施 

 
第 1 はじめに 

   金融機関における適切なマネーロンダリング防止プログラムの具体的な内容につい

ては，マネーロンダリング対策における最も重要なテーマであるにもかかわらず，外

国の諸制度について取扱う日本語文献が少ない分野であるため，本稿ではこの点を特

に重点的に取り扱う。 
これから，米国及びイタリアを例に，金融機関におけるマネーロンダリング防止プロ

グラムについて説明するが，まず，米国におけるマネーロンダリング防止プログラムの

実務を説明した上で，イタリアについては，米国と異なる点を中心に紹介する。 
 

42 FATF 第 3 次対日相互審査 100 頁等 
43 FATF 第 3 次対日相互審査 10 頁等 
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第 2 米国の実務 

1 金融機関の義務とその根拠 

米国（連邦レベル）44において，金融機関のマネーロンダリング防止プログラムに関

する最も重要な法律は，1970 年に制定された銀行秘密法と 2001 年の同時多発テロ直

後に制定された USA PATRIOT 法（正式名称は，「Uniting and Strengthening America 
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism」であ

り，頭文字を取って USA PATRIOT 法と呼ばれる。）である。銀行秘密法は，その名称

からは，銀行の守秘義務を定めた法律と誤解しやすいが，その内容は，名称とは逆に，

金融機関に対し，保有する顧客情報や取引情報を政府機関に提供することを義務付け

るものである。一方の USA PATRIOT 法は，2001 年の同時多発テロを受けて制定され

たもので，主には通信傍受の拡充やマネーロンダリング及びテロ資金供与規制などを

強化するものであるが，同法は，銀行秘密法のうち，顧客管理，取引記録の保管及び

法執行機関との情報共有などに関する規定について，金融機関の義務をより強化する

改正を行っている。米国におけるマネーロンダリング法制の歴史と法体系の枠組みは

以下のとおりである。 
 

⑴ マネーロンダリング法制の歴史 

ア 銀行秘密法の制定 
米国におけるマネーロンダリング規制は，上記のとおり，1970 年に制定された

銀行秘密法をその出発点としている。銀行秘密法によって創設された金融機関の

義務のうち，当時，最も重要であったのが CTR45の提出義務であった。CTR の提

出義務とは，第 III 章で詳述するが，金融機関に課せられた当局への報告義務で

あり，金融機関は，顧客との間で 10,000 ドル（約 100 万円）を超える現金取引

（預金の預入れ，払戻し及び送金等）を行った場合，内国歳入庁 46に対し（現在

は FinCEN に対し）その事実を届け出ることとなった。 
しかしながら，1970 年の銀行秘密法は，マネーロンダリング行為自体を処罰す

るものではなく，同法の制定後もマネーロンダリングは犯罪とはされていなかっ

た。 

イ マネーロンダリング規制法の制定から USA PATRIOT 法まで 

44 米国は，連邦レベルと各州レベルの法体系・法執行体系があり，やや大雑把な説明ではあるが，連邦レベルでは，類

型的にみて州をまたぐ商業行為に関する規制権限を有している。マネーロンダリング規制については，全米あるいは全

世界的に広がる金融システムを利用するという意味で類型的に州をまたぐ金融取引に関連する規制と考えられ，連邦レ

ベルで規制を行っているが，一方で，各州もそれぞれ独自の規制を行っている。本稿では，もっぱら連邦法による規制

を取り扱う。以下，「米国」又は「米国法」との記載は，断りのない限り連邦レベルでの法規制を指す。 
45 Currency Transaction Report の頭文字をとったもの。「現金取引報告」と呼ばれる。本稿では，米国における一般的

な呼称である「CTR」を用いる。 
46 Internal Revenue Service(IRS)。米国の連邦レベルにおける税務当局である。 
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  マネーロンダリング行為が，それまでの前提犯罪の付随行為という位置付けか

ら，前提犯罪と別個の法的非難を受ける対象と認識され，前提犯罪とは独立した

別個の犯罪類型とされたのは，1986 年のマネーロンダリング規制法（Money 
Laundering Control Act）の制定によってであった。同法の成立により，マネー

ロンダリングに関する犯罪類型が創設された（18 U.S.C.§1956,195747）。 
  その後，1988 年の薬物濫用規制法（Anti-Drug Abuse Act）により，マネーロ

ンダリング罪の法定刑が引き上げられたほか，現金同等物（小切手等）の購入の

際に厳格な身分確認が求められることとなり，以降，銀行秘密法は数次にわたっ

て改正され，1992 年の改正（Annunizio-Wylie Anti-Money Laundering Act）
では，疑わしい取引の届出義務が創設された 48。 

ウ USA PATRIOT 法の制定 
  銀行秘密法は，USA PATRIOT 法の成立によって，1970 年の制定以降最大の

修正を受けた。USA PATRIOT 法は，2001 年の同時多発テロを受け，主に通信

傍受の拡充などを定めたものであるが，金融機関を通じたマネーロンダリング及

びテロ資金の流入を規制する規定も盛り込んでおり，これに伴って銀行秘密法の

規定も大幅に強化・拡充された。 
  USA PATRIOT 法は全 10 章から構成されているが，第 3 章（301 条ないし 377

条）がマネーロンダリング及びテロ資金供与規制関連の規定である。法律の内容

は多岐にわたっており，本稿の範囲を超えるためにここでその詳細を説明するこ

とはできないが，その目次を示すと次のとおりである 49。 

第1章 テロリズムに対する国内の安全性の向上（101－106 条） 
第2章 監視手続の改善 50（201－225 条） 
第3章 国際マネーロンダリングの阻止及びテロリストへの資金供与防止のため

の 2001 年法（301－377 条） 
A. 国際マネーロンダリングの阻止及び関連規定（311－330 条） 
B. 銀行秘密法の改正及び関連する改善（351 条－366 条） 
C. 通貨関連犯罪及び保護（371 条－377 条） 

第4章 国境の保全（401 条－428 条） 
第5章 テロリズムの捜査に対する障害の除去（501 条－508 条） 

47 U.S.C.とは，合衆国法典（United States Codes）の略語である。18 U.S.C. §1956 とは，合衆国法典第 18 章 1956
条を指す一般的な略称である。本稿においても，以後，条文を記載する際はこのルールに従う。 

なお，これからマネーロンダリング規制法，銀行秘密法，USA PATRIOT 法などの法律が登場するが，これらは法律

名ではあるものの，本邦と異なり，ひとたび法律として成立すると，規則に従って合衆国法典の特定の部分に挿入され

る。例えば，マネーロンダリング罪の規定は，「マネーロンダリング規制法」18 U.S.C. §1956 に挿入されている。 
48 31 U.S.C. §5318（g） 
49 目次の標目（章番号）については，平野美恵子，土屋恵司，中川かおり，「米国愛国者法（反テロ法）（上）」，外国の

立法 214，国立国会図書館，（2002 年 11 月）によった。 
50 メール，会話，ボイスメールの傍受を認めるなどの通信傍受の拡充を定める章。 
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第6章 テロリズムの被害者，公共保安職員及びその家族に対する支援（611 条－

624 条） 
第7章 重要基盤の保護のための地域的情報共有の増進（701 条） 
第8章 テロリズムに対する刑法の強化（801 条－817 条） 
第9章 諜報活動の改善（901 条－908 条） 
第10章  雑則（1001 条－1016 条） 

   上記のうち，銀行秘密法に関係するのが「第 3 章 国際マネーロンダリングの

阻止及びテロリストへの資金供与防止のための 2001 年法」である（条文は 301
条ないし 377 条）。金融機関のマネーロンダリング防止プログラムに影響する規

定については，その和訳を付録 4 にまとめた。このうち，マネーロンダリング規

制の観点から重要なのは，コルレス銀行取引を利用した海外送金サービスやプラ

イベート・バンキングについて規制が強化されている 312 条及び 313 条（具体

的な規制内容は，同条による委任を受け，財務省規則に詳細な定めが置かれてい

る。），金融機関の保有する顧客の取引情報について，FinCEN による無令状での

情報徴求権を認めている 314 条（この規定に基づき，FinCEN は，ある者が，テ

ロリスト活動又はマネーロンダリングに従事していると“信頼できる根拠に基づ

いて合理的に疑われる”場合，金融機関から，無令状で同人の金融取引に関する

情報の開示を受けることができる。），財務長官に対し，米国内の金融機関に対し，

「マネーロンダリングの最大懸念（“Primary Money Laundering Concern”）」
を有する国・外国金融機関との取引記録の提出を要求する権限を与えた 311 条

（2014 年 3 月末現在まで，4 つの国，17 の金融機関が，同条により「マネーロ

ンダリングの最大懸念」先に指定され，米国内の金融機関の保有する同国及び金

融機関との取引情報が FinCEN に開示されている。）の 3 点である。第１の点に

ついてはコルレス銀行取引の部分で詳説する。 
 

⑵ マネーロンダリング規制の法体系 

 上記のとおり，現在，米国では，（USA PATRIOT 法により一部修正を受けた）

銀行秘密法（31 U.S.C.§5311-5355）が，金融機関に対するマネーロンダリング防

止プログラムの実施義務の実体法的根拠となっている。個別の義務については，銀

行秘密法によって委任を受けた財務省規則に規定がある 51。 
 これに加え，FinCEN は，財務省規則の解釈や適用範囲に関して，「ガイダンス」

と呼ばれるペーパーを発行している（先述のとおり，FinCEN は財務省の下部組織

である。）。FinCEN ガイダンスは法的拘束力を有するものではないが，当局の法律

51 連邦規則は，合衆国法典と同様に，各規則が，一つの大きな規則体系である連邦規則集（the Code of Federal 
Regulations: CFR）にまとめられている。財務長官の発する連邦規則については，連邦規則集第 31 章第 103 条（以下，

「31 C.F.R. §103」と略記する。）にまとめられている。 
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解釈や運用基準を示したものであるから，もとより金融実務に与える影響は法律・

規則に準じる。 
   金融機関は，金融監督機関による監督を受けるが，これに関し，通貨監督庁

（Office of the Comptroller of Currency）等の金融監督機関 52によって構成される

連邦金融機関検査評議会（Federal Financial Institutions Examination Council）
は，「銀行秘密法及びマネーロンダリング防止措置に関する検査マニュアル」（Bank 
Secrecy Act/ Anti-Money Laundering Examination Manual。以下，頭文字をとっ

て「BSA/AML 検査マニュアル」という。）を公表している 53。金融監督機関は，金

融検査を実施するにあたり，被監督金融機関のマネーロンダリング防止プログラム

の適切性に関しても検査の対象とするが，同検査の基準は，上記のマニュアルに掲

載されているとおりであるから，被監督金融機関としては，内部のマネーロンダリ

ング防止プログラムを設計・実施するにあたって，同マニュアルの記載を特に重視

することになる 54。この点は，本邦において，金融庁の公表する金融検査マニュア

ルが金融実務に与える影響と同様である。 
 以上が，金融機関のマネーロンダリング防止プログラムに関する法体系の概要で

ある。USA PATRIOT 法により修正された銀行秘密法及び財務省規則が法準則とし

て，FinCEN ガイダンスや BSA/AML 検査マニュアルが事実上の準則として，金融

機関が実施すべきマネーロンダリング防止プログラムの要素を規定している。 
 これから，金融機関の中でも銀行等の預金取扱機関を念頭に，具体的なマネーロ

ンダリング防止プログラムの内容について説明する。次頁図 2 は，金融機関のマネ

ーロンダリング防止プログラムのフロー部分について，該当部分（金融部門に係る

第 1 フェーズ）を図 1 から抜粋し，併せてこれから説明する各論点の位置付けをま

とめたものである。  

52 後述するが，連邦レベルにおいて，銀行等の預金取扱機関は，連邦準備制度理事会（Board of Governors of the Federal 
Reserve System），連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation），通貨監督庁（Office of the Comptroller 
of the Currency）又は信用組合庁（National Credit Union Administration）のいずれかの監督下に置かれる。本邦に

おける金融庁の監督機能が，各当局に分散されていると考えるとわかりやすい。 
53 https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/manual_online.htm 参照。 
54 連邦預金保険公社へのインタビューによる。 
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図 2 金融機関におけるマネーロンダリング防止プログラムのフロー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 顧客管理－顧客情報の入手：KYC（Know Your Customer）プログラムとリスク評価 

⑴ リスク・ベースの顧客管理（総論） 
預金取扱機関における顧客管理の実務について説明する前に，リスク・ベース・

アプローチに基づく顧客管理について改めて確認しておきたい。 
BSA/AML 検査マニュアルでは，顧客管理について，「マネーロンダリング防止プ

ログラムを強力なものとするために最も重要なことは，すべての顧客，特にマネー

ロンダリング及びテロ資金供与の高いリスクを示す顧客に対する包括的な顧客管理

基準，手続及びプロセスを設計し，実施することである。顧客管理の目的は，預金

取扱機関に，顧客が実行すると思われる取引の種類を，ある程度の確信をもって予

測することを可能とすることにある。これにより，ある取引が疑わしいとされる可

②継続的な取引のモニタリングと定期的なリスク再評価 
・高リスク顧客に対する厳格な顧客管理 
・取引のモニタリングとアラート付け（把握している顧客情報

に照らした不自然な取引の発見） 
・定期的な顧客リスクの再評価 

第 1 フェーズ：金融部門＜顧客から資金を受け入れ＞ 
マネーロンダリング防止プログラム（AML Program）の設計と適切な実施 

①顧客管理：顧客情報の入手－KYC プログラムとリスク評価 
・本人特定事項の確認 
・顧客情報の入手（KYC プログラム） 
・顧客リスクの評価 
→【重要な論点】実質的所有者（beneficial owner）の把握，

PEPs，現金決済率の高い事業，非居住外国人，コルレス銀行

を用いた海外送金サービス，プライベート・バンキング・サー

ビス，非対面取引 

③疑わしい取引の届出 
・アラートが付された不自然な取引の調査 
・疑わしい取引の届出の要否の決定 

④取引記

録の保管

義務 
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能性を判断することが容易となる。顧客管理は，顧客の身分の把握と，当該顧客に

関連するリスクを評価するところから始まる。顧客管理プロセスには，高リスク顧

客に対する厳格な顧客管理と，継続的な顧客管理が含まれていなければならない。」

と説明されている 55。 
第 I 章で説明したとおり，リスク・ベース・アプローチを採用した顧客管理とは，

顧客や取引の（マネーロンダリング）リスクを評価し，そのリスクに応じたモニタ

リングを行うことで，限られた資源の中で効率的に犯罪収益に関連する取引を発見

し，当該取引を中止するほか，場合によっては当該顧客との継続的取引を解消する

ことである。これをわかりやすくするために，リスク・ベース・アプローチが採用

されていない場合の顧客管理を想定してみたい。 
まず，ある銀行の顧客が，定年退職して年金生活を送っている顧客 A，現金取引

の多い中古車販売業者 56の顧客 B，及びメキシコで両替商を営む 57顧客 C の 3 人で

あったとする。銀行は，疑わしい取引を発見するため，取引モニタリングを行って

不自然な取引を抽出することとなるが，いかなる取引が不自然であり，いかなる取

引が自然であるかを見極めるためには，顧客の事業や取引内容についての情報が必

要であり，そのための基礎資料集めが必要となってくる。リスク・ベース・アプロ

ーチが採用されていない場合，A,B,C に関して収集する顧客情報の収集の程度（深

掘りの程度）及び取引モニタリングのレベルは同じとなる。このような場合，すべ

ての顧客に対応できるようなプログラムを用意しようとすれば，一般的にマネーロ

ンダリングリスクの高い顧客B及びCの疑わしい取引を発見するに足りるチェック

態勢（人員数）を顧客 A に対しても適用することになる。しかしながら，顧客 A の

リスクとして考えられるのは，例えば，A が預金通帳等を犯罪組織に売却し，犯罪

組織によって犯罪収益の管理に使われているケースなどであるが，このリスクに対

するモニタリングは，定期的に年金基金等から定額の振込があるかどうかを確認す

れば十分であろう。他方，顧客 C のリスクとして考えられるのは，日々，メキシコ

所在の金融機関から多額の海外送金がなされるほか，複数の名義人への多数の振込

が想定され，この中に犯罪収益が混入しているおそれがあることから，取引をモニ

タリングし，場合によっては振込先に電話をかけて送金目的を確認するなどの対応

が必要である。したがって，顧客 C に割り当てる人的・物的資源は顧客 A に割り当

てるものよりも当然多くなるべきであるが，リスク・ベース・アプローチが採用さ

れていない場合，このような割り当てが適切になされるとは限らない。ある銀行の

高リスク顧客の割合が 10 パーセントとすると，リスク・ベース・アプローチを採用

していない場合，極端な場合，モニタリング資源（人員，IT 構築費用）のうち 90

55 BSA/AML 検査マニュアル 63 頁 
56 米国では，中古車販売業者は，商品である中古車自体の価格に恣意性が高い上，現金取引が多いことから，マネーロ

ンダリングの隠れ蓑に使用されやすく，類型的にマネーロンダリングリスクが高い業種とされている。 
57 後述する HSBC 事件においては，メキシコの両替商が薬物収益のロンダリングに使用されている。 
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パーセントが，犯罪と基本的には無関係な 90 パーセントの顧客の取引モニタリング

に浪費され，高リスク取引のモニタリングには資源全体の 10 パーセントしか割当て

られないこともあり得る。これは極端な例ではあるが，リスク・ベース・アプロー

チを採用し，顧客ごとのリスク評価を行って，リスクに応じた資源配分のルールを

あらかじめ定めておかなければ，程度の差はあれこのような資源の浪費が生じる。

これに対し、リスク・ベース・アプローチを採用していれば，例えば，90 パーセン

トの犯罪とは無関係な顧客に対しては，なりすましや犯罪組織による会社乗っ取り

などの偶発的リスクに備えて 10 パーセントのモニタリング資源を割当て，残り 90
パーセントのモニタリング資源を全体の 10 パーセントの高リスク顧客の取引のモ

ニタリングに配分するということが可能となる。 
以上がリスク・ベース・アプローチの基本的な考え方である。リスク・ベース・

アプローチを採用した顧客管理において行うべき具体的な顧客管理とは，①リスク

に応じた顧客情報の収集（KYC プログラム）及び②リスクに応じた取引モニタリン

グである。①の顧客情報の収集をリスクに応じて行うとはどういうことか，具体例

を挙げて説明すると次のとおりである。 
ある銀行のある顧客 X が，大量の電信送金を行い，短期的資金融通，複数の会社

への投資又は外国為替取引などの様々な種類の取引を行っているとする。取引決済

期間も短く，資金は調達した先から支払に回され，口座に滞留することがほとんど

ない。マネーロンダリングリスクの高い複数の国からの多量の国際送金を受取って

いる。このような事実関係下では，当該顧客は高リスク顧客であり，高い取引モニ

タリングレベルをもって取引を監視する必要がありそうである。しかしながら，こ

の顧客が米国を代表する主要な上場会社，例えばゼネラル・エレクトリック（GE）

であればどうであろうか。マネーロンダリングリスクの高い国からの多量の国際送

金は途上国へのインフラ関連商品の輸出代金の決済と認めることができるし，複雑

かつ多様な金融取引も，同社の金融部門による取引であると認めることができる。

このように，資金の流れから眺めるとリスクが高いと思われた取引も，その取引実

態を知ることができれば，合法的経済活動に伴う取引であると合理的に推測でき，

マネーロンダリングのリスクが軽減される。他方，この顧客 X が，あるアフリカの

国の政府高官が実質的に支配する宝石輸出業者であったらどうであろうか。複雑か

つ多様な金融取引は，その一部が犯罪収益を隠匿するためのスキームである可能性

も否定できない上，国際送金の中に犯罪収益が含まれている可能性も否定できない。

宝石輸出業者であることを知るのみでは，各金融取引が行われる前提となる経済的

取引実態が明らかにならないため，マネーロンダリングのリスクが軽減されないの

である。そのため，このような場合は，さらに顧客の事業実態や収入源，場合によ

っては預金や送金の原資について，顧客に説明を求め，資料を徴求するなどし，情

報を収集する必要がある。 
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以上のように，顧客 X がゼネラル・エレクトリックであった場合，さらに調査の

必要がないのに対し，宝石輸出業者であった場合，さらに事業実態や収入源等を把

握する必要があるように，把握している情報から判明するリスクと，情報を収集す

る必要性が呼応していること，これがリスクに応じた顧客情報の収集（KYC プログ

ラム）の意図するところである。 
リスク・ベース・アプローチによる KYC プログラムを実施し，顧客情報を収集

しても，顧客の事業や取引パターンの全貌が明らかにならないこともある。金融機

関は，口座間の資金移動を把握することはできるが，資金移動の裏にある取引の経

済実態を把握することは容易ではないから，顧客の事業の詳細を理解するにはもと

より限界がある。さらに，現金決済のウエイトが高い顧客などについては，銀行が

把握できる資金移動の割合も限られていることから，経済取引の実態について把握

困難な部分がより多くなる。このような，金融機関が KYC プログラムを実行して

も把握し尽くせないリスクを，「残存リスク」という。残存リスクが大きいというこ

とは，銀行が未把握の顧客情報が多いということであり，そこでマネーロンダリン

グが行われているリスクも大きくなる。例えば，上記の顧客 X の例でいうと，顧客

名がゼネラル・エレクトリックと判明した段階で，残存リスクは非常にわずかと評

価できる一方，X が宝石輸出業者であった場合，KYC プログラムにおいて，事業所

の現地確認のほか，売買契約書や通関手続書類，保険関係書類等を確認することに

よっても，把握しきれない経済活動が多く残り，残存リスクは高くなるといえる。 
このように，リスクに応じた KYC プログラムを実施し，情報収集に努めた上，

把握しきれない情報があるために残された「残存リスク」に応じて顧客のリスクレ

ベルを評価し，顧客のリスクレベルに応じたモニタリングを実施することが，リス

ク・ベース・アプローチに基づく顧客管理である 58。 
以下，米国における顧客管理のうち，KYC プログラムの具体的内容について説明

する。 
 

⑵ 本人特定事項の確認 
  KYC プログラムにおいて最初に行うこととなるのは，本人特定事項の確認（いわ

ゆる本人確認）である。USA PATRIOT 法 326 条は，金融機関に対して，マネーロ

ンダリング防止プログラムの一環として「本人特定プログラム（Customer 
Identification Program。頭文字を取って CIP と呼ばれることが多い。）」の設計と

実施を義務付けている。金融機関が確認すべき本人特定事項には，少なくとも「氏

名（法人名）」，「生年月日（設立年月日）」，「住所（所在地）」及び「身分証番号」が

含まれなくてはならない 59。身分証番号については，米国国民の場合は，納税者番

58 Howard Steiner and Stephen L. Marini, Enhanced Due Diligence: The Complete BSA/AML Desktop Reference, 
Impact AML_INX3 Financial Press, June 2008, 6-7 頁 
59 BSA/AML 検査マニュアル 54 頁 
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号（Taxpayer Identification Number）を把握し，外国人の場合は，パスポート番

号，外国人登録証番号などを把握することとなる。米国では，米国籍保持者，永住

権保持者（いわゆるグリーンカード保持者），米国籍以外の労働許可取得者等には，

申請によって社会保障番号（Social Security Number）が付与される取扱いとなっ

ており，同番号がそのまま同人の納税者番号となる。社会保障番号の付与が認めら

れない者に対しては，申請により，個人用納税者番号（Individual Taxpayer 
Identification Number）が付与される。 
 なお，確認方法としては，政府発行の身分証により確認しなければならず，かつ，

写真付き又は写真と同程度の確認方法（指紋等）を備えた身分証でなければならな

い。本邦の健康保険証のような写真なし身分証の確認では，金融機関は確認の手段

を尽くしたことにならない 60。 
 

⑶ 把握すべき顧客情報：3 つのリスクカテゴリー 
 本人特定事項が確認できれば，KYC プログラムは，顧客管理のための顧客情報の

収集段階に移行する 61。それでは，KYC プログラムを通じて金融機関が把握すべき

顧客情報にはどのようなものがあるのか。BSA/AML 検査マニュアル 62は一般的指

標として，「顧客リスク」，「商品・サービスリスク」及び「地理的リスク」の 3 つの

カテゴリーを設定し，それぞれのカテゴリーにおいて，リスク評価のために収集・

検討すべき情報を例示している 63。 
なお，この中では，「顧客リスク」が最も重要である。もとより「商品・サービス

リスク」や「地理的リスク」も重要な要素ではあるものの，例えば，前述のゼネラ

ル・エレクトリックのようなリスクの低い顧客であれば，高リスク取引とされるコ

ルレス口座を用いた海外送金や，複雑な投資スキームを用いた金融取引を行ったと

しても，また，中南米やアフリカの一部の国などの高リスク地域で取引を行ったと

しても，そのリスクは低いと評価できるからである。 
以下，それぞれのリスクカテゴリーにおいて検討すべき標準的な項目を示す。 

 
⑷ 顧客リスク 

ア 「顧客リスク」を考慮する上での一般的な調査・検討事項 
① 個人顧客であればその職業，法人顧客であればその事業内容 
② 法人顧客であれば，上場企業又はその子会社若しくは関連会社か否か 
③ 口座開設目的，又は特定の金融商品・サービスを利用する目的 

60 BSA/AML 検査マニュアル 55 頁 
61 BSA/AML 検査マニュアル 63 頁 
62 BSA/AML 検査マニュアル 22-28 頁 
63 本稿では，Tim Parkman, Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, Pearson 
Education Limited（2012）100-102 頁を参考とした。 
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④ 利用を予定している取引の種類やその内容（預金口座ならばその予定される

最大預金量や現金預金回転率 64など。） 
⑤ PEPs への該当性 
⑥ 銀行窓口と当該顧客の住居（又は法人顧客の事業所）との位置関係（住居か

ら銀行支店が不自然に遠隔ではないか。） 
⑦ 顧客が米国居住者か非居住外国人か 
⑧ 現金決済の割合 
⑨ 当該顧客の事業上の取引相手の種類 
⑩ 予定している取引は，自分自身の計算において行うものか，それとも第三者

の計算において行うものか（信託受託者が他人の資産管理を行う場合や弁護

士が依頼者の金銭を預かる場合など。） 
⑪ 顧客が法人又は法的取極めの場合，それが第三者の資産管理用法人・法的取

極めでないか 
⑫ 顧客が法人又は法的取極めの場合，法人の取締役の本人特定情報 
⑬ 顧客が法人又は法的取極めの場合，実質的所有者の本人特定情報 
⑭ 直近数年間の財務諸表の内容 
⑮ 顧客の収入源 
⑯ 預金・送金の原資 

イ 「顧客リスク」各論 1：実質的所有者について 
上記⑬に掲げられた実質的所有者（Beneficial Owner）とは，FATF 勧告による

と，「（法人又は法的取極めを）最終的に所有又は支配する自然人」，「（法人又は法

的取極めが）ある自然人のために取引を行う場合のその自然人」又は「（法人又は

法的取極めを）終局的に実効支配する自然人」を指す 65。要するに，法人や法的

取極めの背後で，これを所有し，又はその他の手段により実効的に支配する「自

然人」のことである。 
FATF 勧告は，メンバー国・地域に対し，金融機関の顧客が法人又は法的取極め

である場合，顧客のリスクによっては，その実質的所有者の特定及び本人特定事

項の確認を義務付けるよう求めている 66。FATF が，法人や信託などの法的取極め

について，その実質的所有者の特定を求める理由は，法人又は法的取極めを濫用

した（マネーロンダリング）リスクにある。一般に，マネーロンダリングの手法

として，自己が実質的に所有又は支配する法人を利用し，同法人の事業上の金融

活動にみせかけて犯罪収益のロンダリングを行うことが考えられる。そうするこ

とで，取引主体を偽装できる上（形式上，取引主体は法人となる），取引目的を仮

64 入金額に対して，現金預金がどの程度回転しているかを示す指標。 
65 FATF「新 40 の勧告」用語集 
66 FATF「新 40 の勧告」勧告 25 
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装することも容易になる（法人の事業上の取引にみせかけるなど）。そのため，金

融機関が，法人顧客等のリスクを評価するにあたっては，当該法人顧客の背後で，

事実上これをコントロールできる立場にある自然人を特定し，その自然人のマネ

ーロンダリングリスクを評価（例えば，当該自然人が PEPs である場合のほか，

非居住外国人や高リスク地域居住者である場合など。）しなければ，真の意味でそ

の法人や法的取極めのリスクを評価したことにはならないことになる。 
以上の理由から，実質的所有者は，必ず自然人でなくてはならない。例えば，

法人顧客である A 社の議決権構成を確認したところ，A 社の発行済株式の過半数

を超える株式を所有するのが別の法人 B であったとき，B は自然人でないから，A
社の実質的所有者を特定するには，さらに B 社の議決権構成を特定する必要があ

る。調査の結果，B 社の発行済株式の過半数を保有するのは自然人 C であると判

明したとき，A 社の実質的所有者は自然人 C となる（なお，B 社の実質的所有者

がさらに法人である C 社である場合は C 社の実質的所有者を特定しなければなら

ない。以下同様である。）。 
以上が FATF 勧告の示す実質的所有者の概念であるが，実際に誰を実質的所有

者と認定すべきかについて，FATF は明確な基準を設けていない。例えば，上記の

例では，A 社の議決権の過半数を握っているのは B 社であるところ，自然人 C は

B 社の過半数の議決権を握っていることから，自然人 C は，B 社の支配を通じて，

間接的に A 社を支配しているといえ，自然人 C が A 社の実質的支配者であること

に異論はないであろう。しかし，B 社の議決権が 10 人の株主により 10 パーセン

トずつ分散して保有されていた場合や，B 社が A 社の筆頭株主ではあるものの，

その議決権が過半数に満たない場合などは，実質的所有者が誰であるかについて

一義的に答を導き出すことができない。この点に関する国際的な認定ルールはな

く，各国がそれぞれルールを模索しているのが現状である。 
米国では，2012 年 3 月，FinCEN が，実質的所有者の定義案を提案したものの，

未だに同定義案は採択されていない。そのため，米国では，実質的所有者の認定

基準は未だ存在しておらず，その認定基準は各金融機関に委ねられている。一般

には，上記定義案を参考に，議決権の 25 パーセント以上を有する自然人を実質的

所有者として取扱っていることが多い 67。上記定義案によると，実質的所有者と

は次のとおりである 68。 

67 なお，米国では FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act 外国口座税務コンプライアンス法）により，主に

海外に居住する米国人の税金逃れを捕捉するため，外国金融機関等に米国人口座に関する情報開示義務を定めている。

FATCA では，海外居住米国人を実質的所有者とする法人及び法的取極めを把握するため，外国金融機関に対し，米国人

が 10 パーセントの議決権又は持分権をもつ法人及び法的取極めの口座情報を米国当局に開示することを求めている（こ

れに従わない外国金融機関に対しては，米国債から生ずる利息などの米国源泉収益について 30 パーセントの懲罰的な源

泉徴収を課すとしており，これにより実効性を持たせている。）。そのため，外国支店を有する銀行などは，10 パーセン

ト基準で実質的所有者の把握を行っているところが多く，25 パーセント基準と 10 パーセント基準の 2 つのスタンダー

ドが併存する形になっている。 
68 Federal Register/ Vol.77, No.43/ March 5, 2012, 13052 頁

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-03-05/pdf/2012-5187.pdf から閲覧可能。 
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① 直接又は間接に，契約（ contract），取極め（arrangement），申合せ

（understanding），関係性（relationship），仲介手段（intermediary），階

層化された組織（tiered entity）その他を通じ，25 パーセント以上の持分を

有する自然人 
② 上記①を満たす自然人が存在しない場合，少なくとも他の者より多くの持分を

有する自然人，又は法人等の業務運営に関し，他の者より多くの責任を有す

る自然人 
 上記①の 25 パーセント基準を用いた場合の実質的所有者の認定方法について，

具体例を挙げると次のとおりである。 
ある銀行の顧客である ABC 社の議決権構成が図 3 のとおりであったとする。こ

の場合，同行が把握すべき ABC 社の実質的所有者は次のように特定することにな

る。 
 

図 3 ABC社の議決権構造 

 

 
  
 
 
ABC 社の株主は DEF 社，自然人ハービー及び GHI 社の 3 名であるが，このうち，

ハービーは，ABC 社の議決権を 30 パーセント保有する自然人であるから実質的

所有者と認められる。 
次に，ABC 社の 65 パーセントの議決権を保有する GHI 社は法人であることか

ABC社 

DEF社 
（5％） 

ハービー 

（30％） 
GHI社 

（65％） 

JKL社 
（50%） 

クリス 

（80%） 
 スーザン 

（20%） 

アンドリュー 

（50％） 

実質的議決権 6.5％（＜25％） 

⇒実質的所有者に該当せず 

実質的議決権 26％（＞25％） 

⇒実質的所有者に該当 
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ら，同行は，さらに GHI 社の議決権構成を調査することとなる。具体的には，外

部の民間情報データベースで検索するほか，ABC 社の経営陣に GHI 社の議決権構

成を確認させることとなる。調査の結果，GHI 社の議決権は，その 50 パーセント

を自然人アンドリューが，残りの 50 パーセントを法人 JKL 社がそれぞれ保有し

ている事実が明らかになったとする。アンドリューの ABC 社に対する実質的な議

決権は，65%×50%＝32.5%であるので，25 パーセント基準によると，同人は ABC
社の実質的所有者に該当する。他方，JKL 社は法人であるから，さらにその議決

権構成を調査しなければならない。調査の結果，JKL 社の議決権は自然人クリス

が 80 パーセント保有し，残りの 20 パーセントを自然人スーザンが保有している

ことが判明したとする。クリスの ABC 社に対する実質的な議決権は 65%×50%×

80%＝26%であるから，クリスも ABC 社の実質的所有者である。スーザンの ABC
社に対する実質的な議決権は 6.5 パーセントに留まることから実質的所有者には

該当しない。 
したがって，上記金融機関は，自然人たるハービー，アンドリュー及びクリス

の 3 名を ABC 社の実質的所有者と認定することになる。ABC 社の顧客リスク評

価を行うにあたっては，上記 3 名の本人特定事項を確認の上，同人らのリスク

（PEPs に該当するか否か，非居住外国人ではないか等）も併せて考慮することに

なる。 
実質的所有者の確認方法は次のとおりである。米国では，法人の設立は，連邦

法ではなく州法による規律の対象となっており，法人設立方法や登記事項は 50 あ

る州の数だけ存在する。そして，デラウェア州，ネバダ州，ワイオミング州など

一部の州では法人設立時の登記事項が他州より緩和されており，所有・支配関係

についての透明性が低く，脱税目的等で，いわゆるペーパーカンパニーの設立が

横行しているとされる 69。そこで，米国では，金融機関が，法人顧客の実質的所

有者を確認する手段としては，一般に，当該法人の経営陣の署名の入った株主構

成についてのチャート図を提出させるなどの方法が取られている。しかし，実際

に，この情報の真実性を担保する公的な記録（商業登記簿等）が存在しない場合，

金融機関としてはチャートの真実性について裏付けを取ることができない。外部

の民間信用情報機関のデータベースも利用されているが，これらのデータベース

は，そもそもが，情報機関が電話等の方法で法人から聞き取った内容を原データ

としていることから，おのずとその信用性には限界がある。捜査機関にとっても，

法人等の背後でこれをコントロールする実質的所有者の情報にアクセスできなけ

れば，例えば，疑わしい取引の届出等から当該法人を用いたマネーロンダリング

69 Sheldon D. Pollack, Delaware: Tax Haven or Scapegoat?, State Tax Notes, The University of Delaware, Oct. 7, 
2013 
<http://udel.edu/~pollack/Downloaded%20SDP%20articles,%20etc/other%20articles/Delaware%20-%20Tax%20Hav
en%20or%20Scapegoat%20in%20State%20Tax%20Notes%2009-09-2013.pdf> 
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行為を把握したとしても，背後でコントロールする犯人の特定・検挙に結びつけ

ることができない。そのため，第 I 章で説明したとおり，2013 年 6 月開催のロッ

ク・アーン G8 サミットで採択された行動計画原則においては，実質的所有者の情

報を捜査機関等が把握できるような登録制度の構築の必要性が認識され，これを

受けて，米国においても，法人等に対し，最新の実質的所有者の情報開示を義務

付け，警察等の捜査機関がアクセスできるように登録制度を設けることが検討さ

れている 70。 

ウ 「顧客リスク」各論 2：PEPs（重要な公的地位をもつ者） 
  顧客リスクの項目中でも，類型的に高リスク顧客と判断される重要な項目が

PEPs である。PEPs とは，「重要な公的地位をもつ者（Politically Exposed Persons）」
の頭文字を取ったものであり，外国人 PEPs と国内 PEPs に分かれ，FATF「新 40
の勧告」によると，外国人 PEPs とは，「外国において特に重要な公的な機能を任

せられている，又は任せられてきた個人であり，例えば，国家元首や首相，高位の

政治家，政府高官，司法当局者，軍当局者，国有企業の上級役員，重要な政党役員

をいう。」，国内 PEPs とは，「国内において特に重要な公的な機能を任せられてい

る，又は任せられてきた個人であり，例えば国家元首や首相，高位の政治家，政府

高官，司法当局者，軍当局者，国有企業の上級役員，重要な政党役員をいう。」と

それぞれ定義されている 71。なお，公的な機能を任せられている場合であっても，

中位又は下位の個人は PEPs に該当しないとされている 72。既に説明したとおり，

FATF 勧告では，外国人 PEPs は必要的な高リスク顧客であり，国内 PEPs につい

ては，必要的な高リスク顧客ではないものの，リスク評価の上で国内 PEPs に該当

するか否かは必要的な把握事項となっている。 
  PEPs がリスク評価の上で高リスク要因とされているのは，一般的に賄賂等によ

って得た資金のロンダリングの可能性が高いとされているからである 73。加えて，

PEPs は，一般に，自らの資金に関して調査がなされることを意識し，資金管理に

家族，支援者，フロント企業などを利用することが多いとされる 74。そのため，FATF
「新 40 の勧告」は，勧告 12 において，メンバー国・地域に対し，金融機関に，外

国人 PEPs，国内 PEPs 及びその家族又は近親者に関して，①顧客が PEPs に該当

するかを判定するための適切なリスク管理システムの導入，②口座開設等の継続的

な取引関係を確立する際の上級管理者の承認義務，③収入源，預金等の原資につい

70 ホワイトハウス，「法人及び法的取極めの濫用に対する国家行動計画（National Action Plan on Preventing the 
Misuse of Companies and Legal Arrangements”）,June 18, 2013 
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/18/fact-sheet-us-national-action-plan-preventing-misuse-com
panies-and-legal> 
71 FATF「新 40 の勧告」解釈ノート 用語集 
72 FATF「新 40 の勧告」解釈ノート 用語集 
73 Parkman・前掲書 105 頁 
74 Parkman・前掲書 105-106 頁 
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ての確認義務，④厳格な取引モニタリングの実施義務を課すべきであると規定して

いる。 
  米国では，法律上，PEPs という名称は用いられず，USA PATRIOT 法 312 条

に，外国人 PEPs と同義の「外国政府高官（Senior Foreign Political Figure）」と

いう用語が用いられている。外国政府高官という名称のとおり，米国では外国人

PEPs のみが高リスク顧客の対象とされており，国内 PEPs については，類型的な

高リスク顧客とはされていない。 
  ところで，ある顧客が外国政府高官に該当するか否かの調査は容易ではないと

される。米国の金融機関は，民間信用情報機関等の提供する外国人 PEPs 検索プロ

グラムを導入しているところが多く，新規顧客が外国人である場合は，同検索プロ

グラムに顧客名等の本人特定事項を入力し，外国人 PEPs への該当性のスクリーニ

ングを行う。しかしながら，同検索プログラムの外国人 PEPs データベースも，各

国政府や国際機関の公表するデータのほか，ウェブサイトや新聞等の公知情報等か

ら情報収集しているにすぎないことから，網羅性の観点からは不十分といわざるを

得ない上，政府高官本人であれば格別，その家族や近親者の情報になると非常に手

薄なのが実情である。そこで，BSA/AML 検査マニュアルは，金融機関が，顧客が

外国政府高官であるか否かを判断するための十分な情報を入手しているか否かを

検査項目とし，口座開設時に PEPs の認定が困難であっても，例えば，口座開設後

の取引モニタリングによって顧客の収入源などを確認し，給与・報酬の支払元の情

報（電信送金の送金元）から，現在又は過去の雇用主を明らかにするなどの手法を

用いて，公務員や政党役員である事実を発見すべきとされている 75。 

エ 「顧客リスク」各論 3：現金決済率の高い事業（Cash Intensive Business） 
  コンビニエンスストア，レストラン，小売店，酒類販売業，タバコ小売業，個

人所有 ATM，自動販売機，コインパーキングなど，売上に占める現金決済率が類

型的に高い業態については，多量の現金を取り扱うことから，犯罪収益を合法収益

に混入させることが他業種に比べて容易であり，米国では，一般に，類型的な高リ

スク事業と考えられている 76。もちろん，上記各業種であっても，大半の事業体は

合法的な事業を営んでいることに変わりないことから，単に現金決済率の高い事業

であるというだけで高リスク顧客となるものではないが，顧客リスクの評価にあた

っては，他業種に比べてより多くの情報を収集し，その裏付けを行う必要がある。

具体的には，事業内容，利用を予定している金融商品・サービスの内容，それらの

利用目的，予想される取引量，事業対象の地域の確認等のほか，営業所の現地確認

を実施すべきとされる 77。 

75 BSA/AML 検査マニュアル 297-300 頁 
76 BSA/AML 検査マニュアル 331-332 頁 
77 Howard・前掲書 27 頁 
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オ 「顧客リスク」各論 4：非居住外国人 
  非居住外国人（Non-Resident Alien Customers）とは，米国外に居住している

米国籍を有しない者を指す。内国歳入庁の定義によると，非居住外国人とは，米国

籍を有しない者のうち，①在留許可がない者のうち「実質的所在テスト

（Substantial Presence Test）」によって居住者に該当しない者，又は②いわゆる

グリーンカード（永住権）を保持しない者をいう。「実質的所在テスト」では，直

近 1 年間のうち 31 日以上かつ，直近 3 年間で規定の計算式 78にしたがって 183 日

以上米国内に滞在している者を居住者とする 79。 
  顧客が非居住外国人である場合，金融機関は，本人特定事項の確認はもとより，

その職業や事業の実態把握，預金若しくは送金等の原資又は収入源等を確認するこ

とも困難である。したがって，非居住外国人は，類型的な高リスク顧客と分類すべ

きとされる 80。特に，その居住国が，中南米，アフリカなどの高リスク国であった

場合，そのリスクは一層高い。非居住外国人との取引は，主にコルレス銀行取引（後

述）を利用した海外送金や海外に設置された ATM を利用したものになるところ，

例えば，非居住外国人の本拠が中南米やアフリカ諸国等の高リスク国である場合，

同国内の金融機関は適切なマネーロンダリング防止プログラムを実行しておらず，

犯罪収益の流入を許している可能性があり，そのような非居住外国人と継続的な取

引を開始すれば，それら犯罪収益が自行内に流入するリスクも高まる。したがって，

金融機関は，このようなリスクに配慮し，非居住外国人との取引は，これを拒絶す

ることも考慮の上，たとえ取引を開始するとしても，高リスク顧客として厳格な顧

客管理を行うことを検討しなければならない 81。具体的には，金融機関は，口座開

設の目的，顧客の本国の事情（高リスク地域か否か，オフショア・金融センター82又

はタックス・ヘイブン 83か否か。），本人確認のための身分証明書の真実性は担保さ

れているか（政府発行の身分証明書であると確認できるか，偽造の可能性はない

か。），預金原資は特定できるか，どのような商品・サービスを利用する予定か，法

人又は法的取極めの場合，実質的所有者は誰かなどの項目を確認する必要がある 84。 

カ 「顧客リスク」各論 5：その他の類型的な高リスク顧客 
類型的に高リスクと評価すべき顧客類型は上記のイないしオに留まらない。

78 183 日のカウント方法は，直近１年の滞在期間のすべて，その前年１年間の滞在期間の 3 分の 1 及びその前々年 1 年

間の滞在期間の 6 分の 1 を合計する。 
79 Internal Revenue Service, Publication519 <http://www.irs.gov/uac/Publication-519,-U.S.-Tax-Guide-for-Aliens-1> 
80 BSA/AML 検査マニュアル 293-294 頁 
81 Howard・前掲書 129 頁 
82 非居住者向けに金融サービスを提供する法域。非居住者を惹き付けるため，金融取引に係る租税を無税又は極めて低

額に設定する，法人設立要件を緩和する，金融機関に厳格な守秘義務を課して顧客情報を提供しない（又はそもそも収

集しない）などの特色をもつ法域もある。 
83 オフショア金融センターと同様に，非居住者の金融取引に対して無税又は極めて低い課税を行うほか，特に金融機関

等に対して厳格な守秘義務，法人の持分権に関する不透明性（株主権の無記名証券化を認めるなど）などを特色とする

ものが多い。 
84 Howard・前掲書 130 頁 
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BSA/AML 検査マニュアル上，高リスク顧客の一義的な基準は存在せず，個々の金

融機関による常識的判断によることになるが，米国では，次のような顧客について

高リスク顧客の可能性を検討すべきとされている 85。 

 カジノ 
 クレジットカード会社 
 証券会社，商品先物取扱業者（ブローカー・ディーラー，投資アドバイザー，

ヘッジファンド等を含む。） 
 貴金属業者，宝石業者 
 革製品取扱業者 
 ATM 業者 
 中古車販売業者，中古ボートディーラー，中古航空機ディーラー 
 旅行会社 
 輸入代行業者 
 電話営業代行業者 
 ノンバンク 

上記のうち，例えば，ATM 業者が類型的な高リスク顧客とされているのは，米

国では，金融機関とは無関係の個人が ATM を保有し，金融機関と提携することで

手数料収入を得るビジネスが存在する（例えば，コンビニエンスストア内に設置さ

れた ATM などは，コンビニエンスストアが所有している場合がある。）。これらを

一般に「個人所有 ATM」（Privately Owned ATM）という。個人所有 ATM では，

現金の払戻超（顧客による現金預入れ金額より払戻し金額が上回った場合の差額）

が生じた場合，ATM 所有者が現金を補充することになるが，補充に用いる現金と

して犯罪収益を用いれば，補填した現金相当額は，後日，ATM の提携金融機関か

ら，ATM 所有者の口座に入金されることになるため，これによって犯罪収益を合

法資産に変化させることができる 86。このようなスキームを構築される余地がある

ことから，個人所有 ATM 業者が類型的に高リスク顧客とされているのである。 
 
⑸ 地理的リスク 

 「地理的リスク」とは，金融機関の顧客の営業圏内やカウンターパーティーの所

在地で行われているマネーロンダリングのリスクである。例えば，中南米・カリブ

海の国々など，薬物組織の拠点がある地域のほか，マネーロンダリング法制が整備

されておらず，マネーロンダリング対策が脆弱な国・地域などが高リスク地域とさ

れる。金融機関は，顧客が高リスク地域に事業展開している場合，顧客管理にあた

85 Howard・前掲書 69 頁 
86 同事例は，バージニア州西部地区連邦検事局へのインタビューによる。このようなマネーロンダリング手法は全米で

非常によく用いられている手法とのことである。 
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ってその高リスク要因について十分検討しなければならない（さらなる情報収集，

高レベルモニタリングなど）。 
 国際的には，FATF が，国際的なマネーロンダリング対策に協力的でない国・地域

を指定した「非協力国・地域（Non-Cooperative Countries and Territories）」リス

トを公表しており 87，そのリスト掲載国・地域について高リスク評価をすべきとさ

れている 88。そのほかにも，国際的にタックス・ヘイブン又はオフショア金融セン

ターと認識されている地域などがリスク要因とされている 89。 
 米国内では，1998 年に制定されたマネーロンダリング及び金融犯罪対策法（The 
Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act）に従い 1999 年に公表され

た「全米マネーロンダリング戦略」において，「マネーロンダリング及び関連金融犯

罪高リスク地域（High Risk Money Laundering and Related Financial Crimes 
Areas）」（以下，頭文字を取って「HIFCAs」という。）が指定された。現在でも，

カリフォルニア北部（サンフランシスコ及びベイエリアから北部），カリフォルニア

南部（ロサンゼルス近郊），南西国境帯（アリゾナ州全域及びテキサス州南部のメキ

シコ国境地帯），フロリダ州全域，ニューヨーク州全域，シカゴ，プエルトリコの 7
地域・都市が HIFCAs に指定されている。 

 
 
 

図 4 HIFCAs（FinCENウェブサイトから抜粋 90） 

 

  

87 過去には，ウクライナ，ミャンマー，ナウルが指定されていたが，2014 年 3 月時点では，指定国・地域は存在しな

い。 
88 Howard・前掲書 13 頁 
89 Parkman・前掲書 121 頁 
90 http://www.fincen.gov/law_enforcement/hifca/index.html#map_hifca 
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顧客の地理的リスクを評価する上では，一般に，次の項目が検討される 91。 
① 顧客の住居地，本拠地及び営業拠点がある地域はどのような地域か。 
② 顧客が事業を行っている又は行おうとしている地域はどのような地域か。 
③ 顧客が事業を行っている又は行おうとしている地域の現金決済比率はどの程度か。 
④ 顧客が事業を行っている又は行おうとしている地域は，薬物密売又はその他の組

織犯罪の発生率が高い地域ではないか，FATF によって「非協力国・地域」に指定

されていないか，HIFCA に指定されていないか。 
顧客の地理的リスクが高リスクに分類される場合も，それによって自動的に当該

顧客を高リスク顧客と評価しなければならないのではなく，あくまで，リスク評価

の一要素として考慮される。 
 

⑹ 商品・サービスリスク 
 「商品・サービスリスク」とは，当該金融機関が，顧客に提供しようとする商品・

サービスが，マネーロンダリングに利用されるリスクである。特に，その商品に匿

名性があるものや，本人確認を困難にするもの（インターネット・バンキングなど），

形式的な名義人と実質的な出捐者の乖離を容易に許すものなどが，高リスク商品・

サービスとされる。一般に，「商品・サービスリスク」を評価するにあたっては，次

の項目を検討すべきとされる 92。 

①商品・サービスの匿名性の程度（権利の移転過程の匿名性が現金に準じるほど高

い商品ではないか。例えば，持参人払方式の小切手など。） 
②第三者による支払を認める商品・サービス 
③当事者の名義を仮装する余地の存在（無記名式債権，信託受益権など） 
④商品・サービスの提供チャンネル（インターネットや郵送のみによる口座開設，

代理業者による商品・サービスの代理販売等） 
⑤非対面取引性（インターネット・バンキング，テレフォン・バンキング，ATM 取

引） 
⑥保秘を商品特性としているもの（プライベート・バンキング） 

 金融機関は，マネーロンダリング防止プログラムを設計するにあたって，自行で

取扱う商品・サービスのリスクをあらかじめ評価しておかねばならない 93。当該金

融機関が備えるべきマネーロンダリング防止プログラムは，同行が取扱う商品・サ

ービスに応じて当然異なってくるからである（例えば，次に説明するコルレス銀行

取引を利用した海外送金サービスを提供しない場合，送金依頼者の顧客管理プログ

ラムや，送金のモニタリングプログラムを設計する必要はないし，インターネット・

91 Parkman・前掲書 101 頁 
92 Parkman・前掲書 101 頁 
93 BSA/AML 検査マニュアル 22-30 頁 
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バンキングを取扱わない場合，インターネットによる電信送金のモニタリングのた

めのプログラムを設計する必要はない。） 
以下，金融機関で取り扱う代表的な商品・サービスのうち，特に高リスク商品・

サービスとされるものについて取り上げる。 

ア 「商品・サービスリスク」各論 1：コルレス銀行を利用した海外送金サービス 

 (ア) コルレス銀行取引の仕組み 
コルレス銀行取引（Correspondent Banking）は，コルレス銀行（Correspondent 

Bank）を利用して国境を越えた銀行間送金を実現する仕組みであり，例えば，日

本の銀行に口座を有する父親が，その娘の留学費用を米国の銀行にある娘の預金

口座に電信送金する場合や，国際貿易において荷為替手形を決済する場合などあ

らゆる国際的な資金移動の決済に使用される。 
コルレス銀行取引を利用した海外送金は，外国銀行との個別のコルレス契約と，

当該外国の内国為替制度の双方を利用して決済されるため，コルレス銀行取引に

ついて説明するにあたって，まず，その前提となる内国為替制度について説明す

る。 
内国為替制度とは，国内において，為替手形，小切手，電信送金など，現金以

外の方法によって資金を決済するための銀行間の取極めのことである。内国為替

制度に関しては，各国とも類似のシステムを有している。ここでは，わかりやす

いようにまず日本の制度を例に説明する。ある地方在住の父親 A が X 銀行に口座

を保有しており，東京在住の娘 B が Y 銀行に口座を保有しているとして，父親が

娘に生活資金を送金するケースを想定する。父親 A は，X 銀行にある自分名義の

口座から，娘 B の生活資金（100 万円）を送金することとし，X 銀行の窓口に赴

き，電信振込の依頼を行う。すると，X 銀行は，父親 A 名義の口座から 100 万円

の出金処理をした上，X 銀行内に設置された「全国銀行データ通信システム」を

利用し，X 銀行から Y 銀行に対する振込指図を送信する。この「全国銀行データ

通信システム」とは，一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが運営するシ

ステムであり，日本国内の金融機関相互の内国為替取引をコンピューターと通信

回線を用いてオンラインで処理できるようにしたシステムのことである。X 銀行

からの振込指図を受領した Y 銀行は，同振込指図に従って，自行勘定から 100 万

円を拠出し，Y 銀行内の娘 B 名義の口座に 100 万円を入金する。この段階で，X
銀行にある父親 A 名義の口座から 100 万円が出金され，Y 銀行にある娘 B 名義の

口座に 100 万円が入金されたため，送金の目的は遂げたことになる。しかしなが

ら，X 銀行が父親 A 名義の口座から出金した 100 万円は未だ X 銀行の手元に残っ

ている一方，Y 銀行は，自行勘定から 100 万円を拠出した上で，娘 B 名義の口座

に 100 万円入金しているから，この段階では，X 銀行は，Y 銀行に対する 100 万
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円の立替金償還債務を有したままである。X 銀行は，Y 銀行に対する立替金償還義

務を履行するため，現金 100 万円を店頭に持参して支払う代わりに，日銀当座預

金口座を利用する。X 銀行は，通常，日本銀行に当座預金口座を有しており，同

口座に一定金額を預託している。Y 銀行も同様に日本銀行に当座預金口座を保有

していることから，日本銀行は，「全国銀行データ通信システム」から送信される

決済情報に従い，X 銀行の日銀当座預金口座から 100 万円を出金し，Y 銀行の日

銀当座預金口座に100万円を入金する（実際はネッティング処理される。）これで，

A，B，X 銀行及び Y 銀行すべての資金決済が完了する。 
 

図 5  内国為替制度（全国銀行資金決済ネットワークのウェブサイトから引用） 

 
 
以上が，内国為替制度を利用した国内における送金方法である。米国でも，日

本銀行の代わりに，米国の中央銀行である連邦準備銀行が銀行間決済を処理し，

「全国銀行データ通信システム」の代わりに，米国の決済システムである CHIPS
（Clearing House Interbank Payments System）が振込指図の処理を行う。 

それでは，国際送金はどのようなメカニズムで処理されるのか。国際送金を実

現するためには，2 国間をまたがる振込指図の伝達手段と資金決済手段の 2 つが必

要となるが，前者については，SWIFT（国際銀行間通信協会）94という国際的な

94 Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication。金融機関相互の通信ネットワークを運営する世界的

な組織。 
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銀行間の通信ネットワークが存在する。しかしながら，後者については，国家の

枠組みを超えた中央銀行制度は存在しないため，内国為替制度のように，中央銀

行に開設された当座預金口座を利用することができない。そのために考え出され

たのが，「コルレス銀行」とよばれる銀行間の取極めである。 
外国銀行との間で送金決済を実現したいと考える銀行は，当該外国銀行との間

で，「コルレス銀行」契約（コルレス契約）を締結し，当該外国銀行に「コルレス

口座」とよばれる当座預金口座（正式には「為替決済勘定」と呼ばれる。）を開設

する。例えば，邦銀である X 銀行が，Y 銀行との間で送金決済を実現したいとす

る（これにより，X 銀行は，自行の顧客に対し，Y 銀行はもとより，後述する方法

によって，連邦準備制度（FRS）に加入する全米の銀行に開設された口座への送

金サービスを提供することが可能となる。）。その場合，X 銀行は，Y 銀行との間で

コルレス契約を締結し，Y 銀行内に「X 銀行名義コルレス口座」を開設し，そこに

一定金額のドルを預入れる。そうすることにより，「X 銀行名義コルレス口座」に

預託されたドルの増減を通じて，X 銀行と Y 銀行間の資金決済が可能となる。例

えば，X 銀行の顧客である父親 A が，Y 銀行に口座を有する娘 B に留学費用 10,000
ドルを送金したいとする（次頁図 6 参照）。この場合，①父親 A は X 銀行に赴き，

娘 B への 10,000 ドルの送金を依頼する。X 銀行は，父親 A 名義の口座から 10,000
ドルに相当する日本円を払戻し，自行勘定に繰り入れる。②その上で，X 銀行は，

Y 銀行に対して，娘 B への 10,000 ドルの送金指図を行う。送金指図は，通常，

SWIFT のネットワークを経由して Y 銀行に伝達される。③送金指図を受け取った

Y 銀行は，娘 B の口座に 10,000 ドルを入金する。この段階で，父親 A と娘 B の

送金目的は達成されたが，X 銀行から Y 銀行に対する 10,000 ドルの立替金償還債

務が未済となっている。そこで，④Y 銀行は，同行内に開設された X 銀行名義の

「X 銀行名義コルレス口座」から 10,000 ドルを出金し，自行の勘定に繰り入れ，

同債権の満足を受ける 95。これですべての資金決済が完了することになる。 
  

95 実際は相互の債権債務をネッティングして，精算尻のみ決済する。 
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図 6 コルレス銀行取引を利用した海外送金 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに，X 銀行は，米国 Y 銀行とのコルレス契約を利用して，連邦準備制度に

加入する米国の他の金融機関に対する送金を実行することも可能である。例えば，

①娘 B は米国にある Z 銀行に預金口座を保有していたとする（次頁図 7 参照）。こ

こでは，X 銀行が，Z 銀行との間でコルレス契約を締結していない場合を想定する。

X 銀行は，Y 銀行に開設した「X 銀行名義コルレス口座」の活用を考える。②X 銀

行は，SWIFT を通じ，Y 銀行及び Z 銀行に対し，「Z 銀行に開設された娘 B 名義

の口座に 10,000 ドルを入金されたい。ただし，Z 銀行に対する立替金償還請求権

は，Y 銀行が X 銀行に代わって行う。」旨の送金指図を送付する。すると，③Z 銀

行は，自行の勘定から 10,000 ドルを支払い，Z 銀行内の娘 B 名義の口座に 10,000
ドルを入金する。その上で，④Y 銀行は，X 銀行に代わり，Z 銀行に対し，立替金

返還債務の履行として 10,000 ドルを支払う（このとき，X 銀行に代わって Z 銀行

に代金を支払う Y 銀行のことを「コルレス銀行」と呼ぶ。）。この支払いには，米

国の内国為替制度が用いられる。すなわち，連邦準備銀行は，Y 銀行の当座預金

口座から 10,000 ドルを出金し，Z 銀行の当座預金口座に 10,000 ドルを入金する

（実際はネッティング処理される。）。この段階で，Z 銀行の債権は満足される。残

すは Y 銀行の X 銀行に対する立替金償還請求権であるが，同請求権は，先ほど説

明したとおり，⑤Y 銀行に開設された「X 銀行名義コルレス口座」から相当額を払

い戻すことで満足することができる（実際はネッティング処理される。）。 
このとおり，金融機関は，外国の金融機関とコルレス契約を締結し，一定金額

をコルレス口座に預入れておくことで，コルレス契約を直接締結していない外国

金融機関に対する送金サービスを実現することができる。 
 

X 銀行（日本） Y 銀行（米国） 

父 A 口座 娘 B 口座 
Y 銀行に開設された

X 銀行コルレス口座 

①10,000 ドル相当の円出金 

②SWIFT を通じた 10,000 ドルの送金指図 

③10,000 ドルの入金 ④10,000 ドルの出金 
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図 7 コルレス銀行取引を利用した海外送金 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
以上のようにして，金融機関は，現金を輸送することなく，世界中の銀行との

間で国際送金を実現させている。ここから容易に想像がつくように，コルレス口

座は，それぞれの国の金融システムにおいて，実務上，海外から資金が流入する

ほぼ唯一のチャンネルであり，犯罪収益についても，その最大の流入チャンネル

となっている。しかも，コルレス銀行取引では，送金原資の取扱は，国外にある

コルレス契約先の銀行が行っていることから，契約先の銀行が十分な顧客管理を

行っていない場合，自行内，さらに自国内に犯罪収益が流入するリスクが飛躍的

に増大する。例えば，上記の 2 件目の事例，すなわち，日本の X 銀行が Y 銀行を

コルレス銀行として利用し，Z 銀行への送金を実現するケースでは，コルレス銀行

である Y 銀行が（X 銀行の依頼に基づいて）Z 銀行に対して行う送金は，米国内

でみれば，Y 銀行から Z 銀行に対する送金にほかならないから，米国法上，マネ

ーロンダリングリスク防止措置義務はあくまで Y 銀行にある。しかしながら，Y
銀行にとってみれば，本件送金サービスを利用している顧客 A は，自行の顧客で

はない。したがって，Y 銀行は，送金依頼人についての顧客情報がなく，リスク

軽減のために実行可能な手段は極めて限られている。Y 銀行の取るべき主なマネ

ーロンダリング防止措置とは，コルレス契約先である X 銀行が適切なマネーロン

ダリング防止プログラムを実行し，送金依頼人に対する十分な顧客管理，取引モ

ニタリングを行っていることを確認し，問題がある場合はコルレス契約を解消す

ることである。 
このような事情から，金融機関は，海外の金融機関とコルレス契約を締結する

X 銀行（日本） 
 

Z 銀行（米国） 
 

父 A 口座 娘 B 口座 Y 銀行に開設された

X 銀行コルレス口座 

①10,000 ドル相当の円出金 

②SWIFT を通じた 10,000 ドルの送金指図 

③10,000 ドルの入金 ⑤10,000 ドルの出金 

Y 銀行（米国） 
（コルレス銀行） 

 

④ FRS を 用 い た

10,000 ドルの支払 
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際，相手先が，適切なマネーロンダリング防止プログラムを実行し，顧客管理を

行っているかについて慎重に吟味しなくてはならない。例えば，後述する HSBC
の事案では，米国銀行である HSBC USA が，適切な顧客管理を実施していないメ

キシコの銀行である HSBC Mexico との間でコルレス契約を締結した上，その後も

取引モニタリング等の適切な措置を怠ったことから，HSBC Mexico のコルレス口

座を通じ，大量の犯罪収益の米国内への流入を許している。その結果，HSBC USA
は，司法省に対する多額の没収金の納付及び監督機関に対する民事制裁金の支払

いを余儀なくされた 96。 
以下，コルレス銀行に関する FATF 勧告を確認した上で，米国の規制及び顧客

管理について説明する。 

(イ) FATF におけるコルレス銀行に関する勧告 
FATF「新 40 の勧告」では，勧告 13 により，外国のシェルバンク（実体のない

銀行）とのコルレス契約の締結が禁止対象となっている 97。いわゆるタックス・

ヘイブン 98などには多数のシェルバンクが設立されているが，これらシェルバン

クは営業の実体がなく，当然，顧客管理を行っていないことから，犯罪収益をロ

ンダリングしようとする者がシェルバンクを利用することが容易に想定できる。

したがって，ひとたびシェルバンクとコルレス契約を締結すれば，コルレス口座

を通じてそれら犯罪収益が流入する危険性が極めて高いため，シェルバンクとの

コルレス契約は一律に禁止されるべきとされている。 
加えて，同勧告は，メンバー国・地域に対し，国内金融機関に，外国銀行とコ

ルレス契約を締結する場合，相手先の評判や実施しているマネーロンダリング防

止プログラムの内容について十分な情報収集の義務付けを行うことを求めている。

これは，既に述べたように，当該金融機関がコルレス銀行の役割を果たす場合，

送金依頼人はコルレス契約を締結した外国銀行の顧客であり，その顧客管理は当

該外国銀行に依存せざるを得ないためである。 

96 United Sates v. HSBC Bank USA, N.A., No.12-cr-00763-ILG （E.D.N.Y. Dec. 11, 2012） 
97 FATF「新 40 の勧告」勧告 13 は次のとおり規定している。 

金融機関は，海外とのコルレス銀行及びその他の同様の関係について，通常の顧客管理を実施するのみならず，次の

義務を負わなければならない。 
（a） 相手方の業務の性質を十分に理解するほか，その評判や監督体制について判断するために，相手方についての十

分な情報を収集すること。これは，公知情報などから，相手先がマネーロンダリング及びテロ資金規制に関する捜

査又は行政処分の対象となっていないかについて把握することも含まれる。 
（b） 相手先のマネーロンダリング及びテロ資金供与防止プログラムについて評価すること。 
（c） 新たなコルレス契約を締結する前に，上級管理者の承認を得ること。 
（d） 契約両当事者の責任を明確にすること。 
（e） いわゆる「ペイアブル・スルー・アカウント（Payable-Through Accounts）」については，相手方が顧客管理を

実施し，要求によって，相手方が当該顧客に関する情報を自行に提供すること。 
金融機関は，シェルバンク（筆者注：実体のない，いわゆるペーパー銀行）とコルレス契約を締結し，又は既存契約

を継続することを禁じられなければならない。金融機関は，コルレス先の口座がさらに別のシェルバンクに利用されて

いないか，これをコルレス先に確認する義務を負わなければならない。 
98 タックス・ヘイブンの定義は様々であるが，一定の課税が著しく軽減され，又は完全に免除される国や地域などが代

表的タックス・ヘイブンとされる。 
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(ウ) 米国における規制と顧客管理の実務 
米国では，かねてから，コルレス銀行取引をチャンネルとした外国からの犯罪

収益の流入が問題となっていたところ，2001 年，議会において，中南米の銀行と

のコルレス銀行取引によって大量の犯罪収益が米国の金融システムに流入し，こ

れがロンダリングされている事態が取り上げられて以後，コルレス銀行に関する

対策の必要性が強く認識されるようになった 99。その流れを受け，USA PATRIOT
法では，コルレス銀行に関する規制が立法目的の 1 つに掲げられ，コルレス銀行

に関する特に 3 つの規定（312 条，313 条及び 319 条）が新設された。この 3 つ

の規定とは，米国金融機関の義務を定めるほか，財務長官及び司法長官に対し，

米国金融機関がコルレス契約を締結している相手方の外国銀行に対する強力な法

的権限を付与するものである 100。具体的には，第 1 に，米国金融機関は，シェル

バンクとコルレス契約を締結することを明確に禁じられた（313 条）101。第 2 に，

米国金融機関は，コルレス銀行取引に関して適切な顧客管理の実施を義務付けら

れた（312 条）102。第 3 に，財務長官又は司法長官は，米国金融機関がコルレス

契約を締結する外国銀行に対して，罰則付き召喚状により資料の提出等を要求す

ることができ，これに従わない外国銀行に対しては，当該外国銀行とコルレス契

約を締結している米国金融機関に命じて，当該外国銀行とのコルレス契約を解消

させ，さらに，同外国銀行が米国金融機関に開設しているコルレス口座に預託さ

れている預金を没収することができる強大な権限を付与された（319 条）103。以

下，金融機関の義務を定めた上記第 1 と第 2 の規定について説明する。 
まず，第 1 についてであるが，米国金融機関は，USA PATRIOT 法第 313 条に

より，シェルバンクとコルレス契約を締結することを明確に禁じられた。連邦規

則 31 C.F.R.§103.117 は，同法の実効性を担保するため，シェルバンクとのコル

レス契約締結を防止するための具体的義務を規定している。同規則によると，シ

ェルバンクとのコルレス契約の禁止義務を徹底するため，米国金融機関は，外国

銀行とコルレス契約を締結する際は，当該外国銀行の実質的所有者の情報を把握

しなければならない 104。相手先がシェルバンクか否かを確認するための義務であ

る。同義務を履行するため，米国金融機関は，コルレス契約先の外国銀行から証

明書を徴求することができる 105。この証明書は，コルレス契約先の外国銀行が，

自行がシェルバンクに該当しないこと（連邦規則 31 C.F.R.§103.117 の定義にあ

99 The Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Governmental Affairs United States 
Senate, Correspondent Banking: A Gateway for Money Laundering, Feb. 5, 2001. 
100 BSA/AML 検査マニュアル 117 頁 
101 付録 4参照  
102 付録 4参照 
103 付録 4参照 
104 31 C.F.R. §103.177 
105 証明書の具体例として，みずほ銀行の発行する証明書が

https://www.mizuhobank.com/company/info/profile/pdf/usapatriotact.pdf において参照可能である。 
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てはめると，「いずれかの国に物理的実体を有する外国銀行」であること）及び自

行の所有者情報について証明するものである。米国金融機関は，同証明書の信用

性や内容の正確性に疑義が生じた場合は，コルレス契約先に対してその訂正を求

め，90 日以内に訂正を受けられなかった場合はコルレス契約を解消しなければな

らない 106。当該証明書制度は，米国金融機関に対し，すべてのコルレス契約先に

ついて，その営業実態（営業拠点とされる場所において，実際に営業活動を行っ

ているか）や実質的所有者の調査を義務付けると多大な負担となることから，こ

れに代えて，相手先から証明書を提出させることとしたものである。米国金融機

関としては，営業実態の調査に代えて，同証明書に記載された情報の真実性の調

査を行うことのみによって，相手先がシェルバンクか否かの判別作業を行うこと

ができる。 
続いて第 2 の点である。コルレス銀行取引に関して適切な顧客管理を義務付け

る USA PATRIOT 法 312 条を受けて，連邦規則は，米国金融機関に対し，コルレ

ス銀行取引に関し，次の点について適切な顧客管理を義務付けている 107。 
① コルレス契約先の外国銀行の業務内容や対象とするマーケットの内容の把握 
② コルレス銀行取引の種類並びに目的，及び予定される取引内容の把握 
③ コルレス契約先の外国銀行とのこれまでの関係性 
④ コルレス契約先の外国銀行が免許を受けている国・地域のマネーロンダリング

法制の把握 
⑤ コルレス契約先の外国銀行が実施しているマネーロンダリング防止プログラム

の把握 
要するに，コルレス銀行取引においては，送金依頼人はコルレス契約先の外国

銀行の顧客であるため，規則は，米国金融機関に対し，その事業内容や顧客管理

のレベルについて把握する義務を課したものである。同規則は，コルレス契約先

の外国銀行が，特に，オフショア銀行免許 108によって設立されているとき，又は

国際的なマネーロンダリング規制に非協力的とされる国若しくは財務長官によっ

て「マネーロンダリング対策に関して特別な対処が必要」と指定されている国・

地域から銀行免許を付与されているものであるときは，厳格な顧客管理を実施し

なければならないとする 109。この場合の厳格な顧客管理とは 
① 当該外国銀行が非上場の場合，そのすべての所有者及び各所有者の持分権の内

容を把握すること（ここでいう「所有者」とは，当該外国銀行を支配し，所有

106 31 C.F.R. §103.177 
107 31 C.F.R. §103.176（a）. 
108 オフショア銀行免許（offshore banking license）とは，31 U.S.C.§5318（i）（4）（A）によると，当該地域の居住

者に対する銀行サービスの提供を禁止する，又は現地通貨による銀行サービスの提供を禁止することを条件に認可され

る銀行免許と定義されている。 
109 31 C.F.R. §103.176（b） 
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し，又は 10 パーセントを超える議決権を有する者を指す 110。） 
② コルレス口座を通じて処理される取引について疑わしい取引を検出できるよう，

取引モニタリングを行うこと 
③ 当該外国銀行の顧客が，コルレス口座のうちペイアブル・スルー口座（Payable 

-Through Accounts）111を保有している場合，その送金原資や顧客の実質的所

有者の情報を把握すること 
などが含まれる 112。 
オフショア銀行免許によって設立された金融機関との間では，コルレス銀行取

引を一切行わないとするのも一つの方法であるが，米国は世界の金融センターで

あることから，米国金融・米国経済への影響も考え，一律に禁止するのではなく，

バランスを取ったものと考えられる。 
以上が，連邦規則の求めるコルレス銀行取引に関する顧客管理義務である。米

国金融機関は，新規コルレス契約先及び既存先について，これらの事項を調査の

上，各コルレス契約についてリスク評価を行うこととなる 113。 

イ 「商品・サービスリスク」各論 2：プライベート・バンキング・サービス 
 プライベート・バンキング・サービスとは，広く，富裕層に対し，顧客のニー

ズに合わせた金融サービスを提供する行為を指し，米国では，法律により，「少な

くとも 1,000,000 ドル（約 1 億円）の預金を要求し，直接の名義人又は（直接の

名義人でなくとも）その実質的所有者のために設立され，かつ，銀行従業員又は

エージェントが顧客担当者として指名されて顧客と銀行との連絡調整を行うサー

ビス」と定義されている 114。実際には，プライベート・バンキング・サービスに

おいては，顧客ごとに，従業員の中からリレーションシップ・マネージャーが任

命されて当該顧客の資産管理を担当し，預金口座の管理，資産管理（信託，投資

顧問など），オフショア法人の設立（個人投資会社の設立，信託の設立），貸出サ

ービス，節税スキームの構築などを行う 115。このような資産運用の多様性や複雑

性は，多額の資産を保有する組織犯罪者や常習的な脱税犯にとっても魅力的なサ

ービスであり，リレーションシップ・マネージャーの報酬体系によっては（例え

ば，過度の出来高払制など），リレーションシップ・マネージャーが不正行為に荷

担する可能性も高く，金融機関としては，リレーションシップ・マネージャーの

110 31 C.F.R. §103.176（b）（3） 
111 ペイアブル・スルー口座とは，コルレス先の外国銀行が，その顧客に，直接又はコルレス口座の内部に専用の口座を

設定することにより，当該顧客が，直接，米国の銀行取引に参加することを可能にする口座。顧客が，コルレス先の外

国銀行で逐一手続を行わなくても，当該口座を通じてコルレス銀行である米国銀行に資金を送金できることから，コル

レス先の外国銀行もその取引を十分に把握していない事態が生じ得る。 
112 31 C.F.R. §103.176（b） 
113 BSA/AML 検査マニュアル 124 頁 
114 31 U.S.C.§5318（i）（4）（B） 
115 Howard・前掲書 140 頁 
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指導監督を含め，慎重なリスク管理が求められるサービスとされる 116。そのため，

米国では，USA PATRIOT 法により，特に，プライベート・バンキング・サービ

スの顧客が非居住外国人の場合について，厳格な顧客管理が義務付けられてい

る 117。同法によって，金融機関は，非居住外国人を顧客とするプライベート・バ

ンキング・サービスを提供するにあたっては，①名義上の持分権者（株主，信託

受益者など）及び実質的所有者の特定，②預金原資の特定，及び③当該実質的所

有者等が外国人 PEPs に該当するか否かの確認が求められる 118。 
 顧客が非居住外国人でない場合であっても，プライベート・バンキング・サー

ビスは，その特殊性から，類型的な高リスクサービスと評価され，顧客管理にあ

たっては，次の事項について情報収集すべきと考えられている 119。 
①顧客の職業や事業内容 
②顧客の収入源 
③顧客が主に経済活動を行っている地域 
④預託される資金の原資 
⑤顧客の過去の取引履歴 
⑥顧客がプライベート・バンキング・サービスを求める目的 
⑦顧客が法人又は法的取極めの場合，その所有・支配構造及び実質的所有者 
⑧実質的な顧客（出捐者）の存在を秘匿するために，第三者名義（家族名義

など）の使用，個人資産管理会社の設立，信託の設定，特別目的会社の設立

を顧客から求められている場合は，その依頼の合法性 

ウ 「商品・サービスリスク」各論 3：非対面取引 
 非対面取引とは，ATM 取引やインターネット・バンキング，テレフォン・バン

キングなど，顧客が窓口で担当者と対面せずに取引を行う取引形態をいう。非対

面取引は，なりすましの可能性が高いことから類型的に高リスクの商品・サービ

スと考えられている。インターネット・バンキングや ATM 取引等の非対面取引

は，本人確認が暗証番号の入力によって代替されるため，ひとたび暗証番号を入

手すれば容易になりすましが可能なサービスである。BSA/AML 検査マニュアル

は，非対面取引について，顧客の身分確認が通常の取引に比して困難であること，

銀行の想定している国・地域以外の顧客が含まれること，非対面取引は，一般に，

透明性が低いサービスと認識されていること，取引が即時に実行されること，マ

ネーロンダリングの隠れ蓑に使用されるいわゆるフロント企業や，銀行の把握し

ていない第三者により利用されるおそれがあることなどを指摘し，類型的に高リ

116 Howard・前掲書 141 頁 
117 31 U.S.C.§5318（i）（3） 
118 31 U.S.C.§5318（i）（3）（A）及び（B） 
119 Howard・前掲書 141 頁 
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スクのサービスとしている 120。そのため，金融機関においては，非対面取引につ

いて，取引の上限額を設定するほか，取引モニタリングのための IT プログラムを

導入し，顧客端末の IP アドレスの変更を自動検出するプログラムや，関連口座を

自動的に検出するプログラムなどを実行することが推奨されている 121。 
 

⑺ 総合的なリスク評価 
 ここまで，「顧客リスク」，「地理的リスク」，「商品・サービスリスク」の 3 カテゴ

リーに分けて，リスク評価の上で考慮すべき事項について取り上げた。次に，これ

らを用いた実際のリスク評価について説明する。 
  顧客のリスク評価にあたっては，その顧客自身の属性である「顧客リスク」及び

「地理的リスク」に，その顧客が利用を予定している商品・サービスの属性である

「商品・サービスリスク」を加味して評価されることになる。例えば，ある顧客が

利用を予定している商品・サービスが低リスクのものであっても，同人の「顧客リ

スク」が高いと評価される場合は高リスク顧客と分類されることになる。反対に，「顧

客リスク」が低い顧客（例えば，先に紹介したゼネラル・エレクトリックの例のよ

うに）であれば，「商品・サービスリスク」の高いサービス（コルレス銀行，プライ

ベート・バンキング）を利用していても，低リスク顧客と評価されることになる。

最終的には総合評価で決まるものであり，中規模以上の金融機関では，IT プログラ

ムを導入して，各リスク項目を点数化し，計算式に当てはめることでリスク評点を

算出し，評点に応じて顧客管理レベルを決定しているところが多い 122。そのような

IT システムの導入コストが顧客規模に見合わない小規模金融機関では，担当者がマ

ニュアル方式でリスク評価を行っている場合もある 123。  
 

⑻ リスク別顧客管理－高リスクと判断された場合の厳格な顧客管理方法 
 顧客のリスクが決定されると，取引が開始され，リスクレベルに応じた継続的な

顧客管理が実施されることになる。ただし，この段階でリスクレベルが非常に高く，

当該金融機関ではそのリスクを管理することができない場合，つまり，自行の顧客

管理プログラムでは顧客管理が困難な程度に高リスクである場合や，顧客管理コス

トと当該顧客から得られる収益が釣り合わない場合には，取引を拒絶しなければな

らない 124。 
 高リスクと判断された顧客に対して実施される顧客管理は，一般に，「厳格な顧客

管理（Enhanced Due Diligence）」と呼ばれる 125。厳格な顧客管理の方法は，取引

120 BSA/AML 検査マニュアル 208-209 頁 
121 BSA/AML 検査マニュアル 209 頁 
122 Parkman・前掲書 133 頁 
123 Parkman・前掲書 133 頁 
124 Parkman・前掲書 102 頁 
125 BSA/AML 検査マニュアル 64-65 頁 
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開始後，顧客管理を継続し，預金・送金原資に関する情報などの顧客の事業活動・

金融活動に関する情報収集に努めること，より頻繁な取引モニタリングを実施する

ことである 126。継続的に入手すべき情報の例として，BSA/AML 検査マニュアルは

次の項目を挙げている。 

①口座利用の目的 
②預金・送金の原資 
③収入源 
④口座の実質的な所有者・支配者（法人顧客の場合の実質的所有者を含む。） 
⑤職業，事業内容 
⑥財務諸表 
⑦事業拠点 
⑧顧客の住居又は事業拠点と金融機関との地理的関係 
⑨顧客の主要な取引先，コルレス銀行取引を利用した海外送金を行っている場合は，

その理由（取引目的，取引先） 
⑩顧客の事業に関する仕入れ先，販売先 
⑪取引内容が変化してゆく場合は，その変化の理由 

金融機関は，これらの情報を，当該金融機関の把握する取引情報（たとえば，為

替取引の場合は，送金の仕向先，被仕向先の情報など）のほか，顧客との面談及び

資料徴求，事業所の現地確認，民間信用情報機関のデータベースを利用した調査，

新聞報道等の公知情報などより収集しなければならない 127。「厳格な顧客管理」にお

いて特に重要とされているのは，上記のうち②預金・送金の原資と③顧客の収入源

に関する情報である。しかしながら，この 2 種類の情報を確認することは，要する

に，原資が犯罪収益でないことを確認することであるから，金融機関にとって最も

把握困難な情報でもある。取引情報のモニタリングや顧客からの資料徴求では，収

入源や預金等原資を直接把握することは非常に困難であり，金融機関としては，こ

れを推認させる事情をできる限り広く収集することとなる。一般に，前ページ②、

③の収入源や預金等原資を把握するための間接事実として，次の事実を調査するの

がよいとされている 128。 
 
 
 
 
 

126 BSA/AML 検査マニュアル 64-65 頁 
127 BSA/AML 検査マニュアル 65 頁 
128 Parkman・前掲書 124-125 頁 
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顧客の収入が事業による場合 
・事業の性質及び事業内容 
・事業の中核となる商品・サービス 
・市場への浸透度合い 
・地理的な営業圏 
・事業拠点の数及び場所 
・従業員数 
・顧客の保有する持分権割合（株式数等） 
・年間総売上見込量 
・年間総売上見込額 
・事業の継続年数 
・上場／非上場の別 

顧客の収入が役員報酬による場合 
・役職 
・在職期間 
・社内での専門分野，経歴 
・報酬の具体的内訳（給与，ボーナス，ストックオプション等） 
顧客が職業専門家（法律家，会計士，医師等）の場合 
・専門分野 
・前職（あれば） 
・過去の勤務歴 
・職業の詳細 
・収入の構造（タイムチャージ制，定額制，顧問料等） 
・業界内での評価（著名企業が依頼者である，学術研究，論文発表，専門認

定） 

顧客が PEPs の場合 

・公選ポストか，政治任用ポストか 
・在任期間 
・入手可能な公知情報（特に消極的事実について） 
・職務権限の内容（特に，公共事業，政府調達に関する権限について） 
・経済界とのつながり 
顧客の収入が遺産相続による場合 
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・被相続人 
・相続財産の内容 
・相続財産の種類と価額 
・相続後の相続財産の処分・運用状況 
（顧客のその他の収入と申告された相続財産の価額を合計し，相続当初の資

産と現在の資産との間に大きなギャップがある場合は要注意であり，その

理由について説明を求める必要がある。） 
顧客の収入が投資による場合 
・すべての資産の種類（株式，債券又はその他証券，ファンド投資，ヘッジ

ファンド投資，保険，プライベートエクイティ投資等），取得原価及び時価 
・投資資金の原資 
・投資履歴 

金融機関は，これらの情報を，取引履歴を含む自行内の内部情報のほか，顧客か

らの聞き取りや資料徴求などによって入手することになる 129。 
 
3 継続的な取引のモニタリングと定期的なリスク再評価 

  ⑴ 取引モニタリングの方法 
金融機関は，顧客と預金口座開設などの継続的な取引を開始した後は，そのリスク

に応じて取引のモニタリングを行うこととなる。取引モニタリングとは，顧客の取引

（預金の預入れ・払戻し，口座振替，外貨両替，与信の延長，株式，債券，譲渡性預

金若しくはその他証券等の購入・売却，又はその他の金融機関を通じた支払若しくは

資金移動）について，マネーロンダリングが疑われる不自然な取引がないか監視する

ことである 130。金融機関は，KYC プログラムを通じて顧客情報を入手していること

から，取引モニタリングにあたっては，把握している情報と実際の取引を照らし合わ

せることにより，通常の取引と一致しない不自然な取引を検出することになる。不自

然な取引が検出されたときは，当該取引について事実関係を調査し，取引に不自然性

があると認めれば，オペレーションを中断し，場合によっては継続的取引関係を解消

（預金口座の解約など）する必要がある。また，疑わしい取引の届出制度との関係で

は，疑わしい取引として当局に届け出る必要がある。FATF「新 40 の勧告」は，この

点について，「金融機関は，合理的に実行可能な範囲において，経済的目的や合法的

な目的を明らかに有しないと認められる，複雑，不自然かつ大規模の取引や，その他

不自然な取引パターンを示す取引について，その背景や目的を精査するよう義務付け

129 BSA/AML 検査マニュアル 66 頁 
130 BSA/AML 検査マニュアル 68 頁 
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られるべきである。」としている 131。 
米国では，金融機関が採るべきモニタリングの手法について具体的に定めた法律や

規則はなく，BSA/AML 検査マニュアルにおいても，「（金融機関は，）取引モニタリ

ングのための適切な内部規則及び手続をあらかじめ規定し，実施しなくてはならず，

当該金融機関全体のリスク及び全取引量を考慮に入れた上で，疑わしい取引の特定，

調査及び報告のために十分な数のスタッフを配置しなければならない。」と記載する

に留まっており，具体的にどのようなモニタリングを行うかは各金融機関の判断に委

ねられている 132。実際には，従業員がマニュアルでモニタリングを行う場合，IT シ

ステムを導入して自動監視プログラムにより行う場合，又はその両方を同時並行で行

う場合がある 133。小規模金融機関では，IT システム導入コストとの関係で，担当従

業員によるマニュアル方式のモニタリングのみを行っているところもあるが，中規

模・大規模金融機関においては，IT システムを導入した上，併せて取引モニタリン

グ専従の従業員を配置している 134。一般に，IT システムによるモニタリングは，パ

ターン化された取引の検出には効果的ではあるものの，非典型的な取引の検出には不

向きであり，併せて担当者が高リスク顧客や取引について，マニュアル方式でモニタ

リングを行う必要がある。以下，具体的に，マニュアル方式のモニタリングと，IT
システムによる自動モニタリングについて説明する。 
 マニュアル方式のモニタリングは，基本的には特定のタイプの取引（大量の現金取

引，海外送金など）に的を絞り，関連する自行内の情報管理システム（金融機関内に

は，一般に，預金・貸出業務を処理する勘定系システム，顧客元帳などを管理する顧

客管理（MCIF）システムなどの様々な情報管理システムが導入されているが，米国

では，すべての預金取扱機関において，これらに加え，多額の現金取引や一定金額以

上の小切手等の現金代替物の売買などを記録・報告するシステムが導入されてい

る 135。）の生成するレポート（後述する現金取引レポート，資金移動レポート，現金

代替物購入レポートなど）を担当者が精査し，顧客の情報と一致しない不自然な取引

を探し出す 136。 
 現金取引レポートとは，一般的には，10,000 ドル以上のすべての現金取引を記録

したレポートである（最低金額については任意に設定できる。）。これは，後述する

CTR の提出のためにも用いられるが，取引モニタリングの基礎資料としても有用で

あり，単体で 10,000 ドルを超える現金取引のほか，複数回に分割されているが合計

すると 10,000 ドルを超える現金取引，10,000 ドルをわずかに下回る金額の取引，個々

の取引金額は低額であっても，一定の期間（例えば 15 日間）に一定の金額（例えば

131 FATF「新 40 の勧告」解釈ノート（勧告 10 の 20 本文） 
132 BSA/AML 検査マニュアル 68 頁 
133 BSA/AML 検査マニュアル 68 頁 
134 連邦預金保険公社へのインタビューによる。  
135 BSA/AML 検査マニュアル 40 頁 
136 BSA/AML 検査マニュアル 71 頁 
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30,000 ドル）を超える現金取引などを，顧客名及び納税者番号ごとにまとめて記録

するものである 137。 
 資金移動レポートとは，銀行秘密法が求める 3,000 ドル以上の資金移動（振替，送

金）を記録するものである 138。これを定期的に見直すことは，不自然な取引のパタ

ーンを掴むのに役立つとされる 139。 
 現金代替物購入レポートとは，銀行秘密法によって記録が義務化されている 3,000
ドルから10,000ドルまでの現金代替物（小切手，マネーオーダー140，自己宛小切手 141，

トラベラーズ・チェック）の購入記録であり，この定期的な確認も，不自然な取引の

パターンを把握するために有効とされる 142。 
 金融機関の取引モニタリング担当者は，これらのレポートを参照しながら，顧客ご

とに表やチャートを作成して取引を分析し，不自然な取引の有無を精査する（いかな

る取引が不自然とされるか，その一般的指標については下記（2）を参照。）。 
 一方の IT システムによる自動モニタリングにおいては，あらかじめ規定されたル

ールに従って，該当する取引を抽出する「ルール・ベースのプログラム」に加え，あ

る顧客の取引について，過去の取引と最近の取引との比較を行うほか，類似の属性の

顧客グループによる一般的な取引との比較を行うことで，当該顧客の過去の取引パタ

ーンや類似顧客の取引パターンから逸脱する取引を検出できる「リスク・ベースのプ

ログラム」が組み込まれていることが多い（これらのプログラムは，「神経系ネット

ワーク」又は「インテリジェント・マシーン」などと呼ばれる 143。）144。これらの IT
システムは，銀行の勘定系システム等の主要システムから，預金の預入れ，払戻し，

送金，ATM 取引などの幅広い取引を自動的にピックアップした上，上記の手法を用

いて分析を行う。 
 

⑵ 不自然な取引 
 米国では，不自然な取引を発見することを，「取引に赤旗（red flag）を立てる」又

は「アラートを付す」と表現する（本稿では，以下，「アラートを付す」という。）。

取引にアラートを付す作業は，これまで説明した取引モニタリングの過程のみならず，

金融機関のあらゆる業務の過程で行われる。BSA/AML 検査マニュアルによると，金

融機関は，内部規定において，すべての業務ラインに対して，不自然な取引を発見し

137 BSA/AML 検査マニュアル 71-72 頁 
138 第 III 章で詳説する。 
139 BSA/AML 検査マニュアル 72 頁 
140 マネーオーダーとは，先払い方式の小切手。通常の小切手は，預金残高に関係なく振り出すことができ，小切手の支

払呈示の際，振出人の預金口座が不足している場合は不渡りとなるが，マネーオーダーの場合は，購入時に額面金額の

払込みを行うことから，不渡りの危険がない。 
141 Cashier’s Cheque。銀行が振出人となる小切手。顧客は，券面額をあらかじめ銀行に払込み，銀行から同銀行が振出

人となる自己宛小切手を購入する。振出人が銀行なので不渡りの危険がない。振出時に券面額が金融機関に払込まれる

点でマネーオーダーと同一の機能を有する。 
142 BSA/AML 検査マニュアル 72 頁 
143 Howard・前掲書 220 頁 
144 BSA/AML 検査マニュアル 72 頁 
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たときは，これをマネーロンダリング担当部署に報告することを義務付けなければな

らない 145。したがって，モニタリング担当者のみならず，業務遂行過程において取

引の不自然性に気づいたすべての従業員は，当該取引にアラートを付した上，マネー

ロンダリング担当部署に報告する必要がある。 
 アラートを付すべき取引の基準について定めた法律，規則，マニュアルは存在せず，

各金融機関の判断に委ねられている。実務上用いられている不自然性の基準を取引類

型別に示すと，おおよそ次のとおりである 146。 
 
口座取引に関する不自然性 

・複数の支店又は ATM を利用し，頻繁に現金の預入れ及び払戻しが行われている 
・多数回に及ぶ小口現金の預入れが行われ，それに連続して，残高の大部分が一度

に払戻される 
・無利息口座へ多額の現金が預入れられる 
・複数の口座名義人が，同一の住所又は電話番号を共有している 
・事業用口座と生活用口座に登録された住所が同一である 
・法人口座について，預入れ又は払戻しが小切手ではなく現金で行われている 
・トラベラーズ・チェック，マネーオーダー，自己宛小切手などが頻繁に購入され

ている 
・大量の通貨代替物の購入又は現金振込が頻繁に行われ，これらが口座名義人の事

業内容に照らして合理的理由が見いだせない 
・口座名義人の職業又は事業が一般に現金決済率の低いものであるにもかかわら

ず，多量の現金取引が行われている 
・長期間使用されていない口座に対して，一時的に大量の資金が預入れられ，その

後，海外に送金されている 
・口座名義人の営業圏が当該金融機関の営業圏から離れている 
・口座取引のパターンが過去と連続性なく変化する 
・50 ドル紙幣又は 100 ドル紙幣による多額の現金預入れが行われる 147 
・口座名義人の住所が米国内で登録されているにもかかわらず，郵便送付先として

海外が指定されている 
・比較的多額のローンが一度に全額繰り上げ返済される 
・現金預入れの際，現金に帯封又はゴムバンドがされているにもかかわらず，数え

直したとき 100 枚ごとになっていない 

145 BSA/AML 検査マニュアル 75 頁 
146 Howard・前掲書 221 頁 
147 米ドル紙幣は券面額 1 ドル，2 ドル，5 ドル，10 ドル，20 ドル，50 ドル及び 100 ドルのものがあるが，米国内では，

かつて偽造 100 ドル札が社会問題となった経緯などから，50 ドル紙幣及び 100 ドル紙幣は通常使用時に受取人が真贋

確認を行うことが多い。 
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・現金預入れの際，現金に帯封又はゴムバンドがされているにもかかわらず，紙幣

が非常に古い，あるいは非常に汚れている 
・多額の通貨代替物を現金で購入する 
・弁護士，会計士，又はブローカーなどの職業専門家が，顧客の口座に多額の現金

を入金する 
・顧客が，その営業圏外の支店において，銀行担当者との面会を求める 
・他行の口座へ入金された金額がそのまま環流することが繰り返される（小切手で

他行へ入金された金額が電信送金で戻ってくる場合など） 
・貸出金が，貸出目的以外の目的で使用されている 
・銀行と当該顧客の関係が貸金庫契約のみである 
・預金の払戻しに引き続いて貸金庫が利用される 
・貸出金の返済が現金で行われる 
・現金同等物の購入が，銀行に報告義務が生じる 10,000 ドルにわずかに満たない

金額に，分割されて行われる 
・米国籍の顧客で，オフショア個人資産会社等を利用している 
口座開設に関する不自然性 

・顧客が窓口において銀行秘密法上の各種報告義務について懸念を示す 
・顧客が事業上の情報の開示を渋った又は不自然な証拠書類を提出する 
・口座開設時の入金予定額が顧客の事業に照らして過大である 
・顧客が実質的出捐者（実質的口座名義人）と思われる者の名義上の代理として行

動していると疑われる 
・顧客が預金原資について合理的な説明を行なわない，必要な裏付け書類の提出を

渋る 
・顧客が自らの事業内容を正確に説明できない 
現金決済率の高い業種に関する不自然性 

・同じ地域の同業者と比較して収益率が突出している 
・面積あたりの売上げが同じ地域の同業者と比較して突出している 
・収益を過大に申告している 
・事業法人からそのオーナー又は関連する第三者の個人口座に多額の支払いがある 
・顧客の口座から，複数の職業専門家へ頻繁に振込がなされている（職業専門家の

預り口座を用いたマネーロンダリングの可能性） 
コルレス銀行取引に関する不自然性 

・高リスク国へ送金が行われる 
・一つの口座から複数の海外口座へパターン化された送金が行われる 
・複数の海外口座から一つの口座へ送金が集中している 
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・銀行の把握する顧客情報に照らして多額の海外送金の理由を見いだせない 
・支払先が複数の国の金融機関にまたがった送金指図（自行がコルレス銀行として

送金元銀行と送金先銀行の中継を行う場合）が行われる 
・送金先の海外口座が過去に疑わしい取引の届出対象となっている 
非居住外国人に関する不自然性 

・CTR その他の銀行秘密法上の報告義務となる取引金額を若干下回る，いわゆる

ラウンド数字 148の送金が行われる 
・券面額がラウンド数字の小切手が振出される 
・顧客の事業と関連性のない多数の第三者との間で電信送金が行われる 
・口座名義がオフショア企業であり，非居住外国人が実際に取引を行っている 
貸出金（融資）に関する不自然性 

・貸出金が貸出目的以外の用途に使用されている 
・合理的な理由のない預金担保貸付が行われる 
・現金の一括払いにより貸出金を期限前償還する 
ペーパーカンパニー（shell company）に関する不自然性 
・口座からの為替送金について，送金先又は送金元と口座名義人の事業との業務関

連性が判明しない 
・口座からの為替送金について，通信欄等にその対価となる商品・サービス等に関

する記載がなく，単に契約番号や請求書番号のみが記載されている 
・口座からの為替送金について，通信欄等に記載された商品・サービスが顧客の申

告する事業内容と無関係である 
・極めて多数の名義人に送金が実行されている 

 
(3) 定期的なリスク再評価 

顧客管理の基礎となる顧客情報は，継続的取引関係の開始時から常に変化し得る

ものである。例えば，顧客が個人であれば，事業内容の変化や取引先の変化により

マネーロンダリングリスクは異なるといえるし，さらに，法人であれば，支配権構

造に変化（実質的所有者の交代，買収，合併，営業譲渡等）がリスクに与える影響

は大きい。したがって，金融機関は，継続的取引関係の開始時のみならず，定期的

に，顧客情報をフォローアップする必要があり，フォローアップの結果，高リスク

顧客に該当すると判断した場合は，以後，厳格な顧客管理を実施しなければならな

い 149。 
 

148 ラウンド数字とは，2,000 ドル，1,000 ドルなど，端数のない数字のことである。一般の商取引の決済は端数が生じ

ることが多いため，ラウンド数字の資金決済は，一般に，商取引でない可能性があるとされる。 
149 BSA/AML 検査マニュアル 63 頁 
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4 疑わしい取引の届出 

⑴ アラートが付された不自然な取引の調査 
取引モニタリングによって不自然な取引が検出されたときであっても，疑わしい

取引の届出を提出する前に，当該取引について詳細を調査の上，事実関係を確認し，

マネーロンダリングその他犯罪の可能性のある取引か，又は一見不自然であるが合

法的裏付けのある取引かを判別するステップを踏まなければならない。BSA/AML
検査マニュアルは，監督機関が検査を実施するにあたって，「金融機関内部において，

顧客担当者，モニタリング担当者，又は自動システムによってアラートが付された

取引について，真にマネーロンダリングの疑いがあるか，又は経済的理由のある合

法的な取引かを調査の上，疑わしい取引の届出の要否を判断しているか否か」を検

査すべきとする 150。ここでは，ストラクチャリング 151を例に，疑わしい取引の届

出を行う前に実施すべき調査手順について説明する 152。 

① 口座名義人についての調査 
 ストラクチャリングが行われたと疑われる口座の名義人の属性について調査

する。具体的には，民間信用情報機関等を用いて，顧客の事業内容，係属中の

訴訟，財務内容，社会的信用などを調査する。 
② 関連口座の発見 

 自行内のすべての口座を対象に，ストラクチャリングが行われたと疑われる

口座の名義人に関連する可能性のある口座を確認する。 
③ 口座開設資料の確認 

 口座開設時に KYC プログラムによって収集した顧客情報（事業内容，取引

目的のほか，高リスク顧客については収入源，預金の原資など）を確認する。 
④ 当該口座の取引内容の確認 

 上記の各情報を収集した上で，口座取引の内容を精査する。精査すべき情報

には以下のものが含まれる。 
・口座元帳（入出金明細） 
・伝票（入出金伝票，送金伝票等） 
・過去に提出された CTR153 

150 BSA/AML 検査マニュアル 74 頁 
151 ストラクチャリングについては，第 III 章において詳細を説明するが，銀行秘密法上，金融機関は，顧客との間で１

回に 10,000 ドル以上の現金取引（預金の預入れ，払戻し，現金振込，マネーオーダーの購入等）を行った場合，これを

FinCEN に届け出なければならない（これを CTR: Currency Transaction Reports 現金取引報告という。）。そのため，

マネーロンダリング等の目的で，取引が当局へ報告されるのを免れるため，10,000 ドル以上の現金取引を行う際，これ

をあえて数回に分割し，１回当たりの現金取引を 10,000 ドル未満とすることが行われる。これをストラクチャリングと

いい，銀行秘密法上，刑事処罰の対象となる。 
152 Howard Steiner and Stephen L. Marini, SAR Investigations- The Complete BSA/AML Desktop Reference, 
ImpactAML-INX3 Financial Press, 2008 
153 金融機関は，顧客との間で 10,000 ドル以上の現金取引を行った場合，現金取引報告（CTR）を FinCEN に届け出な

ければならない。 
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・署名票 154 
⑤ 当該顧客の担当従業員の聴取 

 当該顧客の口座開設時や個別の取引時の言動について，担当した従業員から

状況を聴取する。 

以上の調査過程を経た上で，収集した情報の分析を行う。分析では，次の事項等

を検討すべきとされる 155。 

 当該取引は，顧客の事業から予測される資金の流れや取引の種類から見て不

自然ではないか。 
 当該取引は，通常では考え難い第三者との取引ではないか。 
 当該取引時の顧客の言動に不自然な点はなかったか。 
 当該取引は，事業上の合理性を欠く取引ではないか。また，取引の合理性を

裏付ける資料が存在するか。 
 当該取引場所（支店，ATM）に関して不自然性はないか。 
 （当該取引が現金による入出金の場合）連動する他の口座の現金による入出

金はないか，（振込の場合）仕向先・被仕向先に関し，資金の流れに不自然性

はないか。 

担当者は，これらの事項を検討の上，疑わしい取引の届出を行うべきか否かの判

断を行うこととなる。なお，届出の要否についての最終決定権限の所在に関して，

BSA/AML 検査マニュアルは，「疑わしい取引の届出の要否を判断する最終的な権限

者又は委員会を指定し，すべての営業ラインが当該決定権限者（委員会）に対して

不自然な取引を報告するための指針，プロセス及び手続をあらかじめ策定しておか

なければならない。」と規定しており，金融機関は，疑わしい取引の届出に関する権

限と責任の所在を明確にすることが求められる 156。 
 

⑵ 疑わしい取引の届出の提出・不提出の判断と提出方法 
疑わしい取引の届出先は FinCEN である。届出方式については，FinCEN が様々

なガイダンスを発行しており，同ガイダンスによると，届出書には，顧客の属性，

取引の内容のほか，調査結果から導き出された事実を引用した上で，疑わしい取引

と判断した根拠を示さなければならない 157。また，調査の結果，疑わしい取引では

ないと判断した場合であっても，その判断の理由を含めて記録を作成した上，これ

154 本邦の印鑑票に相当し，署名登録のほか，本人特定事項が記載されている。 
155 Howard& Stephen・前掲書 237 頁 
156 BSA/AML 検査マニュアル 75 頁 
157 FinCEN, SAR Narrative Guidance Package 
<http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/narrativeguidance_webintro.pdf> 
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を保管しなければならない 158。 
なお，疑わしい取引の届出の該当性判断は，あくまで主観的な判断であることか

ら，金融検査にあたっては，個々の疑わしい取引の該当性判断の適否ではなく，金

融機関が，全体として，疑わしい取引の判断プロセスを適切に実践しているか否か

が検査の対象となる 159。検査にあたっては，疑わしい取引の届出判断を行った事例

をサンプリング調査するものの，これは，あくまで個別の該当性判断の適切性の評

価のためではなく，調査・判断プロセスが適切に実践されているか否かをテストす

るために実施するものとされており，たとえ，個別の該当性判断が事後的にみて不

適切と評価すべき場合であっても，それが著しい判断ミスや悪意によるものでなけ

れば，直ちに制裁の対象とはならない 160。 
疑わしい取引の届出の提出方法は，2013 年 4 月 1 日からインターネットを通じた

「銀行秘密法電子提出システム（BSA E-filing System）」に一本化され，紙ベース

での提出は禁止された 161。なお，疑わしい取引の届出には期間制限があり，金融機

関等は，疑わしい取引の検出から 30 日以内に届出を行わなければならない。ただし，

被疑者が特定されていない場合は，60 日以内に届出を行えば足りる。 
疑わしい取引の届出を行った顧客が，その後も引き続き不自然な取引を繰り返し

ている場合は，少なくとも 90 日ごとに疑わしい取引の届出を繰り返し行うべきとさ

れている 162。加えて，疑わしい取引の内容が，直ちに捜査機関等に通知すべき性質

のものであるとき（犯罪がまさに行われている又は繰り返されていると思料される

ときなど。）は，捜査機関（FBI 又は内国歳入庁査察部門 163のいずれか）及び監督

機関 164に対し，電話で報告しなければならない 165。なお，BSA/AML 検査マニュ

アルによると，金融機関は，疑わしい取引が継続して行われている場合，当該顧客

との口座取引の解消を検討すべきとされている 166。ただし，実際には，当該顧客が

捜査機関の捜査対象となっている場合などでは，捜査機関側から，口座取引を解消

せずに継続すべき旨の依頼がなされることが多い（取引を解消してしまうと，同口

座に関するその後の捜査が不可能となるため。）167。 
なお，金融機関は，顧客に対して，当該顧客の取引について疑わしい取引の届出

158 BSA/AML 検査マニュアル 75 頁 
159 BSA/AML 検査マニュアル 75 頁 
160 BSA/AML 検査マニュアル 75 頁 
161これまでは，紙ベース（ファックス）又は電子提出が任意に選択できたものが，2013 年 4 月 1 日になり，ようやく電

子提出に一本化された。これは，疑わしい取引の届出のみならず，後述する CTR 等の銀行秘密法が求める提出義務全て

に共通である。したがって，これまで，FinCEN は，紙ベースで提出されたデータの入力を行うために大変な人的資源

を投入していたが，ようやく 2013 年に一本化が実現した。 
162 Bank Secrecy Act Advisory Group, “Section 5- Issues and Guidance”, The SAR Activity Review- Trends, Tips& 
Issues, Issue 1, Oct., 2000, 27 頁 
163 Internal Revenue Service, Criminal Investigation Division.内国歳入庁の中でも，刑事事件の立件に向けて捜査を

行う部門。 
164 後述するとおり，金融機関の種類に応じて，連邦準備銀行，通貨監督庁，連邦預金保険公社等が監督機関となる。 
165 BSA/AML 検査マニュアル 78 頁 
166 BSA/AML 検査マニュアル 76 頁 
167 バージニア州西部地区連邦検事局へのインタビューによる。 
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を行った事実を開示してはならない 168。 
 

5 記録保管義務 

銀行秘密法上，顧客管理義務と並んで重要とされる金融機関の義務は，記録・保管

義務である。疑わしい取引の届出は，捜査機関にマネーロンダリング等の捜査の端緒

を提供する意義があるが，記録管理は，広く金融取引の内容を記録し保管しておくこ

とで，調査・捜査が必要な特定の資金決済過程の把握を可能とする意義があり，マネ

ーロンダリング等の捜査及び税務調査その他の行政調査において不可欠な役割を果た

している。 
銀行秘密法は，金融機関が記録し保管すべき取引記録等の詳細を定めているが，そ

の概要は次のとおりである。 

① 口座取引明細書（口座ごとに作成されるすべての入出金の明細。） 
② 署名票（本邦における印鑑票に相当するもので，顧客の署名のほか本人特定事項

が記載されている，本人確認上最も基本的な書類。） 
③ 額面が 100 ドルを超える小切手 
④ 100 ドルを超える預金口座への入金票 
⑤ 3,000 ドルを超える通貨代替物の購入記録 

3,000 ドルを超える銀行小切手，銀行為替手形，マネーオーダー，自己宛小切手，

トラベラーズ・チェックの購入時には，公的な身分証明書等により本人特定事項を

確認した上，購入者の氏名，住所，社会保障番号，生年月日，購入日，購入金額，

通貨代替物のシリアルナンバー，本人特定事項の確認書類の種類について記録・保

管しなければならない。 
⑥ 3,000 ドルを超える資金移動の記録 
  3,000 ドルを超えるあらゆる種類の支払指図（小切手，為替手形，電信指図等）の

処理に際し，指図人の氏名並びに住所，指図金額，指図日，支払先銀行，及び支払

人の氏名，住所並びに受取口座等の情報について記録・保管しなければならない。 
⑦ その他 

以上に加え，譲渡性預金，10,000 ドルを超える貸出，10,000 ドルを超える海外送金

等の取引に関し，取引情報の記録・保管が義務付けられている。 
なお，記録の保管期間は，原則として取引時から 5 年であるが，顧客の本人特定事

項に関する書類は，継続的取引関係の終了（預金口座の閉鎖，貸出（融資）の完済又

は信託の終了等）から 5 年とされている 169。 
 

168 31 C.F.R. 103.18（e）, 31 U.S.C. §5318（g）（2） 
169 BSA/AML 検査マニュアル別表 P 
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6 マネーロンダリング防止プログラムの実施義務を担保するための，義務違反に対する

行政処分及び刑事処分 

⑴ マネーロンダリング防止プログラムを実行するための組織態勢 
金融機関は，これまで説明したマネーロンダリング防止プログラムを適切に実行

するため，一人又は複数の担当者（銀行秘密法 “Bank Secrecy Act”のコンプライア

ンス担当者であることから，一般に「BSA オフィサー」と呼ばれる。）を置かなけれ

ばならない 170。BSA オフィサーに対しては，日常的なマネーロンダリング防止プロ

グラムの実施及び銀行秘密法に関するコンプライアンスに係る十分な権限を与えな

ければならない 171。 
また，金融機関は，適切なマネーロンダリング防止プログラムがすべての営業ラ

インで実施されるよう，従業員のトレーニングプログラムを策定し，実施しなけれ

ばならない 172。   
さらに，金融機関は，マネーロンダリング防止プログラムの適切性を担保するた

め，内部監査又は専門機関による外部監査を実施しなければならない。監査の間隔

について定めた規定はないが，BSA/AML 検査マニュアルによると，12 ヶ月から 18
ヶ月に 1 度の頻度で行うことが推奨されている 173。 

⑵ 行政処分と刑事処分 
以上の説明からわかるとおり，米国において，金融機関に課せられたマネーロンダ

リング防止プログラムの内容は相当規模に及んでいるため，その実施が経営に与える

負担は軽視できない。他方で，同プログラムへの投資（資源配分）は金融機関に少な

くとも短期的な利益を保障するものでない上，同プログラムを導入・実施しないこと

が，直ちに深刻なレピュテーションリスク 174に直結するものでもない。そのため，

米国では，当局による監督のない自由な市場原理の下では，金融機関に対して，同プ

ログラムへの経営資源の配分に対する適切なインセンティブが十分に働かないと考

えられている 175。そこで，米国では，金融機関に対して，マネーロンダリング防止

プログラムへの投資インセンティブを与えるため，同プログラムの実施違反に対して，

監督機関による行政処分（業務停止命令，民事制裁金等）を積極的に行い，加えて，

特に悪質な，「意図的な（willful）」実施義務違反に対しては，刑事責任の追及（拘禁

刑又は罰金刑等の刑事罰に加え，巨額の資産没収）を行っている 176。後述するよう

170 12 C.F.R. §208.63 など 
171 12 C.F.R. §208.63 など 
172 BSA/AML 検査マニュアル 37 頁 
173 BSA/AML 検査マニュアル 34 頁 
174 一般に，企業に対する否定的な評価が広まることにより，企業の信用やブランド価値が低下し，損失を被るリスク。 
175 司法省へのインタビューによる。 
176 例えば，行政処分に関して，金融監督機関の一つである連邦預金保険公社の担当者は，「マネーロンダリングリスク

の高い商品・サービスや顧客を取扱うに際しては，その顧客管理により多くの経営資源を投入する必要があり，本来そ

の経営資源に見合うコストは，当該高リスク顧客に対する手数料の増額などによって顧客に負担させるべきであるが，

預金取扱機関の中には，例えば，高リスク商品にもかかわらず低い手数料をうたって顧客を集める一方，顧客管理・モ
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に，民事制裁金の額や刑事処分における資産没収の金額は，本邦での実務感覚からは

想像もつかないほど巨額であり，金融機関の経営陣をして，マネーロンダリング防止

プログラムへの投資を間接的に強制するに十分なものとなっている。このように，行

政罰，刑事罰を背景に，金融機関に対して適切なマネーロンダリング防止プログラム

を実施させようとする施策は，米国のマネーロンダリング法制の大きな特徴であるこ

とから，以下，できる限り詳細に説明したい。 

⑶ 行政処分 
まず，金融機関に対する行政処分一般についてその概要を説明する。ここでは，金

融機関のうち，預金取扱機関について取扱うが，米国の預金取扱機関は，免許の種類

に応じて 
 銀行（bank） 
 貯蓄金融機関（thrift）177 
 信用組合（credit union）178 

の 3 種類に分類される。米国においては，歴史的には州当局のみが銀行免許を発行し

ていたが，1863 年及び 1864 年の国法銀行法（National Bank Acts of 1863 and 1864）
により，連邦当局も銀行免許を付与することができるようになり，現在，連邦当局（通

貨監督庁）から銀行免許を付与された国法銀行（national bank）と，州当局から銀

行免許を付与された州法銀行（state bank）が併存している 179。貯蓄金融機関につ

いても同様であり，連邦当局から免許を付与された連邦免許貯蓄金融機関と州当局か

ら免許を付与された州法免許貯蓄金融機関が併存している 180。 
上記のとおり州と連邦が併存する複雑な免許制度もあって，金融機関に対する監督

権限も複数の監督機関に分散されている。本稿の趣旨とは関連性が薄いためその権限

配分については深入りしないが，預金取扱機関の種類に応じて，連邦レベルでは 

 連邦準備制度理事会（Board of Governors of the Federal Reserve System）181 
 通貨監督庁（Office of the Comptroller of Currency）182 

ニタリングを実施しないところもある。このようなビジネスモデルは，コストを払わずに利益を得ようとするものであ

り，当局は，適切な監督と制裁を実行することにより，このような事態を是正すべきである。」との見解を示していた。 
また，刑事処分に関して，銀行秘密法違反事件の捜査・公判を担当する司法省の担当者は，「金融機関にとって，マネ

ーロンダリング防止の義務を履行するための体制の構築及び実践は，IT システムの導入，専門の人的資源の投入，日常

的なオペレーションを担当している従業員へのトレーニング等，多大なコストのかかるものである。しかしながら，こ

れらの人的・物的資源の投資は，短期的な利益を約束するものではない。したがって，当局による制裁がない状態では，

経済合理性からのみでは，金融機関にはこれらのコストを回避しようとするインセンティブが働くことはあっても，銀

行秘密法上の義務を履行するインセンティブが少ないと考えうる。違反に対し，それに見合う制裁を科すことにより，

一般経済原理によっても銀行秘密法上の義務が履行されるようにするのが司法当局の役割である。」旨述べていた。 
177 原和明「米国における銀行破綻処理」預金保険研究第 10 号，2009 年 4 月，92 頁によると， 貯蓄金融機関と銀行は

かなり似通った機関となっている。当初は，貯蓄金融機関の業務は貯蓄預金と住宅ローンに限られ，当座預金や商業ロ

ーンの取扱いは認められていなかったが，次第に業務規制が緩和された。 
178 信用組合は，共同組織金融機関で，加入者や業務範囲も限られており，限定された金融業務を行っている。（前掲書） 
179 原・前掲書 92 頁 
180 原・前掲書 92 頁 
181 全米に 12 ある連邦準備銀行を統括する機関。米国における中央銀行の役割を果たし、金融政策を司る。 
182 財務省の外庁であり，国法銀行（連邦法に基づいて設立される銀行），連邦法に基づいて設立される貯蓄金融機関の

61 
 

                                                                                                                                                     



 連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation）183 
 信用組合庁（National Credit Union Administration）184 

がそれぞれ対象とする預金取扱機関に対する監督権限を有している 185。ただし，連

邦レベルの金融検査・監督方針については，連邦レベルの監督当局によって構成され

る連邦金融機関検査協議会（Federal Financial Institutions Examination Council）
において統一化が図られており，監督機関によって監督基準が異なるといった問題は

生じない。 
さらに，上記の各監督機関に加え，銀行秘密法及び関連規則の実施，監督及び法執

行については，FinCEN 186も監督権限を有しており，特にマネーロンダリング防止プ

ログラムの実施義務違反等の銀行秘密法違反に対しては，当該金融機関の監督当局と

FinCEN が共同して行政処分を下すことになる。 
なお，州法銀行については，連邦当局に加え，州当局の監督に服することになる。 
米国で認められている金融機関に対する主な行政処分は 
① 業務停止命令（cease and dessist order）（一定期間又は無期限）187 
② 民事制裁金（civil money penalty）支払命令 188 

の 2 つであるが，金融機関の経営陣との間で，業務停止命令のほか様々な改善事項の

履行を経営陣に約束させる「合意（written agreement, formal agreement, 
supervisory agreement などと呼ばれる。）」を締結することもできる 189。加えて，連

邦預金保険公社は，違反の程度が深刻な場合，預金保険の付保停止（termination of 
deposit insurance）を命じることができる 190。 
 
 

全て及び外国銀行の米国支店・営業所に対する免許発行及び監督業務を行う。 
183 1933 年のグラス＝スティーガル法に基づいて設立された公社。預金保険制度及び預金取扱機関の破綻処理を担う。 
184 独立した機関であり，その長は大統領により任命される。信用組合の免許発行，監督業務及び信用組合への預金保険

の提供を行う。 
185 米国では，金融監督権限が各機関に分散されている。それぞれの監督機関の監督対象は次のとおり。 
通貨監督庁 ―国法銀行及び連邦法に基づいて設立される貯蓄金融機関 
連邦準備銀行―銀行持株会社，米国内で営業するすべての外国銀行及び連邦準備制度に加盟している州法銀行（各州の

法律に基づいて設立される銀行）及び各州の法律に基づいて設立される貯蓄金融機関 
連邦預金保険公社——連邦準備制度非加盟の州法銀行及び各州の法律に基づいて設立される貯蓄金融機関 
信用組合庁−−信用組合 
なお，これらは連邦レベルでの監督であり，州法銀行，州法に基づく貯蓄金融機関若しくは信用組合は，さらに各州に

おいて州政府の関係機関から監督を受ける。 
186 組織上は，財務省の一部局であり，米国の FIU として，マネーロンダリング及びテロ資金規制のための情報収集及

び分析などを行うほか，銀行秘密法違反に対する制裁権限を有する。 
187 12 U.S.C.§1786（k） 
188 12 U.S.C.§1818（i）及び 31 U.S.C. §5321 なお，本邦において，公正取引員会が独占禁止法に基づいて命ずる「課

徴金納付命令」（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 7 条の 2 及び第 20 条の 2 ないし第 20 条の 6）に

おける課徴金は，行政庁が違反者に対して課すものであるが，米国においては，行政庁の処分として民事制裁金の納付

を命じることはできず，行政庁は，裁判所に対して，民事制裁金(civil money penalty)の支払を命じる判決を求める民

事訴訟を提起する必要がある。その点で，民事制裁金は本邦における課徴金納付命令と異なることになる。 
189 12 U.S.C. §1818(b) 
190 12 U.S.C. §1786（k）。現在，国法銀行，州法銀行を問わず，すべての預金取扱機関が預金保険に加入しており，

付保停止処分は，事実上，免許停止処分と同様の効果をもたらす。 
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⑷ 具体的な行政処分事例について 
 金融機関に対する銀行秘密法違反に対する行政処分のうち，預金取扱機関に対し，

2009 年から 2014 年 3 月までになされた，民事制裁金支払命令事案の概要は次のとお

りである 191。 
 
事例 1 
処分日 2013.9.24 
銀行名 サドル・リバー・バレー銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，2006 年にニュージャージー州で設立。総資産約 1 億 1800 万ドル（約 118 億円）。

従業員数 20 人，支店数 2 の小規模銀行。 
（2）行政処分の内容 
4,100,000 ドル（約 4 億 1,000 万円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
銀行秘密法違反（31 U.S.C.§5318（h），31 C.F.R. §1020.210）。同行は，2009 年から

2011 年 5 月までの間，マネーロンダリング防止プログラムを実施せず，特に，薬物収益関

連のマネーロンダリングリスクの高い地域であるメキシコ及びドミニカ所在の両替商

（Casa de Cambio）を送金依頼人とするコルレス銀行取引において，リスク・ベースの顧

客管理を実施せず，送金原資及び取引の目的について把握しなかった。また，これに関連

する疑わしい取引の届出を行わなかった。疑わしい取引を提出すべきであるのにこれを行

わなかった関連取引は，少なくとも 190 件，取引総額で 15 億ドル（約 1,500 億円）に及ぶ。 
（4）刑事処分の有無：あり 
本件の発覚経緯は，ニュージャージー州地区連邦検事局の捜査。同行は，同検事局との間

で，4,100,000 ドル（約 4 億 1,000 万円）の資産没収を受け入れることで合意。 
 

事例 2 
処分日 2013.9.22 
銀行名 TD 銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，16 の州に 1,300 を越える支店を有し，総資産約 2,120 億ドル（約 21 兆 2,000 億

円），従業員数約 25,000 人。カナダを本拠とするトロント・ドミニオン銀行の子会社。 

191 本表を作成するにあたっては，FinCEN ウェブサイト http://www.fincen.gov/news_room/ea/に掲載されている，過

去の民事制裁金支払命令書を参考とした。 
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（2）行政処分の内容 
3,750 万ドル（約 37 億 5 千万円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
同行は，適切なマネーロンダリング防止プログラムを実施しなかった。具体的には，取引

モニタリング用のソフトウェアによって特定の取引についてアラートが付されたにもかか

わらず，これらについて，担当者は不自然性の調査を行わず，疑わしい取引の届出が行わ

れなかった。その結果，同行の複数の口座が，同行の顧客でもある弁護士を被疑者とする

詐欺事件の収益のロンダリングに使用された。 
（4）刑事処分の有無：なし 
 

事例 3 
処分日 2012.12.10 
銀行名 HSBC USA 銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
世界的な金融機関である HSBC グループ（総資産約 270 兆ドル（約 2 京 7,000 兆円），顧

客数約 6,000 万人）の米国子会社。総資産約 1,940 億ドル（約 19 兆 4,000 億円），支店数

約 300。 
（2）行政処分の内容 
6 億 6,500 万ドル（約 665 億円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
詳細については次項参照。 
（4）刑事処分の有無：あり 
詳細については次項参照。 
 

事例 4 
処分日 2012.11.19 
銀行名 デラウェア第一銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
デラウェア州に本拠を有する州法銀行。2011 年の純利益は 1,500,000 ドル（約 1 億 5,000
万円）。 
（2）行政処分の内容 
15,000,000 ドル（約 15 億円）の民事制裁金支払命令。 
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（3）処分理由 
同行は，適切なマネーロンダリング防止プログラムを実施せず，その結果，悪質な第三者

支払業者に対して銀行の提携クレジットカードや口座を提供するなどし，大規模な消費者

詐欺事案の横行を許した上，同口座に関する取引モニタリングを実施せず，疑わしい取引

の届出をしなかった。 
（4）刑事処分の有無：なし 
 
事例 5 
処分日 2011.7 
銀行名 オーシャン銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，フロリダ州を本拠とする州法銀行。フロリダ州南部に 21 の支店を有し，主に同地

域における中小企業を対象に事業展開しており，2011 年末の総資産 36 億ドル（約 3,600
億円），純利益は 2,200,000 ドル（約 2 億 2,000 万円）。 
（2）行政処分の内容 
10,900,000 ドル（約 10 億 9,000 万円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
詳細については次項参照。 
（4）刑事処分の有無：あり 
詳細については次項参照。 
 

事例 6 
処分日 2011.3.23 
銀行名 パシフィック・ナショナル銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，エクアドル中央銀行の所有するバンコ・デル・パシフィコ S.A.の子会社であり，

2010 年末時点でのその総資産は約 3 億 5,500 万ドル（約 355 億円），純利益は約 300,000
ドル（約 3,000 万円）の赤字である。同行は，フロリダ州マイアミに本店を有するが，そ

の顧客の約 85 パーセントはエクアドル居住者である。 
（2）行政処分の内容 
7,000,000 ドル（約 7 億円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
同行は，2005 年から，マネーロンダリング防止プログラムの不実施及び疑わしい取引の届
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出の不提出を理由に，監督機関（通貨監督庁）から警告を受けていたが，その後も同プロ

グラムを導入及び実施しなかった。そのため，マネーロンダリングの地理的リスクの高い

エクアドル居住者との取引について，顧客管理を実施せず，書類等により取引目的や取引

内容について確認すべきにもかかわらずこれらの書類を徴求せず，その結果，およそいか

なる取引が疑わしい取引に該当するかを判断する資料自体を欠く状態にあった。その結果，

同行は，2007 年から 2010 年 7 月までの間，件数にして 421 件，金額にして 5 億 7,700 万

ドル（約 577 億円）の取引について疑わしい取引の届出を行ったが，いずれの届出につい

ても不必要に長期間の報告遅滞が発生していた（うち 48 件については 8 ヶ月～1 年後，43
件については 1 年以上後など）。 
（4）刑事処分の有無：なし 
 

事例 7 
処分日 2011.2.10 
銀行名 ザイオン・ファースト・ナショナル銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，ユタ州，ソルトレークシティに本拠地をもつ銀行持株会社ザイオン・バンコーポレーション

の子会社。ユタ州，アイダホ州に 130 の支店を有するほか，ケイマン諸島（グランド・ケイマン）にも

在外支店を有する。 

2010 年 6 月時点で，169 億ドル（約 1 兆 6,900 億円）超の総資産を保有。 
（2）行政処分の内容 
8,000,000 ドル（約 8 億円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
同行は，グループ内の金融機関（メキシコを中心とする中南米で営業を展開）とのコルレ

ス銀行取引を通じて，同金融機関の顧客であるラテンアメリカ諸国の両替商，証券会社及

び外国銀行による取引を処理するに際し，同地域は高リスク国であることから厳格な顧客

管理が求められるにもかかわらず，これを実施しなかった。その結果，同行は，2005 年か

ら，リモート・デポジット・キャプチャー・サービス（物理的に小切手を銀行支店に持ち

込む代わりに，パソコンで小切手をスキャンしそのイメージ（substitute check という）を

一般家庭やオフィスから送ることにより自分の口座に入金ができるサービス）を提供して

いたところ，同取引量は 2006 年及び 2007 年に急増した。同行は 2008 年になってようや

く同サービスの提供を取りやめたが，同サービスは，非対面取引であり，当該小切手がい

かなる地域で使用されていたのかについて銀行側で把握が困難な取引であったから，その

顧客管理を厳格にすべきであったのに，これを怠った。 
（4）刑事処分の有無：なし 
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事例 8 
処分日 2010.6.1 
銀行名 パムラポ貯蓄銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，ニュージャージー州内に本店及び 10 の支店を有する貯蓄銀行。 

総資産は 2009 年末時点で約 5 億 5,800 万ドル（約 558 億円）。 
（2）行政処分の内容 
1,000,000 ドル（約 1 億円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
同行は，本件処分の 2 年前となる 2008 年，当時の監督機関である貯蓄金融機関監督局（OTS）
から，十分なマネーロンダリング防止プログラムを実施せず，その結果，必要な疑わしい取引の届

出を行わなかったこと，及び 10,000 ドル以上の現金取引について CTR の届出を行わなかったこ

とを理由として，業務停止命令を受けた。しかしながら，同行は，その後も，効果的なマネーロンダ

リング防止プログラムを実施せず，配置した BSA オフィサーも実質的な知識及び素質を有しない

名目的なものにすぎず，職員への周知徹底や職員のトレーニングを行わなかった。その結果，

2006 年から 2009 年の間に提出した疑わしい取引の届出は，本来届け出るべき疑わしい取引の

わずか 33 パーセントにすぎず，未提出の疑わしい取引の総額は 1,600 万ドル（約 16 億円）超に

上った。 
（4）刑事処分の有無：なし 
 

事例 9 
処分日 2010.4.22 
銀行名 ユーロバンク 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，プエルトリコ（米国自治領）において 23の支店を有する商業銀行。2009年末時点の総資

産は 25 億 6,000 万ドル（約 2,560 億円），7,100 万ドル（約 71 億円）の純損失。監督機関は連邦

預金保険公社。 
（2）行政処分の内容 
25,000 ドル（約 250 万円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
同行は，提供する商品・サービス及び顧客について十分なリスク評価を行わず，顧客管理を全く実

施していないか又は実施が不十分であったことを理由に，2007 年に連邦預金保険公社により業

務停止命令を受けていた。しかしながら，その後も，多くの顧客について顧客管理を行わなかった
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結果，本来届け出るべき疑わしい取引のうち約 23 パーセント（2005 年）から約 58 パーセント

（2007 年）が未届け又は届出遅延となり、その総額は約 6,600 万ドル（約 66 億円）に達した。 
（4）刑事処分の有無：なし 
 

事例 10 
処分日 2010.3.12 
銀行名 ワコビア銀行 
事案の概要 
（1）銀行の規模 
同行は，サンフランシスコを本拠とする金融持株会社ウェルズ・ファーゴの子会社。 

全米に 3,000 を越える支店を有し，様々なタイプの商品・サービスを提供している。その顧客は，

小規模事業者から大企業まで幅広い。 
（2）行政処分の内容 
50,000,000 ドル（約 50 億円）の民事制裁金支払命令。 
（3）処分理由 
同行は，適切なマネーロンダリング防止プログラム，特にコルレス銀行取引における顧客

管理を実施せず，メキシコの両替商などの高リスク顧客に対する取引モニタリングを適切

に行わなかった。同行は，自動取引モニタリングシステムを導入していたが，そもそもコ

ルレス銀行取引に関する疑わしい事案を適切に発見するようプログラムされていなかった

上，アラートが付された事案について調査する人員を十分配置せず，逆に，限られた人員

数に合わせるため，不自然な取引の発見件数が月間 300 件になるようプログラムを意図的

に操作した。 
（4）刑事処分の有無：あり 
内国歳入庁，連邦麻薬取締局及びフロリダ州地区連邦検事局の合同捜査が行われ，意図的

なマネーロンダリング防止プログラムの不履行が認定された。条件付き起訴猶予の合意を

結び，その条件として，1 億 1,000 万ドルの資産没収（約 110 億円）の支払いを約束した。 
 
以上の処分例からわかるとおり，民事制裁金の額は非常に高額である。TD 銀行に

対する約 37.5 億円の民事制裁金（事例 2），HSBC USA に対する約 665 億円の民事

制裁金（事例 3）はもとより，中小規模の金融機関に対しても，例えば，純利益約 1
億 5,000 万円のデラウェア第一銀行に対して，その純利益の約 10 年分に相当する約

15 億円の民事制裁金（事例 4），純利益約 2 億 2,000 万円のオーシャン銀行に対して

純利益の約 5 年分に相当する約 10 億 9,000 万円の民事制裁金（事例 5）など，その

営業規模に照らすと非常に高額の民事制裁金が課されている。 
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⑸ 刑事処分 
銀行秘密法は，1970 年の制定当時から，同法に規定されたマネーロンダリング防

止プログラムに関連する各種義務に「意図的に（“willfully”）」違反した者に対し，罰

則を用意している。銀行秘密法は，金融機関に対し，マネーロンダリング防止プログ

ラムの設計と実施，より敷衍すれば，金融機関のリスクに応じた適切なマネーロンダ

リング防止プログラムの設計義務，これを実施するための BSA オフィサーの指名と

権限付与義務，不自然な取引を検出し，疑わしい取引の届出を実施するための人員配

置や IT システムの導入などの適切な態勢の構築義務，不自然な取引の発見等に関す

る従業員教育プログラムの実行義務，内部監査体制の構築義務，外部監査の実施義務

など様々な義務を課しているが，いずれの義務違反も「意図的に」なされた場合，刑

事訴追の対象となる 192。罰則は，違反の類型により 5 年以下の拘禁刑のものと 10 年

以下の拘禁刑のものがあり，罰金額も 250,000 ドル（約 2,500 万円）以下のものから

1,000,000 ドル（約 1 億円）以下のものまである 193。これに加え，義務違反に「関連

する」資産の没収処分（forfeiture）も科せられる。司法省は，特に悪質な事案に対

して，積極的に刑事事件の立件を行っており，特にその資産没収の金額は極めて巨額

となっている。司法省が，金融機関の刑事責任を追及するにあたっては，一般に，次

の事項を検討しなければならないとされている 194。 

① 違反が「意図的に（“willfully”）」なされたこと 
銀行秘密法違反の罰則規定は，いずれの違反類型についても，義務に「意図的に

（“willfully”）」違反したことが要件とされている 195。違反が「意図的に」なされ

たといえるためには，被疑者が i) 銀行秘密法上の義務の存在を理解していた事実，

及び ii) それでもあえて義務に違反することを決意した（deliberately decide to 
violate the law），又は著しい組織的な無関心（ demonstrate a flagrant 
organizational indifference）若しくは意図的な盲目姿勢（willful blindness）を示

した事実を立証しなければならない 196。 

② 違反を意図的に行った金融機関内部の当事者（責任者）の特定 
刑事責任は，個人責任を原則としていることから，検察官は，銀行秘密法違反の

責任を追及するにあたっては，当該金融機関の内部において，マネーロンダリング

防止プログラムの実施に関して実質的権限を有する違反の当事者（経営陣のうち担

当責任者等）を特定した上，同人が意図的に義務に違反したことを立証しなければ

192 31 U.S.C.§5322 
193 31 U.S.C.§5322 
194 以下で説明する諸事情については，M. Kendall Day, Prosecuting Financial Institutions and Title 31 Offenses, 
United Attorney’s Bulletin, Sep. 2013 を参考にした。 
195 M. Kendall Day, Prosecuting Financial Institutions and Title 31 Offenses, United Attorney’s Bulletin, Sep. 2013 
196 米国連邦法の判例法上，認識（knowledge）の認定にあたり，「意図的な盲目」（willful blindness）又は「大胆無謀

な無視」（reckless disregard）が認定できれば，いわゆる「擬制された認識」（constructive knowledge）として認識が

あるとされる。 
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ならない。法人としての金融機関も処罰の対象となるが，それは，あくまで刑事使

用者責任（respondeat superior）の法理に基づくものである。したがって，金融機

関の法人責任を問うためには，まず，金融機関の内部において意図的な違反を行っ

た権限者を特定し，当該個人の刑事責任を明らかにしなければならないが，この個

人の特定が容易ではないとされる。 
なお，連邦レベルの控訴審の 1 つである第一巡回区控訴審裁判所の判例には，銀

行秘密法上，金融機関に課されている CTR の提出義務違反事件（刑事）において，

ある金融機関において，違反についての認識を有していた責任者が特定できない場

合であっても，当該金融機関の義務違反に対する認識とは「そのすべての従業員の

職務上の知識の総体（“the totality of what all of the employees know within the 
scope of their employment”）」であると判断したものがある 197。同判例の基準に

従うと，銀行秘密法上の義務の存在を認識し，義務にあえて違反する旨決意した責

任者が存在しない場合であっても，金融機関の経営陣・従業員の認識の総体として，

義務違反の認識が認められれば刑事訴追が可能となる場面があり得ることとな

る 198。 

③ 疑わしい取引の届出の要否の判断は，評価的・規範的な判断であること 
疑わしい取引の届出義務は，金融機関が，マネーロンダリングの事実があると認

識し（know），疑い（suspect），又は疑うに足りる相当の理由がある（have reason 
to suspect）ときに生じる。いかなる取引が疑わしい取引といえるかの判断は，規

範的，評価的なものであり，その判断の当否は，客観的・一義的に評価できるもの

ではない。したがって，検察官は，金融機関が疑わしい取引の届出を行わなかった

ことに関し，当該各取引が常識感覚に照らして明白に疑わしい取引と認められる事

実を立証することはもとより，当該金融機関が，これを疑わしいと「認識していた」

ことを立証しなければならない。 

④ 違反がシステミックであること 
金融機関が，適切なマネーロンダリング防止プログラムを設計・実施しているな

らば，たとえ，ある疑わしい取引について，これを疑わしい取引ではないと誤って

判断し，不届けの決定をしたとしても処罰の対象とはならない。他方，当該金融機

197 United States v. Bank of England, 821 F.2d 844 (1st Cir. 1987). 同判例は，被告銀行の認識は，「そのすべての従

業員の職務上の知識の総体であり，例えば，従業員 A が CTR の提出義務についてある事実を知っており，従業員 B が

別の事実を知っており，従業員 Cが第 3 の事実を知っていた場合，銀行はすべてを知っていたと認定することができる。」

と判示した。 
198 ただし，上記判例に関しては，最近，刑事事件ではないもののこれを否定する判例が出された。D.C.巡回区控訴審裁

判所は，2010 年，行政処分に関し，企業内部に違反の事実を認識している特定人が存在することが必要と判示した

（United States v. Science Applications International Corp, 626 F.3d 1257 (D.C. Cir. 2010)）。 
 上記の点については，Audrey Strauss, Collective Knowledge Ruling Is a Victory for Defendants, New York Law 
Journal Mar. 3, 2011 
http://www.friedfrank.com/stageFiles/Publications/NYLJ-%20Strauss%20March%202011.pdf が詳しい。 
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関が適切なマネーロンダリング防止プログラムを設計・実施せず，その結果として，

明らかに疑わしい取引について届出違反があった場合は処罰の対象となる。両者の

差異は，適切なマネーロンダリング防止プログラムが設計・実施されているか否か

にあるが，何をもって適切なマネーロンダリング防止プログラムといえるかは，多

分に規範的な判断である。したがって，検察官としては，同プログラムの存在及び

その内容について事実を収集し，その適切性について慎重に評価しなければならな

い。この点については，連邦量刑委員会の発行する連邦量刑ガイドラインの第 8 章

B2.1 に「効果的なコンプライアンス・倫理プログラム」が規定されており，検察

官は，銀行秘密法違反事件の立件にあたり，ここに指摘された各要素を参考とすべ

きとされる（同規定の詳細については付録 5 参照。）。主な考慮要素としては，責任

ある幹部クラスのコンプライアンスプログラムへの参画の有無，従業員に対するコ

ンプライアンスプログラムの遵守に対する適切なインセンティブ付けの有無，従業

員教育の実施の有無，プログラムの実効性に関する定期的な監査の有無等が挙げら

れている。 

⑤ 監督機関による金融検査の結果の評価 
金融機関に対しては，監督機関が定期的な金融検査を行っているが，時として，

当該金融機関のマネーロンダリング防止プログラムが不十分であるにもかかわら

ず，監督機関から良好な検査成績を得ている場合がある。この場合，刑事訴追を行

うに当たって，その検査成績の評価が問題となるが，もとより，自行内のマネーロ

ンダリング防止プログラムの適切性についての最終的な判断権者はあくまで当該

金融機関であって，監督機関でないことから，検察官は，監督機関の検査結果を基

礎付けている諸事情を再度検証し，検査にあたり金融機関側の報告が虚偽ではない

か，検査の際に考慮対象に含まれなかった事情がないかなどを調査することとなる。 

以上の 5 点が，検察官が刑事責任の追及の是非を判断するにあたって考慮すべき事

情となる。一見してわかるとおり，これらをすべてクリアするには，非常に高度の証

拠収集が求められる。一般に，銀行秘密法違反の訴追には，相当の捜査資源を長期間

（数年単位）にわたって投入する必要があるとされ，証拠収集にあたっても，対象と

なる金融機関の従業員をインフォーマント（情報提供者）とし，継続的に内部情報の

提供を受けるほか，通信傍受（電話，メール）・会話傍受が頻繁に用いられる 199。 
以上のとおり，銀行秘密法違反の立件には，相当な捜査資源の投入が求められるこ

とから，各検事局での対応は困難であり，司法省は，資産没収・マネーロンダリング

課（Asset Forfeiture and Money Laundering Section）の内部に，全米の銀行秘密法

違反の訴追・公判を専門的に取扱う「マネーロンダリング及び銀行健全性ユニット

199 司法省及びメリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。なお，通貨監督庁等の監督機関は，被監督金融

機関，特にその内部の情報提供者の保護と情報源の秘匿の観点から，行政措置の発動前に捜査機関側に情報提供を行う

ことは考えられないとのことであった。 
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（Money Laundering and Bank Integrity Unit）」を設置し，FBI を指導して捜査に

あたっている 200。 
なお，司法省資産没収・マネーロンダリング課は，銀行秘密法違反に関し，刑事責

任の追及手段として金融機関に対する資産没収を実施している。資産没収の実体法上

の要件，没収対象財産の範囲及び手続については第 IV 章で詳説するが，米国では，

没収対象財産の範囲が非常に広く，金融機関の銀行秘密法違反事件においても，金融

機関から巨額の資産没収を実施している。既に紹介したとおり，同課は，金融機関に

対するマネーロンダリング防止プログラムの設計・実施に対する適切なインセンティ

ブ付けの観点から，資産没収の重要性を強調しており，没収金額は，違反に対する十

分な抑止力を発揮するに足りる額に設定されている 201。例えば，2012 年に HSBC
が司法省との間で結んだ条件付き起訴猶予（deferred prosecution）の合意の条件で

は，HSBC は，司法当局に対し，資産没収として 12 億 5,600 万ドル（約 1,256 億円）

を支払うと共に，行政当局に対し，民事制裁金として 6 億 6,500 万ドル（約 665 億円）

を支払うことを約した 202。このように，違反が発覚した場合は，高額の民事制裁金

の賦課及び資産没収を行うことによって，法令遵守に対するインセンティブ付けを行

うのが米国における銀行秘密法の運用上の最大の特徴といえる。 
なお，処罰対象となる金融機関の選定にあたっては，連邦検察官マニュアル第 9 章

28 条規定の各要素を考慮して決定される 203。同マニュアル第 9 章 28 条の 300 に規

定された 9 要素は次のとおりである 204。 

① 犯罪の罪質及び程度（公共の利益を害する程度を含む）。特定の犯罪については，

法人訴追を左右する政策及び優先度がある場合はそれを考慮する。 
② 当該法人内における犯罪の拡散の程度（経営陣が共謀又は共犯関係にあるか否か

を含む。） 
③ 当該法人の同種前科・前歴（刑事のみならず民事的，行政的処分を含む。） 
④ 当該法人による，適時かつ任意の犯罪行為の公表及び捜査への協力 
⑤ 当該法人におけるコンプライアンスプログラムの存在及びその実効性 
⑥ 当該法人の対処策（実効性のあるコンプライアンスプログラムの履行，改善のた

めの努力，経営陣の刷新，犯罪行為者に対する懲戒又は解雇，行政罰の支払及び関

係する公的機関への協力） 
⑦ 付随的結果（株主，企業年金受給者，従業員及びその他個人的責任のない者の過

200Day・前掲書 19 頁。なお，後述するように，全米の連邦検事局には資産没収及びマネーロンダリング係検事が置かれ

ているが，連邦検事局は，管轄内で行われた個々のマネーロンダリング行為に対する訴追及び資産没収を担当するのに

対し，司法省資産没収・マネーロンダリング課は，もっぱら，海外に所在する資産の没収や海外当局から依頼された米

国内の資産没収手続のほか，金融機関に対する銀行秘密法違反の訴追・公判を担当しており，棲み分けがなされている。 
201 司法省へのインタビューによる。 
202 United Sates v. HSBC Bank USA, N.A., No.12-cr-00763-ILG （E.D.N.Y. Dec. 11, 2012）. 
203 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
204 連邦検察官マニュアルについては，

http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/28mcrm.htm から入手可能である。 
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度な損害，刑事訴追に伴う公共へのインパクト） 
⑧ 不正行為を働いた個人への十分な刑事訴追 
⑨ 民事及び行政上の処分の十分性 

 検察官による刑事処分の内容は，刑事訴追（公訴の提起）による拘禁刑（自然人）

又は罰金刑（法人）の追及及び資産没収の実施（いずれも有罪判決に基づいて行われ

る。資産没収については，第 IV 章で詳説する。）であるが，検察官は，公訴の提起に

代えて，訴追対象となる金融機関との間で，種々の合意事項を含む条件付き起訴猶予

（deferred prosecution）の合意を行うことができる。起訴猶予の条件には，次項で

みるように，相当額の資産没収や監督機関への民事制裁金の支払いのほか，マネーロ

ンダリング防止プログラムの適切な実施を含む再発防止策の遵守，旧経営陣の退陣な

ど多岐にわたる事項を盛り込むことができる。条件付き起訴猶予の合意がなされたと

きは，金融機関が，合意事項に盛り込まれた条件を期限内に履行した場合，公訴は提

起されない。 
なお，司法省は，1994 年までは，金融機関及びその役員・従業員に対する刑事訴

追を積極的に行っていたが，同年以降，訴追に慎重となり，訴追に代えて条件付き起

訴猶予の合意を選択する割合が急増した 205。これは，1994 年の法改正により，役員

又は一定の地位にある従業員又は金融機関自体に対する有罪判決が確定した場合，こ

れが銀行免許の必要的取消事由となったことから，金融機関を刑事訴追することによ

る預金者の混乱を避けようという配慮に基づいている 206。 
 
⑹ 具体的な刑事処分事例について 

 ここでは，金融機関に対して刑事責任が追及された最近の 4 事例を紹介する 207。 

ア HSBC 事件 
 2012 年 12 月，HSBC Holdings PLC 及び HSBC USA は，司法省資産没収・

マネーロンダリング課及びニューヨーク東部地区連邦検事局との間で条件付き

起訴猶予の合意に至った。HSBC は，銀行秘密法違反（マネーロンダリング防

止プログラムの意図的な不履行）等の事実を認め，起訴猶予の条件として，司

法省資産没収・マネーロンダリング課による 12 億 5,600 万ドル（約 1,256 億

円）の資産没収を，監督機関である通貨監督庁及び連邦準備制度理事会に対す

る民事制裁金として 6 億 6,500 万ドル（約 665 億円）の支払義務をそれぞれ認

めたほか，経営陣の刷新，旧経営陣及び役員相当の BSA オフィサー並びにコン

プライアンス責任者に対して支払ったボーナスの回収，5 年間の起訴猶予期間

中の経営陣のボーナスの一部凍結を約した。さらに，HSBC Holdings PLC は，

205 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
206 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
207 ここで示した 4 事例は，Day・前掲書による。 
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米国基準のマネーロンダリング防止プログラムを全世界の HSBC グループ子

会社に適用することを誓約した 208。特に最後の合意事項は，世界的にみて厳格

な米国基準のマネーロンダリング防止プログラムが世界各国の HSBC 子会社

で統一的に実施されるという点で非常に有意義とされている 209。 
事案の概要は次のとおりである 210。HSBC USA は，2006 年から 2010 年の

間，適切な数を大幅に下回る人数の BSA オフィサーしか配置せず，HSBC グ

ループ内の関連金融機関，特に HSBC USA のメキシコでの最大取引先である

HSBC Mexico との間で行われたコルレス銀行取引に関して，必要な顧客管理

を実施しなかった。その結果，HSBC USA は，HSBC Mexico を含む関連金融

機関との取引の決済に関し，数十億ドル（数千億円）単位の現金を受領してい

た。HSBC USA は，メキシコが高い地理的リスクを有する地域であることを認

識していながら，少なくとも 2006 年から 2009 年までの間，HSBC Mexico の

リスクを同行のリスクレベルの中で最も低い（安全：standard）リスクカテゴ

リーに分類していた。その結果，HSBC USA は，HSBC Mexico との間で行わ

れた 6,700 億ドル（約 67 兆円）を超える電信送金や 94 億ドル（約 9,400 億円）

を超える米ドル紙幣の（現金）取引について，モニタリングを実施しなかった。

HSBC Mexico は，実効的なマネーロンダリング防止プログラムを導入してお

らず，そのため，薬物組織関与者の間では，マネーロンダリングが容易な銀行

として広く認識されていた。HSBC Mexico から HSBC USA へ環流した犯罪収

益は，いわゆるペソ交換闇市場と呼ばれる複雑なマネーロンダリングシステム

により，米国内の密売組織から米国外の薬物カルテル，とりわけコロンビアの

カルテルへの薬物代金の支払いに充てられたものであった。 

イ MoneyGram International 事件 
  為替・送金業務を営む金融機関である MoneyGram International は，2012

年 11 月，詐欺（wire fraud）幇助及び銀行秘密法違反（マネーロンダリング防

止プログラムの意図的な不履行）により，司法省資産没収・マネーロンダリン

グ課との間で，条件付き起訴猶予の合意に至ったが，この中で，MoneyGram 
International は，実効的なマネーロンダリング防止プログラムを実施していな

かった結果，その代理店が大規模な消費者詐欺事件を起こした際，マネーロン

ダリングの機会を提供したのみならず，同詐欺行為を幇助したと認定された 211。

起訴猶予の条件には，1 億ドル（約 100 億円）の資産没収のほか，合意後 5 年

以内に，独立した取締役会によるコンプライアンス・倫理委員会を設置し，マ

ネーロンダリング防止プログラムの監督態勢を構築すること，全世界の関連機

208 United States v. HSBC Bank USA, N.A., No. 12-cr-00763-ILG, DPA （E.D.N.Y. Dec. 11, 2012） 
209 司法省へのインタビューによるほか，M. K. Day・前掲書 21 頁参照。 
210 Day・前掲書 21-22 頁 
211 United States v. MoneyGram Int’l, Inc., No.12-cr-00291-CCC, DPA para.6（M.D.Pa Nov. 9, 2012） 
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関において，米国基準のマネーロンダリング防止プログラムを導入すること，

経営陣のボーナスをコンプライアンス上の義務の履行に連動したものにするこ

と，マネーロンダリングリスクの高い関係者や地域との取引について厳格な顧

客管理を実施すること，外部監査を受け入れ，定期的に遵守状況を司法省資産

没収・マネーロンダリング課に報告することなどが盛り込まれた 212。 
事案の概要は次のとおりである。MoneyGram International は，2004 年か

ら 2009 年までの間，同社の代理店が起こした国際的な金融スキームを用いた

大規模詐欺事件に関する各種取引を処理し，手数料収入等を得ていた。当該詐

欺事案は，高齢者等に対し，虚偽の富くじ当選の事実や高価な金券の格安販売

の事実などを告げて，MoneyGram International の送金システムを利用して現

金を振り込ませるという消費者詐欺事件であり，同社は，被害者から数千通に

も及ぶ苦情を受けていたにもかかわらず，当該詐欺の被疑者と合理的に疑われ

る代理店との間の代理店契約を解除しなかった。2003 年には，同社の詐欺対策

部門から，当該代理店との契約を解除すべき旨の内部勧告が行われたにもかか

わらず，同社の経営陣は，営業部門の同意が得られないことを理由に，代理店

契約を解除せずに継続し，その結果，2004 年から 2009 年までの 6 年間で，同

社のシステムを利用して，少なくとも 1 億ドル（約 100 億円）の追加詐欺被害

が発生した。 
同社のマネーロンダリング防止プログラムは，銀行秘密法の要求するレベル

を到底満たしていなかったが，特に 

① 詐欺やマネーロンダリングに関与している取引先との関係断絶のための内

部規定を設けていなかった 
② 被害者からの被害申告を受けていながら，疑わしい取引の届出を行わなかっ

た 
③ 犯人を特定した後も，同人の関連する取引について疑わしい取引の届出を行

わなかった 
④ 代理店及び特約店に対し，マネーロンダリング対策の面から監査を行ってい

なかった 
⑤ 既存及び新規の代理店に対して，その事業の合法性の確認など，必要な顧客

管理を実施しなかった 
⑥ マネーロンダリング防止プログラムを履行するための十分な人的・物的資源

を投入しなかった 

点について，著しい義務違反が認められた。また，同行は，これらの問題を約

5 年間にわたって放置するなど，ガバナンス上深刻な問題があったことが認め

212 Day・前掲書 24 頁 
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られ，特に，2007 年 4 月，幹部級の会議において，詐欺対策部門が，カナダ所

在の 32 の代理店について，「最悪レベルの中でもことさら最悪」のレベルにあ

るとして，即時の契約解除を主張したにもかかわらず，営業部門がこれに反対

していることを理由に，契約を解除せずに放置し，送金サービスの提供を継続

していた 213。 

ウ オーシャン銀行事件 
オーシャン銀行は，フロリダ州を本店所在地とする全米最大規模の州法銀行

であるが，2011 年 8 月，フロリダ南部地区連邦検事局との間で，銀行秘密法違

反（マネーロンダリング防止プログラムの意図的な不履行）の事実で条件付き

起訴猶予の合意に至った。同行は，当該起訴猶予の条件として，司法省資産没

収・マネーロンダリング課による 1,098 万 8,136 ドル（約 11 億円）の資産没収

を受け入れたほか，2 年以内に適切なマネーロンダリング防止プログラムを導入

することなどを誓約した 214。 
同行は，1996 年頃，”casas de cambio”と呼ばれるメキシコの両替商により，

薬物収益がロンダリングされているリスクが高いことに加え，自行のすべての

為替取引のうち，非居住外国人顧客による取引及び海外送金取引が非常に高い

割合を占めていること，そのため自行全体のマネーロンダリングリスクが高レ

ベルと評価されるべき状態にあることを認識していたにもかかわらず，そのリ

スクを軽減するために必要な措置を講じなかった。捜査機関による内偵捜査に

よると，同行に開設された 5 名の口座を捜査したところ，そのうち 3 名の口座

について，多額の現金入金や，メキシコの巨大薬物カルテルである

Barnal-Palacios に管理されている電信送金に利用されている事実が判明した

が，同行はこれらをモニタリングしておらず，疑わしい取引の届出を行ってい

なかった（Barnal-Palacios は，薬物収益を世界各地の銀行口座に送金するため

にメキシコの両替商を利用していた。）。また，上記 5 口座のうち 1 口座は，マ

イアミ地区を拠点とする薬物組織によって，マネーロンダリングに使用されて

いることが判明したが，同口座を用いた取引は，多額の現金の預入れと電信送

金というパターンが繰り返されており，これは，同行の把握していた口座名義

人の事業内容に照らせば明らかに不自然な取引であったのに，適切な顧客管理

や取引モニタリングを行っていなかった結果，これらの取引について，疑わし

い取引の届出が行われていなかった。残りの 1 口座についても，マイアミ地区

を拠点とする薬物組織の収益のロンダリングに用いられていた事実が判明した。 
  以上の事実関係からすれば，同行は，上記 5 口座について，次に列挙する疑

わしい取引を示す典型的な不自然性の兆候を容易に認識し得たにもかかわらず，

213 検察側もこれらの点を重視して，銀行秘密法違反に加え，詐欺幇助罪の責任を追及したものと思われる。 
214 United States v. Ocean Bank, No.11-cr-20553-JEM, DPA para.5 （S.D. Fla. Aug. 16, 2011） 
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これを認識せず，疑わしい取引の届出を行わなかった。 
① 10,000 ないし 140,000 ドル（約 100 万円ないし 1,400 万円）に及ぶ，銀行

側が把握している顧客の事業内容に照らして不自然な現金の預入れ 
② CTRを免れるためにあえて細分化されたと考えられる10,000ドル未満の現

金の預入れ 
③ 数千件に及ぶマネーオーダー及びトラベラーズ・チェックによる預金（その

多くは連番であった。） 
④ メキシコの両替商からの数百件に及ぶ電信送金 
⑤ 多額のいわゆるラウンド数字による電信入金及びそれに引き続く電信送金 
同行は，2001 年，監督機関である連邦預金保険公社により，マネーロンダリ

ング防止プログラムの不履行を指摘され，業務改善命令を受けていた。また，

2004 年に連邦預金保険公社による再度の検査を受け，上記の不履行状態が依然

として改善されていない旨指摘され，再度の業務改善命令を受けた。しかし，

同行は，なおも必要なマネーロンダリング防止プログラムを設計・実施せず， 
2007 年，連邦預金保険公社は，同行に対し，2011 年 5 月までの業務停止命令

を発した。2008 年，フロリダ南部地区連邦検事局は，同行に対する銀行秘密法

違反事件の捜査を開始し，本件刑事処分に至った。 

エ ABN AMRO Bank N.V.事件 
 ABN AMRO Bank N.V.（現在は Royal Bank of Scotland N.V.の一部となっ

ている。）は，2010 年，司法省資産没収・マネーロンダリング課及びワシント

ン D.C.地区連邦検事局との間で条件付き起訴猶予の合意に至った。その条件と

して，同行は，銀行秘密法違反（マネーロンダリング防止プログラムの意図的

な不履行）等の事実を認め，司法省資産没収・マネーロンダリング課による 5
億ドル（約 500 億円）の資産没収を受け入れた 215。 

   同行のニューヨーク支店は，1998 年 1 月から 2005 年 12 月までの間，意図

的にマネーロンダリング防止プログラムを導入せず，その結果，複数のシェル

カンパニー（実体のない会社。いわゆるペーパーカンパニー。）及び海外のシェ

ルバンクからの 32 億ドル（約 3,200 億円）を超える取引を処理し，必要な顧

客の記録を保管しなかった。 
 
第 3 イタリアの実務 

 1 金融機関の義務とその根拠 

 EU では，マネーロンダリング対策は共通政策事項であり，EU 域内の金融機関にお

ける統一的なマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の実施を目的とした「マネー

215 United States v. ABN AMRO Bank N.V., No-10-cr-00124-CCK, DPA para.5 （D.D.C. May 10, 2010） 
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ロンダリング及びテロ資金供与による金融システムの利用を防止するための EU 指令」

が採択されている。2014 年 3 月時点では，2005 年に採択された「第 3 指令（The Third 
Directive）」216が効力を有しているが，「第 4 指令」の採択に向けての議論が進行中で

ある。一般に，EU 指令は自動執行力のある法規範ではないため，各国は，EU 指令の

目的を実現するために国内的な立法措置を講じる必要がある 217。EU メンバー国であ

るイタリアは，2007 年に，上記第 3 指令に準拠して 2007 年政令 231 号（Decreto 
Legislativo 231/2007）を定めており，同政令が効力を有している 218。 
 イタリアにおいても，金融機関にはリスク・ベースの顧客管理義務が課せられてお

り，イタリアの金融機関で実施されているマネーロンダリング防止プログラムは，既

に紹介した米国の金融機関におけるものと基本的には同じである。そのため，本稿で

は，米国と異なる点に絞ってその概要を紹介することとしたい。 
 
 2 顧客管理－顧客情報の入手：KYCプログラムとリスク評価 

⑴ 顧客管理義務一般 
 2007 年政令 231 号は，EU 第 3 指令を受け，顧客管理を実施すべき場合として，

次の 4 場面を規定している 219。 
・ 継続的取引（預金口座の開設等）の開始時 
・ 一時的な取引（継続的取引関係を構築していない顧客との間で行われる取引）

のうち，一回の取引量が 15,000 ユーロ（約 210 万円）を超えるとき，又は，こ

れが複数の関連する取引に分割されているとき 
・ マネーロンダリング及びテロ資金供与の疑いがあるとき 
・ 過去に入手した顧客情報に疑問が生じたとき 
これらの場合で実施すべき具体的な顧客管理の内容としては 
・ 信頼できる外部機関からの情報による本人特定事項の確認 
・ 実質的所有者の特定（顧客のリスクに応じて） 
・ 取引の目的及び性質に関する情報収集 
・ 取引のモニタリング（実際の取引が金融機関の把握する顧客の事業内容と一致

しているか） 
・ 必要に応じて，預金・送金の原資についての調査 
が規定され，いずれについてもリスク・ベース・アプローチの採用が求められてい

216 正式名称は Directive of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the Prevention of the 
Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing.  
217 EU 指令とは，メンバー国に対して指令の目的を達成するための立法を求めるものである。指令自体に執行力はない。

目的達成のための具体的な方法についてはメンバー国に一定の裁量を認めており，メンバー国は，国内立法手続により

指令の内容を立法する。 
218 Decreto Legislativo（英 Legislative Decree）とは，イタリアにおいて，立法府の委任を受けて行政府が制定する法

規範である。本邦における委任立法に似ている。政令は，イタリア立法府のみならず，欧州議会や欧州理事会の指令等

を受けても可能である。Decreto Legislativo 231/2007 は EU 第 3 指令を受けて制定されている。 
219 2007 年政令 231 号 15 条 
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る 220。 
 顧客管理に関してイタリアにおいて特徴的な点は，金融機関に対し，KYC プログ

ラムによる顧客の情報収集義務を課すと同時に，顧客に対しても，罰則による担保

付きで金融機関への協力義務を課している点である。2007 年政令 231 号 21 条は，

「顧客は，自己の責任において，本政令により求められる顧客管理義務を履行する

にあたり必要となるすべての情報を開示しなければならない。開示すべき情報は，

最新のものでなくてはならない。」と規定し，違反に対しては 2,600 ユーロ以上

13,000 ユーロ以下（約 36 万 4 千円以上 182 万円以下）の罰金刑（刑事罰）を規定

している 221。また，開示の対象となる情報が，取引当事者の特定又は取引の目的若

しくは性質に関する場合，刑の加重規定があり，取引の真の当事者の特定に関する

情報の提供を拒み又は虚偽の情報を提供した者は，6 ヶ月以上 1 年以下の拘禁刑及

び 500 ユーロ以上 5,000 ユーロ以下（約 7 万円以上 70 万円以下）の罰金刑に 222，

取引の目的又は性質に関する情報の提供を拒み又は虚偽の情報を提供した者は，6
ヶ月以上3年以下の拘禁刑及び 5,000ユーロ以上 50,000ユーロ以下の罰金にそれぞ

れ処せられる 223。実際に情報開示義務違反により訴追される事例は多くないもの

の 224，法律上，顧客の情報開示義務が明記されていることにより，金融機関は，顧

客から情報の開示を受けやすくなる。 
 なお，金融機関は，顧客から十分な協力が得られない場合又は顧客に関する情報

の信頼性が担保できないときは，継続的取引関係を開始することを禁止されてい

る 225。その場合，金融機関は，当該口座開設等の申し込みを拒絶すると共に，当該

申し込み行為について疑わしい取引の届出を行うか否かを判断しなければならな

い 226。 
 
⑵ 本人特定事項の確認について 

イタリアでは，税務当局から，市民一人一人に対して 16 桁の会計コード（Codice 
Fiscale）が発行されている。これはいわゆる納税者番号であり，米国における社会保

障番号と同様の機能を有する。さらに，地方公共団体は，市民に対して，身分確認の

ための写真付身分証（Carta d’Identita）を発行している。2001 年からは，IC チッ

プ入りのものに順次切り替えがなされているところ，IC チップには会計コード情報

も盛り込まれていることから，金融機関においては，窓口に設置された IC チップ用

カードリーダーによって顧客の身分証を読み込むことで，本人特定事項の確認を確実

220 2007 年政令 231 号 18 条（顧客管理義務の内容）及び 19 条 1 項（a）（本人特定事項の確認について） 
221 2007 年政令 231 号 55 条 1 項 
222 2007 年政令 231 号 55 条 2 項 
223 2007 年政令 231 号 55 条 3 項 
224 イタリア銀行へのインタビューによる。 
225 2007 年政令 231 号 23 条 1 項 
226 2007 年政令 231 号 23 条 1 項 
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に行うことができるようになっている。 
⑶ 実質的所有者の把握について 
 2007 年政令 231 号 18 条 1 項（b）により，顧客が法人である場合，その実質的所

有者について確認しなければならないとされている。実質的所有者の特定方法は，公

的な登録，一般に入手可能な書類を確認するほか，顧客に対して，これを明らかにで

きる書類の提出を求める方法によらなければならない 227。顧客も，法律上，実質的

所有者の特定に必要な情報の開示義務があり，法人顧客は，書面をもって，実質的所

有者の把握に必要な最新の情報を提供しなければならない 228。必要な情報の提供を

拒み，また虚偽の情報を提供した場合は，2,600 ユーロ以上 13,000 ユーロ以下の罰

金刑が課せられる 229。 
以上に加え，イタリアでは，法人の株主構成が商業登記簿の登記事項となっている。

イタリアでは，民法上，法人設立には次の 3 形態が認められている。 
・ ジョイント・ストック・カンパニー（“Società per Azioni” 又は S.P.A.）：有限責

任法人であり，株式上場など持分権の流通を予定している場合に利用しやすい法

形式である 230。 
・ 有限責任会社（“Società a Responsabilità”又は S.R.L.）：有限責任法人であるが，

ジョイント・ストック・カンパニーに比べて株主相互間の信頼関係を尊重する法

形式である。持分権や議決権について比較的自由に設定でき，株式譲渡制限条項

を設けることも可能であり，閉鎖会社などを予定している場合に利用しやすい法

形式である 231。 
・ 有限責任組合（“Società in Accomandita per Azioni”） 
この中で主に使用されているのが，ジョイント・ストック・カンパニーと有限責任

会社である。両法人形態の株主数や最低資本金（10,000 ユーロ）に差異はなく，予

定している会社持分の所有形態と経営支配の方式を考慮して発起人が，どちらかを選

択することとなるが，株主相互間の信頼関係を重視する場合，有限責任会社を選択す

ることが多い。 
 上記のいずれの法人も，公証人による公証及び法人登記が効力発生要件となってお

り，登記されていない法人は無効である。法人の商業登記簿は，各地を管轄する商工

会議所に設置されている法人登記所（Registro delle Imprese）において管理される。

法人登記所は各地の裁判官により監督されている。登記事項には，会社の名称や設立

年月日のみならず，定款，財務諸表，取締役に関する情報及び株主名・持分権割合な

ども含まれている（ただし，議決権のない優先株式については，発行済株式数の 2 パ

ーセント以下の場合は登記事項から除外されている。）。法人には，これらの情報を常

227 2007 年政令 231 号 19 条 1 項（b） 
228 2007 年政令 231 号 21 条 
229 2007 年政令 231 号 55 条 1 項 
230 イタリア民法 2425 条ないし 2451 条及び 1998 年政令 58 号 
231 イタリア民法 2472 条ないし 2483 条 
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に最新のものに保つ義務があり，非上場会社であっても，株主の変動があった場合は

これを登記しなければならない。法人登記情報はインターネットでも検索可能（有料）

であり，商工会議所等が運営する「InfoCamere Network」から閲覧することができ

る 232。同インターネットサービスでは，法人名から登記情報を検索できるのみなら

ず，個人名から検索することも可能であり，これにより，当該個人が持分権を保有す

る法人及び持分割合の一覧表を入手することができる。 
金融機関及び捜査機関は，法人の実質的所有者の特定に際して，上記サイトを用い

て顧客から提出された情報の裏付けを行う 233。 
 他方，法的取極めについていうと，イタリア法上，信託などの法的取極めに関する

法概念はそもそも存在しない。ただし，イタリアはハーグ信託条約を批准しているこ

とから，同条約に基づき，外国信託については，イタリア国内法上も信託として取り

扱われる 234。したがって，イタリアにおいて信託を利用したいと考える場合，外国

において信託を設定し，これをイタリア国内で利用するという手法もしばしばみられ

る 235。上記のとおり，イタリアでは国内法で信託の概念がないことから，信託に関

して，その受益者情報の開示を定める法律は存在しない。したがって，金融機関は，

外国信託の実質的所有者を特定するにあたっては，当該信託に対し，受益者情報につ

いて開示を求めることとなる。 
 イタリアにおける実質的所有者の認定基準は，現在のところ，総議決権の 25 パー

セントを保有する自然人と定められているが，これに加え，会社法上の実質的所有者

認定ルールがあり（独占禁止法上の要請によるルール），例えば，ある非上場会社の

代表取締役の A が，自分は株式を保有していないとしても，その兄が 50 パーセント，

その 3人の子が残りの 50パーセントの 3分の 1ずつ保有している場合，一見すると，

25 パーセント以上の議決権を保有しているのは A の兄のみであるが，会社法上の親

族等の株式保有に関する規定により，A も実質的所有者と認定される 236。なお，現

在，EU 内において，実質的所有者の統一的な認定基準の策定作業が進行中である 237。 
 
(4) リスク評価と顧客管理 

ア 総論 
 繰り返しになるが，リスク・ベース・アプローチに基づく顧客管理を行うにあ

たっては，顧客や提供する商品・サービスのマネーロンダリングリスクをあらか

232 法人登記所ウェブサイト参照

http://www.registroimprese.it/en/web/guest/il-registro-imprese-e-altre-banche-dati#page=registro-imprese 
233 International Monetary Fund, FATF/GAFI Mutual Evaluation Report in Anti-Money Laundering and Cobating 
the Financing of Terrorism, 28 Feb., 2006，91 頁 
234 1989 年政令 364 号 
235 IMF,FATF 対イタリア相互審査（2006），91 頁 
236 IMF,FATF 対イタリア相互審査（2006），91 頁 
237 IMF,FATF 対イタリア相互審査（2006），91 頁 
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じめ評価しておかなければならない。米国では，リスク評価方法について定めた

法律や規則はなく，BSA/AML 検査マニュアルにおいて，「顧客リスク」，「商品・

サービスリスク」及び「地理的リスク」の 3 つのカテゴリーに分けて検討するこ

とが推奨されていたが，この点，イタリアにおいては，2007 年政令 231 号 20 条

において，①リスク評価に際して検討すべき項目，②必要的に「高リスク顧客」

又は「高リスク取引」と分類すべき顧客又は商品・サービスの種類及びこれら顧

客・取引に対して実施すべき厳格な顧客管理の内容，③「低リスク顧客」と評価

可能な顧客類型及びこれら顧客に対して実施可能な軽減された顧客管理の内容の

3 点につき具体的な規定が設けられている。以下，これらについて具体的に説明す

る。 

イ リスク評価に際して検討すべき項目 
2007 年政令 231 号によると，「顧客リスク」を評価するにあたっては 

・ 顧客の法形式 
・ 顧客の主要な事業の内容 
・ 口座開設時又は個々の取引時の顧客の挙動 
・ 顧客又は取引相手方の住居又は事業所の所在地の地理的要因 
について検討しなければならないとされる 238。 
また，「取引リスク」に関しては 

・ 取引の種類 
・ 取引の方法（例えば，振込取引でも，窓口か，インターネット・バンキングか

など） 
・ 取引金額 
・ 取引の頻度 
・ 顧客の事業内容に照らした取引の合理性 
について検討しなければならないとされる 239。 
 「取引リスク」のうち「取引の種類」に関連して，サンマリノ国境付近の銀行

における預金取引が度々引き合いに出される。サンマリノは，イタリア人が租税

回避目的又は脱税目的で利用するタックス・ヘイブンとして知られており，脱税

等を行おうとする者は，イタリアの銀行口座等から，サンマリノの銀行に開設さ

れた預金口座に振込送金した後，サンマリノの当該銀行の窓口に赴いてこれを現

金で払戻し，その現金を携帯してイタリア・サンマリノ国境を越えた上，これを

イタリア国内の銀行支店に預入れるという取引を行う。当該一連の取引により，

イタリアの銀行口座に預入れられた預金の原資について，税務当局，捜査当局の

追跡を免れることができる。このような事態に対処するため，中央銀行であるイ

238 2007 年政令 231 号 20 条 1 項(a) 
239 2007 年政令 231 号 20 条 1 項(b) 
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タリア銀行は，サンマリノの銀行に対する送金及びイタリア・サンマリノ国境地

帯の銀行支店における現金預入れについては「高リスク取引」と評価すべきとの

見解を示し，当該取引を繰り返す顧客については「高リスク顧客」と評価して，

厳格な顧客管理を実施し，その原資の把握に努めるよう指導している 240。 

ウ 必要的に「高リスク顧客」又は「高リスク取引」に分類すべき顧客又は商品・サ

ービスの種類及びこれら顧客・取引に対して実施すべき厳格な顧客管理の内容 
 2007 年政令 231 号は，必要的に「高リスク取引」と評価すべき取引として，非

対面取引，EU 域外の金融機関とのコルレス銀行取引及び外国人 PEPs との取引の

3 つを挙げ，それぞれについて，厳格な顧客管理方法を具体的に定めている 241。

以下，それぞれについて詳説する。 

(ア) 非対面取引 
インターネット・バンキングやテレフォン・バンキング，ATM 取引などの非

対面取引は，必要的な高リスク取引と分類されている 242。その高いリスクを軽

減するための厳格な顧客管理措置として，2007 年政令 231 号は，金融機関に

対し，口座開設などの継続的取引関係の開始時に，①本人特定事項の確認のた

め，通常の必要書類に加えて追加書類等を徴求すること，②当該追加書類の真

正を裏付けるための追加的措置を行うか，又は，顧客に対し，当該書類の真正

を確認するため，EU 第 3 指令において規定される，他の金融機関が発行する

証明書の添付を要求すること，③顧客に対し，新規開設口座への初回の入金を，

本人名義の預金口座からの振込によって行わせることを義務付けている 243。一

般に，インターネット・バンキングのための口座開設については，なりすまし

のおそれの高い取引であるから，本邦においても，キャッシュカード等を本人

限定受取郵便によって送付することにより本人確認の徹底を図っているところ，

イタリアにおいても，身分証明書のコピーを確認するだけでなく，追加的書類

を徴求するほか，初回の入金を他の本人名義口座からの送金に限定することに

より，なりすましリスクの軽減を図っている。 
 他方で，非対面取引は，窓口に赴かなくても取引が実行できる利便性や，自

動システムによる処理によって得られる手数料の安価性などをそのサービス特

性としているため，厳格な顧客管理によってこれらのサービス特性が損なわれ

ないような配慮が必要である。そのため，2007 年政令 231 号は，一定の条件

の下，厳格な顧客管理義務を緩和している。 
第１に，非対面取引が継続的契約の一環として行われる場合（具体的には，

240 イタリア銀行へのインタビューによる。 
241 イタリア銀行へのインタビューによる。 
242 2007 年政令 231 号 28 条 2 項 
243 2007 年政令 231 号 28 条 2 項 
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預金口座を通じた取引など），既に顧客の身分確認が実施されているときは，金

融機関側の保有する情報が最新である場合に限り，個々の非対面取引の際の身

分確認を不要としている 244。 
第２に，夜間金庫サービス及び ATM 取引に関しては，当該口座のキャッシ

ュカードが使用されたときは，口座名義人本人が取引を行っているとみなすこ

とができる 245。したがって，金融機関には，キャッシュカードを用いた ATM
取引の場合において，ATM を操作している者が名義人本人であることの確認義

務がない（つまり，ATM を操作している者が，名義人からキャッシュカードと

暗証番号を譲り受け，名義人になりすましているリスクについて対処する必要

はない。）。ただし，ATM での現金の取扱い限度額は，イタリア銀行協会による

自主規制により，原則として 250 ユーロとされている 246。250 ユーロは日本円

にして約 35,000 円（1 ユーロ 140 円換算）であるから，実務上，現金取引及び

非対面取引が厳しく制限されていることがわかる。 
なお，イタリアでは，プリペイドカード（電子マネー，テレフォンカード）

を使用した預金口座への振込みが可能である。ATM での入金を考慮して，上限

金額 250 ユーロのプリペイドカードが大量に流通しており，これを複数枚使用

して ATM から入金することにより，事実上，身分確認の抜け道となっており，

対策が検討されているところである 247。 

(イ) EU 域外の金融機関とのコルレス銀行取引 
 EU 域外の金融機関とのコルレス銀行取引についても，必要的な高リスク取

引とされる。金融機関は，コルレス契約先の営業内容，評判，当該地域での金

融監督の程度，実施されているマネーロンダリング防止プログラムの内容等を

調査するほか，コルレス契約の際の契約当事者の義務の明文化や，コルレス契

約の相手方銀行がペイアブル・スルー口座（Payable- Through Accounts）を

提供する場合は，相手方銀行において顧客管理を厳格に実施し，必要な場合，

相手方銀行から顧客情報の開示を受けられるようにすることが義務付けられて

いる 248。また，新規にコルレス契約を締結する際は，営業部門の判断のみなら

ず，経営陣又は権限を有する者による承認手続を行うことが義務付けられてい

る 249。 
なお，イタリア銀行は，コルレス契約先が上記の調査に必要な情報の提供に

非協力的な場合は，当該金融機関とのコルレス契約を解消するよう指導してい

244 2007 年政令 231 号 28 条 3 項（a） 
245 2007 年政令 231 号 28 条 3 項（b） 
246 イタリア銀行へのインタビューによる。 
247 イタリア銀行へのインタビューによる。 
248 2007 年政令 231 号 28 条 3 項及び 4 項（a）（b） 
249 2007 年政令 231 号 28 条 4 項（c） 
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る 250。 

(ウ) 外国人 PEPs との取引 
外国人 PEPs も必要的な高リスク顧客とされており，金融機関に対し，顧客

が外国人 PEPs に該当するか否かを判断するため，リスク・ベースの本人特定

事項等の確認手続の実施，外国人 PEPs に該当した場合の収入源及び預金・送

金の原資の確認及び厳格な取引モニタリングが義務付けられている 251。 
 なお，国内 PEPs についての規定はないが，実務上，国内 PEPs も，厳格な

顧客管理の対象とされている 252。 

エ 「低リスク顧客」と評価可能な顧客類型及びこれら顧客に対して実施可能な軽減

された顧客管理の内容 
2007 年政令 231 号は，①イタリア国内の金融機関，EU 域内の金融機関，並び

にその他外国の金融機関のうち EU 基準と同レベルのマネーロンダリング及びテ

ロ資金規制を実施している国・地域の金融機関，及び②政府及び政府関係機関に

限り，低リスク顧客と評価し，軽減された顧客管理を実施することを認めている 253。

これには，上場会社などは含まれていない。なお，軽減された顧客管理の内容と

しては，上記の「低リスク顧客」の該当性の確認を行えば足りるとされており，

具体的には，当該顧客が外国金融機関である場合，当該外国金融機関の所在する

国・地域のマネーロンダリング規制の内容を確認し，当該規制が EU 基準と同レ

ベルのものであるか否かを検討することとなる 254。 
 
 3 継続的な取引のモニタリングと定期的なリスク再評価 

 イタリアにおいても，米国と同様に，金融機関に対して継続的な取引のモニタリン

グ義務が課せられている。法律上，「実際に行われている取引が，金融機関の把握する

顧客の事業内容と整合性のあるものかを分析する」ことにより，取引をモニタリング

し，場合によっては，預金・送金の原資についても，これを裏付ける書類によって確

認しなければならないとされている 255。 
 さらに，イタリア銀行は，モニタリングの方法に関し，「不自然性の発見態勢を確立

するための手法について」と題する金融機関向け規則を定めている 256。同規則は，電

話又はインターネットを通じた取引及びコルレス銀行取引を行う場合，金融機関に，

250 イタリア銀行へのインタビューによる。 
251 2007 年政令 231 号 28 条 5 項 
252 イタリア銀行へのインタビューによる。 
253 2007 年政令 231 号 25 条 1 項ないし 5 項 
254 2007 年政令 231 号 25 条 1 項 
255 2007 年政令 231 号 19 条 1 項（c） 
256 Bank of Italy, Measure Establishing Anomaly Indicators for Intermediaries（以下，「金融機関における不自然性

の指標に関するイタリア銀行規則」という。）, May 27, 2009 

85 
 

                                                   



自動化システムの導入を義務付けている 257。その他の取引についても，取引の量的パ

ターン（取引金額及び取引の頻度），取引の種類又は取引方法（対面取引か，ATM か，

インターネット・バンキングか）などを分析する自動化プログラムの導入が推奨され

ている 258。 
 
 4 疑わしい取引の届出 

 イタリア銀行は，疑わしい取引に該当する可能性のある不自然な取引の判断基準を

公表している 259。その内容は膨大であるため，ここではその一部を紹介したい。 
① 顧客が情報提供を拒み，虚偽若しくは信用性の乏しい情報を提供し，又は，合理

的理由がないのに頻繁に情報の変更を行うとき。 
・ 顧客が，自ら本人の本人特定事項若しくは実質的所有者の本人特定事項，取引の

目的，利用予定の商品・サービス，顧客の事業状況及び財政状況，キャッシュフ

ローの内容，所属するグループ企業の内容，代表権の内容及び法人所有・支配形

態などに関し，虚偽又は信用性の乏しい情報を提供したとき。 
・ 顧客の提供した情報が，商工会議所の管理する商業登記情報，公開情報，大量保

有報告書等の信頼できる情報と重要部分で齟齬しているとき。 
② 顧客が，合理的な理由を示さずに，通常とは異なる行動をとるとき。 

・ 顧客が，窓口に直接訪れず，頻繁に代理人を通じて取引を行い，事業内容と全く

異なる取引を行うとき。 
・ 顧客が，その住居又は事業対象地域外の地域にある支店において頻繁に取引を行

うとき，又は，頻繁に取引支店を変更するとき。 
・ 顧客が，マネーロンダリング規制に関する質問を繰り返し，金融機関が報告を行

わないように求めるなど不適切な保秘関係を求めるとき。 
・ 顧客が，取引の内容について適切な知識を有さず，又は不自然な説明を行うなど，

取引の実質的当事者と思われる第三者のために取引を行おうとしている疑いが

あるとき。 
・ 外国人，特に外国人 PEPs が，自国で行った方が安価かつ迅速であるにもかかわ

らず，イタリア国内において取引を行っているとき。 
・ 顧客が常に特定の第三者を同伴しているとき。 
・ 顧客が，金融機関からの郵送物を登録住所地に送付しないよう指示したとき，又

は登録住所地に送付した郵送物が宛先不明で送付できないと判明したとき。 
③ 顧客が，刑事訴追若しくは予防没収（第 IV 章で詳述）の対象となっている顧客若

257 金融機関における不自然性の指標に関するイタリア銀行規則 6 条 3 項，5 項 
258 金融機関における不自然性の指標に関するイタリア銀行規則 6 条 2 項。しかしながら，実際には，自動化ソフトに

よってアラートが付された取引が，最終的に疑わしい取引として届け出られるのは，全体のわずか 5 パーセントにすぎ

ないようである。したがって，届け出られた疑わしい取引の 95 パーセントは，一般従業員が取引の処理中に発見したも

のか，モニタリング担当者がマニュアルでのモニタリングによって発見したものである。 
259 金融機関における不自然性の指標に関するイタリア銀行規則「附表」参照。 
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しくは当該顧客と密接な関係を有する者（家族など）であるとき，又は相手先当事

者がこれらに該当する者であり，かつ，大量の現金取引を行うとき。 
④ 顧客又は取引相手方が高リスク国に居住している場合で，合理的な理由がないの

に，大量の資金決済を通常の決済慣行とは異なる方法で実行するとき。 
⑤ 非合理な取引，特に経済的にみて確実に顧客に損失をもたらすにもかかわらず，

当該取引を行う合理的な理由がないとき。 
・ 不動産，証券，美術品，宝石その他の高価品，法人，特許，ライセンス等の購入

が，市場価値に比して，顧客にとって明らかに不利な金額で行われたとき。 
・ 契約の早期解約，特に契約を締結した直後にその契約を解約するものであって，

解約に契約の目的となった資産の処分とその現金化や第三者又は海外への送金

が伴うとき。 
・ 当該取引が継続的に顧客に損失をもたらし続けるとき。 
・ 同一顧客が，同一金融機関の複数の支店に口座を開設するとき又は複数の信託口

座を設定するとき。 
⑥ 通常の市場慣行から大きく逸脱した取引，特に，特別な必要性がないにもかかわ

らず，非常に大量の金額を複雑なスキームで取引をしているとき。 
・ ローンの頭金が通常の割合よりも多いとき。 
・ 長期間休眠していた口座に，大量の資金が流入し（特に海外からの資金送金があ

り），顧客の事業と無関係の第三者にこれが送金され，又は現金で払い戻される

とき。 
・ 大量のコイン，金その他の貴金属の購入又は売却が繰り返されるとき。 
・ 一般に流通量の少ない証券が大量に売却された上，現金化又は現金担保貸付の担

保に供されるとき。 
⑦ 顧客の事業内容や財務状況と取引が合致しない場合で，顧客から取引の必要性に

ついて十分な説明がないとき。 
・ 法人顧客の株主，取締役又は従業員によって，その法人名義の口座が使用され，

当該法人の事業と無関係な取引，特に多額の現金取引が実行されるとき。 
・ 大口の取引が想定できない又は困窮状態にある顧客による大口の取引。 
・ 信託の設定後，信託財産が第三者に移転された上，当該第三者から同財産が還

流する取引。 
⑧ 合理的な理由のない現金の頻繁な使用（特にその金額が大きい場合）や，高額紙

幣を使用しているとき。 
⑨ 本人特定事項の確認や当局への報告義務を免れる目的と思われる，1 つの取引をあ

えて数個に分割した取引で，取引の目的について顧客から合理的な説明がないとき。 
⑩ 支払手段（デビットカード，クレジットカード，プリペイドカード，電子マネー）

の使用方法，経済的重要性が顧客の事業の通常の取引と合致しないとき。 
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5 記録保管義務：「単一情報アーカイブ」 

 イタリアにおいても，金融機関に対し，一定の取引に関する記録・保管義務が課せ

られているが，特筆すべきは，すべての金融機関に統一的な取引記録データベースが

導入されている点である。これにより，FIU，税務当局及び捜査機関は，一定の取引に

ついては，専用ソフトウェアを用いることで，金融機関から収集したデータを瞬時に

合算し，分析することが可能となっている。2007 年政令 231 号は，イタリア国内のす

べての金融機関に対し，一定の取引について，イタリア銀行の定める統一的なフォー

マットに従って電子的に記録し，保管することを義務付けた。これは，2009 年に本格

実施が始まった「単一情報アーカイブ（Archivio Unico Informatico）」と呼ばれるも

のである。各金融機関は，自行で取り扱った取引のうち，①1,500 ユーロを超えるすべ

ての取引，②すべての一時的取引（口座取引等の継続的取引関係にない顧客とのその

場限りの取引），及び③継続的取引関係の開始及び終了（口座の開設及び解約）につい

て，イタリア銀行の指定する「単一情報アーカイブ」のフォーマットに従って記録し，

記録データを自行内に置かれたサーバーに保管しておかなければならない。保管期間

は，取引時又は継続的取引関係の終了から 10 年間である 260。「単一情報アーカイブ」

に保管しなければならない取引内容は，①取引の種類，②取引当事者に関する情報，

③取引が代理人によってなされた場合は，当該代理人の本人特定事項，④取引の相手

方（送金先），及び⑤取引当事者の実質的所有者の 5 つである。 
なお，「単一情報アーカイブ」は，金融機関ごとに設置されているものであって，イ

タリア銀行とオンライン接続されているものではない。しかしながら，いずれの金融

機関も同一のフォーマットを用いて記録を電子的に保管していることから，FIU や税

務当局，捜査機関等が特定の自然人・法人や資金に関する取引履歴を必要とする場合，

関係する金融機関に対して一斉に照会を行うと，各金融機関の「単一情報アーカイブ」

に記録された取引履歴が電子データで送付される。照会者側で，送付されたデータを

専用のソフトウェアに入力することにより，瞬時に金融機関の取引データを合算する

ことができ，複数の金融機関をまたぐ資金移動であっても，簡単に資金移動過程をト

レースすることができるようになっている。 
 
6 マネーロンダリング防止プログラムの実施義務を担保するための，義務違反に対する

行政処分 

イタリアにおいては，保険会社を除くすべての金融機関は，中央銀行であるイタリ

ア銀行の監督下に置かれている（すなわち，本邦では金融庁が有する金融監督権限が，

260 2007 年政令 231 号 36 条 1 項(b) 
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イタリアでは中央銀行に与えられている。）。したがって，イタリア銀行は，保険会社

を除くすべての金融機関を検査・監督し，必要に応じて業務改善命令，業務停止処分

等の行政処分を行うことになる。イタリア銀行内には，金融監督を担当する「銀行・

金融監督局検査部」及び「銀行グループ監督局」が設置されており，前者がオンサイ

ト・モニタリング（立入検査），後者がオフサイト・モニタリング（事前の情報収集や

ヒアリング，立入検査後のフィードバック）を担当している。検査・監督項目は「戦

略リスク」「ガバナンス・内部統制」「与信リスク」「ファイナンシャルリスク」「オペ

レーショナルリスク・レピュテーショナルリスク」「採算性」「適正資本量」の 7 項目

であるが，マネーロンダリングリスクは「レピュテーショナルリスク」に含まれる 261。

金融機関のマネーロンダリング防止プログラムの実施状況を監督するため，「銀行グル

ープ監督局」には，15 名のマネーロンダリング担当官が配置されており，金融機関の

マネーロンダリング防止プログラムの適切な設計・実施の監督のほか，金融検査時の

検査官への助言，行政処分の決定，その後の改善状況のモニタリング等の業務を担当

している 262。 
 これまでに，イタリア銀行が，金融機関に対し，マネーロンダリング防止プログラ

ムの不適切性を理由に行政処分を行った例は少ない。最近では，2010 年に，マネーロ

ンダリング対策が十分でない国・地域とのコルレス銀行取引について単一情報アーカ

イブに取引情報を記録せず，その結果，件数にして約 5,000 件，金額にして約 30 億ユ

ーロ（約 4,200 億円）を超えるコルレス銀行を通じた海外送金について取引記録の保

管を怠ったとして，ある銀行に対し約 200,000 ユーロ（約 2,800 万円）の民事制裁金

支払命令を出した事例が１件ある 263。 
 なお，刑事処分に関しては，金融機関のマネーロンダリング防止プログラムの不履

行等に対する制裁は行政罰のみであり，刑罰規定は存在しない（刑事罰は，金融機関

に対して顧客管理等に関する情報の提出を拒み又は虚偽の情報を提供した顧客側につ

いてのみ規定されている。）。 
 
第４ 小括 

 これまで説明してきたとおり，米国及びイタリアでは，リスク・ベース・アプロー

チを採用した顧客管理を核とするマネーロンダリング防止プログラムを実施すること

により，単に，法律や規則に規定されたルールを形式的に遵守することで，表面上，

コンプライアンスの体裁を整えるのではなく，金融機関が，その社会的責務を自覚し

た上で，より主体的に，犯罪収益の金融システムへの流入を水際で防止する取り組み

が行われている。当然ながら，このような経営資源の配分を無駄なコストと考える金

融機関の経営陣が現れても不思議ではなく，米国では，適切なマネーロンダリング防

261 イタリア銀行へのインタビューによる。 
262 イタリア銀行へのインタビューによる。 
263 イタリア銀行へのインタビューによる。 
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止プログラムを実施しない金融機関に対して，行政処分及び刑事処分により，莫大な

金銭的ペナルティーを課している。 
本章でみたように，その金額は金融機関の経営規模に照らしても巨額であり，顧客

に実損を与えたわけでもないのになぜこのような巨額のペナルティーを課すのかと率

直な疑問を感じなくもないが，これは，裏を返せば，金融機関における水際でのマネ

ーロンダリング対策の重要性はもとより，金融機関に求められるマネーロンダリング

防止プログラムに必要な費用は，違反に対してこのようなペナルティーで臨まなけれ

ば適切な資源配分のインセンティブ付けができないほどの額に上るということがいえ

よう。BSA オフィサーの任命，多数のマネーロンダリング担当者の養成と人員確保，

全従業員に対する教育の徹底と必要な手続の構築，内部監査のための監査部門への人

員配置と人材養成，外部監査のための費用，外部ベンダーからの情報データベースの

購入，システム開発費用など，マネーロンダリング防止プログラムを実施するための

費用は，合算すると相当な規模になると思われる。また，高リスク顧客に対しては，

その事業内容の確認，収益源や場合によっては預金原資の調査など，あたかも融資先

に対する債権管理と同等のレベルの顧客管理が求められており，顧客側の理解を得る

ために必要な努力も相当なものと思われるため，一般業務に与える負担も軽視できな

いと思われる。 
しかしながら，基軸通貨であるドルを背景に，世界中の資金が流入又は通過する米

国や，ドルに準じる世界的通貨ユーロを持ち，国境を越えて統合された市場をもつ EU
では，犯罪収益や脱税によって得られた資金がロンダリングされ，これが金融市場に

還流することによって国民経済が受ける影響も決して軽視できないものと思われ（正

確な統計は存在しないが，世界の金融市場を廻る資金の数パーセントがこのような違

法資金であるといわれている。），そのため，金融機関には，このように十分な経営資

源の配分が求められているのである。 
 
 
第 III章 金融部門の外で展開される犯罪収益の移転に関する取組―現金決済

に関する規制 

 
第 1 はじめに 

前章では，米国及びイタリアでの，リスク・ベースの顧客管理など金融機関のマネ

ーロンダリング対策への積極的な取組について明らかにした。しかし，現金又は通貨

代替物（以下，「現金等」という。）による犯罪収益の移転については，それらが金融

部門の外で行われることから，これらと金融部門との接点は，その「出口」（預金口座

からの払戻し）及び「入口」（預金口座への預入れ）に限られており，金融機関がマネ

ーロンダリング防止プログラムを十分に実行したとしても，その間の現金等の移転過
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程を把握することは困難である（第 II 章において，高リスク顧客に対する顧客管理方

法として，預金等の原資確認について説明したが，金融機関にとって，原資を直接に

確認することは非常に困難であることは前述のとおりである。）。 
したがって，現金決済を通じた犯罪収益の移転を（防止することは不可能としても）

より困難にするためには，別途，現金決済に対する規制が必要である。米国及びイタ

リアでは，現金決済について，直接又は間接の規制を行っているため，本章でその内

容を説明する。 
 

第 2 米国における現金決済に関する規制 

1 総論 
  米国では，一定金額以上の決済や金融取引に現金等が用いられた場合，現金受領者

にその決済内容について当局への報告義務が課せられている。具体的には，金融機関

が顧客から一定金額以上の現金等を受領した場合に，これを当局に報告させる現金取

引報告義務（CTR），事業主が事業の過程で一定金額以上の現金等を受領した場合に，

これを当局に報告させる Form8300，広く一般人に対して，国境を超えて一定金額以上

の現金等の運搬の際に，これを当局に報告させる通貨及び現金代替物に関する報告義

務（CMIR）の 3 つの報告義務が存在する。これにより，一定金額以上の現金決済は，

少なくとも理論上は，すべて当局に把握される仕組みとなっている。 

2 現金取引報告義務（CTR） 
  金融機関は，顧客と 10,000 ドル（約 100 万円）以上の現金等の取引を行った場合，

受領日から 25 日以内に，FinCEN に対し 264，CTR（Currency Transaction Report。
現金取引報告。頭文字を取って「CTR」と呼ばれることから，本稿においても，以下

この略称を用いる。）を提出しなければならない 265。すべての現金取引が対象となるが，

具体的には，顧客が現金の預入れ又は払戻しを行った場合，現金でマネーオーダー等

を購入した場合，現金振込を行った場合，小切手の換金を行った場合などが挙げられ

る。その報告義務者は金融機関に限られる 266。CTR の報告義務は罰則によって担保さ

れており，違反した金融機関の役員又は従業員（及び刑事使用者責任（respondeat 
superior）の法理により，金融機関自体）は，5 年以下の拘禁刑又は 250,000 ドル以下

の罰金に処せられる（任意的併科）。また，12か月以内に不提出のCTRの金額が100,000
ドルを超えるとき，又は，他の罪と併せて犯したときは，10 年以下の拘禁刑又は

500,000 ドル以下の罰金に処せられる（任意的併科）267。 
一定金額以上の現金取引について報告義務を課すとしても，一般人に対して広く報

264 1970 年の銀行秘密法施行後，1989 年に FinCEN が設置されるまでは，CTR の提出先は内国歳入庁であった。その

ため，CTR は脱税捜査にも有効に活用されている。 
265 31 U.S.C.§5313 
266 31 C.F.R. §103.27（a）（3） 
267 31 U.S.C. §5324 
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告義務を課すことは，法執行の実効性の観点から現実的ではない。（米国内では，後述

する Form8300 により，一般私人であっても一定額の現金を受領した場合はこれを当

局に届け出る義務を負っているが，捜査機関がこの届出義務違反を摘発することは相

当に困難である。）そこで，より間接的ではあるが，現金と金融システムの接点である

金融機関に対し，一定金額以上の現金を受領した場合，当局への報告義務を課すのが

CTR である。 
CTR の特徴の 1 点目は，繰り返しになるが，報告義務者を金融機関に限定している

点である。報告対象金額は，10,000 ドル以上という高額とはいえない金額に設定され

ていることから，その報告対象は膨大であり，報告義務をすべての国民に課すならば，

潜在的な報告義務違反の数は極めて膨大となり，違反に対して実効性のある摘発を行

うことは不可能となる。そこで，監督機関による監督が及んでおり，義務違反に対し

ては指導や制裁を通じての是正が可能な金融機関に報告義務者を限定することで，法

執行の実効性を担保し，かつ，金融システムへの現金の入口と出口で現金取引を捕捉

できるようにすることで，現金決済の透明性を一定程度確保できるように設計されて

いる。 
CTR の特徴の 2 点目は，CTR の報告を免れる目的で，10,000 ドル以上の現金取引

をあえて数個に分割する行為（既に説明したが，これを「ストラクチャリング」と呼

ぶ。）への対応策が講じられている点である。31 U.S.C. §5324 は，「銀行秘密法等上

の報告義務（CTR, CMIR, Form8300 など）を免れる目的で，取引を分割した者は，5
年以下の拘禁刑又は 250,000 ドル以下の罰金に処し，又はこれを併科する。ただし，

12 か月以内に行った当該分割取引の合計金額が 100,000 ドルを超えるとき，又は，他

の罪と併せて犯したときは，10 年以下の拘禁刑又は 500,000 ドル以下の罰金に処し，

又はこれを併科する。」と規定し，ストラクチャリングを処罰している。加えて，「銀

行秘密法上の報告義務を免れる目的」の有無にかかわらず，金融機関は，同一顧客と

の間で行った現金取引の合計額が，1 営業日あたり合計 10,000 ドル以上となる場合に

ついても，CTR を提出しなければならないとされている 268。ストラクチャリングの罪

が成立するためには，「銀行秘密法上の報告義務を免れる目的」が必要となるが，金融

機関は，当該目的の有無にかかわらず，1 営業日内に同一顧客の同一類型の現金取引額

が 10,000 ドル以上となった場合，10,000 ドル以上の現金取引が 1 回あったものとして

CTR の提出義務を負う（なお，ストラクチャリングは疑わしい取引の届出事由の１つ

ともされており，「銀行秘密法上の報告義務を免れる目的」を認定できる場合は，金融

機関は，CTR に加えて疑わしい取引の届出も行うこととなる。）。これにより，1 回の

取引が CTR の報告対象とならないようにあえて分割された取引も，それが 1 営業日内

になされる限り，報告対象となる。金融機関は，顧客の 1 日の現金取引量が 10,000 ド

268 31 C.F.R. §103.22 
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ル以上となったことを検出するシステムを導入している 269。 
なお，10,000 ドルという金額は，個人にとっては高額であるが，企業や事業主にと

っては日常的な金額であることから，すべてを当局に報告させると，報告義務者を金

融機関に限定したとしても報告量があまりに膨大となってしまう。そのため，銀行秘

密法は，マネーロンダリングリスクのない顧客に関しては，CTR の報告を免除してい

る。具体的には，顧客が，①政府，地方公共団体，金融機関又はニューヨーク証券取

引所に株式を上場している企業等である場合 270，又は②事業遂行上，多額の現金を使

用する必要があると認める企業であって，かつ，事業の合法性を十分に確認でき，マ

ネーロンダリングのリスクが低いと認められる場合 271，金融機関は，これらの顧客か

ら 10,000 ドル以上の現金を受領したとしても，CTR の提出義務を免除される。②の認

定には条件があり，金融機関は，a）少なくとも 2 か月以上取引を継続している先で，

b）頻繁に高額の現金取引をする必要がある合法的事業を行っていると認められるとき，

又は，従業員への給与の現金払いのために 10,000 ドル以上の現金が必要と認められる

ときに限られる 272。ただし，当該顧客が中古車販売業者，不動産業者，質屋，投資顧

問，弁護士，会計士などを営む場合は免除対象とならない 273。これらの業者は，類型

的にマネーロンダリングのリスクが高いとされているためである。 
なお，CTR と併せて機能する制度として，第 II 章で説明した 3,000 ドル以上の現金

同等物（マネーオーダー，自己宛小切手，トラベラーズ・チェック等）を販売する場

合の本人確認義務，記録・保管義務が定められていることに留意する必要がある 274。

10,000 ドル未満の現金代替物を現金で購入する場合，CTR は提出されないが，その額

が 3,000 ドルを超える場合は，顧客の本人特定事項の確認とその記録が実施される 275。 
米国では，CTR の存在は広く一般に知られていることから，CTR の提出を避けるた

め，ストラクチャリングを行う事例が多く，検察実務においても，立証の比較的容易

なストラクチャリングの捜査を端緒として，その背後に潜む脱税やマネーロンダリン

グの立件を目指す場合や，脱税やマネーロンダリング等の立件に至らない事例であっ

ても，ストラクチャリング罪で処罰するなどの手法が採られている（この場合，スト

ラクチャリング罪のみで訴追された場合の方が量刑は当然軽くなる。）276。 

269 BSA/AML 検査マニュアル 86 頁 
270 31 C.F.R. §103.22(d)(2)(i)-(v) 
271 31 C.F.R. §103.22(d)(2)(vi)-(vii) 
272 31 C.F.R. §103.22(d)(2)(vi)-(vii) 
273 31 C.F.R. §103.22(d)(5)(viii) 
274 31 U.S.C. §5325, 31 C.F.R. §103.29 
275 31 U.S.C. §5325, 31 C.F.R. §103.29 
276 また，メリーランド州地区連邦検事局によれば，日常的に報告される CTR の量は膨大であり，FinCEN 内でもほと

んどの CTR は右から左に処理されているのが実情で，実際に CTR から脱税やマネーロンダリング等の立件に結びつく

ケースは稀である一方，ストラクチャリングについては，金融機関から疑わしい取引として届出がなされるため，比較

的立件は容易とのことであった。しかしながら，（捜査機関側にとっては幸いにして）一般的な米国人の感覚はこれと逆

であり，CTR を免れるためにストラクチャリングを行うケースが後を絶たないとのことであり，検察の実務では，脱税

やマネーロンダリング等の立件に至らない場合でも，ストラクチャリング罪で処罰するのが一般的であるとのことであ

った。 
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3 Form 8300 
Form8300 の提出義務は，提出義務者を金融機関に限定する CTR とは異なり，広く

事業主一般に対して課される義務である。届出書類の名称が「Form8300」であること

から，米国では「Form8300 の提出義務」と呼ばれている。合衆国法典 18 U.S.C. §
5331 によれば，事業（trade and business）の過程において，10,000 ドル以上の現金

を受領した者は，15 日以内に，FinCEN に対して金額，取引の内容，日時，取引の当

事者等の情報を所定の形式（Form8300）によって届け出なければならない 277。提出

義務の対象者に限定がないことから，すべての事業主が報告義務を負う。ただし，

Form8300 の提出義務は，事業活動の過程において生じた現金取引に限られるから，例

えば，中古車販売業者が業として顧客に中古車を販売した際，その代金を現金で受領

したときは Form8300 の提出義務が生じるが，中古車販売業者が個人的に所有する中

古車を友人に売却するような場合は対象外となる。Form8300 の不提出に対しては，5
年以下の拘禁刑又は 250,000 ドル以下の罰金が規定されており（任意的併科），12 か

月以内に提出すべき Form8300 の合計金額が 100,000 ドルを超えるとき，又は，他の

罪と併せて犯したときは，法定刑は 10 年以下の拘禁刑又は 500,000 ドル以下の罰金に

加重される（任意的併科）278。 
  Form8300 は，広く事業主一般に対し，現金を受領した際，報告義務を課すもので

ある。報告義務者を広く事業主一般としていることから，金融監督機関による監督に

服する金融機関を提出義務者とする CTR に比べて，法執行を徹底させることは困難と

されている 279。そのため，捜査機関及び検察当局は，広く Form8300 の違反事例を摘

発するのではなく，特に現金決済の割合が高い中古車販売業者，宝石・貴金属業者，

不動産業者，質店，旅行代理店，エスクロー・サービス 280などに対する脱税捜査やマ

ネーロンダリング捜査を行うにあたり，Form8300 の不提出罪を捜査の端緒として背後

に潜む脱税等の捜査に結び付け，仮に脱税等の立件に至らない場合であっても，

Form8300 の不提出罪により刑事訴追を行うなどして Form8300 の不提出罪を効果的

に活用している 281。 

4 CMIR の提出義務 
「通貨及び現金代替物に関する報告義務（Currency and Monetary Instruments 

Report）」（以下，「CMIR」という。）は，10,000 ドル以上の現金又は通貨代替物の米

国への持ち込み及び持ち出しの際，これを当局に報告しなければならないとするもの

である。例えば一般旅行者が米国入国時に記入を求められる税関申告用紙には，「1 万

277 18 U.S.C. §5331(a)及び(b) 
278 31 U.S.C. §5324 
279 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
280 エスクロー・サービスとは，物品などを売買する際に取引の安全性を保証する仲介サービス。売買の当事者以外の第

三者が決済を仲介して，代金を一時的に預かるもの。 
281 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
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US ドル以上又は同等額以上の外貨通貨又は通貨代替物を所持しています」との申告項

目があるが，これも CMIR の一つである。銀行秘密法及び関連する連邦規則によると，

同一機会に 10,000 ドル以上の現金又は通貨代替物（小切手，トラベラーズ・チェック

その他の無記名債券）を物理的に米国内に持ち込み，米国外に持ち出し，若しくは郵

送し，又は米国内に持ち込もうとし，米国外に持ち出そうとし，若しくは郵送しよう

とする者は，当局に CMIR を提出しなければならない 282。提出義務違反に対しては，

5 年以下の拘禁刑又は 250,000 ドル以下の罰金が規定され（任意的併科），この法定刑

は，12 か月以内に提出すべき CMIR の金額が 100,000 ドルを超えるとき，又は，他の

罪と併せて犯したときは，10 年以下の拘禁刑又は 500,000 ドル以下の罰金に加重され

る（任意的併科）283。判例により，違反が成立するためには，報告義務の存在につい

ての認識は不要であるとされている 284。 
  CMIR は，現金そのものの国境を超えた移動を直接規制するものではなく，あくま

でその事実を届け出させることにより，マネーロンダリングに利用されやすい現金の

国境を超えた移動を把握しようとするものである。次に説明する現金の大量密輸の罪

と共に，犯罪組織の中のいわゆるキャッシュ・クーリエ（現金の運び屋）の摘発に効

力を発揮する。 
  なお，CMIR に加え，連邦法 31 U.S.C. §5332 によると，何人も，①上記 CMIR
の提出を免れる目的で，②情を知って，③10,000 ドル以上の現金又は現金同等物を，

④身体，かばん，商品その他容器に隠匿し，⑤米国内若しくは米国外に運搬し，又は

運搬しようとしたときは，5 年以下の拘禁刑に処せられる 285。両規定は，直接的には

現金運搬請負人の摘発を目的としたものであり，捜査実務においては，例えば，メキ

シコ国境における検問の際，自動車のトランク内から大量の米ドルが発見された場合，

CMIR 不提出罪又は現金の大量密輸罪により現金運搬請負人を現行犯逮捕した上，同

現金運搬請負人に司法取引をもちかけることにより，現金の運搬先，運搬依頼人，現

金の受取場所など，現金運搬請負人の背後にある犯罪組織に関する供述を得るという

捜査手法に利用されている 286。 
 

第 3 イタリアにおける現金決済に関する規制 

 米国と対照的に，イタリアでは，一定金額以上の決済に現金を使用することを直接

的に禁止するアプローチを採用している。 
 2007 年政令 231 号は，1,000 ユーロ（約 14 万円）以上の取引について，現金，自

282 31 U.S.C. §5316，31 C.F.R. §103.23 
283 31 U.S.C. §5324 
284 Stefan D. Cassella, Forfeiture of Property Involved in Money Laundering, United States Attorney’s Bulletin, 
Nov. 2007 at 37-38. 
285 31 U.S.C. §5332 
286 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
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己宛小切手 287，郵便小切手 288又は無記名債権によって決済することを禁止し，1 回の

決済を複数の決済に分割することも禁止している 289。 
加えて，金融機関は，小切手又は郵便小切手を発行する際は，原則として，譲渡禁

止条項を挿入しなければならならず，譲渡禁止条項のない小切手を発行する際には，

顧客から書面による申請書を徴求しなければならない 290。また，額面金額が 1,000 ユ

ーロ以上の小切手又は郵便小切手には，必ず受取人名を記載し，譲渡禁止条項を挿入

しなければならない 291。一般に，小切手は，持参式（小切手の引渡しによる私人間の

譲渡を予定し，持参人が銀行等において支払呈示をすることで支払いを受けられるも

の），記名式（振出時に受取人名を記入し，当該受取人以外は支払呈示ができないもの），

又は指図式（受取人が裏書譲渡した第三者も支払呈示が可能なもの）の３種類に分け

られるが，イタリアでは，受取人名の記載と譲渡禁止条項の挿入が義務付けられる結

果，記名式以外の発行が許されないこととなる。 
なお，上記各禁止義務は，行政罰によって担保されており，違反者に対しては，財

務予算省により，決済金額の 1 ないし 40 パーセントの反則金（行政罰）が科される 292。

また，違反の事実を知った者は，知った日から 30 日以内に当該違反の事実を財務予算

省に報告しなければならない（当該報告義務違反に対する刑事罰・行政罰はない。）293。

したがって，ある預金者が多額の現金を持ち込んである銀行に預金の預入れを申し込

んだ場合，当該銀行は，マネーロンダリング防止プログラムの一環として，その原資

について顧客に説明を求めることとなるが，その際，例えば，「中古車を友人に売却し，

代金を現金で受け取った。」という説明がなされた場合，当該銀行は，現金決済の事実

を認知したことになるから，財務予算省へ報告しなければならないこととなる。 
さらに，プリペイド式の決済手段（プリペイドカードなど）についても規制がなさ

れている。これは，イタリアでは，プリペイドカードから預金口座への入金・送金が

可能であるためである。法律上，再チャージできないプリペイドカードについては，

券面額が 250 ユーロを超えてはならず，再チャージ可能なプリペイドカードについて

は，1年間に 2,500ユーロ以上のチャージができないよう設定しなければならない 294。 
以上の規制により，イタリアでは，（少なくとも法律上は），1,000 ユーロ以上のすべ

ての取引は，現金に代わって，クレジットカード，デビットカード，記名式小切手，

為替手形，電信送金などによって決済されることとなり，税務当局や捜査機関は，決

済記録を確認することにより，私人間の決済を把握することが可能である。 

287 第 II 章の脚注でも紹介したが，銀行が振出人となる小切手。顧客は，券面額をあらかじめ銀行に払込み，銀行から

同銀行が振出人となる自己宛小切手を購入する。銀行が振出人なので不渡りの危険がない。 
288 自己宛小切手と同様に，あらかじめ郵便局に券面額の払込みを行って購入するもの。持参人は郵便局において支払い

呈示を行えば確実に換金できることから，現金と同等の機能を有する。 
289 2007 年政令 231 号 49 条 1 項 
290 2007 年政令 231 号 49 条 4 項 1 文 
291 2007 年政令 231 号 49 条 5 項 
292 2007 年政令 231 号 58 条 1 項 
293 2007 年政令 231 号 51 条 1 項 
294 2007 年政令 231 号 25 条 6 項（d） 
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 現金決済規制は，導入当初の上限額は 2,500 ユーロであったものが，段階的に引き

下げられ，2011 年 12 月に 1,000 ユーロとなり，現在に至っている。 
本規制は一定額以上の現金決済を直接に禁止するものである上，下限金額も高額と

まではいえない 1,000 ユーロであるから，その法執行の実効性に疑問が生じ得るとこ

ろであるが，実際には，大手小売店はもとより，個人商店等の中小規模の事業主にお

いても，（現金決済規制に対する高い遵法精神からというよりは，偽造紙幣対策もあっ

て）おおむね遵守されている状況にあるとのことであった 295。しかしながら，現金決

済規制の監督官庁である財務予算省によって，違反に対して反則金が科せられた事例

はほとんどないのが実態であるし，現金決済規制が導入されて以降，市民の間では，

多額の現金をいわゆるタンス預金とし，そのまま高額の現金決済に使用する傾向が強

まっているとのことである 296。不動産業者，中古車販売業，宝石・貴金属業者などに

おいて，多額の現金決済を受け入れるところが依然として多く（受け取る側の業者も

脱税へのインセンティブがあるからである。），実際の決済金額と大きく乖離した請求

書，領収書等の証憑書類を用いて，実態とかけ離れた帳簿上の処理を行うことなど（請

求書に記載した金額のみを振込送金，小切手等で支払い，残部を現金で決済するなど）

が横行しており，多額の現金をタンスに溜め込んでもその使途に困ることはないとの

ことである 297。結局，表向きの経済活動と裏経済の乖離が解消されておらず，法執行

の実効性に疑問なしとはいえないところであろう。 
また，イタリアでは，移民系住民が主な主体となって，プリペイドカードによるマ

ネーロンダリングが問題となっている 298。既に説明したとおり，券面額 250 ユーロ以

下のプリペイドカードについては，購入時に本人特定事項の確認が義務付けられてい

ない上，プリペイドカードから預金口座に，直接，入金することが可能であることか

ら，例えば，250 ユーロのプリペイドカードを大量に購入した上，これを用いて第三者

に送金することにより，多額の資金決済について本人特定事項の確認を免れることが

できる。 
  

295 イタリア銀行へのインタビューによる。 
296 ミラノ地方検察庁へのインタビューによる。 
297 ミラノ地方検察庁へのインタビューによる。 
298 イタリア銀行へのインタビューによる。 
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図 8 イタリアにおける現金決済規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 小括 

以上のとおり，現金決済に関する規制のアプローチは，米国とイタリアで大きく異

なっている。現金決済を規制しようとする際，最もわかりやすいのは，イタリアのよ

うに一定金額以上の現金決済を一律に禁止してしまうことである。法執行の実効性に

疑問を感じないではないが，少なくとも国民に対して一定の心理的強制や「高額な取

引をあえて現金で決済すること自体が疑わしい。」との社会的コンセンサスを生み出す

効果はあると思われる。 
他方，米国では，現金決済を禁止するのではなく，一定金額以上の現金決済を当局

に届け出させることにより，捜査機関等が違法行為を把握する端緒を与えると共に，

高額取引の決済を現金等で行うことに対して抑止効を発揮しようとするアプローチを

採用している。現金決済の匿名性や件数の膨大さに鑑みると，イタリアで採用されて

いる直接的な禁止アプローチの法執行の実効性に疑問が残るのも確かであるし，米国

では，預金口座の維持のために手数料を徴収するケースが多く，低所得者層を中心に

預金口座を保有していない住民が多数存在するため，クレジットカードはもとより，

デビットカードによる支払いすら全住民に期待することができないことから，イタリ

アのように，1,000 ユーロ以上の現金決済を禁止することは困難であり，報告義務を課

すことで間接的に現金決済を規制するアプローチにも合理性があると考えられる。 
 
 
第 IV章 司法部門における取組―マネーロンダリング罪の処罰対象と犯罪収益

の効果的・機動的な剥奪 

 

1,000 ユーロ以上の取引 

追跡可能な決済手段 追跡困難な決済手段 

預金口座からの振込 
クレジットカード決済 
手形決済等の指名債権譲渡 

現金 
小切手，T/C 等の持参人払方

式通貨代替物 
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第 1 はじめに 

 これまでの章では，犯罪収益の「入口」である金融機関における取組や，現金決済

規制について説明してきた。金融機関における疑わしい取引の届出や，現金決済規制

による資金移動の把握可能性の確保は，最終的に，金融取引の情報が司法部門（捜査

機関，訴追部門）に提供され，前提犯罪及びマネーロンダリングの摘発と犯罪収益の

没収に供されることを目的としている。これに関しては，第 I 章で簡単に触れたように，

米国及びイタリアにおいては，有罪判決を前提としない強力な没収制度が設けられて

いるなど，特に重点が置かれている。そこで本章では，マネーロンダリング規制体系

における司法部門の役割を明らかにするため，マネーロンダリング罪の処罰対象につ

いて説明した上，犯罪収益の剥奪に関する実体法並びに手続法上の規定及び運用につ

いて説明する。 
 
第 2 マネーロンダリング罪の処罰対象 

1 米国 

 米国（連邦レベル）では，1986 年のマネーロンダリング規制法（Money Laundering 
Control Act of 1986）の成立によりマネーロンダリングが初めて処罰の対象とされた。

同法は，犯罪収益の隠匿，事実仮装，再投資活動等を処罰するマネーロンダリング罪 299，

国境をまたいだマネーロンダリングを処罰する国際マネーロンダリング罪 300，おとり

捜査を実施した場合のマネーロンダリング罪 301，及び犯罪収益の使用罪 302の４類型及

びその共謀罪 303を規定している。以下，各類型及び共謀罪について説明する。 

⑴ マネーロンダリング罪【§1956(a)(1)】 
 本類型は，米国における最も基本的なマネーロンダリング類型であり，本邦にお

ける犯罪収益等隠匿罪 304に近い類型と考えることができる。ただし，本邦の犯罪収

益等隠匿罪に比べて処罰範囲が広く，事実仮装・隠匿がなくとも犯罪収益をさらに

別の犯罪行為に利用する場合（薬物収益を薬物犯罪に再投資する場合が典型。）を処

罰対象としているほか，脱税が前提犯罪となっている点などが異なっている。 
 同条の構造はやや複雑であるが（逐語訳は脚注 305参照），要約すると 

299 18 U.S.C. §1956(a)(1) 
300 18 U.S.C. §1956(a)(2) 
301 18 U.S.C. §1956(a)(3) 
302 18 U.S.C. §1957 
303 18 U.S.C. §1956(h) 
304 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第 10 条 1 項及び第 11 条。同条は，「犯罪収益等の取得若し

くは処分につき事実を仮装し，又は犯罪収益等を隠匿した者は，5 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金に処し，

又はこれを併科する」とし（犯罪収益等隠匿罪），同 11 条本文は，「情を知って，犯罪収益等を収受した者は，3 年以下

の懲役若しくは 100 万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。」と規定する（犯罪収益等収受罪）。 
305 18 U.S.C.§1956（a）（1）の逐語訳は次のとおりである。 
何人も，その金融取引の対象物が何らかの違法行為の収益に相当すると知りながら， 
かつ 
（A）（i）特定違法行為の実行を助長する目的，若しくは 
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① 【知情性】その対象物が何らかの違法行為の収益と知りながら 
② 【目的】次の 4 つのうちいずれかの目的・認識をもって 
③ 【実行行為】前提犯罪の収益が含まれる金融取引を行った 
とき，処罰の対象となる（未遂も処罰対象。）。目的・認識については 
 前提犯罪の実行を促進する目的（以下，「前提犯罪促進目的」という。） 

 脱税目的 

 当該取引が前提犯罪の収益の性質，所在，源泉，所有関係又は支配関係を隠

匿又は仮装する目的で設計されていることの認識（以下，「事実隠匿・仮装目

的」という。） 

 当該取引が法定の各種取引報告義務を免れる目的で設計されていることの認

識（以下，「報告義務免脱目的」という。） 

の 4 パターンが規定されている。「前提犯罪促進目的」は，例えば，薬物密売による

収益をさらに別の薬物購入代金に充てる，賭博開帳により得た収益をさらに賭博場

の維持管理に充てるなど，犯罪収益を犯罪に再投資する目的を指す。「事実隠匿・仮

装目的」は，本邦の犯罪収益等隠匿罪に類似した規定であり，米国内においても最

も使用頻度が高い類型である 306。「報告義務免脱目的」とは，CTR の提出を免れる

ためのストラクチャリング等を指すが，既に説明したとおり，ストラクチャリング

についてはこれを処罰する規定が別に設けられているため，報告免脱目的による訴

追例は多くない 307。 

 法定刑は，20 年以下の拘禁刑又は罰金（500,000 ドル以下又は当該金融取引の価

額の 2 倍のいずれかの高い方）であり，併科も可能である。  
本規定の特徴の 1 点目は，知情性の内容である。本罪で訴追するためには，ロン

ダリングの対象となる収益が「何らかの違法行為の収益」であると認識していたこ

との立証で足り，特定の前提犯罪の収益であることの認識は不要である。加えて，

目的の類型に「脱税目的」が含まれていることから，「（隠匿・仮装した財産が）詐

取金とは知らなかった。せいぜい脱税による裏金だろうと思っていた。」旨の弁解に

よって訴追を免れることはできない。 

（A）（ii）1986 年内国歳入法典 7201 条又は 7206 条に違反する行為に関与する目的をもって，又は 
当該取引の全部又は一部が 
（B）（i）特定違法行為による犯罪収益の性質，所在，源泉，所有関係又は支配関係を隠匿又は仮装する目的で設計され

ていることを知りながら，若しくは 
（B）（ii）州法又は連邦法が定める取引報告義務を免れる目的で設計されていることを知りながら 
特定違法行為（Specified Unlawful Activity）の犯罪収益が含まれる金融取引を行い，又は行おうとしたときは，500,000
ドル以下若しくは当該取引に係る財産の価額の 2 倍のいずれかの高い金額の罰金又は 20 年以下の拘禁刑に処し，又は

これらを併科する。 
なお，「特定違法行為」（Specified Unlawful Activity）とは，いわゆる「前提犯罪」（Predicate Offence）のことであ

るが，薬物犯罪，組織犯罪，凶悪犯，財産犯など 260 を超える犯罪が含まれており，一般にマネーロンダリングが行わ

れると想定できる大抵の犯罪は特定違法行為に該当すると考えて差し支えない。なお，合衆国法典上は「前提犯罪」と

いう用語は存在しない。 
306 John Madinger, Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, 3rd ed.,CRC Press, 2011，30 頁 
307 Charles Doyle, Money Laundering: An Overview of 18 U.S.C. 1956 and Related Federal Criminal Law, 
Congressional Research Service, (Feb. 8, 2012), 35 頁 
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特徴の 2 点目は，法定刑の高さである。同条が定める 20 年以下の拘禁刑は連邦

刑事法に規定される法定刑の中でも高い方であるし，罰金額も，ロンダリング行為

の価額の倍を上限としていることから，相当な高額になり得る。そのため，多くの

場合で，前提犯罪の法定刑よりマネーロンダリング罪の方が厳しいという逆転現象

が生じている。 
   まとめとして，条文の構造をフローチャートにすると次頁図 9 のようになる。
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図 9 米国：マネーロンダリング規制法 1956条(a)(1)マネーロンダリング罪 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⑵ 国際マネーロンダリング罪【§1956(a)(2)】 
 ⑴で紹介した類型は，対象となる収益の所在地が国内であるか海外であるかを問

わず，広く一般的に適用可能な規定であるが，国際マネーロンダリング罪は，収益

の越境移動に着目し，一定の類型については前記類型⑴よりも広く処罰しようとす

るものである。 
 本類型は米国外から国内へ，又は米国内から国外へ資金が移動する場合に関する

マネーロンダリング行為を定めている 308。本罪は，要約すると，①前提犯罪を促進

308 18 U.S.C. §1956（a）（2）の逐語訳は次のとおり。 
何人も，次の目的又は認識をもって，資金又は現金同等物を，米国内から国外へ，又は米国外から国内へ，運搬し，

送信し，若しくは移転し，又は，運搬しようとし，送信しようとし，若しくは移転しようとしたときは，500,000 ドル

以下若しくは当該取引に係る財産の価額の 2 倍のいずれかの高い金額の罰金又は 20 年以下の拘禁刑に処し，又はこれ

らを併科する。 
(A) 特定違法行為の実行を促進する目的 

対象物が特定違法活動の収益か？ 

何らかの違法行為の収益であること

への認識はあるか？ 

当該犯罪収益を含む金融取引を実行

した又は実行しようとしたか？ 

次のいずれかの目的はあるか？ 

違

反

な

し 

いいえ はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

前提犯罪促進目的 

§1956(a)(1)(A)(i) 

事実隠匿・仮想目的 

§1956(a)(1)(B)(i) 

 

報告義務免脱目的 

§1956(a)(1)(B)(ii) 

 

脱税目的 

§1956(a)(1)(A)(ii) 

 

はい 
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する目的をもって，②米国内から国外へ又は米国外から国内へ，資金を移動させた

ときに成立する（未遂も処罰。）。すなわち，前提犯罪を促進する目的があれば，移

転対象となる資金が犯罪収益であるか否かを問わないから，合法的資金を国際送金

した場合でも本条の処罰対象となる 309。法定刑は(1)の類型と同じである。 
なお，本類型は，上記のほか，「事実隠匿・仮装目的」又は「報告義務免脱目的」

でなされた国際送金も処罰の対象としているが，この場合，犯罪収益性及び知情性

が追加的な要件とされている 310。一般に，国外から国内への資産移転の事案では，

前提犯罪が国外で行われているために，犯罪収益性の立証及びその認識の立証は容

易でないと考えられ，実務上は，「事実隠匿・仮装目的」又は「報告義務免脱目的」

でなされた場合，本条の適用例は少ない 311。 

⑶ おとり捜査におけるマネーロンダリング罪【§1956(a)(3)】 
 本類型は，本邦におけるいわゆる麻薬特例法上のコントロールド・デリバリーの

ように，捜査官が用意した合法収益を，「犯罪収益として」ロンダリングする行為を

処罰するものである。被疑者が，「前提犯罪促進目的」，「事実隠匿・仮装目的」又は

「報告義務免脱目的」をもって（本類型では「脱税目的」は除外されている。），合

法収益を「犯罪収益として」移転させる行為を処罰対象としている（未遂処罰規定

あり）312。 
米国では，例えば，メキシコ国境において，メキシコから大量の現金を密輸した

者を検挙したとき，同人と捜査協力型の司法取引を行い，密輸した現金を差押さえ

た上で，同人に引き続き捜査官の用意した現金を運搬させ，密輸依頼人と接触させ

て同人を検挙するという手法が用いられることがあり 313，その際などに本条が適用

されることとなる。法定刑は(1)及び(2)の類型のマネーロンダリング罪と同様である。 

⑷ 犯罪収益使用罪【§1957】 
 米国では，本邦における犯罪収益等収受行為を処罰する規定と類似のものとして，

犯罪収益の使用罪が規定されている。本類型は，①情を知りながら，②10,000 ドル

を超える犯罪収益を，③金融機関を通じて取引した場合に成立する。未遂も処罰さ

れる。なお，「10,000 ドルを超える犯罪収益の資金取引」については，犯罪収益と

合法的収益が混在している場合，犯罪収益部分が少なくとも 10,000 ドル以上である

(B) 当該資金又は現金同等物が何らかの特定違法行為の収益であることの認識，及び当該運搬，送信又は移転行為が（i）
特定違法行為の収益の性質，所在，源泉，所有関係又は支配関係を隠匿又は仮装するために設計されていることの

認識，又は（ii）連邦法又は州法上の報告義務を免れるために設計されていることの認識 
309 18 U.S.C. §1956（a）（2）（A）は，上記のとおり，「特定違法行為の実行を促進する目的」を規定するのみである。 
310 18 U.S.C. §1956（a）（2）（B）は，上記のとおり，事実隠匿・仮装行為又は報告義務免脱行為の認識に加え，「何

らかの特定違法行為の収益であることの認識」を要求しており，その点で（A）よりも要件が加重されている。 
311 Douglas A. Leff, Money Laundering and Asset Forfeiture: Taking the Profit Out of Crime, United States 
Attorney’s Bulletin, Sep. 2013, United States Department of Justice, 2013, 5 頁 
312 18 U.S.C. §1956（a）（3） 
313 D. A. Leff・前掲書 5 頁 
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ことが必要とされている 314。なお，本類型における「金融機関」の定義は非常に広

く，銀行などに留まらず，宝石商，貴金属商，中古車販売業者，古物商，旅行会社

などの一般に金融機関とは認識されていない業種であってもマネーロンダリングの

リスクが高い業種は，本類型における「金融機関」に含まれる 315。 
 本罪が成立するためには，主観的構成要件として「前提犯罪促進目的」や「事実

隠匿・仮装目的」の立証は不要であり，犯罪収益性の認識さえあれば足りる。した

がって，目的の立証に難があるために，その他の類型による訴追を見送る場合であ

っても，知情性の立証が可能であれば，本類型による訴追が可能である 316。ただし，

本類型の法定刑は上記 3 類型よりも低く，法定刑は 10 年以下の拘禁刑又は当該資

金取引の価額の 2 倍以下の額の罰金刑とされている 317。 

⑸ 共謀罪【§1956（h）】 
 上記 4 類型には，これらとは別個の犯罪類型として共謀罪が用意されている 318。 
例えば，犯罪組織による組織的・継続的なマネーロンダリング行為を立件する場

合，立証可能な個別のマネーロンダリング行為を訴追すると共に，併せてマネーロ

ンダリング共謀罪を訴因に加えることによって，個別犯罪が，包括的な共謀に基づ

く一連の流れの一部として犯されたとの立証が可能であり，事案に即した科刑が実

現できるとされる 319。もちろん，個別犯罪としてのマネーロンダリング罪を立件せ

ず，共謀罪のみでの処罰も可能である。 
 
2 イタリア 

イタリアでは，刑法典に 3 つの類型のマネーロンダリング罪が規定されているが，

その処罰対象は，犯罪収益の移転，転換，隠匿，収受及び使用である。 

⑴ 犯罪収益再利用罪 
イタリア刑法 648 条の 2 に規定する犯罪収益再利用罪は，「再利用罪」という名

称が付されているものの，その実質は，広く，犯罪収益の移転及び他の物への転換

を処罰するものである。同類型は，①違法な源泉の発覚を免れるため，②すべての

故意犯により得られた金銭，物又はその他財産を，③他の物に置き換え又は移転す

る行為を処罰対象としている 320。法定刑は 4 年以上 12 年以下の懲役及び 1,032 ユ

ーロ以上 15,493 ユーロ以下の罰金であるが，業として行った場合は刑の必要的加重

314 United Sates v. Adams, 74 F.3d 1039 （11th Cir. 1996） 
315 31 U.S.C.§5312（a）（2） 
316 United States v. Huber, 2002 WL 257851, United States v. Caruso, 948 F.Supp. 382, 390-91 
317 18 U.S.C.§1957 
318 18 U.S.C.§1956（h） 
319 D. A. Leff・前掲書 6 頁 
320 イタリア刑法第 648 条の 2（再利用行為”Riciclaggio”） 
 何人も，その源泉の違法性の発覚を免れるため，故意で犯した犯罪による金銭，物又はその他の財産を，他の物と置

き換え（“sostituisce”）若しくは移転（“trasferisce”）し，又はそれに関連するその他の行為を行ったときは，4 年以上

12 年以下の懲役及び 1,032 ユーロ以上 15,493 ユーロ以下の罰金に処する。 
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規定があり 321，逆に前提犯罪が比較的軽い（5 年以下の懲役に当たる罪）場合は，

刑の必要的減軽規定が用意されている 322。   
なお，本類型の前提犯罪は「すべての故意犯」とされているのが大きな特徴であ

る。 

⑵ 犯罪収益収受罪 
上記の基本的な類型に加え，同法 648 条が犯罪収益収受及び隠匿行為を処罰して

いる。同類型は，①自己又は第三者の利益を図り，②あらゆる犯罪により得られた

金銭又は物を，③取得，収受若しくは隠匿し，又は取得，収受若しくは隠匿に関わ

る行為を処罰対象としている 323。前提犯罪に限定はなく，「あらゆる犯罪」とされ

ている。 

⑶ 犯罪収益使用罪 
同法 648 条の 3 は，犯罪収益の使用を処罰するものである。同類型は，①あらゆ

る犯罪により得られた金銭又は物を，②経済又は金融取引に使用した場合を処罰と

している 324。法定刑は 4 年以上 12 年以下の懲役及び 1,032 ユーロ以上 15,493 ユ

ーロ以下の罰金である。 
これらのマネーロンダリング罪の 3 類型をまとめると次頁図 10 のようになる。 

321 イタリア刑法第 648 条第 2 文  
これを業として（un’attività professionale”）行ったときは，その刑を加重する。 

322 イタリア刑法第 648 条第 3 文 
 金銭，物又はその他の財産が 5 年以下の懲役に当たる罪により取得されたものであるときは，その刑を減軽する。 
323 イタリア刑法第 648 条（収受”Ricettazione”）  
 何人も，自己又は第三者の利益を図るため，犯罪により得られた金銭又は物を取得，収受若しくは隠匿し，又はその

取得，収受若しくは隠匿に関与したときは，2 年以上 8 年以下の懲役及び 516 ユーロ以上 10,329 ユーロ以下の罰金に処

する。その金銭又は物が 628 条 3 項に規定する加重強盗，629 条 2 項に規定する恐喝又は 625 条 1 項 7 号の 2 (1)に規

定する加重強盗により得られた物である場合は刑を加重する。 
324 イタリア刑法第 648 条の 3（使用”Utilità”） 
 何人も，648 条及び 648 条の 2 の場合を除くほか，犯罪によって得られた収益を，自らの営業活動，経済活動又は金

融活動に利用したときは，4 年以上 12 年以下の懲役及び 1,032 ユーロ以上 15,493 ユーロ以下の罰金に処する。これを

業として行ったときは，その刑を加重する。 
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図 10 イタリア刑法におけるマネーロンダリング罪の 3類型 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 このように，イタリアでは，前提犯罪がすべての故意犯又はすべての犯罪とされる

上，行為類型も移転，転換，隠匿，収受及び使用と幅広い。使用が処罰対象となって

いない本邦や，収受が処罰対象となっていない米国に比べても処罰対象が広いといえ

る。しかしながら，イタリアでは，前提犯罪の犯人によるマネーロンダリング行為が

処罰対象から除外されている 325。これは，利欲犯であれば犯人に利得が生じるのは

通常のことであって，マネーロンダリング行為は前提犯罪の処罰範囲に既に内包され

325 Corte di Cassazione, sentenza n.3390/1994，Corte di Cassazione, sentenza n.10582/2003 
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ているとみるべきであり，マネーロンダリング行為は前提犯罪の犯人との関係におい

ては不可罰的事後行為（post-factum）と評価されており，「同一事実で 2 度処罰され

ない」という法の一般原則に照らして不可罰とすべきとの根強い考え方に基づくもの

である 326。この点については，FATF から改善を求められており，改善に向けた議論

がなされている 327。 
 
3 小括 

 以上，米国とイタリアのマネーロンダリング規定について説明したが，それぞれ規

定ぶりが異なることから，どのような行為が処罰対象とされ，どのような行為が処罰

対象から外れているのかを確認するために，マネーロンダリング行為の犯罪化を求め

るいわゆるパレルモ条約（国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 328）の規定

を参考に，米国，イタリア及び本邦における各マネーロンダリング罪の処罰範囲を確

認しておきたい。 
 パレルモ条約は，第 6 条において，締結国に対してマネーロンダリング行為の犯罪

化を求めている。第 6 条の規定は次のとおりである 329。 
1 締結国は，自国の国内法の基本原則に従い，故意に行われた次の行為を犯罪

とするため，必要な立法その他の措置をとる。 
（a）（i） その財産が犯罪収益であることを認識しながら，犯罪収益であ

る財産の不正な起源を隠匿し若しくは偽装する目的で又は前提犯罪を

実行し若しくはその実行に関与した者がその行為による法律上の責任

を免れることを援助する目的で，当該財産を転換し又は移転すること。 

（ii） その財産が犯罪収益であることを認識しながら，犯罪収益であ

る財産の真の性質，出所，所在，処分，移動若しくは所有権又は当該

財産に係る権利を隠匿し又は偽装すること。 

（b） 自国の法制の基本的な概念に従うことを条件として， 

（i） その財産が犯罪収益であることを当該財産を受け取った時において

認識しながら，犯罪収益である財産を取得し，所持し又は使用するこ

と。（注：以下，共謀や未遂，教唆，幇助等の処罰が規定されているが，

省略する。） 
同規定は，(a)(i)，(a)(ii)及び(b)(i)の 3 類型に分けることができる。この 3 類型を前提

326 イタリア銀行へのインタビューによる。 
327 IMF, FATF 対イタリア相互審査（2006），29 頁及び イタリア銀行へのインタビューによる。 
328 2000 年 12 月にイタリアのパレルモにおいて署名会議が開催されたことからパレルモ条約との通称が用いられる。周

知のとおり，本邦は，2003 年に同条約を国会承認したが，共謀罪を定めた改正刑法等の国内担保法が成立していないた

め，未だ締結には至っていない。 
329 パレルモ条約の条文は，国際連合薬物犯罪事務所のウェブサイトから閲覧可能である。

<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf> 
また，同条約の和訳は，外務省のウェブサイトから閲覧可能である。 
<http://www.mofa.go.jp/mofaj//gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf> 
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に，米国，イタリア及び本邦のマネーロンダリング罪の類型を分類すると図 11 のとお

りである。 
 
図 11 パレルモ条約の分類と米・伊・日のマネーロンダリング罪の処罰範囲の比較 
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事裁判手続によって，犯罪収益たる物に対する没収訴訟（actio in rem）が実施されて

いる。大陸法系の伝統を有する国においては，例えば，イタリアにおいて，マフィア

型結社の構成員等に対して，刑事訴訟の一類型ではあるものの，有罪判決に向けた刑

事訴訟手続とは完全に切り離された資産没収手続が整備され，有罪判決に基づく刑事
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罰としての没収とは別の資産没収を実施しているし，2012 年には，ブルガリア 330及び

ルーマニア 331において，有罪判決によらない没収制度が採用されている。 
 以下，米国における資産没収制度及びイタリアにおけるマフィア型結社構成員等に

対する資産没収制度について紹介する。 
 
2 米国 

⑴ 総論 
   米国の没収制度の特徴は次の 3 点である。 

1 点目は，一般的な刑事裁判における有罪判決の一部としての没収のほか，有罪判

決を前提とせず，証明の程度も緩和された民事没収も選択できる点である。民事没

収は，被告人の有罪無罪を判断する刑事手続とは別個独立の，犯罪収益等の没収対

象「財産」を被告とする訴訟であり，刑事裁判の結論に関係なく，さらには刑事裁

判が提起されていなくても没収が可能であるほか，証明の程度も一般民事訴訟と同

レベルであり，犯罪の存在について「合理的な疑いを超える」証明が求められてい

ないなど，検察官にとっては，犯罪収益を犯罪者から剥奪するために非常に効果的

な武器となっている。 
  2 点目は，マネーロンダリング罪による没収対象財産が幅広い点である。マネーロ

ンダリング罪による没収では，前提犯罪の収益のみならず，マネーロンダリング罪

に「関連する」財産を含み，マネーロンダリングに「関連する」限りにおいて，合

法的な源泉に基づく収益についても没収対象となる。 
  3 点目は，銀行秘密法違反についても資産没収が可能な点である。CTR，Form8300，

CMIR などの銀行秘密法上の報告義務違反の罪に関連する財産についても「関連す

る」財産の没収が可能とされており，例えば，CTR の提出を免れるためのストラク

チャリング行為などに「関連する」財産を没収することにより，当該ストラクチャ

リングの背後に潜むマネーロンダリングや脱税を立件できなくとも，実質的にみて，

背後に潜む犯罪の収益を没収するのと同様の効果を得ることができる。また，銀行

秘密法違反のうち，第 II 章で説明した金融機関におけるマネーロンダリング防止プ

ログラム実施義務違反についても，違反に「関連する」財産の没収が可能であり，

すでに説明したとおり，司法省資産没収・マネーロンダリング課は，違反した金融

機関に対し，莫大な金額の没収を実施している。 
  これから，米国における没収法について，その没収対象範囲及び手続を中心に説

明していきたい。 
 

330 Law on Forfeiture of Illegally Acquired Assets, 2012 
331 Law 63/2012 
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⑵ 没収に関する実体法：没収の範囲 
米国では，本邦の刑法 19 条 1 項のような没収に関する一般的な規定はなく，各

犯罪規定に付随する形でそれぞれ没収規定が置かれている。以下，前提犯罪におけ

る没収対象財産，マネーロンダリング罪における没収対象財産及び銀行秘密法違反

における没収対象財産について説明する。 

ア 前提犯罪における没収対象財産 
窃盗，詐欺，横領，恐喝等の利欲犯，殺人，放火，略取誘拐，贈収賄，薬物譲

渡，賭博などの一般的な犯罪についての没収を包括的に定める規定においては，

没収対象物は，「すべての収益（all proceed）」とされている 332。この「収益

（proceed）」の意義については，判例により，「当該犯行によらなければ （“but 
for” the crime）取得・保持できなかった物」とされている 333。「あれ（犯罪）な

ければこれ（収益）なし」の法則である。また，没収対象財産は，犯罪の必要経

費を控除したものではなく，収益全体とされており，例えば，10,000 ドルを投

資して詐欺スキームを構築し，詐欺により 10,000 ドルの収益を挙げた場合，犯

罪者の利益はゼロだが，没収対象は詐取金の 10,000 ドル全額となる。詐欺スキ

ームに投資すること自体，社会的に非難されるべき行為であることから，その経

費を控除する必要はない上，一般予防の観点から，経費は控除しないという考え

方に基づいている 334。また，間接的に取得された財産も没収の対象となり，例

えば，詐取金を銀行に預けていたことによる利息，犯罪収益によって購入した物

件なども含まれる 335。しかしながら，「当該犯行によらなければ （“but for” the 
crime）取得・保持できなかった物」という基準である以上，犯罪収益と合法的

な収益が可分である場合は，これらをそれぞれ特定しなければ，犯罪収益相当部

分の没収はできない 336。これらの規定は，後に説明するマネーロンダリング罪

における没収規定とは相当に異なっている。 

イ マネーロンダリング罪における没収対象財産 
 マネーロンダリング罪における没収規定は，マネーロンダリングに「関連する

（“involved in”）」すべての物を没収対象としている 337。「関連する」財産の対

象は広く，犯罪収益はもとより，マネーロンダリングに関連していれば，たとえ

合法的な源泉に基づく財産であっても没収の対象となる。具体的には，犯罪収益

332 18 U.S.C. §981（a）（1）（C）及び 18 U.S.C.§1956（c）（7） 
333 Cassella・前掲書 10 頁 
334 Cassella・前掲書 10 頁 
335 United States v. Real Property Located at 22 Santa Barbara Dr., 264 F.3d 860, 873 （9th Cir. 2001）は，犯罪収

益により購入した不動産は，たとえ没収時に当初の購入額より騰貴していたとしても，全体が没収対象となると判示し

た。United States v. Hawkey, 148 F.3d 920, 928 （8th Cir. 1998）も同旨。 
336 United States v. One Rolls Royce, 905 F.2d 89, 90 （5th Cir. 1990）は，一部について合法的な収益との弁解が排斥

できず，その部分について没収が許されなかった事例。 
United States v. One Parcel Known as 352 Northup st., 40 F.Supp. 2d 74, 78 （D.R.I. 1999）も同旨。 
337 18 U.S.C. §981（a）（1）（A）及び§982（a）（1） 
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のほか，源泉の合法性，違法性を問わず，①マネーロンダリングにより犯罪収益

と交換された財産，②マネーロンダリングにより犯罪収益と混和した財産，③マ

ネーロンダリングを容易にするために利用された財産などが「関連する」財産と

して没収可能である。以下，具体的に，その没収可能範囲を紹介する。  

(ア) 購入，売却又は交換に関連する財産 
 マネーロンダリング行為により犯罪収益と交換された財産は，マネーロンダ

リングに「関連する」といえるから，当然に没収対象となる。例えば，薬物収

益により購入された自動車，詐取した証券の売却代金などが没収可能である 338。

この場合，犯罪収益そのものも没収可能であることから，例えば，詐欺事案に

おいて，被告人が詐取した 100,000 ドルのうち 50,000 ドルを費消して自動車

の購入に充てた事案において，詐欺罪及び犯罪収益使用罪で訴追されていれば，

犯罪収益である 100,000 ドルを限度として没収・追徴ができることになるとこ

ろ，購入された自動車も犯罪収益使用罪に「関連する」財産として没収対象と

なる 339。この場合，検察官は，当該自動車を没収・換金した上，100,000 ドル

から換金額を控除した額をさらに被告人から没収・追徴することができる（例

えば，50,000 ドルで購入した自動車が 30,000 ドルでしか売却できなかった場

合でも，さらに被告人から 70,000 ドルの没収・追徴が可能である。）340。すな

わち，犯罪収益と交換された財産の減損分は被告人の負担となる。 

他方，犯罪収益と交換された財産の価値が交換当初より増加していた場合に

関して，判例は，被告人の運用能力や資産増加に費やした努力，資産増加のた

めに投入した合法資産などがあったとしても，それらは考慮せず，増加分を含

めて全体を没収対象範囲としている 341。 

(イ) 混和財産 
 マネーロンダリングの過程で，犯罪収益と合法資産が混和した場合，判例上，

その混和財産の全体が没収可能である 342。例えば，155 ドルの詐取金が合法資

産の預金された口座に入金され，その口座から 49,000 ドルが送金されたマネー

338 United States v. Kennedy, 201 F.3d 1324 （11th Cir. 2000）は，前提犯罪による収益により住宅を購入した事案で

あるが，住宅を関連資産として没収対象とした。 
United States v. Huggins, 376 F. Supp. 2d 580 （D. Del. 2005）は，犯罪収益により購入した自動車の代金相当額の

追徴を命じた。 
339 United States v. Hawkey, 148 F.3d 920 （8th Cir. 1998）は，寄付金詐欺によって得た 140,450 ドルの没収・追徴を

命じると共に，その一部を費消して購入したキャンピングカーの没収を命じた。 
340 Accord United States v. Huggins, 376 F. Supp. 2d 580 （D. Del. 2005）は，マネーロンダリングにより取得した自

動車を没収対象財産としたが，当該自動車の価値が購入当初より減損している場合，検察官は，減損額についてさらに

被告人から追徴することができると判示した。  
341 United States v. Loe, 49 F. Supp. 2d 514 （E.D. Tex. 1999）は，犯罪収益により購入した不動産の没収に関し，騰

貴分も没収対象となる旨判示した。 
342 United States v. Huber, 404 F.3d 1047 （8th Cir. 2005）は，合法資産が混和しても，混和財産が犯罪収益に「関連

する（involves）」ことを立証すれば没収可能であると判示した。United States v. Rodriguez, 278 F.3d 486 （5th Cir. 2002）
も同旨。 
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ロンダリング事案において，その送金額全体について没収を認めた裁判例があ

る 343。ただし，マネーロンダリング罪のうち犯罪収益使用罪に関しては，その

構成要件が「①情を知りながら，②10,000 ドルを超える犯罪収益の資金取引を，

③金融機関を通じて行った場合」とされていることから，混和財産のうち少な

くとも 10,000 ドルが犯罪収益であることの立証が必要である 344。もとより，

この場合も，少なくとも 10,000 ドルが犯罪収益であることを立証できれば，混

和財産全体について没収が可能である 345。 
ほかにも，不動産を購入する際，頭金（例えば，不動産価格の 1 割相当とす

る。）を詐欺による詐取金と合法資金の混和財産で支払い，残額（9 割）を銀行

の住宅ローンにより支払った事案において，不動産全体が犯罪収益使用罪に「関

連する」財産であると判示し，没収を認めた判例がある 346。本事例では，当該

不動産の購入代金のうち 9 割に相当する部分は合法的源泉に基づくものといえ

るが，頭金を犯罪収益によって支払う行為自体が犯罪収益使用罪を構成するこ

とから，当該不動産は同罪に「関連する」と認定されたものである 347。なお，

仮に，犯罪収益使用罪が訴因に含まれず，詐欺罪のみで訴追されていた場合，

詐欺罪の没収対象物件は，「当該犯行によらなければ （“but for” the crime）取

得・保持できなかった物」に限定されることから，不動産購入に費消された詐

取金相当額（すなわち，頭金相当額のうちさらに合法資産を控除した分）の追

徴ができるに留まる 348。 

(ウ) マネーロンダリングを容易にするために利用された財産 
 マネーロンダリング行為に「関連する（involved in）」財産の最後の類型は，

「マネーロンダリング行為を容易にするために利用された財産（facilitating 
property）」である 349。この「容易にするために利用された」とは，判例上，

「犯罪をより容易にし，又は妨害若しくは障害を多少とも軽減するすべての物

（“anything that makes the underlying crime less difficult or more or less 
free from obstruction or hindrance”）」とされている 350。犯罪収益を仮装又は

隠匿するために用いられた合法的資金，マネーロンダリングを行うためのフロ

ント企業の営業資金などが典型例とされる 351。 
マネーロンダリング行為を合法的事業であると見せかける場合や，犯罪収益

343 United States v. McGauley, 279 F.3d 62, 71 （1st Cir. 2002） 
344 Cassella・前掲書 45 頁 
345 Cassella・前掲書 45 頁 
346 United States v. 1700 Duncanville Road, 90 F. Supp. 2d 737 （N.D. Tex. 2000） 
347 United States v. 1700 Duncanville Road, 90 F. Supp. 2d 737 （N.D. Tex. 2000） 
348 Cassella・前掲書 45-46 頁 
349 Cassella・前掲書 47 頁 
350 United States v. Wyly, 193 F.3d 289, 302 （5th Cir. 1999）United States v. Tencer, 107 F.3d 1120, 1134 （5th Cir. 
1997） 
351 Cassella・前掲書 47 頁 
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を合法資産と混和させることにより隠匿する事案においては，合法的事業の収

益分や資産等についても没収対象となる 352。裁判例を挙げると，マネーロンダ

リング行為を隠蔽するために合法的な事業を装ったケースで，合法的な事業の

収益部分についても没収対象とした事例がある。同事例では，売春業を営んで

いた被告人が，中古車販売業，トラック業，卸売業及び小売業等の事業を併せ

て営んでいたという事実関係の下，裁判所は，これら合法的事業は，売春業を

隠蔽し，売春業による収益をロンダリングするために利用されていたと認定し，

合法的事業による収益も含めて没収の対象とした 353。また，犯罪収益を隠匿す

るため，合法的な経済活動によって得られた財産と混和させた事案において，

合法資産部分も含めた全体を没収対象とした裁判例も存在する。同事案では，

詐欺によって得られた収益を，それとおよそ同額の合法資産がそれぞれ預金さ

れている複数の口座に分割して入金し，その後，各口座から，ラスベガス所在

の銀行に開設した 1 つの口座に送金した上（したがって，その約半分は合法資

産であることが特定できる。），ラスベガスの銀行において全額の払戻しを受け

て現金を保持していたところ，捜査機関によって当該現金を差し押さえられた

という事実関係において，裁判所は，もともと複数口座に預金されていた合法

資産は，被告人が犯罪収益の性質，源泉，所在，所有関係及び支配関係を隠匿

及び仮装することを容易にしたことから，たとえそのうち約半分が合法資産で

あるとしても，全体が没収可能であると判示した 354。同判決書の中で，裁判所

は，「本件のような状況下で，没収対象財産の範囲を当初の詐欺による収益に限

定することは，没収規定の趣旨を損ねるものである。マネーロンダリングなど

の犯罪活動においては，そのスキームをより強固なものにできるかは，合法資

産を使用できるか否かに大きくかかっている。不法収益を合法資産と混和させ

ることは，まさにマネーロンダリングを継続的に行うことを容易にさせる行為

といえる。」と指摘している 355。 
ただし，マネーロンダリング行為をより容易にし，又は妨害等を軽減するす

べての財産が対象となるわけではない。法は，ある財産について，マネーロン

ダリング行為を容易にするために利用したことを原因として没収を求める場合，

検察官は，「犯罪と没収対象物件との間に実質的な関係性  （“substantial 
connection”）があること」を立証しなければならないとする 356。例えば，空

港に設置された ATM を利用したマネーロンダリング事例 357において，マネー

352 Cassella・前掲書 48 頁 
353 United States v. Baker, 227 F.3d 955 （7th Cir. 2000） 
354 United States v. Contents of Account Numbers 208-06068-1-2, 847 F. Supp. 329 （S.D.N.Y. 1994） 
355 同判決書 334-35 頁 
356 18 U.S.C.§983（c）（3） 
357 バージニア州西部地区連邦検事局によると，米国では，個人所有の ATM に現金を補充する際，犯罪収益たる現金を

これに充てるマネーロンダリングの手法が横行しているとのことであった。ATM 所有者は，提携先銀行から，補充した

現金に相当する額を自己の預金口座に入金されるので，これにより犯罪収益を合法資産と仮装することができる。 
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ロンダリングを行う目的で，空港まで自動車で向かった被告人が，空港の駐車

場で車から離れようとした際，警察官から当該自動車を差し押さえられたとい

う事実関係の下，検察官は，当該自動車はマネーロンダリングの犯行を容易に

するものであるから没収対象となる旨主張したが，裁判所は，自動車の使用は

付随的に過ぎ，マネーロンダリング行為と「実質的な関係性 （“substantial 
connection”）」がないと判示し，没収を認めなかった 358。このように，没収対

象物は，マネーロンダリング行為に偶発的，副次的な関係性を有するものでは

足りず，より実質的な結びつきがなければならない 359。例えば，単にマネーロ

ンダリングのための取引場所まで赴くために使用された自動車は没収対象物と

はならないが，ロンダリングされた大量の現金を運搬するのに用いられた自動

車は，大量の現金運搬には自動車が不可欠であることから，ロンダリング行為

と当該自動車には「実質的な関係性」があるといえ，没収対象物となると考え

られる 360。 

ウ 銀行秘密法違反の罪における没収対象財産 
 ここまでマネーロンダリング罪を犯した場合の没収について説明してきたが，

さらに，CTR の提出を免れるためのストラクチャリング罪，Form8300 の不提

出罪，CMIR の不提出罪のほか，金融機関のマネーロンダリング防止プログラ

ム実施義務違反などの銀行秘密法上の義務違反に関する没収規定について説明

する 361。 

(ア) ストラクチャリング罪における没収対象財産 
 金融機関による CTR の提出を免れるために，顧客がストラクチャリングを

行った場合は，ストラクチャリングによって細分化された現金取引の全額が没

収対象となる 362。ニューヨーク・ラガーディア空港において，旅行者のかばん

の中から数百万ドル相当のマネーオーダーの束が発見された事案において，当

該マネーオーダーはいずれも額面が少額であり，支払人及び受取人の記載がな

く，2，3 日の間に，ニューヨーク市内の様々な場所で購入されていたことなど

の事実から，当該現金は 3,000 ドル以上のマネーオーダーを購入する場合の身

分証の確認と取引記録の保管義務を免れるためのストラクチャリング行為の対

象物であるとして，民事没収が認められた事例がある 363。 
 

358 United States v. One 1989 Jaguar XJ6, 1993 WL 157630 （N.D. III. May 13, 1993） 
359 Cassella・前掲書 48 頁 
360 Cassella・前掲書 48 頁 
361 31 U.S.C. §5317（c）, 5332 
362 United States v. Funds in the Amount of $170,926.00, 985 F. Supp. 810 （N.D. Ill. 1997）, United States v. Ahmad, 

213 F.3d 805 （4th Cir. 2000） 
363 United States v. $557,933.89, More or Less, in U.S. Funds, 287 F.3d 66 （82d Cir. 2002） 
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(イ) Form8300 提出義務違反における没収対象財産 
 Form8300 の提出義務は，事業の過程において，10,000 ドル以上の現金を受

領したときは，15 日以内に，FinCEN に対して金額，取引の内容，日時，取引

の当事者等の情報を所定の形式（Form8300）によって届け出なければならな

いとするものであり，同提出義務を怠れば，その受領した現金全体が没収対象

となる 364。 

(ウ) CMIR 提出義務違反及び現金の大量密輸罪における没収対象財産 
  CMIR は，10,000 ドル以上の現金等を米国内に持ち込み，又は持ち出す際に

報告すべきものであるが，報告しなかった当該現金全体が違反に「関連する」

財産として没収対象となる 365。所持している現金の一部についてのみ報告した

場合であっても，その報告部分を含む全額が「関連する」財産であるから，没

収の対象となる 366。 
   現金の大量密輸罪についても，密輸しようとした現金全体が没収対象とな

る 367。 

 (エ) 金融機関に対する銀行秘密法違反における没収対象財産 
銀行秘密法違反の類型の中でも，第 II 章において紹介した HSBC, 

MoneyGram, オーシャン銀行事件のように，金融機関による，マネーロンダリ

ング防止プログラムの実施義務違反の罪についても没収が行われる。既に見て

きたように，HSBC 事件では，条件付き起訴猶予の合意ではあるが，12 億 5,600
万ドルの没収が行われている。それでは，この没収金額は本来どのように決ま

るものなのであろうか。 
マネーロンダリング防止プログラムの意図的な不履行罪についても，他の銀

行秘密法違反と同様，違反行為に「関連する」財産が没収対象となる。したが

って，金融機関がマネーロンダリング防止プログラムを履行せずに処理した取

引（預金の受入れ，送金）から得た手数料収入，金利収入などの金融機関側の

利益がこれに当たると考えられるが，その算定根拠となる計算は複雑であり，

個別事例ごとに異なると考えられる 368。金融機関に対する銀行秘密法違反事件

はそもそも件数が多くない上，起訴猶予の合意で終局するケースが多いことか

ら，米国没収法の中でも判例の集積がなされていない分野であり，確立された

ルールは存在しないとされる 369。 
 

364 31 U.S.C. §5317（c）, §5324（b）, 5331 
365 Cassella・前掲書 37 頁 
366 United States v. $173,081.04 in U.S. Currency 835 F.2d 1141 （5th Cir. 1988） 
367 31 U.S.C. §5332（b）（c） 
368 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
369 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
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⑶ 没収に関する手続法：行政没収，刑事没収及び民事没収 

  米国連邦法は，行政没収（administrative forfeiture），刑事没収（criminal 
forfeiture）及び民事没収（civil forfeiture）の 3 種類の没収手続を用意している。

（なお，これらはいずれも，没収「手続」の名称である。したがって，いずれの没

収手続においても，没収対象範囲は，これまで説明した実体法規定によって決まる。） 
このうち，刑事没収及び民事没収は，裁判所の関与の下で行われる終局的な手続

であるが，行政没収は，第三者の権利主張がなされない限りにおいて，裁判所の関

与なく捜査機関において行うことができる，いわば条件付きの手続といえる（後述

するとおり，行政没収を実施したところ，第三者から権利主張がなされた場合は，

没収処分を完了することができず，この場合，検察官は，没収処分を完了するため

には，刑事没収又は民事没収の手続を開始しなければならない。）。実務上は，手続

が簡便であることや，第三者の権利主張がなされる事例はほとんどないことから，

圧倒的多数の没収が行政没収により終局処理されており，その意味で行政没収が実

務上の標準と考えることができる 370。しかし，手続法上は，行政没収は，憲法上の

適正手続の保障を全うできない，いわば例外型と捉えるべきものであり，これを十

分に保障する刑事没収及び民事没収こそが原則型ということができる。以下，行政

没収について簡単に説明した上で，刑事没収及び民事没収について，実務的な使い

分けを中心に，その特徴を対比させながら紹介する。 

ア 行政没収 
  行政没収は，正式には，「司法手続によらない民事没収（nonjudicial civil 

forfeiture）」と呼ばれ，裁判所による司法審査を経ずに，法執行機関による手続

によって終局的な没収を可能とする手続である 371。ただし，司法審査を経ない

で財産権を剥奪する処分であるから，憲法上の適正手続保障の観点から，主に次

の 2 つの点で限界がある。まず，価額が 500,000 ドル（約 5 千万円）以下の財産

の没収にのみ用いることができる（価額が 500,000 ドルを超える物，現金，現金

同等物及び不動産は行政没収手続により没収できず，刑事没収又は民事没収によ

らなければならない。）372。また，ひとたび利害関係のある者が権利を主張した

場合は，行政没収により対象財産を没収することはできない。そのため，行政没

収の過程で第三者からの権利主張がなされた場合，検察官は，当該財産に対する

民事訴訟を提起し，民事没収により没収を行うか，当該財産に関する犯罪の刑事

手続において，刑事没収により没収を行うこととなる。 
手続の流れを簡略に説明すると次のとおりとなる。まず，行政没収の手続は，

捜査機関が捜索の過程で発見された対象物を押収するところから始まる（たとえ

370 薬物関連の没収では，全体の 80 パーセントの事件において事実に争いがないことから，行政没収によって終局的な

処理がなされている。 
371 18 U.S.C. §983 
372 119 U.S.C. §1607 
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ば，自動車検問において，トランクから違法薬物が発見された場合など。）。対象

物を押収した後，捜査機関は，その価額が 500,000 ドル以下である限り，原則と

して 60 日以内に，知れたる利害関係人に権利主張の申立てができる旨の通知を

行うほか，行政没収手続に利害関係のある者は一定期間内に権利主張の申立てが

できる旨の公告を新聞に掲載する 373。一定期間内に申立てが行われなかった場合

は，没収が確定し，対象物は国庫に帰属する。申立てが行われた場合は，行政没

収を行うことはできず，検察官は，押収物を還付するか，民事没収又は刑事没収

の手続を開始することになる 374。 

イ 刑事没収 
  刑事没収は，本邦における没収と同じ，刑事有罪判決に基づく刑罰の一形態と

しての没収である。通常の刑事手続により没収が可能であるため，手続の負担が

少なく，検察官が一般的に使用する没収方法である。没収不能の場合は追徴も可

能である。 
  刑事没収の手続は次のとおりである。まず，起訴の前後を問わず，没収対象物

が押収されていないときは，検察官は，裁判所に対して保全命令を求め，裁判所

が保全命令を発する 375。検察官は，没収をしようとするときは，没収すべき対

象物について，起訴状に付記することにより，被告人に告知しなければならな

い 376。公判では，陪審員による有罪評決の後，没収に関する証拠の取り調べを

行い，証拠調べに従って没収の判決・評決を行う 377。この場合，対象財産と犯

罪の関連性に関する証明の程度は，刑事裁判一般の「合理的な疑いを超える証明」

ではなく，民事裁判一般の「証拠の優越」で足りる 378。なお，陪審員が没収の

判断をするか，又は裁判官に没収の判断を委ねるかは，被告人が選択することが

できる。実際には，被告人は，有罪評決を行った陪審員が自己に有利な判断を行

うことはないと考えることから，裁判官による判断が選択されるケースが圧倒的

に多い 379。 

ウ 民事没収 
   民事没収は，「民事」という名称ではあるが，もとより私人が没収を求めるも

のではなく，あくまで国家（検察官）による没収のための手続であって，検察官

が裁判所に対して，本邦でいうところの没収の債務名義を求め，裁判所の司法審

査を経た上で，没収判決（債務名義）に基づいて対象財産の所有権を国庫に帰属

373 18 U.S.C. §983（a）（1） 
374 18 U.S.C. §983（a）（3） 
375 21 U.S.C. §853（e） 
376 連邦刑事規則 32.2（a） 
377 連邦刑事規則 32.2（a） 
378 Cassella・前掲書 15 頁。証拠の優越（preponderance of evidence）とは，証拠が相手方より優越している状態を指

す。 
379 メリーランド州地区連邦検事局へのインタビューによる。 
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させるものである。その手続が民事訴訟の規定に従って行われること（したがっ

て，証拠開示の範囲や証明の程度などが刑事裁判と異なる。）から，民事没収と

呼ばれる。民事没収手続は，対象物に関する被告事件の刑事訴訟とは独立してい

ることから，検察官は，公訴の提起前でも民事没収の手続を開始することができ

る上，そもそも刑事裁判を予定していない事件についても民事没収の手続を開始

することができる 380。なお，民事没収は，人（被告人）を相手方とする訴訟で

はなく，没収対象財産そのものを被告とする訴訟類型（actio in rem）である 381。

したがって，被告事件の名称も，「93 丁の拳銃に対する被告事件 382」「1992 年製

フォード・マスタング GT に対する被告事件 383」「米ドル約 557,983 ドル 89 セ

ントに対する被告事件 384」など，没収対象財産の名称がそのまま用いられてい

る。もとより，財産に対する訴訟というのは法的な擬制であり，その本質は，そ

の物に対するすべての利害関係者に対し，その財産権についての適正手続を保障

する包括的訴訟ということができる 385。 
  民事没収の手続は，一般民事訴訟と基本的には同様であり，検察官が，原告と

して訴訟を提起し，当該対象財産を善意で取得した旨主張する利害関係者が手続

に参加する 386。訴訟の提起がなされると，証拠開示手続が行われ，証拠排除の

手続が行われた後，証拠調べに入る。利害関係者には陪審員裁判を選択する憲法

上の権利がある 387。犯罪事実の存否を含むすべての事実の証明の程度は，一般

民事訴訟と同様の「証拠の優越」で足りる 388。まずは，検察官が没収対象物と

犯罪の関連性について立証することになるが，立証に成功すると，利害関係人は，

自らが当該物の犯罪関連性について善意の第三者であることを主張・立証しなけ

ればならない 389。 
 

⑷ 各没収手続の使い分け 

  それでは，事件を担当する検察官は，実際に刑事没収と民事没収をどのように使

い分けているのであろうか。検察官から見た刑事没収，民事没収のそれぞれの特徴

を比較してみると次のとおりである。 

ア 民事没収の有利な点 

380 United States v. Cherry, 330 F.3d 658, 666 n.16 （4th Cir. 2003）は，民事没収は物に対する訴訟であり，当該物の

所有者に対する訴訟ではなく，当該物の所有者が有罪を受けたか否かと当該物を没収すべきか否かは無関係であると判

示している。 
381 United States v. $734,578.82 in U.S. Currency, 286 F.3d 641, 657 （3d Cir. 2002） 
382 United States v. Ninety Three Firearms, 330 F.3d 414 （6th Cir. 2003） 
383 United States v. One 1992 Ford Mustang GT, 73 F.Supp. 2d 11331 （C.D. Cal. 1999） 
384 United States v. $557,983.89, More or Less, in U.S. Funds, 287 F.3d 66 （2d Cir. 2002） 
385 United States v. Ursery, 518 U.S. 267,297 （1996） 
386 民事没収には，18 U.S.C. §983 及び連邦民事訴訟規則補足規定 G が適用される。 
387 United States v. One Lincoln Navigator 1998, 328 F.3d 1011, 1014 n.2 （8th Cir. 2003） 
388 18 U.S.C.§983（c） 
389 18 U.S.C.§983（d） 
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(ア) 犯罪事実の存否についての証明の程度が刑事没収に比べて低い 
刑事没収においては，犯罪事実の存否は「合理的な疑い」を超えて証明さ

れなければならない（前述のとおり，犯罪と対象財産の関連性については刑

事没収においても「証拠の優越」で足りる。）。他方，民事訴訟における事実

の証明の程度は，「証拠の優越」で足りる。したがって，民事没収手続におい

て，検察官は，犯罪事実及び当該犯罪と対象財産の関連性の 2 つの要証事実

について，証拠により51パーセントの確からしさの程度まで立証すれば足り，

立証の程度が緩和されている。 

(イ) 有罪判決を前提としていない 
民事没収は没収対象財産を被告とし，それが犯罪の収益であり，かつ，善

意の第三者がいないことを認定するための訴訟であるから，没収対象物の所

有者又は関係者が犯罪により有罪判決を宣告されていることとは無関係とさ

れる 390。したがって，刑事訴訟によって無罪となった被告人の所持品に対し

ても民事没収を求めることが可能であるし，刑事訴訟による無罪の判決が，

同時並行中の民事没収手続に法律上の影響を与えることもない。 
なお，有罪判決を前提としないことから，民事没収は，被告人が特定でき

ないとき，海外にいるとき，死亡したとき，又は行方が分からないときも実

施することができる 391。これらの事件においては，被告人がいない又は特定

できないことから，刑事訴訟を進行させることはできないが，民事没収は，

被告人の存在を前提としない，犯罪収益等の財産に対する訴訟であることか

ら，被告人の存否と無関係に提起可能である。警察官が薬物密売拠点の捜索

を行ったところ，大量の現金が発見，押収された事案において，当該現金が

犯罪収益であることは認定できるものの，被疑者が特定できなかった場合に

は，民事没収手続を選択することとなる 392。 

(ウ) 没収対象物は特定の取引に限定されない 
 刑事没収は，判決の一部であるために，刑事裁判で立証された訴因と関連

する対象物を没収できるに過ぎない。他方，民事没収は，特定の訴因（請求

原因事実）と関連する対象物に留まらず，さらに，その余罪など一連の犯罪

390 United States v. Ursery, 518 U.S. 267, 267-68 は，民事没収は刑罰ではなく，犯罪の認定のための刑事訴訟でもな

いことから，同一の事件について刑事没収と民事没収を行うことは，合衆国憲法修正第 5 条における「二重の危険」（日

本国憲法第 39 条の規定する二重処罰の禁止と同旨。）に当たらないと判示した。 
One Lot Emerald Cut Stones v. United States, 409 U.S. 232, 237 （1972）は，密輸の罪で無罪判決を受けたとしても，

無罪判決はその後の民事没収手続を排斥しないと判示した。 
United States v. One “Piper” Aztec “F” Deluxe Model 250 PA 23 Aircraft, 321 F.3d 355, 360 （3d Cir. 2003）は，人

身売買の罪による有罪判決が破棄されたとしても，民事没収手続には影響を与えないと判示した。 
391 United States v. Real Property at 40 Clark Road, 52 F.Supp. 2d 254, 265 （D. Mass. 1999）は，被告人が公判係

属中に死亡した場合，没収は民事没収手続によるほかないと判示した。 
392 Cassella・前掲書 17 頁 
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により生じた収益等もその没収対象とすることができる 393。したがって，薬

物密売組織や詐欺集団などから押収した物・金銭のうち，起訴できなかった

余罪にかかる犯罪収益についても，当該財産と犯罪の関連性が立証可能であ

れば民事没収により没収することが可能である。 

(エ) 第三者の所有する物も没収可能である 
刑事訴訟においては，没収対象物が第三者の所有に係る場合，被告人に対す

る有罪判決後，当該第三者の権利を保障する必要があるため，当該第三者を相

手方とする付随手続を経なければ没収することができない。他方，民事没収で

は，没収対象財産に対して訴訟を提起することにより，没収対象物に関して法

的権利を有する者に対し，自己の権利を主張する機会を保障したとされること

から，検察官は，当該没収対象物の真の所有者が誰であるかについて立証を行

わなくとも没収判決を得ることが可能である。ただし，適正手続保障の観点か

ら，検察官は，知れたる第三者に対しては，訴訟を告知し，権利主張の機会を

与えなければならない 394。 

イ 民事没収の不利な点 

(ア) 没収が不能となっても追徴はできない 
 民事没収は，当該物に対する没収手続であることから，当該物について善意

の第三者への所有権移転の事実が立証されるなどして没収が不能となった場合，

没収手続は対象物没収不可能という結果となり終結する。したがって，没収不

能額について犯人に追徴することはできない。他方，刑事没収では，被告人に

対する刑事罰として没収を行うため，没収対象物が善意の第三者に移転したた

めに没収不能となった場合，同等額の追徴が可能である。この問題は，犯罪収

益が善意の第三者の所有する合法的な収益と混和した場合などに特に顕在化す

る 395。ただし，民事没収に関しては，特別の規定が設けられており，犯行から

1 年以内に民事没収訴訟が提起されたときは，現金，現金同等物，預金又は貴

金属に関しては，検察官は，当該混和財産について，犯罪収益部分の特定をす

ることが要求されず，弁護側は，当該犯罪収益が既に別の同等物に置き換えら

えた旨の弁解をすることができない 396。 

393 United States v. Two Parcels in Russell County, 92 F.3d 1123, 1127 （11th Cir. 1996）は，対象者が日常的に薬物

密売に関与していた事実及びその他の収入がなかった事実が認められる場合，没収対象財産が個別の密売行為の収益で

あることの立証は不要であると判示した。 
394 Cassella・前掲書 18 頁 
395 Cassella・前掲書 19 頁 
396 18 U.S.C. §984 は，次のとおり規定している。 
（a） 現金，現金同等物，金融機関に開設された預金口座の金額又は貴金属については 
（A） 検察官は，没収の要件として，犯罪に関連している物がどの部分かを特定する必要はなく，かつ 
（B） 弁護人は，当該犯罪関連物が既に取り除かれ，別の同等物により置き換わったとの弁解をすることができない。 
（b） 犯罪関連性が直接に立証できない物を本条により没収しようとするときは，没収手続が犯行後 1 年以上経過して
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(イ) 刑事手続より広範な証拠開示を求められる 
  連邦民事訴訟手続では，刑事訴訟手続よりも広範な証拠開示が認められてい

る。したがって，例えば，ある事件において，被告人に対する刑事訴訟と当該

事件の犯罪収益に対する民事没収手続が並行して審理されている場合，当然，

被告人側は，刑事訴訟に有利な証拠を得るために，民事没収手続における証拠

開示手続を最大限利用しようとする 397。特に，捜査官や秘匿情報提供者に対す

る証言録取（deposition。簡単にいうと，弁護側が，証人尋問に先立ち，証人

予定者に接触し，宣誓させた上でヒアリングを行うこと。）は，刑事訴訟手続で

は認められていない一方，民事訴訟手続では認められているため，弁護側は，

民事没収における証拠開示手続の一環として，秘匿情報提供者の証言録取を求

めることが可能である（そうなれば，捜査側としては，被告人側に知られない

ことを条件に秘匿情報提供者から捜査協力を得ているにもかかわらず，その存

在を民事没収手続で明らかにしなければならなくなる。）。ただし，このデメリ

ットは，刑事手続が終了するまで民事没収手続を中断することで回避可能であ

る 398。 

ウ 刑事没収の有利な点，不利な点 
    刑事没収の有利な点・不利な点は，民事没収のそれの裏返しとなる。すなわち，

刑事没収のメリットとしては，利害関係人が（被告人以外に）存在しない場合，

あえて民事没収を提起する煩わしさがないことや，没収不能時に被告人の財産か

ら追徴が可能であることが挙げられる。他方，デメリットとしては，第三者が没

収対象物について正当な権利を主張する場合，有罪判決後に付随手続を実施しな

ければならず，証明の程度で優る民事没収を別訴で提起した方が有利であること

や，刑事没収は有罪判決を前提としており，無罪判決の場合には，たとえ対象物

が犯罪収益と認定可能な場合であっても没収が不可能となることが挙げられる。 
 
3 イタリア 

 ⑴ 総論 
 イタリアでは，有罪判決を前提とする一般的な刑事訴訟法上の没収に加え，マフ

ィア型結社構成員等を対象とした，有罪判決によらない没収制度（予防没収）が設

けられている。後者は，犯罪という行為類型ではなく，マフィア型結社の構成員等

などの人的な属性に着目した没収規定である。同規定は，「予防没収（“sequestro 

いる場合，これを提起することができない。  
United States v. U.S. Currency Deposited in Account No. 1115000763247 For Active Trade Company, 176 F.3d 941, 

946-47 （7th Cir. 1999）は，犯罪収益が預金口座に入金された事案において，差押えの前年の預金残高が差押時を上回

っている場合，差し押さえられた全額が没収の対象となる旨判示している。 
397 Cassella・前掲書 19 頁 
398 18 U.S.C. §981（g） 
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preventive”）」と呼ばれ，マフィア型結社の構成員等の財産を対象に，当該構成員等

が，有罪判決を受けたか否かとは無関係に，その所有する財産が不法収益と認定で

きる場合は，全財産を没収できるという非常に強力なものである。これから見るよ

うに，全財産が没収対象となるという点で強力であるのみならず，犯罪収益性の認

定にあたって，個別犯罪と特定財産の結びつきを問題とせず，保有資産と（合法的）

収入の不均衡をもって犯罪収益と同等に扱う規定を有している点でも非常に強力で

ある。 
 
⑵  イタリアにおける組織犯罪対策法制の進展とマフィア型結社への参加行為等の 

処罰 

 予防没収の説明に入る前に，その前提となるイタリアにおける犯罪組織の概要と

その対策について確認したい。 
イタリアの犯罪組織は一部の地域に集中しており，シチリア州，カラーブリア州，

カンパーニャ州及びプーリア州の 4 州がその集中地域となっている。このうち特に

有名なのが，シチリア州を拠点とする「マフィア」（彼らは，自らを「我らの組織」

を意味する「コーサ・ノストラ」と呼ぶ。）である。「マフィア」はシチリア州のみ

を根拠としており，構成員がシチリア島を離れて活動することはない。カラーブリ

ア州を本拠とする「ドランゲタ」は，同州を本拠としつつ，イタリア北部にも活動

を展開している。これは，カラーブリア州が伝統的にイタリア最貧地域の一つであ

ったことから，多くの住民が経済的に豊かなイタリア北部に移住し，それに伴い「ド

ランゲタ」もイタリア北部に活動を展開していったという歴史的経緯による。なお，

この「ドランゲタ」は 4 つの代表的なマフィア型結社の中で最も危険な組織と認識

されている。そのほか，カラーブリアの北，ナポリを中心とするカンパーニャ州を

拠点とする「カモーラ」，プーリア州を拠点とする「サクラ・コロナ・ユニタ」とい

うマフィア型結社も存在する。 
  イタリアでは，1980 年代から，組織犯罪の撲滅に有効な手法として，組織への金

銭面の供給及び資産形成を阻害させる，いわゆる資産剥奪アプローチが重視される

ようになった。それに伴って，犯罪組織の資産の蓄積及び使用を防止する新たな立

法の必要性や，その前提として，犯罪組織への所属行為自体を違法とする規定の必

要性が認識されるようになった。 
  その結果，1982 年に刑法が改正され，マフィア型結社への参加行為等が処罰対象

となった 399。新設された刑法第 416 条の 2 の規定は次のとおりである。 
① 3 人以上で構成されるマフィア型結社に参加した者は，3 年以上 6 年以下の懲

役に処する。 
② マフィア型結社を発起し，指揮し，又は組織した者は，4 年以上 9 年以下の懲

399 1982 年政令 646 号 
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役に処する。 
③ マフィア型結社とは，その構成員が，犯罪の遂行，経済的活動の支配若しくは

遂行，許認可の取得，公共事業への参入，又は不正の利益を自ら若しくは第三

者に得させるため，組織の強固な連帯を背景とする威嚇力並びに組織への服従

及び秘密主義を用いたときの結社をいう。 
④ 当該結社が武装しているときは，上記①記載の犯行を行ったときは，4 年以上

10 年以下の懲役に処し，上記②記載の犯行を行ったときは，5 年以上 15 年以

下の懲役に処する。 
⑤ 当該結社の構成員が，結社の目的達成のために銃器又は爆発物を使用すること

が可能なときは，たとえそれらが隠匿又は保管されているときであっても，当

該結社は武装しているものとみなす。 
⑥ 当該結社が取得し，又は支配しようと意図した経済的活動の全部又は一部が，

犯罪収益をもってその財源とするときは，上記の各刑をそれぞれ 1.5 倍に加重

する。 
⑦ マフィア型結社構成員が犯罪に使用し，若しくは使用しようとした資産，又は

犯罪による収益は没収する。 
⑧ マフィア型結社構成員に対する公的な許認可，公共事業等への参加は無効とす

る。 
まず，「マフィア型結社」に該当するためには，構成員等の利益獲得手段として，

組織の威嚇力，構成員の服従性と秘密主義を利用したことが要件となる。その上

で，マフィア型結社への参加を処罰するほか，これを発起，指揮又は組織する行

為については特に処罰が加重されている。また，武装したマフィア型結社や，犯

罪収益が組織活動に再利用されていると認定できる場合については，それぞれの

刑が加重されている。 
以上をチャートにすると次頁図 12 のとおりである。 
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図 12 マフィア型結社参加罪等の認定フローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組織上，強固な連帯を背景とする威嚇力があるか。 

はい 

組織上，服従義務と秘密主義は徹底しているか。 

はい 

上記の威嚇力，服従義務及び秘密主義を，犯

罪の遂行，経済的活動の支配若しくは遂行，許

認可の取得，公共事業への参入，不法収益の実

現又はその他構成員又は第三者の利益獲得に用

いているか。 

はい 

マフィア型結社 

当該組織の構成員が，組織の目的達成の

ために銃器又は爆発物を使用することが

可能か。 

さらに 

参加罪（3 年以上 6 年以下の懲役） 
発起，運営，組織罪 
   （4 年以上 9 年以下の懲役） 
 
さらに，組織の経済的活動の一部

又は全体が犯罪収益により運営さ

れている場合 
参加罪 
（4 年 6 月以上 9 年以下の懲役） 
発起，運営，組織罪 
 （6 年以上 13 年 6 月以下の懲役） 

参加罪（4 年以上 10 年以下の懲役） 
発起，運営，組織罪 
   （5 年以上 15 年以下の懲役） 
さらに，組織の経済的活動の一部又

は全体が犯罪収益により運営されて

いる場合 
参加罪 
（6 年以上 15 年以下の懲役） 
発起，運営，組織罪 
（7年6月以上22年6月以下の懲役） 
 

武装されたマフィア型結社 

はい 
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このように，イタリア刑法は，マフィア型結社という社会的実体を法的にも認識

すると共に，その存在自体を違法とし，その発起，運営，組織又は参加行為を処罰

対象とした。これにより，仮に，ある自然人が組織のために個別の犯罪行為を行っ

たことを立証できなくとも，同人がマフィア型結社のメンバーであることを立証で

きれば刑事責任を問う道が開けた。 
 さらに，没収法の分野においても，既に述べたとおり，犯罪組織の資産の蓄積及

び使用を阻止する新たな立法の必要性が認識され，2011 年，有罪判決を前提とした

没収よりも柔軟な手法として，マフィア型結社の構成員等に対する予防没収制度が

導入された 400。同予防没収制度は，有罪判決の獲得を目的とした刑事訴訟手続とは

完全に切り離されており，公訴提起前の構成員に対する没収はもとより，個別犯罪

による将来的な訴追を予定しない者に対する没収も可能である。これにより，捜査

機関にとっては，予防没収に焦点を絞った捜査の遂行が可能となり，マフィア構成

員等の不法収益の迅速かつ効果的な没収が実現できるようになった。なお，予防没

収は，有罪判決を前提としないだけでなく，既に死亡した構成員の資産に対する没

収（相続財産に対する没収）ができる点，没収不能時の追徴制度や没収対象資産の

転得者に対する没収制度が整備されている点においても，犯罪収益の剥奪に効果的

な制度といえる。 
 

⑶ マフィア型結社の構成員等に対する予防没収制度 

予防没収を実施するためには，対象者がマフィア型結社に所属しているなど一定の

属性を有していること，及びその所有する資産が犯罪収益であることを立証しなけれ

ばならない。 

ア 対象者 
予防没収の対象者は，主に次に列挙された者である。 

① 刑法 416 条の 2 に規定されたマフィア型結社に所属する者 401 
② 常習として人身売買に関与している者 402 
③ その生計が，部分的であっても継続的に犯罪収益により営まれている者 403 
④ 未成年の心身を害する犯罪又は公衆衛生，公共の安全若しくは公安秩序を

害する犯罪の遂行にもっぱら携わっている者 404 

400 2011 年政令 159 号第 16 条ないし 26 条 
401 2011 年政令 159 号 16 条 1 項（a）及び 4 条（a） 
402 2011 年政令 159 号 16 条 1 項（a）,4 条（c）及び 1 条（a） 
403 2011 年政令 159 号 16 条 1 項（a）,4 条（c）及び 1 条（b） 
404 2011 年政令 159 号 16 条 1 項（a）,4 条（c）及び 1 条（c） 

125 
 

                                                   



⑤ テロ犯罪又はテロ資金供与に関与している者 405 
このように，予防没収の対象者は，マフィア型結社に所属している者のほか，犯

罪組織やテロ組織に継続的に関与している者に限られる。なお，マフィア型結社へ

の所属の事実の立証にあたり，マフィア型結社参加等罪の前科があることは要件と

はなっていない。しかしながら，同罪による前科があることは非常に有力な情況証

拠となる 406。そのほか，同事実の立証にあたっては，生活状況，具体的には，過去

に組織的な犯罪により訴追された者との交際や資金取引の事実を情況証拠として用

いる 407。 

イ 犯罪収益性 
対象者が上記アのいずれかに該当する場合であっても，さらに，検察官は，対象

者の資産が犯罪収益により形成されたものであることを立証しなければならな

い 408。しかしながら，個別の資産が個別の犯罪の収益であることを立証するのは一

般的に非常に困難な作業であることから，政令には，対象者の保有する資産が，税

務申告されている収入に比して不均衡と認められる場合，当該資産が犯罪収益であ

るとみなすという強力なみなし規定が設けられている 409。この規定は，合法資産で

あればその源泉を説明できるはずであるから，源泉を説明できない資産は犯罪収益

に基づく資産であるとの経験則を定式化したものとされている 410。また，合法的な

収入の認定にあたって，税務申告された収入を前提としているのは，犯罪収益につ

いて税務申告することはないという経験則と，いったん申告した以上，これを翻し

て合法的な収入を追加的に主張することは許されないという禁反言の原則が根底に

あるものと考えられる 411。 
犯罪収益性の立証のため，捜査機関は，対象者の生活状況，保有資産，金融取引，

保有する免許及び権限，登記事項などについて捜査することができる 412。また，当

該捜査は，対象者のみならず，対象者の子及び過去 5 年以内に同居していた者に対

405 2011 年政令 159 号 16 条 1 項（a）及び 4 条（d）（テロ犯罪関与者について），16 条 1 項（b）（テロ資金供与者につ

いて） 
406 ローマ地方検察庁のある検察官は、予防没収の要件である「マフィア型結社の構成員であること」の立証にあたって

は，マフィア型結社参加罪等で有罪判決を受けた前科は非常に重要な情況証拠であり，かつ，事実上不可欠の要素と考

えているとのことであった。したがって，「マフィア型結社の構成員であること」が立証できる場合は，必ずマフィア型

結社参加罪等で刑事訴追し，同罪で有罪判決を得てから予防没収の手続を開始することにしており，反対に，マフィア

型結社参加罪等の前科がない者に対しては，予防没収を実施しないとのことであった。 
 他方，ミラノ地方検察庁のある検察官は，マフィア型結社参加罪等で訴追していない者に対しても，積極的に予防没

収を実施しているとのことであり，犯罪収益の機動的な没収という観点からは，そのような積極的姿勢で法執行を行う

べきであるとの見解を示していた。 
 このように，検察官によってその運用状況は異なっているようである。 
407 ミラノ地方検察庁へのインタビューによる。 
408 2011 年政令 159 号 24 条 1 項 
409 2011 年政令 159 号 24 条 1 項 
410 ローマ地方検察庁へのインタビューによる。 
411 ローマ地方検察庁へのインタビューによる。 
412 2011 年政令 159 号 19 条 1 項及び 2 項 
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してもすることができる 413。これは，一般に，対象者が，資産を隠匿するため，そ

の名義を親族に形式的に移転させている場合が多いという経験則に根拠を置いたも

のと考えられる。 

ウ 没収手続 
予防没収は，有罪判決に基づく刑罰としての没収ではないものの，対象者の財産

権を剥奪する行為であるから，適正手続の保障が必要である。そのため，捜査は警

察等の捜査機関が行うが，予防没収の申立は検察官が裁判所に対して行うこととさ

れている 414。裁判所は，資産と犯罪の関連性についての検察官の立証が十分と判断

した場合は，対象者の資産に対して差押命令を発する 415。ここまでの手続は，非対

審・非公開で行われる。対象者に弁解の機会が与えられるのは，資産が差し押さえ

られた後である。裁判所は，対象者が差押財産の源泉が合法的なものであることを

示して資産の正当性を明らかにできない限り，差押財産について没収を命じる 416。

立証責任が対象者側に転換されているものではないが，差押命令が発せられた段階

で，財産と犯罪の関連性は既に十分に立証されているところ，対象者側から積極的

に財産の正当性を明らかにできない限り，事実上，推認が崩れることはないからで

ある。 
没収対象財産が散逸した場合は，法は，同等額を対象者から追徴することができ

るとしている 417。加えて，検察官は，権利移転を仮装する目的で，対象財産の登記

が第三者に移転した場合は，裁判所にその権利移転行為の無効を宣言するよう求め

ることができる。法律上，財産移転が仮装されたものと推定される特別な情況が定

められており，差押日から 2 年以内に行われた血族若しくは 6 親等内の親族に対す

る財産移転，又は譲受人の属性にかかわらず無償で行われた，又は虚偽の権利関係

書類が用いられた財産移転については，第三取得者の善意・悪意と無関係に，財産

移転が仮装であると推定される 418。 
対象者が既に死亡している場合についても特別の定めがある。かつて，一般的な

刑事手続による没収規定では，被疑者・被告人死亡の際には，同人が所有していた

財産は没収対象外となる扱いとなっていた。マフィア組織は，これを利用して，第

三者に不法収益を移転させた上で，当該第三者を殺害することにより犯罪収益の剥

奪を免れるという手口を発展させていった。そのため，予防没収手続は，対象者死

亡の場合の規定を新設し，対象者が死亡しているとき，所在が分からないとき，又

は海外に居住している場合であっても，当該財産の予防没収を行うことができると

413 2011 年政令 159 号 19 条 3 項 
414 2011 年政令 159 号 17 条 2 項 
415 2011 年政令 159 号 20 条 1 項及び 2 項 
416 2011 年政令 159 号 24 条 1 項 
417 2011 年政令 159 号 25 条 
418 2011 年政令 159 号 26 条 2 項 
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した 419。 

エ 没収の対象となる財産の範囲 
予防没収の対象財産には制限がない。すなわち，没収の対象となる財産は対象者

の全財産である。たとえ対象者が合法的な経済活動を営んでいる場合であっても，

合法資産を含めた全財産が没収の対象となる。マフィア型結社は，その定義に服従

性の要件があるように，構成員に対し，要求があればいつでも全財産を供出すべき

義務を課しているため，構成員のあらゆる財産は，その源泉の合法性・違法性を問

わず，将来の犯罪活動に再投資される蓋然性が極めて高いと考えられることから，

全財産の没収が正当化されている 420。 

オ 具体的な予防没収事例 
 直近の事例では，2014 年 3 月 13 日の報道によれば，レッジョ・カラーブリア県

において，マフィア型結社の 1 つであるドランゲタの構成員 40 名に対して一斉に

予防没収手続が開始され，合計 4 億 2,000 万ユーロ（約 588 億円）相当の不動産，

動産，株式その他会社持分権等の財産が差し押さえられた。その中には，観光客に

人気のカフェなどがテナントとして入居している商業ビルなどが含まれているとの

ことであり，合法的な経済活動による収益も没収対象となっていると考えられる。

なお，当該没収に向けた証拠収集においては，税務当局と警察，マフィア対策捜査

官室が共同して捜査に当たり，対象者の過去 15 年間において申告された収入と，実

際に形成された財産の間の不均衡の立証が行われている 421。 
 
4 小括 

米国の民事没収制度は，犯罪収益の社会からの剥奪を刑事手続と切り離して機動

的・効果的に行おうとするものであるから，犯罪組織の禁圧を目的とするイタリアの

予防没収とは制度趣旨を異にするものではある。しかしながら，両国の制度とも，組

織犯罪対策やマネーロンダリング対策における資産没収の重要性に着目し，犯人の処

罰を目的とする従来型の刑事手続と別個独立の，没収を目的とした司法手続を新たに

構築することで，効果的に犯罪収益を没収し，将来の犯罪への再投資や合法経済への

悪影響を排除しようという点では共通している。確かに，犯罪収益の剥奪にあたって

は，財産権に対する適正手続の観点から司法審査を保障する必要はあるものの，必ず

しも犯人の処罰を目的とした刑事手続に付随しなくともよいはずであり，機動的・効

果的な没収を目的とした専用の司法手続を設けることには合理性がある。本邦の刑事

法体系では，懲役刑等を主刑とした上で，没収はその付加刑と位置付けられているが，

419 2011 年政令 159 号 18 条 
420 ミラノ地方検察庁へのインタビューによる。 
421 La Rupubblica 誌 2014 年 3 月 13 日記事“'Ndrangheta, Finanza sequestra beni per 420 milioni alle cosche” 
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/03/13/news/_ndrangheta_finanza_sequestra_beni_per_420_milioni_alle_cosc
he-80877779/?ref=HRER2-1 
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犯罪収益を犯人・社会に残すべきでないという犯罪収益規制の基本的な考え方に立ち

返ってみると，犯罪収益の没収を有罪判決に付加された範囲でしか行えないとする論

理的必然性はないように思われ，米国やイタリアの制度も必ずしも「原則」からの「逸

脱」として捉えるべきものではないといえる。 
なお，没収に関する実体法に関しても，米国では，没収対象財産について，犯罪収

益はもとより，マネーロンダリングに「関連する」合法資産も没収対象とし，イタリ

アの予防没収では，マフィア型結社の構成員等の全財産を没収対象としている。これ

らは，第一印象としてはやや行き過ぎとの感覚をもつかもしれないが，米国について

いえば，マネーロンダリングが個別犯罪と別個独立した犯罪類型である以上，没収の

対象を犯罪収益に限定する必然性はなく，マネーロンダリングを容易にするなど，同

行為に「関連する」資産を没収することは前提犯罪とは別個独立したマネーロンダリ

ング罪の処罰する趣旨に合致するといえるし，一方で，「実質的関連性」の要件を厳格

に吟味することにより，没収対象財産が無限定に拡大するおそれへの対処がなされて

いる。イタリアについても，マフィア型結社の性質が，構成員に組織への全財産の供

出を求める強固な連帯であることに鑑みると，将来の犯罪活動への投資活動を防止す

るという制度趣旨からすれば，同構成員の財産について，その源泉の合法性・違法性

に着目して没収対象財産を切り分けること自体，妥当性に疑問があるといえる。この

ように，両国の没収実体法は，犯罪収益の犯人・社会からの確実な没収という政策目

的から見て合理的なものと思われる。 
 

 

第 V章 結語 

 

 本稿では，米国及びイタリアにおけるマネーロンダリング法制について，とりわけ，金

融機関における顧客管理，現金決済に関する規制及び犯罪収益等の没収制度について紹介

した。 
顧客管理については，両国においてリスク・ベースの顧客管理が行われていること，米

国では，巨額の民事制裁金及び刑事罰・資産没収の抑止力の下に，金融機関に対して，マ

ネーロンダリング防止プログラム実施に向けた強力なインセンティブ付けを行っているこ

とが明らかとなった。 
現金決済に関しては，イタリアでは，直接的に一定金額以上の取引の決済を現金等で処

理することが禁止されている一方，米国では一定金額以上の現金決済の事実を当局に報告

させることにより，間接的な規制を行っているなど，その方法は異なるものの，いずれも

規制の対象とされていることが明らかとなった。 
犯罪収益等の没収制度については，米国においては，マネーロンダリングに関連する合

法資産を含めて没収対象とし，没収手続についても，民事訴訟手続による没収を認めるこ
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とにより，被告人の適正手続保障と，（犯罪）収益に対する利害関係人の財産権の保障を分

離し，目的に応じた別個の手続により行うことを可能にすることで，機動的な犯罪収益等

の没収を可能にしていることが明らかとなった。イタリアでは，犯罪行為の遂行を目的と

する結社の構成員等の全財産を，やはり刑事手続とは別の手続により没収することが可能

となっている。 
このように，米国及びイタリアでは，各部門において，マネーロンダリングを防止する

ための効果的な制度が導入されており，その背景としてマネーロンダリング対策の重要性

に対する政治的，社会的な認識が共有されているということができる。 
特に，このマネーロンダリング対策の重要性に対する政治的，社会的な認識の共有とい

う点については，米国では，本研究に当たり，金融機関のマネーロンダリング防止プログ

ラムに関する米国最大のイベントである「全米マネーロンダリング会議」（米国銀行協会 422

及び米国法曹協会 423主催）に参加する機会を得たが，同会議では，全米のメガバンクから

地域金融機関まであらゆる規模の金融機関の BSA 担当者が参加し，パネリスト，スピーカ

ーとして連邦司法省所属の検事，FBI 捜査官，FinCEN 担当官及び連邦準備銀行，通貨監

督庁並びに連邦預金保険公社等の金融監督機関担当者が講演やパネルディスカッションを

行い，最新のマネーロンダリング法制や実務上の問題点について議論が交わされていた。

金融部門と司法部門が業界横断的な問題意識を共有し，一体としてマネーロンダリング対

策に取り組む米国の姿勢を象徴しているものとして印象的であった。 
イタリアにおいても，同国の金融センターであるミラノでは，イタリア銀行ミラノ支店

から数名の金融監督担当者がミラノ地方検察庁マフィア対策検事の下に派遣され，金融犯

罪やマネーロンダリング犯罪の訴追に関して助言を行っており，やはり業界横断的な問題

意識の共有や専門知識の交換が図られていた。マネーロンダリング対策には業界横断的な

取組が求められることが，両国の関係機関の姿勢に示されていると感じた。 
最後に，本研究は，イタリアについては，イタリア銀行在東京代表部の全面的なバック

アップの下，米国については，連邦預金保険公社及びバージニア州西部地区連邦検事局検

事正ティモシー・ヒーフィー氏の協力にそれぞれよるところが大きい。関係者の方々には

この場をお借りして謝意を表したい。 
 
 

以 上 
  

422 American Bankers Association 
423 American Bar Association 
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【付録 1】本稿執筆にあたって実施したインタビュー対象機関 

 

＜アメリカ合衆国＞ 

連邦預金保険公社 

 

司法省 

 

バージニア州西部地区連邦検事局 

 

メリーランド州地区連邦検事局 

 

 

＜イタリア共和国＞ 

イタリア銀行 

 

ローマ地方検察庁 

 

ミラノ地方検察庁 

 

イタリア銀行ミラノ支店 

 

ウニクレディート銀行 
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【付録 2】ロック・アーン G8サミット「法人及び法的取極めの悪用を防止するための G8行

動計画原則」 

下線部は筆者において加えた。 
1.  法人に対し，その実質所有者情報の入手・保持を義務付ける。 

2.  各国は，法人の実質所有者情報に対する，法執行当局及び徴税機関，必要に応じ FIU

（資金情報機関）を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。その際，国又は州レ

ベルでの中央機関における登録制度を創設することは選択肢の一つ。 

3.  信託受託者に対し，当該信託の受益者及び委託者の情報を含む実質所有に関する確認

を義務付けるとともに，これら情報に対する，法執行当局及び徴税機関，必要に応じ

FIU（資金情報機関）を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。 

4.  当局は，リスク評価を実施し，自国の資金洗浄・テロ資金対策を取り巻くリスクに見

合った措置を講じる。 

5.  無記名株式や名義株主等透明性を阻害するおそれのある金融商品や株式保有形態の悪

用を防止する。 

6.  金融機関及び会社設立に責任を有する者を含む指定非金融業者・職業専門家に対する

有効な監督を確保する。 

7.  義務に従わない金融機関等に対する制裁を確保する。 

8.  実質所有者情報の迅速な交換など国際協力を推進する。 

 

【付録 3】FATF「新 40の勧告」勧告 10 

本訳は財務省「改訂 FATF 勧告（仮訳）」

http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf-40_240216_1.pdf を基礎に，

筆者において，読みやすさを考慮して一部改変したものである。 
 
1. 金融機関は，匿名口座及び明らかな偽名による口座を開設してはならない。 
2. 金融機関が顧客管理を行わなければならないのは次の場合である。 

(a) 継続的取引関係の開始 
(b) 単発の取引のうち，15,000US ドル又はユーロを超える場合又は電信送金 
(c) マネーロンダリング又はテロ資金供与の疑いがあるとき 
(d) 金融機関が過去に入手した顧客の本人確認データについて信用性や適切性に疑い

があるとき 
金融機関に対する顧客管理義務は法律で規定されなければならない。国は，法律又は

規則により，顧客管理義務の内容を定めることができる。 
3. 実施すべき顧客管理の内容は次のとおりである。 

(a) 信頼できる外部の情報源に基づく文書，データ又は情報により，顧客の身分確認を

行うこと。 
(b) 実質的所有者を特定し，実質的所有者について十分把握できるよう，その身分確認

を行うため必要な措置を講じること。この場合，顧客が法人又は法的取極めのとき

は，その所有関係及び支配関係の構造を金融機関が把握できるための措置を含む。 
(c) 取引の目的及び予定する内容を把握し，必要に応じて情報を入手すること。 
(d) 継続的な顧客管理を行い，取引の精査を行うことで，金融機関が把握している顧客

の情報，顧客の事業の内容，リスクプロファイル，及び必要に応じて資金の源泉に

関する情報と，実際に行われた取引との間に整合性が保たれているかを確認するこ

と。 
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4. 金融機関は，上記（a）ないし（d）に記載された顧客管理を行う義務を課せられるが，

その程度については，第１勧告及び第１勧告の解釈ノートに基づいたリスク・ベース・

アプローチによって決せられるべきである。 
5. 金融機関は，顧客との継続的取引関係を確立する前，若しくは単発の大口取引を実施す

る前又はその過程で，顧客及びその実質的所有者の本人特定事項の確認義務を課せられ

なければならない。各国は，マネーロンダリング及びテロ資金供与のリスクを効果的に

管理することができ，かつ，通常の業務の遂行を阻害しないためにやむを得ない場合は，

金融機関に対し，実務上合理的な範囲で，継続的取引関係の確立後，速やかに本人特定

事項の確認措置を行うことを許すことができる。 
6. 金融機関は，（a）ないし（d）の義務（ただし，リスク・ベース・アプローチによって，

取るべき措置の程度については適宜修正される。）を遵守できない場合，口座開設，継

続的取引の開始を行うべきでなく，また，取引を実行すべきでない。場合によっては，

継続的取引を終了させなければならない。また，この場合，当該顧客に対して疑わしい

取引の届出を行うか否か検討しなければならない。 
 
上記の措置は，すべての新規顧客について適用されるべきであるが，既存の顧客に対して

も，その重要性とリスクに応じて本勧告を適用し，適切な時期に顧客管理を行わなければ

ならない。 
 
【付録 4】USA PATRIOT法の関連条文の抜粋 

本訳は，前掲・平野ほか「米国愛国者法（反テロ法）（上）」を基礎に，筆者において一

部修正を施したものである（下線は筆者。）。 
 
第 311条（マネーロンダリングの大きな懸念を与える管轄区，金融機関又は国際取引のた

めの特別措置） 

財務長官は，国務長官及び司法長官と協議の上，米国銀行と取引のある外国銀行等が米

国に「マネーロンダリングの大きな懸念」を与えると認めた場合には，当該米国銀行に対

し，次の 5つの「特別措置」のうちの一つ又は複数を求めることができる。 

（1）特定の取引の記録保持及び報告 

（2）米国銀行に開設された特定の口座の外国人受益者の特定 

（3）外国銀行により米国銀行に開設された銀行経由支払口座を利用する外国銀行の顧客

の特定 

（4）外国銀行により米国銀行に開設されたコルレス口座を利用する外国銀行の顧客の特

定 

（5）国務長官，司法長官及び連邦準備制度理事会の長と協議の上で行う，特定の銀行経

由支払口座又はコルレス口座の開設又は維持の制限又は禁止 

上記の特別措置のうち（1）から（4）は，別に規則で定める場合を除き，120日を超えて

これを求めることはできない。（5）については，別に規則で定める場合に限り，求めるこ

とができる。 

 

第 312条（コルレス口座及びプライベート・バンキング口座に対する特別の顧客管理 

非居住外国人のためにコルレス口座及びプライベート・バンキング口座を維持する米国

金融機関に対し，マネーロンダリングを防止し，これを報告するための顧客管理を実施す

ることを義務付けることとする。 

次の銀行とコルレス銀行関係にある米国金融機関において実施されるべきマネーロンダ

リングの防止のための顧客管理について，その最低限の基準を定めるものとする。その銀
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行とは，オフショア銀行免許，米国の認める国際機関によって国際的なマネーロンダリン

グ防止基準の実施に非協力的と指定された国により発行された銀行免許又は第 311条によ

り認められた特別措置の対象国により発行された銀行免許に基づいて営業するものをい

う。 

米国金融機関がプライベート・バンキング口座を維持する場合に遵守されるべきマネー

ロンダリングの防止のための顧客管理について，その最低限の基準を定めるものとする。

この規定は，制定の日から 270日後に効力を生ずる。 

 

第 313条（外国のシェルバンクのためのコルレス銀行の禁止） 

米国において営業する預金取扱機関並びに有価証券のブローカー又はディーラーは，一

部の例外を除き，外国のシェルバンクのためにコルレス口座を設立し，維持し又は管理し

てはならない。 

この規定は，制定の日から 60日後に効力を生ずる。 

 

第 314条（マネーロンダリングを阻止するための協力） 

財務長官は，本法律の制定の日から 120日以内に，金融機関，金融監督機関及び法執行

機関の相互協力を促進し，テロ活動若しくはマネーロンダリングに関与している者又はこ

れらに関与していることが信頼できる根拠に基づき合理的に疑われる者について，上記機

関相互間の情報共有を可能とするための規則を制定しなければならない。 

金融機関は，財務長官に通知の上，相互に，テロリスト又はマネーロンダリング活動に

関与する個人等の情報を共有することができる。 

財務長官は，少なくとも半年に１度の割合で，疑わしい取引のパターンについての詳細

な分析や疑わしい取引の届出の調査に関する報告書を公刊しなければならない。 

 

第 315条（外国人贈賄罪のマネーロンダリング罪への包含） 

外国人への贈賄，関税規制違反，特定の武器輸出規制違反，特定のコンピューター詐欺

罪及び 1938 年外国エージェント登録法（the Foreign Agents Registration Act of 1938）

違反のうち重罪を，マネーロンダリング罪の前提となる「特定違法行為（specified unlawful 

activity）」リストに加える。 

 

第 318条（外国銀行を通したマネーロンダリング） 

金融機関の定義を拡大し，これに外国銀行を含める。 

外国銀行をマネーロンダリングのために利用することも犯罪とする。 

 

第 319条（米国の銀行間口座資産の没収） 

外国銀行が米国銀行に開設した銀行間口座に預託する資金は，没収手続に関する限り，

合衆国に預託したものとみなす。 

司法長官は，正義及び米国の国益に合致すると認める場合には，没収手続を延期し，又

は終結する権限を有する。 

米国の金融機関は，金融監督機関からマネーロンダリングの防止に関連する情報の照会

を求められたときは，請求から 120時間以内にこれに回答しなければならない。 

財務長官又は司法長官は，コルレス口座に関する記録について，外国銀行に対し，召喚

令状又は罰則付召喚令状を発することができる。当該外国銀行が同召喚状又は罰則付召喚

令状に従わず，又は異議を唱えた場合，当該外国銀行とコルレス契約を締結する米国銀行

は，同契約を解消しなければならない。 

連邦裁判所は，有罪判決を受けた者に関する資産が外国に所在するとき，当該資産の返

還を命じる権限を有する。 
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第 326条（身分の確認） 

財務長官は，金融監督機関と共同で，金融機関に口座を開設する顧客の身分の特定に関

する最低限の基準を規則により定めなければならない。この基準には，顧客の身分の確認

のための手続，身分確認の記録の維持のための手続及び顧客が政府機関から金融機関に提

供されるテロリスト又はテロリストの疑いのある者のリストに掲載されているか否かを確

認するために必要な手続が含まれなければならない。 

財務長官は，金融監督機関と協議の上，法律の制定の日から６月以内に，米国の金融機

関に口座を開設する外国人の身分を確認するための最も効果的な方法及び米国国民の納税

者特定番号と同様の機能を果たす個人特定番号の外国人への割当てを勧告する報告書を議

会に提出しなければならない。 

 

第 351条（疑わしい取引の届出に関する改正） 

金融機関は，法律の定めに従い疑わしい取引を届け出ることにより，民事上の責任を問

われない。 

金融機関は，法律の定めに従い他の銀行からの照会に回答し，又は情報を提供すること

によって，民事上の責任を問われない。 

 

第 352条（マネーロンダリング防止プログラム） 

金融機関は，マネーロンダリング防止プログラムを作成しなければならない。財務長官

は，当該プログラムが備えるべき最低限の基準を策定する権限を有する。 

この規定は制定の日から 180日目に効力を生ずる。 

 

第 359条（地下銀行組織による疑わしい取引の報告） 

特定の地下銀行組織を銀行秘密法上の金融機関に含める。許可を受けて行われる送金に

適用される送金記録保持義務を，地下銀行組織にも適用する。 

財務長官は，本法律の制定日から１年以内に，地下銀行組織について立法措置の追加又

は規則制定の必要性についての報告書を提出するものとする。 

 

第 361条（金融犯罪捜査ネットワーク） 

金融犯罪捜査ネットワーク（the Financial Crimes Enforcement Network ; FinCEN）を

財務省の組織とし，その長の職務を定める。財務省は，FinCEN が保有する政府全体のデー

タ・アクセス・サービス及び金融犯罪通信センターに関し，データの収集及び利用指針を

作成しなければならない。 

 

第 362条（高度に安全なネットワークの確立） 

財務長官は，この法律の制定から 9か月以内に，安全性の確立されたネットワークを稼

動させなければならない。金融機関は，当該ネットワークを通じ，財務省に疑わしい取引

を報告し，財務省は，金融機関に対し，特別の調査を必要とする疑わしい取引についての

情報を提供することができる。 

 

第 363条（マネーロンダリングに対する民事罰及び刑事罰の加重） 

311 条及び 312条により追加される銀行秘密法上の義務違反については，民事罰及び刑事

罰の上限を 10万ドルから 100万ドルに加重する。 

 

第 365条（非金融取引又は業務において受領された硬貨及び紙幣についての報告） 

単一の又は複数の関連する取引に関し，1万ドル以上の硬貨及び紙幣を受領した者は，当

該取引を FinCEN に報告しなければならない。当該報告に関する規則は，本法律の制定日か

ら 6ヶ月以内に公布されなければならない。 
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第 366条（通貨取引報告システムの効果的な利用） 

財務長官は，CTR から一定の報告を除外する制度の拡大の可否及び報告の必要のない通貨

取引に関する報告免除の方法について調査し，同調査結果を本法律の制定の日から１年以

内に議会に提出するものとする。 

 

第 371条（大量の現金の米国内への持込み及び米国外への持出し） 

銀行秘密法を改正し，米国内又は米国外へ，輸送機関を用い，又は手荷物や商品の形で

１万ドル以上の現金を密輸することを犯罪として盛り込む。 

 

第 372条（通貨報告における没収） 

既存の民事没収手続及び刑事没収手続と平仄を合わせ，通貨報告違反との関連で資金の

没収が許されるようにする。 

 

第 373条（違法な送金業務） 

州法上の許可又は連邦法上の登録がないのに，送金業を営み，又は送金を実行した者は，

罰金刑若しくは 5年以下の拘禁刑に処し，又はこれを併科する。違法送金に係る資金は，

これを差し押える。 
 

 
【付録 5】連邦量刑ガイドライン第 8章 B2.1 

連邦量刑ガイドラインの第 8 章 B2.1「効果的なコンプライアンス・倫理プログラム」の

和訳は次のとおり。なお，読みやすさを考慮して，筆者において体裁を改変した。（連邦量

刑ガイドラインは，2011 年版が以下に掲載されている。）

http://www.ussc.gov/Guidelines/2011_Guidelines/Manual_HTML/8b2_1.htm 

§8B2.1 効果的なコンプライアンス・倫理プログラム 
（a） 刑事責任の観点から，効果的なコンプライアンス・倫理プログラムを有していると

いえるためには 
⑴ 犯罪を防止し，発見するためのデューディリジェンスを行っており，かつ 
⑵ その他の倫理的な行動及び法令遵守に対する取組が励行される組織風土を培って

いる 
ことが必要である。 

   上記のコンプライアンス・倫理プログラムは，合理的に設計，実施され，犯罪の防

止・発見に効果的でなければならない。散発的な違反を防止し又は発見できなかった

ことをもって，プログラムが効果的でないとするものではない。 
（b） 前項に記載された倫理的な行動や法令遵守に対する取組を励行するためのデューデ

ィリジェンス及び組織風土の醸成には，少なくとも次の各要素が備わっている必要が

ある。 
（1） 犯罪の防止及び発見のための基準と手続を策定すること。 
（2） 

（A） 経営陣が，コンプライアンス・倫理プログラムの内容と手続について十分理解

し，プログラムの実践に十分な監督を行っていること。 
（B） 幹部クラスの職員が，効果的なコンプライアンス・倫理プログラムの実践に責

任をもつこと。特定の幹部が責任者としてコンプライアンス・倫理プログラムを

統括すること。 
（C） 組織内の特定の者が，コンプライアンス・倫理プログラムの日々のオペレーシ

ョンについて責任を負うこと。当該責任者は，定期的に幹部にその状況を報告し，
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必要な場合は，経営陣又は適切なサブグループに報告すること。プログラム運営

上の責任を果たすため，当該責任者は，十分な資源，権限及び経営陣等への直接

のアクセス権限を与えられなければならない。 
（3） 組織は，違法行為やコンプライアンス・倫理プログラムに照らして不適当な行為

を行った者を責任者に任命すべきでなく，また，このような行為を行った者を責任

者に任命することのないよう，適切な調査を尽くすなど十分な施策を行わなければ

ならない。 
（4） 

（A） 組織は，それぞれの役割及び責任に見合う効果的なトレーニングプログラムや

入手可能な情報を提供することにより，定期的に，かつ実際的な方法で，コンプ

ライアンス・倫理プログラムの基準や手続その他の点について，次の（B）に規

定する各人と意思疎通を図るための合理的な施策を講じなければならない。 
（B） 上記（A）における責任者とは，経営陣，幹部，実質的な権限を有する担当者

及び従業員，場合によっては組織の代理権限を有する者をいう。 
（5） 組織は次の各点について合理的な施策を講じなければならない。 

（A） 組織のコンプライアンス・倫理プログラムの遵守を徹底すること。犯罪の発見

のための監督及び監査を含む。 
（B） 組織のコンプライアンス・倫理プログラムの効果を定期的に評価すること。 
（C） 組織の従業員や代理人が犯罪行為又は犯罪のおそれのある行為を発見したとき，

これを報復のおそれなしに報告し，又は適切な助言を得られるための，匿名かつ

保秘が徹底されたメカニズムを構築し，これを公表すること。 
（6） 組織のコンプライアンス・倫理プログラムは，（A）それを遵守することへの適切

なインセンティブが与えられ，（B）犯罪行為を行ったこと又は犯罪行為を防止・発

見するための合理的な施策を講じなかったことに対する懲戒処分が行われることに

より，組織全体に励行・徹底されなければならない。 
（7）  組織は，犯罪行為が発見された場合は，それに対して適切な処置を講じると共に，

コンプライアンス・倫理プログラムの修正を行うなど，類似の犯罪行為の再発防止

に向けた合理的な措置を講じなければならない。 
（c） 上記（b）の実施にあたっては，組織は，定期的に，犯罪行為の行われるリスク評

価を行うと共に，そのリスクを軽減するため，（b）に規定された諸要素を構築，実

施又は修正するための適切な処置を講じなければならない。 
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