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マネーロンダリング／テロ資金供与対策（AML/CFT）関連サービス
グローバルな規制強化時代の自律的な対応を実務目線でサポート

■ 各国の金融規制当局者で構成される審査チームが国単位のAML/CFT態勢をオンサイトも交えて評価する枠組です。
■ 審査結果が不芳でグレーリスト入りした場合、外為取引やコルレス取引などが制限を受け自国の経済活動に悪影響を及ぼす蓋然性があり、

グローバルで金融犯罪対策（AFC）の重要性が叫ばれるなか、各国当局者も最重要イベントのひとつと認識しています。
■ 我が国は、2007年実施（2008年公表）の第3次相互審査で厳しい評価を受け、以来、犯罪収益移転防止法（犯収法）の改正・再改正、国際テロ

リスト財産凍結法の制定、組織犯罪処罰法の改正などで法的枠組を強化してきました。

2008 2013 2014 2016 2019

2008年3月施行
犯収法

2008年10月発表
第3次対日相互審査結果

2019年10-11月オンサイト
第4次対日相互審査実施予定

（2020年夏 審査報告書公表）

・本人確認
・記録作成・保存
・疑わしい取引届出

2013年4月施行
改正犯収法

・取引時本人確認、取引目的の確認
・ハイリスク取引類型追加
・取引時確認の措置

2016年10月施行
再改正犯収法

・疑わしい取引の判断方法明確化
・コルレス締結時の厳格な確認
・事業者体制整備の努力義務

2014年6月発表
FATF対日声明

・顧客管理の強化
・テロ資産の凍結
・テロ資金供与の処罰対象の拡大
・国際組織犯罪防止条約に必要な

国内法整備（共謀罪）

他関連法令：
・「改正テロ資金提供処罰法」（処罰対象拡大）
・「国際テロリスト財産凍結法」（国内テロ資金凍結強化）
・「組織的犯罪処罰法」（テロ準備罪新設）

マネーロンダリング防止対策（AML）のグローバルな取り組みの本格化は概ね30年前のFATF*発足に端を発しますが、2000年代以降は、イラン
による核開発問題などが問題視されるなか、2001年9月の米国同時多発テロを受け、AMLの取り組みにテロ資金供与対策（CFT）が明確に加わ
り、近年では、金融詐欺対策、汚職・贈収賄対策、税務コンプライアンスなどといった関連領域と合流（Synergize）することで、金融犯罪対策

（AFC）として取り組みが強化されています。
我が国における規制強化の流れは、FATFの相互審査の動きに呼応しており、2008年に公表された第3次対日相互審査の結果を踏まえた犯罪
収益移転防止法の制定とその後2度の改正により、法体系の整備が急ピッチで進められてきましたが、足許、2019年に予定されている第4次対
日相互審査に向け官民一体となった準備が進められており、金融庁ガイドラインを軸に「リスクベースアプローチの徹底」と「有効性の確保」を
主眼とした態勢整備が強く求められています。

* FATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会) ： AML/CFTにおける国際協調を推進するために設立された政府間会合（1989年のアルシュサミットで設置を採択）

米国・欧州をはじめとする内外のAML/CFT規制は依然として強化の一途にあり、
AML/CFTはコンプライアンス領域の中核であり続けています。

デロイト トーマツでは、“Financial Crime”の名を冠した専門チーム「Financial Crime Risk Management（FCRM）」をグループ主要法人である
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（DTFA）に設置し、有限責任監査法人トーマツやデロイト トーマツ コンサルティング
合同会社などと連携しながら、AML/CFT対応の中核組織（Center of Excellence）として業務を行っています。
FCRMでは、メガバンクを含む内外のG-SIFIs、大手地銀などでのAML/CFT統括・実務経験者や、業界有識者会合であるWolfsberg Groupのア
ジア統括や作業部会委員を経験した専門家を擁し、クライアントの多様なニーズにお応えします。

AML/CFT対応の専門チームであるFinancial Crime Risk Management（FCRM）が、
実務経験に基づいた専門的知見・ノウハウを活用し、クライアントの多様なニーズにお応えします。

FATF相互審査とは



AML/CFT態勢高度化を３つの業務軸と３つの組織軸で支援

AML/CFTを「KYC（Know Your Customer、顧客管理措置）」、「取引フィルタリング（Watch List Filtering）」、「取引モニタリング（Transaction Monitor-
ing）」の３つの業務軸で捉え、リスク評価も交えながら、テクノロジーの活用も含め、あるべき姿を追求します。

３つの業務軸
AML/CFTを取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。金融機関は漫然とAML/CFT上の課題に対応するのではなく、３つの防衛線（three lines of 
defense）をしっかりと意識したガバナンス態勢を構築し、テクノロジーの活用も見据えながらAML/CFTプログラムを強化していくことが求められて
います。FATF第4次対日相互審査の主要テーマがリスクベースアプローチと有効性の検証であることは論を俟ちませんが、我が国における金融機関
のAML/CFT対応も欧米並みの水準に引き上げられつつあると捉える必要があります。

デロイト トーマツのFCRMでは業務軸、組織軸の両面から包括的な支援を行っています。

アプローチの全体像と主な検討・実施項目

実務経験豊かな専門チームによるAML/CFT態勢高度化支援

３つの業務軸を「当局対応」、「コンプライアンス・ガバナンス態勢構築（グローバル統制）」、「人材育成・研修カルチャー醸成」の３つの組織軸で
AML/CFT態勢の高度化を目指します。

３つの組織軸

デロイト トーマツの付加価値

■ 当局との太いパイプや強固なグローバルネットワークを拠り所とした知見・ノウハウの蓄積
■ 内外当局の動向や先進他行の取り組み事例を踏まえたアドバイスの実施

■ 業界有識者会合であるWolfsberg Group（アジア代表・事務局）経験者によるリード
■ G-SIFIs経営層とのネットワークや業界スタンダード策定の経験を活かしたアドバイスの実施

■ G-SIFIs、メガバンク、在日外資、地銀などでの豊富なAML業務（マネジメント・実務の双方）経験者
によるリード

■ 海外G-SIFIsデリバリー実績と邦銀の実務・実態（近時の現場経験）に根差したアドバイスの実施

グループ
インテリジェンス

AML専門
スキル人材

グローバルでの
専門知見

①顧客管理・デューデリジェンス
KYC（CIP、CDD、EDD）支援・ス
クリーニング(反社・制裁)支援

⑤システム導入・プロジェクト管理支援

④システム技術調査支援

③取引モニタリング
　（疑わしい取引報告含む）支援

②経済制裁対応・
　取引フィルタリング対応支援

AML/CFTプログラムの
高度化支援

AML/CFT研修・コンプライアンス
人材育成支援

当局・法令対応支援 ＜支援軸の凡例＞

業務軸の高度化支援

組織軸の高度化支援

コンプライアンス・ガバナンス
態勢強化

AMLプログラムの3本柱高度化支援

◀ ◀ ◀

◀◀

①リスクアセスメント実行支援

②ベンチマーキング調査支援

③取締役会・監査委員会など、
ガバナンス報告支援

①研修計画・実施・
フォローアップ支援

①内外当局（金融庁、米国OFAC、英国FCAなど）
目線に則ったAML/CFT対応支援

②当局モニタリング対応
（行政処分対応含む）支援

③本邦法令対応
（犯罪収益移転防止法再改正含む）支援

②スキル評価・人材育成計画支援

③コンプライアンス・
カルチャー支援

業務軸Ⅰ

KYC
 （Know Your
   Customer）

業務軸Ⅲ

取引
モニタリング

業務軸Ⅱ

取引
フィルタリング

KYC情報の共有

KYC情報の共有

取引フィルタリング
情報の共有

取引モニタリング
情報の共有

取引モニタリング
情報の共有

取引フィルタリング
情報の共有

顧客管理措置
実施事項（例）

・CIP（Customer Identification Program）実施
・CDD/EDD実施
・PEPs確認
・実質的支配者確認
・マネーロンダリングリスク評価
・モデル検証

- リスク・スコアリング
・IT連携（データ、テスト）、FinTech

制裁対象取引の対応
実施事項（例）

・制裁リストフィルタリング
・外為取引管理
・融資コンプライアンス
・モデル検証

- 合致率・各種パラメータ
- Goodguy登録

・IT連携（データ、テスト）、FinTech

疑わしい取引の検知
実施事項（例）

・疑わしい取引の検知
- ルールベースの検知
- プロファイルベースの検知

・疑わしい取引の報告
・モデル検証

- アラート
- SAR抽出基準・シナリオ

・IT連携（データ、テスト）、
FinTech

適時性・網羅性
実施事項（例）

・本邦法令対応（犯罪収益移転防止法再改正を
含む）

・当局モニタリング対応（行政処分対応を含む）
・内外当局（金融庁、米国OFAC、英国FCAなど）

目線に則ったAML/CFT対応

スキル・カルチャー
実施事項（例）

・人材育成・獲得方針の検討
・実施事項の選定
・対象者の選定
・トレーニングのフィードバック
・トレーニングプログラムの改善
・広報
・コンプライアンス意識の醸成

（担当者／経営層）

全社的な管理・監督態勢
実施事項（例）

・海外、本邦法令に即したリスク評価
・AML/CFTコンプライアンス責任者の任命
・KYC 、取引フィルタリング、取引モニタリン

グ所管へのモニタリング態勢
・営業、 AML/CFTコンプライアンス、システ

ム所管へのモニタリング態勢
・グローバル、ローカルの態勢定義
・態勢構築後のリスク再評価
・コンプライアンス・ガバナンス機能の充実 

（取締役会／監査役／経営陣）
・コンプライアンス・ガバナンス意識の牽引

（経営層／現場リーダー）

組織軸Ⅰ

当局対応

組織軸Ⅲ

人材育成・研修
カルチャー

醸成

業務軸Ⅰ

KYC

業務軸Ⅲ

取引
モニタリング

業務軸Ⅱ

取引
フィルタリング

支 援

支
 援組織軸Ⅱ

コンプライアンス・
ガバナンス態勢構築
（グローバル統制）

支
 援

AML/CFTプログラムの
3本柱


