
過去30年以上にわたって、低所得層の人々のた
めのフォーマルな金融サービスへのアクセス

は劇的に拡大してきた。しかしながら、金融犯罪を
減らすための的外れな努力は、この進捗速度を遅ら
せる恐れがある。

マネーロンダリング防止（AML: anti-money 
laundering）とテロ資金供与対策（CFT: combating 
the financing of terrorism）に関する国際基準は、
金融完全性（financial integrity）を促進し、金融犯
罪との戦いを支援する。しかしながら、特に新興市
場においてこれらの基準が不適切に履行され、フォ
ーマルな金融サービスから何百万人もの低所得層の
人々を排除する役割を果たしていることがある。国
際的な基準の不適切な履行は、社会的・経済的な前
進を弱め、お金の動きを追跡する能力である金融完
全性を強化するための主要な手段を規制当局と法の
執行から遠ざけ、 金融サービスを利用できない大多
数の人々を現金ベースのインフォーマルな世界に追
いやることとなる。

こうした道を歩む必要はない。金融包摂と有効な金
融完全性の確立は、国家の政策上の目標と補完的な
ものになりうるし、そうでなければならない。国際
的なAML/CFTの基準はそれなりの柔軟性を有して
おり、国々が各々効果的で適切な対策を作り上げる
ことが可能である。課題は、各国の特定の金融環境
に対応する、適切なレベルの防御策を見出すことで
ある。

幸いなことに、世界中の国からの分析とポジティブ
な事例の多くが、徐々にこの道に向かい始めてい
る。今回のフォーカス・ノートは、いくつかの早期
の経験を詳しく調べることで得られた知見を共有す
る。

CGAPによる分析（Isern et al. 2005）を含む先
行研究にもとづき、インドネシア、ケニア、メキ
シコ、パキスタン、南アフリカにおける金融への
アクセスに関するAML/CFT規制の効果を分析する
ため、First Initiativeは5ヶ国調査（Bester et al. 

2008）に資金を拠出した。1注意深く設計されなけ
れば、AML/CFTの措置は金融サービスへのアクセ
スや使用にネガティブな影響を及ぼすと当調査は結
論づけた。当調査は、こうした影響を強めうる要因
を特定し、金融へのアクセスに関する政策を補完す
る適切なAML/CFT措置の設計のための手がかりを
提供し、AML/CFT措置のための主要な設計原則を
提案する。以下、提案のいくつかを示す。

•   AML/CFTの手段は、自国の環境と、マネーロンダリ
ングとテロ資金供与（ML/FT: money laundering 
and financing of terrorism）に関する自国のリス
クに対応したものであるべきである。

•   AML/CFT措置は、一般的なリスクや起こりそうなリ
スクに適合すべきである。

•   AML/CFT上の義務は、公的機関と私的機関のどちら
の能力にも見合ったものであるべきである。

•   機関の能力が不足している場合は、能力を強化し、機
関の能力が向上するのに応じてAML/CFTに関する義
務の段階を引き上げる計画が策定されるべきである。

•   法の執行は第一に国家の責任として維持されるべき
であり、法執行の責任は私的機関に不必要に移管さ
れるべきではない。

国際的なAML/CFTの基準と低所
得層の人々のための金融サービス
FATF勧告

金融活動作業部会（FATF: Financial Action Task 
Force）による40か条の勧告は、CFTに関する
FATF特別勧告と共に、AML/CFT規制の国際的な
基準である（囲み1を参照）。2

40か条のこれらの勧告は国家を法的に束縛するもの
ではないが、これに従わない国々は、犯罪者とその違
法な収入のための避難所とみなされ、投資の対象とし
ての評判を損ねるリスクを負っている。勧告を遵守す
る国々で営業する金融機関は、不遵守国の人物や機関
との取引に特別な注意を払うことが要求されている。
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1 この調査には、イギリス、アメリカ合衆国、フィリピンにおけるケーススタディも含まれる。
2 すべての勧告と関連ガイダンスは、FATFのウェブサイト（http://www.fatf-gafi.org）を参照。
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実際、このために取引の速度はしばしば遅くなってい
る。不遵守国の人物や機関とのビジネスの関係を避け
る決定に至らしめることさえありえる。

FATFの勧告は、諸国、金融機関、その他のビジネス
や職業がML/FTに対抗するために取るべき処置の概
要を描いている。諸国には、以下の実施が推奨され
ている。

•   犯罪収益の洗浄とテロリストに対する金銭的ないし
物質的な支援を犯罪化する法律の実施

•   潜在的なML/FTの取引や活動に関する情報を受信
し、分析し、普及させる金融情報機関（FIU: financial 
intelligence unit）の設置

•  金融機関に対する適切で有効な監督の実行
•  犯罪の調査と起訴のための相互の協力

金融機関に要求される措置は、多くの場合金融への
アクセスに最も直接的な影響を及ぼす。たとえば金
融機関は、次のような顧客管理（CDD: customer 
due diligence）3上の措置を維持することが求めら
れている。

•   信頼でき、独立した出所の文書やデータや情報を利
用した、顧客の確認と顧客属性の検証（実務上は、氏
名、利用できる国家ID番号、生年月日、連絡先といっ
た個人情報を確かめることによって）4

•   ビジネスの取引関係に由来する目的と意図に関する
情報の取得

•  顧客の情報と取引に関する包括的な記録の維持
•   顧客の取引に対するモニタリングと、資金が犯罪の収

益であるかテロ資金供与に関連があると疑われる場
合には、FIUや他の適切な当局への報告の提出

さらに金融機関は、従業員が自らの法的な義務を理
解していること、金融機関とその役職員がコンプラ
イアンス上の義務を果たすための措置が機能してい
ることを確実にしなければならない。

AML/CFTの法規制は通常、高額の罰金や禁固などの
重い刑罰とともに施行される。有罪となった金融機
関の評判は落ち、顧客やビジネス関係を失い、免許
さえ喪失することになるであろう。

低所得層の顧客を遇する 
金融サービス提供事業者

FATF勧告は、公からの預金の受け入れ、消費者ロ
ーンの提供、フォーマルとインフォーマルなセク
ターにおける金銭や価値の移転など、幅広いサー
ビスと活動をカバーしている。勧告の対象には、低
所得層の顧客を遇する金融サービス提供事業者（た
とえば、多様なマイクロファイナンス機関（MFIs: 
microfinance institutions）やブランチレスバンキ
ング事業者などの新規参入者）も含まれる。5

今回のフォーカス・ノートは、これらの提供事業者
のサービスと顧客基盤に対する不適切なAML/CFT
措置のネガティブな影響をいくつか取り上げる。し
かしながら、上手に設計されたAML/CFT措置は提
供事業者を保護し、機会を提供する。以下が、いく
つかの例である。

•   AML/CFT措置は、金融機関が顧客をよく理解する
ことを支援し、それゆえに金融機関は一般に、よい商
品を設計し販売することやよい顧客サービスを支援
することが可能になる。

3 いくつかの規制当局と実務者は、CDDと相互に置き換えられるものとして、「顧客確認（KYC: know your customer）」という用語をもち
いている。

4 CDDの措置には、受益者のアイデンティティを特定し検証するための責任ある手順を踏む義務も含まれている。受益者とは、金融サービ
スの顧客を最終的に所有あるいは支配する自然人（たとえば、口座を開設しようとしている企業の過半数の株式を所有する個人）であり、
あるいは、遂行されている取引を代理する人物である。

5 MFIには、低所得層の顧客を遇する金融サービス提供事業者がいくつも含まれる。貯蓄郵便銀行、金融協同組合、NGO、協会、コミュニテ
ィ農村銀行、幅広いリテールサービスの商業銀行、資金移動会社などである。ブランチレスバンキング事業者には、携帯電話会社（携帯ネ
ットワークオペレーター）、リテール代理店、伝統的な銀行の支店の外部で金融サービスを提供するその他の会社が含まれる。ブランチレ
スバンキングは、携帯電話、決済カード（クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード）、ATM、POS機器、その他の既存のインフラ
を含む様々な伝達の経路を利用することができる。国によって、MFIとブランチレスバンキング事業者は、幅広い銀行規制に含まれるかも
しれないし、別個の規制によってカバーされるかもしれない。

FATFは、グローバルなAML/CFTの基準を設定し、
メンバーによる基準の遵守を査定し、基準のグローバ
ルな遵守を促進し、AML/CFTの脅威を特定する政府
間の機関である。FATFのメンバーは、32の法域と2
つの地域機関（湾岸協力会議と欧州委員会）を含む。

世界の多数の国々を代表する、アフリカ、アジア太平
洋、カリブ、ヨーロッパ、ユーラシア、中東、北アフ
リカ、南アメリカにおける8つのFATF型地域機関と
緊密に連携している。グローバルには、約180の法
域がFATF勧告を直接是認している。

囲み1：FATFとは？



3

•   AML/CFT措置が標準的な被規制金融機関や金融
サービスに限定されるならば、インフォーマルな金融
サービス提供事業者は脆弱な体制のまま取り残さ
れ、不釣り合いな頻度で悪用される可能性がある。

•   提供事業者は、AML/CFT措置の恩恵がなければ
ML/FTへの危惧から自分たちとビジネスをすること
を避けるであろう被規制金融機関との取引がより容
易になる。

•   AML/CFT措置は、詐欺防止の対策全体の強化を支
援できる。

AML/CFTに対する 
リスクベース・アプローチ

FATF勧告は、ある法域から別の法域へのML/FTの
移転を防ぐため、グローバル全体で十分に画一的な
AML/CFT措置を構想している。しかし、諸国は、重
要な勧告を履行するうえでリスクベース・アプロー
チ（risk-based approach）を取ることができる。
これによって諸国は、自国のリスクや国家の状況に
即して適切であり有効なAML/CFT措置を設計し履行
することができるようになる。

FATFは、ML/FTに関し危険度の高い人物や活動に対
し注意と資源を向けることを各国と金融機関に奨励
している（FATF 2007）6。各国は、悪用されるリ
スクの低い取引を守るため、単純化あるいは簡素化
された対策で十分と決定できる。ある国が、低所得
層の人々のための金融サービスのいくつかが FATF
の免除基準を満たしているとするなら、全面的ある
いは部分的に、国家のAML/CFT体制からそれらの取
引を除外してさえいい。

低能力の国々のためのガイダンス

FATFは、いくつかの国々が、重大なリスクを引
き起こすすべての領域を効果的に規制する包括的
なシステムをただちに導入するための資源を持
っていないと認識している。7こうした国々に対
し、FATF（2008a）は、資源と同様にリスクに対
処する対策を設計することを推奨している。設計の

プロセスは、包括的なAML/CFT措置への政治的な
関与によって支援され、機関が持つ能力の適正な査
定とML/FTリスクの評価によって裏付けられるべき
である。

ある国のAML/CFT措置の実施計画では、いくつか
の措置を段階的に実行するか、順序づけることがで
きる。順序づけにより、残存する勧告を履行するた
めの能力を改善しながら主要なAML/CFT措置を実
施することが可能になる。8

アクセスしやすいAML/CFT措置

ある国に特有の要因は、意図せずして金融アクセスに
対する障壁を作り出すかもしれない。FIRSTによる調
査は以下の例を見出した。

本人確認のインフラの制限

国家によるIDカードにもとづくシステムや様々な政府
と商用のデータベースを組み合わせるシステムなど、
信頼できる標準化された国家による本人確認（ID: 
identification）システムがあれば、アイデンティテ
ィの確認は容易かつ安価である。多くの国はこのよう
なシステムを持っておらず、本人確認書類を発行して
いる国であっても、書類は信頼に足るものとはみなさ
れないかもしれない。

国家による本人確認システムがない場合、システムが
信頼性に欠ける場合、データベースが利用しづらい場
合、CDDに関する情報を検証するため、金融機関は
しばしば追加で費用を負うことになる。このことで、
低額かつ低利益の取引や市場から金融機関は撤退する
かもしれない。さらに、信頼できる国家による本人確
認システムを持つ国でも、低所得層の人々や遠く離れ
た農村部に住む人々の大部分はカバーできないかもし
れず、それらの人々は、公的な本人証明書や公的な居
住住所証明書がないままに留まる。9

金融サービスへのアクセスを拡大できるいくつかの
新たなビジネスモデルとともに、この動きはさらに

6 2007年、FATFは金融機関のリスクベース・アプローチに関するガイダンスを発行した。以後、会計士、貴金属・宝石ディーラー、不動産業
者、信託・企業関係サービス提供事業者、法曹、カジノ、マネーサービス・ビジネスを対象として、同様のガイダンスが発行されてきた。

7 FATFは「低能力の国々」を次のように定義している。乏しい政府の資源を優先順位づけることの困難、政府プログラムを実施するための
資源や熟練労働力の大きな欠乏、法的機関の全体的な弱さ、支配的なインフォーマルセクター、現金ベースの経済、文書化とデータ保持
の貧弱な体制、非常に小さな金融セクターといった課題に直面する低所得の国々。FATF（2008a）を参照。

8 重要な措置には、ML/FTの犯罪化、CDDと記録保持義務、疑わしい取引の報告が含まれる。
9 FATFは、顧客の住所を収集し検証することを金融機関に要求してはいないが、これは先進国ではありふれた慣行であり、いくつかの開発

途上国では要求されている。
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10 遠隔地の支店や系列会社における適用は、現地の法規制が認める範囲でなされなければならない。こうした履行が禁止されるならば、金
融機関は、親会社の国におけるしかるべき当局にFATF勧告を適用できないことを通知すべきである（勧告22）。

顕著となる。たとえば、いくつかのブランチレスバ
ンキングのモデルでは、対面ではなく離れたところ
から、顧客は登録し取引を実行するだろう。こうし
たモデルは、国家による本人確認データベースや信
用照会所のデータベースなど、第三者のデータベー
スによって続いて検証されなければならない最小限
の顧客の本人確認情報を頼みにするものである。そ
のようなシステムが存在しないか、信頼性を欠くと
き、規制当局はこうしたビジネスモデルを承認しな
いかもしれない。

限られた政府の能力

AML/CFT措置を監督し施行する政府の能力は、金融
包摂の政策に影響しうる。3つの領域において、これ
は特に関連性がある。

•   監督。限られた能力のため、監督者は、多くは最大手
の被規制機関など、簡単にアプローチできる機関を
監督しようとするだろう。小規模で、インフォーマル
で、規制を受けない金融機関には、監督者はほとん
ど注意を払わないかもしれない。結果として、監督を
受ける金融機関のコンプライアンス費用は増加する
が、監督を受けない金融機関にはそのような増加は
生じないだろう。このことで、適切に監督を受ける金
融機関は、規制を受けない金融機関と競争する低収
入の市場から撤退するかもしれない。さらに、企業は、
リスクの高い監督や規制を受けない金融機関よりも、
適切に監督を受ける金融機関と関係を結ぼうとする
だろう。

•   法施行。法施行の欠陥は、実際の情報ではなく、仮説
や国際的な分類にリスクアセスメントがもとづくこと
を通例意味している。自国のリスクの客観的な理解が
欠けているとき、多くの場合、要求されているものより
煩雑な対策手段を採用することで、規制当局は「危険
を冒さない」傾向がある。

•   経済のフォーマル化を推進するためのAML/CFT措
置の利用。AML/CFT措置は、ML/FTを取り締まる
ため、顧客の情報を開示することを金融機関に要求
する。しかし、脱税の取り締まりなど他の目的のため
にこの情報が使われるなら、税務が適切でない顧客
は、フォーマルな金融システムの外部に留まる判断を
するかもしれない。

フォーマルな金融機関による厳格な適用

大規模でフォーマルな金融機関は、規制当局が意図
するよりも厳格にAML/CFT措置を適用する傾向があ
る。たとえば、国家の規制が顧客を確認するための
代替書類の任意の利用を許容するにもかかわらず、
金融機関は、裁量と受け入れられる書類の種類を制
限しやすい。手違いが、莫大なペナルティと金融機
関にとっての（いくつかの事例では、コンプライア
ンスオフィサーにとっても個人的な）費用を生じさ
せる場合、第一線の従業員は、適宜に計らうこと
や、特定の顧客の詳細を検証するためにどの書類が
一番か判断することを委ねられないだろう。

インフォーマルな金融サービスの範囲

特に低開発経済において、金貸し、インフォーマル
な資金移動業者、無登録のコミュニティ金融団体そ
の他を介して、金融サービスはしばしばインフォー
マルに提供される。便利な立地、それらの機関やサ
ービスに対する親しみ、多くの場合少ない制約（本
人確認要件など）のため、低所得層の人々はたいて
いインフォーマルな金融サービスの利用を好む。不
適切なAML/CFT措置は、意図せずしてフォーマル
な金融サービスから人々を除外し、フォーマルな金
融サービスを利用し始めたい人々にとって不必要な
障壁を作るだろう。

国際的なパートナーと市場との連関

クロスボーダーの商関係、クロスボーダー取引、 外
資による国内機関の所有を通じた国際金融市場に対
し、各国は異なる度合いの開放性を持っている。高
い開放性を持つ国々は、主要な国際投資家と貿易の
パートナーによって実施されているものを反映した
AML/CFT措置を採用するよう、より大きな直接的・
間接的な圧力に直面するようだ。特に、FATF勧告を
適用していないか不十分に適用している国々におい
て、国外に位置する支店や過半数を所有する系列会
社にAML/CFT原則が適用されることを確かなもの
とするよう、勧告は金融機関を先導している。10こ
の結果、外国の親会社は、国内の金融系列会社に対
し、国外で設計された対策を実施するよう多くの場
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合要求している。ある特定の国のML/FTリスクによ
って要求されているものよりこれらの対策が厳格な
らば、対策はその国の金融包摂の政策を損なうかも
しれない。

政策アプローチと勧告

いくつかの国々は、金融アクセスに対する不必要な
反対の効果を最小限にし、金融包摂と金融完全性
の双方を推進するために、自国のAML/CFT法を設
計した。これらの国々における初期の経験を踏ま
え、FIRSTによる調査は、金融包摂を支援する適切
な国内のAML/CFT措置の設計を促進するいくつか
の手段を見出した。これらの手段は、包括的な政策
枠組みのなかで一緒に実施されるとき、最もよく機
能する。

ここで例示されたアプローチは、進行中の作業とみ
なされている。これらの例は、禁止手段を説明する
ためではなく、これまでのいくつかの経験を強調す
るために用いられている。

効果的で均整の取れたAML/CFT措置と金
融包摂を支援するための政策を立案せよ。

多くの政府機関や部局は、AML/CFT枠組みと金融包
摂の異なる側面に関わっている。これらの機関や部
局の中心的な仕事は、多くの場合、AML/CFTに関す
るアプローチ、政策、優先順位について大きく異な
る見方を生じさせる。首尾一貫したアプローチを確
保するために、効果的で均整の取れた規制に政府を
全体として関与させる、明確で包括的な政策を国は
採択すべきだ。この政策は、すべてを包含するもの
であり、以下に概略をのべるアプローチを反映させ
ることが望ましい。

正しいバランスを取るため、民間セクター
とその他の主要アクターに意見を求めよ。

AML/CFT枠組みが、金融包摂を支援しながら適切
なリスクに対処していることを確かなものにする
ため、金融サービス提供事業者、法施行機関、金
融規制当局、FIU、その他の主だった役割を担うプ

　低所得層の顧客に対する金融サービス提供事業者
のリスクプロファイルは相対的に低く、簡素化され
たAML/CFT措置や、アクセスに対する不必要な障壁
を作り出すであろう規制措置の免除を正当化すること
をリスクアセスメントは示すかもしれない。そのよう
な金融機関のリスクプロファイルは、以下の点から低
くなるだろう。

•   一般に、顧客は自然人である（最終的な支配が不透明
になりうるような、複雑な法人顧客ではない）。

•   標準的な金融機関と比較し、金融サービス提供事業
者は、伝統的に顧客とより個人的な関係を持ってお
り、顧客の活動をはるかによく知っている。こうした知
識により、金融サービス提供事業者は、悪用を検知し
予防することができる。

•   通常、取引は相対的に少額でなされるため、大規模な
悪用には魅力的ではない。

もちろん、これらの要因は、悪用のリスクがない
ことを意味するものではない。小規模な機関は適
切な対策システムを持たないかもしれず、潜在的な
悪用のリスクにさらされる。マネーロンダラーとテ
ロ資金供与者は、しばしば高額の取引をいくつかの
少額取引に分割する。この手口は、「スプリッティ

ング」、「スマーフィング」、「ストラクチャリン
グ」と呼ばれる。
低所得層の顧客に対する金融サービス提供事業者は、
非常に少額の構造化された取引（ミクロあるいはナノ
ストラクチャリング）の標的となるかもしれない。し
かし、関連する調整と努力により、これは相対的に魅
力的でなくなる。低所得市場に適切な取引の制限や上
限、取引のモニタリングにより、リスクをさらに一層
低減できる。
異なるタイプの金融サービスは、異なるリスクプロフ
ァイルを持っている。クロスボーダーの資金移転サー
ビスは、国内送金より高いリスクを引き起こしうる。
同様に、受け手はサービス提供事業者に個人的に知ら
れていないかもしれないし、多くの場合、顧客のこと
を知っている貸し手よりは事業者は送り手のことを知
らないため、支払いサービスは通例マイクロクレジッ
トのサービスより高いML/FTリスクを引き起こす。
悪用の可能性もまた、機関や事業者の類型によって異
なる。たとえば、マイクロファイナンスサービスを提
供する銀行は、リスクを緩和するために世界レベルの
リスク管理システムを保有しているかもしれない。小
さなMFIは、限られた顧客基盤を持ち、各顧客の名前
を知っているかもしれない。ゆえに、どちらの事業
者でも十分な手段が機能しており、結果としてML/
FTの悪用リスクは低いだろう。

囲み2：低所得層の人々を顧客とする金融機関にとっての異なるリスク
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レイヤーの意見を聞くことが決定的に重要である。
金融上の保障と金融アクセスは進行中の事柄である
ため、これらの議論もまた継続されるべきだ。

社会排除、金融包摂、インフォーマルな金融サービ
スに精通している人々を関与させることが特に重要
である。非登録の金融サービス提供事業者、社会福
祉事業者、ID機関、信用調査所は、ML/FTリスクと
適切なリスク管理手段を共有するための重要な視点
を持っている。

自国に特有のML/FTリスクを評価せよ。

リスクアセスメントは、政府が適切で均整の取れた
AML/CFT措置を設計することを手助けする。既存
の対策の脆弱性に加えて、その国におけるML/FTの
性質と規模を決定しようとする（FATF 2007, FATF 
2008c）。主要なリスクに対処するために限られた
資源の使用を手助けするので、低い能力の開発途上国
は、リスクアセスメントを特に有用と見なすべきであ
る（FATF 2008a）。

実際には、アセスメントは高リスクの活動に焦点を
当てがちである。しかし、政府には、高・中・低リ
スク取引の関連リスクと脆弱性を考慮するバランス
の取れたリスクアセスメントが必要だ（De Koker 
2009a）。低所得層の顧客を想定した金融サービス
が引き起こすリスクの性質と相対的なレベルについ
て、正しい情報にもとづいて視野を広げることが特
に重要である。情報源には、政府機関や開発機関、
フォーマル・インフォーマルな金融サービス提供事
業者がある。金融の副セクター、金融機関、取引、
顧客グループ、その他の関連する特性（地理など）
で分類されたリスクは、政府が適切なリスク管理措
置を講じる手助けをするだろう。リスクアセスメン
トは定期的になされるべきであり、また、提案され
たAML/CFT措置がサービス提供事業者と顧客に対
して及ぼしうる影響の評価も同時になされるべきで
ある。

金融排除の原因と影響を理解せよ。

金融包摂に対するAML/CFT措置の潜在的な影響を理
解するために、政策立案者は、排除の主な原因と影
響を受ける主なグループを理解すべきである。多く
の国々において、人口のかなりの割合が銀行を利用
できない。多くの場合、そうした人口の大きな割合
は、低所得層の人々、農村と都市周辺の住民、イン
フォーマルであるか証明書をもたない移民である。

AML/CFT措置を履行するために
利用できる資源を算定せよ。

AML/CFT措置の効果的な実施と金融包摂に対する支
援を確実なものとするため、政策立案者は、自国の
本人確認システムのカバー範囲と完全性に加えて、
金融サービス提供事業者と金融セクター規制当局の
能力を評価すべきである。

慎重な分析は、関連する政府機関とサービス提供事業
者の現時点での能力にもとづいて、国が対策を設計す
ることを支援できる。

•   取引モニタリングに関するインドネシアのAML条項
は、技術の特定の型やレベルを何も定めず、有効な経
営情報システム（MIS: management information 
system）の保有を要求することで、 金融サービス提
供事業者の技術的能力のレベルを考慮している。適
切であれば、手作業さえも認められる。技術的なMIS
の能力は欠けているが、手作業によって効率的に取
引をモニターすることができる小さな金融機関にとっ
て、これは特に有益である。

•   南アフリカのAML/CFT体系は、CDD義務が発効し
た日から12ヶ月以内に、新しいルール通りにすべての
既存顧客を確認し検証することを金融機関に要求し
た。新しいルールに従った確認が長期間なされない
顧客は、自らの口座が凍結される恐れがあった。顧客
と金融機関は遵守のために奮闘し、銀行は、そのよう
な厳しい締め切りを守ることは非常に困難と考えた。
それゆえ政府は、リスクにもとづいて顧客を確認する
ことの予定を調整した。金融機関は、高リスク顧客の
CDD要件を満たすことを第一に要求されたが、低リ
スク顧客に対する処置を完了させるために追加で2
年が与えられた。

低リスクの取引と金融機関にふさわしい 
AML/CFT措置を開発せよ。

ML/FTリスクが低いとき、金融アクセスを阻害しない
アプローチを設計するためにFATF勧告に組み込まれ
た柔軟性を各国は利用できる。均整の取れたアプロー
チには、顧客の文書化と検証の要件を修正すること、
複雑な記録保持要件を単純化すること、新しいサービ
スの経路を開始することが含まれる。

顧客の文書化と検証。低所得層の顧客は、たいていの
場合、少額の口座残高を維持し、ML/FTに関する低
リスクを提示する少額の国内取引を実施する。面倒な
標準的対策のいくつかから顧客が免除される場合、い
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その国のインフォーマルセクターの規模に着目し、
なぜ顧客が排除されているのか理解することが重要
である。

•   アクセスを拒否された顧客。サービス拠点への物理的
なアクセスの不足は、支店、ATM、口座にアクセスする
ためのその他の手段が乏しい農村地帯において特に、
人々がフォーマルな金融サービスを求めることを妨げ
るだろう。コスト面は別の障壁であり、金融機関によっ
て課された預金口座の最低残高、口座手数料、取引手
数料、商品を利用するためのその他の費用を含む。最
後に、低所得層の人々には自由に利用できない書類に
もとづく本人確認要件など、規制上の障壁もアクセス
を妨げるだろう。

•   離脱する顧客。費用、利便性、信用、文化的つながりな
どの点から、インフォーマルな金融サービス提供事業
者を訪れることに多くの便益を見出すなら、人々はフ

ォーマルなサービスから離脱するだろう。多くの場合、
インフオーマルなサービスは、安価で、書類をあまり要
求せず、便利な場所に立地し、この市場セグメントを歓
迎すると考えられている。

•   市場の非効率性。フォーマルな金融機関は、アクセス
を提供することの市場優位性がまだ見えていないか、
規制上の負荷により自社の顧客を広げることを思いと
どまるのかもしれない。同時に、インフォーマルな金融
機関（NGOや協会など）は、適切な規制が利用できな
い場合、認可を受け、フォーマルな金融セクターのそ
の他の便益にアクセスすることが認められないだろう。

•   規制上の費用。規制コンプライアンス費用が高すぎる場
合、金融機関は市場から撤退するだろうし、見込みのあ
る金融機関は市場への参入から締め出されるだろう。
金融機関の数が減れば、適切な価格で適切な商品にア
クセスすることを顧客はより難しく感じるかもしれない。

囲み3：排除の原因

以下の質問は、適切なAML/CFT措置を履行するため
の一国の能力を算定する補助として提示される。

金融サービス提供事業者の能力
•   情報管理システムは手動か電動か？　金融機関の業

務にふさわしいものか？
•   疑わしい取引に対する取引限度、商品制限、モニタリ

ングは、ソフトウェアによって支援を受けることができ
るか？

•   どのような顧客情報が一般的に入手できるか？
•   報告に関して、金融機関の現状の能力と実現可能な能

力はどんなものか？
•   既に満たされているコンプライアンス要件は何か？　

コンプライアンス措置の増大に対する能力は何か？

金融セクター規制当局の能力
•   どの機関が、AML/CFT措置を考案し履行する権限を

与えられているか？　それらの機関の現状の守備範囲
とあるべき守備範囲は何か？

•   機関をまたいだ調整は効果的か？
•   機関は、適切で経験を積んだ職員、トレーニング、シス

テム、予算を持っているか？
•   FIUは存在するか？　その能力と資源はどれくらいか？

国家による本人確認システムの能力
•   国家による本人確認システムか、本人確認情報の出所

はあるか？
•   人口の何パーセントがそのシステムによってカバーさ

れているか？
•   人々が公式な本人確認証明書を取得することを制限

している要因は何か？
•   システムの完全性とは何か？　どうやってリスクを緩和

しているのか？
•   国家による本人確認に責任を持つ機関は、適切で経

験を積んだ職員、トレーニング、システム、予算を持っ
ているか？

囲み4：能力を算定するには
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くつかの国々は、顧客の口座と取引にふさわしい対策
を採用してきた。特定のしきい値を超える高額取引を
実施したいと希望するなら、顧客は、標準的な検証要
件を完全に遵守することが求められる。

リスクが低い場合、単純化された対策は金融包摂を
促進することができる。南アフリカは、低額の口座
残高（3,000USドル未満）を有する銀行顧客、低額
取引を行う銀行顧客、国際取引を行わない銀行顧客
に対して、居住住所の確認要件を緩めるコンプライ
アンス上の免除（免除17）を導入した。居住住所を
確認するのが概して困難であるとしても、これらの
「マスバンキング顧客」は相対的に低リスクとみな
された。ある最近の研究は、これらの商品の犯罪的
な悪用について調査した。標準的な無免除の商品と
比べると、多少の悪用は起こったもののその程度は
相当に低く、対象となった金額も非常に少なかった
ことが見出された（de Koker 2008b）。

金融サービス提供事業者の記録保持。先進的なMIS
や、顧客確認と取引記録に関する紙のコピーを要求
することで、コンプライアンス費用は増加し、特に
小規模な金融機関に影響するだろう。MIS要件の柔
軟性には、特に顧客や支店の数に制限のある小規模
な金融機関に対して、AML/CFT報告要件を充足す
る紙ベースや簡素化された電子的MISを許容するこ
とが含まれる。

新しい技術とビジネスモデルを活用するブランチレ
スバンキング。携帯電話によるバンキング11など、
いくつかの新しいアプローチは独自のリスクを提示
するが、その先進的なMISはさらに包括的な顧客・取
引モニタリングの推進を可能にする。12モバイルバン
キングから容易に得られる取引に関する情報を考慮す
れば、その他の対策の柔軟性は当を得たものだろう。
携帯電話によるバンキングを通じた国内の低額取引の
ひとつの選択肢は、新規口座のために顧客のアイデン
ティティを検証する認可を受けた代理店を利用するこ
とだ。もうひとつの選択肢は南アフリカが実施してい
るもので、免除17の制限内で、対面しない顧客の登
録を認めた。携帯電話を使用する商品を提供する銀
行は、顧客から名前と国家ID番号を取得し、基準に
あった第三者のデータベースに相互参照をかけ、付
加的な電子CDD措置に着手することが求められてい
る。しかし、このモデルは高いAMLリスクを持ち込
むと規制当局が感じているため、非対面の登録プロセ
スを利用する顧客は、口座で1日に1,000R（120US
ドル）を超える額の取引をすることができない。リ
スクの計り知れない性質を考慮し、ビジネスモデルを
禁止するのではなく、口座の機能を制限することを規
制当局は選択した。対策措置には、柔軟性の余地もあ
る。高額の取引をしようとする顧客は、定期的な対面
によるCDD手続きを踏んだあと、この制約から解放
されることができる（South African Reserve Bank 
2008）13。

11 モバイルバンキングは、ブランチレスバンキングの部分集合である。装置の携帯性、特定のSIMカードの動きを追跡する機能、金融取引と
遠距離通信取引をモニターし関連づけるための情報の増大のため、このビジネスモデルは、独特なAML/CFTの論点を提示する。

12 携帯電話によるバンキングとAML/CFTの論点に関する詳細な議論として、Chatain et al. (2008)を参照。 
13 携帯電話のユーザーのための本人確認要件は、2009年半ばに導入された。これらの要件（通信傍受規制と2002年通信関連情報法改

正70条による）は、モバイルバンキングに対する処置よりは柔軟性に欠けるもので、南アフリカにおける変革的なモバイルバンキングに課
題を引き起こしている。

以下のような均整の取れた対策が、低リスク顧客に対
して考えられるだろう。

•   ML/FTの悪用リスクが低い低収入層の人々が利用で
きる多様な本人確認書類による検証の許容。

•   規定されたしきい値未満の低額取引に対する確認の
簡素化。たとえば、規定された限度額を下回る取引を
おこなう場合、顧客は、住所証明書を見せることを要
求されないかもしれないし、新しい形式の本人確認書
類を使うことが許されるかもしれない。

•   国家による本人確認システムが不在か脆弱である場
合の、顧客のプロファイリングへの着目。個人の収入

源、口座の使途、追加の交渉詳細など追加的な顧客
情報を収集している場合、金融機関は、当該顧客のプ
ロファイルを抽出し、合理的に予期することのできる
取引のイメージを形成することができる。プロファイル
は、顧客との関係を築き、疑わしい取引をモニターする
ために利用される。顧客のプロファイルにもとづく改善
された口座モニタリングは、簡素化された本人確認要
件が生み出すリスクを相殺するだろう。

•   信用情報登録所（信用調査機関）や政府データベース
のような信頼できる第三者データベースを通じた情報
検証の許可。

囲み5：顧客確認のために有望な均整の取れた対策
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携帯電話は金融アクセスを高める大きなポテンシャル
を有しているが、犯罪活動の潜在的な経路でもある。
過剰規制の懸念に対し認識のバランスをとるために、
以下のアプローチをもちいて、知覚されたリスクでは
なく実際のリスクを特定する必要がある。

•   事業者ではなく、サービスへの着目。銀行、遠距離通
信、クレジットカード、モバイル商取引セクターにおけ
る金融事業者を区別する線は曖昧になった。しかし、
携帯電話と決済システム事業者にとっての潜在的なリ
スクは、事業者ではなく、提供されるサービスの性質や
複雑性にさらに依存するようだ。サービスベースのアプ
ローチは、あらゆる形態の事業者にとって公平な競争
の場を築くことにも一層貢献できる。

•   モバイル金融サービスの4つの主な形態に対する
AML/CFT措置の区別。4つの中核的なモバイル
金融サービスとは、モバイル金融情報（m-fINFO）
、モバイル銀行証券口座（m-BSA）、モバイル決済

（m-Payments）、モバイルマネー（m-Money）であ
る。これらのサービスはしばしば一緒に提供され、いく
つかの場合には、ひとつがその他の基礎として機能す
る。これらのサービスモデルが伝統的な金融サービス
モデルと共通する要素を持たないほど、金融包摂を高
めるための関連リスクとポテンシャルは大きくなる。m-
Moneyが最も隔たったものである一方で、M-fINFO
は最も伝統的なモデルと共通点がある。

囲み6：携帯電話サービスからのML/FTリスクを緩和する

リスクと市場の条件が進化するのに従い、進行中の
協議とモニタリングを通じて、これらの均整の取れ
たAML/CFT措置は洗練されよう。

必要に応じ、AML/CFTを段階的に実施せよ。

すべての国々は、適切な時間内にFATF基準を満た
すことに尽力し、第二のプロセスが課される前に第
一のプロセスが機能していることを確かなものとす
べきである。プロセスが適切に順序づけられなけれ
ば、対策は高くつき、限定された効果しかもたない
ものになろう。

潜在的なリスクのすべての領域を有効に規制する資
源を持たない国々は、リスクベースで順序づけられ
たアプローチを取ることができる。14リスク、国の
状況、規制当局と金融サービス提供事業者の能力に
もとづいたAML/CFT措置を履行することが最も効
果的なアプローチである。規制を受けない事業者に
対しては、責任と対策措置に関する増加する4つのレ
ベルをもとに、AML/CFT措置を段階的に導入するこ
とができる。

レベル1：金融サービス提供事業者に対する基
礎 的 で 完 全 で は な い が 健 全 化 に 向 け た レ ベ ル
（nonprudential）での登録の要求。公的に規制さ
れてこなかった、あるいは過去に監督されてこなか
った金融機関にとっての最初の一歩である。

レベル2：顧客と取引の追跡の確実化。顧客確認と標
準化された顧客記録を要求することで、必要な場合、
監督者と検査官は取引を追跡できるようになる。コミ
ュニティに根ざした金融機関や、過去に監督を受けた
経験のない金融機関にはこれがふさわしい。

レベル3：顧客のプロファイリング、検証、モニタリ
ングに関する要件の増加。金融機関の能力が高まる
につれ、その機関の商品と顧客リスクのレベルに応
じ、要件を加えることができる。金融セクター監督
を受けた経験のある金融機関には、多くの場合これ
がふさわしい。

レベル4：検証と禁止の強化。国家システムが高い
レベルの顧客確認と取引モニタリングを許容する場
合、疑わしい取引は、完遂される前に法施行によっ
て禁止することができる。金融機関と規制当局が広
範な能力を有している場合にのみ、このレベルの対
策はふさわしい。

フォーマルな金融サービスの追求を人々に推
奨するための市場ベースの改革を推進せよ。

政策立案者は、（1）インフォーマルな金融サービス
提供事業者がフォーマル化し、（2）顧客がフォーマ
ルな事業者に移行することを推奨する措置を促進すべ
きである。フォーマルな事業者へ移る顧客は一般に、
取引の確実性や証拠など、より大きな顧客保護の恩恵

14 FATF（2008a）を参照。

出典：Chatain et al. (2008)
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を受ける。金融セクターは、当該経済において、より
安定したシステムと預金と融資によるフォーマルな仲
介の恩恵を受ける。金融包摂を推進し、AML/CFT措
置を支援する政策的な主導権には以下のものがある。

•   インフォーマルな金融サービス提供事業者、特に低所
得層の顧客を遇する事業者のための簡素化された完
全ではないが健全化に向けたレベルでの登録あるい
は認可の手続の作成

•   可視性と低所得層の顧客に対するサービスのレベル
を高めるため、フォーマルな金融サービス提供事業者
のための行動規範の奨励

•   顧客の行動に影響を及ぼすであろう為替レート政策
など、インフォーマルな経路を利用するインセンティ
ブの減少 

•   特に送金と資金移動について、証明書を持たない移民
によるフォーマルな金融サービスの利用の促進

•   モバイルバンキングやノンバンクの代理店の利用な
ど、より安価で便利なビジネスモデルを有する新たな
市場参加者への奨励

政府は、フォーマルな金融サービスの使用を人々に促
し、金融サービスへのアクセスを促進する環境を作り
出すことができる。しかし、顧客の行動パターンを変
えるのは難しい。政府による骨折りの例として、送金
をフォーマル化し、金融包摂と民間セクターにとって
のインセンティブを連結することが挙げられる。

•   インドネシア政府は、フォーマルな金融サービスの利
用を促すことで、移民労働者を保護しようとしている。
海外で働く前に、フォーマルな銀行口座を開設するこ
とを移民労働者に要求している。このアプローチはい
くらか成功を収めてきた。しかし、送金元の国における
書類要件を満たすことに苦労し、母国まで現金を携行
することを好むために、多くの労働者はいまだにインフ
ォーマルなサービスを利用している。

•   パキスタンには高い送金流入がみられ、パキスタン国
立銀行は、資金移動の費用を減らし、よい公的為替レ
ートを維持することで、フォーマルな経路を通じた送
金フローを増やすために多くのことを行ってきた。

•   世界における送金受領国のトップ3のひとつとして、
メキシコは、送金フローを積極的に促進してきた。メ
キシコ政府は、フォーマルなアメリカの居住書類を持
たない自国の移民のために、アメリカの金融機関が
Matricula領事カードを本人確認証明書として受け
入れるよう、ロビー活動を熱心に行ってきた。こうした
努力によって、アメリカ合衆国とメキシコの間の送金
の約90パーセントがフォーマルな経路を通じて流れ
ていると見積もられている。

•   南アフリカ政府は、ビジネスコミュニテイ、労働者、コ
ミュニティの支持者と協力して、南アフリカの金融サ
ービス業界が2003年に金融セクター憲章を採択し
た条件を作り出した。この憲章は、低所得顧客の80
パーセントに基本的な銀行サービスを提供すること
を銀行業界に委託した。政府の契約を保証する能力
はこうした社会的な目標に結びついているため、金融
機関は目標に到達するインセンティブを有している。
この憲章は、高い成功を収めた基本的な銀行口座で
あるMzansi口座の提供に協力するよう銀行を駆り立
てた大きな政策介入であった。現在まで、600万を超
える口座が開設された。

国家による本人確認システムを開発せよ。

国家による本人確認書類は効果的なAML/CFT枠組み
の前提条件ではないが、信頼できる本人確認書類や
利用しやすい検証元の不在は、CDDプロセスを複雑
にし、コンプライアンス費用を増加させ、AML/CFT
措置の実効性を損なう。金融アクセスに対する障壁と
なるかもしれない国家による本人確認インフラにおけ
る欠点に対処するうえで、過度な負担となる要件を課
さない革新的なAML/CFT措置の早期の事例がいくつ
かある。

•   インドネシアの成人のほとんどが国家によるIDカード
を持っている。しかし、これらのカードは中央で発行さ
れておらず、様々な機関が、条件を満たす形式の本人
確認書類 を発行している。ひとりの人間がふたつ以
上の書類を持っているかもしれず、書類に書かれた情
報は異なるかもしれない。さらに、汚職の懸念と偽造
の容易さは、書類の 信頼性を損なう。それでもなお、 
利用できる本人確認の最上の手段であるために、ID
カードはCDDの目的で受け入れられている。インドネ
シアは、顧客のプロファイルと顧客による予期される
取引を展開するために、カードに含まれる情報と顧客
に依頼する付加的な情報を利用することを銀行に要
求している。検証されることはないが、顧客は一般的
に、職業、収入、予期される取引活動を確かめるため
質問を受ける。銀行は、顧客のプロファイルにより、 プ
ロファイルと一致しないために疑わしいと思われる取
引を特定することができる。プロファイリングは、IDカ
ードを利用したフロント部門による本人確認の制限
に対する有用な措置である。他方でインドネシアは、
自国のIDシステムの完全性を改善するための処置を
取っている。

•   南アフリカは広範な国家による本人確認システムを
有しているが、顧客の居住住所を確認する一般的な
AML/CFT要件は、適切な書類（公共料金の請求書



11

や賃貸契約書など）を持たなかった大多数の低所得
層の人々にとっては問題含みであった。その結果、南
アフリカは自国のAML/CFT規制を修正し、金融商
品が一定額の残高限度（3,000USドル）と取引制限

（1日600USドル）を満たす場合、顧客の居住住所
を確認する必要なくして、国家による本人確認書類
をもちいることで金融機関は個人のアイデンティティ
を確認できるようになった。今回、標準的CDD要件を
穏当に緩和したことは、金融包摂を高めるうえで非常
に有益なものと判明し、2009年、南アフリカにおける
FATF勧告に対する遵守の相互評価で、FATFから好
意的に受け止められた。

•   イギリスは、国家IDカードシステムを実施している。現
在のところ、金融機関は、顧客のフルネーム、居住住
所、生年月日を取得しなければならない。一般にこの
情報は、有効なパスポートか写真付き運転免許証、
適切な電子データベースにアクセスすることによって
確認される。しかし、このシステムは、標準要件を満た
すことが出来ないが基本的な銀行口座の開設を希望
する人々に、代替書類を提示することを認める。たと
えば、支援居住施設に住む個人は、施設のマネージャ
ーからの手紙を提出し、ホームレスの個人は、雇用者
かホームレス収容施設のマネージャーからの手紙を
提出することができる。

既存の本人確認システムが適切な範囲や完全性を欠
く場合や、CDD用途に利用されることが簡単でない
場合、政府機関は以下の手段を取ることができる。

•   手頃な手数料など、認可を受けた金融機関が既存の
公的データベースにアクセスするための条件の定義

•   正しいデータが収集され安全に保存されていること
の確実化

•   民間の信用情報登録所（信用調査機関）など新しい
データベースの設立の促進と、CDD用途にその記録
を利用することの許可

•   ID検証のための生体認証手段に向けた進化

国家による本人確認と並んで、各国は、顧客のデー
タプライバシーに関するルールが国際的なプライバ
シー基準を満たしていることも確実にしなければな
らない。個人データが保護されない限り、顧客は（
特に銀行を利用できない者は）インフォーマルな（
追跡できない）金融サービスを好むだろう。個人デ
ータにアクセスする様々な政府機関の権利も考慮に
入れられなければならない。たとえば、地元や国家
の税務当局がデータにアクセスするならば、潜在的
な顧客は、フォーマルな金融サービスの使用に気乗
りがしないだろう。

結論

金融包摂の追求とML/FTとの戦いは、国家の政策上
の目標と補完的なものになりうるし、そうでなければ
ならない。低所得層の顧客がフォーマルな金融サービ
スから排除されているならば、AML/CFT政策のゴー
ルは達成されえない。双方の目標を前進させることは
骨が折れるが、AML/CFT政策を現地の文脈に適合さ
せ、慎重に履行することで、顧客と金融サービス提供
事業者に大きな便益をもたらすことができる。
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