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会社紹介

アビームコンサルティング株式会社

ABeam Consulting Ltd.

1981 年（昭和56 年）4月1日

6,485名（2021年4月1日現在 連結）

62 億円

代表取締役社長 鴨居 達哉

-マネジメント コンサルティング（経営診断・戦略立案・M&A・アライアンス）

- ビジネスプロセス コンサルティング（業務改革・組織改革・アウトソーシング）

- IT コンサルティング（IT戦略・企画立案・システム開発・パッケージ導入・保守）

- アウトソーシング

2021年3月期 906億円

2020年3月期 932億円

2019年3月期 858億円

28拠点（2021年4月1日現在）

73拠点（2021年4月1日現在）

アビームシステムズ株式会社

株式会社住商アビーム自動車総合研究所

商号

英文商号

設立年月日

従業員数

資本金

代表者

営業内容

連結売上高

拠点数

提携パートナー拠点数

子会社

関連会社
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講演者紹介

高田 望 シニアマネージャー

2007年アビームコンサルティング入社、大手金融機関向け業務改革・システム導入プロジェクトに関与

2014年から複数の大手銀行向けマネー・ローンダリング対策支援のリード

2019年７月から2021年6月まで、金融庁総合政策局リスク分析総括課マネーローンダリング・テロ資金
供与対策企画室に出向

2021年7月より現職

公認AMLスペシャリスト
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講演資料について

✓ 本資料は講演者の個人的な見解を示したものであり、アビームコンサルティング株式会社の公式な見解
を示したものではありません。

✓ 本資料に記載された内容について、正確性及び網羅性が保証されるものではありません。

✓ 本資料に記載された見解は作成時点のものであり、今後変更される場合があります。

✓ 本資料の無断転記・転載はご遠慮ください。
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Agenda

1. はじめに

2. AMLにおけるリスク管理の全体像

3. リスク評価の実務的な対応

4. サマリー



はじめに

FATF対日相互審査の結果より
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FATF第四次相互審査の結果概要

• 2021年８月30日（火）日本時間夜、FATF（金融活動作業部会）は、対日相互審査報告書を発表

• 同タイミングで、財務省・金融庁は、対日相互審査報告書の仮訳や財務大臣談話・行動計画等を発表

発表元 URL

FATF ✓ Japan's measures to combat money laundering and terrorist financing
https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-japan-2021.html

財務省 ✓ FATF（金融活動作業部会）対日相互審査報告書が公表されました
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20210830_1.html

✓ FATF（金融活動作業部会）対日相互審査についての財務大臣談話
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20210830_2.html

✓ FATFによる報告書（英文）の概要部分の日本語版（仮訳）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20210830.pdf

✓ 今般のFATF勧告を契機として取りまとめた、今後3年間の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20210830_2.pdf

金融庁 ✓ FATF（金融活動作業部会）による第4次対日相互審査報告書の公表について
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html

✓ 第５章（IO.4 金融機関等における予防的措置）にかかる関連記述部分の仮訳
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/01.pdf

✓ 第６章（IO.3 金融機関等に対する監督）にかかる関連記述部分の仮訳
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/02.pdf



© 2021 ABeam Consulting Ltd.                         7

FATF第四次相互審査の結果概要

• 国としての評価は、重点フォローアップ（Enhanced Follow Up）

• 金融機関等事業者の態勢整備状況に関する評価項目IO.4（Preventive Measures:予防措置）はME（4段階評

価のうち下から2番目）

分類 該当するFATF加盟国（2021年8月末時点）

通常フォローアップ スペイン、イタリア、ポルトガル、イスラエル、英国、ギリシャ、香港、ロシア

重点フォローアップ ノルウェー、オーストラリア、ベルギー、マレーシア、オーストリア、カナダ、シンガポール、スイス、
米国、スウェーデン、デンマーク、アイルランド、メキシコ、サウジアラビア、中国、フィンランド、
韓国、ニュージーランド、日本

IO.1 IO.2 IO.3 IO.4 IO.5 IO.6 IO.7 IO.8 IO.9 IO.10 IO.11

SE SE ME ME ME SE ME ME ME ME ME

出典：FATF公表情報より講演者作成

出典：FATF公表情報より講演者作成注：Ratingは上から、 HE>SE>ME>LEの順

＜第四次対日相互審査の有効性評価結果＞

＜第四次相互審査の評価結果＞

注：その他、観察対象国は、アイスランド・トルコの2カ国
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金融機関のリスク評価に関するFATFの指摘

該当箇所 審査報告書記載内容

主な評価結果 a) 大規模銀行（より高いリスクを有するとされているグローバルなシステム上重要な銀行等）を含む一定
数の金融機関及び一定数の資金移動業者は、マネロン・テロ資金供与リスクについて適切な理解を有
している。その他の金融機関は、自らのマネー・ローンダリング・テロ資金供与（以下、マネロン等）リスク
の理解がまだ限定的である。一般に、これらの金融機関は、主に犯罪収益移転危険度調査書（以
下、NRA）の評価に基づく、監督当局が指摘するリスクカテゴリーについて、例えこれらのリスクが自らの
業務に関連しない場合であっても参照している。金融機関は、現金取引を介するもののほかは、前提
犯罪とマネロンとの関連性や、犯罪収益がどのように銀行システムに侵入するかについて、深く理解して
いない。

勧告事項 b) 全ての金融機関に対して、自らの業務、商品、サービス、及び顧客に応じた適切なリスク評価の策定を
求めるべきである。

パラグラフ335 （略）金融機関は、マネロン・テロ資金供与リスクやAML/CFTに係る義務の履行に関する主要な参
考先として、金融庁やその他の当局、特に NRA より得られた情報を利用する傾向がある。

パラグラフ338 大規模銀行（より高いリスクを有するとされているグローバルなシステム上重要な銀行等）を含む一定
数の金融機関及び一定数の資金移動業者は、自らのリスクをより良く理解しているようであり、そのリス
ク評価に一定の具体的な要素又は指標（例えば、外国人顧客の国際送金の頻度、取引量等）を
追加している。

• 審査報告書の指摘を振り返ると・・・

出典：FATF公表情報より講演者作成



AMLにおけるリスク管理の全体像

「リスク評価」の位置づけ・重要性を認識する
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AMLにおけるリスク管理とは

• AMLにおけるリスク管理とは、特定・評価したマネロン等リスクを低減し、許容範囲内にコントロールすること

• リスクベース・アプローチ（RBA）は、低減措置を有効に実施するための手法

• リスクベース・アプローチの例としては、顧客受入・継続的顧客管理を有効に実施するために、顧客リスク格付を実施し、

リスクに見合った対応を実施するなどが挙げられる

リスクA リスクB リスクC リスクD

リスク量

マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、
これをリスク許容度の範囲内に実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいう。（金融庁ガイドラインより抜粋）

リスクA リスクB リスクC リスクD

リスク量

許容可能な

リスク量

低減

低減

低減

＜AMLにおけるリスク管理のイメージ＞ 低減措置を有効に実施す

るためにRBAを導入（例：

顧客リスクごとの措置）
リスクの特定・評価 リスクの低減



リスク評価の実務的な対応

リスク評価の各ステップを理解する
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実務的な対応：リスク評価のステップ

• リスク評価には、統一的・標準的な手法はないとされている

• FATFガイダンス「National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment」から

リスク評価のステップを整理

• 金融庁ガイドラインでは、第二段階を評価と整理している

第一段階 特定

性質 発生源

事態が起こる可能性

影響

第二段階 分析

金融庁ガイドライン上は“評価“

第三段階 評価
金融庁ガイドライン上は低減措置の検討に含まれる

脅威と脆弱性からマネロン等リスクを
包括的に洗い出す

特定したリスクについて、
その性質等からリスク量を見極める

リスクへの対応の
優先度・戦略を検討する
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✓ 犯罪収益移転危険度調査書
✓ 疑わしい届出参考事例
✓ FATF対日審査報告書
✓ 金融庁レポート
✓ その他、FATF、外国当局・業界団体によるレポート等

✓ 自ら届出を行った疑わしい取引の分析を含めた、自ら直面す
るマネロン・テロ資金供与リスクの特性

✓ 自らの口座の不正利用状況、捜査機関等からの外部照会
の状況、特殊詐欺等の金融犯罪に関連する情報

✓ 自らの営業地域の地理的特性
✓ 事業環境・経営戦略等のあり方等

実務的な対応：リスクの特定

• リスクの特定ステップでは、脅威・脆弱性からリスク要因を洗い出す

• 具体的には、様々な資料や情報を収集・参照し、リスク要因を列挙する作業

• 金融庁ガイドラインでは、「包括的かつ具体的に洗い出す」という表現が用いられる点に注意

リスクA リスクB リスクC リスクD

リスク量

・・・・

＜リスク特定において参照・考慮すべき情報＞

それぞれのリスク量は

（今のところ）不明

リスクの特定

リスク要因が包括的・具体的に
列挙できている
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実務的な対応：リスクの評価

• リスクの評価ステップでは、発生率や影響度等によりリスク量を見える化する

リスクA リスクB リスクC リスクD

リスク量

このステップの目的は、特定されたリスクを分析して、その性質、発生源、可能性、結果を理解し、それぞれのリスクに何らかの相対的な
価値や重要性を割り当てることにある。（出典：FATFガイダンス「National Money Laundering and Terrorist Financing 
Risk Assessment」より抜粋・講演者訳）

こうした評価をするに当たっては、例えば、取引量（金額、取引件数等）・影響の発生率・影響度等の検証結果や、自らの事業環
境・経営戦略・リスク特性等を踏まえる必要がある。
「影響の発生率」とは、有形無形の損失が発生する可能性の程度を示し、「影響度」は、想定される有形無形の損失の金額等を指す。
「有形無形の損失」の例としては、外国当局による制裁金や、コルレス関係解消、レピュテーションリスク等が含まれる。
（出典：金融庁「ガイドラインに関するよくある質問」より抜粋）

リスクの評価

各リスク要因のリスク量が
可視化されている

＜リスク評価において考慮すべき項目とその指標（例）＞

✓ リスク特性 ：特高・高・中・低
✓ 取引量（金額・取引件数等） ：大・中・小
✓ 影響の発生率 ：高・中・低
✓ 影響度 ：大・中・小
✓ 自らの事業環境・経営戦略等 ：高・中・低

→例）リスク要因Aについて、「リスク特性：低、取引量：大、影響の発生率：低、
影響度：小、自らの事業環境等：小」であり、その結果の固有リスクは〇〇である
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リスク評価のその先・・・

• リスク評価は評価自体が目的ではない

• 評価したリスクを低減し、許容範囲内でコントロールすることが目的

• 低減後の各リスク（残存リスク）が許容可能な範囲に収まっていることをモニタリングしたり、定期的・またはリスクが高まった

場合に、リスク評価や低減策を見直ししたりすることも重要

リスクA リスクB リスクC リスクD

リスク量

リスクA リスクB リスクC リスクD

リスク量

許容可能な

リスク量

低減

低減

低減

＜AMLにおけるリスク管理のイメージ＞

リスクの特定・評価 リスクの低減

リスク評価は、リスク管理の前提作業
（評価は目的ではない）



サマリー

Take away
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サマリー

• リスク評価の位置づけ・重要性

• リスク評価の重要なポイント

✓ 自らの状況を踏まえて、リスクの特定・評価がなされていること

✓ リスク評価の結果が各低減措置と整合していること

✓ 形式的なものでなく、説明可能であること

✓ リスク評価は、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、
リスクベース・アプローチの土台となるもの



アビーム、ABeam及びそのロゴは、アビームコンサルティング株式会社の日本その他の国における登録商標です。

本文に記載されている会社名及び製品名は各社の商号、商標又は登録商標です。


