
は じ め に

　本書は、主に金融機関の営業店・営業部門に属する職員の方々に向け、
金融機関における重要課題となっているマネー・ローンダリング・テロ資金
供与（マネロン・テロ資金供与）対策について正しく理解していただくた
めに、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯収法）や、金融庁の
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
（ガイドライン）で求められる措置等、マネロン・テロ資金供与対策として
特に重要なポイントを、できるかぎりわかりやすく解説したものです。

　金融システムは、各金融機関が行う送金・決済・振替などの様々な機能
が集積して、資金の流れを形成し、わが国だけではなく、グローバルな
ネットワークを構築しています。
　このような金融システムに参加している金融機関が、ひとたびマネロ
ン・テロ資金供与に利用されれば、金融システム全体に甚大な影響を及ぼ
す危険があります。
　そのため、金融システムの参加者である各金融機関は、自ら行う取引が
マネロン・テロ資金供与に利用されないよう、強固なリスク管理態勢を構
築する必要があります。
　また、マネロン・テロ資金供与を行おうとする者は、何とか金融機関の
リスク管理態勢の隙をつこうと、手を変え品を変え、新たな手法を駆使し
ます。そのため、リスク管理態勢については、各地におけるマネロン・テ
ロ資金供与の状況や各国の規制当局の動向も踏まえ、常に改善を図ってい
く必要があります。
　マネロン・テロ資金供与を防ぐために最も重要なことは、営業店や営業
部門に所属し、顧客と直接接触する職員の方々が、「この取引は、通常一
般に行われる取引ではない、どこかおかしい」、「この顧客の資産・収入状
況からして、このような高額の取引が行われるのはどうも不自然だ」とい
うように「気づき」を持つことです。



　そのためには、金融機関に属するすべての職員の方々が、自らの職務に
関わりを持つマネロン・テロ資金供与のリスクおよびその対策を正しく理
解することが不可欠です。

　本書初版の発刊以降、金融庁によるモニタリングの推進、FATF第 4次
対日相互審査の実施、ガイドラインや犯収法施行規則の数度にわたる改正
など、マネロン・テロ資金供与対策をめぐる環境は絶えず変化しています。
本「第 ３版」の発刊時点では、引き続き、FATFの審査結果報告書の採
択・公表が待たれる段階ですが、その公表後には、評価結果を踏まえたさ
らなる変化が見込まれます。金融機関としては、最新の動向を注視しなが
ら、引き続き不断の高度化を図ることが求められていくことでしょう。

　そうした中において、本書が、マネロン・テロ資金供与対策に関わる読
者の実務の一助となることを祈念しています。

� 2021年 4 月　
� 弁護士法人 中央総合法律事務所　
� 著者を代表して　弁護士　國吉 雅男　



� (3)

CONTENTS

第 1章　マネー・ローンダリング対策総論
Ｑ 1　マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネ

ロン対策が求められている理由は何ですか？
Ｑ 2　マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求め

られる対策の要点を教えてください。
Ｑ 3　金融庁が、金融機関に対してマネロン対策の強化および態勢整備の

高度化を促している理由を教えてください。
Ｑ 4　金融庁が策定した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

に関するガイドライン」について教えてください。
Ｑ 5　金融庁がこれまでに行ったモニタリングにより明らかになったマネ

ロン等対策の課題について教えてください。
Ｑ 6　ガイドラインの2019年 4 月改正の概要について教えてください。
Ｑ 7　ガイドラインの2021年 2 月改正の概要について教えてください。
Ｑ 8　金融機関が行うマネロン対策は、どのようにマネロン事犯の摘発に

活かされますか？
Ｑ 9　金融機関が適切なマネロン対策を講じない場合、どのようなリスク

がありますか？
Ｑ10　マネロン対策と反社対応の関係を教えてください。

第2章　リスクベース・アプローチ
Ｑ11　マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような

手法ですか？
Ｑ12　実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのような

プロセスを経る必要がありますか？
Ｑ13　リスクベース・アプローチにおけるリスクの特定の段階のポイント

を教えてください。
Ｑ14　外部の事業者と提携して商品・サービスを提供しようとする場合、

どのような点に留意すべきですか？
Ｑ15　リスクベース・アプローチにおけるリスクの評価の段階のポイント

を教えてください。

▶▶ 2

▶▶ 4

▶▶ 7

▶▶ 10

▶▶ 14
▶▶ 20
▶▶ 24

▶▶ 28

▶▶ 31
▶▶ 33

▶▶ 38

▶▶ 40

▶▶ 42

▶▶ 46

▶▶ 49



(4)

Ｑ16　「顧客リスク評価」の必要性・重要性について教えてください。
Ｑ17　リスクベース・アプローチにおけるリスク低減措置の採択・実施の

段階のポイントを教えてください。

第3章　顧客管理と取引の精査
Ｑ18　ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管

理」とは、どのような内容ですか？
Ｑ19　犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのよう

な事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の
義務がありますか？

Ｑ20　金融機関がお客様の取引時確認を行う必要があるのは、どのような
場合ですか。預金口座から250万円を引き出したいとして来店され
たお客様に対しては、取引時確認を行う必要がありますか？

Ｑ21　過去の口座開設時に取引時確認を実施していないお客様から、200
万円を超える預金払戻しの依頼があり、取引時確認を求めたところ、
頑としてこれに応じない場合、金融機関としてはどのように対応す
ればよいですか？

Ｑ22　「顧客管理を行う上で特別の注意を要する」取引とは、どのような
取引ですか。これに該当するかどうかは、どのように判断すればよ
いですか？

Ｑ23　お客様の取引時確認を行う場合には、どのような事項を確認する必
要がありますか？

Ｑ24　犯収法上の高リスク取引とは、どのような取引ですか。また、これ
に該当する場合には、どのような対応が必要となりますか？

Ｑ25　インターネットでの銀行口座の開設など、お客様と直接対面しない
で行う取引の場合の取引時確認は、どのような方法で行いますか？

Ｑ26　取引時確認の際に用いる本人確認書類には、どのようなものがあり
ますか？

Ｑ27　本人確認書類のうち、マイナンバーカード、年金手帳、健康保険証、
パスポートについて、どのような点に注意が必要ですか？

Ｑ28　お客様の取引を行う目的、職業・事業内容は、どのような方法で確
認すればよいですか？

Ｑ29　お客様の代理として来店した方の確認事項は何ですか。また、法人
のお客様の場合は、どのようになりますか？

▶▶ 52

▶▶ 58

▶▶ 64

▶▶ 68

▶▶ 70

▶▶ 73

▶▶ 75

▶▶ 77

▶▶ 79

▶▶ 82

▶▶ 88

▶▶ 90

▶▶ 93

▶▶ 96



� (5)

Ｑ30　法人の実質的支配者を確認する必要があるのはなぜですか。また、
どのような方が実質的支配者に当たりますか？

Ｑ31　法人の実質的支配者は、どのように確認すればよいですか？
Ｑ32　外国PEPsとは、どのような方ですか。外国PEPsの方との取引が

高リスク取引とされているのはなぜですか？
Ｑ33　お客様が外国PEPsに該当するかどうかは、どのように確認すれば

よいですか？
Ｑ34　マネー・ローンダリング等のリスク遮断とはどういうことですか。

どのような場合でも遮断の対応をとることは可能ですか？
Ｑ35　全国銀行協会の「金融庁『マネー・ローンダリング及びテロ資金供

与対策に関するガイドライン』を踏まえた普通預金規定・参考例に
ついて」とは、どのような内容ですか？

Ｑ36　確認記録の作成・保存について教えてください。
Ｑ37　取引記録の作成・保存について教えてください。
Ｑ38　取引モニタリング・フィルタリングとはどういった措置でしょうか。

具体的にどのようなことが求められていますか？
Ｑ39　犯収法において求められる取引時確認等を的確に行うための措置の

概要について教えてください。

第4章　疑わしい取引の届出
Ｑ40　犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
Ｑ41　疑わしい取引とは、どのような取引ですか？
Ｑ42　疑わしい取引に関して、ガイドライン上、対応が求められている事

項について教えてください。
Ｑ43　疑わしい取引か否かの判断は、どのような項目に基づいて行えばよ

いですか？
Ｑ44　疑わしい取引に該当するかは、どのような方法により確認すればよ

いですか。新規顧客との取引、既存顧客との取引、高リスク取引と
で、判断方法はどのように異なりますか？

Ｑ45　疑わしい取引の届出の方式には、どのようなものがありますか？
Ｑ46　銀行や信用金庫などの預貯金取扱金融機関において、疑わしい取引

に該当する可能性のある取引として、特に注意を払うべき取引の類
型を教えてください。

▶▶ 99
▶▶102

▶▶104

▶▶106

▶▶108

▶▶111
▶▶115
▶▶119

▶▶122

▶▶125

▶▶130
▶▶132

▶▶135

▶▶139

▶▶142
▶▶144

▶▶147



(6)

第5章　海外取引を行う場合の留意点
Ｑ47　海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供

与対策としてどのような点に留意すべきですか？
Ｑ48　輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関

にはどのような対応が求められますか？

▶▶152

▶▶154

《凡　例》
　本書では、下記の法令名等の略称を用いて解説しています。

・犯罪による収益の移転防止に関する法律　
　……犯罪収益移転防止法、犯収法
・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
　……犯収法施行令
・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
　……犯収法施行規則
・外国為替及び外国貿易法
　……外為法
・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
　……組織的犯罪処罰法
・�国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための
麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
　……麻薬特例法
・電子署名及び認証業務に関する法律
　……電子署名法
・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
　……公的個人認証法
・�マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（令和 ３年 2
月19日、金融庁）……ガイドライン
・�「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係
政令の整備等に関する政令案」等に対する意見の募集結果について（平成27年 9 月、
警察庁）
　……平成27年パブコメ回答
・�「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」及び
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメ
ントの結果等について（平成３0年 2 月 6 日、金融庁）
　……平成３0年パブコメ回答
・�「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改
正（案）に対するパブリックコメントの結果等について（令和 ３年 2月19日、金融庁）

　……令和 ３年パブコメ回答

　他、一部、「マネー・ローンダリング」を「マネロン」と略記しています。
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1 ．マネー・ローンダリングとは

　マネー・ローンダリング（Money�Laundering：資金洗浄）とは、違法
な行為による収益の出所を隠すことをいいます。例えば、違法薬物の密売
人が密売代金を偽名で開設した金融機関の口座に隠匿したり、詐欺や横領
の犯人がだまし取ったお金や不法領得した資金を、複数の預貯金口座に
転々と移動させたりするなどの方法により、その出所をわからなくするよ
うな行為を指します。

2 ．マネー・ローンダリングはなぜ問題か

　マネー・ローンダリングにより、本来は犯罪収益として表の世界（合法
的な経済活動の舞台）に出せないようなお金を表の世界で堂々と使うこと
が可能となります。組織的な犯罪行為には資金が必要ですが、マネー・
ローンダリングを放置してしまうと犯罪組織が自由に使える資金を手にす
ることになります。また犯罪組織が犯罪収益を合法的な経済活動に投入し、
その支配力を及ぼすことで更に勢力、権力を拡大するおそれもあります。
　そのため、マネロン対策を的確に行って、資金面から犯罪組織、犯罪行
為の撲滅を目指すことが必要となります。
　特に近年は、合法的な経済活動だけでなく、犯罪や犯罪収益についても
容易に国境を越えて行われ、また国際的な移動などクロスボーダー化が進
んでいます。そのため、一国のみが規制を強化しても、犯罪収益は規制の

Q 1
マネー・ローンダリングとは、どのような行為です
か。また、マネロン対策が求められている理由は何
ですか？

マネー・ローンダリングとは、違法な行為による収益の出所を
隠すことです。マネロン対策が求められる理由は、資金面から

犯罪組織および犯罪行為を撲滅するためです。

A
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第 1章　マネー・ローンダリング対策総論

より緩やかな国へ移転していってしまうため、マネー・ローンダリング対
策を実効性のあるものとするには、国際的な協調が不可欠となっています。

３ ．急がれる金融機関のマネー・ローンダリング対策

　こうしたなか、マネー・ローンダリング対策に関する政府間会合である
FATF（Financial�Action�Task�Force：金融活動作業部会）は、参加国が
遵守すべき国際基準（勧告）を定め、各国の実施状況の審査等を行ってい
ます。わが国は、平成20（2008）年、FATF第 ３次対日相互審査において
数多くの不備事項の指摘を受け、以降、犯収法の 2度にわたる改正等によ
りこれに対応してきました。令和元（2019）年のFATF第 4次対日相互審
査においては、法令の整備状況等の形式面に加え、金融機関等が実施して
いるマネロン等対策の「有効性」が審査対象となることから、各金融機関
においては、マネロン等対策にかかる態勢整備が急務とされてきました
（詳細はQ ３参照）。

【図表 1 】マネー・ローンダリングとは
�

（出所）�JAFIC「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り
方に関する懇談会」第 1回配布資料（平成22年 2 月 5 日）

BANK

売却代金

賭博 振り込め詐欺 売春

きれいな金 汚れた金

転売 送金

購入

マネー・ローンダリングの例

犯罪資金にも…

表の世界で堂々と使える金へ 表に出せないような金を

犯罪収益

不動産 預貯金
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1 ．マネロン防止のための顧客管理措置

　マネー・ローンダリングによる犯罪収益の移転を防止するためには、①
これに利用されるおそれのある事業者が適正な顧客管理措置を講ずること
により、そのリスクを抑制するとともに、②これらの犯罪が行われた場合
における資金トレースを可能とし、当該犯罪の実態解明や検挙に資する仕
組みを構築することが有益です。

2 ．犯罪収益移転防止法による規定

　そのため、わが国の犯罪収益移転防止法（犯収法）では、金融機関等の
特定の事業者（以下、「特定事業者」）について、以下の措置を講じること
を義務付けています。

①�　顧客管理措置として一定の取引を行う際に顧客等の本人特定事項等を
確認するとともに（取引時確認の実施）、当該確認記録と当該取引に係
る記録等を保存しなければならないこと
②�　業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等
には行政庁に届け出なければならないこと（疑わしい取引の届出の実
施）

　また、特定事業者は、自らの上記義務の履行のため、顧客等に対し取引
時確認事項の申告を求めますので、犯収法により、顧客等は、取引時確認

Q 2
マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、
金融機関に求められる対策の要点を教えてください。

①犯収法による取引時確認等の義務付け、②外為法による本人
特定事項の確認等、③「マネー・ローンダリング及びテロ資金

供与対策に関するガイドライン」および監督指針によるリスク管理態勢
の構築・維持が対策の要点となります。

A
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事項について偽らずに真実の内容を特定事業者に申告しなければならない
義務を負っています。

３ ．外為法による本人特定事項の確認等

　外為法は、対外取引の正常な発展とわが国または国際社会の平和および
安全の維持、ならびにわが国経済の健全な発展に寄与することを目的とし
た法律です。この外為法においては、資産凍結等経済制裁措置の実効性を
確保する目的で、金融機関による本人確認義務や適法性の確認義務が定め
られています。

4 ．ガイドライン・監督指針によるリスク管理態勢の構築・維持

　金融庁は、平成３0（2018）年 2月 6日、金融庁所管の金融機関等を対象
とした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラ
イン」（以下、「ガイドライン」）を策定し、あわせて各監督指針を一部改

【図表 2 】犯収法上の義務付け
�

（出所）�JAFIC「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」第 1回配布資料
（平成25年 6 月12日）

間接的な義務

事業者の
主な義務

取引時確認（ 4条） 確認記録・取引記録の
作成・保存（ 6・7条）

自らの義務の履行のため、顧客に
取引時確認事項の申告を求める

顧客は取引時確認に係る事項を偽ってはならず、
本人特定事項を偽った場合は罰則

特定事業者

顧　客

疑わしい取引の届出
（ 8条）

犯罪収益移転防止法
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正しました。
　これにより、各金融機関は、犯収法に基づく取引時確認等の措置に加え、
本ガイドラインに基づくリスクベース・アプローチ等を的確に実施するた
めの措置や態勢整備が求められることになりました。
　その後、平成３1（2019）年 4月10日および令和 ３（2021）年 2月19日に
はガイドラインが改正され（Q 6・Ｑ 7参照）、同年 ３月26日には、これ
まで蓄積されてきたガイドラインの各項目に対する質問と回答がとりまと
められ、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご
質問（FAQ）」として公表されました。その中では、145ページにわたり、
ガイドラインの各項目で求められ、または期待される対応の目線や解釈が
示されています。各金融機関としては、こうした動きにも迅速に対応して
いくことが求められます。
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1 ．改正の概要

　金融庁は、それまで実施してきたモニタリングの中で把握した課題等を
整理し、金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策の更なる実効的な態勢
整備等を図るため、令和 2（2020年）12月11日、ガイドラインの一部改正
（案）を公表の上、意見募集手続に付し、その後令和 ３（2021年） 2月19
日、意見募集の結果（コメントの概要及び金融庁の考え方）を公表し、改
正されたガイドラインの適用が開始されました。
　主な改正内容は、以下のとおりです。
（ 1）全般

・�経営陣の役割に関するもの（「主体的かつ積極的に」から「主導的」「主
導性」へ、PDCAへの関与、業務負担の分析とITシステムの活用可能
性の検討）
・�リスクベース・アプローチの意義において「リスク許容度」を明記

Q 7
ガイドラインの2021年 2 月改正の概要について教え
てください。

改正内容は「対応が求められる事項」の拡充（「対応が期待さ
れる事項」からの移行を含む）や、記載の整理など多岐にわた

りますが、「対応が求められる事項」として、①新しい商品・サービス
に係る提携先等のリスク管理態勢の有効性を検証すること、②リスク評
価に当たって疑わしい取引の届出の状況等の分析を考慮すること、③従
前の顧客のリスク評価手法が「顧客リスク評価」として統一されたこと、
④リスクが高い取引等において追加的措置を講ずることが追加されたこ
とや、⑤貿易金融を含む海外送金等に関する記載が拡充されたことが重
要と考えられます。

A

Anti-Money Laundering and
Counter Financing of Terrorism
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第 1章　マネー・ローンダリング対策総論

（ 2）リスクの特定・評価

・�新しい商品・サービスに係る提携先等のリスク管理態勢の有効性を検証
すること
・�リスク評価に当たって疑わしい取引の届出の状況等の分析を考慮するこ
とおよびその分析手法

（ 3）リスクの低減

・�従前の顧客のリスク評価手法を「顧客リスク評価」として統一
・�リスクが高い取引等における追加的措置
・�取引モニタリング・フィルタリングに関する記載の整理・拡充
・�輸出入取引等に係る資金の融通および信用の供与等（貿易金融）を含む
海外送金等に関する記載の拡充
・�残存リスク評価に基づく商品・サービスの取扱いの有無の検討
・�疑わしい取引の該当性を判断する際に過去の届出事例等を考慮

2 ．重要な改正ポイント

　2021年 2 月の改正内容は上記のとおり多岐にわたりますが、その中で特
に重要と思われるものを以下で概説します。
（ 1）提携先等のリスク管理態勢の有効性検証
　近時、金融機関の新たな商品・サービスにおいては、外部の事業者と連
携して提供されるものが少なくありません。しかし、当該事業者（提携先、
連携先、委託先、買収先等）のリスク管理態勢が有効に機能していなけれ
ば、各金融機関がいくら努力しても、当該商品・サービスは全体としてリ
スクの高いものとなりかねません。したがって、そのような商品・サービ
スの導入時には提携先等のリスク管理態勢の有効性も検証しなければなり
ません。なお、そうした検証は、マネロン・テロ資金供与対策の観点のみ
ならず、預貯金の不正送金被害を防ぐという顧客保護の視点を含む総合的
な金融犯罪対策として必要な検証といえるでしょう。
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1 ．顧客リスク評価の必要性とガイドラインの内容

　リスクベース・アプローチに基づき、取引時確認等の顧客受入時の管理
措置の深度や継続的な顧客管理措置の頻度および取引モニタリングの敷居
値の設定等の具体的なリスク低減措置の内容を決定し、実効的な顧客管理
を行おうとする場合、その前提として、全ての顧客について顧客リスク評
価を行うことが不可欠です。
　このことは、ガイドライン制定時から変わらないものといえますが、
2019年 4 月のガイドライン改正時に、リスクベース・アプローチにおける
リスク低減措置の中核をなす顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェ
ンス）の項目において、明文化されました。2021年 2 月改正でも記載の整
理が図られ、改正後の【対応が求められる事項】の内容は以下のとおりで
す。

⑥�　商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対する自らのマ
ネロン・テロ資金供与リスクの評価の結果（Ⅱ― 2（ 2）で行うリスク
評価）を踏まえて、全ての顧客について顧客リスク評価を行うとともに、
講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること

Q 16
「顧客リスク評価」の必要性・重要性について教え
てください。

リスクベース・アプローチに基づき実効的な顧客管理を行おう
とする場合、その前提として、全ての顧客について顧客リスク

評価を行うことが不可欠です。
　顧客リスク評価とは、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属
性等に対する金融機関等におけるリスクの評価の結果を踏まえて、全て
の顧客について行うリスク評価を意味し、顧客リスク評価に応じて講ず
べき低減措置を判断することが求められます。また、随時または定期的
な顧客リスク評価の見直しも求められます。

A

Anti-Money Laundering and
Counter Financing of Terrorism
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2 ．顧客リスク評価を起点とする顧客管理の内容

　上記のとおり、ガイドラインでは、「講ずべき低減措置を顧客リスク評
価に応じて判断すること」とされていますが、具体的には、顧客リスク評
価に応じて、以下のように講ずべき措置が変わることになります。
（ 1）リスクが高い顧客への対応
　顧客リスク評価が高い場合、リスクに応じた厳格な顧客管理（EDD：
Enhanced�Due�Diligence）が必要になります（下線筆者。以下同）。

⑦�　マネロン・テロ資金供与リスクが高いと判断した顧客については、以
下を含むリスクに応じた厳格な顧客管理（EDD）を実施すること
　イ�．資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源等について、

リスクに応じ追加的な情報を入手すること
　ロ�．当該顧客との取引の実施等につき、上級管理職の承認を得ること
　ハ�．リスクに応じて、当該顧客が行う取引に係る敷居値の厳格化等の取

引モニタリングの強化や、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図
ること

　ニ�．当該顧客と属性等が類似する他の顧客につき、顧客リスク評価の厳
格化等が必要でないか検討すること

（ 2）リスクが低い顧客への対応
　顧客リスク評価が低い場合、リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD：
Simplified�Due�Diligence）を行うなど、円滑な取引の実行に配慮する必
要が生じます。

⑨�　マネロン・テロ資金供与リスクが低いと判断した顧客については、当
該リスクの特性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに
係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異に
したりするなどのリスクに応じた簡素な顧客管理（SDD）を行うなど、
円滑な取引の実行に配慮すること（注 1）（注 2）
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