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FinTech ニュースレター 

金融のデジタル化等に対応するための資金決済法等の改正（案）について 

 

Ⅰ．法改正の経緯 

Ⅱ．ステーブルコインに関する規律 

Ⅲ．AML/CFT 共同機関に関する規律 

Ⅳ．高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．法改正の経緯 

 

2022 年 3 月 4 日、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に

関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された1（以下、当該法律案を「本

改正法案」といい、本改正法案による改正後の各法律を例えば「改正後資金決済法」な

どという。）。 

本改正法案は、①海外におけるいわゆるステーブルコインの発行・流通の増加、②銀

行等における取引モニタリング等の更なる実効性向上の必要性の高まり、③電子的な移

転が可能な前払式支払手段の広がり、といった事象を背景として、金融のデジタル化等

に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築するという目的のため、主に以下の

3 つのテーマを対象とした改正内容となっている2。 

 

① 電子決済手段への対応（電子決済手段等取引業等の新設など） 

② 銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応（為替取引分析業の新設など） 

③ 高額電子移転可能型前払式支払手段への対応（業務実施計画の届出、犯罪収益移

転防止法の取引時確認義務など） 

 

 
1 https://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html 
2 なお、これらのテーマは、本改正法案に先行して 2022 年 1 月 11 日付で公表された金融審議会「資金

決済ワーキング・グループ」（以下「本 WG」という。）の報告書（以下「本報告書」という。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220111.html）で示された 3 つのテーマに対応するもので

ある。 
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本改正法案による改正対象は、資金決済に関する法律（以下「資金決済法」という。）、

金融商品取引法（以下「金商法」という。）、銀行法、犯罪による収益の移転防止に関す

る法律（以下「犯収法」という。）などに及び、広範である。 

 

本改正法案は、2022 年の通常国会に提出されており、当該通常国会で成立すれば3、

関係当事者に大きな影響を及ぼすことが予想される。 

そこで、本号では、本改正法案による改正内容について、本報告書の内容にも触れつ

つ、上記 3 つのテーマごとに解説する。なお、改正内容の詳細を全て網羅しているわけ

ではないことにご留意いただきたい。 

 

Ⅱ．ステーブルコインに関する規律 

 

1．「電子決済手段」及び「電子決済手段等取引業」の新設 

 

（1）「電子決済手段」の定義 

今回の改正の 1 つ目のテーマは、いわゆるステーブルコイン4に対する規制の導入

である。まず、本改正法案では、ステーブルコインに対応するものとして、「電子決

済手段」という概念を新設した（改正後資金決済法 2 条 5 項各号）うえで、次の 4 つ

の類型を規定している（以下、説明の便宜のため、順に「1 号電子決済手段」、「2 号

電子決済手段」、「3 号電子決済手段」、「4 号電子決済手段」という。）。以下では、こ

れら 4 つの類型ごとにその内容を解説していく。 

 

① 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの

代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者

を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値（電子機器その他の

物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債

権法 2 条 1 項に規定する電子記録債権、資金決済法 3 条 1 項に規定する前払式支

払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの（流通性その他の

事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を除く。②において同じ。）であ

って、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（③に掲げるものに

該当するものを除く。）（「1 号電子決済手段」） 

② 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる

財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（③

に掲げるものに該当するものを除く。）（「2 号電子決済手段」） 

 
3 なお、本改正法案附則 1 条によると、本改正法案の施行日は、公布の日から起算して 1 年を超えない

範囲内において政令で定める日とされている。 
4 ステーブルコインについて明確な定義は存在しないが、一般的には、特定の資産と関連して価値の安定

を目的とするデジタルアセットで分散台帳技術（又はこれと類似の技術）を用いているものをいうと考

えられる（本報告書 16 頁）。 
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③ 特定信託受益権（「3 号電子決済手段」） 

④ ①から③に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの（「4 号電子決

済手段」） 

 

ア 1 号電子決済手段 

1 号電子決済手段の定義は、従来の暗号資産の定義（資金決済法 2 条 5 項

1 号）と類似しているが、通貨建資産であることが求められている点が異な

る5（上記下線部）。 

また、通貨建資産に該当するとしても、有価証券、電子記録債権、前払式

支払手段に加え、これらに類するものとして内閣府令で定めるものについて

は、原則として、1 号電子決済手段の定義から除外される
．．．

（上記二重下線部）。

但し、例外的に、流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものにつ

いては、1 号電子決済手段の定義から除外されない
．．．．

こととされている（上記

波線部）。 

上記の具体的内容は内閣府令に委ねられているが、本報告書での記載内

容 6を参考にすると、(i)中央銀行が発行主体となる「中央銀行デジタル通貨

（CBDC）」は 1 号電子決済手段の定義から除外され
．．

、(ii)前払式支払手段のう

ち、発行者がパーミッションレス型の分散台帳で不特定の者に対して流通可

能な仕様で発行し、発行者や加盟店以外の不特定の者に対する送金・決済手

段として利用できるものが例外的に 1 号電子決済手段の定義に含まれる
．．．．

こと

が予想される。 

なお、資金決済法上、従来から暗号資産や前払式支払手段の定義中で使用

されていた「物品」が「物品等」に変更され、「物品等」が定義として新設さ

れた（改正後資金決済法 2 条 6 項）。「物品等」とは、「物品その他の財産的価

値（本邦通貨及び外国通貨を除く。）」と定義されている。これにより、暗号

資産などの無体物も「物品等」に該当し、それらを購入することができるプ

リカ型の支払手段が「前払式支払手段」に該当し得ることが明確化されたと

考えられる。 

 

イ 2 号電子決済手段 

2 号電子決済手段の定義も従来の暗号資産の定義（資金決済法 2 条 5 項 2

号）と類似しており、不特定の者を相手方として 1 号電子決済手段と相互に

交換可能なデジタルアセットが 2 号電子決済手段に該当する。なお、2 号電

子決済手段に該当するためには、「財産的価値」であることが必要であるが、

 
5 なお、通貨建資産に該当する場合には、資金決済法上の暗号資産には該当しないとされている（資金決

済法 2 条 5 項 1 号）。 
6 本報告書 脚注 58、70 
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ここでいう「財産的価値」は通貨建資産に限定されており（上記太線部）7、

例えば、1 号電子決済手段との交換が可能な暗号資産（これは、通貨建資産

に該当しない）は 2 号電子決済手段には該当しないことになる。 

 

ウ 3 号電子決済手段 

特定信託受益権の定義は改正後資金決済法 2 条 9 項で規定されているが、

これは、本報告書で例示された、デジタルマネー類似型ステーブルコインの

発行者に対する法的要請8を満たす仕組みのうち、信託受益権を用いた以下の

仕組みを念頭に置いている。 

 

信託法制が適用されるものとして、受益証券発行信託において、銀行に

対する要求払預金9を信託財産とした信託受益権を仲介者が販売・移転す

る仕組み 

 

こちらも詳細は内閣府令に委ねられているが、本報告書での記載内容10を

参考にすると、受益証券発行信託の受益権（受益証券不発行）を譲渡可能な

ものとして電子決済手段に用いることを前提とした要件が規定されることが

予想される11。 

なお、特定信託受益権の新設に伴い、一定の要件を満たす特定信託受益権

が有価証券から除外されている（改正後金商法 2 条 2 項柱書、1 号）。これ

は、本報告書における、信託財産の全額を円建ての要求払預金で管理するこ

と等の一定の要件を満たすことを前提に、金商法上の開示規制や業規制の適

用を除外する制度改正に係る提案12に対応する改正といえる。もっとも、特定

信託受益権のうち有価証券から除外されるもの（以下「除外特定信託受益権」

という。）を第一種金融商品取引業者13が取り扱うことができるかについては

内閣府令の内容を含めて今後注視が必要と思われる。 

すなわち、第一種金融商品取引業者は有価証券の取扱いを金融商品取引業

として行うことができるところ、除外特定信託受益権が有価証券に該当しな

 
7 改正後資金決済法 2 条 5 項 1 号で「財産的価値」は通貨建資産に限定されており、当該限定が 2 号電子

決済手段にも及んでいる。 
8 発行者の機能として、「利用者の発行者に対する償還請求権が明確に確保され、発行者又は仲介者の破綻

時において利用者の償還請求権が適切に保護されることが重要である」と指摘されている（本報告書 23

頁）。 
9 要求払預金は預金保険で全額保護される決済用預金と定額保護される一般預金等のいずれの場合もあり

得る。 
10 本報告書 脚注 85 
11 本報告書では、権利移転の際に、実務上問題が生じないよう留意する必要がある点が指摘されていると

ころ、受益証券発行信託の受益権（受益証券不発行）については、受益権原簿の書換請求による譲渡の実

行及びその後の書換による第三者対抗要件の具備が可能となる（受益証券発行信託の受益権（受益証券不

発行）の権利移転の規律の詳細は CAPITAL MARKETS / STRUCTURED FINANCE BULLETIN 2021 年 2

月号 4 頁参照）。 
12 本報告書 24、25 頁 
13 後述する電子決済手段等取引業の登録を行うことが前提となる。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047399/CAPITAL%20MARKETS_STRUCTURED%20FINANCE%20BULLETIN%20202102.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047399/CAPITAL%20MARKETS_STRUCTURED%20FINANCE%20BULLETIN%20202102.pdf
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い結果、それらの取扱いを金融商品取引業の範囲で行うことはできないこと

になる。除外特定信託受益権を含め、電子決済手段の取扱いが付随業務（金

商法 35 条 1 項）、届出業務（同条 2 項）又は承認業務（同法 4 項）のいずれ

に該当するかについては、今後論点となり得るように思われる。 

 

エ 4 号電子決済手段 

1 号から 3 号電子決済手段に準じるものとして内閣府令で定めるものとさ

れているとおり、4 号電子決済手段の詳細は内閣府令の公表を待つ必要があ

る。 

また、本改正法案では暗号資産の定義にも変更が加えられており（改正後

資金決済法 2 条 14 項）、上記の電子決済手段の新設に伴い通貨建資産及び電

子決済手段は暗号資産に該当しないとされている。 

なお、金商法上、デリバティブ取引の原資産である「金融商品」として規

定されていた「暗号資産」が「暗号等資産」に改正されている（改正後金商

法 2 条 24 項 3 号の 2）。この改正により、暗号資産のほか、4 号電子決済手

段のうち内閣府令で規定されるものが「金融商品」に含まれることとなった。

「金融商品」の定義は（暗号等資産の現物とは異なり）金商法の規制対象と

なるデリバティブ取引の範囲を画する点で重要であり、内閣府令の内容につ

いては今後注視が必要である。 

 

（2）「電子決済手段」の発行者 

本報告書14で示された「電子的支払手段を発行・償還する行為は、現行法上、基本

的には為替取引に該当し、銀行業免許又は資金移動業登録が求められる」という方向

性のもと、「電子決済手段」の発行者は、銀行（信託銀行を含む。）又は資金移動業者

を基本としつつ15、特定信託受益権（3 号電子決済手段）については、以下のとおり

信託会社も発行者となることができるための改正がされた。 

特定信託受益権（3 号電子決済手段）の発行による為替取引を「特定信託為替取引」

（改正後資金決済法 2 条 28 項）としたうえで、資金移動業のうち「特定信託為替取

引」のみを業として営むことを「特定資金移動業」（改正後資金決済法 36 条の 2 第 4

項）と定義している。そして、一定の要件を満たす信託会社16は、資金移動業に必要

となる登録ではなく届出を行うことにより、「特定資金移動業」すなわち特定信託受

益権（3 号電子決済手段）の発行業務を行うことができることとされた（改正後資金

決済法 37 条の 2 第 1 項、3 項）。 

 

 
14 本報告書 22 頁 
15 銀行（信託銀行を含む。）及び資金移動業者については、既存の銀行業免許又は資金移動業登録のもと

で電子決済手段の発行業務を行うことができる。 
16 特定信託受益権を発行する信託会社のうち一定の要件を満たすものは「特定信託会社」と定義される

（改正後資金決済法 2 条 27 項）。 
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（3）「電子決済手段等取引業」の定義 

電子決済手段の発行者と利用者との間に立つ仲介者が行う行為として、「電子決済

手段等取引業」が新設された。電子決済手段等取引業として規制される対象行為は以

下の 4 類型である（改正後資金決済法 2 条 10 項）。 

 

① 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換 

② ①の行為の媒介、取次ぎ又は代理 

③ 他人のために電子決済手段の管理をすること（その内容等を勘案し、利用者の保

護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。） 

④ 資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者（当該資金移

動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を

締結している者に限る。）との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組

織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為

替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること 

(i) 当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関す

る債務に係る債権の額を減少させること 

(ii) 為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係

る債権の額を増加させること 

 

上記の①から③は、暗号資産交換業の定義に類似しているが、④は電子決済手段等

取引業に特有のものとして規定されている17。これは、本報告書で示された電子決済

手段の仲介者にかけるべき業規制の対象行為18のうちの「資金移動業者を代理して未

達債務に係る債権の発生・消滅を行う行為」に対応している。なお、本条の規定が「資

金移動業者」を代理することを対象としているのに対し、「銀行」を代理して同様の

行為を行う場合には、後述する電子決済等取扱業に該当することとなり、別途の登録

が必要となると考えられる。 

 
17 ①から③の業務については「電子決済手段関連業務」と定義されている（改正後資金決済法 2 条 11

項）。 
18 (i) 銀行を代理して預金債権の発生・消滅を行う行為、(ii) 資金移動業者を代理して未達債務に係る債

権の発生・消滅を行う行為、(iii) 要求払預金を信託財産とする信託受益権等の電子的支払手段の売買・交

換、管理、売買・交換の媒介等の 3 類型（本報告書 25、26 頁） 
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未達債務を用いたスキーム（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 3 回本 WG 事務局説明資料（金融サービスのデジタル化への対応）1913 頁から抜粋、当事務所にて一部改変） 

 

ここで留意すべきは、暗号資産交換業とは異なり、利用者の「金銭」の管理を行う

ことは、電子決済手段等取引業の定義に含まれていないという点である。これは、「仲

介者が取り扱う電子決済手段はそれ自体決済手段であり、投資対象ではないこと等か

ら、（暗号資産交換業等とは異なり、利用者による機動的な売買を可能とするために）

仲介者が別途利用者の金銭を管理することは通常想定されない」という本報告書での

指摘20に沿ったものといえる。しかしながら、実務的にはこの点について懸念する声

もあり、後述する金銭等の預託の禁止に係る改正後資金決済法 63 条の 13 の例外が

定められる予定の内閣府令の規定にも留意する必要があると考えられる。 

 

（4）「電子決済手段等取引業」の参入規制 

電子決済手段等取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはなら

ないとして、登録制を導入している（改正後資金決済法 62 条の 3）。 

登録拒否要件を含む登録手続の詳細については割愛するが、概ね暗号資産交換業の

それと類似したものとされている（改正後資金決済法 62 条の 4～62 条の 7）。 

なお、電子決済手段等取引業の種別の変更、すなわち、(3)の①から③の業務（電子

決済手段関連業務）又は④の業務を新たに行う場合には、事前の変更登録が必要とな

る点には留意が必要である（改正後資金決済法 62 条の 7 第 1 項）。 

 

（5）電子決済手段を発行する者に関する特例 

銀行等又は資金移動業者が電子決済手段の発行者である場合には、自らが発行する

 
19 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/shikinkessai_wg/shiryou/20211126/siryou2-1.pdf 
20 本報告書 脚注 101 

債権の発生・消滅 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/shikinkessai_wg/shiryou/20211126/siryou2-1.pdf
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電子決済手段について、電子決済手段等取引業の登録を行うことなしに、届出により

電子決済手段関連業務を行うことができる21（改正後資金決済法 62 条の 8 第 1 項、

第 3 項）。 

また、特定信託受益権（3 号電子決済手段）の発行業務を行うことができる信託会

社の場合も、当該特定信託受益権について、電子決済手段等取引業の登録を行うこと

なしに、届出により電子決済手段関連業務を行うことができる（改正後資金決済法 37

条の 2 第 2 項により、特定信託会社が行う特定資金移動業にも同法 62 条の 8 が適用

される。）。 

以上をまとめると、電子決済手段の発行者は、自らが発行する電子決済手段につい

て発行者と同時に仲介者となることができ、その場合には、電子決済手段等取引業の

登録は不要となり、届出で足りることになる。 

 

（6）「電子決済手段等取引業」の行為規制 

登録をした電子決済手段等取引業者については、大要、以下の行為規制が課せられ

ている。本報告書での業規制の具体的内容に関する提言22に概ね沿ったものと思われ

るが、詳細は今後の内閣府令や事務ガイドラインに委ねられている。特に、電子決済

手段等取引業者による利用者からの金銭等の受託禁止や発行者等との契約締結義務

については、その例外が内閣府令に委任されており、その内容が注目される。 

 

電子決済手段等取引業に係る行為規制の概要 

項目 行為規制の概要 

名義貸しの禁止 
自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならな

い（改正後資金決済法 62 条の 9）。 

情報の 

安全管理措置 

情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない（改正後資

金決済法 62 条の 10）。 

委託先管理措置 

電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託をした場合には、当該委託

に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂

行を確保するために必要な措置を講じなければならない（改正後資金決

済法 62 条の 11）。 

利用者保護措置 

利用者への情報提供等、利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂

行を確保するために必要な措置を講じなければならない（改正後資金決

済法 62 条の 12）。 

金銭等の預託 

禁止 

電子決済手段等取引業に関して利用者から金銭その他の財産の預託を受

けること等を原則として禁止する（改正後資金決済法 62 条の 13）。 

電子決済手段の分

別管理義務 

利用者の電子決済手段を自己の財産と分別して管理し、その管理の状況

について、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならな

 
21 但し、電子決済手段等取引業の登録拒否事由の一部に該当しないことが条件となる。 
22 本報告書 27、28 頁 
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い（改正後資金決済法 62 条の 14）。 

発行者等との 

契約締結義務 

発行者等との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害につい

ての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に

関する事項等を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これ

に従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければなら

ない（改正後資金決済法 62 条の 15）。 

金融 ADR 措置 

金融分野における裁判外紛争解決制度（いわゆる金融 ADR 制度）を設け

ることとし、紛争解決機関との間で契約を締結する措置等を講じなけれ

ばならない（改正後資金決済法 62 条の 16）。 

金商法の準用 

特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決

済手段等取引業者について、金商法の規制を準用する（改正後資金決済

法 62 条の 17）。 

帳簿書類、報告書

の作成・提出等 

帳簿書類及び報告書の作成、公認会計士又は監査法人の監査報告書等を

添付した当該報告書の提出、立入検査、業務改善命令等の監督規定を設

ける（改正後資金決済法 62 条の 18～62 条の 24）。 

 

（7）認定自主規制機関 

電子決済手段等取引業者が設立した一般社団法人を認定資金決済事業者協会とす

る旨が規定されており（改正後資金決済法 87 条）、認定自主規制機関についての動

きには今後注視が必要である。 

 

2．「電子決済等取扱業」の新設 

 

（1）「電子決済等取扱業」の定義 

本報告書で例示された、銀行をデジタルマネー類似型ステーブルコインの発行者と

した仕組み23を念頭に置き、以下の行為を「電子決済等取扱業」として業規制の対象

としている（改正後銀行法 2 条 17 項）。 

 

① 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わって当該銀行に預金の口座を開設している

預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法

により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債

権（「預金債権」）の額を増加させ、又は減少させること 

(i) 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減

少させること 

(ii) 為替取引により受け取った資金の額に相当する預金債権の額を増加させる

こと 

 
23 銀行の口座振替時における預金債権の発生・消滅についての現行実務を前提としたものとして、銀行

から代理権を付与された仲介者が、個々の利用者の持分を管理し、振り替える仕組み（発行者である銀行

は総額のみを管理）（本報告書 23 頁）。 
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② ①に掲げる行為に関して、①の銀行（「委託銀行」）のために預金の受入れを内容

とする契約の締結の媒介を行うこと（「電子決済等関連預金媒介業務」） 

 

①及び②は、現行の銀行代理業の一部であり、その特則として位置付けられる24。

なお、顧客の「金銭」の管理を行うことが電子決済等取扱業の定義に含まれていない

点は、電子決済手段等取引業と同様である。 

 

預金を用いたスキーム（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 3 回本 WG 事務局説明資料（金融サービスのデジタル化への対応）13 頁から抜粋） 

 

（2）「電子決済等取扱業」の参入規制 

内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法 52 条の 36 第 1 項の規定にかかわらず、

電子決済等取扱業を営むことができるとして、登録制を導入している（改正後銀行法

52 条の 60 の 3）。 

なお、電子決済等取扱業者は、委託銀行に預金口座を開設している電子決済等取扱

業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、電子決済等代行業登録を受けるこ

となく、届出により当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる25（改

正後銀行法 52 条の 60 の 8 第 1 項、第 3 項）。 

 

（3）「電子決済等取扱業」の行為規制 

登録をした電子決済等取扱業者については、大要、以下の行為規制が課せられてお

り、電子決済手段等取引業と同様、詳細は今後の内閣府令等に委ねられている。なお、

電子決済等取扱業者による顧客からの金銭等の受託禁止についても、その例外が内閣

 
24 電子決済等取扱業と現行の電子決済等代行業者や銀行代理業者、金融サービス仲介業者との業務範囲

の違いについては本報告書 脚注 91 を参照。 
25 但し、電子決済等代行業の登録拒否事由の一部に該当しないことが条件となる。 

債権の発生・消滅 
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府令に委任されており、その内容が注目される。 

 

電子決済等取扱業に係る行為規制の概要 

項目 行為規制の概要 

標識の掲示等 

営業所ごとに所定の様式の標識を掲示しなければならず、また、インタ

ーネット等の方法により、商号等の所定の事項を公表しなければならな

い（改正後銀行法 52 条の 60 の 9）。 

名義貸しの禁止 
自己の名義をもって、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない（改

正後銀行法 52 条の 60 の 10）。 

業務の健全かつ適

切な運営を確保す

るための措置 

顧客に対する説明や顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理等、

業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を

講じなければならない（改正後銀行法 52 条の 60 の 11）。 

誠実義務 
顧客のため誠実にその業務を行わなければならない（改正後銀行法 52 条

の 60 の 12）。 

金銭等の預託禁止 
電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受けるこ

と等を原則として禁止する（改正後銀行法 52 条の 60 の 13）。 

委託銀行との 

契約締結義務 

委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害について

の当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する

事項等を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従って当

該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない（改正後銀

行法 52 条の 60 の 14）。 

金融 ADR 措置 

金融分野における裁判外紛争解決制度（いわゆる金融 ADR 制度）を設け

ることとし、紛争解決機関との間で契約を締結する措置等を講じなけれ

ばならない（改正後銀行法 52 条の 60 の 15）。 

虚偽又は断定的判

断の提供等の禁止 

電子決済等取扱業に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げる行為、不

確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させる

おそれのあることを告げる行為等をしてはならない（改正後銀行法 52 条

の 60 の 16）。 

金商法の準用 

特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務（改正後銀行法 2 条

17 項 2 号に該当する行為）を行う電子決済等取扱業者について、金商法

の規制を準用する（改正後銀行法 52 条の 60 の 17）。 

帳簿書類、報告書

の作成・提出等 

帳簿書類及び報告書の作成、報告又は資料の提出命令、立入検査、業務

改善命令、登録の取消し、登録の抹消等の監督規定を設ける（改正後銀

行法 52 条の 60 の 18～52 条の 60 の 24）。 

 

（4）認定自主規制機関 

電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人を認定電子決済等取扱事業者協会と

する旨が規定されており（改正後銀行法 52 条の 60 の 25）、こちらも、認定自主規制
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機関についての動きには今後注視が必要である。 

 

3．AML/CFT に関する義務 

 

本報告書において、デジタルマネー類似型ステーブルコインの仲介者に求めるべき

規律として、犯収法における措置（取引時確認（本人確認）義務、疑わしい取引の届

出義務、通知義務等）が示された26ことを受けて、「電子決済手段等取引業者」及び「電

子決済等取扱業者」が犯収法上の「特定事業者」に加えられた（改正後犯収法 2 条 2

項 31 の 2、31 の 3）。そのため、「電子決済手段等取引業者」及び「電子決済等取扱業

者」は、一定の取引を行う際に、犯収法上の AML/CFT に係る義務（取引時確認義務、

疑わしい取引の届出義務等）を負うことになる。 

 

また、電子決済手段等取引業者については、以下の義務が課されることとなった。

他方、改正後犯収法上、電子決済等取扱業者にはこれらの義務は課されていない。 

 外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認義務（改正後犯収法

10 条の 2） 

 電子決済手段の移転に係る通知義務27（改正後犯収法 10 条の 3） 

 

4．今後の展望と影響 

 

本改正法案により、主にデジタルマネー類似型ステーブルコインについて、発行者

と仲介者が分離した形態を想定した場合の法的な枠組みが提示され、主として仲介者

が遵守すべきルールの概要が一定程度明らかとなった。これにより、国内でのステー

ブルコインの発行・流通のために必要な法整備が整いつつあるといえ、ルールについ

ての議論だけでなく、実際の用途を見据えた事業者を含む関係当事者の動きが注目さ

れる。 

もっとも、既に説明したとおり、電子決済手段の各類型の詳細、電子決済手段等取

引業や電子決済等取扱業に係る行為規制の例外等を含め、今後の内閣府令等の内容に

ついては引き続き注視が必要となる。さらに、本報告書28でも指摘されていた、電子決

済手段等取引業者や電子決済等取扱業者による海外ステーブルコインの取扱いの可否

についても、本改正法案のみからでは明らかではない。また、デジタルマネー類似型

ステーブルコインに加えて、暗号資産型ステーブルコインの発行者に係る規律の在り

方については引き続き検討とされている点についても今後注視が必要である29。 

  

 
26 本報告書 28 頁 
27 いわゆる暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等に係るルール（トラベルルール）に

相当するものと思われるが、具体的な通知内容は主務省令に委ねられている。 
28 本報告書 26、27 頁 
29 本改正法案に係る金融庁「説明資料」（2022 年 3 月） 

（https://www.fsa.go.jp/common/diet/208/03/setsumei.pdf）（以下「本改正法案説明資料」という。）5 頁 

https://www.fsa.go.jp/common/diet/208/03/setsumei.pdf
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Ⅲ．AML/CFT 共同機関に関する規律 

 

今回の改正の 2 つ目のテーマは、銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

である。具体的には、預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、大要以下

の行為を共同化して実施する「為替取引分析業」の創設と、当該業務運営の質を確保す

る観点から、為替取引分析業を実施する者である「為替取引分析業者」に対する許可制

の導入である。為替取引分析業の具体的なイメージは、下図のとおりである。 

 

① 顧客等が制裁対象者に該当するか否かを照合し、その結果を銀行等に通知する

業務（「取引フィルタリング業務」）30 

② 取引に疑わしい点があるかどうかを分析し、その結果を銀行等に通知する業務

（「取引モニタリング業務」） 

 

為替取引分析業のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本改正法案説明資料 13 頁から抜粋） 

 

金融のデジタル化の進展等を踏まえ、取引モニタリング等について、国際的にもより

高い水準での対応が求められており、現在、銀行界において、取引モニタリング等の共

同化による高度化・効率化に向け、具体的な検討が加速している。かかる今日の状況を

踏まえ、AML/CFT 共同機関に係る検討が進められた。そこで、今般の改正後資金決済法

で導入された、為替取引分析業に対する規制内容を、本報告書の内容にも適宜触れなが

ら概説する。 

 

 
30 金融庁「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）」（2021 年 3 月）

においては、「取引フィルタリング」「取引モニタリング」を以下のとおり定義している。 

・「取引フィルタリング」：取引前や制裁対象者等リストが更新された場合等に、取引関係者や既存顧客等

について制裁対象者等のリストとの照合を行うこと等を通じて、制裁対象者等による取引を未然に防

止することで、リスクを低減させる手法。 

・「取引モニタリング」：過去の取引パターン等と比較して異常取引の検知、調査、判断等を通じて疑わし

い取引の届出を行いつつ、当該顧客のリスク評価に反映させることを通じてリスクを低減させる手法。 

為替取引分析業者 

情報システム・プログラム 

データベース 

制裁対象

リスト 

顧客情報

取引情報 

為替取引分析業者 

 

分析 

提供 
結果の通知 

預金取扱金融機関等 

顧客情報

取引情報 

  
●
●
銀
行 

提供 

政府機関等 

公表 

制裁対象

リスト 

  

顧客情報

取引情報 

利用者 

収集 
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1．為替取引分析業に係る業規制 

 

（1）業規制の基本的考え方及び概要 

改正後資金決済法では、為替取引分析業に対する業規制の基本的考え方を以下のと

おり説明している。 

 

業規制の基本的考え方 

預金取扱金融機関等から委託を受け、為替取引に関し、取引モニタリング等を共同化して実施

する為替取引分析業者について、許可制を導入し、当局の検査・監督等を及ぼすことで、その

業務運営の質を確保。 

 

かかる基本的考え方を踏まえた、為替取引分析業に係る業規制の概要は下表のとお

りである。（2）以降、それぞれの項目について概説する。 

 

為替取引分析業に係る業規制の概要 

項目 業規制の概要 

対象行為 

・預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、以下の行為を行うこ

と 

① 顧客等が制裁対象に該当するか否かを分析し、その結果を預金取扱金融機

関等に通知（取引フィルタリング） 

② 取引に疑わしい点があるかどうかを分析し、その結果を預金取扱金融機関

等に通知（取引モニタリング） 

参入要件 

・一定の財産的基礎 

・為替取引分析業に対する適切なガバナンス体制の確保や資金調達の容易性

等の観点から株式会社形態が基本31 

・業務を適正かつ確実に遂行できる体制の確保（業務の実施方法等）など 

兼業規制 
・個人情報の適正な取扱い等との関係で、一定の制限が必要 

・取引フィルタリング・取引モニタリングに関連するものが基本 

個人情報の適

正な取扱い 

・多くの個人情報を取り扱うとの業務特性に鑑み、預金取扱金融機関等と同様

の個人情報保護法の上乗せ規制（一定の体制整備義務等）32 

検査・監督 ・業務の適正な運営を確保する観点から当局による検査・監督を実施 

 

（2）対象行為 

まず、改正後資金決済法では、「為替取引分析業」を以下のとおり定義している。

 
31 取締役会及び監査役会、監査等委員会又は指名委員会等を置くものと想定されている。 
32 各預金取扱金融機関等から共同機関に提供される個人情報は、分別管理し、他の預金取扱金融機関等

と共有しないことが想定されている。また、共同化によるメリットの一つである分析の実効性向上を図

る観点から、これに資するノウハウを特定の個人との対応関係が排斥された形（個人情報ではない形）で

共有することが想定されている。 
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当該行為はいわゆる取引フィルタリングや取引モニタリングに相当する。 

 

為替取引分析業： 

「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等（銀行等その他の政令で定める者をい

う。以下同じ。）の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引（これに準ずるも

のとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。）に関

し、次に掲げる行為33のいずれかを業として行うことをいう（改正後資金決済法 2 条

18 項）。 

 

為替取引分析業の分類と対象行為 

号 行為の内容 

1 号 

当該為替取引が外国為替及び外国貿易法 17 条各号（同法 17 条の 3 その他政令で

定める規定において準用する場合を含む。）に掲げる支払等（同法 8 条に規定する

支払等をいう。）に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金

融機関等に通知すること。 

2 号 

当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議 1267 号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 9 条に規定する公告国際テ

ロリストその他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当

するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。 

3 号 
当該為替取引について犯収法 8 条 1 項の規定による判断を行うに際し必要となる

分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。 

 

（3）参入要件 

まず、為替取引分析業を行おうとする者は、一定の事項34を記載した許可申請書を

主務大臣に提出しなければならない（改正後資金決済法 63 条の 24 第 1 項）。また、

当該許可申請書には、「為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項」（改正後資

金決済法 63 条の 29 第 2 項）等の一定の事項を記載した業務方法書を添付する必要

がある。 

そして、主務大臣は上記許可の申請が下表の基準に適合するかどうかを審査する

（改正後資金決済法 63 条の 25 第 1 項）。また、主務大臣は、許可申請者が取締役会

又は理事会を置かない株式会社又は一般社団法人に該当しない（改正後資金決済法

63 条の 25 第 2 項 1 号イ）等の一定の拒否事由に該当する場合は、許可を与えては

ならないとされている。これらの基準及び拒否事由に照らすと、為替取引分析業者に

は、一定の財産的基礎が求められ、また、為替取引分析業に対する適切なガバナンス

体制の確保や資金調達の容易性等の観点から株式会社形態が基本とされ、そして、業

務方法書等を通じて業務を適正かつ確実に遂行できる体制の確保が求められている

 
33 「次に掲げる行為」の詳細については、改正後資金決済法 2 条 18 項 1 号から 3 号を参照されたい。 
34 為替取引分析業の種別や為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号等が規定されている。

詳しくは、改正後資金決済法 63 条の 24 第 1 項各号を確認されたい。 
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といえる。この点について、本報告書では、為替取引分析業者は多数の銀行等から委

託を受けて、AML/CFT の中核的な業務を営むことが想定されていることから上記要

件が求められると説明している。 

 

為替取引分析業の参入要件 

号 基準 

1 号 
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確

実に遂行するために十分であること。 

2 号 
為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産

的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。 

3 号 
その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができ

る知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 

 

さらに、かかる参入要件が設けられていることから、為替取引分析業者は、為替取

引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならず35、

委託の禁止が規定されている（改正後資金決済法 63 条の 28 第 1 項）。 

 

（4）兼業規制 

改正後資金決済法では、為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関

連業務36のほか、他の業務を行うことができないと規定されており、為替取引分析業

者には兼業規制がなされている（改正後資金決済法 63 条の 27 第 1 項）。 

これは、取引フィルタリング・取引モニタリング業務以外の業務を無制限に自由に

認めてしまうことは、個人情報の適正な取扱い等との関係で支障が生じ得るため、為

替取引分析業者の行う業務には一定の制限が必要であると考えられたためである。そ

こで、為替取引分析業者の行う業務は、取引フィルタリング・取引モニタリング業務

に関連するものが基本とされている。 

なお、改正後資金決済法では、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ

確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で

定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは兼業規制が及ばないと規定され

ているが、当該兼業規制の例外の具体的要件については主務省令に委ねられている

（同項但書）。 

 

（5）個人情報の適正な取扱い 

改正後資金決済法では、為替取引分析業者には、為替取引分析業に係る情報の漏え

い、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めること等を通して情

 
35 為替取引分析業者は、他の為替取引分析業者に為替取引分析業の全部又は一部を委託した場合には、

これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するため

に必要な措置を講じる必要がある（改正後資金決済法 63 条の 28 第 2 項）。 
36 為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。 
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報の適切な管理が求められている。その他為替取引分析業者には秘密保持義務が課さ

れている（改正後資金決済法 63 条の 30 及び 31）。 

なお、①為替取引分析業者に課される予定である、預金取扱金融機関等と同様の個

人情報保護法の上乗せ規制（一定の体制整備義務等）の具体的要件や②各預金取扱金

融機関等から為替取引分析業者に提供される個人情報の共有方法等のあり方につい

ては主務省令に委ねられており、その内容がどういったものになるかについては、本

報告書での記載が参考となると考えられる。上記②の個人情報の共有方法等のあり方

については以下の図が参考になる。 

 

為替取引分析業者への個人情報の共有方法等のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本改正法案説明資料 14 頁から抜粋） 

 

（6）検査・監督 

為替取引分析業者の業務は、AML/CFT 業務の中核的な部分を担うものであり、仮

に為替取引分析業者の業務が適切に行われない場合、日本の金融システムに与える影

響が大きくなるといえる。そのため、改正後資金決済法では、業務の適正な運営を確

保する観点から当局による検査・監督の実施が規定されている。具体的な検査・監督

は下表のとおりである。 

 

為替取引分析業者に対する検査・監督 

検査・監督 内容 

報告 

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為

替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない

（改正後資金決済法 63 条の 34）。 

資料の提出命令 

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認

めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは

財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じることができる

 
 

情報システム・プログラム 
為替取引分析業者 

為替取引分析業者 

  

・個人データは、預金取扱金融機関等別に
分別管理 

・結果についても共有等なし 

・機械学習の学習済みパラメータ（特定の
個人との対応関係が排斥されたもの）を
共有し、分析に活用 

  
Ｃ
銀
行 

A銀行 

B 銀行 

C 銀行 

  
Ｂ
銀
行 

  
Ａ
銀
行 A銀行から受領した 

個人データ 

B銀行から受領した 
個人データ 

生成 

生成 

パ
ラ
メ
ー
タ 

パ
ラ
メ
ー
タ 

パ
ラ
メ
ー
タ 

生成 
C銀行から受領した 

個人データ 

共有・活用 

共有・活用 
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（改正後資金決済法 63 条の 35）。 

立入検査 

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認

めるときは、当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その

他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若

しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる（改正後資金決済法

63 条の 35）。 

業務改善命令 

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認

めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運

営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべき

ことを命ずることができる（改正後資金決済法 63 条の 36）。 

許可の取消し等 

主務大臣は、為替取引分析業者が 63 条の 25 第 2 項各号のいずれかの拒否

事由に該当するときは、為替取引分析業者の許可を取り消すことができる

（改正後資金決済法 63 条の 37 第 1 項）。 

主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又

はこれらに基づく処分に違反したときは、63 条の 23 の許可若しくは 63 条

の 27 第 1 項ただし書の承認を取り消し、6 月以内の期間を定めてその業務

の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることが

できる（改正後資金決済法 63 条の 37 第 2 項）。 

 

2．今後の展望と影響 

 

既に説明したとおり、兼業規制の例外として主務省令で定める事項や、為替取引分

析業者に課される予定である個人情報保護法の上乗せ規制（一定の体制整備義務等）

の具体的要件、その他各預金取扱金融機関等から為替取引分析業者に提供される個人

情報の共有方法等のあり方の具体的内容は主務省令に委任されることとなった。その

ため、主務省令においてどのように規定されるのかについては今後注視が必要である。 

また、一部の国においては、利用者の個人情報を含む情報を各銀行等との間で共有

すること等を通じ、AML/CFT の実効性を高めようとする取組みがある。日本における

AML/CFT の更なる実効性向上策として、かかる取組みを検討すべきかは、今後の為替

取引分析業者における業務実施状況や、マネー・ローンダリング等に関するリスク環

境の変化等を踏まえて、今後の議論に委ねられている。 
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Ⅳ．高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規律 

 

今回の改正の 3 つ目のテーマは、高額電子移転可能型前払式支払手段に対する

AML/CFT 規制等の導入である。具体的には、改正後資金決済法において「高額電子移転

可能型前払式支払手段」という類型が新設されたうえで、その発行者については、不正

利用の防止等の観点から、業務実施計画の届出義務を定められた。また、上記資金決済

法の改正とともに、改正後犯収法に基づき取引時確認義務等を課する規定が整備された。 

もともと本報告書では、前払式支払手段に関するAML/CFTの観点からの規律として、

「電子移転可能型」の前払式支払手段に着目して、そのうち、①「番号通知型」電子移

転可能型前払式支払手段に対する規制強化（以下「提言①」という。）と、②「高額」電

子移転可能型前払式支払手段に関する AML/CFT 規制の導入等（以下「提言②」という。）

を提言していた。 

今回の改正後資金決済法では、このうち提言②に係る規制を法律レベルで明文化した

ものであるが、その具体的要件の一部は今後の内閣府令に委ねられており、その内容が

どういったものになるかについては、本報告書での記載を参考としつつ、内閣府令の規

定ぶりを今後注視する必要があると考えられる。 

そこで、まずは、本報告書が示された、AML/CFT の観点からの前払式支払手段に対す

る問題意識（電子移転可能型前払式支払手段の分類）を紹介するとともに、今般の改正

後資金決済法で導入された、高額電子移転可能型前払式支払手段に対する規制内容を解

説する。そして、最後に、今回の改正後資金決済法では明文化されなかった（ものの、

今後の内閣府令で規定されることが予想される）「番号通知型」電子移転可能型前払式支

払手段の規制強化を含めた今後の展望及び影響に関しても概説する。 

 

1．電子移転可能型前払式支払手段の分類 

 

前払式支払手段というと、かつてはプリペイドカードなど「紙型」37や「磁気型」38

が中心であったが、現在では、第三者型（発行者以外の加盟店でも利用が可能なタイ

プ）の「IC 型」39や「サーバ型」40が約 96.8%41を占めている。こうした現在の前払式

支払手段は、交通系 IC カードなどのようにチャージ残高等を電子的に譲渡・移転出来

ず、かつチャージ上限が少額に設定されているものが大半であるが、中にはチャージ

残高等を電子的に譲渡・移転ができるもの（「電子移転可能型」）も登場してきている。 

こうした実態に即した前払式支払手段の規制の在り方を検討するにあたって、本報

告書では、まず、下表のように、電子移転可能型前払式支払手段を、①残高譲渡型、

②-1 番号通知型（狭義）、②-2 番号通知型（狭義に準ずるもの）の 3 つに分類した。

 
37 百貨店共通商品券など 
38 図書カードなど 
39 交通系 IC カードやおサイフケータイなど、価値が IC チップに記録されているもの 
40 QR コード決済端末や電子ギフト券など、価値がネットワーク上のサーバに記録されているもの 
41 第 2 回本 WG 事務局説明資料（金融サービスのデジタル化への対応） 

（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/shikinkessai_wg/shiryou/20211111/siryou2-1.pdf）23 頁 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/shikinkessai_wg/shiryou/20211111/siryou2-1.pdf
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ここで、①と②の主な違いは、発行者が管理する仕組みの「中」か「外」かであり、

②-1 と②-2 の主な違いは、譲渡・移転のために通知する番号等自体が前払式支払手段

であるか、それともその番号等に紐づくアカウント残高（の利用権）が前払式支払手

段であるか（換言すれば、前払式支払手段自体が譲渡・移転対象であるか否か）であ

る42。 

 

電子移転可能型前払式支払手段の分類 

類型 内容 

①残高譲渡型43 
発行者が管理する仕組みの「中」で、アカウント間での前払式支払手

段の残高譲渡が可能なもの 

②番号通知型  

発行者が管理する仕組みの「外」で「前払式支払手段である番号等」

の通知により、電子的に価値を移転することが可能なもの 

 

例）Amazon ギフト券など 

②-1 

狭義 

②-2 

狭義に準ずるもの 

①や②-1 以外のもので、発行者が管理する仕組みの「外」で、チャー

ジ済みの「前払式支払手段であるアカウント残高の利用権と紐づくも

のとして発行者から付与された番号等」を他者に通知することによ

り、当該他者に対し、当該残高を容易に利用させることが可能であり、

かつ、その利用範囲が多数かつ広範囲に及ぶものとして法令に個別に

規定するもの 

 

例）国際ブランドのクレジットカードと同じ決済基盤で利用可能な

「国際ブランドのプリペイドカード」（Visa プリペイドカードなど） 

 

2．高額電子移転可能型前払式支払手段に対する AML/CFT 規制導入等 

 

（1）「高額電子移転可能型前払式支払手段」の新設 

本改正法案では、「高額電子移転可能型前払式支払手段」という類型を定めたうえ

で、この類型の前払式支払手段に対して、資金決済法上の規制強化や犯収法の新たな

適用を定めた。すなわち、改正後資金決済法 3 条 8 項は、「高額電子移転可能型前払

式支払手段」として、同項 1 号に該当するもの（以下「第 1 号型高額電子移転可能型

前払式支払手段」又は単に「第 1 号型」という。）と同項 2 号に該当するもの（以下

「第 2 号型高額電子移転可能型前払式支払手段」又は単に「第 2 号型」という。）の

 
42 後記 2.(2)参照。 
43 この残高譲渡型に関しては、2021 年 5 月以降、自家型・第三者型いずれの発行者に対して、前払式支

払手段の不適切な利用を防止するための措置を講ずべき義務として、①譲渡可能な未使用残高の上限設

定、②繰り返し譲渡を受けている者の特定等の不自然な取引を検知する体制整備、③不自然な取引を行

っている者に対する利用停止等の義務が課せられている（前払式支払手段に関する内閣府令 23 条の 3 第

1 号、事務ガイドライン｢第三分冊：金融会社関係｣｢5 前払式支払手段発行者関係｣II-2-6-1）。 
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2 つの類型を定めている。このうち法律レベルで実質的な要件が定められているのは

第 1 号型であり、第 2 号型は「（第 1 号型に）準ずるものとして内閣府令で定めるも

の」とのみ定められている。 

 

（1）「第 1 号型」高額電子移転可能型前払式支払手段の定義 

第 1 号型高額電子移転可能型前払式支払手段の定義規定に従って、その要件を整

理すると、下表のとおりとなる。 

 

第 1 号型高額電子移転可能型前払式支払手段の要件44  

No. 要件 内容 

① 第三者型 第三者型前払式支払手段に該当するもの 

② 

高額上限アカウント 
未使用残高45が、前払式支払手段記録口座（以下の要件を満た

すもの46）に記録されるもの 

②-1 

アカウント管理 

発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとに内容を記録する

もの 

②-2 

アカウント上限額の

高額性等 

当該口座に記録される未使用残高の上限額47が高額として内閣

府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定

める要件を満たすもの 

③ 電子移転可能性 電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの 

④ 
移転可能額・期間内

残高の高額性等 

移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な

一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の

前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の

発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあ

るものとして内閣府令で定める要件を満たすもの 

 

要件①（第三者型）については、「発行者や発行者と密接な関係を有する者」以外

の加盟店での物品等の購入等に利用できる前払式支払手段を指し48、従前の定義と基

本的に変わらない。また、要件③（電子移転可能性）については、コンピュータによ

る情報処理システムによってアカウント残高を移転・譲渡できるものを意味する。 

これらに対して、要件②（高額上限アカウント）と要件④（移転可能額・期間内残

高の高額性等）は、その具体的内容が内閣府令に委任されており、その内容を予想す

 
44 改正後資金決済法 3 条 8 項 1 号 
45 「未使用残高」とは、金額表示型の前払式支払手段（改正後資金決済法 3 条 1 項 1 号）については、

代価弁済に充当できる金額をいい、数量表示（物品表示）型の前払式支払手段（改正後資金決済法 3 条 1

項 2 号）については、給付・提供を請求することができる物品等・役務の数量を内閣府令で定めるとこ

ろにより金銭に換算した金額をいうものとして定義される。いわゆるウォレット等にチャージできる残

高上限額を指す。 
46 改正後資金決済法 3 条 9 項 
47 ここでいう「未使用残高」には、「当該口座に記録される（未使用残高）」と規定されていることから、

ID 番号等（前払式支払手段）を使わずに、クレジットカードや銀行口座からの入金、フリーマーケット

の売上金の入金など、直接残高にチャージする場合の当該額も算入される（本報告書 脚注 158）。 
48 改正後資金決済法 3 条 5 項・4 項。但し、「物品等」の定義に関しては、前記Ⅱ.1 参照。 
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るにあたっては本報告書での記載内容が参考となる。 

 

まず、要件②-1（アカウント管理）に関しては、字義のとおり、前払式支払手段発

行者自身が記録するためのアカウントを指すが、要件②-2（アカウント上限額の高額

性等）に関しては、未使用残高の上限額が高額であることを示しつつ、内閣府令に具

体的な要件が委任されている。この点、本報告書での記載49を踏まえると、内閣府令

では具体的数値要件として「30 万円超」という基準が定められる可能性がある。ま

た、本報告書では、「アカウントにおいて繰り返しのチャージ（リチャージ）が行え

るもの」（リチャージ可能性）であることが高額電子移転可能型前払式支払手段の要

件の1つとされている50。かかる要件は改正後資金決済法自体には明文がないものの、

内閣府令において定められると考えられる。 

 

次に、要件④（移転可能額・期間内残高の高額性等）に関しては、一件当たりの移

転可能な未使用残高や一定期間内に移転可能な未使用残高が高額であることなどを

例示としつつ、内閣府令に具体的な要件が委任されている。この点に関して、本報告

書では、下表のとおり、前払式支払手段の類型毎の具体的な基準を示している。 

 

本報告書における「移転可能額・期間内残高の高額性」要件（案） 

④ 

移転可能額・期間内残

高の高額性等51 
以下の区分に応じた要件に該当するもの52 

① 残高譲渡型 

他のアカウント53に移転できる額が一定の範囲を超えるもの 

例） 

(a) 1 回当たりの譲渡額が 10 万円超54、又は 

(b) 1 か月当たりの譲渡額の累計額が 30 万円超 

②-1 番号通知型 

（狭義） 

メール等で通知可能な前払式支払手段（ID 番号等）によりア

カウントにチャージする額55が一定の範囲を超えるもの 

 
49 「アカウントに係る未使用残高の上限額が一定額以下に制限されているもの（例：30 万円以内）は、

対象外（高額電子移転可能型前払式支払手段には該当しない）」（本報告書 48 頁（参考 2-6）・49 頁（参

考 2-7）） 
50 本報告書 47 頁（参考 2-6） 
51 本報告書において金額水準（閾値）として示されている「10 万円」というのは、現金を持ち込んで銀

行送金をする場合に犯収法に基づく取引時確認が必要な金額が 10 万円であること、また、「30 万円」と

いうのは、資金移動業者・クレジットカード事業者に関する制度や利用実態等を踏まえて、同一機能・リ

スクには同一ルールという考え方のもと設定されたとのことである。 
52 複数の類型に該当する前払式支払手段の場合（例えば、残高譲渡型かつ番号通知型（狭義）など）に

は、該当する各類型のそれぞれの要件を全て充足する必要があると考えられる（本報告書 脚注 157 参

照）。 
53 本報告書でいう「アカウント」とは、改正後資金決済法で定義される「前払式支払手段記録口座」に

該当するものと考えられる。 
54 「超」ということは、同額である場合には要件を充たさないことに留意されたい。 
55 ここでいう「チャージする額」には、ID 番号等（前払式支払手段）を使わずに、クレジットカードや

銀行口座からの入金、フリーマーケットの売上金の入金など、直接残高にチャージする場合の当該額は

算入されない（本報告書 脚注 158）。この点で、要件②-2（アカウント上限額の高額性等）での「未使用

残高」の算出に当たっての取扱い（前掲脚注 47 参照）と異なる。 
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例） 

(a) 1 回当たりのチャージ額が 10 万円超、又は 

(b) 1 か月当たりのチャージ額の累計額が 30 万円超 

②-2 番号通知型 

（狭義に準ずるもの） 

アカウントへのチャージ額・利用額が一定の範囲を超えるも

の 

例） 

(a) 1 か月当たりのチャージ額の累計額が 30 万円超、かつ 

(b) 1 か月当たりの利用額の累計額が 30 万円超 

 

（2）「第 2 号型」高額電子移転可能型前払式支払手段の定義 

第 2 号型56については、第 1 号型に「準ずるものとして内閣府令で定めるもの」と

しか、改正後資金決済法では定められておらず、その具体的な要件やそこで捕捉しよ

うとしている対象は必ずしも明らかではない。 

もっとも、前述のとおり、電子移転可能型前払式支払手段の分類のうち②-2 番号通

知型（狭義に準ずるもの）については、②-1 番号通知型（狭義）とは異なり、そもそ

も前払式支払手段自体が電子的に移転されているわけではなく「前払式支払手段であ

るアカウント残高の利用権と紐づくものとして発行者から付与された番号等」が通知

される仕組みであることを踏まえると、要件③（電子移転可能性）を直接充足しない

（第 1 号型ではカバーできない。）と考えられることから、こうした②-2 番号通知型

（狭義に準ずるもの）をカバーするために第 2 号型が用意されているのではないか

と推察できる。 

また、本報告書では、同じく要件③（電子移転可能性）について、「前払式支払手

段のサービスに係る規約等において譲渡等を禁止している場合でも、利用者がこれに

反して事実上譲渡等を行うことが可能である場合」にも要件を満たすと記述されてい

ること57から、こうしたものも第 2 号型でカバーされる可能性がある。 

いずれにせよ、内閣府令でどのように規定されるか今後注視が必要である。 

 

（3）高額電子移転可能型前払式支払手段に対する規制 

上記のとおり定義された高額電子移転可能型前払式支払手段に対して、改正後資金

決済法及び改正後犯収法では、下表のとおり、新たな規制を定めている。ここでの主

眼となる規制は、高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者が犯収法上の「特定事

業者」となることに伴って、資金移動業者やクレジットカード事業者と同様に、取引

時確認義務や疑わしい取引の届出義務等が課せられるという点である。 

 

 

 
56 改正後資金決済法 3 条 8 項 2 号 
57 本報告書 脚注 154 
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高額電子移転可能型前払式支払手段に対する規制 

項目 改正後資金決済法・改正後犯収法の内容 

資金決済法上

の規制強化 

【改正後資金決済法58】 

1 高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計

画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

① 前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合

には、当該上限額 

② 発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法 

③ その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び

高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営

を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項 

 

2 届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。 

犯収法の新た

な適用 

【改正後犯収法】 

⚫ 高額電子移転可能型前払式支払手段に係る業務実施計画を届け出た発行

者を「特定事業者」とする59 

⚫ 他人になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段の役務提供を自

ら受けること又は第三者に受けさせることを目的として、発行者が利用

者を他の者と区別して識別するための符号などの役務提供に必要な情報

（「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」）の提供を受けた者等

について、罰則規定を設ける60 

 

なお、高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者が届け出る業務実施計画の内容

に関しては、本報告書には、利用者保護等の観点から、商品性、システムによる対応

事項、モニタリング手法、不正利用等発生時の利用者に対する対処方針等を記載事項

とするとの記載があり、こうした内容は内閣府令で具体的に定められるものと考えら

れる61。 

 

3．今後の展望と影響 

（1）今後の展望 ―「番号通知型」に対する規制強化など 

既に説明したとおり、電子移転可能型前払式支払手段の定義や規制内容の一部は内

閣府令に委任されることとなった。そのため、内閣府令においてどのように規定され

 
58 改正後資金決済法 11 条の 2 
59 改正後犯収法 2 条 2 項 30 号の 2 
60 改正後犯収法 28 条の 2 
61 その他、本報告書では、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するものとして資金決済法に基づ

く登録申請をする際には、その旨を登録申請書への記載するものとしている。 
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るのかについては今後注視が必要である。 

これに加えて、今般の資金決済法の改正内容自体には盛り込まれなかったものの、

本報告書では、番号通知型に分類された電子移転可能型前払式支払手段について、特

殊詐欺等を含む不正利用事案や転売サイトの利用等に伴うトラブル等の実態を踏ま

え、下表に記載した内容の規制を提案していた。この規制内容については、今後、内

閣府令において定められるものと予想される。 

 

本報告書における番号通知型電子移転可能型前払式支払手段（自家型・第三者型）への規制（案） 

項目 内容 

発行者の体制整備 

義務 

利用者が安心して利用できるサービスを提供するとの観点から 

⚫ 発行額の少額化等の商品性の見直しやシステム面での対応検討

等 

⚫ 転売を禁止する約款等の策定 

⚫ 転売等を含む利用状況のモニタリング 

⚫ 不正転売等が行われた場合の利用凍結等 

⚫ 利用者への注意喚起等 

当局による対応 

⚫ 商品性等から不正利用リスクが相対的に高いと考えられる 

前払式支払手段発行者に対して 

リスクに見合ったモニタリング体制が構築されているか等を確

認 

⚫ 広くサービス利用者等に対して 

転売サイトの利用等を控えるよう周知徹底を図る 

 

（2）今後の影響 

本改正法案説明資料62によれば、日本資金決済業協会のアンケート調査結果を引用

したうえで、前払式支払手段のチャージ残高の分布は 30 万円以下が 99.8%超となっ

ているとのことである。もしも、要件②-2（アカウント上限額の高額性等）の具体的

な数値基準が、前述の本報告書のとおり、30 万円超と設定されるとするならば、本

改正法案による改正によって影響を受ける事業者自体は多くはない。しかしながら、

ひとたび高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者に該当してしまうと、犯収法上

の AML/CFT に関する義務を新たに負うこととなるため、実務上は AML/CFT のため

の体制整備やシステム構築など多くの負担が課せられることとなる。 

この点、改正後資金決済法は、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内で施行

されるが、本改正法案 2 条に基づき、施行の際に現に高額電子移転可能型前払式支払

手段を発行している者については、改正後資金決済法 11 条の 2 に定める業務実施計

画の届出義務の規定が、施行日から起算して 2 年間は適用されないものとされてい

る。改正後犯収法は、前述のとおり、高額電子移転可能型前払式支払手段に係る業務

 
62 本改正法案説明資料 17 頁 
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実施計画を届け出た発行者を「特定事業者」としていることから、この間は、犯収法

上の AML/CFT に関する義務も負わないものと考えられ、この経過措置の間に、高額

電子移転可能型前払式支払手段の発行者としての体制整備やシステム構築などを完

成させるか、あるいは、アカウント上限額を低くして「高額電子移転可能型前払式支

払手段」に該当しないように変更するかといった判断を行う必要がある。 

 

 

セミナー情報（Fintech 関連） 

➢ セミナー  『NFT／ブロックチェーン最新動向』 

開催日時  2022 年 4 月 8 日（金）14:00～15:00 

講師    増田 雅史 

主催    一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC） 

 

➢ セミナー  『コンテンツ分野で活用される NFT の法的課題』 

開催日時  2022 年 4 月 11 日（月）17:00～18:00 

講師    増田 雅史 

主催    World Innovation Lab、虎ノ門ヒルズインキュベーションセンター

「ARCH」 

 

➢ セミナー  『セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の法律実務の最

新動向〜不動産 STO・社債 STO での活用を中心に〜』 

開催日時  2022 年 4 月 13 日（水）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『NFT の法律実務に関する最新動向 〜参入相次ぐ NFT ビジネスと

規制の今後〜』 

開催日時  2022 年 4 月 20 日（水）14:00～17:00 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

➢ セミナー  『NFT ビジネスの法律実務と課題』 

開催日時  2022 年 5 月 19 日（木）10:40～12:20 

講師    増田 雅史 

主催    桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/129.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/111.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/116.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/116.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/115.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/115.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/121.html
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文献情報（Fintech 関連） 

➢ 論文 「Getting the Deal Through - Financial Services M&A 2022 - Japan 

Chapter」 

掲載誌   Law Business Research Ltd. 

著者    戸嶋 浩二、湯川 昌紀 

 

➢ 本  『リーガル・トランスフォーメーション ビジネス・ルール・チェ

ンジ 2022』 

出版社   株式会社日経 BP 

著者    棚橋 元、石本 茂彦、高谷 知佐子、飯田 耕一郎、武川 丈士、山

崎 良太、梅津 英明、渡辺 邦広、末廣 裕亮、東 陽介、石橋 誠

之、羽深 宏樹（共著） 

 

➢ 本  『金融機関の法務対策 6000 講 第Ⅲ巻 付随業務・周辺業務・

Fintech 編』 

出版社   株式会社きんざい 

著者    吉田 和央（共著） 

 

➢ 本  『NFT ビジネス見るだけノート』 

出版社   株式会社宝島社 

著者    増田 雅史 

 

NEWS 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 11 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

倉持 喜史、石川 大輝、増田 雅史、宮岡 邦生、堀尾 貴将、中野 玲也、朽網 友章、

鈴木 信彦、中野 恵太、チョン・チア・チー、デイビット・ベックステッド 

 

また、同日付で 11 名の弁護士および 1 名の弁理士がカウンセルに就任いたしまし

た。 

 

【カウンセル】 

野間 裕亘、若林 功晃、上田 雅大、黒田 大介、竹腰 沙織、松村 謙太郎、立石 光

宏、チョティウット・スックプラダップ、プーンスック・ポーンパタナナングーン、

タワチャイ・ブーンマヤパン、ラッタイ・カモンワーリン 
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【カウンセル弁理士】 

田中 尚文 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々

研鑽に努めて参ります。 

引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて当事務所は⽇本における以下の分野で上位グ

ループにランキングされ、当事務所の弁護⼠が各分野にて Hall of Fame、Leading 

Individuals、Next Generation Partners または Rising Stars の高い評価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）

においても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁

護士が各分野にて高い評価を得ております。 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Antitrust and competition 

・Banking and finance 

・Capital markets 

・Corporate and M&A 

・Dispute resolution 

・Fintech 

・Intellectual property 

・Investment funds 

・Labour and employment 

・Private wealth 

・Projects and energy 

・Real estate and construction 

・Restructuring and insolvency 

・Risk management and investigations 

・Tax 

 

Tier 2 

・TMT 
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弁護士 

Hall of Fame 

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

・Corporate and M&A: 石綿 学 

・Real estate and construction: 小澤 絵里子 

・Tax: 大石 篤史 

Leading individuals 

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二 

・Banking and finance: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

・Capital markets: 尾本 太郎 

・Corporate and M&A: 棚橋 元、大石 篤史、松下 憲 

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦 

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子 

・Intellectual property: 三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳 

・Investment funds: 竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一 

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真 

・Projects and energy: 小林 卓泰、石川 直樹、岡谷 茂樹 

・Real estate and construction: 佐藤 正謙 

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎 

・Risk management and investigations: 藤津 康彦、梅津 英明 

・Tax: 酒井 真 

・TMT：岡田 淳 

 

Next Generation Partners 

・Antitrust and competition: 藤田 知也 

・Banking and finance: 末廣 裕亮、白川 佳 

・Capital markets: 田井中 克之 

・Dispute resolution: ダニエル・アレン 

・Private wealth: 小山 浩 

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮 

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣 

・Tax: 栗原 宏幸、小山 浩 

 

Rising Stars 

・Fintech: 古市 啓 

・Labour and employment: 濵 史子 
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・Projects and energy: 野間 裕亘 

・Restructuring and insolvency: 片桐 大 

 

➢ Chambers FinTech 2022 にて高い評価を得ました 

Chambers FinTech 2022 において、当事務所は日本における FinTech Legal の分野

で Band 1 にランクインし、増島 雅和 弁護士と堀 天子 弁護士が高い評価を得ま

した。 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

・FinTech Legal (Band 1) 

 

弁護士 

JAPAN 

・FinTech Legal：増島 雅和 (Band 1)、堀 天子 (Band 1) 

 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

➢ ロシア・ウクライナ情勢 関連情報（随時更新） 

ロシアによるウクライナへの軍事行動の開始以降、国際情勢が緊迫している中、

当事務所では、ロシア・ウクライナ情勢に対応したビジネスのご支援となるべく、

セミナー、ニュースレターや論文等の最新情報および関連する法律問題、官公庁

等の最新公開情報のリンクをまとめた「【特設ページ】ロシア・ウクライナ情勢 

関連情報 」を開設しております。詳細はこちらをご参照ください。 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2021/28.html
https://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/18584.html
https://www.mhmjapan.com/ja/legal-topics/year/2022/2.html

