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１． ステーブルコインに関する規律 
 

１－１ 議論の背景 
 

ステーブルコインは、USDT（テザー）や USDC（USD コイン）を中心に、海外では暗号資産その他のデジタル資産

等の決済手段等として広く流通しており、例えば、USDT の一日の取引高は BTC のそれを遥かに上回る規模に拡

大している。 

他方、本邦においては、通貨で償還できるステーブルコインは、現行法上、資金決済法第 2 条第 6 項に規定す

る通貨建資産に該当し、利用者の依頼を受けてその移転を業として行うことは為替取引に該当すると考えられて

いる。もっとも、現行の銀行法や資金決済法においては、ブロックチェーン上のトークンであるステーブルコインに

ついて適切に規律する法的枠組みが存在しなかったこともあり、実質的にステーブルコインはほとんど流通してい
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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する国際的な要請やデジタル化の進展等を

踏まえ、安定的かつ効率的な資金決済に関する制度のあり方について検討を行うこと」との金融

担当大臣による諮問を受けて、2021 年 10 月より議論を開始した金融審議会・資金決済ワーキ

ング・グループが、全 5 回の討議を経て、2022 年 1 月 1１日に取りまとめとなる報告（以下、「本

報告」という。）を公表している。 

本報告の内容は、資金決済法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の改正を内容とし

て法案化が進められているものと思われ、例年通りであれば 2022 年 3 月頃法案の閣議決定、

国会提出がなされ、本通常国会の会期内に成立すれば、早ければ、2023 年の前半に施行され

ることが予想される。 

本稿においては、本報告のうち、実務上の関心が特に高いと思われる①ステーブルコインに関

する規律、②前払式支払手段に関するAML/CFTの観点からの規制の強化に焦点を当てて、

その内容を概説する。 
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なかった。 

デジタル経済が急速に発展する中、ブロックチェーン経済圏あるいはトークンエコノミーにおける主たる決済手段

であるステーブルコインが、日本において事実上利用できないことは、ブロックチェーン技術やデジタル経済の発

展にとって大きな阻害要因であり、ステーブルコインを現実的に国内で流通できる法的枠組みの整備の必要性

が何年も前から唱えられてきた。 

他方、特に旧 Facebook による Libra 構想の発表以降、各国当局からグローバル・ステーブルについて通貨主権

や金融秩序の安定性の観点から懸念が示され、金融安定理事会（FSB）が 2020 年 10 月にステーブルコインに

関する 10 の勧告を公表している。また、FATF は 2021 年 10 月に公表した“Updated Guidance: A Risk-Based 

Approach To Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers”において、ステーブルコインに関するマネー

ロンダリングリスクを指摘しており、欧米を中心に、ステーブルコインについて従来よりも厳しい規制を課す方向の

議論がなされてきた。 

このような流れを受けて、2021 年 7 月に金融庁に設置された「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関

する研究会」が同年 11 月に示した「中間論点整理」において、ステーブルコインについては速やかな制度的対応

が必要との方向性が示された。本 WG ではこれを受けて、具体的な制度設計の方向性が議論され、本報告にお

いては、法改正を見据えた相当程度具体的な規律の内容が示されている。 

 

１－２ 本報告で提案された規律の概要 

 

１－２－１ ステーブルコインの分類と定義 

 
本報告ではステーブルコインを次の 2 種類に大別している（本報告 17 頁）。 

 

① デジタルマネー類似型ステーブルコイン：法定通貨の価値と連動した価格（例：１コイン＝１円）で発行

され、発行価格と同額で償還を約するもの（及びこれに準ずるもの） 

② 暗号資産型ステーブルコイン：それ以外（アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等） 

 

これらのうち、現行制度上、デジタルマネー類似型ステーブルコインは「通貨建資産」に、暗号資産型ステーブル

コインは基本的には「暗号資産」に該当するとしている。 

そのうえで、本報告では、法令上に新たに「資金決済法の「通貨建資産」のうち不特定の者に対する送金・決済

に利用することができるもの（電子的方法により記録され、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

に限る）」を意味する「電子的支払手段」との定義を設けたうえで、その発行者及び仲介者に関してそれぞれ規制

の枠組みを整備することが提言された（本報告 20 頁）。 

通貨建資産のうち、デジタルマネー類似型ステーブルコイン及び既存の電子マネー（銀行又は資金移動業者が

発行するもの）については、「電子的支払手段」に属するものと整理されている。これに対し、通貨建資産にうち、

一般的に広く送金・決済手段として利用され得る状況には至っていないと評価されるもの（国債、社債、電子記

録債権、前払式支払手段等）については原則として「電子的支払手段」から除外される。 

 

なお、「前払式支払手段は、基本的には電子的支払手段に該当しないが、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については、電子的支払手段に該当し得る」（本報告脚注70）として、形式的には前払
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式支払手段に該当してもパーミッションレスチェーンで自由に転々流通するものは電子的支払手段に該当し得る

とされていることに注意を要する 1。 

他方、暗号資産型ステーブルコイン（例えば DAI）については、暗号資産に該当するため、電子的支払手段には

該当しない。 

 

１－２－２ 電子的支払手段の発行者に求められる規律 

 
本報告では、デジタルマネー類似型ステーブルコインは、既存のデジタルマネー（PayPay 等）とは異なり、発行者

と仲介者が分離され得るため、これに応じた法制度の構築が必要であると指摘されている（本報告 21 頁以下）。

発行者については以下の法的枠組みが示されている。 

まず、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している。そして、為替取引である以上は、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」と指摘する（本報告 23 頁）。そのうえで、発行者に対する上記の要請を満た

す仕組みとして、以下を挙げている（本報告 23 頁）。 

 

① 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） 

② 資金移動業者の未達債務について、資金移動業者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（発行者である資金移動業者は総額のみを管理） 

③ 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 

 

上記はいずれも、発行者と仲介者との間の契約関係が常に存在することを前提としている 2。このような契約関係

を構築するためにはパーミッションドチェーンの利用が事実上想定されていると思われる。他方、現在、市場で流

通している主要なデジタルマネー類似型ステーブルコイン（USDT、USDC、BUSD（バイナンス USD）、TUSD（トゥル

ーUSD）等）は、パーミッションレスチェーン上のトークンであるため、誰でも仲介者になることが可能であり、発行者

と仲介者との間で契約が締結されることは必ずしも予定されていない。したがって、本報告は、現在海外で流通し

ている主要なステーブルコインの実態を踏まえて発行者についての規律を検討するよりも、むしろ、今後、日本で

ステーブルコインを発行するのであれば、このような法的整理をすべきであるということを理論的に検討し、その法

的枠組みに従って発行するのであれば、電子的支払手段としてのステーブルコインの発行と流通を認めようとい

う姿勢を示したと考えられる。 

 

そして、本報告は、上記①～③の方法であれば、次のとおり、利用者保護が図られるとしている。 

 

i 預金を用いた仕組み（上記①）においては、現行の預金保険制度における取扱いと同様に、発行者で

                                                   
1 電子的支払手段の発行者及び仲介者はそれぞれこのような前払式支払手段の発行、流通を行わないことが求められており（本

報告脚注 88、95）、法改正後はこのような前払式支払手段は事実上排除されることになると思われる。 
2 また、発行者と仲介者の役割や責任関係の明確化の観点から、利用者に損害が生じた場合の発行者と仲介者の間の責任分担

に関する事項について、電子決済等代行業者と銀行との間の契約締結義務を参考に、発行者と仲介者の間で契約を締結するこ

とを義務付けることも記載されている（本報告 30 貢）。 
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ある銀行の破綻時には、一般預金等又は決済用預金として保護されると解される。 

ii 未達債務を用いた仕組み（上記②）においては、発行者である資金移動業者の破綻時には、供託等

によって利用者資産が保全されると解される。 

iii 信託受益権を用いた仕組み（上記③）においては、発行者である信託会社の破綻時には、信託により

利用者資産は倒産隔離されていると解される。 

 

なお、信託受益権型の電子的支払手段（上記③）については、現行法上は信託受益権は金融商品取引法上の

有価証券に該当するため、信託財産の全額を円建ての要求払預金で管理するなどの一定の要件を満たす場合

には、金融商品取引法上の開示規制や業規制の適用を除外する制度改正が提案されている。 

 

また、上記②の方法を採用すれば、資金移動業者も電子的支払手段が発行可能であるとされるが、少なくとも、

現状海外で広く行われている形態でのステーブルコイン取引を日本で実現しようとする場合には現実的な選択

肢ではない。というのは、ステーブルコインについては、その主たる用途が暗号資産やデジタル資産の取引の決

済であることから比較的決済金額が高額になり得、また、ステーブルコインの発行代り金は発行者において滞留

するのが常態であるところ、資金移動業には送金上限金額（第二種資金移動業につき 100 万円、第三種資金

移動業につき 5 万円）や顧客資金の滞留規制等（第一種資金移動業では原則として資金滞留が不可）が適用

されるため（本報告脚注 81）、資金移動業に適用される規制がこのような既存のステーブルコインの利用実態と

整合しないからである。 

 

１－２－３ 仲介者に求められる規律 

 

本報告では、電子的支払手段の仲介者に対し新たに業規制をかける方向が示されているが、規制の対象となる

行為は次のとおりとされている（本報告 25～26 頁）。 

 

① 銀行を代理して預金債権の発生・消滅を行う行為 

② 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 

③ 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 

 

これらの行為は、それぞれ、上記１－２－２で述べた①、②及び③の仕組みに対応した内容となっている。なお、

上記の類型に該当しない方法で仲介が行われる場合（上記①ないし③の行為は USDT、USDC 等の仲介におい

ては通常行われないと考えられる。）に、どのような行為を業規制対象行為とするのか、あるいはそもそもこれら

以外の方法による仲介を実質的に排除する前提での法制の構築が念頭にあるのかは本報告では明らかにされ

ていない。 

 

仲介者に対する業規制は暗号資産交換業者に対するそれと類似するものになることが示唆されているが、その

主たる内容は次のとおりである（本報告 27～29 頁）。 

 

 財務規制 

 利用者の保護等に関する措置の実施 

 利用者に対する情報提供（償還義務を負う発行者の情報、取引内容、手数料等） 



©Anderson Mori & Tomotsune 

5 

 

 

 利用者保護上問題のある電子的支払手段は取り扱わないために必要な措置 

 不正利用時の補償方針の策定等 

 情報の安全管理（システムのセキュリティ対策、個人情報の安全管理） 

 預託を受けた利用者資産の保全 

 利用者から金銭の預託を受けることを原則として禁止 

 利用者から預託を受けた電子的支払手段の分別管理 

 AML/CFT 

 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。）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） 

 当局による報告徴求、検査、業務改善・停止命令・登録の取消し等 

 

もっとも、上記の規制のうち、仲介者が利用者から金銭の預託を受けることを原則として禁止することは、現行の

暗号資産交換所に対する規制と大きく異なる点である。そして、この規制は、主たる用途が暗号資産やデジタル

資産の取引の決済手段として、暗号資産交換所において、暗号資産のラインナップと並列のものとして取り扱わ

れており、暗号資産交換所に預託した金銭を用いて購入することができるという、海外におけるステーブルコイン

の利用実態と整合せず、実務への影響が大きい。原則禁止に対する例外がどのようなものになるか注視すべき

であろう。 

 

１－２－４ 発行者と仲介者の関係等に関する規律 

 

本報告では、発行者と仲介者が分離する中で、両者をあわせた全体として適切な金融サービス提供には、シス

テム全体としての適切なガバナンスの確立が重要であるとして、社会経済で広く使われる可能性のある送金・決

済手段に求められる水準としては、システムの安全性・強靱性等に加え、一般に以下の①ないし③が必要とされ

ている。 

 

① 権利移転（手続、タイミング）に係る明確なルールがあること 

② AML/CFT の観点からの要請に確実に応えられること 

③ 発行者や仲介者等の破綻時や、技術的な不具合や問題が生じた場合等において、取引の巻戻しや

損失の補償等、利用者の権利が適切に保護されること 

 

特に②の AML/CFT の観点からの要請については、「システム仕様等で技術的に対応することにより実効的な対

応が可能となると考えられる」としたうえで、 

 

「そのための水準を満たす方法について、FATF での議論等を踏まえつつ、例えば、発行者及び仲介者のシステ

ム仕様等を含めた体制整備において、 

・ 本人確認されていない利用者への移転を防止すること 

・ 本人確認されていない利用者に移転した残高については凍結処理を行うこと 

といった事項を求めることを検討することが考えられる。」 

 

とされている（本報告 30 頁）。 

仮にこのような、本人確認されていない利用者への移転防止措置や本人確認されていない利用者に移転した
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残高については凍結処理措置を発行者又は仲介者が行うことが法的に義務付けられれば、日本においてパーミ

ッションレス型ステーブルコインの取扱いは、その発行体が日本国内において銀行業、資金移動業等のライセン

スを保有しているか否かにかかわらず、事実上極めて困難になると考えられる。 

現在、欧米をはじめ世界の多くの国で、取り扱われているステーブルコインの大半がパーミッションレス型である中

で、日本がこのようなパーミッションレス型ステーブルコインの取扱いを事実上できなくするに等しい法的措置を行

うことになれば、日本は AML/CFT の観点からは強固な規制体系を有することになる一方で、ステーブルコインを

用いたデジタル資産取引のイノベーションから取り残されるリスクを負うことにもなり、大きな決断であるものといえ

る。 

 

１－２－５ 海外発行のステーブルコインについて 

 

海外発行のデジタルマネー類似型ステーブルコインについては、本報告では以下のとおり指摘されている。 

「海外で発行されたステーブルコインについては、現行法上、発行者が日本で流通させる場合（例えば、発行者

が日本語のホームページを作る等して勧誘する場合）には、発行者に銀行業免許又は資金移動業登録が求め

られる。」（本報告脚注 74） 

「現在米国で流通しているステーブルコインについては、（中略）取引実態を前提とすると、我が国の法制では、

仲介者破綻時に利用者が発行者に対する償還請求権を円滑に行使できるとは言えないと考えられる。」（本報

告脚注 77） 

「社会全体で広く使われ得る送金・決済手段については、発行者の破綻時等に利用者資産が適切に保護され、

利用者が償還を受けることができることが重要である。実務上、海外所在の発行者の破綻時にクロスボーダーで

利用者が償還請求権を行使することが円滑に行えるかとの観点からは、基本的には、それぞれの法域に発行者

の拠点の設置や資産保全等を求めることになると考えられる。」（本報告脚注 87） 

「仲介者に関する規律を導入することにより、仲介者規制の下で、発行者以外の者が海外に所在する者の発行

する電子的支払手段を取り扱うことができるかとの論点が生じる。この点に関しては、発行価格と同額での償還

等を約している電子的支払手段の性格等を踏まえると、発行者の破綻時等に利用者資産が適切に保護され、

実務において利用者が円滑に償還を受けられることが重要となる。この点については、FSB の勧告においても、利

用者の償還請求権の法的強制力等やプロセスに関する法的明確性を確保することを求めている。こうした観点

から、現時点においては、基本的に、国内において発行者の拠点や資産保全等がなされることを求める必要が

あると考えられる。それ以外の方策については、今後の諸外国における規制・監督体制の整備状況や実務上の

観点等も踏まえ、どのような場合に上記⑹①ア～ウの仕組み（筆者注：本稿では 1-2-2①ないし③）と同水準の

利用者保護等が確保されていると評価できるか等につき、引き続き、検討することが考えられる。」（本報告 26

頁及び 27 頁） 

 

以上を踏まえると、海外発行のデジタルマネー類似型ステーブルコインについては、発行者が直接的に国内流

通させる場合には、原則として日本に拠点を開設したうえで、日本の銀行業免許を取得することが必要となる。ま

た、海外の発行者が日本居住者に一切勧誘しないなどの方法により、仮に、銀行業免許の取得が必要ないとさ

れる場合においても 3、原則として、発行代り金については日本国内で保全をする必要があることになる。仮に、そ

のような規制が導入されれば、少なくとも、現在、海外で発行されている主なステーブルコインは、日本での拠点

開設、及び資産の日本国内保全を行うように設計を変更しない限り、日本での流通ができないことになる。加え

                                                   
3 仲介業者との契約関係において、海外の発行者が日本居住者の勧誘を仲介者に委託している場合についてまで、日本居住者

に対する勧誘がないと評価できるかについては疑問である。 
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て、仮にこのようなハードルをクリアしたとしても、上記 1－2－4 のとおり、さらに日本国内向けのステーブルコイン

については、現状のパーミッションレス型の分散台帳のシステムをそのまま適用することはできないという問題も存

在する。そうすると、新たな法制下においては、現状の海外発行の主要なステーブルコインをそのまま日本で取

扱うことが事実上不可能となることを、当局としては現状許容しているものといえる。 

 

１－３ 小括 

 

本報告に従った規制が導入される場合、国内の銀行や信託会社が発行するパーミッションド型ステーブルコイン

については、規制枠組みが明確になることにより発行と流通の道が拓かれることになる。今後は、銀行送金、従

来型デジタルマネーとの対比において、どのようなステーブルコインをどのような利用シーンを想定して発行する

かがポイントとなろう。例えば、デジタル証券（セキュリティトークン）の決済手段としてパーミッションド型ステーブル

コインを導入することなどが考えられる。 

他方、パーミッションレス型ステーブルコインの発行を企図する企業及び既存の海外発行ステーブルコインの流

通を担いたい企業にとっては、極めて高いハードルが課せられることになる。換言すれば、暗号資産やデジタル資

産の取引の決済をその主要な用途とする既存の海外におけるステーブルコインの発行及び仲介に係るビジネス

モデルを日本居住者との関係で実施することについて、当局からは否定的な目線が示されたものともいえよう。 

 

２． 前払式支払手段に関する規律 

２－１ 本報告で提案された規律の概要 

 

２－１－１ 前払式支払手段の類型 

 

本報告においては、第三者型の前払式支払手段の利用実態等を踏まえ、（紙型・磁気型以外の）IC 型・サーバ

型の前払式支払手段が以下のとおり分析されている（本報告 36、37 頁）。 

 

・ 小口決済型（交通系 IC カード等、電子的に譲渡・移転できず、少額のチャージ上限の下で、小口決済に使

われているもの） 

→そのリスクに鑑み、特段の対応を求めることは不要と整理されている（本報告脚注 127）。 

・ 電子移転可能型（電子的な譲渡・移転が可能なものとして、以下のとおり➀残高譲渡型及び②番号通知型

等が提供されている。このうち、アカウントのチャージ可能額の上限額が高額又は上限設定のないもの（例え

ば、国際ブランドのプリペイドカードにおいて数千万円のチャージが可能なサービス等）を本報告は「高額電

子移転可能型」と分類している。） 

 

上記分析を踏まえ、電子移転可能型の前払式支払手段をさらに下記のとおり類型化し（本報告 37、38 頁）、当

該類型をベースに新たな規律の要否についての議論が展開されている。 

 

① 残高譲渡型 

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をいう。 
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② 番号通知型 

②－１ 番号通知型（狭義） 

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 4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をいう。例えば、以下のものが考えられている。 

・ メール等で通知可能な前払式支払手段（ID 番号等）を用いてアカウントにチャージする電子

ギフト券等 

②－２ 番号通知型（狭義）に準ずるもの 

①及び②－１以外のものであって、発行者が管理する仕組みの外で、チャージ済のアカウント残

高（前払式支払手段）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（前払式支払手段）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おいて個別に規定するものをいう。

現時点では、以下のみが該当するものと想定されている。 

・ 国際ブランド（VISA、MasterCard、JCB 等）のクレジットカードと同じ決済基盤で利用することが

できるプリペイドカード（いわゆるブランドプリカ） 

 

２－１－２ 番号通知型の電子移転可能型前払式支払手段に関する体制整備義

務等 

 

電子移転可能型のうち、➀残高譲渡型に関しては、2019 年 12 月の金融審議会「決済法制及び金融サービス

仲介法制に関するワーキング・グループ」報告 5に基づき、不正利用防止の観点等から、内閣府令等が改正され、

所要の措置が講じられた。具体的には、自家型・第三者型の前払式支払手段の発行者に対し、譲渡可能な未

使用残高の上限設定や、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、不自然

な取引を行っている者に対する利用停止等が義務付けられることとなった。 

 

他方で、②番号通知型については、現行法上、①残高譲渡型と同様の体制整備義務は課せられていない。もっ

とも、②番号通知型については、特殊詐欺等を含む不正利用事案の例や転売サイトの利用等に伴うトラブルが

報告されていること、また、②－１の類型においては、利用者の取引時確認（KYC）なく発行され、発行者の管理

の範囲外で、当該前払式支払手段を電子メール等で容易に移転できる仕組みの下でトラブルが生じやすいと考

えられること、等から、①残高譲渡型と同様の体制整備義務を課す方向での法改正が検討されている。具体的

には、以下のとおりである（本報告 39、40 頁）。 

 

（ⅰ） ②番号通知型に分類される自家型・第三者型の前払式支払手段の発行者に対して、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を少額にする等の商品性の見直しやシステム面で

の対応の検討等、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を行うとともに、利用者への注意喚起等を行う体制整備を求める。 

（ⅱ） 当局として、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②番号通知型の前払式支払手

段の発行者に対し、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するとともに、広くサ

ービス利用者等に対し、転売サイトの利用等を控えるよう周知徹底を図る。 

                                                   
4 予め特定したアカウントへのチャージを行うため、チャージ代金を支払う前に店舗の専用端末で発行される整理券

（例：バーコード）は、前払式支払手段である番号等に該当しないと整理されている（本報告 38 頁）。 
5 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20191220.html 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20191220.html
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２－１－３ 高額電子移転可能型前払式支払手段に関する AML/CFT の観点から

の規律 

 

（１）前払式支払手段に関する AML/CFT の考え方の変化 

 

マネー・ローンダリング等のリスクについては、犯収法に基づき、特定事業者 6に対して、特定取引を行う際の顧客

の本人確認義務や疑わしい取引の届出義務等が課されている。この点、前払式支払手段は原則として払戻しが

認められておらず、マネー・ローンダリング等に係るリスクは相対的に限定されているとの考え方から、現在までの

ところ、前払式支払手段の発行者は特定事業者に含められておらず、犯収法上の適用対象外となっている。 

 

もっとも、電子的に譲渡・移転ができず、チャージ上限を少額に設定する小口決済型の前払式支払手段（例：交

通系 IC カード）には、上記の考え方は当てはまるものの、それ以外の電子移転可能型の前払式支払手段には

当てはまらないとして、リスク 7に応じた対応の必要性が説かれている。他方で、利用者利便の観点や、前払式支

払手段がキャッシュレス化やイノベーション創出に果たしている役割への配慮から、電子移転可能型前払式支

払手段のうち、アカウントのチャージ可能額の上限額が高額又は上限設定のないもの、すなわち高額電子移転

可能型に限定して、犯収法上の本人確認や疑わしい取引の届出義務等を課す方向で議論されている（本報告

42、43 頁）。 

 

（２）犯収法の適用対象となる「高額電子移転可能型前払式支払手段」の範囲 

 

高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲については、支払手段の電子的な譲渡・移転が反復継続して行

われる場合、マネー・ローンダリング等に悪用されるリスクが特に高くなるといった観点から、対象範囲の検討にあ

たって、電子移転可能型の前払式支払手段の類型ごとに、それぞれ下記の方向性が示されている（本報告 45

頁）。 

 

すなわち、 

➀残高譲渡型 

➀残高譲渡型の場合、譲渡側も譲受側も発行者のシステムで予めアカウントを作成し、発行者が管理する

仕組みの中で、残高譲渡により価値が移転されるため、発行者は、価値移転を把握することが可能である。

チャージしたアカウントから他のアカウントに電子的に残高を移転する行為に着目すべきである。 

②番号通知型 

②－１番号通知型（狭義）の場合、アカウントにチャージする前の番号が、発行者が関知しない状況でメー

ル等により他者に通知されることから、発行者が管理する仕組みの外で、番号通知により価値が移転される。 

                                                   
6 預金取扱金融機関、保険会社等、金融商品取引業者等、商品先物取引業者、信託会社等、貸金業者等、資金移動業者、

暗号資産交換業者、両替業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴

金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、法律・会計専門家（弁

護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士）。 
7 特に、本報告では、いわゆる国際ブランドの前払式支払手段（②－２に該当）は、同ブランドのクレジットカードの

決済基盤を活用して、オンラインでの利用も含め、同ブランドの加盟店で使用できる仕様となっており、当該クレジ

ットカードと同じサービス機能を提供している（当該前払式支払手段と当該クレジットカードの違いは、支払の時点

（前払いか後払いか）に過ぎない）として、マネー・ローンダリング等の観点からは、少なくとも同じ危険度がある

との指摘がなされている。また、近年、数千万円規模の高額なチャージを可能とする国際ブランドの前払式支払手段

もサービス提供されている点も指摘されている（本報告 43、44 頁、脚注 143）。 
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②－２（いわゆる国際ブランドの前払式支払手段）の場合、チャージ済の残高の利用権と紐づいた番号が、

発行者が管理する仕組みの外で、番号通知により価値が実質的に移転される。 

このため、②の発行者は、価値移転自体を把握することができず、電子的にアカウントにチャージする行為に

着目する必要がある。 

 
また、金額については、現金を持ち込んで銀行送金する場合は、10万円超の送金に対して取引時確認（本人確

認）を求める犯収法の考え方を参考に、１回当たりの譲渡額・チャージ額を 10 万円超とすること、また、電子移

転可能型前払式支払手段と機能が類似する資金移動業者・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、１か月当たりの譲渡額・チャージ額の累計額を30万円超とする考え方が示されている（本報告46頁）。 

 
上記を踏まえ、以下の全ての要件を充たす前払式支払手段を犯収法上の規制の対象となる「高額電子移転可

能型前払式支払手段」と定義する考え方が示されている（本報告 47、48 頁）。 

 

ア 第三者型前払式支払手段（電子機器その他の物に電磁的方法により記録されるものに限る） 

イ 電子情報処理組織を用いて譲渡・移転することができるもの 89 

ウ アカウント（発行者が前払式支払手段に係る未使用残高を記載し、又は記録する口座をいう）において管

理されるもの 

エ 上記ウのアカウントは繰り返しのチャージ（リチャージ）が行えるものに限る 10 

オ 次の(a)～(c)に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める要件のいずれかに該当するもの 11 

(a) ➀残高譲渡型の場合-他のアカウントに移転できる額が一定の範囲を超えるもの 

具体的には、１回当たりの譲渡額が 10 万円超、又は、１か月当たりの譲渡額の累計額が 30 万円

超のいずれかに該当する場合が規制の対象となることが予定されている。 

(b) ②－１番号通知型（狭義）の場合-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が一定の範囲を超えるもの 

具体的には、１回当たりのチャージ額が 10 万円超、又は、１か月当たりのチャージ額の累計額が 30

万円超のいずれかに該当する場合が規制の対象となることが予定されている。 

(c) ②－２国際ブランドの前払式支払手段の場合-アカウントへのチャージ額・利用額 12が一定の範囲を

超えるもの 

                                                   
8 ➀、②－１及び②－２の類型に該当する前払式支払手段を意味する。 
9 本報告脚注 154 において、「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は、このイの要件に該当するものと考えられる。」との

考え方が示されているとおり、本要件に該当しないというためには、規約において譲渡又は移転を制限するだけでは

足りず、技術上の制限等の手当を要するものと考えられる。 
10 本報告脚注 155 において、「アカウントの開設契約は、前払式支払手段の発行を継続的に又は反復して行うことを内

容とする契約をいうこととなる。」との考えが示されているとおり、アカウントに前払式支払手段をチャージする類型

については基本的にエの要件を充たすものと考えられる。エの要件で除外される類型としては、本報告脚注 156 にお

いて、いわゆる使い切り方の電子移転可能型前払式支払手段が示されている。 
11 本報告脚注 157 に「例えば、(a)残高譲渡型、(b)番号通知型（狭義）の双方にあたる前払式支払手段の場合には、他

のアカウントに移転できる額が一定の範囲以内であり、かつ、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が一定の範囲以内であれば、このオの要件には該当しない。」と示されているとおり、①、②

－１及び②－２の類型に重複して該当する場合には、それぞれ対応する(a)～(c)の要件を全て充たさないように手当しない限り、

オの要件を充足することになるため、注意が必要である。 
12 本報告脚注 159 において、②－２の類型に該当する国際ブランドの前払式支払手段については、前払式支払手段自

体を電子的に譲渡するものではないこと、クレジットカードの決済基盤を活用していること、また、クレジットカー

ドにおいて利用額によるコントロールが行われていること等を踏まえ、（チャージ額だけではなく）利用額を要件とし
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具体的には、１か月当たりのチャージ額の累計額、１か月当たりの利用額の累計額のいずれもが 30

万円超の場合に規制の対象となることが予定されている。 

※ ただし、上記(a)～(c)のいずれかに該当するものであっても、アカウントに係る未使用残高の上限額

（いわゆるウォレット等にチャージできる残高の上限額をいう。）が一定額（30 万円以内とすることが

予定されている）以下に制限されているものは、規制対象外（高額電子移転可能型前払式支払手

段には該当しない）となる。 

 

なお、（ｂ）の「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」の

考え方として、ID 番号等である前払式支払手段を使うことなく、残高に直接チャージするもの（例：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）の額は、これに含まれないものの、上

記※における「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」には、上記の

残高に直接チャージするものも含めて判断することになるとの考え方が示されている（脚注 158）。 

 

（３）「高額電子移転可能型前払式支払手段」への新たな法規制の内容 

 

高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者に対しては、新たに下記の規制が課されることが想定されてい

る（本報告 51 頁）。 

 

・ 資金決済法上の登録申請書への記載や、業務実施計画の届出を求め、当局によるモニタリングの強化 

→業務実施計画においては、利用者保護等の観点を踏まえ、商品性、システムによる対応事項、モニタリ

ング手法、不正利用等が生じた場合の利用者に対する対処方針等の記載が求められる。 

・ 高額電子移転可能型の前払式支払手段の発行者への犯収法に基づく取引時確認（本人確認）や疑わし

い取引の届出等の規律 

→「高額電子移転可能型前払式支払手段」の発行者を犯収法上の特定事業者とし、「高額電子移転可能

型前払式支払手段」のアカウントの開設を犯収法上の特定取引とし、「高額電子移転可能型前払式支払

手段」の発行に係る業務を犯収法上の特定業務とし、「高額電子移転可能型前払式支払手段」のアカウ

ントの譲渡を禁止するといった考え方が示されている。この結果、高額電子移転可能型前払式支払手段

発行者は、アカウント開設時に利用者の取引時確認（KYC）を行わなければならず、また発行後も高額電

子移転可能型前払式支払手段の利用者間の移転等に関して、疑わしい取引の届出を行うこと等が求め

られることが想定される。 

 

なお、発行者側のシステム対応に加え、既存ユーザーへの周知が必要であること等を踏まえ、現に高額電子移

転可能型前払式支払手段の発行を行っている者については、制度の施行後、適切な猶予期間が設けられる方

向での検討がなされている。 

 

２－１－４ 将来的に検討されるべき課題 

 

本報告 52 頁によれば、高額電子移転可能型前払式支払手段は、現時点において特にリスクが高いものとして

切り出したものであって、それに属さない前払式支払手段のマネー・ローンダリング等のリスクが低いことを意味す

るものではないとのことである。今後、マネー・ローンダリング等に係るリスク環境の変化や前払式支払手段のサー

                                                   
て考慮するという考え方が示されている。 
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ビス提供状況等を踏まえ、不断の制度見直しを機動的かつ柔軟に行っていくという姿勢も明記されることとなった。 

 

具体的な将来的な検討課題としては、下記のものが挙げられている。いずれも相当程度具体的な内容となって

おり、かつ実務への内容も大きいものと思われ、今後法制化に至るかについて、動きを注視する必要がある。 

 

(a) 高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲について、今後の前払式支払手段の利用実態や、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、不断の見直しを行っていく必要がある。 

(b) 現行の資金決済法の規律は使用期間が６か月内の前払式支払手段には適用されない。 

この点に関して、適用除外とされる前払式支払手段のうち他の前払式支払手段の購入等が可能なものに

ついては、実質的に６か月超の使用を前提としているとも考えられ、適用除外の対象から除外すべきか検討

すべきと考えられる。また、適用除外とされるもののうち高額の譲渡等が可能なものについては、特にリスク

が高いものとして高額電子移転可能型前払式支払手段を定めることに伴い、適用除外となる使用期間を６

か月内より短縮化すべきか検討する必要があると考えが示されている。 

(c) アカウントにリチャージができない番号通知型の前払式支払手段（いわゆる使い切り型の電子移転可能型前

払式支払手段）については、実務上、コンビニエンス・ストア等において取引時確認（本人確認）を求めること

は困難と考えられること等を踏まえ、高額電子移転可能型前払式支払手段にあたらないと整理されている。

(a)の高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲の拡大の検討とあわせ、リスクが低いと判断される前払

式支払手段については、今後の発行者による商品設計の見直しやモニタリング状況等も踏まえつつ、将来

的には、例えば、２－１－２の体制整備義務（モニタリング義務）の強化策として、簡素な本人確認手法の検

討や、犯収法に基づく疑わしい取引の届出義務の対象等とすることを検討する必要があるとの考え方が示

されている。 

 

以上 
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 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わ

せ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

 

 本ニュースレターの執筆者は、以下の通りです。 

弁護士 河合 健（ ） 

弁護士 波多野 恵亮（ ） 

弁護士 宗川 帆南（ ） 

 

 ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、お問い合わせにてお手続き下さいますようお

願いいたします。 

 

 ニュースレターのバックナンバーは、こちらにてご覧いただけます。 
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