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フィンテック時代の本人確認

1 マネーローンダリング対策と本人確認

わが国において、例えばオンライン証券会社の口座開設を
ウェブ経由で行う場合は、氏名・住所・生年月日・職業等の個
人情報を入力し、顔写真が添付された運転免許証の画像を
アップロードした上で、後日運転免許証に記載されている住
居宛てに送付されてくる転送不要郵便物を受け取る必要があ
り、当該郵便物に記載されているID・仮パスワード情報を登
録してからサービス開始となることが一般的です。本手続は、
マネーローンダリング対策としてわが国において定められて
いる「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「犯収
法」。）に従い、顧客・事業者において行われるものです。

1）マネーローンダリング対策とは

「マネーローンダリング」とは、「資金洗浄」ともいわれ、犯罪
行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける
行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石など
に形態を変えてその出所や真の所有者を隠したりすることを
いいます。仮に、マネーローンダリングを放置した場合は、犯
罪行為で得た資金が組織的な犯罪を助長するために使用さ
れるとともに、健全な経済活動に重大な悪影響を与えることか
ら、マネーローンダリングを犯罪行為と位置付け、法令により
資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指す対策とされて
います。なお、近年では、米国同時多発テロを契機としてテロ
資金供与の防止もマネーローンダリング対策と一体で整理さ
れており、これをAML/CTF （Anti-Money Laundering and 
Counter-Terrorism Financing）と呼ぶことが多くなっていま
す。

2）マネーローンダリング対策の法的枠組み

金融サービスがボーダーレスで行われていることに鑑みる
と、マネーローンダリング対策は一国のみが行ったとしても、
相対的に規制の緩い国で行われる傾向にあることから、その
取り組みには国際的な協調が不可欠となります。そのため、

はじめに
　フィンテック企業は、「送金・決済」、「融資」、「資産運用」お
よび「財産管理」といった金融サービスの特定領域に対し、新
しい発想および技術を駆使して、金融サービスにイノベーショ
ンを起こし、伝統的な金融機関が提供するサービスに対して
顧客が抱えていたコストや顧客体験といった課題を改善して
きました。一方で、リーマンショック後から先行している米国を
含め、未だにフィンテック企業は既存の金融サービスの競争
環境を一変させるまでには至っておらず、その要因の一つが
金融サービスにおける複雑な規制によるものであると言われ
ており、PwCの調査※1では、調査対象者の約48％が金融サー
ビスを受けるための口座開設時に要求される本人確認を含
むマネーローンダリング対策がイノベーションの障壁となって
いると回答しています。
　本稿では、マネーローンダリング対策の概要およびイノ
ベーションの障壁とされる要因を解説した上で、金融サービ
スのイノベーション促進・フィンテック成功要因の本丸ともい
われる本人確認手続き（Know Your Customer: KYC）に対し
てフィンテック時代ではどのような対応策が検討されているか
紹介します。
　なお、本稿における意見にわたる部分は、筆者の私見であ
ることをあらかじめお断りします。

※1  PwC Global FinTech Report 2017
 （https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/global-fintech-

report1704.html）

特集：フィンテック

22 PwC’s View — Vol. 11. November 2017



マネーローンダリング対策における国際協調を推進するため
に、1989 年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて FATF

（Financial Action Task Force on Money Laundering：金融
活動作業部会）が設立され、FATFによる国際的枠組み「FATF
勧告」に基づき、わが国では「犯罪による収益の移転防止に関
する法律」、英国では「Money Laundering Regulations 
2017」、米国では「Bank Secrecy Act」といったように、加盟国
はマネーローンダリング対策の法律を制定しています。

FATFは、メンバー国から選出された審査団が、「メソドロ
ジー」として公開されている審査基準に基づき、各国に訪問す
るなどしてFATF勧告の遵守状況をチェックすることでその枠
組みの実効性を担保しております。現在は① Technical 
Compliance（「FATF 勧告」が法的強制力を有して担保されて
いるか）および②Effectiveness（法制度が有効に遵守されてい
るか）を審査基準とする第4次相互審査が2013年より開始さ
れており、すでに米国やシンガポールといった金融先進国を
含むさまざまな国で審査が完了し、わが国に対しては 2019
年に実施される予定です。

3）本人確認

冒頭で述べたように、金融サービスを受けるために口座開
設を行う場合には、私たちは氏名・住所・生年月日といった「本
人特定事項」を入力し（Identification）、事業者は「本人特定事
項」を運転免許証等の公的証明書等といった「本人確認書類
等」により検証すること（Verification）が求められます。具体的
には、図表 1に示すように本人識別（Identification）について
は各国で必要となる情報はほぼ同じですが、本人であること
を検証する（Verification）方法は、日本とリスクに応じて事業
者が決定することを認める英国・米国で相違が生じています。

2 マネーローンダリング対策の課題

1）わが国における本人確認方法の課題

マネーローンダリング対策として金融機関は本人確認を実
施することが求められていますが、上述したように、わが国で
は諸外国とは異なりその方法が法律で限定的に定められてお
り、マイナンバーカードやそのカードリーダライタが広く普及
していない現状では、インターネット経由で行われる口座開
設には転送不要郵便の発送が必要となり、本人確認がデジタ
ル完結できないことが課題として挙げられています。

一方、国際的枠組みであるFATF勧告のうち、本人確認方法
を定めた「勧告10　顧客管理」においては、「信頼できる独立
した情報源に基づく文書、データ又は情報を用いて、顧客の
身元を確認し、照合すること。」を適用することとされ、「勧告1　
リスクの評価及びリスク・ベース・アプローチの適用」に従い、
金融機関が具体的な方法を決定することを求めています。ま
た、インターネット経由で行われるような非対面取引は、
FATFの解釈ノートでは潜在的な高リスク要因と評価されてお
り、リスクに応じた対応が求められていますが、ここでも具体
的な方法は定められておらず、あくまで金融機関による判断
が尊重されています。

2017年 5月8日に経済産業省より公表された「FinTechビ
ジョン」※ 2では、非対面取引を中心とするオンライン専業銀
行・証券業界では、本人確認 の手続き等で口座開設を諦める
顧客が、年間延べ 170万人程度存在し、郵送コストが少なく

日本 英国 米国

本人識別
（Identification）

・氏名
・住居
・生年月日

・氏名
・住居
・生年月日

・氏名
・住居
・生年月日
・政府発行ID番号

（例：Social Security Number）

検証
（Verification）

確認方法 （書面による方法）
公的機関等が発行した本人確認書類との
照合

（書面による方法）
公的機関等が発行した本人確認書類との
照合

（書面以外による方法）
電子データ（金融機関以外の第三者が提
供するものを含む）との照合

（書面による方法）
公的機関等が発行した本人確認書類との
照合

（書面以外による方法）
公的なデータベースや第三者機関のデー
タベースとの照合

非対面取引に
おける
追加措置

・転送不要郵便送付
・本人限定郵便
・電子証明書
のいずれかの方法による

法律上、方法の指定はなく、リスクに応じ
て事業者が判断する
a）追加の文書、データ、または情報によ
る検証
b）提出された書類が正しいことを確かめ
る補足的な措置を実行、または金融機関
による確認証明を要求
c）最初の支払いが、顧客の名前で開設さ
れた金融機関の口座を通じて行われるこ
とを確保

法律上、方法の指定はなくリスクに応じ
て、事業者が判断するが、複数の方法の
使用が推奨されている

図表1：本人確認手続きにおける諸外国との比較 ─ 個人の場合

※2 「FinTechビジョン」
 （http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170508001_1.pdf）
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とも年間40億円程度かかっていると試算されています。主に
スマートフォンのアプリを用いた革新的なサービスを提供し
ている事業規模がより小さいフィンテック企業にとっては、郵
送が必須となる煩雑かつ長期化する現在の本人確認手続き
は、顧客獲得機会の喪失および郵送コストの負担を引き起こ
しており、死活問題になりかねません。

また、海外金融機関やフィンテック企業がわが国に参入す
るにあたって、本国においては認められているリスク・ベース・
アプローチを適用した本人確認を実施しようとしても、わが国
における法令での硬直的な定めにより、日本独自の方針・体
制整備を構築する必要があるため、海外からの積極的な金融
サービスの参入および投資を歓迎するわが国にとって必ずし
も望ましい状態ではないと考えられます。

2）体制整備の課題

犯収法は、第3次FATF対日相互審査結果やFATF勧告の改
訂に対応して、近年でも2度の改正（2013（平成25）年4月1
日施行および2016（平成28）年10月1日施行）が行われてお
り、対象事業者に仮想通貨交換業者が含められるなど、事業
者にとっては、拡大化・複雑化する規制を遵守することが大
きな負担となっています。

マネーローンダリング対策は、本人確認だけではなく、外
国PEPs（Politically Exposed Persons：重要な公的地位にあ
る者）、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指
針」で定める取引を含めた一切の関係遮断が求められる反社
会的勢力に該当しないか等のスクリーニング、口座開設後も
入手した顧客情報を随時更新することが求められる継続的顧
客管理や疑わしい取引の行政庁への報告義務等といったよう
に広範にわたって対応する必要があり、規制対象となる金融
機関、特に事業規模が大きくないフィンテック企業にとって
は、これを遵守するための体制整備を行うことは容易なことで
はありません。

加えて、上述の金融機関における本人確認やスクリーニン
グといった作業は業界全体でみると一部重複して非効率であ
るとも考えられます。極端な例では、ある顧客が異なるグルー
プに属する2つの金融機関に対して同じタイミングで口座開
設申込を行った場合、顧客はそれぞれの金融機関に対して本
人確認書類を提出し、各金融機関も申込情報と本人確認書類
との照合、反社チェック等のスクリーニングを実施することに
なりますが、各社の判断を伴う作業以外はほぼ同一の作業を

行っていることになり、非効率な状況が存在していることにな
ります。

3 フィンテック時代における
課題解決への取り組み

1）本人確認方法の課題への取り組み

わが国の非対面取引における郵送を前提とした本人確認方
法が、金融サービスにイノベーションを起こそうとしている
フィンテック企業の障壁となっているとの問題意識から、特に
本年度に入ってからは図表2のとおり、法律改正が必要になる
ことも踏まえて、国が主体となって取り組みを行っており、政
府のフィンテックへの「本気度」がわかる一例ではないでしょう
か。今後は、上述した諸外国における事例も参考に、マイナ
ンバーのスマートフォンの SIMカードへの搭載や進化する生
体認証技術といったフィンテック時代における新しい技術を
利用することにより、提供を受けようとするサービスのマネー
ローンダリングのリスク評価を踏まえた、郵送以外の本人確
認方法の是非について具体的な検討が行われることが予想さ
れます。

2）体制整備の課題への取り組み

マネーローンダリング対策として複雑化する規制への対応
がフィンテック企業を含めた中小規模事業者では困難になっ
ていている状況や業界内で作業が重複しているといった課題
に対して、本人確認手続きを共有または一元化することによ
り、重複作業を排除して効率性を高め、新しい技術を用いて
自動化・高度化することで、コスト削減と業界全体でマネー
ローンダリング対策の一定水準確保の同時達成を目指す

「KYC utility」というインフラサービスが生まれています。具体
的な事例としては、図表 3のとおり、海外PwCが英国領チャネ
ル諸島で提供している本人確認一元化サービス「The PwC 
KYC Centre of Excellence」※ 3は、本人確認情報の収集・検
証・保管・共有を実現するサービス基盤であり、金融機関によ
る本人確認業務の効率化および高度化に寄与することを目的
としています。

本人確認情報の共有は、本人確認を実施した金融機関から
API経由で共有を受けるケースや高い改ざん耐性やトレーサ

主体 内容

未来投資戦略2017 内閣官房 FinTech に対応した効率的な本人確認の方法について検討を進める

FinTech時代のオンライン取引研究会 FinTech協会・新経済連盟・金融庁 FinTechに対応した効率的な本人確認の方法など、FinTech時代のオンライン取引に
係る諸課題について、関係者が認識を深めつつ、議論・検討を行う

図表2：本人確認の方法の課題への取り組み

※3 The PwC KYC Centre of Excellence（https://www.pwc.com/gx/en/financial-
services/assets/pdf/pwc-kyc-centre-of-excellence.pdf）
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ビリティ等の特性を有するブロックチェーンの活用が検討され
ており、世界中で実証実験が行われているように高い注目を
集めています。また、KYC utilityは、マネーローンダリング対
策としてだけではなく、不動産賃貸契約管理や取引相手への
信頼がビジネス拡大の大きな要素と考えられ、現在急成長し
ているシェアリングエコノミービジネスにおいても活用される
ことが期待されています。

4 おわりに

マネーローンダリング対策と課題、フィンテック時代におけ
る課題解決への新しい技術を生かした取り組みを述べまし
た。わが国においても依然なりすましや口座の売買といった
犯罪は発生しており、海外ではマネーローンダリング対策の
不備による最大約90億ドルといった多額の制裁金が科される
など、金融機関等にとってマネーローンダリング対策は大きな
経営課題となっています。金融機関にとっては、マネーローン
ダリングは直接的には顧客または金融機関に損害を与えるも
のではなく、効果がわかりにくいこともあり、その対策が難し
い問題ですが、フィンテック時代を迎え、新しい高度な技術を
用いて今まで解決できなかった問題に取り組み、わが国にお
ける金融サービスのイノベーションを支援する大きな意義が
あると考えます。

図表3：PwCが提供する本人確認一元化サービス「The PwC KYC Centre of Excellence」

現在の状況 KYC utility

● 一顧客に対するKYCを、各金融機関が
 重複して実施
  新規顧客の受け入れや継続的顧客管理
  のために、毎回コストと時間を要する

● 金融機関毎に、AML/KYCの基準は様々
  規制当局による頻繁な検査が発生

● KYC utilityにより、金融機関の間で
 KYC情報を共有
  重複プロセスが排除され、各金融機関の
  KYCプロセスは大幅に効率化

● 統一的なAML/KYCの水準が担保される
  頻繁な検査は不要となる

KYC utility

主な特徴

グローバル水準のKYC規制に
準拠したワークフロー

共有データデポジトリ

今後の方向性（追加要素）

バイオメトリクス認証サービス

ブロックチェーン技術の活用

金融機関向けのWebポータル
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