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の歴史



ペイパルの仕組み

• PayPal is Unique
• PayPal is Shaping the Future
• PayPal is Trusted 200+

の国と地域

100
の通貨での決済

25
の通貨に口座が対応
※日本では22の通貨に対応
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コマースにおけるグローバルスタンダード



決済取引にかかる法規制上の障害



消費者および資金移動業者にかかる法規制上の障害

資金移動業者

資金決済法下における取引制限等

• 取引上限額 万円

• 万円超の取引時、継続的取引の開始時に本人確認必要

収納代行業者

商取引に関し、資金移動業者と同様の送金等を業として行う収納代行業者は、資金決
済法に服さないので、上述の取引制限ない

公平な競争条件の整備が必要
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資金移動業者を通じた決済は、 コマースにおける国際送金の中でニーズ大

 年においてすでにクロスボーダー送金の ％は＄ （ 百万円）超

 年に当社において、 百万円－ 百万円の送金は、 件 億円

 コマースにおける機会損失

 資金決済法のもとで資金移動業者に課されている 百万円の上限金額を理由に、これ
ら決済のもとになる商取引は拒絶されている。

 ユーザーにおける萎縮効果

一回の取引金額制限自体の必要性は疑問視されていると考えられる。

 「金融取引の多様化をめぐる法律問題研究会」報告書においても、論点は克服し得る
とされている。

 ビジネスへの阻害を最小限にする規制の必要性
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資金決済法関連の新しい業務の遂行の実態（１）
ー コマースの拡大



万円の取引上限による制約
クロスボーダー取引の は、＄ を超える取引＊

資金決済法のもとで、 万円の取引上限額が設定されているために、取引自体を拒否しなければ

ならなかったケースは多額
高額輸出取引の例

高額輸入取引の例
149



万円の取引上限により拒否される取引例

万円を超える取引の太宗は、宝飾品、ブランド衣料品・アクセサリー、
自動車・オーディオ関連部品の輸出入。

高品質、良好な保存状態により、日本の消費者の保有する中古宝飾品・ブランド
衣料品は、海外の消費者、中小事業者からの需要が高い。これらは、富裕層だけ
でなく、一般の日本の消費者により、輸出入がされている。

海外の消費者、中小事業者から需要の多い高品質な中古品としては、医療装置、
医療機器、および厨房機器がある。
• 医療装置、医療機器
輸出の は、１ 万円を超過するもので、決済が拒絶されており、資金決
済法の改正により１ 万円の取引限度が引き上げられれば、取引拡大。

• 厨房機器
日本食のブーム、特に、日本食のユネスコの無形文化遺産登録後は、海外
で日本食を準備するための食事関連機器輸出需要は高まっている。
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 本人確認手続きにおける１０万円の閾値

 金融機関等における１回当たりの海外送金金額は平均24万円

 資金移動業者利用の海外送金金額においても、1回あたりの海外送金金額は平均
13万円

 資金移動業者利用の送金においては、７０％が代金支払いを目的としており、収
納代行の目的と同様であるが、前者においては、本人確認手続きのための10万円
の閾値が課せられている。

 これら商取引にもとづく代金支払い目的の送金に関しては、マネーロンダリング
リスクは低いうえに、規制のア―ビトラージを惹起している。本人確認を含むリ
スク管理についても、資金移動業者の継続的モニタリングにかかる自主規制を前
提に、リスクベース・アプローチの採用の必要。
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資金決済法関連の業務の遂行の実態（２）
ー商取引の代金支払い



万円超の取引拒絶
日本の 市場は、世界第 位の 市場で、 兆円 の規模

そのうち、約 は 万円超の高額商品

これら10万円超の取引においては、資金移動業者に
犯収法下の本人確認義務が課されている。

$8.6

$7.3

$24.7

日本EC 市場

20%

10%

9%

61%

トラベル 家具等

インテリア等 その他

10万円以下
の商品

高額商品割合= 39%

本人確認を要する高額商品



他国における法規制上の障害への解決法
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 フィンテック法規制の要請

 問題が起きた場合に、はじめて、かつ

取引を阻害しないような最小限の規制を導入。

 決済関連業務にかかる包括的、横断的法規制の必要性

 他国法規制でも、取引額上限は設定されていない。

 1回の取引金額100万円の上限は撤廃されるべき。

 資金移動業者の1回の取引金額上限金額設定の趣旨は、むしろ、マネー
ロンダリング法規制下での取引報告等で対処されるべき。
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他国の解決法（１）
ー最小限の規制
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 米国（ＮＹ） ＥＵ シンガポール オーストラリア 日本 

 

許認可 
マネーサービスビ

ジネス・マネート

ランスミッター等 

資金移動のための

金銭の受領および

それらの業務の代

理のための連邦政

府への登録および

州の免許 

決済サービス 国外送金のため

の免許 

非現金支払手段

および購入支払

手段のためのラ

イセンス 

 

 

為替取引を業とする

ための登録 

決済金額の

上限 

なし なし なし なし 百万円 

本人確認 
リスクベース 

高リスク商品購入

の場合 

リスクベース 

送金・受領合計金

額年間 EUR 2,500

超の場合、または 

年間引落金額 EUR 

1,000 超の場合 

リスクベース 

商業取引につい

ては送金・受領

累 計 額 SGD 

7,500 

以上の場合 

 

リスクベース 

AUD 1,000 超の

残高の場合、 

または低リスク

でない場合 

 

１０万円超の場合 

または送金、受領を

する継続取引の場合 

資本規制等 $500,000-750,000 

の営業保証金 

初期資本 

EUR 20,000―

125,000 

の自己資本の維持 

資本金 SGD 

100,000 以上 

事業所ごと SGD 

100,000 以上 

 

 業務を適正かつ確実

に遂行するために必

要と認められる財産

的基礎 

 

資産保全 
支払手段残高等の

合計額以上の投資

額の維持 

他業を営む決済

サービス事業者

は、未決済の金額

について、分別管

理や安全資産での

運用 

顧客用の銀行口

座の設定及び送

金資金の入金等 

 

 
未達債務の全額以上

について、供託、金

融機関等との保全契

約、信託のいずれか

の方法で保全 

他業規制 
なし なし なし  なし 
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リスクベースアプローチによる諸問題への対応

ハイリスク取引にリスク管理を集中すべく、ローリスク取引には
より簡易なデューデリジェンス

・本人確認手続

・加盟店調査

自主規制により、技術革新に柔軟に対応することが有効的
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他国の解決法（２）
ーリスクベースアプローチおよび自主規制



本人確認手続比較

シンガポールにおいては、一定の閾値を超過する残高保有者について、
加重的本人確認

シンガポール

米国においては、純粋リスクベースアプローチを採用
・複数の手段による本人確認
・適格な第三者への本人確認手続委託も可

米国

送金または受領が一定の閾値超、または一定の閾値超の引落しから
本人確認

ＥＵ
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他国の解決法（３）
ーRegulatory Sandbox

 決済関連業務にかかる包括的、横断的法規制の必要性

 Innovationへの対応の必要性

 Financial Conduct Authority (FCA)

Regulatory sandbox

 Monetary Authority of Singapore

FinTech Regulatory Sandbox



日本におけるフィンテック関連法規制エコシステム
ーー規制の「サンドボックス」制度の導入



「 年度電子商取引に関する市場調査報告書

トピックス ：日本企業における越境 ビジネスの課題」

（ ）高額商品の決済取引にかかる法規制上の課題

日本では銀行以外の者（資金移動業者： 等）が、為替取引（少額の取引に限る）
を行うことができる資金決済法があり、為替取引の上限額（ 万円 回 を規定してい
る。越境 の取引では高級ブランド品等、 回の取引金額が 万円超となることもある
が、為替取引の上限額を超過し規制に抵触する場合は、資金移動業者は支払いのための
送金を拒絶しなければならない。この規定により、取引自体を拒否せざるを得なかった
ケースは多数と予想され、日本の越境 市場規模にも影響を及ぼしていると考えられ
る。実際、 万円超の取引が不成立となったケースは、捕捉出来ているだけでも、 年
間で約 件以上にも上る。 取引が 万円を超過する場合、 万円以下に分割して
行う行為も規制されており、消費者としては原取引を取消さざるを得ない場合が多い。

また、資金決済法の下、 万円超の取引時には資金移動業者に本人確認義務が生じる。
この規定により、消費者から本人確認を拒否され、越境 取引そのものをキャンセルさ
れるケースが多い。



規制の「サンドボックス」制度の制定

 規制の「サンドボックス」制度のための立法

 対象となる特定の新事業活動の定義（案）

• 著しく新規または創造性を有する技術又は経営管理の方法の活用により、
経済社会の活力の向上及び産業競争力の強化に資する事業

 対象となる新事業活動に係る免許等の免除の要件 案）

• 「サンドボックス」制度設置にかかる法律の認定を受けた場合、当該新
事業活動を行うについて、現行下で必要とされる免許等を免除される。

• 特定新事業活動に関する計画について、認定をうけることが必要。



現行の 関連規制ーー業者ベースの規制

割賦販売法

ＰＳＰ

加盟店調査

一定事項の確認

・初期審査

・途上審査

銀行法

銀行代理業

銀行法

電子決済等代行業者

資金決済法

資金移動業者

前払式支払手
段発行者

加盟店管理

・本人確認

 電子決済等代行業者

 銀行代理業者

 資金移動業者

• (資金移動業

• 前払式支払手段発行者）

 割賦販売法改正下のＰＳＰ



日本におけるフィンテック関連法規制の
エコシステムーー包括的法規制の構築



行政による横断的な法体系への見直しの検討

Ⅵ． 技術の進展等への対応（１）

１．業態別の法体系から機能別・横断的な法体系への見直しの検討

①同一の機能・リスクには同一のルールを適用

②金融に関する基本的概念・ルールを横断化

③環境の変化に対応すべく規制を横断的に規制

２．フィンテックを我が国の経済・金融の発展につなげていくための方策

 企業の財務・決済プロセス全体の 処理化を通じ、利用者利便や生産性の

向上を実現

 金融機関とフィンテック企業によるイノベーションを促進する環境を整備

 フィンテックに係る国際的ネットワークを強化

平成２９事務年度 金融行政方針
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 最小限の規制

 問題が起きた場合に規制

 取引を阻害しないよう規制を最小限に

 包括的、統一的法規制

 リスクベース・アプローチ

 自主規制

 Regulatory Sandboxの手続化

 実証にもとづいた、規制緩和が急務

 スタートアップのみでなく、対象を幅広に設定

24

フィンテックエコシステム策定にかかるポイント



October 13, 2017 4:52 am JST

Japan looks to jump-start fintech with legal overhaul
Sparking creativity by having similar businesses live under the sJapan hopes to spur innovation in financial technology by leveling the legal playing field for businesses involved. 

TOKYO -- The Japanese government aims to make it easier for businesses to partner up in financial technology by leveling the regulatory playing field for different industries, hoping to 
prompt innovation that helps make financial services less costly.

Such enterprises as banks, e-money businesses and credit card companies are now subject to different laws according to their industries, even for the same services. The Financial 
Services Agency sees this compartmentalization as stifling competition.
The FSA aims to reorganize legislation around services rather than businesses, making it easier to create computer- or smartphone-based financial services. Being subject to the same 
laws for given operations would make it easier for banks and fintech enterprises to partner up.
Japan's current banking laws do not let the financial institutions themselves take part in such operations as digital payments and e-commerce. Revisions that took effect in April lifted a 
ban on bank holding companies investing in operating companies. But the activity restrictions extend to the investment targets as well, making external tie-ups difficult.
Nonbank businesses have it easier in several ways, including that they can simply enter such operations via a registration system. In the future, such enterprises will face more precise 
rules for operating, and laws for launching a ne
w business will be made clearer as well.
In cross-industry efforts, enterprises will be held to the same requirements regardless of scale, giving consumers reason to feel more secure using their services. Fintech businesses will 
also be positioned to benefit from using banks' customer and account information.
Banks hold an effective monopoly on remittance and settlement operations, which are seen as overly costly. Sending money overseas for companies can cost as much as 5,000 yen 
($44), for example, owing to commissions on business with foreign banks. Using net-based fintech could lower fees for remittances and let them be done at any hour of the day.
The prospect of more banks entering fintech raises the possibility of enterprises with shallower pockets not being able to stand up to the might of Japanese megabanks and their ilk. 
Ensuring that nimble nonbank businesses can easily participate will be an issue to tackle.
The FSA aims to draw up plans for new legislation this fiscal year and to have the new framework adopted as early as fiscal 2018.
(Nikkei)

日本における横断的な法体系検討への注目




