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自然人

○本人特定事項（氏名、住居、生年月日）

〇取引目的

〇職業

〇（高リスク取引かつ200万円超）資産・収入の状況

法人

○本人特定事項（名称、本店・主たる事務所の所在地）

〇取引担当者の本人特定事項・代理権

〇取引目的

〇事業内容

〇実質的支配者の有無・本人特定事項

〇（高リスク取引かつ200万円超）資産・収入の状況

犯収法における取引時確認

取引時確認

特定事業者

○銀行

○保険会社

○金融商品取引業者

○貸金業者

○クレジットカード業者

○宅建業者

○宝石・貴金属商

○司法書士・行政書士等

取引時確認記録・取引記録の作
成・保存

特定取引
○預貯金契約
○現金送金（10万円超）
○保険契約
○証券取引
○金銭の貸付け
○クレジットカード契約
○宅地・建物の売買
○宝石・貴金属売買（200万円超）
○会社設立手続の代行 等
○継続的契約に該当する特定取引に
ついてなりすまし等が疑われる場合

〇疑わしい取引・同種の取引と著しく
ことなる取引

顧客

FATF勧告を参考として
○継続的な取引関係の構築
○多額の一見取引
に該当するものを列挙
○なりすまし等が疑われる
取引
〇疑わしい取引・異常な取
引

出所：警察庁作成資料
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本人確認書類

１．個人（３、４の外国人を除く）

①顔写真のある本人確認書類（A群）

• 運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者カード、その他官公庁発行書類等で氏名、住居、生
年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの

②顔写真のない本人確認書類（B群）

• 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印
鑑登録証明書等

③顔写真のない本人確認書類（C群）

• ②以外の印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書、そのほか、官公庁発
行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの

２．法人（４の外国法人を除く）

• 登記事項証明書、印鑑登録証明書、その他官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所
在地の記載があるもの

３．本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国に
おける住居を確認することができないもの

• 氏名、生年月日の記載がある旅券、乗員手帳

４．本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人

• 上記１、２のほか、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の発行した書類等であって、本人特定事
項の記載があるもの

※有効期限のない公的証明書については、原則として、事業者が提示又は送付を受ける日の前 6 ヶ月以内に作
成されたものに限る。
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対面取引における個人の本人特定事項の確認

運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者カード、その他官公庁発行書
類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの（原本）

の提示

確
認
完
了

健康保険証、年金手帳（原
本）の提示

他の本人確認書類又は公共料金の領収書等
の提示＋

他の本人確認書類又は公共料金の領収書等
の送付

＋

取引関係文書を転送不要郵便等による送付＋

住民票の写し、戸籍謄本等（原
本）の提示

取引関係文書を転送不要郵便等による送付＋

確
認
完
了



5

非対面取引における個人の本人特定事項の確認（転送不要郵便等による二次的確認方法）

本人確認書類写し２点の送付

本人確認書類の原本（複数枚発行さ
れるものの原本：住民票の写し、印
鑑登録証明書等） の送付

確
認
完
了

＋ 取引関係文書を転送不要郵便等による送付

本人確認書類のＩＣチップ情報（現時
点：運転免許証、在留カード、マイナ
ンバーカード）の送信

本人確認用画像情報の送信（本人
撮影＋厚みその他の特徴の確認必
要）

本人確認書類（現住所）写し１点＋補
完書類原本・写し１点（同居家族のも
の可）の送付

本人確認書類（異住所）写し１点＋補
完書類原本・写し２点（現住所本人１
点・同居家族１点）の送付
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「個人番号カード」の本人確認書類としての利用

個人番号カードは、運転免許証と同様に、写真付き証明書（Ａ
群）の本人確認書類として認められる。

個人番号の収集等は番号利用法に基づき原則として禁止され
ていることから、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の
ために個人番号カードの提示またはその写しの送付を受けた
場合には、個人番号が記載された個人番号の記載分をマスキ
ングする等により、個人番号を確認記録に記録しないように留
意する必要がある。

⇒ 確認記録には「記号番号その他の当該本人確認書類又は補
完書類を特定するに足りる事項」を記載する必要がある。

⇒ 個人番号カードの提示を受けた場合は、個人番号以外の事
項（例えば、発行者や有効期間）を記録することとなる。なお、
「個人番号カード」という書類の名称のみでは、「特定するに足
りる」とは言えない。
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「住民票の写し」の本人確認書類としての利用

 住民票の写しには選択式で「個人番号」を記載しているものを受け取ることができる。

 マイナンバー法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み、本人確認書類とし
てとして取扱うことは適当ではないが、個人番号部分を復元できない程度にマスキ
ングすれば、本人確認書類として取扱うことは可能。

 実務上は、顧客に対して、個人番号の記載がない住民票の写しの提出を求め、個
人番号が記載された住民票の写しが提出された場合は、その個人番号部分を復元
できない程度にマスキングして本人確認書類として扱うことになる。

 「住民票コード」も選択式で住民票の写しに記載しているものを受け取ることができ
るが、住民基本台帳法により、住民票コードも告知を求めてはならないとされている
ので、住民票コードについてもその記載のないものの提出を求め、住民票コードが
記載されたものが提出された場合は、住民票コード部分を復元できない程度にマス
キングして本人確認書類として扱うことになる。

 住民票に「本籍」、「国籍」、「出生地」の記載がある場合は、これらは「金融分野にお
ける個人情報保護に関するガイドライン」における「機微（センシティブ）情報」に該当
する（「個人情報の保護に関する法律」における「要配慮個人情報」には該当しな
い。）と考えられるので、これらの部分もマスキングをすべき。
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基礎年金番号に関する通達（平成２７年１１月１３日警察庁）

 国民年金手帳は、犯収法における顧客等の本人特定事項の確認の際に本
人確認書類として用いることができることとなっている。

 国民年金法第108条の４により同法第14条に規定する基礎年金番号の告
知を求めること等が禁止されているところ、犯罪収益移転防止法の規定の
とおり事務を処理している場合には、直ちにこれらの規定に反するものでは
ないと考えられるが、基礎年金番号の取扱いについてはこの規定の趣旨を
踏まえた対応が必要。

 犯収法における顧客等の本人特定事項の確認に際して、本人確認書類と
して国民年金手帳の提示を受けた場合、当該年金手帳の基礎年金番号を
書き写すことがないようにする。この場合において、当該年金手帳の写しを
とる際には、当該写しの基礎年金番号部分を復元できない程度にマスキン
グを施した上で確認記録に添付する。

 国民年金手帳が本人確認書類として用いられた場合における、犯収法施
行規則17条１項11号に掲げる記録事項については、基礎年金番号以外の
事項（例えば、交付年月日等の国民年金手帳に記載されている事項）を記
載すれば足りる。
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医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限（令和２年10月１日施行）

〇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
〇健康保険法
（被保険者等記号・番号等の利用制限等）
第百九十四条の二 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又
は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号（以下この条において「被保
険者等記号・番号等」という。）を利用する者として厚生労働省令で定める者（以下この条において「厚生労働
大臣等」という。）は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はそ
の者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

２ 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・
番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその
者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

「厚生労働省令で定める者」（健康保険法194条の２第１項）
• 厚生労働大臣、保険者、適用事業所の事業主、保険医療機関等、審査支払機関、都道府県知事、市町村長、

日本年金機構等

「厚生労働省令で定める場合」（健康保険法194条の２第２項）
• 国立がん研究センターががん登録データベースの整備を行う場合、社会保険労務士が社会保険労務士法

第２条第１項に規定する事務を行う場合等
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オンライン資格確認の導入

出所：厚生労働省作成資料
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オンライン資格制度・被保険者記号・番号の個人単位化・告知制限

１．オンライン資格確認の導入（2021年３月頃より）
①保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認につ
いて、個人番号カードによるオンライン資格確認を導入する。

②国、保険者、保険医療機関等の関係者は、個人番号カードによるオンライン
資格確認手続きの電子化により、医療保険事務が円滑に実施されるよう、
協力する。

③オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局の初期導入経費を補助
するため医療情報化支援基金を創設。

２．被保険者記号・番号の個人単位化、告知要求制限の創設（2020年10月よ
り）
• 被保険者記号・番号について、世帯単位にかえて個人単位（被保険者また
は被扶養者ごと）に定めることになる。これにより、保険者を異動しても個々
人として資格管理が可能となる。75歳以上の被保険者番号は現在も個人単
位。

• プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、
被保険者記号・番号の告知を要求することを禁止する。（業としてデータ
ベース化も禁止）

• 違反した場合、勧告・命令、立入検査、罰則。
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被保険者記号・番号の個人単位化

【背景】

Ａ企業に勤務するＸ（Ａ健康保険組合に加入）が、退職して、自営業を開始したにもかか
わらずＡ健保組合の被保険者証を返還しないことがあり得る。自営業になったＸさんは
本来、国民健康保険に加入することになるが、これに加入せずに、手元に残したＡ健保
組合の被保険者証で医療機関を受診するという不適切なケースがある。

出所：厚生労働省作成資料
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本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項

『医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について』（令和２年７月８日事
務連絡）

• 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等
を書き写すことのないようにすること。また、当該被保険者証の写しをとる際には、当
該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。

• 被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじ
め申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マ
スキングを施された写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等にマス
キングが施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者におい
てマスキングを施すこと。

• 被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。例え
ば、ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送
付してください」といった記載を行わないよう留意すること。
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健康保険証のＱＲコードの取扱い

• 健康保険被保険者証にＱＲコードが掲載されているものがある。スマホのＱＲコード読み取りアプリで読み
取ると当該被保険者の記号・番号が分かる。

【2020年10月15日更新】
• 厚生労働省のウェブページ『医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について』の『３．本人

確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項』において、健康保険証上のQRコードの取
扱いについての記載がなされました。

• 『※被保険者証等にＱＲコードがある場合について、そのＱＲコードを読み取ると２．の記号・番号等がわ
かるものについては、２．の記号・番号等同様にマスキングを施す必要があります』

• これにより、2020年10月以降に金融機関等が本人確認書類として受領した健康保険証に、QRコードで
記号・番号等がわかるものについては、QRコードをマスキングすることが必要となりましたのでご留意く
ださい。

スマホのＱＲコード読み取り
アプリで読み取ると当該被保
険者の記号・番号が読み取
れる。

記号・番号の告知を受けるこ
との禁止。コピーはマスキン
グ必要。
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取引時確認の方法の特例

１．他の銀行に対する取引時確認の委託（犯収法施行規則13条１項１号）

• 特定取引のうち、預貯金口座における口座振替方法により決済されるものについては、あらか
じめ他の銀行との合意により、①当該口座が開設されている他の特定事業者が預貯金契約の
締結を行う際に、顧客等又は取引担当者の取引時確認を行い、かつ、②当該取引時確認に係
る確認記録を保存していることを確認することが、取引時確認の方法として認められている。

• 依拠元と委託先の銀行があらかじめ締結している本特例を用いることに関する契約において、
取引時確認を行う都度、①依拠元は、特定取引に際して顧客等から提供を受けた情報（例えば、
氏名・預金の口座番号）を委託先に対して提供し、②委託先は、①で依拠元から提供を受けた
情報と委託先が行った取引時確認により得られた情報とを照合し、対象となっている顧客等と委
託先が取引時確認を行った顧客等との同一性を確認し、③委託先は、当該顧客等について委

託先が取引時確認を行っており、かつ、当該取引時確認による確認記録を保存していることを
確認し、④委託先は、②・③の確認結果を依拠元に回答する、といった方法で確認すること、に
ついて合意する必要がある。

⇒FATFの相互審査時においても金融庁は本方法の利用について否定的だった。資金移動業者
の決済サービスを通じた不正出金の一連の事件を受けて本方法自体認められなくなるかも？

２．クレジットカード会社への取引時確認の委託（犯収法施行規則13条１項２号）

• 特定取引のうち、クレジットカードを使用する方法により決済されるものについては、あらかじめ
クレジットカード会社との合意により、①クレジットカードを交付した他の特定事業者がクレジット
カード契約の締結を行う際に当該顧客又はその取引担当者について取引時確認を行い、かつ、
②当該確認記録を保存していることを確認する方法が、取引時確認の方法として認められてい
る。
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資金移動業者の決済サービスを通じた不正出金

１．事案の概要

• 悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウント
を開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出
金を行う事象が複数発生。

• 現時点では、資金移動業者において犯罪収益移転防止法施行規則第13条第１項第１号に基づく確認を実施し、そ
れに基づく銀行での取引時確認済みの確認及び口座振替契約（チャージ契約）の締結に際してキャッシュカードの暗
証番号のみで認証するケースにおいて、被害の発生が確認されている。

２．銀行側に要請されている事項

• 資金移動業者等との間で口座振替契約（チャージ契約）を締結している預金取扱金融機関においては、資金移動業
者等における取引時確認の内容を踏まえ、資金移動業者等のアカウントと銀行口座を連携して口座振替を行うプロ
セスに脆弱性がないか確認すること。

（注）例えば、上記口座振替契約（チャージ契約）に際して、預金取扱金融機関においてワンタイムパスワード等による多要素認証を実施
していない場合など、不正に預金者の口座情報を入手した悪意のある第三者が、預金者の関与無しに資金移動業者等のアカウントへ
資金をチャージ可能なケースは脆弱性がある。

• 上記確認により問題や脆弱性が見出だされた場合には、①資金移動業者等のアカウントとの連携時における認証手
続の強化（多要素認証の導入など）を含むセキュリティの強化、資金移動業者等における取引時確認の状況を確認
するなどの堅牢な手続きの導入を検討すること、および、②新規連携や資金移動業者等のアカウントへの資金の
チャージを一時停止すること。

３．資金移動業者側に要請されている事項

• 資金移動業者においては、資金移動業者での取引時確認、銀行での上記確認・認証の内容を踏まえ、資金移動業
者のアカウントと銀行口座を連携して口座振替を行うプロセスに脆弱性がないか確認すること。

• 上記確認により問題や脆弱性が見出だされた場合には、資金移動業者での取引時確認を強化する、銀行での上記
確認・認証を強化するなどの堅牢な手続きの導入を検討すること。また、その導入までの間、足許において被害を生
じさせないために、新規連携や銀行口座からの資金のチャージを一時停止すること。
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eKYCの導入（2018年11月施行）

犯収法施行規則６条１項１号ホ・へ・トには次の４つのオンラインで完結する本人確認
方法が定められた。

① 「写真付き本人確認書類の画像情報」および「容貌の画像情報」送信を受ける方
法（犯収法施行規則６条１項１号ホ）

② 「写真付き本人確認書類の IC チップの記録情報」および「容貌の画像情報」の送
信を受ける方法（同号へ）

③ 「本人確認書類（顔写真がないものも可）の画像情報」または「本人確認書類の
IC チップの記録情報」の送信を受けるとともに、「当該顧客について本人確認済

みの銀行またはクレジットカード会社に同一顧客か確認を求める」方法（同号ト
(1)）

④ 「本人確認書類（顔写真がないものも可）の画像情報」または「本人確認書類の
IC チップの記録情報」の送信を受けるとともに、「当該顧客について本人確認済

みの銀行に金銭の振込みを行い」「インターネットバンキングの取引明細書画面
の画像情報」の送信を受けることにより確認する方法（同号ト(2)）
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顔写真のあ
る本人確認
書類に限定

顔写真のあ
る本人確認
書類に限定

顔写真のな
い本人確認
書類も対象

顔写真のな
い本人確認
書類も対象
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容貌・写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法①

１．特定事業者が提供するソフトウェア

• 画像加工機能のないもの

• スマホ向けのアプリもＯＫ

• 委託先や第三者の開発ベンダーが提供するソフトウェアをＷＥＢページやアプリ
に組み込んで提供することも可能

• ＦＡＸの利用は認められない。

２．写真付き本人確認書類

• 運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、在留カード、パスポート等

３．画像の撮影者

• 顧客・代表者等（取引担当者）が特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮
影したものに限る。

• 取引に実質的な影響を与えることのない第三者が、顧客等又はその代表者等の
指示の下、単にスマートフォン等の撮影ボタンを押すだけの場合は、顧客・代表
者等が撮影したものと評価できる。
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容貌・写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法②

４．本人確認用画像情報・容貌の画像情報

【要件】

• 撮影後直ちに送信すること

• 「当該顧客等の容貌」を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」を撮
影するソフトウェアは同じものであること

• 特定取引を行うに際して、容貌と本人確認書類に係る本人確認用画像情報が同時期
に撮影されること

【認められるもの】

• 静止画に限らず動画も認められる。（確認記録に添付するのは、当該動画の全てであ
る必要はなく、当該動画から切り取った一部の動画や静止画で足りる。）

• 「容貌の画像」は、「写真付き本人確認書類の写真と同等の上半身又は首から上の顔
の画像」で足りる。

【認められないもの】

• あらかじめ（事前に）撮影されたもの

• 容貌や本人確認書類の撮影内容が十分に判別できないような小さなもの

• 白黒画像

• 解像度が本人特定事項の確認に支障が生じるもの
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容貌・写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法③

５．厚みその他の特徴
【趣旨】
• 外形、構造、機能等の特徴から本人確認書類の真正性の確認

【要件】
• 本人確認書類を斜めに傾けて、当該本人確認書類の記載の全部又は一部が写るよ
うにして撮影させるなど、当該本人確認書類の厚みであることが分かるようにすること。

• クライアント側端末に顔認証機能等を組み入れたアプリケーションを提供し、一連の動
作の中で、顧客が条件を満たした瞬間の画像を切り出し特定事業者側に送信を行うこ
とも、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して顧客等に撮影及び送信をさせて
いる場合は、問題ない。

• 撮影された本人確認書類と「厚み」を確認した当該本人確認書類とが同一のものであ
ることを保証する機能を有し、それが検証できることを担保する措置が講じられている
のであれば、必ずしも「厚みその他の特徴」が画像として撮影されていなくとも、許容さ
れる。

【「その他の特徴」】
• 「カード型」または「冊子型」いずれの本人確認書類についても、それが光を当てた場
合にのみ表面に模様等が浮かび上がる本人確認書類（ブラックライトを当てた場合に
のみ表面に特殊な文字を浮かび上がるような本人確認書類について、ブラックライト
を当てた上で表面を撮影させたような画像）であれば、当該模様等

• 「厚み」の確認をすれば「その他の特徴」の確認不要。
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容貌・写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法④

６．「本人確認書類の真正性」・「容貌の画像と本人確認書類に貼り付けられた写真の画
像が同一人物であること」の確認

• 「本人確認書類が真正なものであることの確認」は、目視によるものに限らず、専ら機
械（十分な性能を有しているものに限りる） を利用して行うことも許容されるが、現在
の技術ではそのような性能のものがなく、目視による確認が必要。

• 「本人確認時に撮影された顧客の容貌の画像と、本人確認書類に貼り付けられた写
真の画像が同一人物のものであることの確認」は、目視によるものに限らず、専ら機
械（ 十分な性能を有しているものに限る。）を利用して行うことも許容される。

• 「専ら機械（十分な性能を有しているもの）」による確認を行う場合、顔照合についての
機械は、誤受入率0.001％以下であって、目視であれば一目瞭然で識別可能なものを
誤認しないものであることが求められる。

• 機械による誤拒否によって本来契約締結をすべき顧客との取引が行われないなどの
事態が生じないようにするためには、例えば、誤拒否率を低く（例えば１％以下）したり、
誤拒否が起こった場合には目視による確認を行う体制を整備する。

• 「本人確認書類の真正性の確認」は、本人確認用画像情報の送信を受けると同時に
その内容を確認しなければならないわけではないが、特定取引を行うに際して確認さ
れたと合理的に認められる期間内に確認を行う必要がある。

• マスク、サングラス等を着用している場合であっても着用していない場合と同様に照合
が可能であるか、またはマスク、サングラス等を着用している場合には照合を行わな
いこととしていることが必要。

• サンプルチェックは認められない。
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容貌・写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法⑤

７．事前に撮影した写真や画像でないことの確認方法

• 例えば、本人特定事項の確認時にランダムな数字を顧客等に示し、一定時間内
に顧客等に当該数字等を記した紙と一緒に容貌や本人確認書類を撮影させて直
ちに送信を受けること。

• Ｉ Ｄ セルフィー（ 容貌と本人確認書類を同時に撮影する方法）については、容貌と
本人確認書類を一緒に撮影させることは認められるが、当該撮影に係る画像が、
本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認
書類の厚みその他の特徴が適切に確認できるなど、規則上の要件を満たす必要
がある。

• ＩＤセルフィ―が１枚の写真により規則上の要件を満たすのであれば、その撮影の
際にランダムなポーズをとらせるなどの対策をとることにより、容貌に係る本人確
認用画像情報と本人確認書類に係る本人確認用画像情報の両者について、本
人特定事項の確認時に実物が撮影されたものであることが確認できる。

• ランダムな数字等を顧客等に示し、当該数字等を記した紙と一緒に撮影させて直
ちに送信を受けることとする場合、当該数字等が表示されてから撮影までの間に、
なりすましの写真等を準備されるおそれがあるため、一定時間が経過しても撮影
がなされないときは、あらためて別のランダムな数字等を示すことが必要。
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eKYCの課題①（本人確認書類の真正性の確認）

• 現状、多くの金融機関で利用されているのは、「写真付き本人確認書類の画像情
報」および「容貌の画像情報」送信を受ける方法（犯収法施行規則６条１項１号ホ）
である。

• 多くの金融機関は、eKYCの技術をもった開発ベンダーに外部委託をしているが、

開発ベンダーにおいては、「容貌の画像と本人確認書類に貼り付けられた写真の
画像が同一人物であること」の確認は専ら十分な性能を有する機械を利用して行
い、誤受入率 0.0001 ％以下でできるものもある。

• しかしながら、現状、「本人確認書類が真正なものであることの確認」については、
現時点では、十分な性能を有している機械はなく、偽造のものでないか目視によ
る確認が必要となっている。

• 運転免許証ですら偽造したものを写真で送った場合にはなりすましが起こる可能
性がある。

• この点、在留カードおよび特別永住者証明書については、出入国在留管理用が
「在留カード等番号執行情報照会」のウェブサイトを提供しているので、失効した
ものを確認することができる。運転免許証等の他の本人確認書類についても、同
様の制度が設けられることが望まれる。
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在留カード：在留カード等番号失効情報照会

出所：出入国在留管理庁ウェブサイト
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eKYCの課題②（顔写真付き本人確認書類の画像情報の質の問題）

• 「写真付き本人確認書類の画像情報」の送信を受ける方法（犯収法
施行規則６条１項１号ホ・へ）においては、顔写真付き本人確認書類
であっても、その種類によって信頼性は変わってくる。運転免許証
以外の顔写真付き本人確認書類をeKYCにおいて認めるかという課
題がある。

• 運転免許証の顔写真は都道府県の公安委員会の更新センターに
おいて撮影されたものであるので信頼性が高い。 これに対して、マ
イナンバーカード（個人番号カード）は、スマホで撮影したものを使用
することが可能なので、なりすましが起こり得る。

• パスポートについては、2020年２月４日以降に発行申請した新パ

スポートは住所記載欄がなくなったので、そもそも本人確認書類とし
て使えなくなっている（住所記載欄を自署するので元々信頼性は低
い。）。
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eKYCの課題③（顔写真がない本人確認書類の画像情報の送信を認める方法の課題）

• 犯収法施行規則６条１項１号トの方法は、健康保険証などの顔写真
がない本人確認書類の画像情報の送信も認めるものである。

• そして、金融機関が本人確認済みか同一顧客の確認を求めたり、
本人確認済みの顧客の銀行口座に少額の金銭の振込みを行い、イ
ンターネットバンキングの取引明細書画面の画像情報の送信を受
けるといった、金融機関に専ら依拠する方法であり、近時発生した
一連の不正出金につながりかねない脆弱性を有している。


