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特殊詐欺及び利殖勧誘詐欺等の抑止のための郵便物受取サー 

ビス（いわゆる私設私書箱）の適正化を求める意見書 

 

２０２１年（令和３年）３月１８日 

  日本弁護士連合会 

第１ 意見の趣旨 

当連合会は，国に対し，特殊詐欺及び利殖勧誘詐欺等の抑止のための以下の

措置を講ずるように求める。 

１ 郵便物受取サービス（いわゆる私設私書箱）を行う事業者に対する規制法を

制定し，同事業者に対して，監督官庁への届出，業務取扱主任者の設置及び研

修の受講並びに利用契約締結時の契約者の面前確認を原則とするなどの厳格な

本人確認措置を義務付け，これらについて罰則をもって担保すること。 

２ 全ての郵便物受取サービスの所在地の一覧を政府ウェブサイトにおいて公開

すること。 

３ 金融商品取引法上の登録又は届出における金融商品取引業者又は適格機関投

資家等特例業者の所在地が郵便物受取サービスの所在地である場合は，そのこ

との表示を義務付け，罰則をもって担保すること。 

 

第２ 意見の理由 

１ 特殊詐欺等の状況及び当連合会の姿勢 

(1) ２０１９年の特殊詐欺1の認知件数は１万６８５１件，被害総額は約３１５

億８０００万円に上り2，一向に終息の兆しが見えない。その手口は極めて巧

妙であり，民間企業が提供しているサービスやツールを駆使し，高齢者を中心

とする被害者の良心や不安感につけ込んで，被害者の正常な判断を失わせし

めて多額の金員を詐取している。 

(2) 当連合会は，２０１８年６月５日の第８７回民事介入暴力対策京都大会にお

いて，「特殊詐欺の撲滅を目指して～犯罪インフラ対策の推進～」をテーマと

し，犯罪インフラ3についての研究成果を報告した。 

                                            
1 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ，指定した預貯金口座への振込み

その他の方法により，不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称（警察庁広報資料

「令和元年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」１頁参照）。 
2 同広報資料１頁。 
3 犯罪を助長し，又は容易にする基盤。２０１１年３月に警察庁が策定した「犯罪インフラ対

策プラン」以来，用語として定着した。なお，基盤そのものが合法なものであっても，犯罪に

悪用されている状態にあれば，これも「犯罪インフラ」に含まれる。 
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そして同年１０月５日の第６１回人権擁護大会において，「特殊詐欺を典型

とする社会的弱者等を標的にした組織的犯罪に係る被害の防止及び回復並び

に被害者支援の推進を目指す決議」を採択し，国，地方自治体及び企業，業界

団体に対し，特殊詐欺等による被害を未然に防止するため，犯行に利用されて

いるサービスやツールを特定し，犯行への利用を阻止するための措置を講じる

ことを求めた。 

本意見書は，犯罪インフラの一つである郵便物受取サービス（いわゆる私設

私書箱）について，上記人権擁護大会決議の方向性に基づき，具体的な規制を

求めるものである。 

(3) なお，政府も，特殊詐欺等の被害防止を徹底することが正に喫緊の課題であ

るとの認識の下，２０１９年６月２５日，犯罪対策閣僚会議において「オレオ

レ詐欺等対策プラン」を策定し，「特殊詐欺の犯行に当たって利用される匿名

の通信手段その他の犯行ツールについても，関係省庁の連携により更なる対

策を講じていくことが重要である」と宣言している。 

２ 郵便物受取サービスとは 

(1) 経済産業省は，郵便物受取サービス業者について，次のとおり説明してい

る4。 

「『私設私書箱』，『バーチャルオフィス』，『レンタルオフィス』，『電話秘書

代行』等いかなる名称をもって顧客と取引しているかを問わず，以下のすべ

ての要件を満たすサービス（郵便物受取サービス）の提供を行う事業者をい

います。 

・ 自己の居所や会社の事務所の所在地を顧客が郵便物の受取場所として利

用することを許諾している。 

・ 顧客に代わって顧客宛ての郵便物を受け取っている。 

・ 受け取った郵便物を顧客に引き渡している。」 

(2) 郵便物受取サービス業者は，同サービスが現金等（キャッシュカード，商

品等も含む）の送付先として詐欺に利用される現象が顕著になっていたこと

などから，犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２

号）（以下「犯罪収益移転防止法」という。）における「特定事業者」に指定

され（同法２条２項４２号），取引時確認義務や疑わしい取引の届出義務を

負っている。 

                                            
4 経済産業省「犯罪収益移転防止法に関するＱ＆Ａについて（郵便物受取サービス業者）」（令

和２年４月）３頁。 
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３ 郵便物受取サービスが特殊詐欺や利殖勧誘事犯に利用されている実態 

(1) 特殊詐欺では，遠隔地から電話等により勧誘又は欺罔行為を行い，被害者

に銀行口座への送金や郵便物受取サービスへの現金送付をさせ，金員を詐取

するという手口が典型的な一つの類型となっている。未公開株，ファンド等

の金融商品に関する利殖勧誘事犯5でも同様である。 

(2) また，利殖勧誘詐欺を行う法人の相当数がバーチャルオフィス（郵便物受

取サービスと電話受付・電話転送サービスを組み合わせたサービス）を本店

所在地としている。 

いわゆる住所貸しと称して，バーチャルオフィスの住所を本店所在地とし

て法人を設立することを許容したり，積極的に法人設立サービスを提供した

りする業者まで存在する。 

２０１２年１２月１８日の内閣府消費者委員会における警察庁生活安全局

生活経済対策管理官の説明によれば，特別調査をしたところ，利殖勧誘事犯

利用口座として凍結を求めた法人名義１５３１口座の名義人である法人の数

は９２２法人であり，そのうち少なくとも１１４法人（１２．４％）が金融

機関に届けていた事務所の所在地は，電話受付サービス，郵便物受取サービ

ス等を提供するバーチャルオフィスのものと同一であり，当該１１４法人の

うち，東京都港区，中央区，新宿区，千代田区又は渋谷区の都心一等地に所

在するバーチャルオフィスを利用していたものは９２法人（８０．７％）だ

ったとのことである。都心の一等地に所在するかのような現実ではない外観

の作出を許し，利殖勧誘詐欺を助長してしまっている実態がうかがわれる。 

    (3) このように，郵便物受取サービスについては，実際には占有していない場

所を自己の住所として外部に表示し，郵便物を受け取ることができるという

サービスの特徴があるため，特殊詐欺等において被害金等の送付先として悪

用されている実態があり（国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」6（令

和２年１１月）８８頁），犯行グループの匿名性を甚だ高めてしまうことで，

                                            
5 出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，金融商品取引法違反，無限連

鎖講の防止に関する法律違反等に係る事犯をいい，捜査の結果，詐欺に当たるものも含まれる

（警察庁生活安全局生活経済対策管理官「令和元年における生活経済事犯の検挙状況等につい

て」（令和２年３月））。同資料によれば，利殖勧誘事犯の２０１９年の被害額は約１０３７億

９０００万円にのぼる。 
6 犯罪収益移転防止法に基づき，国家公安委員会が，事業者が行う取引の種別ごとにマネー・

ローンダリング等に悪用される危険度等を記載し，毎年作成・公表している調査書。特定事業

者は，調査書の内容を勘案してマネー・ローンダリング等の疑いの有無を判断の上，疑わしい

取引の届出を行うとともに，取引時確認等を的確に行うための措置を講じるべきこととなる。 
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捜査機関による摘発や被害回復に支障を生じさせている。 

       実際，警視庁と静岡・和歌山両県警察の合同捜査本部が２０１４年１１月

から２０１５年６月にかけて摘発した指定暴力団構成員らの関与する特殊詐

欺事件（報道によれば被害総額は２１億円超に及ぶ）では，実行行為者の一

部が郵便物受取サービス業者を装って，被害者に郵送させた詐取金の受取役

を担っていた7。 

    (4) 内閣府消費者委員会の「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建

議」（２０１３年８月６日）は，建議事項２において，「警察庁，金融庁，総

務省，法務省，経済産業省及び国土交通省は，犯行ツール対策を通じた詐欺

的投資勧誘の抑止を図るため，以下の措置を講ずること（中略） （２）警察

庁，金融庁，経済産業省及び総務省は，犯罪収益移転防止法に基づき，金融

機関，郵便物受取サービス業者，電話受付代行業者及び電話転送サービス事

業者に対し，取引時確認，疑わしい取引の届出等の義務について周知徹底を

図り，その履行の確保に努めるとともに，違反が認められる事業者に対し是

正命令等を行うこと。」としていた。 

当連合会も，郵便物受取サービス等の問題点につき，「２００６年５月１日

施行の会社法により会社の最低資本金制度が撤廃されたことや，バーチャル

オフィス・転送電話サービス・私設私書箱等を提供するビジネスが発展した

ことにより，会社の新設が極めて容易になっている。そのため，事業者が複

数の会社を設立して勧誘業務，契約締結業務，履行業務，苦情対応業務等を

分担しているケースがあり，調査・行政処分を一体として実施できなければ，

行政監督権限行使の実効性に欠ける事態が生じている。」と指摘していた8。 

しかし，その後も，抜本的な対策はとられないままであり，詐欺やマネー・

ローンダリング対策上，まことに憂慮すべき事態が続いている。 

    (5) 経済産業省委託調査（株式会社富士経済）「平成２９年度商取引適正化・製

品安全に係る事業（郵便物受取サービス業者の実態把握調査）報告書」（平成

                                            
7 また，大分地方裁判所２０１８年２月７日判決は，被告人が統括する詐欺グループが，架け

子，受取役，運搬役，管理役等の分担をして，赤珊瑚購入代金や和解金等の名目で多数の被害

者らから現金を詐取した事案において，高度に組織化された詐欺グループの中で，被告人は，

一般的な私設私書箱を装って設置された私書箱５店舗において被害者から送付された現金を受

け取り，これを運搬するという受け子グループを統括する立場として，架け子グループとの連

絡・調整をしたり，共犯者らと連絡を取って詐欺の遂行に必要な情報を伝えたり指示したりし

たほか，私書箱の新店舗を開設するなど，主導的かつ重要な役割を果たしたとして，懲役１１

年の有罪判決を下している。 
8 「特定商取引に関する法律等の改正を求める意見書」（２０１５年５月８日）１１頁。 
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３０年３月）によれば，郵便物受取サービス業者のうち，犯罪収益移転防止

法を知らない事業者が３１．７％に上る。郵便物受取サービスに関連するト

ラブルに遭遇した事業者（振り込め詐欺・違法薬物等への授受への利用，契

約者や送付者などからのクレーム，契約者の名義が不自然だったり契約者と

受取人が異なったりした等）は２５．７％に上り，一方で疑わしい取引の届

出実績がない事業者は８６．２％を占める。郵便物の引渡方法として，他の

私書箱を含む顧客指定の住所に転送する事業者も７．８％存在する。また，

そもそも同調査のアンケートの回答率は１４．３％にすぎなかった。 

さらに，前記「犯罪収益移転危険度調査書」では，特殊詐欺等の捜査過程

で，取引時確認義務等に違反している疑いが認められたことにより，２０１

７年から２０１９年までに，国家公安委員会が郵便物受取サービス業者に対

して７件の犯罪収益移転防止法に基づく報告徴収を実施しているところ，顧

客の取引目的や職業を確認していない，法人の顧客の実質的支配者等の確認

を行っていない，非対面取引において取引関係文書を書留郵便等により転送

不要郵便物等として送付していないといった基本的な法令上の義務違反が確

認されたことが紹介されている（８８頁）。 

また，警察庁「犯罪収益移転防止に関する年次報告書（令和元年）」による

と，疑わしい取引の届出件数は年々増加傾向にあり，全業態を合計すると，

２０１７年に４０万００４３件，２０１８年に４１万７４６５件，２０１９

年に４４万０４９２件と，３年間で１２５万８０００件にも及んでいる（そ

のうち預金取扱機関が大半を占める）が，郵便物受取サービス業者による疑

わしい取引の届出件数は合計１２件（２０１７年２件，２０１８年６件，２

０１９年４件）にすぎない（３０～３２頁）。 

これらを踏まえると，疑わしい取引の実際の届出件数と，郵便物受取サー

ビスの詐欺等への悪用件数との乖離が存在することは明らかであり，疑わし

い取引の届出に至らない悪用事例が暗数として多数存在するものと思われる。

すなわち，自社の提供するサービスの悪用防止に関する意識や体制整備が不

十分な郵便物受取サービス業者が多数存在し続けていること9，そして，現行

                                            
9 東京高等裁判所２０１５年１１月１１日判決は，郵便物受取サービス業を営んでいた被告人
が，警察からの照会等により顧客２０人中５人もの顧客により詐欺に利用されていたと通知を
受け，本人確認とその記録化が義務付けられていることを十分に認識していたところ，架空名
義と架空住所が使われていた顧客１９人中１８人について，文書により本人確認ができないに
も関わらず本人確認をした旨の虚偽の記載をしたという事案について，詐欺幇助の故意がなく
無罪とした。このように，犯罪インフラを遵法意識なく提供する者に対して詐欺罪を適用する
ことには相当な困難があり，業務に対する規制法により罰則による抑止効果を確保して適正化
を図る必要性は大きい。 
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の犯罪収益移転防止法による規制が不十分であることが裏付けられていると

いえる。 

４ 郵便物受取サービスの問題の所在 

(1) 本人確認の義務付けが十分ではないこと 

    ① 当連合会は前述の人権擁護大会決議において，犯行に利用されているサ

ービスやツールの例として，スマートフォン・電話転送サービス・私設私

書箱・バイク便・電子マネー（前払式支払手段）・収納代行サービス等を摘

示したところであるが，このうち，スマートフォン・バイク便については

業務全般の適正を確保するための規制法があり，電子マネー（前払式支払

手段）については資金決済に関する法律による規制が存在するが，電話転

送サービス・私設私書箱（郵便物受取サービス）や収納代行サービスにつ

いては，業務全般の適正を確保するための規制法がなく，その他の法律に

よる規制も極めて不十分である。 

② 郵便物受取サービス業者は，犯罪収益移転防止法の「特定事業者」にあ

たり，本人確認義務を負っているものの，同法は郵送等による本人確認も

認めている。すなわち，面前による確認を要せず，本人確認書類の原本の

確認も義務付けられていない。したがって，対面しないで，また，本人確

認書類の写しのみによって本人確認を行うことも適法であり，郵送等によ

り面前での本人確認をせずに利用契約の申込みを受け付ける業者も多数存

在する10。そのため，このような業者を利用すれば，偽造免許証のコピーを

郵送して契約することで郵便物受取サービスの利用が容易に開始できるこ

ととなる。 

そのため，特殊詐欺等をあえて行おうとする犯罪グループにとっては，

足がつかない（犯人が特定できない，責任追及ができない）金銭等の受取

方法として郵便物受取サービスは非常に有用な手段となる。特殊詐欺はも

ちろん，利殖勧誘事犯についても，取引後，即座に事業者が所在不明にな

るものが少なくないところ，郵便物受取サービスを契約すればそれも極め

て容易となる。さらに，郵便物受取サービスの連続利用，すなわち郵便物

受取サービスから別の郵便物受取サービスへの転送をすれば，より一層，

                                            
10 前出経済産業省委託調査報告書によれば，個人契約について，対面契約と非対面契約の割

合が０：１０の事業者が７．２％，１：９から５：５までの事業者が計１６．２％，６：４か

ら９：１の事業者までの事業者が計１０．２％，１０：０の事業者が３３．５％，無回答が３

２．９％であり（１５頁），郵便物受取サービス業者の間でばらつきが非常に大きいことが分

かる。 
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捜査を攪乱し検挙を困難にすることができる。 

前記３項(3)記載の指定暴力団構成員らが関与した特殊詐欺事件におい

ても，郵便物受取サービス業者を装う実行行為者は，第三者名義の偽造運

転免許証の写しを作成・保管しておくことで，適正な本人確認を実施して

いるかのような外観を整えていたと報道されている。 

   ③ そして，詐欺容疑の捜査が郵便物受取サービス業者に及んでも，同事業

者が，偽造免許証のコピーとは分からなかった，犯罪収益移転防止法上の

本人確認義務は果たしているなどという弁明をすれば，これに対する刑事

責任や民事責任の追及は著しく困難にならざるを得ない。 

犯罪収益移転防止法において，本人確認の際に，対面契約及び本人確認

書類の原本確認のいずれも要求されていないことは，悪用された場合の本

人特定や責任追及を著しく困難にするものである。善良な郵便物受取サー

ビス業者であれば，自社のサービスが悪用されるのを防止すべく，厳格な

本人確認をすべきと考えることも想定されるが，法令上の義務を超えて厳

しい本人確認を行うことは，サービスの利便性を損ない競争上不利になる

ことから，避けようと考える事業者は少なくないと思われる。また，郵便

物受取サービスは，ひっそりと賃貸マンション等の一室で私設私書箱と称

してポストに屋号を張り出せばそれだけで始めることも可能であり，廃業

も容易であって，特殊詐欺グループが，メンバーの一員に私設私書箱役と

してごく短期間だけ賃貸マンション等で郵送物の受取役をさせ，すぐに撤

収して行方をくらますといったケースも目立つ。 

   ④ 犯罪収益移転防止法には本人確認義務違反を理由に直接に処罰する規定

はなく，監督官庁による是正命令がなされて，なおそれに違反した場合に

初めて処罰できることとなっている。 

しかしながら，所管行政庁たる経済産業省が，２０１７年から２０１９

年までの間に，郵便物受取サービス業者に対し，犯罪収益移転防止法に関

する社内教育の充実や同法に係る事務を円滑に進めるための社内規程の

整備等を内容とする是正命令を発した件数はわずか２件にとどまってお

り，当該措置自体が積極的に行使されているものではないことがうかがわ

れる（前記「犯罪収益移転危険度調査書」８９頁）。 

また，悪質な郵便物受取サービス業者（詐欺グループの私設私書箱役）

はすぐに廃業・撤収してしまうので，監督官庁である経済産業省の是正命

令は意味をなさないし，そもそも監督官庁による調査自体が実施に至らな
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いか空振りに終わるだけとなり，実効性に乏しいといえる。郵便物受取サ

ービスには，こういった特に悪用のおそれが高いという構造的な問題があ

り，犯罪収益移転防止法に基づく是正命令だけでは，十分な被害抑止の効

果は期待できない11。 

(2) 表示される所在地の住所が郵便物受取サービスのものであることが一般に

は分からないこと 

① もう１つの問題点として，郵便物受取サービスの所在地が公表されてい

ないこと，そして，金融商品取引法における金融商品取引業者又は適格機

関投資家等特例業者（以下「金融商品取引業者等」という。）の登録又は届

出における所在地の表示として，当該事業者の住所が郵便物受取サービス

のものである場合も，その表示が義務付けられていないことが挙げられる。 

② 詐欺や利殖勧誘事犯の多くにおいては，被害者に金品を送付させる宛先

が郵便物受取サービスの所在地であることが秘匿されるため，被害者とし

ては，宛先が営業の実態のあるものではないことを認識できず，例えば「都

心・都市部の一等地にオフィスを構える金融商品取引業者等である」など

と信用して，取引を開始し，金品を送るということも生じてしまう。 

郵便物受取サービス業者も，同サービス宛てであることの表示のない郵

便物や宅配物を漫然と受け取っている。 

特殊詐欺被害が大きな社会問題となっている昨今，郵便局員や宅配便業

者側としても，その配達の過程において，詐欺に悪用されているのではな

いかとの疑念を抱くこともあり得ると解されるが，現状では配達を拒むこ

とは困難であり，実際にはそのまま配達せざるを得ない12。 

我が国において，国民が，金品の送付先や金融商品取引業者等の住所が

実態のある住所でなく郵便物受取サービスの住所であってもこれを容易

                                            
11 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防
止に関する法律（携帯電話不正利用防止法）においては，役務提供契約や契約者名義の変更に
おいて本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽った利用者（１９条），業として有償
で又は自己が契約者となっていない通話可能端末の譲渡をした譲渡者及び譲受者（２０条，２
１条）とともに，本人確認・記録作成・保存をせず又は虚偽の本人確認記録を作成した貸与業
者について直罰規定を置いており（２２条）,役割分担して犯罪インフラを調達しようとする詐
欺グループの摘発・処罰に当たっての実効性と抑止効果を確保している。携帯電話を利用した
悪質なヤミ金融・架空請求詐欺は，同法施行を機にようやく一定程度収束した。同法が携帯電
話利用者や事業者の経済的活動を不当に害するものと評価されていないことは言うまでもない。 
12 この点，米国では，郵便物受取サービスと同種の業態である Commercial Mail Receiving 
Agency（略称ＣＭＲＡ：「私設私書箱」と訳されることもある）に対する規制として，１９９９
年の米国郵便規則改正により，ＣＭＲＡであることを隠して郵便を受領することをできないよ
うにしており，米国郵政公社(US Postal service)は，ＣＭＲＡ宛てである旨の表示がなされて
いないＣＭＲＡ宛ての郵便物の配達を拒否している。ＣＭＲＡは，郵便物受取サービス業者及
び顧客の本人確認書類を郵便局に提出しなければならない。 
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に認識できない理由として，郵便物受取サービスの所在地の一覧が国民に

広く公開されていないことが挙げられる。 

５ 郵便物受取サービス業者に対する規制の在り方 

(1) 業務規制の強化と厳格な本人確認（意見の趣旨第１項） 

      ① 以上の問題点への対策として，まずは郵便物受取サービス業者の業務適

正化のため，「郵便物受取サービス業法（仮称）」を制定して，業務規制を

強化すべきである。そこで，郵便物受取サービス業者に対し，所管官庁へ

の届出を義務付け，無届けの郵便物受取サービス業者に罰則を科すことと

すべきである。 

また，貸金業法の業務規制を参考に，郵便物受取サービスに関する業務

取扱主任者の設置の義務付けや研修受講の義務付けを行い，罰則をもって

業務の適正を担保すべきである。 

このように，規制法の制定と刑事的制裁を用意することにより，郵便物

受取サービス業者の業務の適正化を図ることが可能となる。 

   ② また，前述のとおり郵便物受取サービスは匿名性が悪用されるおそれが

類型的に相当程度高く，現実にも悪用されていることに鑑みれば，規制法

において，利用契約締結時の契約者の面前確認を原則とするなど13，厳格

な本人確認を要求し，罰則をもって担保すべきである。 

    (2) 郵便物受取サービスの所在地の一覧を国民に広く公開すべきこと等（意見

書の趣旨第２項，第３項） 

   ① 前述のとおり，規制法に基づく届出義務もないため，郵便物受取サービ

スの所在地は，所管官庁すら，正確に漏れなく把握しているわけではない。 

     そこで，郵便物受取サービス業に対する規制法を制定し，事業者に届出

等を義務付けるとともに，国民に郵便物受取サービスの所在地一覧をウェ

ブサイトで広く公開することとすれば，消費者は，事業者の所在地が郵便

物受取サービスのものなのかどうかを容易に把握する手段が得られるこ

ととなる。これは，消費者にとっても，消費者相談を受ける消費生活セン

ター等における対応のためにも，被害の抑止のために極めて有用というべ

きであり，制度としてぜひ導入すべきである。 

                                            
13 米国では，ＣＭＲＡ利用契約時に業者が利用者に面前確認をしない場合は，公証人による

認証を必要とする。我が国でも改正民法４６５条の６は，事業のための保証契約等はその締結

に先立って公正証書で保証債務履行意思を表示しなければ効力を生じないこととしており，今

後，意思確認や本人確認に公証制度の利用を要求することが適切な場面は増えるものと考えら

れる。 



10 
 

   ② さらに利殖勧誘事犯に関しては，金融商品取引業者等がペーパーカンパ

ニーを設立して投資の募集を行うような場合に，投資しようとする者が現

実の事業所が存在するものと誤信して被害を受けないようにする必要が

ある。 

そのためには，金融商品取引法上，金融商品取引業者等の登録又は届出

において，所在地が郵便物受取サービスの所在地である場合は，そのこと

の表示を義務付け，罰則で担保するということが有効である（なお，金融

商品取引業者等の一覧は金融庁ウェブサイトで公開されている）。 

６ まとめ 

郵便物受取サービスについては，上記のような適切な届出や表示の義務等を

法律によって規定し，必要に応じ罰則を整備して適正化を担保することによっ

て，特殊詐欺，利殖勧誘詐欺その他の欺瞞的取引やマネー・ローンダリングに

悪用される機会を大きく減少させられるものと考えられ，ひいては，ウェブサ

イト等を通じた隔地者間取引における取引の安全と信頼性を高めることにもつ

ながるといえる。 

よって，当連合会は，意見の趣旨記載のとおりの提言を行う。 

以上 


