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資金移動業者の口座への賃金の支払に関する意見書 

２０２１年（令和３年）１２月１６日 

日本弁護士連合会 

はじめに 

厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会において，資金移動業者の口座への賃

金の支払の導入が議論されている。本年４月１９日の第１６８回会議では，制度の

骨子案（以下「骨子案」という。）が提示されたが，なお，労使双方の認識・意見の

乖離が大きく，引き続き丁寧な議論を行うこととされている。 

当連合会は，資金移動業者の口座への賃金の支払の可否及び導入に当たっての問

題点について，以下のとおり意見を述べる。 

第１ 意見の趣旨 

 資金移動業者の口座への賃金の支払を認める制度については，現金払いと同等

の労働者保護が確保されておらず，不適切な業者の参入，不正利用の際の補償，

個人情報やプライバシー等への悪影響，悪質取引の決済への使用等といった事態

への適切な対応も図られていないので，これらの問題を解決することなく導入す

ることに反対する。 

第２ 意見の理由 

１ 現行制度と骨子案の概要 

(1) 現行制度

労働基準法は，「賃金は，通貨で，直接労働者に，その全額を支払わなけれ

ばならない」として，賃金の通貨払いの原則を定めているところ（２４条１

項），同項ただし書が認める例外として，現行の労働基準法施行規則では，労

働者の同意を得た場合には，労働者が指定する銀行その他の金融機関の預貯

金口座（以下「銀行預金口座」という。）への振込みと証券総合口座への払込

みによる賃金の支払が認められている（７条の２第１項１号，２号）。 

(2) 骨子案の概要

骨子案は，資金決済に関する法律（以下「資金決済法」という。）による資

金移動業の規制（規制の１階部分）1に，労働法制による上乗せ規制（規制の

1 資金移動業は，取扱い得る金額の多寡に応じて３類型（第一種，第二種，第三種）の制度とされ

ているところ（資金決済法３６条の２，同法施行令１２条の２），骨子案において労働者側の利用
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２階部分）2を加え，所定の要件を充足するものとして厚生労働大臣が指定し

た資金移動業者（以下「指定資金移動業者」という。）の口座への賃金の支払

を認めようとするものである3。 

賃金の支払の受皿とされている資金移動業は，銀行その他の金融機関にの

み許されていた為替取引を，送金サービスの多様化を促す見地から，一定の

範囲内において，緩やかな規制の下で営むことを許容された業態であるとこ

ろ，近年のフィンテック4技術の進展やスマートフォンの普及等による個人イ

ンターフェイス5の整備等により，現在では，「〇〇ペイ」等の呼称の下，非

接触式決済，コード決済，ネット決済等の多様なデジタル決済方式に対応し，

利用可能な店舗・事業者を網羅する統合的な決済サービス6を展開するに至っ

ている。 

資金移動業者の口座への賃金の支払（以下「賃金ペイ払い」という。）にお

ける具体的な資金の流れは，以下のようになる。 

まず，使用者企業が指定資金移動業者に口座（以下，資金移動業者の口座

を銀行預金口座と区別するため「アカウント」という。）を開設し，指定資金

移動業者に対して支払対象となる労働者に対する送金指示をするとともに，

使用者企業の銀行預金口座より指定資金移動業者の銀行預金口座に賃金相当

額の資金を送金する（これにより使用者企業のアカウントの残高が当該送金

した資金額だけ増加する。）。 

送金指示を受けた指定資金業者は，指示された送金額を当該使用者企業の

アカウントから減じ，労働者が指定資金移動業者に開設したアカウントの残

高に同額を増額することにより，賃金相当額の資金の移転を行うというもの

                         
が想定されているのは第二種（登録制・送金上限１００万円・要履行保証額の供託義務あり等）で

ある。 
2 ２０２１年４月１９日第１６８回労働政策審議会労働条件分科会資料Ｎｏ．１「資金移動業者の

口座への賃金支払について課題の整理③」（以下「労働条件分科会資料」という。）１７頁。 
3 ２０２０年７月１７日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」にて「２０２５年６月まで

に，キャッシュレス決済比率を倍増し，４割程度とすることを目指す」とされたことを受け，資金

移動業者の口座への賃金の支払についても２０２１年度できる限り早期の制度化を目指すとされて

いる（２０２１年４月５日内閣府第１２回投資等ワーキング・グループ資料６「資金移動業者の口

座への賃金支払について（厚生労働省提出資料）」２頁）。 
4 金融（Ｆｉｎａｎｃｅ）と技術（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を組み合わせた造語で，金融サービス

と情報技術を結び付けた様々な革新的な動きを指す（日本銀行ホームページ「ＦｉｎＴｅｃｈ（フ

ィンテック）とは何ですか？」）。 
5 コンピュータとそれを使う人間との間の使いやすさの条件（ブリタニカ国際大百科事典小項目字

典「インターフェース」の解説）。 
6 資金移動業のみならず，第三者型前払式支払手段発行業や包括信用購入あっせん業等の複数のラ

イセンスの下，各業の決済サービスを同一の口座（アカウント）にて，シームレスかつ一体的に提

供している点に特徴がある。 
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である（この時点では，使用者企業の銀行預金口座から指定資金移動業者の

銀行預金口座に送金された賃金相当額の資金は指定資金移動業者の銀行預金

口座に保持されたままであり7，労働者は指定資金移動業者に対し，アカウン

トの残高相当額の為替取引に関する債権を有するにとどまる。）。 

労働者は，自身名義のアカウントからＡＴＭ等を通じて現金として出金す

る（指定資金移動業者の銀行預金口座からＡＴＭを通じて資金が労働者に払

い戻される。）か，自身名義の銀行預金口座への送金を指示する（指定資金移

動業者の銀行預金口座から労働者名義の銀行預金口座に資金が送金される。）

ことにより資金を受け取ることができるほか，指定資金移動業者の決済シス

テムに参加（加盟店契約等を締結）する販売事業者から商品を購入し，ある

いは，サービスの提供を受けたことの対価として，当該代金を指定資金移動

業者のシステムを通じて決済する（労働者のアカウントから当該代金相当額

が減額され，指定資金移動業者の銀行預金口座から加盟店の銀行預金口座に

代金相当額の資金が送金される。）ことにより支払うことができる8。 

２ 検討の視点 

(1) 労働者の生活資金の保護 

労働基準法２４条１項は，賃金の支払方法に関して， も安全で便利な交

換価値のある通貨で，全額の支払が確保されるように，賃金の通貨払いの原

則及び賃金の全額払いの原則を定めている。この原則は，賃金が労働者及び

その家族の生活資金となるものであることから，即時かつ確実に，その全額

を使えなければならないという要請の下に定められたものである。今日，貯

蓄のない世帯が約２割超9を占めている中で，万が一にでも，この原則が損な

われるときには，労働者はその生存すら脅かされることになりかねない。賃

金ペイ払いの導入により，労働者保護に欠けることがあってはならない。 

したがって，指定資金移動業者のアカウントを賃金ペイ払いの対象とする

ことを検討するのであれば，その前提として，安全性，資金保全，出金の自

由及び補償体制について，代替措置も含めて，銀行預金口座と同程度の保護

の仕組みが制度として整備されていなければならない。 

この点，日本労働組合総連合会（連合）も，これらについての懸念点を挙

                         
7 要履行保証額の供託義務が課せられているため，実際には，必ずしも資金移動業者名義の銀行預

金口座に，指示された送金額の全額がそのまま保持されているわけではない。 
8 労働条件分科会資料３１，３２頁。 
9金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査（２０２０年）のポイント」（２０２１年

１月２９日）によれば，金融資産非保有は２人以上世帯で１６．１％，単身世帯で３６．２％であ

る。 
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げ，「賃金という労働者にとって非常に重要な債権の支払い方法については，

その確実な支払いを確保するためにも，労働基準法第２４条が定める賃金支

払いの原則を堅持し，資金移動業者が開設する口座への賃金支払いは認めら

れない」と主張している10。 

(2) 出資法との関係 

資金決済法において，「資金移動業」は，「銀行等以外の者が為替取引を業

として営むこと」（２条２項）であり，「為替取引を行うこと」（銀行法２条２

項２号）とは，「顧客から，隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する

仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて，これを引

き受けること，又はこれを引き受けて遂行すること」である（ 高裁平成１

３年３月１２日判決・刑集第５５巻２号９７頁）。資金移動業者は，為替取引

に関連する資金の受入れは認められているが，銀行と異なり，預金の受入れ

はできず（銀行法２条２項１号），為替取引と関連性が認められない資金を資

金移動業者が受け入れることは，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締り

に関する法律（以下「出資法」という。）の「預り金」規制11に抵触するおそ

れがある。 

この点，現行の資金決済法は，資金移動業者に対し，「利用者から受け入れ

た資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しな

いための措置」を講ずることを義務付けており（５１条），さらに，労働者側

での利用が想定される第二種業者については，受入額が１００万円を超えた

場合に為替取引に用いられるものであるかどうかを確認するための体制整備

及び為替取引に用いられることがないと認められる資金の利用者への返還措

置を講ずることを求めている（資金移動業者に関する内閣府令（以下「府令」

という。）３０条の２）。もっとも，第二種業者（第三種業者も同様）では，

資金受入れに当たり具体的な送金指示との紐付けまでは求められておらず，

為替取引との関連性は利用状況の総合考慮により判断するとされている12。 

このような現行の第二種業者に対する規制を前提として賃金ペイ払いが導

入された場合，労働者が指定資金移動業者に開設したアカウントに払い込ま

                         
10 連合「賃金の通貨払いについて」 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/seido/currency_payment_wages.html 
11 業としての預り金の受入れは，破綻した場合，預入れをした者に不測の損害を及ぼすばかりでな

く，社会の信用制度と経済秩序を乱すこととなるから，出資法２条は，他の法律に特別の規定のあ

る者（銀行等）を除き，「預り金」を禁止している。 
12 資金移動業者において，受入額・受入期間・送金実績・利用目的を総合考慮して利用者資金と為

替取引との関連性を判断するとされている（「金融庁事務ガイドライン」 第三分冊：金融会社関

係１４．資金移動業者関係Ⅳ－１－１）。 
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れる賃金は，一定期間プールされた上で，必要に応じて，現金出金又は商品

やサービスの購入代金の支払に用いることとされるが，残余は翌月に残高と

して繰り越されるという利用が常態化すると考えられる（労働者は指定資金

移動業者に対する債権を恒常的に保有し続け，指定資金移動業者は当該債権

額に相当する資金を自身の銀行預金口座にて保持し続ける。）。 

このように，残高の多寡にかかわらず，また実際に為替取引に使われるこ

とが想定されるかどうかとも無関係に，毎月，資金を受け入れていく形で利

用される労働者のアカウントは，労働者にとって，資金の預入れを受けて保

管する銀行預金口座の機能（価値の保存）に近づいていくと言わざるを得な

い。賃金ペイ払いの導入は，指定資金移動業者が，為替取引にとどまらず，

事実上，預金に類似するサービスを提供することを容認することになりかね

ない。 

したがって，賃金ペイ払いの導入を検討するのであれば，銀行預金とは別

に預金類似のサービスを認めることの要否や，前提となる現行の資金移動業

がそれにふさわしい制度として利用者保護が十分か否かを含め，出資法の預

り金規制との抵触につき改めて正面から関係を整理することが必要である。 

(3) 国家的なインフラとしての機能 

現状では，資金移動業者の送金サービスは，低額の利用が大部分を占めて

おり13，キャッシュレス全体の中での割合も限定的である14。これは，資金移

動業者の決済サービスの利用を積極的に希望する者が，自ら送金に必要な金

額をアカウントに入金し又はオートチャージ設定を行うなど，当面の利用目

的の範囲内で決済サービスを利用していることによる。 

しかし，賃金ペイ払いが導入された場合，従前の利用形態とは異なり，賃

金が定期的に残高に追加され，平均的な利用額及び残高が高額化することが

容易に予想される。 

さらに，賃金ペイ払いの利用が拡大していけば，商品・サービスの提供事

業者は，指定資金移動業者の決済サービスに参加（加盟店契約等を締結）す

る必要性が高まり，他方，労働者（消費者）の側でも，送金された賃金を指

                         
13 ２０１９年３月時点での月間の送金額は１円以上１万円未満が約７割を占め，２０１９年３月末

営業日時点での利用者資金残高は，一人当たり１円以上５万円未満が約９割以上となっている（労

働条件分科会資料２１頁）。 
14 ２０１９年における民間 終消費支出に占める電子マネー決済の比率は１．９％，ＱＲコード決

済の比率は０．３１％である（クレジット決済は２４.０％）（２０２０年６月２３日第２回キャッ

シュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会資料３「第一回の議論の振り

返り，日本のキャッシュレス決済比率，決済事業者及び国の開示の在り方について」８頁）。 
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定資金移動業者の提供する決済サ－ビス内にて消費する傾向が高まると考え

られる。結果として，国民所得の約７割を占める雇用者報酬15の相当部分が指

定資金移動業者を通じて支払，送金又は出金され，銀行における決済性預金

に代替する決済インフラとして機能することが予想される。 

指定資金移動業者が銀行に代替し得る国家的インフラとしての機能を担う

のであれば，安全・安心な決済インフラとして十分な制度整備が図られるこ

とが必要不可欠である。また，国民所得の相当部分についての「支出」に関

する履歴情報に加え，「収入」に関する情報までもが指定資金移動業者の提供

する決済インフラに集積されることによってもたらされる個人情報やプライ

バシーの保護の問題，悪質な販売事業者の参入を可及的に排除する仕組みの

整備等についても検討が必要である。 

３ 不適切な資金移動業者の参入防止について 

安全・安心な決済インフラであるためには，不適切な業者の参入を確実に防

止するとともに，財産的基盤を確保することが必要となる。この点，銀行には

厳格な参入規制があるが，資金移動業者の参入規制は比較的緩やかであり，求

められる財務的基盤や体制整備の程度も比較的緩やかである。 

銀行業では，①免許制の下，②２０億円の 低資本金及び③自己資本比率４％

（国内業務）の資本規制や，④流動性規制，大口信用供与規制，早期警戒制度・

早期是正措置等の財務規律が課せられており，加えて，財務の健全性を担保す

るため，⑤兼業が規制され，更に，⑥破綻時の預金保険制度16も整備されている

など，破綻リスクを低減する制度が整備されている17。 

これに対し，資金決済法における資金決済業者（第二種業者）の規制（１階

部分）は，①登録制の下（３７条），②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18が求められる（４０条１項３号）にとどまり（定量的な資

本規制なし），③兼業規制もなく，利用者の資金保全としては，④要履行保証額

の供託等の義務が課せられている（４３条）ものの，⑤破綻時の保険制度は整

備されていない。 

前述のように，賃金ペイ払いの拡大により，指定資金移動業者が銀行におけ

                         
15 内閣府政策統括官 （経済財政分析担当）「日本経済２０２０－２０２１―感染症の危機から立ち

上がる日本経済―」（令和３年３月）によれば，２０１９年度の名目雇用者報酬は約２８７．９兆

円であり，名目国民所得に占める割合（労働分配率）は約７１．７％となる。 
16 決済性預金全額，他預金元本１０００万円とその利息が保護される。 
17 現行の賃金払い口座として，銀行預金口座のほか証券会社の預り口座が容認されているところ

（労働基準法施行規則７条の２第１項２号），証券会社は登録制ではあるが， 低資本金，兼業規

制，投資者の保護基金等が法定されており，相応の資本規制や財政規律が整備されている。 
18 事業内容・方法に応じて必要となる財産的基礎を有するかを個別に審査するとされている。 
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る決済性預金サービスに代替する決済インフラとして機能する可能性があるこ

とに照らせば，銀行業と同様に，破綻等による広範な悪影響を可及的に回避す

るため，相応の財務規律や資本規制の導入が不可欠である。また，労働者の生

活資金が滞留し得ることに鑑みれば，指定資金移動業者に対して，為替取引を

営む観点からの規制にとどまらず，生活資金を保管する機能にも着目して，預

金業務を営む銀行業に準ずる規制を設けることも検討すべきである。 

この点，骨子案では，上乗せ規制となる厚生労働省の指定要件（２階部分）

において，財務規律や体制整備については「賃金の支払に関する業務を適正か

つ確実に行うことができる技術的能力を有し，かつ，十分な社会的信用を有す

ること」が付加されているにすぎず，定量的な資本規制等や，早期警戒制度・

早期是正措置等の行政監督措置は考慮されていない19。 

４ 賃金が確実に全額，自由に使えることの確保について 

(1) 破綻時の対応について 

① 資金移動業における資金保全制度の課題 

資金決済法上，資金移動業者には，営業日ごとに，「要履行保証額（未達

債務（利用者から受け入れた資金）＋還付手続費用）」を把握し，基準期間

（第二種業者では１週間以内で事業者が決める期間）における 高額以上

の額を，当該基準期間の末日から所定の期間（第二種業者では３営業日以

内で事業者が決める期間）以内に供託所に供託することにより，資金を保

全する義務が課せられている（４３条）。なお，供託に代えて金融機関との

保全契約や信託契約を締結することも可能である（４４条，４５条）。 

しかし，保全をすべき額を算定する対象期間と供託等の時点にタイムラ

グがあるため，保全額そのものに不足が生じる可能性がある。また，資金

移動業者が破綻した場合，供託金の払出しにはおおむね半年を要するとさ

れている20（さらに，資金移動業者が適切に保全措置をとらない場合，そも

そも必要な保全額が適切に保全されないという事態もあり得る。）。 

② 厚生労働省の指定要件 

骨子案では，上乗せ規制となる厚生労働省の指定要件として，「破産等に

より資金移動業者の債務の履行が困難となったときに，労働者に対して負

担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること」が付加

                         
19 ２０２０年４月時点における登録資金移動業者７５社のうち資本金１０億円以上の業者は１６社

にすぎない（労働条件分科会資料２１頁）。 
20 さらに，債権の申出を行わなかった利用者は保全手続での支払を受けられない（資金決済法５９

条２項）という問題もある。 
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されている。具体的な制度設計としては，保証機関による保証制度のスキ

ームが例示されている21。 

しかし，このスキームにおいても，現状では破綻から労働者への払戻し

までには，４営業日から６営業日程度を要する22。他方，預金保険制度によ

る払戻しでは，いわゆる「金月処理」23と言われる素早い払戻処理体制が整

備されている。労働者の生活資金の保全という見地からは，預金保険制度

と同様の迅速性が確保される必要がある。 

また，第二種業者においても，１００万円を超える資金滞留が生じ得る

ところ，賃金の全額払いの原則（労働基準法２４条１項）により，１００

万円を超える部分も含め残高全額の保全がなされる必要がある。 

さらに，資金移動業における利用者資金の保全は要履行保証額の供託等

によって担保されるところ，かかる利用者資金保全措置が確実に実施され

ているかにつき，行政による恒常的なモニタリングが適切に実施されるよ

う制度的な手当が必要である。 

(2) 自由な出金の保障について 

① 資金移動業における出金及び送金の現状 

賃金の通貨払いの原則（労働基準法２４条１項）に鑑みれば，労働者が

資金移動業者に開設したアカウントから賃金を自由に引き出せるととも

に移動できる必要がある。 

この点，銀行預金については，全国で約１３万台のＡＴＭが設置され，

大半の時間帯で自行ＡＴＭからの出金は無料となっている。また，全国銀

行データ通信システムを通じて，全国１１００を超える金融機関の３万店

舗への相互送金が可能となっており，複数の銀行にまたがる口座相互間の

資金移動も容易である24。 

他方，現行の資金移動業者については，利用者がアカウントから直接Ａ

ＴＭを通じて出金できる業者は一部にとどまり，かつ，出金に際しては手

                         
21 資金移動業者が破綻した場合，保証機関から労働者に対し，破綻時における各労働者の口座残高

の一定額（ 大１００万円）を早期に支払うこととするスキームが例示されている（労働条件分科

会資料３５頁）。 
22 ２０２１年４月５日第１２回規制改革推進会議投資等ワーキンググループ資料１「給与デジタル

払いについて」（一般社団法人Ｆｉｎｔｅｃｈ協会提出資料）」１４頁。 
23 預金保険制度で保護される預金等の払戻しに要する時間については，破綻金融機関の預金者デー

タの整備状況によって異なるが，金融庁・預金保険機構のパンフレット「預金保険制度Ｑ＆Ａ」で

は，「例えば金曜日に破たんした場合，翌週月曜日から払い戻せるように努める」とされている。 
24 ２０２１年４月５日第１２回規制改革推進会議投資等ワーキンググループ議事録（一般社団法人

全国銀行協会林企画委員長発言）。 
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数料負担を要する上，１円単位での出金には対応していない場合がほとん

どである。銀行預金口座への出金についても，出金先として指定可能な提

携金融機関を限定している事業者が多く25，かつ，一部の系列金融機関を除

き手数料負担を要する場合がほとんどである。現状，資金移動業者のアカ

ウントは，銀行預金口座と同等の利便性にて出金の自由が確保されている

とは言い難い。 

② 厚生労働省の指定要件 

骨子案では，厚生労働省の指定要件として，「現金自動支払機（ＡＴＭ）

を利用すること等により口座への資金移動に係る額（１円単位）の受取が

でき，かつ，少なくとも毎月１回は手数料を負担することなく受取ができ

ること。また，口座への資金移動が１円単位でできること」が付加されて

いる。 

しかしながら，労働者の出金等の自由を保障するために，少なくとも，

当該労働者の生活圏内において不便なく利用できる程度に設置されたＡ

ＴＭにおいて，一定時間帯においては手数料の負担なしに出金できる体制

が整備される必要がある。また，銀行預金口座への出金についても，提携

金融機関が限定された状態では，結局，労働者は，特定の提携先銀行に新

たに口座を開設することを余儀なくされることにもなりかねず，かえって

負担が増大することになる。 

このように，骨子案では，銀行預金口座と同程度の出金等の自由が保障

される制度設計とはなっていない26。 

５ 不正利用の際の適切な補償について 

(1) 不正利用のリスク増加を踏まえた適切かつ簡易・迅速な補償制度の必要性 

資金移動業者はその業務の性質上，多様なサービスやシステム（外部事業

者が提供するものも含む。）と連携した，高度・複雑な情報システムを有して

                         
25 なお，資金移動業者に対する全国銀行資金決済ネットワークの開放が検討されている（２０２１

年４月５日第１２回規制改革推進会議投資等ワーキンググループ資料４「ご説明資料」（一般社団

法人全国銀行協会提出資料））。 
26 アカウント残高に関しては，出金のほか，利用者が死亡した際の相続に関しても問題点が指摘さ

れている。例えば，利用規約において，アカウントに関する権利は一身専属的に契約当事者に帰属

し，第三者への貸与・譲渡・相続を禁ずる旨を規定する事業者も存在するところ，アカウント残高

という決済性預金と同視し得る資産が相続の対象とならないことは財産権の侵害と言わざるを得な

い。少なくともアカウント残高については，財産権として相続の対象となること，及びその際の事

務処理手順につき規約上も明示されることが必要であり，かかる措置を講ずることが上乗せ規制と

なる厚生労働省の指定要件として追加されるべきである。なお，相続の場面以外にも，アカウント

利用者が破産した場合，破産管財人が当該アカウントの管理処分権を行使し得るのか，という問題

もある。 
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いることが多く，さらにコンピュータネットワークの拡大に伴い，重要情報

に対する不正アクセス，漏えい等のリスクが大きくなっている上，近年では，

暗証番号・パスワード・アカウントＩＤ等の重要情報の不正取得や，連携シ

ステム上の脆弱性に乗じた不正利用の方法がますます高度化・巧緻化しつつ

あり，被害事例が多発している27。賃金ペイ払いが導入されると，利用者のア

カウント残高や送金額が高額化し，不正利用の標的となるリスクが格段に高

まることが懸念される28。賃金ペイ払いのアカウントの残高が不正に払い戻

され，労働者の生活資金が失われた場合，簡易かつ迅速に補償がなされる必

要性は極めて高い。低所得者については，特に問題は深刻となり，生存すら

脅かされる事態ともなりかねない。かかる見地からすれば，適切な補償基準

があらかじめ明確化され，かつ，不正利用された利用者の立証負担や手続上

の複雑さを可及的に軽減するような補償制度が構築される必要がある。 

(2) 現行制度 

この点，偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預

貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律（以下「預金者保護法」

という。）２条に列挙される銀行等の金融機関の預貯金については，預貯金者

に重大な過失がない限り，同法４条及び５条において，預貯金者の保護が図

られている29 30。 

他方，資金移動業については，預金者保護法のような補償内容に関する法

規制が存在せず，補償に関する情報提供が規定されているにとどまる（資金

決済法５１条，府令２９条以下）31。補償内容は，基本的に利用規約の定めに

                         
27 この点，割賦販売法では，関連業者や加盟店を含めクレジットカード番号等適切管理義務（割賦

販売法３５条の１６）等の制度が整備され，これを受けて，業界団体の自主規制においても，各事

業者が講ずるべきセキュリティ措置が詳細に定められている。これに対し，資金移動業者に対して

は，登録業者に情報の安全管理義務が課される（資金決済法４９条）ほか，委託先の指導義務（同

法５０条）が課せられるにとどまり，システム参加・連携事業者に対するセキュリティに関する規

律は割賦販売法に比べて緩やかである。 
28 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター「情報セキュリティ１０大脅威２０２１」

（２０２１年２月）によれば，「個人」向け脅威の第１位として「スマホ決済の不正利用」，第２位

として「フィッシングによる個人情報等の詐取」が挙げられている。 
29 利用者に過失がある場合でも，偽造カードでは１００％が補償され，盗難カードであっても７

５％が補償される。また，盗難カードの不正利用における利用者の故意過失は，金融機関側の立証

責任とされている。 
30 インターネットバンキングについては，全国銀行協会の申合せにより，一定の保護（無過失の場

合は全額補償）が図られているが，利用者に過失がある場合は，各金融機関の個別対応によるとさ

れている（労働条件分科会資料２７頁）。 
31 日本資金決済業協会の定めるガイドラインにより不正利用に関する補償対応が規律されている

が，各社における補償方針の策定及び顧客への情報提供を求めるものにすぎず，顧客に過失のある

場合についても各社の個別対応を妨げるものではないとされている（一般社団法人日本資金決済業

協会「資金移動サービスの不正利用防止に関するガイドライン」（令和３年４月２日制定））。 
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よる。 

(3) 賃金ペイ払いのアカウントにおいて求められる補償制度 

不正利用の手段・方法が高度化・巧緻化している現状では，そもそも，被

害者において被害に至る機序や原因を覚知・理解することは困難であり，自

身の無過失を主張・立証することは事実上不可能になりつつある。また，個

別対応による救済では，不明確な補償基準の下で複雑な交渉の負担を被害者

に強いることになりかねず，利用者保護の見地から極めて問題が多い。この

ような現状に鑑みれば，決済サービス全般において，預金者保護法と同様に，

同水準の補償制度（利用者に過失がある場合でも一定割合が補償され，かつ，

過失の立証責任は業者側が負担）が整備されることが望まれる。 

少なくとも，賃金ペイ払いの対象となる労働者のアカウントについて，労

働者の生活資金を確保するため，預金者保護法と同水準の補償制度が整備さ

れることが必要不可欠である。 

６ 個人情報やプライバシーの適切な保護について 

(1) 個人情報やプライバシーへの影響 

賃金ペイ払いにより，労働者の賃金が指定資金移動業者に開設したアカウ

ントに送金され，当該アカウントから当該資金移動業者を通じて購入した商

品・サービスの対価が支出され，さらに，消費時のポイントサービス等を通

じて購入履歴情報が資金移動業者に取得されるようになると，資金移動業者

は，個人の収入・支出の変動や消費動向・嗜好等に関する情報について，取

得・蓄積して，分析・データベース化し得ることとなる。 

現在の高度消費社会において，賃金ペイ払いが導入されれば，労働者の「収

入」「支出」の詳細が資金移動業者に把握され，「その人をその人たらしめて

いる」要素を相当程度の確度で把握することが技術的に可能となり得る。か

かる事態は，個人情報やプライバシーの保護との関係で緊張をはらむもので

あり，その利活用にはより慎重な配慮を要する。 

(2) 現行法上の個人情報やプライバシーの保護 

現行法上，資金移動業者は，個人情報の保護に関する法律，個人情報の保

護に関する法律についてのガイドライン及び金融分野における個人情報保護

に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針を順守する必要

があり，また，情報の安全管理措置（資金決済法４９条）として，システム

リスク管理，個人利用者情報の安全管理措置及び特別の非公開情報の適切取

扱い（府令２４条から２６条まで）を講じなければならない。 

他方，金融分野で他業の兼業が認められる金融サービス仲介業者（預金等
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媒介業務が認められる。）は，金融サービス仲介業務における顧客の非公開情

報等を他の種別の金融サービス仲介業や兼業業務に利用する場合及び兼業業

務における顧客の非公開情報等を金融サービス仲介業務に利用する場合，法

令及び認定金融サービス仲介業協会の自主規制規則等に基づき，第三者提供

の同意取得に準ずる適切な同意の取得を求められる（金融庁監督局総務課「金

融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」（令和３年１１月）Ⅲ－２－２

（1）⑦，（2）④）。また，預金等媒介業者が他業を兼業する場合には，預金

等媒介業務で得た顧客情報が顧客の同意なく兼業業務に流用されることのな

いよう体制整備が求められる（同監督指針Ⅴ－１－２－３(3)）。しかし，資

金移動業者には，このような規律は定められていない。  

(3) 顧客情報に関する規律 

前述の結果，資金移動業者は，特定された利用目的32の範囲内において，個

人の同意なく，個人の詳細な利用履歴等を把握した上で，別途営む他業で取

得した利用者の情報を統合して一層の個人把握を行い，資金移動業に係る商

品・役務に限らない多様な商品・役務について勧誘すること（いわゆる「行

動ターゲティング広告」）が可能となる。 

複数の業務を横断した広範囲な個人情報の把握及びこれに基づく行動ター

ゲティング広告については，特にインターネット上のプラットフォーム事業

者に関して「ターゲティング広告に関係する事業者等による消費者のパーソ

ナル・データの取得・利用に係る懸念を払拭するために一定の対応が必要」

33とされている。賃金ペイ払いを導入するのであれば，前述の金融サービス仲

介法制等を踏まえて，現状の資金決済法制の内容で足りるか，個人情報及び

プライバシーの保護並びに自己決定権の適正確保の観点から，十分な検討が

必要である。 

７ 悪質な事業者による被害の防止について 

(1) キャッシュレス決済の普及と悪質加盟店問題 

キャッシュレス決済の普及に伴い，近時の消費者トラブルにおいて悪質取

引に使用される決済手段もキャッシュレス決済（スマートフォンの二次元コ

                         
32 いわゆる「プロファイリング」（本人に関する行動・関心等の情報を分析する処理）を行う場合

には，分析結果の利用目的のみならず，前提として，かかる分析処理を行うことを含めて，利用目

的を特定する必要がある（ウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して，本人の趣味・

嗜好に応じた広告を配信する場合等）（個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン』（中略）に関するＱ＆Ａ」Ｑ１－２・Ｑ２－１（平成２９年２月１６日（令和

３年９月３０日更新）））。 
33 デジタル市場競争会議「デジタル広告市場の競争評価 終報告」（２０２１年４月２７日）２

１１頁。 
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ード，バーコード等）が増加しており，これには資金移動業者が提供する決

済サービスも含まれる34。 

(2) 現行の制度 

この点，資金決済法では，第三者型前払式支払手段発行者には，加盟店の

給付する物品や提供する役務が公の秩序又は善良の風俗を害し，又は害する

おそれがないことを確保するために必要な措置を講ずることが求められてい

る（１０条１項３号）。 

また，割賦販売法では，クレジットカード番号等取扱契約締結事業者35には，

加盟店調査義務やその調査結果に基づく措置義務が課されている（３５条の

１７の８，同法施行規則１３３条の５から１３３条の９まで）36。 

ところが，資金移動業者が提供する決済サービスには，近時利用が増えて

いるコード決済（二次元コード，バーコード）等，商品・サービスの購入代

金の決済手段として販売業者と継続的な提携関係（加盟店契約）を結んで取

引を成立させるものが広がっているにもかかわらず37，資金決済法において

は，資金移動業者の加盟店管理に関する規定は存在しない。 

(3) 加盟店管理制度の必要性 

このように，資金移動業者による決済サービスは，第三者型前払式支払手

段やクレジット決済と比較して，悪質取引の決済に使用されることを防ぐた

めの仕組みが極めて不十分であるので，資金移動業者についても同内容の規

制を設ける必要がある38。 

特に，賃金ペイ払いを導入する場合，指定資金移動業者には，加盟店にお

                         
34「今後，あなたがキャッシュレス決済を利用する上で事業者等に期待することや，こうした点が

改善されればより使うようになるのではないかという点は何ですか」という問いに対し，「トラブ

ル時の解決・補償対応の改善」を挙げる回答が３５．６％，「悪質利用のおそれがある加盟店等の

排除」を挙げる回答が３３．７％に上っている（消費者庁「［参考・令和２年１２月（確報）］キャ

ッシュレス決済に関する意識調査結果」（令和３年１月１９日）１１頁）。 
35 包括信用購入あっせん及び二月払い購入あっせんにおいて，加盟店に対しクレジットカード番号

等を取り扱うことを認める契約（加盟店契約）を締結する事業者であり（割賦販売法３５条の１７

の２から３５条の１７の５まで参照），いわゆるアクワイアラー等である。 
36 個別信用購入あっせん業者に対しては，特定商取引法が規定する５類型（訪問販売，電話勧誘販

売，連鎖販売個人契約，特定継続的役務提供等契約，業務提供誘引販売個人契約）の取引に係る契

約に個別信用購入あっせんが利用される場合に，当該契約の勧誘に係る調査義務が課されており

（割賦販売法３５条の３の５），その調査の結果等により特定商取引法や消費者契約法の禁止規定

に該当する勧誘行為があったと認めるときは個別信用購入あっせん契約の申込みを承諾することが

禁止されている（割賦販売法３５条の３の７）。 
37 公正取引委員会「ＱＲコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」（令和２

年４月）４頁。 
38 当連合会「金融審議会「金融制度スタディ・グループ」「『決済』法制及び金融サービス仲介法制

に係る制度整備についての報告（基本的な考え方）」についての意見書」（２０１９年９月１２

日）。 
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ける資金移動業者の決済サービスの使用に係る苦情を適切かつ迅速に処理す

る義務を負わせるとともに，加盟店の管理が適切に行われるようにするため

の実効的な規制を設けるべきである。 

８ 労働者の同意について 

資金移動業者のアカウントについては，資金移動業者が破綻するおそれ，破

綻した場合の顧客保護の制度，第三者による不正利用がなされた場合の補償等，

銀行や証券会社とは全く異なっている。また，どれだけの収入を得て，それを

日常生活の中で何に支出しているかという収支の内容が，逐一，資金移動業者

に集積されていくことは，個人情報やプライバシー保護との関係でも重大な問

題を含んでいる。この点でも，銀行や証券会社とは，同列には論じられない。 

仮に，賃金ペイ払いについて，労働者の同意を要件とするのであれば，労働

者が前述のような様々な問題を真に理解した上で，同意するかどうかの自由な

意思による選択が保障される必要があるが，そのようなことが可能であるとは

考えにくい。 

現在でも，勤務先により金融機関・支店を指定され，賃金の支払は当該金融

機関・支店への振込みにより行うという取扱いがなされ，労働者には，事実上，

選択の余地がない（同意するほかない）というケースは珍しくない。それでも，

銀行への振込みであれば，それほどの弊害は生じないと言えるのに対し，今後，

万が一，勤務先により，賃金ペイ払いを指定されるようなことがあると，事実

上，事業者が指定されてしまう（労働者は，同意するほかないという状況に置

かれる。）おそれが否定できず，その弊害は極めて大きいと言わざるを得ない。

また，社会的に弱い立場の者ほどその懸念が強い。よって，労働者の同意を要

件とするとしても，賃金ペイ払いを認めることは相当でない。 

９ 結語 

骨子案は，現行の資金決済法における資金移動業の規制（１階部分）を前提

に，労働法制上の規制（２階部分）を上乗せするという枠組みである。しかし，

そもそも，１階部分に当たる資金決済法はもともと比較的緩やかな規制である

ため，労働者保護の観点からは極めて不十分である上，為替取引という本来の

資金移動業の規制枠組みを超えて預金に準ずる機能を事実上許容することにな

りかねない。これらは本来，１階部分である資金決済法の改正による対応が必

要と考えられ，また，２階部分である労働法制上の規制によって手当が可能な

部分についても，骨子案では，十分とは言い難い状況にある。 

そもそも，現状，個人が銀行預金口座からアカウントに資金を移動すること

は容易であって，各個人の利用目的に合わせた自由なキャッシュレス決済の利
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用は保障されている。キャッシュレス決済の拡大という経済政策・目標は，公

正な競争環境の下，各事業者が営業努力により顧客誘引力を高める中で，これ

に伴いもたらされる利便性の拡大によって，顧客の自由な選択の結果として実

現すべきものである。課題山積みの賃金ペイ払いを拙速に導入することは重大

な禍根を生ずることになりかねない。 

したがって，多くの問題を解決することなく賃金ペイ払いを導入することに

反対する。 

以上 


