
は じ め に

平成 28 年１月、番号法（マイナンバー法）が全面施行された。

本書は、番号法の全面施行後に金融実務において生ずる問題点につい

て、番号法のほか、金融機関の業務・事務に密接に関係する所得税法・租

税特別措置法・国外送金等調書法、個人情報保護委員会・国税庁等が公表

している番号法に係るガイドライン・Q&A・パブリックコメント手続に

おける回答等を参考に、実務の観点から検討したものである。

本書の特徴は、次の３点である。

第一に、番号法の全面施行後に金融実務において生ずる実務上の問題点

のうち、①顧客から提示されることの多い通知カード・個人番号カードの

取扱いに関する規律のうち、金融実務上、重要なもの、②金融機関におい

て、顧客の特定個人情報の漏えい等が発生した場合の実務対応、③個人番

号・法人番号に関連する金融犯罪を認知した際の金融機関における実務対

応、④顧客の個人情報と特定個人情報の双方が記載された書面を外部に提

供する場面の取扱いなどについて、実務上注意を要する事例・場面を挙

げ、私見を交えて、詳細な解説を行っている点である。注意を要する事

例・場面を挙げる際には、金融実務において生じうる異例事務にも極力触

れるよう努め、番号法の観点と､ 所得税法・租税特別措置法・国外送金等

調書法等の観点という二つの観点から複眼的に、その処理について、私見

を交えた検討を行っている。

第二に、第１編のそれぞれの章において、まず個人情報保護法上の規律

への対応上の留意点を検討した上で、番号法特有の規律への対応上の留意

点を検討している点である。金融機関が取り扱う顧客の個人番号・特定個



人情報には、個人情報保護法の規律・金融庁の個人情報保護ガイドライン

に係る規律・銀行法等の業法上の規律も適用され、これらの規律との関係

で、実務上留意すべき事項が少なくないためである。

第三に、第２編では、顧客の個人番号・特定個人情報を取り扱う業務・

事務について、まず所得税法・租税特別措置法・国外送金等調書法の規律

を述べた上で、これを前提に、金融機関の事務・システムに係る論点をとり

あげ、番号法の観点と税法上の観点の双方から検討を行っている点である。

所得税法・租税特別措置法・国外送金等調書法の規律と番号法の規律は、

別個・独立であり、金融機関はこの双方（両者の規律を比較し厳しい方の

規律）を遵守する必要があることを踏まえたものである。

本書は「銀行法務 21」誌に平成 27 年１月から 10 月まで連載した「マ

イナンバー法と金融実務」等をもとに、その後の動向と金融機関の番号法

対応の実務を踏まえ、加筆したものである。

本書は、平成 28 年１月１日時点の法令及び公表資料に基づいている。

平成 28 年３月には金融機関の事務・システムに影響のある税制改正が予

定されており、この施行に伴い新たな実務上の論点が生ずることが予想さ

れる。こうした動向にも留意する必要がある。

本書の出版にあたり、校正等を含め、株式会社経済法令研究会出版事業

部の北脇美保氏にお世話になった。この場を借りて謝意を表したい。

本書の内容のうち意見にわたる部分は、筆者の個人的見解である。

平成 28 年１月

浅井国際法律事務所

弁護士　浅井　弘章
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第１編　番号法の重要ポイント

１．番号法の法体系１．番号法の法体系

⑴　番号法・施行令・施行規則等

番号制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律」（以下「法」または「番号法」という）に基づく法制

度である。同法に基づき、番号法施行令（以下「施行令」という）および

番号法施行規則（以下「施行規則」という）が制定されている。

法２条７項や法７条は、後述する通知カードや個人番号カードの記載事

項等を定めているが、その詳細を主務省令に委任している。内閣府・総務

省は、この授権規定を受けて、「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号

カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等

に関する省令」（以下「通知カード等省令」という）を制定している。後

述するとおり、金融機関の窓口等では、顧客からその通知カードや個人番

号カードの提示を受けることが多いから、金融実務上、通知カード等省令

の内容を正しく理解することが重要である。本書においても、第２章にお

いて、この内容のうち金融実務上重要な点について解説する。

また、法９条１項は個人番号の利用範囲（利用目的）を定めているとこ

ろ、その詳細を法の別表第一に委ねている。法の別表第一では、行政事務

番号法の法体系

第１章
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を処理する者等ごとに個人番号を利用できる事務を規定しているが、その

詳細は主務省令に委任されている。内閣府・総務省は、この授権規定に基

づき、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令」を制定してい

る。

さらに、法 19 条は特定個人情報の提供が認められる場合を定めている

ところ、同条７号はその詳細を法の別表第二に委ねている。そして、法の

別表第二はその詳細を主務省令に委任しており、内閣府・総務省は、この

授権規定を受けて、「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める

命令」を制定している。

⑵　個人情報保護委員会規則

法 19 条 14 号や法 28 条の４などでは、個人番号・特定個人情報の取扱

いに関する規制の詳細を、個人情報保護委員会が定める規則に委任してい

る。個人情報保護委員会は、こうした授権規定に基づき、いくつかの規

則・告示を制定しているが、そのうち、金融実務上重要なものは、次の３

つである。

①　「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」

（別冊金融業務編を含む）（平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第

５号）（以下「番号法ガイドライン」という）

②　「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る

重大な事態の報告に関する規則」

③　「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対

応について」（平成 27 年特定個人情報保護委員会告示第２号）
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第１編　番号法の重要ポイント

⑶　番号法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

番号法の全面施行に伴い、国税通則法、所得税法、租税特別措置法、国

外送金等調書法、地方税法、住民基本台帳法、商業登記法および「組織的

な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」1）など金融機関の業務

に密接に関係する法令の改正が行われ、必要な経過措置が設けられてい

る。こうした法令改正等を行うための法律が、「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律」（以下「番号法整備法」という）である。

番号法整備法は、経過措置のうち細目的事項を政令に委任しており、こ

の授権規定に基づき、「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政

令」が制定されている。

番号法整備法に基づく上記の各法令の改正内容および経過措置の内容

は、前述したとおり、金融機関の業務に密接に関係するから、金融実務

上、これらの内容を正しく理解することが重要である。本書においても、

それぞれの該当箇所で、これらの内容について解説する。

２．個人情報保護法との関係２．個人情報保護法との関係

⑴　個人情報保護法の特別法であること

番号法は、個人情報保護法など個人情報保護のための一般法の存在を前

1） 　番号法整備法は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の「別表」に、
85 号として、番号法 51 条（特定個人情報ファイルの提供）、52 条（個人番号の提供および盗
用）、54 条 1 項（詐欺等行為等による個人番号の取得）の罪を追加している。同法の「別表」
は、同法 2条 2 項所定の「犯罪収益」の定義の一部を構成している。この「犯罪収益」とい
う概念は、犯罪収益移転防止法 2条 1 項所定の「犯罪による収益」の定義の一部を構成する
重要概念である。番号法の全面施行に伴い、金融機関のマネロン規制対応に係る規程につい
ても所要の見直し（上記の追加）を行う必要がある点に注意が必要である。
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提として、後述する個人番号・特定個人情報について特別の規律を定めて

おり、その限りにおいて個人情報保護法の特別法として位置づけられる

（宇賀克也著『番号法の逐条解説』（以下「宇賀『逐条解説』」という）６

頁、番号法ガイドライン８頁）。

金融機関では、従来から、個人情報保護法に基づき顧客の個人情報を適

切に取得、利用し、その安全管理に万全を尽くしている。個人情報保護法

は、個人情報取扱事業者である金融機関が、生存する個人に関する情報で

あって特定の個人を識別することができる情報（個人情報）を取り扱う場

合の一般的なルールを定めている。また、金融庁は、金融機関における個

人情報の適正な取扱いの確保を支援するため、「金融分野における個人情

報保護に関するガイドライン」（以下「金融庁個人情報保護ガイドライン」

という）、「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」（以下「金融庁安全管理実務指針」という）

などを策定している。

後述するとおり、金融機関が取り扱う顧客の個人番号・特定個人情報は

「個人情報」にあたることが多いと考えられるから、金融機関が顧客の個

人番号・特定個人情報を取り扱う場合、第一に、個人情報保護法、金融庁

個人情報保護ガイドラインおよび金融庁安全管理実務指針が定める規律

（一般法）を遵守する必要がある（いわゆる「１階部分」）（番号法ガイド

ライン８頁）。

また、個人情報保護法の特別法である番号法のなかには、金融機関が取

り扱う顧客の個人番号・特定個人情報について、個人情報保護法の規律

（一般法）よりも厳しい規律（上乗せルール）を定めている部分がある。

したがって、金融機関が顧客の個人番号・特定個人情報を取り扱う場合、

番号法・番号法施行令・番号法施行規則および番号法ガイドラインが定め

る上乗せルールを遵守する必要がある（いわゆる「２階部分」）。
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換言すれば、金融機関が顧客の個人番号や特定個人情報を取り扱う場

合、個人情報保護法上の規律（１階部分）と番号法の上乗せルール（２階

部分）の双方を遵守する必要がある点に注意する必要がある（内閣府大臣

官房番号制度担当室「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律【逐条解説】」（以下「内閣府逐条解説」という）65

頁参照）。特に、金融機関においては、個人情報保護法・金融庁個人情報

保護ガイドライン・金融庁安全管理実務指針の規律が適用されることを看

過することのないよう実務対応を行うほか、従来の金融機関における個人

情報保護法対応と平仄のとれた形で、番号法対応を行う（１階部分と平仄

ある形で２階部分の対応を行う）ことが重要であると考える。

⑵　認定個人情報保護団体の個人情報保護指針との関係

個人情報保護法 37 条は、個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱

いの確保を目的として会員等に対する情報の提供等を行おうとする法人は

主務大臣の認定を受けることができる旨を定め、「認定個人情報保護団体」

の制度を設けている。

金融分野では、全国銀行個人情報保護協議会が、平成 17 年４月、主務

大臣の認定を受けて認定個人情報保護団体になり、「個人情報保護指針」

等を策定・公表している。

全国銀行個人情報保護協議会は、平成 27 年 10 月、「個人情報保護指針」

等を一部改訂し、個人番号・特定個人情報に関する事項を追加している。

同協議会の会員である金融機関は、この指針も遵守する必要がある点に注

意が必要である。

⑶　個人情報保護法の適用除外・読替え

法 29 条３項は、「個人情報取扱事業者が保有する特定個人情報〔中略〕
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に関しては、個人情報保護法第 16 条第３項第３号及び第４号並びに第 23

条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用につい

ては、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の下欄に掲げる字句とする」と定めている。

この規定の趣旨は、一般に、個人情報取扱事業者が保有する特定個人情

報の取扱いに個人情報保護法が適用されることを前提とした上で、同法の

条項の一部についてその適用除外を定めたり、必要な読替えを定めたりす

る点にある（内閣府逐条解説 65 頁）。こうした個人情報保護法の適用除外

や読替えにより個人情報保護法の一部の規定（個人情報保護法の例外条

項）の適用が排除され、特定個人情報の取扱いに係る規律が強化されてい

るのである（宇賀「逐条解説」136 頁）。

個人情報保護法上の規律のうち、特定個人情報の取扱いに適用されない

規律、または必要な読替えがなされる規律で、金融実務上重要なものは、

次のとおりである。

ア　利用目的による制限（個人情報保護法16条３項３号・４号の適用除外）

ア　法 29条３項の内容

　個人情報取扱事業者である金融機関は、あらかじめ顧客の同意を得な

いで、個人情報保護法 15 条の規定により特定された利用目的の達成に

必要な範囲を超えて、顧客の個人情報を取り扱ってはならない（同法

16 条１項、個人情報の目的外利用の禁止）。

　個人情報保護法 16 条３項３号および４号は、このような個人情報の

目的外利用の禁止の原則の例外事由として、「公衆衛生の向上又は児童

の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき」、「国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行
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に支障を及ぼすおそれがあるとき」を定めている。

　法 29 条３項は、特定個人情報の取扱いに関し、これらの例外事由の

適用を排除し、もって、個人情報の取扱いと比較して特定個人情報の取

扱いに係る規律を強化している。

イ　実務上の留意点

　①金融機関の個人情報の利用目的は幅広に記載されており、顧客の個

人情報の取扱いに関し目的外利用の必要が生ずることは少なく、従来か

ら、金融実務において、個人情報保護法 16 条３項３号および４号が適

用される場面は少なかったこと、②個人番号について、個人番号関係事

務を行うために必要な限度でこれを利用することが認められており（法

９条３項）、これを超えて、金融機関が個人情報保護法 16 条３項３号お

よび４号を適用して個人番号を利用する必要のある場面が生ずることは

少ないと考えられることに鑑みれば、法 29 条３項による個人情報保護

法 16 条３項３号および４号の適用除外が金融実務に与える影響は小さ

いと考えられる。

イ 　利用目的による制限（個人情報保護法16条１項、３項１号・２号の読替え）

ア　法 29条３項の内容

　前述したとおり、個人情報取扱事業者である金融機関は、あらかじめ

顧客の同意を得ないで、個人情報保護法 15 条により特定された利用目

的の達成に必要な範囲を超えて、顧客の個人情報を取り扱ってはならな

い（同法 16 条１項、個人情報の目的外利用の禁止）。

　個人情報保護法 16 条３項１号および２号は、このような個人情報の

目的外利用の禁止の原則の例外事由として、「法令に基づく場合」と

「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき」を定めている。

　法 29 条３項は、特定個人情報の取扱いに関し、これらの例外事由の
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要件を読み替えることにより、個人情報の取扱いと比較して特定個人情

報の取扱いに係る規律を強化している。具体的には、個人情報保護法

16 条３項１号の「法令に基づく場合」を「番号法９条４項の規定に基

づく場合」に読み替え、同項２号の「本人の同意を得ることが困難であ

るとき」を「本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ

るとき」に読み替えている。

　加えて、個人情報保護法 16 条１項では、「あらかじめ本人の同意を得

ないで」と定め、顧客の同意を得た場合には個人情報の目的外利用がで

きることとされているが、法 29 条３項では、特定個人情報について、

個人情報保護法 16 条１項の「あらかじめ本人の同意を得ないで」を削

る旨の読替えを定めている。

イ　実務上の留意点

　金融実務において、従来、個人情報保護法 16 条３項１号および２号

を適用して個人情報の目的外利用を許容する場面は少なくない。

　法 29 条３項により、特定個人情報の取扱いについて、これらの規定

がそのまま適用できるわけではない点に留意する必要がある。

　具体的には、顧客の個人情報と顧客の個人番号の双方が記載された書

類を個人情報保護法 16 条３項１号に基づき目的外利用する必要がある

場合には、当該書類の個人番号部分を復元不能な形で黒塗りすること等

の措置を講じ当該書類に記載された情報が「特定個人情報」にあたらな

いようにした上で（この措置を講ずれば、当該書類に記載された情報は

「特定個人情報」にあたらず、番号法上の規律が適用されることはない）、

個人情報保護法 16 条３項１号に基づき当該書類を目的外利用すること

になると考える。

　また、顧客の個人情報と顧客の個人番号の双方が記載された書類を個

人情報保護法 16 条３項２号に基づき目的外利用する必要がある場合に
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