
平成 28 年 4 月 21 日 

FinTech（フィンテック）に関する情報提供を募集します 

経済産業省は、FinTech（フィンテック）に関して世界の動きを把握しながら議論を行い、政

策上の課題や対応策を検討するため、合計 10回に渡り、産業・金融・IT融合に関する研究

会（FinTech 研究会）を開催して参りました。 

このほど、より広い視点から分析・検討を更に深めるため、広く国内外の関係者から各論

点に関わる情報提供を募集します。 

1．背景 

近年「FinTech（フィンテック）」＊と呼ばれる IoT・ビッグデータ・人工知能といった技術を使っ

た革新的な金融サービスを提供する動きが多く見られます。 

※「FinTech（フィンテック）」は金融の「Finance」と技術の「Technology」を掛け合わせた造語 

経済産業省では FinTech を取り巻く様々なプレイヤーや有識者による対話を通じて、今起

きていることの全体像を幅広く捉え、多様な視点から解きほぐすため、参加者を固定せず、

各回のテーマに応じて参加を募る（オムニバス形式）形式で研究会を実施しました。 

研究会では、FinTechの動きは単なる金融の IT化に留まらず、金融サービス側には産業構

造・システムの変革を迫り、ユーザー側には金融サービスを受ける裾野・機会の拡大をもた

らす等社会に大きなインパクトを与える可能性がある、といった議論がなされました。 

今回これまでの議論を11の分野の論点として整理致しました。これらの論点について、より

広い視点から分析・検討を更に深めるため、広く国内外の関係者から各論点に関わる情報、

意見の提供を求めます。 

2．情報提供の方法 

今後の検討にあたり、11 の分野における論点に関する情報、意見をお寄せください。 

・提出期限：2016 年 5 月 23 日（月） 

・提出方法：電子メールまたは郵送でご提出下さい。 

※これまでの議論の論点・情報提供の方法の詳細については、別紙をご覧下さい。 

3．今後の予定 

これまでの議論を今後提供される情報等も踏まえながら、有識者による議論等を経て、

2016 年初夏を目処に「産業・金融・IT 融合に関する研究会（FinTech 研究会）」の最終報告

を取りまとめる予定です。 

※今後の進め方については、参考１をご

覧ください。 
（本発表資料のお問い合わせ先) 

経済産業政策局産業資金課長 福本 

   担当者： 須賀、植木、緒方、菊池、上坊 

   電 話：03-3501-1511(内線 2641) 

03-3501-1676(直通)  

03-3501-6079（FAX） 
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別紙 
論点整理 

～意見・情報提供の呼びかけ（Call for Opinion and Information）～ 
 

平成 28年４月 21日 
 

 「産業・金融・IT融合に関する研究会（FinTech研究会）」では、これまで10回の会合を開催し、
FinTech がイノベーションや新たな産業、資金の流れを生み出す可能性等について、世界の動きを把
握しながら議論を行い、政策上の課題や対応策を検討して参りました。 
これまでの研究会では、FinTech を取り巻く様々なプレイヤーや有識者による対話を通じて、今起き

ていることの全体像を多様な視点から検討するため、参加者を固定せず、各回のテーマに応じて参加者
を募る（オムニバス形式）形式で議論を進めてきました。 
これまでの議論を通じて、以下のような論点が浮かび上がってきました。これらの論点について、より広

い視点から分析・検討を更に深めるため、広く国内外の関係者から各論点に関わる情報、意見 の提
供を求めます。 
※エビデンス（データや事例等の事実や分析）の提供も歓迎致します。 

 
○今後の予定 
これまでの議論を今後提供される情報等も踏まえながら、有識者による議論等を経て、2016年初夏
を目処に「産業・金融・IT融合に関する研究会（FinTech研究会）」の最終報告を取りまとめる予定
です。 
※今後の進め方については参考１をご覧下さい。 
 
○情報提供の方法 
今後の検討にあたり、下記の 11 の分野における論点に関する情報、意見をお寄せください。 
※情報提供は一部の論点に限って頂いても結構です。 
※エビデンス（データや事例等の事実や分析）の提供も歓迎致します。 
 
・提出期限：2016年 5月 23日（月） 
・提出方法：下記宛先まで、電子メールまたは郵送でご提出ください。 

e-mail  fintech@meti.go.jp 
〒100-8901 
東京都千代田区霞が関１－３－１ 
経済産業省経済産業政策局産業資金課 
「FinTech研究会」事務局 宛 

mailto:fintech@meti.go.jp
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・その他 
氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）、

並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を明記ください。必要に応じ、当方から提出頂い
た参考情報等の内容を確認させて頂く場合がございます。 
提出頂いた参考情報等は住所及び連絡先を除き公表する場合がありますので、あらかじめご承知お

きください。 
公表不可、または公表の際に匿名を希望される場合は、参考情報等提出時にその旨お書き添えく

ださい。 
 

○参考情報 
参考１：今後の進め方 
 
参考２：FinTech研究会各回配付資料及び議事概要・議事録 

※第１回～第１０回 
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#fintech 

 
参考３：産業・金融・ＩＴ融合に関する研究会（FinTech研究会）発言集 

※これまでの研究会の議論をテーマ毎にまとめたも
の      http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/001_hatsug
en.pdf 

 
参考４：産業競争力会議資料（Fintech について） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jjkaigou/dai40/siryou13.pdf 

  

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#fintech
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#fintech
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/001_hatsugen.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/fintech/pdf/001_hatsugen.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jjkaigou/dai40/siryou13.pdf
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【0】 論点整理の概要 
論点は以下のように整理しております。 

横断的トピック

ビジネス別トピック

【1】FinTech検討の範囲(Scope)や意義について

【2】FinTechを取り巻く環境・背景について

【3】B to C領域（家計管理・資産運用・決済・送金・P2Pレンディング・クラウドファンディング・保険等）

【4】B to B領域（クラウド会計・決済代行サービス・融資等）

【5】既存金融機関とベンチャー企業の競争と協調
【6】情報の活用と課題
【7】金融ITシステム
【8】新技術としてのブロックチェーン
【9】イノベーション

【11】環境整備に関する論点
【10】人材

 
 
【1】ＦｉｎＴｅｃｈ検討の範囲（Scope）や意義について 
 「FinTech」とは金融の「Finance」と技術の「Technology」を掛け合わせた造語であり、IoT・ビッグ
データ・人工知能といった技術を使った革新的な金融サービスが、新たな産業を生み出し、産業金融の
あり方や資金の流れを大きく変えていく動きを指す。 

FinTech企業は、リーマンショックによる銀行不信や IT技術の発展を背景に、ユーザーの新たなニー
ズと既存サービスのギャップを埋めるイノベーションを興している。その分野は決済・送金、家計管理、企
業会計、資産運用、資本調達、融資、保険等多岐に渡り、注目すべき技術としてはブロックチェーン・
人工知能・ビッグデータ等が挙げられる。 
また FinTechは金融サービスの単なる IT化に留まらず、社会に大きなインパクトを与えるものである。

グローバルでは①金融サービス側へは産業構造・システムの変革、価値創造の方法の変革をもたらし、
②ユーザー側へはデジタル化による新たな価値の享受、金融サービスの裾野・機会の拡大をもたらすと
言われている。 

FinTech が（特に日本の）経済・社会に与えるインパクトや対応策を考える上では、グローバルに共
通して起きている事象やその背景・要因を把握するとともに、海外と日本の社会課題・文化等の違いも
踏まえ、日本の文脈から検討すべき FinTech の範囲や意義を検討することが必要である。 
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以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
① （グローバルに見て）FinTech が経済・社会に与える影響や意義として、特に着目すべき点

（企業・政策・規制等）は何か。それらに対応するために検討すべきこと（スコープ）は何か。 
② 特に、日本の文脈から見た FinTech の影響や意義をどう考えるべきか。それを捉えるために考

慮すべき（海外とは異なる点を含む）社会課題や消費者等のニーズは何か。 
③ FinTech が社会に大きなインパクトを与えるまでにかかる時間軸をどう考えるか。 

 
 

【2】ＦｉｎＴｅｃｈを取り巻く環境・背景について 
 FinTech ビジネスを取り巻く環境・背景として、①（特に欧米において）リーマンショックによる銀行不
信を契機とした消費者の既存金融機関への期待が変化したこと、②IT の先端技術を用いてその期待
に応えられるプレイヤーが現れたこと、具体的には、③消費者の生活スタイルが変化しスマートフォンが普
及したことにより、新規プレイヤー・サービスであっても顧客接点を獲得しやすい環境が整ったこと、④クラ
ウドの普及・API化等によるサービスの開発・提供コストが劇的に下がったこと等が挙げられている。 
 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
① （グローバルに見て）FinTech ビジネスを取り巻く環境として、特に重要な点は何か。解決さ

れるべき課題、潜在・顕在ニーズは何か。 
 市場ニーズ、国民性、ビジネス動向、技術、インフラ、資金調達、政策方針等 

② 日本の文脈から見た FinTech ビジネスを取り巻く環境として、特に重要な点は何か。 
 
 

【3】ＢｔｏＣ領域 
 個人・消費者向け（B to C領域）の FinTech サービスは、革新的な技術やビジネスモデル等を活
用して、金融サービスをより安価に、より利便性の高い形で提供することを主眼としている。研究会にお
いては、家計管理（PFM）・資産運用（ロボ・アドバイザー）、決済・送金、P2P レンディング、クラウド
ファンディング、テレマティクス技術・ウェアラブルデバイスを使った保険サービス等、様々な分野におけるデ
ジタル化や新たなビジネス創造の可能性が議論された。 
他方、課題としては、日本の家計資産ポートフォリオの預金偏重や投資への関心の薄さ等が指摘さ

れ、DC/NISA等の口座開設手続きの簡素化、金融教育の充実、データフォーマットの標準化等の対
応が必要との議論がなされた。また個人情報保護・消費者保護など顧客の信頼を得る努力も重要との
指摘もなされている。 
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以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
① 家計資産管理・資産運用、決済・送金、P2P ファイナンス、保険等、BtoC領域 FinTech サ

ービスの提供は、現状の資金循環等にどのような変革をもたらすのか。特にどの分野のどのよう
な動きに着目すべきか。 
 グローバルに見た B to C領域の FinTechの動きとして重要なものは何か。今後予測され

る変化は何か。解決すべき課題は何か。 
 日本の文脈から見た B to C領域の FinTechの動きとして重要なものは何か。今後予測

される変化は何か。解決すべき課題は何か。 
 FinTechは、日本の資金循環における課題を解決するものとなり得るのか。（なり得る場

合）実現に向けた課題は何か。政府・企業で検討、対応すべきことは何か。 
 
 

【4】ＢｔｏＢ領域 
 日本の法人向け FinTech サービスは、中小企業を主要顧客としているものもある。日本の中小企業
の大きな課題は、構造的な人手不足への対応、そのための、生産性の向上であり、それを解決する方
策としてFinTechに期待が寄せられている。一方、PC普及率、オンラインバンキング利用率、行政手続
きのオンライン化に必要な電子証明書の利用率の低さ、紙ベースでの業務遂行等デジタル化の遅れ等
の課題が指摘されている。 
また、中小企業の資金調達面については、開業間もない企業が与信を与えられず運転資金を調達

しにくいこと等が指摘されている。 
FinTech サービスには、これらの課題に対してバックオフィス業務の省力化や資金調達環境の改善、

決済手段の多様化への対応といった解決策を提供することが期待されている。例えば、クラウド会計等
による経理・会計業務（仕分け・記帳・債権債務消し込み等）の自動化・高速化や、決済代行サー
ビス（スマートフォンを用いたカード決済サービス等）の導入によりクレジットカード等の多様な決済手段
の受け入れが容易になる等。また日々の取引情報等の動的なデータを活用した与信判断により、業歴
の浅い中小企業の運転資金等の資金需要を満たすことが可能となる。他方、FinTechはツールを提供
するものであり、それを使いこなすための企業側の経理・会計や資本政策に対する認識が重要との指摘
もなされた。 
 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 FinTech の活用により、業務効率化・高度化や資金調達の円滑化が期待されている。現在

の事業者の動向・課題、企業経営革新の可能性、革新の実現に向けた課題は何か。 
 グローバルに見た（中小）企業の経営管理、財務管理、資金管理等における現状と課
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題は何か。 
 日本における（中小）企業の経営管理、財務管理、資金管理等における現状と課題

は何か。 
 FinTech による企業経営革新はどのような業務・分野に最もインパクトを与えるか。 
 企業経営革新の実現に向けた課題は何か。 

 
 

【5】既存金融機関とベンチャー企業の競争と協調 
研究会においては、既存金融機関の顧客へのサービスや情報システムのあり方について、機動的な

対応が難しい構造になっていることが指摘された。他方、ベンチャー企業は領域を特化した形で迅速に
安価にサービス提供を行うことを特徴としている。ただし、預金・中核システムに関する分野については参
入障壁が高いとの指摘がなされた。 
両者及び異業種を含めたプレイヤーの関係については、①既存金融機関によるFinTechの限定的・

補完的活用による顧客利便性向上、②FinTech ベンチャーに関するエコシステム構築、③異業種連
携によるオープンイノベーションの促進、④既存金融機関を軸としたプラットフォーム構築化等の協調が
重要である旨の見解が多く出された。具体的な連携方法のひとつとして、既存金融機関による API の
提供が挙げられた。 
他方、こうした協調の前提には競争環境があり、プレイヤーそれぞれにビジネス上の合理性が認められ

る必要があるとの指摘もなされた。 
 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 既存金融機関とFinTechベンチャー・異業種等の競争関係及び協調関係に関して最も重要

なことは何か。 
 イノベーションを促進するにはどのような関係性が望ましいか。そのための環境整備として必

要なことは何か。 
 
 

【6】情報の活用と課題 
 ビッグデータの活用により、多様な情報の収集・共有・連携がなされ、決済情報等の動的データを用い
て融資を行うなどのサービス、保険の事故リスク評価の精緻化といった新たな価値の提供や産業構造の
変革が起こりつつある。研究会においては、金融EDIの実証実験等で情報を連携することによる効果が
検証されている事例も紹介された。 
一方で情報セキュリティと個人情報保護は重要な課題である。情報は誰のものか、共有の範囲・深

さなど情報収集・共有などの前提要件に関する議論を深めていく必要性が指摘されている。また、個人
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情報の取扱の再検討や利便性を損なわないレベルでのセキュリティとデータ活用のバランス等について議
論がなされた。 
 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 金融情報の活用により、新たなビジネスモデルが登場することが期待されている。現在の事業

者の動向、あるべき金融情報の活用方法や克服すべき課題は何か。 
 金融情報を活用した注目すべきビジネスモデルは何か。収益の源泉は何か。 
 金融情報活用によりユーザーにどんな利便性がもたらされるか。不安要素は何か。 
 効率的な情報の取得と活用を実現するための課題は何か。 
 ユーザー保護・産業の健全な発展の観点で、金融情報の取扱等について留意すべき事

項や必要な取組み・枠組みは何か。 
 金融以外のプロセスとの接続の観点で検討すべき事項は何か。 

 
 

【7】金融 IT システム 
 金融業界は一般的に比較的早い時期から業務の IT化を進めてきたが、システム投資の内容は制度
対応・保守メンテ等守りの投資が中心であり、顧客の利便性向上等の付加価値創造に向けた攻めの
投資へ転換すべきとの指摘がなされている。 
研究会では、既存の邦銀システムは密結合・中央集権型で社会的要請も踏まえて一貫性・信頼性

は高い一方、機動的に新サービスを投入しにくくコストも高いなどの特徴が指摘された。このような現状認
識の下、FinTech に対応するためには、既存システムの改修ではなく、品質とコストのバランスの取れた
新たなシステムが必要ではないかとの議論がなされた。また既存の IT ベンダーにもビジネスモデルの変革
が迫られているとの見解も示された。 
 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 FinTech企業の台頭は、金融 ITシステムに変革を迫るのか、既存金融機関のシステムとの比

較、連携のための課題、今後求められるシステムのあり方や人材像をどう考えるべきか。 
 既存金融機関とFinTechベンチャーの ITシステムに関する現状と違いは何か。これらにつ

いて日本と他国・地域でどのような違いがあるか。 
 新たなサービス・システム等の導入にあたっての課題及び解決策は何か。 
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【8】新技術としてのブロックチェーン 
ブロックチェーンは現状仮想通貨の基盤技術として利用されているが、これに留まらず様々な分野での

応用可能性についても指摘がある。国内外の金融機関・証券取引所等で実証実験などが行われてい
る。 
ブロックチェーンは暗号技術・取引の認証方法・分散型データベースシステムの組み合わせであり、その

特性（一貫性、可用性、分断耐性）のバランスを利用目的（パブリック・プライベート・中間）に応じ
て調整することとなる。研究会においては、ブロックチェーン導入により得られる効果として、①高い破損
耐久性、②低いメンテナンスコスト、③低い改ざん可能性等が挙げられた。他方、安全性・プライバシ
ー・データ信用性・普遍性に関する課題も指摘された。 

 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 ブロックチェーン技術は金融サービスにどのような変革をもたらすか。 
 ブロックチェーン技術及びこれを用いたサービスに関して着目すべき動向は何か。 
 金融分野においてどのような業務・サービスでの活用が見込まれるか。その課題は何か。 

 
 
【9】イノベーション 
（FinTech による）イノベーションを興すための条件として、①日本のベンチャー向け資金調達環境

の改善、②技術面・ビジネス面での実証実験を行える等失敗コストを低減する仕掛け、③魅力的なサ
ービス開発、④前例主義の打破・既存プレイヤーのイノベーション創出に向けたリスクテイク、⑤国際的な
視点を意識した環境整備（ガラパゴス化回避）、⑥日本発スタートアップ育成環境整備、⑦ダイバー
シティを持ったチーム作り等が必要との議論がなされた。 
 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 FinTech サービスを国際的に競争力あるものとし、イノベーションを創出していくために政府・企

業は何をすべきか。 
 FinTech によるイノベーションを促していく上で着目すべき国内外の取り組みは何か。 
 FinTech企業の国際化（アウトバウンド・インバウンド）に向けて官民で取り組むべきこと

は何か。 
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【10】人材  
日本においてはオープンイノベーションに必要な M&Aや人材の流動性が低いことが指摘されている。

また、FinTech ビジネスに必要な金融とテクノロジーの両方のスキルを兼ね備えた人材やデータ利活用を
促進する人材も不足している。加えてベンチャーキャピタルや関連する弁護士等、FinTech ビジネスを支
える人材の育成も課題である。 

 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
 FinTech産業を国際市場で競争力あるものにしていくために人材の観点での課題は何か。そ

の解決に向けて、政府・民間では何をすべきか。 
 
 

【11】環境整備に関する論点 
研究会では、FinTech によるビジネスモデルの多様化や技術の発展に合わせた環境整備について海

外当局等の取り組み事例や金融法制度の違い等を踏まえた議論がなされた。 
現行ルールの課題として高いコンプライアンスコスト、イコールフッティング、規制のアービトラージ防止等

が、技術革新等への対応として規制当局の対応の迅速性とプリンシプルベースの規制設定の必要性等
が挙げられた。具体的な例として、口座開設時の本人確認手続等を技術の進展に合わせて省力化す
るなどの方策が示された。 
企業側の対応と自主規制の重要性についても議論がなされ、金融サービスにとってコンプライアンス遵

守が重要であり、政府が原則を示した上での民間の適切な自主規制が有益である等の意見が出され
た。また新技術を活用した RegTech の可能性についても言及があった。 
いずれも顧客の利便性と利用者保護のバランス、規制と新事業育成・当局のサポートのバランスが重

要であるとされた。新たな環境整備の方向性としては、より透明性の高い規制、行政と業界団体にまた
がる相談窓口の一元化、アイデアの試行錯誤を許容する環境の整備等のアイデアが示された。 

 
以下の点に関する情報・意見を提供頂きたい。 
 
① 金融関連サービスの理想象・将来像をどのように想定するか。 
② FinTechを活用した金融機能を国際市場で競争力あるものにしていくために環境整備の観点

で政府・企業は何をすべきか。 
 新たな技術・サービスへどう対応していくか。 
 国内外の動向で着目すべきものは何か。 
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