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FinTech 検討会合 報告書とりまとめに向けて 

 

 

平成 28 年 9 月 1 日 

経済産業省 

 

 

 

１． FinTech の捉え方 

※ これまでの議論における FinTech の捉え方を提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

FinTech は金融業に閉じたものではなく、第 4 次産業革命を支えるインフラ

としても捉えるべき。 

 FinTech を通じて第４次産業革命をどうやって促進していくか、つまり、

FinTech 産業の高い生産性で第４次産業革命を後押ししていくというこ

と、金融のインフラとしての高度化を通じて、第４次産業革命をより良い

ものにしていくという枠組みについて議論できればと思う。 

 FinTech が金融業の中だけの話ではないことは既に明らかになっており、

第４次産業革命を実現するためのインフラとしての金融がどうあるべきか

──産業政策的には、これが一番大事である。政府で掲げているＩｏＴや

シェアリングエコノミーのは、FinTech がなければ実は動かない仕組み

で、マイクロペイメントを含めたあらゆる支払いといったファイナンスの

仕掛けが必要であり、そのトランザクションの裏側のテクノロジーがブロ

ックチェーンであるという関係性を正しく理解をした上で話をしないと、

FinTech という漠然とした単語で何の話をしているのかがわからなくな

ってしまう。 

 FinTech は、第 4 次産業革命を興していくときの本質的なインフラを担

える産業になっていく必要があり、第 4 次産業革命については、オープン

な企業間の連携が重要。 

 情報、データそのものがインフラであり、伝統的な金融業務の融資や決済

は、その根源にある情報、データを利活用してサービスとしてアウトプッ

トしたもの。今後は情報、データを活用してどのような形でユーザーにと

って利便性の高いサービスに落とし込んでいくかがこれからの金融業にな
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ってくると思う。 

 

短期的には産業の垣根を越えた変化、中長期的には既存の経済社会の仕組み

を超える変化が起きる。これらの変化への対応が必要。 

 短期的には、金融サービスの高度化が起きて、産業の垣根を越えたビジネ

スも色々出てくる。中長期的には、既存の法律や制度の枠組みをかなり超

えてしまうような技術革新が起きてくる可能性があり、既存のルールや国

家を超えた形で、グローバルな新しい制度設計について議論する必要があ

る。 

 

ユーザー目線で一番良い状態からバックキャストして技術の活用を検討すべ

き。 

 ユーザーから見て一番何が良いのか。現状のゴールではなく、一番良い状

態が何なのか、それはテクノロジーを使ったらどう実現できるのかを、時

間軸も含めて議論すべき。 

 古い金融インフラを変えるべきか、守りながら進めるべきかという議論に

なる。 

 

＜論点＞ 

 第 4 次産業革命における金融の姿はどのようなものか。それは「インフラ」

として捉えるべきか。 

 「金融インフラの高度化」との違いは何か。 

 「古い金融インフラ」との違いは何か。それを変革すべき理由は何か。 

 産業の垣根を超える（アンバンドリング）変化にどう対応すべきか。中長

期的に既存の経済社会の仕組みを変化させるものとは何か。それへの対応

は何か。 

 ユーザーから見て「一番良い状態」とはどのような状態か。 
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２．FinTech がもたらすインパクト 

※FinTech が経済・社会にもたらす定性的なインパクトを提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

ユーザーにとって低コストで利便性の高いサービスの実現、経済成長を後押

しする新しいお金の流れの実現等が望まれる。 

 FinTech の推進により、①ユーザー本位のセキュアかつ低コストで利便性

の高いサービスの実現、②経済成長を後押しする新しいお金の流れの実現、

③全ての人にとって低コストで使いやすい金融インフラ・行政の実現が望

まれる。 

 そのためには「お金の流れが円滑に行われる社会の実現」、「イノベーショ

ンが起こりやすい制度づくり」が必要。 

 

FinTech ブームからの揺り戻しや金融イノベーションのリスクにも留意すべ

き。 

 FinTech は、これだけブームになったので、どうしても揺り戻しは出てく

るが、こういう揺り戻しにどう対処していくかも検討すべきである。 

 サブプライム問題の証券化も一種の金融のイノベーションであるが、ブラ

ックボックス化したまま投資が集まり、リーマンショックに至ったことを

教訓として、金融のイノベーションのリスクについても議論が必要である。 

 FinTech がもたらす将来社会像について、FinTech の広い分野（決済、

融資、保険、インフラレイヤー、情報レイヤー）それぞれについてできる

ことが色々あるのではないか。 

 

＜FinTech がもたらす効果＞ 

→参考３ 第２回 FinTech 検討会合 新経済連盟 発表資料 ｐ１０ 

 

＜論点＞ 

 FinTech が経済・社会にもたらすインパクトとして、他にどのようなもの

が挙げられるか。 

 FinTech の揺り戻しとは何か。 

 FinTech の陰り・揺り戻し、金融のイノベーションのリスクとはどのよう

なものが想定されるか。それに対して官民はどのように対処すべきか。 
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 ブロックチェーンの効果的な利用とはどのようなものか。 

 個人が利用できる横断的なプラットフォームとはどのようなものか。 

 

 

３．FinTech がもたらす経済的社会的な効果 

※FinTech がもたらす経済的・社会的な効果を定量的に提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

＜FinTech がもたらす経済的社会的効果＞ 

→参考３ 第２回 FinTech 検討会合 新経済連盟辻様発表資料 ｐ１１-12 

 

＜論点＞ 

 中小企業や個人事業主の IT 活用による生産性向上効果は、どの程度のイン

パクトをもたらすのか。 

 データを活用した融資サービスの開発・拡大により中小企業等の資金繰り

改善にどの程度のインパクトをもたらすのか。 

 FinTech がもたらす経済的社会的効果として他にどのようなものが挙げ

られるか。 

 FinTech メリットを最大化する行政手続の電子化により、どのような効果

がどの程度得られるか。 
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４．FinTech がもたらす将来社会像 

※FinTech がもたらす具体的な未来像のイメージを提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

 FinTech がもたらす将来社会像について、FinTech の広い分野（決済、

融資、保険、インフラレイヤー、情報レイヤー）それぞれについてできる

ことが色々あるのではないか。 

 

＜FinTech な生活＞ 

→参考３ 第２回 FinTech 検討会合新経済連盟辻様発表資料 ｐ１４-１６ 

 

 

 

 

 

＜論点＞ 

 国民生活（家計）、企業の視点から、他にどのような具体的な未来像が考え

られるか。（モバイル送金、テレマティクス保険、トランザクションレンデ

ィング等） 

 我が国において特に注目すべき具体的な未来像は何か。 

 これらの具体的な未来像から、FinTech が国民生活（家計）や企業にもた

らすインパクトを一言でどのように表現することができるか。 
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５．FinTech 社会に向けた KPI 

※こうした未来像の実現に向けて各プレイヤーが何を目指し、いつまでに達成すべきか

のアクションを導くため、FinTech 関連施策の KPI を提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

望ましい将来像からバックキャストして各プレイヤーが達成すべき目標とし

て KPI を設定すべき。 

 目指すべきゴールとして、例えば「スマート金融立国」を設定すること、

そしてそのゴールを達成するために各プレイヤーへの達成すべき目標とし

ての KPI の設定が重要。 

 KPI を設定する際に、責任者を明確にして KPI をどう達成するかの議論が

必要。 

 KPI の例としては、主要施設・サービスでのキャッシュレス決済対応比率、

投資人口の拡大等。 

 

→参考３ 第２回 FinTech 検討会合 新経済連盟辻様発表資料 ｐ１９-20 

 

 

＜論点＞ 

 （具体的な数値は別として）少なくとも KPI として設定すべきもの、必ず

しも KPI としなくても良いもの、その他 KPI として適切なものは何か。 

 我が国において特に注目すべき KPI は何か。 

 レイヤーの異なる KPI をどのように整理すべきか。 

 ２．や３．で検討した FinTech のもたらす経済的社会的効果と KPI の設

定をどのように関連づけるべきか。 

 各々の KPI の責任主体をどのように定めるべきか。責任主体を明確に定め

るべきか。 

 2020 年をターゲットとすることは適切か。KPI ごとにターゲットを変え

るべきか。 

 どの程度のスパンでの見直しが必要か。 

 中小企業の資金繰り改善、行政手続の簡素化等について KPI を設定するこ

とが妥当か。どのような指標が考えられるか。 
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６．FinTech に関する国際的動向 

※海外における FinTech の動向及び日本の文脈との国際比較。 

 

＜これまでの議論＞ 

欧米よりも途上国の方が、FinTech が進展している。 

 欧米よりも、中国等の途上国のほうが進んでいる。これは、先進国と途上

国の間のイノベーションのジレンマがあるからで、既に金融の制度があり、

プレイヤーが整っている先進国に比べて、これからゼロベースで規制のこ

とを考えられる人たちのほうが強いのは当たり前で、彼らの行うビジネス

が実は我々が本当はやりたい FinTech のビジネスである。 

 

FinTech への投資額は米国・中国の２強。 

 FinTech への投資額は米国・中国の２強であり、分野では融資系・決済系・

資産運用系が中心であるが、FinTech への期待感が高すぎたこと等によ

り、上場後は株価が低迷していることで投資家心理がシビアになってきて

いる。 

 

シリコンバレーの FinTech ベンチャー企業はマネタイズよりも利便性を追

求。 

 シリコンバレーでは、IT を活用して社会に蔓延る不便・不満を抜本的に解

決しようとする行動原理のもとで、FinTech は顧客目線で高すぎる手数料

や金利に切り込む存在であり、そもそも儲かりにくいビジネスである。他

方で大企業のイノベーションにプレッシャーを与える FinTech の存在そ

のものが社会 FinTech 全体としてプラスであるとの考えのもと、マネタ

イズを後回しにして利便性を追求するベンチャーに VC 投資が回ってい

る。 

 

我が国における仮想通貨の活用機会も存在。 

 ビットコインは投資対象として注目されたが、今後は M2M、IoT 時代の

データ取引の超少額決済手段として有用であり、製造業の盛んな日本では

注目される。 

 

＜論点＞ 

 海外の動向から、我が国に対してどのような示唆があるか。 
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 それに対応してどのような官の取組が必要になるか。 

 マネタイズよりも利便性を追求するベンチャー企業の行動原理も見られる

ところ、我が国においても実現可能か。 

 

 

７．FinTech が経済・産業の発展につながるために解決すべき民間

部門の課題・必要な取組 

※これまでの議論を踏まえ、FinTech をとりまく民間部門に期待される対応を提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

情報の非対称性の消滅による顧客（ユーザー）価値追求が FinTech の要諦。

これが産業の垣根を越えた変化を促している。 

 FinTech のインパクトは、企業間の競争を、価格や技術の優位性ではなく、

顧客の体験価値がどうなのかという競争に変える。 

 ユーザー本位であるという点が非常に大事だと思う。スマートフォン、ク

ラウド、人工知能に代表されるように、ユーザーが簡単にアクセスできて

選べる世界になってきているので、グローバル競争で勝てるプロダクト、

サービスを出すことが求められる。このため、ユーザー本位の横割りの規

制やルールに変えていくことが必要である。 

 ユーザーからみて一番何が良いのか。現状のゴールではなく、一番良い状

態が何なのか、それはテクノロジーを使ったらどうできるのかを、時間軸

も含めて議論すべき。次に、ではそうなるためには、古いインフラを変え

るべきか、守りながらやるべきかという議論になる。 

 ユーザー本位というのが今加速してきているのは、情報の非対称性がなく

なって、ユーザー側も情報へのアクセスが簡単にできるようになり、企業

側の論理に振り回されなくなったからである。つまり、ユーザー側で、企

業側に説明されること以上に自分で考えたり選んだりすることができるよ

うになり、ユーザー本位になってきている。 

 顧客の体験価値に着目すべきことはそのとおりだが、企業としては、顧客

の体験価値だけではなかなか対応できないので、価値とは割安感なのか、

時間の節約なのか、手続のシンプルさなのか、あるいはセキュリティの高

さなのか、どこにフォーカスをしてテクノロジーとつなげて顧客の価値を

つくっていくのか考えたい。 
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 我々の業態では、新しい技術をどう競うかではなく、既存の技術をどうう

まく組み合わせると顧客の体験価値が上がるかを考えることが必要であ

る。 

 

デジタル・ディスラプションは脅威であるが、デジタル・レジリエンスの機

会だと捉えて、様々な環境変化に対応できるよう努めることが重要。 

 どのような環境変化にも対応できるように準備しておくことが重要。具体

的には、情報の変化に対する感度を鍛えることと、その変化に対応したシ

ナリオを実現できるかどうか。どこかが動くのを待っているのでは、恐ら

く負けるか、出遅れる。 

 LFP（Light Footprint）－足跡も残らないほど速く経営せよという趣意

－のスタンスと、実際の行動力が必要になってくる。金融界はこれまでシ

ステム一つについても、安定的で、非常に堅牢な社会インフラをつくって

きた。そのシステムと新しいテクノロジーをどう結びつけて利便性を高め

ていくかが一つの大きな課題である。 

 デジタル・ディスラプションは脅威であるものの、事実として存在するこ

とを認識しつつ、金融サービスの代替需要が見込まれることを踏まえてデ

ジタル・レジリエンスをどう図るか検討することが重要。その手段として

は、社内ベンチャー振興等のイノベーション環境の整備だけでなく、自社

だけでは到達しないレベルに達するために、ベンチャー企業との連携・取

込みが重要。 

 

既存金融機関の高コスト構造・イノベーションのジレンマの克服に向けては、

「小さく始める」イノベーション経営が必要。一方で、既存のレガシー・シ

ステムが強みになる可能性もある。 

 失うものが多いほうが不利であり、突き詰めると、インフラを押さえるか、

インフラに乗る技術を押さえるか、あるいは、その技術を組み合わせたサ

ービスをとるかで、勝ち負けが決まってくる。サービスを突き詰めていく

と、そのためのアイデアをもっている人が重要で、グローバルで競争して

いくときに一番足りないのはこの人材である。 

 持っているもの、守るものがある方は、イノベーションのジレンマに拘泥

され、結局、他者に先を越されてしまう。それを待つのではなく、「小さく

始める」ということが非常に重要である。金融業や決済のインフラの総入

替えは難しいので、アンバンドリング化されたごく一部の分野にスリット

を狭めて、究極的に便利なサービスを複数作るアプローチがあり得る。そ

の中で成長してきたものに大きな資源を投入するやり方が望ましい。 
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 既存金融機関の固定費（人件費・店舗費・システム費）が収益に対して非

常に大きくなっているコスト構造が明らかになったことで、競争力のある

産業にするために、IT を活用した業務効率化、例えばモバイルバンキング

等が重要。一方で、我が国の金融機関の場合、米国のように店舗数を急激

に減らすことで失われる雇用との関係は留意が必要。 

 この度の銀行法の改正で、例えば、ＩＴ企業への出資も認められることに

なったが、これをどう活かしていくかが課題である。今後については、金

融と他産業との業際が重なり合ってくるなかで、規制の趣旨を踏まえてど

こまでその業際を緩和していくかが課題だと考えている。 

 決済のシステム自体は、日本の金融の根幹を支えるインフラであり、この

価値はそう簡単に失われるものではない。こうしたアドバンテージをもち

ながら FinTech の世界に踏み出していくこと自体は、今後のビジネス展

開として十分に成算があると考えている。 

 クレジットカード会社にとってのインフラとは、会員のネットワーク、そ

して加盟店のネットワーク、この大きな両方のネットワークを持っている

ことである。一方で、テクノロジーにより、このインフラの価値がなくな

ってしまうことが怖いので、既存の加盟店ネットワークがこれからも価値

を生み続けるような戦略を考えていきたい。 

 ユーザーの利便性とセキュリティをどう両立させて、金融サービスを普及

させていくかという議論がよくあるが、それを可能にするのが技術進歩で

あるので、既存の金融システム側の責務は、これまで築き上げたシステム

等の財産を活かしながら新しい技術に対応していくことである。 

 小さな変革のための人材は日本にはいないのかというと、金融機関の内部

で業務改善等のちょっとしたアイデアでの効率化など、小さなチャレンジ、

小さなイノベーションの経験をもっている方は多いと思うので、小さな部

分からイノベーションを起こすようなアプローチを日本の人材を使って行

いたい。 

 

API やブロックチェーン技術等、長期的に大きなインパクトをもたらし得る

新たな技術に対しては留意が必要。 

 日本の全銀ネットはクローズドだが、クレジットカードでは、ビザネット

などが全世界にネットワークを張りめぐらせており、徐々に、ＡＰＩを開

放することを始めて、エンドユーザーに直結するネットワークを既存の業

者が提供するということが起き始めている。最後の資金化がないだけで、

ユーザーからマーチャントをつなぐルートは全部もっており、個人間の送

金ならやろうと思えばできるシステムになっており、しかも、ＩＳＯ準拠
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なので、全世界で簡単に国境を越えて使えるようになっている。これは日

本にとっても考えるべき事態である。 

 ブロックチェーン技術は、まだまだ改善すべき点が多いと思うが、日本の

決済システムそのものを根本から変えてしまう可能性のある技術。新しい

日本の社会インフラをどのようにつくっていくかは非常に大きなテーマで

ある。 

 ブロックチェーン上に既存の金融に携わる人々の活動を丸々乗せてしまう

ことが、金融に携わる人々以外の手で、大きな規模で行われ始めたことは

世の中を大きく変える可能性として留意が必要である。 

 トラスト・フリーという言葉に見られるように、ブロックチェーンの仕組

みを使えば、参加しているエンティティがだれ一人として信頼できない人

であったとしても、取引自体は完結する仕組みが徐々にではあるが出てき

ている。金融機関がこれまで築き上げてきたトラストが全て不要にはなら

ないだろうが、トラスト・フリーが支配する領域も出てくることを踏まえ

ることが重要である。 

 

ベンチャー企業との協業にあたっては多様性への許容度を高める必要があ

る。 

 企業としてベンチャーのようになることはできないので、マインドセット

をもったベンチャー企業と提携するか、人材目当てで買収する。その際、

企業の雇用慣行や賃金体系、言語の問題等、異なるものを受け入れるダイ

バーシティを許容する文化が本社内にできていないといけない。 

 

各国によって競争条件は異なるが、海外への金融インフラ輸出も可能。 

 物流と物販と金融を〝鉄のトライアングル″と称したビジネスモデルが東

南アジア等へ進出してくことは確かであろうが、将来、セキュリティやコ

ンプライアンスといったチャレンジを受ける可能性もあり、それをどのよ

うに乗り越えながらサービスを提供していくかが大きな課題である。 

 日本でもモバイルフォンのサービスを展開しようとしているが、もともと

銀行口座を持たない国の人たちにも、同時並行的にサービスを提供してい

きながら、海外への金融インフラの輸出という展開も考えていきたい。 

 各国によって環境が違い、競争条件も違い、ポジションも違うので、なべ

てというのは難しいが、例えば、ミャンマーは、これまで欧米系のクレジ

ットカード会社は進出できなかったが、それが一斉に開放されて、各国の

カード会社、カードブランドが入ってきているこういう国の場合は、銀行

を通じて会員組織をつくり、加盟店組織をつくるという従来のビジネスモ
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デルが通用する。ただ、ほかの国の場合は、後から参入するので、日本で

やっていることと同じことができるとは思えず、新規プレイヤーとしてど

う戦っていくかを考えなければいけない。 

 既存金融機関の収益拡大の手段として、必要とされる金融サービスを受け

られない人が多い新興国への金融インフラ、例えばモバイルバンキングの

輸出が重要。 

 

企業倫理の強化、セキュリティへの対応も必要。 

 FinTech という言葉が出る前から、日本の消費者金融では、ビヘイビアモ

デルをベースとした非常に精緻な与信モデルを組み上げていたが、法規制

によってそのような与信モデルは通用しないとされた。これは法規制が厳

格であったというわけではなく、企業倫理がそのテクノロジーを使いこな

すレベルに至っていなかったことが背景にあるので、FinTech を支えるた

めには、企業倫理の強化が重要である。 

 The DAO 事件は FinTech 業界にとってショックであり、ブロックチェ

ーン以外の FinTech 企業に対しても存在価値を問われるような状況なの

で、FinTech ベンチャー企業側でもセキュリティの勉強会を開催し、金融

庁やＦＩＳＣとも相談しながら、共通のセキュリティの概念をつくりつつ、

大きなビジョンを実現していくことを進めたい。 

 ベンチャー企業にとって、既存の金融機関との連携は事業拡大には重要で

あるが、連携を成功させるためには、ベンチャー企業側にイノベーション

だけでなく、コンプライアンスやセキュリティに精通した経営者が必要で

あるという見解が示された。 

 

中小企業の資金調達円滑化にも繋がる。 

 今まで与信ができなかった人にも、これだけデータが集められると与信が

できるようになったり、中小企業に対しても、与信コストが下がることに

よってお金が流れやすくなるといったことが実現して日本の経済も活性化

されるかもしれない。 

 

＜論点＞ 

 「顧客価値」の追求はこれまでと何が違うのか。何がその違いをもたらし

ているのか。 

 既存金融機関のレガシーに与えるインパクトを定量的に示すことが可能

か。 
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 安全性・安定性・堅牢性を有する既存金融機関のレガシー・システムは持

続可能か。どうあるべきか。 

 FinTech 時代において、既存金融機関が社内・行内に抱える人材・技術・

ビジネスモデル等のリソース（経営資本）だけでは時代に対応することが

できないのか。 

 経済社会全体として、デジタル・ディスラプションをどのように評価し、

イノベーションにつなげていくか。 

 既存金融機関によるブロックチェーン等の新技術や FinTech 企業の人

材・技術・ビジネスモデルを活用したイノベーションへの取組は、今後ど

のような方向に踏み込むべきか。 

 我が国経済・産業の発展に向けて、FinTech ベンチャー企業に期待される

役割は何か。 

 FinTech 時代のセキュリティの優位性と課題は何か。課題を乗り越えるた

めの方策は何か。 

 データ価値最大化が競争力の源泉となる IoT 時代に向けて、企業における

IT 投資、FinTech 活用のあり方はどうあるべきか。 

 FinTech を活用した中小企業等の生産性向上、資金調達円滑化等に向け

て、どのような課題があり、どのような取組が期待されるか。 
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８．FinTech が経済・産業の発展につながるために解決すべき政府

の課題・必要な取組 

※これまでの議論を踏まえ、政府に期待される対応を提示。 

 

＜これまでの議論＞ 

制度の再設計にあたっては、規制市場におけるイノベーションも勘案される

べき。 

 何らかの目的のために規制はその手段を書いてあるが、テクノロジーが変

わると、別の手段でもこの目的が達成できるようになる。テクノロジーに

合わせて、手段の部分の規制を変えていく。これは余り問題のない話であ

るが、技術の変化が余りにも速いので、どういう技術で目的が達成できる

かという合意をとるのに結構時間がかかり、なかなか改正が追いついてい

かないというのが問題である。 

 技術に合わせて法律を変えるということは、考え方としては確かにシンプ

ルではあるが、実際は、その技術が併存する時代というのが当然あるわけ

で、そのときに法律がどちらかの技術に寄ると、結局、変革を阻害してし

まうということが起きかねないので、その規制の中では、可能な限り、ど

の技術に対しても中立の立場をとるような規制手法というのが合理的であ

る。 

 規制が技術に追いついていない例として、ビジネスでの本人確認について

はオンラインとオフラインで手法は異なるべきであるが、オンラインでの

適切な本人確認の方法ができていない。 

 先般、割賦販売法の改正の議論の中で、決済代行業者に、規制を受けるか

受けないか選択できるというインセンティブを与える任意登録制を打ち出

したところであり、このような手法は、新しい技術がどんどん出てきて、

新しいプレイヤーが出てくる、その中で創意工夫を生かすという意味では

非常に有益だと思う。 

 金融の規制は事前規制なので、その審査官の能力以上のサービスが世の中

に出てこないということになる。だが、全部事後規制にすべきいうのでは

なく、事後で何とかなるものとならないものがあるので、プリンシプルに

照らした形でのリスクベースで物を考えるべきである。 
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一定の条件の下で小規模な実験環境を提供する仕組みを先験的に取り込むべ

き。その際、Regulatory Sandbox と Sandbox の分類に留意が必要。 

 テクノロジーの進化が速くなっているので、常に先読みして規制をつくる

のは、事実上、不可能であるので、小さくテストをしていくという

Sandbox 的な仕組みで、規制と利便性のバランスをとっていくべきであ

る。 

 金融は、安全性等に重きを置いた規制になっているが、FinTech 関係のテ

クノロジーは、ある種のトライ・アンド・エラーをしないとなかなか技術

革新ができないので、Sandbox で小さいところでやってみて、うまくい

けば本番でやる。そして、小さいとわからないビジネスモデルも結構ある

ので、大きな実験を一回やってみるということも考えていく必要がある。 

 技術の大幅な進展に伴い、既存の制度環境に当てはまらないプレイヤー、

サービスが出てきたこと、これから出てくるであろうことに合わせた環境

整備が必要。その際には、セキュリティ設計についてもイノベーションが

必要。 

 技術革新のスピードが速い FinTech 振興には、実証実験をするという

Sandbox という概念が重要。その際には規制にかかる、かからないで

Regulatory・Sandbox、Sandbox と分類されることに留意が必要。 

 Regulatory・Sandbox の活用には、新ルールについて白黒をはっきりさ

せることではなく柔軟に修正しながら取り組み、必要に応じて不要な規制

を改廃することが重要。 

 既に我が国では創薬の分野におけるインフォームド・コンセントという仕

組み等の既存の制度から離れた形で実験をする仕組みは既に存在し、こう

した制度を金融サービスに応用する議論が必要。また、人の行動形態への

インパクトの分析には、1,000 人程度を対象にするファースト・サウザン

ドという仕組みも存在。 

 

国際金融ルールづくりにおける戦略的対応も求められる。 

 短期的には、金融サービスの高度化が起きて、産業の垣根を越えたビジネ

スもいろいろ出てくる。中長期的な課題は、既存の法律や制度の枠組みを

かなり超えてしまうような技術革新が起きてくる可能性があり、既存のル

ールを超えた形で、あるいは国家を超えた形で、グローバルな新しい制度

設計にどう日本として貢献すべきか議論すべきである。 

 金融の制度は、日本だけでこうしようといって決められる世界ではないの

で、国際金融の政治の中で、日本がどうイニシアティブをとって FinTech
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という動きを加速させるかという戦略を考えることが重要である。 

 グローバライズしてアジアの市場に出て行くことが考えられるが、この市

場において中国を初めとする国々と激突をすることになる。単なる金融の

国際政治を超えた、先進国の中での主導権争いを超えた、途上国の人たち

の金融のルールと先進国の中で決めた金融のルールがぶつかり合う可能性

も視野に入れておく必要がある。 

 FinTech を進めていく上で、データのフォーマットのように規格化をせざ

るを得ない部分というのは当然出てくると思う。行政に依るしかないが、

残念ながら、日本は、その規格化の部分、特にデータの規格化の部分が弱

いので、今後の課題としては重要である。 

 アップル、グーグルがオープンにつながるデジタルプラットフォームを運

用しているが、ここに日本のプレイヤーがいないのは非常に残念なことな

ので、金融プラットフォームは是非日本発でお願いしたい。 

 

国家としての金融の位置づけや、信頼感の醸成等の環境整備も必要。 

 データの標準化に関連してＸＭＬ電文等がいろいろ議論されているが、現

実として、それに伴うコストがペイするかはチェックする必要がある。標

準化によって利便性が高まることは検討していくべきと思う。 

 健全性とか安全性は、実は信頼感に支えられている面もあり、国民感情的

に何が安心で、何が本当に信頼できるものかということがかなり曖昧だっ

たりするので、広く健全性とか安全性を支える技術について情報提供をし

て、国民にいろいろなことをわかってもらうことが大事である。 

 FinTech の推進施策を検討するには、先ず、国家としての金融の位置づけ

が重要であり、英国やシンガポールのように「金融業」として前面に押し

出していくのか、社会インフラとして経済活動を支えるものとして最適化

を目指すのかを議論することが重要であるという見解が示された。我が国

の場合、ものづくり産業も盛んであること等から、社会インフラとしての

金融像が想定される。 

 新しいビジネスを展開していく上で、情報やデータといったベースになる

ものをどのように入手していくのかが重要である。グループ内には、銀行

に加えて、カード会社等の会社もあるが、グループ会社間の顧客情報の共

有は現行制度上制限されている。顧客の利便性を高める形で活用していけ

るようになればサービスレベルを向上できると思うので、今後の環境整備

の中で議論いただきたい。 

 グローバル競争に勝つプロダクト、サービスを出すために、ユーザー本位
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の横割りの規制やルールが必要。 

 

＜論点＞ 

 イノベーションの切り口から見た規制・制度設計はどうあるべきか（イノ

ベーションによるリスク（利用者保護等）への対応等）。 

 企業実証特例制度、グレーゾーン解消制度、特区制度、規制改革ホットラ

インといった我が国における既存の施策では、イノベーションを伴う新た

なサービスの提供者が抱えるニーズにどの程度まで対応することが可能

か。 

 既存の施策で対応できないような具体的なニーズは何か。産業の垣根を越

えた新たなビジネスへの規制の合理化、規制のアービトラージ回避等の観

点から、従来の「業」概念をベースとした規制が今後も有効か。 

 企業における FinTech 活用を促す上で、既存の政府の IT 投資促進施策に

はどのような課題があるか。どのような対応が必要か。 

 グローバルな新しい制度設計にどのように日本として貢献すべきか。どの

ようにイニシアティブを取るべきか。 

 FinTech 時代において民間企業のデジタルファーストが進むと期待され

る一方で、その進展のボトルネックとなっている行政手続としては何が考

えられるか。 

 ７．で検討した民間部門の課題を踏まえて、必要な政府の取組はあるか。 

 

 

以上 


