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１．FinTech の捉え方 

・ 「FinTech」とは金融の「Finance」と技術の「Technology」を掛け合

わせた言葉。 

・ IoT（Internet of Things）・ビッグデータ・人工知能・ブロックチェーン

といった先端技術とスマートフォンやタブレット端末などが一般的に普

及することにより、これまで実現の難しかった革新的な金融サービスが、

リテール金融及び産業金融のあり方や資金の流れを大きく変え、新たなビ

ジネスモデルや産業を生み出していく動きを捉えたもの。 

《FinTech の原動力としての「技術（Tech）」側面をどう捉えるべきか。

ここに挙げているものが主要と考えて良いか。》 

 

・ FinTech により「金融」の本質的な機能は大きく変わらないが、その担

い手が変化ないし多様化し、機能をよりユーザー視点に立って発揮できる

革新的なサービスが次々と生まれる点が、着目に値するのではないか。 

・ FinTech の捉え方については FinTech 検討会合において様々な意見が挙

げられたところであるが、産業政策の視点から FinTech の意義を検討す

るにあたっては、従来の金融機能の担い手やそのサービスのあり方の発想

を越えて、「あらゆる経済活動に伴う『お金』の流れ＜flow of funds＞

を支える機能」としての「金融」が、FinTech によって、いかにその機

能をより効率的に発揮できるようになるかを問い直すことが求められる。 

・ そのような観点から、FinTech による金融サービスの革新が、ユーザー

である中小企業等の生産性向上や資金調達の円滑化にどのように寄与す

るのか、家計（個人）の資産形成や消費活動をどのように変えていくのか

という視点での検討が必要。 

・ 今後の経済社会や産業のあり方が企業や消費者などがネットワークにつ

ながり、大量のデータ分析によって付加価値が生まれるエコシステムが

様々な分野で形成され、付加価値の高いサービスも生まれようとしている

デジタル革新を指す「第 4 次産業革命」によって、今後の経済社会や産業

のあり方が大きく変化する中、それを支えるインフラとして FinTech を

捉えるべきといった意見が FinTech 検討会合において見られたが、そう

した第 4 次産業革命を支える「インフラ」とはどのようなものか。そして、

そういったインフラとして求められる「新たな金融サービス」とはどのよ

うなものか。 

《このような規定を出発点とすることが FinTech のインパクトやあり方
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を捉える上で役に立つか。他の捉え方をすべきか》 

 

・ 本ビジョンは、家計（個人）、企業のあらゆる「お金」の流れを変える

FinTech の未来像を共有した上で、それを実現するための道筋を示そう

とするものである。 
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２．FinTech がもたらす将来社会像 

・ FinTech を通じて、家計（個人）や企業の行動が以下のように変わる可

能性。 

※ 下記の事例は議論の叩き台として検討会合参加者等から頂いた案をま

とめたものである。 

 

《下記の事例を一つのイメージとしつつ、内外の（広い意味での）FinTech

が日々の生活や企業活動をどう変えるか（FinTech な生活（FinTech な未

来 vs.現状ルート））の具体的なイメージをできるだけ示せないか。内容や示

し方（文章や絵等）としてどのようなアイディアが考えられるか》 

 

 

（１）国民生活（家計） 

・ コンビニでサンドイッチを購入。レジにスマホをかざしたら、【家計簿

アプリ】が起動して、一元管理しているポイントカードから使えるもの

を選び出し、自動で特典割引が受けられた。電車に乗っている間に、家

計簿にサンドイッチ購入の記録がフィードされてくる【家計簿アプリ、

API 連携】。 

・ 子供の教育資金を積み立てたいので、自動貯金サービスを使って、カー

ドの利用額の端数をお釣りとして自動で貯金。予算額を超えたらカード

を自動でストップ。これで確実に節約して貯金。【API 連携、貯金アプ

リ】 

・ スマホでカレンダーを参照したら、今日の昼は表参道にいるという情報

をもとに、いくつかランチクーポンが表示されてきた。クーポンを選ん

で時間、人数を記入するだけで限定ランチの予約完了！ランチを食べて

店を出ると、登録してあるクレジットカードから代金が自動で引き落と

される。最近はレジでお財布を出すこともないので持ち歩いていない。

なくす心配もないし、【キャッシュレス】は快適。 

・ 友人たちと食事に。その場にチェックインしていたメンバー間でワリカ

ン額が自動で計算されてメッセージ送信。OK を押しただけで、精算が

完了。【API 連携】娘の誕生日プレゼントを海外の EC サイトで物色。

最近は【仮想通貨】をどこでも受け入れてくれる。到着と同時に支払い

が行われる【スマートコントラクト】なので、海外 EC を使うのも怖く
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なくなった。 

・ 【マイナンバーと連動した本人確認】で、オンラインでクレジットカー

ドを即時発行。昔はいちいち申込書が簡易書留で郵送されてきて、１週

間以上かかっていたなぁ。 

・ どうやら息子の小学校入学に合わせて引っ越しを検討したほうがよさ

そう。思いついた時にリマインダを音声入力。家に帰ると【家計簿アプ

リ】から「今の生活だと〇〇区の 2LDK がおすすめです」「月 2 万円の

節約ができると、3LDK の家にも住めます」と早速レコメンデーション

が。 

・ 住宅ローンの条件も、いろんな銀行が自分の家計簿データを見て、相見

積がきた。普通の個人投資家【P2P レンディング】に借りるという手も

あるようだ。家計のやりくりを心配しなくても、リスク性向等を登録し

ておけば、【ロボアドバイザー】が投資商品を組み合わせて自動で最適

化してくれる。引っ越しに向けて着々と資産を蓄えよう。 

・ これまで経験と勘に頼って株式投資を行ってきたけれど、【ロボアドバ

イザー】がプロ投資家の運用手法を紹介してくれる。おかげで金融リテ

ラシーがどんどん向上している。 

・ 1 日平均 10,000 歩を３ヶ月連続で達成、飲みも週１回に留めた。装着

している【ウェアラブルデバイス】からデータを送信すると、契約して

いる生命保険会社から保険料割引の案内が届いた。 

・ 普段の運転から車の運転技術を調べてくれるアプリを使ってアドバイ

スに従っていると、安全運転と評価されるようになった。自動車保険料

もお得になるようだ。【テレマティクス保険】 

・ ２年間の留学が決まったので、その間は今の家を観光客に貸し出そう。

日頃のコンビニ支払や経費精算に加え、副業収入も自動管理されるの

で、ボタンひとつで確定申告もラクにできる【納税手続の電子化】。 

・ ひとり親家庭で家計がほんとに苦しい。入院費用をスマホ決済したら、

事前のデータ連携の登録に基づいて、病気で働けなくなったことを察知

し、生活保護の申請を勧める通知が届いた【自治体行政の電子化】。 

  

（２）企業 

・ そういえば今日は月末、経費精算が必要な日だ。経費はすでに【クラウ

ド会計ソフト】が承認待ちのものを用意してくれている。領収書も【電

子レシート】が転送されていて、税務申告もそれで OK なので、いくつ
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か取引先情報を入力して、登録完了。あとは在宅ワークしている経理担

当者が送金対応してくれるはず。庶務的な仕事は朝イチ 10 分で終了！

いちいちマニュアルを読むことも、経理担当者から怒られることもなく

なった。 

・ 今月も社員から支払い確認があがってきた。少額の請求書は【送金サー

ビス】経由で支払えば手数料が少なくなる。法人番号や請求書番号とい

った【金融 EDI 情報】もつけられるので、先方も消込がすぐに完了して、

お礼メールが自動で送られてきた。今月新たに生まれたお子さんと社員

の情報を入力したら作業は終わり。 

・ 来月は決算月だけど、昔に比べると作業も法人税の申告手続も労務５８

管理の手続も、ずいぶん楽になったなー。 

・ ５ヶ月前にオンラインレンダーから短期融資を受けた。先月から事業が

軌道に乗り、売上が伸び資金繰りもかなり改善した。今朝、直近の財務

情報をクラウド会計システムで更新すると、それが自動的にオンライン

レンダーへ送信され、昼過ぎには今日から以前よりも低い金利が適用さ

れるとの通知が届いた。 

・ 今日は輸出した商品の代金受領日。【ブロックチェーン】経由で行うの

で、海外送金手数料が非常に低い。また受取銀行・支払銀行・支払人・

受取人の間で送金ステータスがリアルタイムでモニタリングできるの

で、いちいち現状を取引銀行に電話で確認する必要もなくなった。昔は

月末に締めてみないと我が社に資金がいくらあるのか分からなかった

が、今は日々の情報（仕入・売り・生産）が見える化されており、現時

点での状況が全て分かるようになった。金融機関にこの情報を送ると、

すぐに金利いくらでどれだけ融資可能かを教えてもらえるので、今期は

あの事業に投資をしようと思う。 

 

 

・ こうした事例は FinTech が我が国において第 4 次産業革命を支える社会

インフラとして機能した場合の将来社会像となるが、こうした未来像は夢

物語ではなく、既に諸外国では一部実現している。 
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３．FinTech による経済的・社会的効果 

（１）総論 

・ 金融サービスのユーザー目線から FinTech を捉えた場合、その主役と

なる家計（個人）や企業（主に中小企業等）とともに、金融機能の提供

者（FinTech ベンチャーや金融機関等）や公的部門（政府等）のプレイ

ヤーが存在する。FinTech による金融サービスの利益を享受するのは家

計（個人）や企業であるが、金融サービスの提供者や政府等にとっても、

自らの生産性を向上させる等の効果が見込まれる。 

・ FinTech がもたらす経済的及び社会的な効果について、これらのプレイ

ヤーへの影響を念頭に示す。 

《以下はこれまでの議論等を受けたイメージ。方向性や具体的な項目、

構成等について、更なるインプットをいただきながら、包括的かつでき

るだけ具体的なものとして検討していく》 

 

（２）家計（個人）の経済活動や生活等に対する効果 

   ①資産形成の充実 

・ ２．の将来社会像で示された世界では、家族の状況から家計の収

入/支出に至るまで様々なデータが日々収集されるとともに AI に

よって分析され、効率的なライフプランが提案される。将来必要

となる支出、運用すべき或いは可能な資産等が「見える化」され

るため、それぞれのライフプランに応じて、家計から中長期スパ

ンでの投資資金が市場に向かうことが見込まれる。 

・ 技術革新により、選択できる投資の幅が広がること、投資に始め

る際の金銭面、知識面の敷居が低下すること、資産運用アプリの

普及でより投資情報が得やすくなる等により、家計から投資資金

が市場に向かうようになることが見込まれる。 

   ②消費の高度化、活性化 

・ 決済手段の多様化等により安心・安全な決済手段の充実やトラン

ザクションコストの低下が実現すれば、例えば海外の商品等も高

い手数料が掛かることなく購入できるようになる等、家計の消費

活動の活性化が見込まれる。 

・ キャッシュレス決済の普及により、消費者の決済の利便性向上を

通じた購入機会の増加が期待され、社会全体として消費の活性化
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が見込まれる。 
 

（３）企業（主に中小企業）の経済活動に対する効果 

   ①生産性向上 

・ 我が国の環境では、これまで帳簿関係の書類等を全て紙ベースの

資料で保存をしていたような、金融 IT サービスをこれまであまり

利活用していなかった中小企業等においては、例えば、帳簿の自

動作成等がなされることで、生産性向上等に大きな効果が見込ま

れる（人手不足の解消にもつながる）。 

   ②資金繰り改善 

・ トランザクションコストの小さい決済サービスが実現することで、

月末締めで行っていた決済が、商取引の都度きめ細かく実行でき

るようになること、トランザクションデータに基づいた短期間の

つなぎ融資を簡単に受けることができるようになること、自社の

将来のキャッシュ・フローが細かく「見える化」することで予期

せぬ資金不足が生じなくなること等により、企業の資金繰りの改

善（キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）の短縮）が

見込まれる。 

 

（４）金融機能の提供者に対する効果 

①新たなサービスや提供主体の登場 

 

②生産性向上・事業効率化 

 

③サービスの充実 

・ 綿密なビッグデータの収集が可能になり、FinTech ベンチャー等

と提携すること等により、自社だけでは提供できなかったサービ

スをはじめとしたより顧客利便性の高いサービスの提供が可能に

なる。 

 

（５）公的部門（国、地方自治体等）に対する効果 

・ 行政 API の開放等を通じて、納税手続をはじめとしたあらゆる行

政手続等がデジタル化し、行政コストの小さい、時間のかからな

い簡便な行政サービスの提供が可能になる。その結果、金融サー
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ビスのユーザーがオンライン上で一気通貫してあらゆるデータの

融通を迅速に行うことができるようになり、FinTech サービスの

メリットを最大限に享受することが可能となる。 
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４．FinTech 社会の実現に向けた道筋 

・ FinTech 社会の実現に向けた道筋について、FinTech 時代の社会がどう

あるべきか、国民生活や企業の事業環境がどのようになっていくのかにつ

いて思い描きながら、各プレイヤーが努力することが重要。 

・ 当然、このような将来社会像は不確実性を伴うものであるが、それぞれの

プレイヤーが取組を進め、より良い方向に修正しながら未来を形づくって

いくことが重要。 
 

《FinTech 社会の実現に向けた道筋をどのように取扱うことが適切か。その

際に何らかの指標の設定が有効であるか。》 

 

＜FinTech 社会の実現に向けた道筋のイメージ＞
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５．FinTech 社会の実現に向けた方向性 

（１）導入 

・ FinTech が注目されるのは、「金融」の本質的な機能は大きく変わ

らないが、その担い手が変化ないし多様化し、機能をよりユーザー

視点に立って発揮できる革新的なサービスが次々と生まれることに

より、「あらゆる経済活動に伴う『お金』の流れを支える機能」とし

ての「金融」が、いかにその機能をより効率的に発揮できるように

なるかを問い直すことが求められるため。 

・ ユーザーの目線に立った上で、どのような金融機能が求められるの

か、それをどのような形で提供するのか。それを実現するため、単

に技術の活用にとどまらず、（金融サービスの提供企業等は）どのよ

うな課題意識、経営戦略を抱きながらそれを提供していくのか。 

・ ここでは、主に本検討会合等において議論された、新たな金融サー

ビスの担い手に期待される役割について提示する。 

・ これに加え、同様に金融サービスを支えるシステムの提供者（IT ベ

ンダー等）に期待される役割についても提示。 

・ 新たな金融サービスを活用するために、ユーザーとしての企業や個

人に期待される役割についても触れる。 

・ また、政府等の公的部門についても、（制度等の環境整備を行う主体

としてのみならず）さらに金融サービスのユーザーに対して行政サ

ービスを提供する主体としての政府に期待される役割を示す。 

 

  《以下、検討会合での議論等を踏まえ、さらなるインプットを得ながら記

載を充実。世界的な動向についてもより突っ込んだ議論ができないか》 

 

（２）FinTech 社会の金融サービス提供者 

①新たな FinTech の担い手（ベンチャー企業等） 

・ イノベーションの担い手として、大胆かつ自由な発想・スピーデ

ィな意思決定のもと、我が国の FinTech 時代の先陣を切っていく

ことが期待される。 

・ シリコンバレーでは、マネタイズを後回しにして、先ずは世の中

を非常に便利にしたいという行動原理のもとで立ち上がっている

FinTech ベンチャーもあり、そうしたベンチャーへの VC 投資も

活発。また、社会的に見てもベンチャーが大企業にイノベーショ
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ンを強く迫るということでプラスであるという見解もあり、我が

国にとっても大企業のイノベーションを推進していくという役割

が期待される。 

・ 我が国においては、金融機関に対する信頼性が高いため、FinTech

ベンチャーが事業をスケールする為には、既存金融機関との連携

も重要。一方で、既存金融機関は先述のとおり高い信頼性が求め

られる故に、連携するベンチャー企業側にもコンプライアンスや

セキュリティに関するリテラシーも必要。 

 

②既存金融機関 

（a）デジタル・レジリエンス（digital resilience）への対応 

 《FinTech 研究会及び FinTech 検討会合において以下のような論点につ

いて議論があったところ、どのような整理が必要か。》 

 

・ 金融機能の提供者（特に金融機関）には、デジタル・ディスラプシ

ョン（digital disruption）を恐れるのではなく、技術革新により新

規需要/代替需要等、ビジネスチャンスが生じる機会が存在し、さら

には自らの事業の効率化にも資するものとして積極的にデジタル・

レジリエンス（digital resilience）を高めることが期待される。 

・ FinTech はこれまでの「金融業界」の地図を大きく塗り替える（ア

ンバンドル化と再構成等）もの。金融機関が社内に抱える人材・技

術・ビジネスモデル等の経営資本でどの程度の対応が可能か。 

・ 今後、金融機関が digital disruption から避けることは不可能だと

した場合、経営理念として、どのような認識が必要か。 

・ また、既存の顧客ネットワークや決済インフラ・システムなど、持

てる者、守るものがある者、失うものが多い立場である既存金融機

関のいわゆる「イノベーションのジレンマ」が指摘されたが、どの

ような対応が必要か。 

 

（ｂ）ユーザー本位のビジネスモデルへの転換 

・ FinTech が企業経営に与えるインパクトの一例として、企業間の競

争が価格や技術の優位性の競争から、顧客の体験価値の競争（ユー

ザー本位）へと変わっていく。 

・ 技術革新により、ユーザー側と企業側の情報の非対称性の解消が進
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んだことや、ユーザーのニーズに沿ったオーダーメイドなサービス

の提供が可能になったこと等による。 

 

（ｃ）ビジネスの構図を大きく変えるコア技術の導入 

・ 注目すべき技術として、ブロックチェーン、ビッグデータ、非接

触決済等の分野が挙げられた。特にブロックチェーン技術につい

ては、我が国の決済システムそのものを根本から変える可能性の

ある技術。 

・ 他方で、サブプライム問題に係る証券化の例に示されるような「ブ

ラックボックス化」を避ける必要があるとの認識も。 

 

（ｄ）オープン・イノベーション、競争と協調 

・ 金融機関同士ないしFinTechベンチャー企業の健全な競争環境を

整えるとともに協業が促されることは重要。 

・ ベンチャー企業との連携（提携や買収等）に当たっては、多様性

を許容できる文化を醸成することが必要。 

・ また、我が国においては先般の銀行法改正により、5％の出資制限

が緩和されたことを踏まえ、既存金融機関にとって、FinTech ベ

ンチャー企業との協業関係をどのように構築していくべきかを検

討する段階。 

 

（ｅ）海外展開/既存インフラの活用 

・ 既存の金融インフラを活かして、海外特に新興国への進出を図る

という方策も重要（モバイルバンキングや、クレジットカード会

社の加盟店ネットワーク等）。 

・ 新興国では、これまで金融サービスを享受できなかった人々が多

数を占めるため、こうした取組は Financial Inclusion（金融包摂）

の側面も重要。 

・ 既に金融の制度が整備され、プレイヤーが整っている先進国と、

これから事業が立ち上がりゼロベースで規制を設計できる途上国

の間の「イノベーターのジレンマ」も存在。 

・ 本質的な FinTech ビジネスを行うには新興国の方が適している。

特にアジア圏においては、中国が一つのモデルを確立して、東南

アジアに出ていく動き。 

・ 日本の FinTech のグローバル戦略を考える場合、東南アジアを含
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めたアジアの地域は、最初に候補になる市場。この市場における

中国を初めとする国々との競争に対応するための経営戦略が必要。 

 

（ｆ）費用削減/効率改善 

《FinTech 研究会及び FinTech 検討会合において以下のような論点につ

いて議論があったところ、どのような整理が必要か》 

・ 既存金融機関のコスト構造について、固定費（人件費・店舗費・シ

ステム費）が収益に対して大きくなっているのではないか。その要

因はどのようなものによるのか。 

・ 我が国既存金融機関の競争力強化のためにどのような取組が必要か。 

 

③新たな金融サービスの担い手（事業会社） 

・ 事業会社はユーザーに最も近い位置に在り、ユーザーの情報も広く

有する立場にあることから、よりユーザー本位のサービスの提供が

可能。 

 

（３）金融サービス提供者のシステム提供者（IT ベンダー等） 

・ 人事、経理、財務など企業のバックオフィス改革の鍵を握る存在。 

・ FinTech に最も disrupt される存在となりうるのは IT ベンダー。 

・ IoT 時代に向けて、クラウド、RPA（ロボティクス・プロセス・オ

ートメーション）、Web API などの新技術を取り込む経営の革新が

求められる。 

 
（４）金融サービスのユーザーとしての中小企業等 

・ 中小企業は我が国企業の 99％以上を占めており、FinTech を活用

することによる中小企業等の生産性向上等が我が国の産業の競争力

強化に与える影響は大きい。 

・ IoT 時代においてはデータの価値の最大化が競争力の源泉となるこ

とを踏まえ、未来投資の一環として、クラウド会計・経理サービス

等の FinTech サービスを積極的に導入することによりバックオフ

ィスの効率化、経営の高度化に努めることが期待される。 
 

（５）金融サービスのユーザーとしての家計（個人） 

・ FinTech サービスを活用して、効率的な資産形成等が可能になるた

め、積極的な活用が期待される。 
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（６）行政 

・ FinTech サービスの活用のみならず第 4 次産業革命の進展を通じ

て、個人・中小企業等におけるあらゆるデータの電子化/融通（デジ

タル・ファースト）が期待される中、紙媒体を前提とした行政手続

の存在や、行政情報が民間サービスで利用できる形になっていない

こと等により、結果として行政分野がボトルネックとなって、我が

国全体の業務デジタル化・効率化が進まない恐れが存在する。 

・ このため、行政側も、データ流通環境における一プレイヤーである

との認識を強く持ち、行政機関（国、自治体）の第 4 次産業革命対

応を進めていくことが求められる。 

 

  



 

17 
 

６．FinTech を経済・産業の発展につなげるための政策課題・必要

な取組 

 《検討会合での議論等を踏まえ、第 4 回検討会合後に記載予定》 
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７．実現に向けたロードマップ 

《第 4 回検討会合後に記載予定》 

 

 


