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【クレジットカードデータ利用に係る API 連携に関する検討会中間取りまとめ（案）】 

４．「API 連携の促進の方向性」以降の骨子（案） 

 

４．API 連携の促進の方向性 

（１）クレジットカードに関する新サービスの提供形態 

○新サービスが提供される上で、事業者の立ち位置として、消費者との接点を持つ

サービス提供者（①）と、そのサービスの実現に必要な技術や情報をサービス提

供者に提供する事業者（②）の２つが考えられる。具体的な事業者として、カー

ド会社、FinTech 企業(以下、FT 企業という)、国際カードブランドを想定すると、

このうち国際カードブランドは、サービス提供者をサポートする立ち位置をとっ

ている1(②に相当)。 

 

○サービスの提供形態をパターン分けをすると、主に以下の３タイプになる。 

 
 

（２）クレジットカードサービスにおける API 連携の具体的なイメージ 

○Ａの自前主義でのサービス提供は、サービス創出の迅速性に一定の限界。 

○Ｂは、 

・消費者が複数のカード会社のカードを保有する場合、それらのカードを包含す

る横断的なサービスへの対応は一社では困難。 

・消費者との関係で責任の所在がカード会社にあり、これまでカード会社はセキ

ュリティや利用者保護等の対応を行ってきた。 

○Ｃは、 

・複数のカードを持つ消費者に対して、FT 企業が複数のカード会社をまとめられ

るため有効。 

                                                  
1 海外を中心に、カード発行会社のアプリにカードのセルフコントロールや決済完了通知アラートを実現

するためのソリューションを提供することで、アプリの機能拡充に寄与している(B のケース)。 

資料３ 



 

2 
 

・日本には、オフアス取引とオンアス取引がある。オフアス取引のみを制御でき

るブランドのシステムではなく、カード会社のホストシステムから両取引を制

御することが効果的。 

・カード会社と FT 企業間で、通常時及び問題発生時のルールが定まっていない。 

→Ｃのカード会社の API 接続を促進すべき。 

 

カード会社－FinTech 企業における API 連携のイメージ(オフアス取引)2 

 

〔右側のアクワイアラの API 連携について、GL の対象とするニーズを改めて確認〕 

 

（３）API 連携の実施のための課題 

○カード会社と FT 企業間で、通常時及び問題発生時のルールが定まっていないこ

とは、連携を躊躇させる要因。そこで、カード会社と FT 企業がセキュリティや

利用者保護について十分な措置・体制がなされている必要がある。 

 

○本検討会では、そのための仕組みをリスクベースアプローチで検討した。 

 

（４）カード会社の API 連携によって創出されるサービスのリスク 

○改正銀行法に基づき API 連携を行う金融機関のサービスは、決済指図伝達型と口

座情報取得型が想定されている。 

 

○カード会社の API 連携によるサービスについて見ると、支払いに関する部分はカ

ード会社の主要な事業分野なので、ここを第三者に任せるというのは想定しにく

                                                  
2 両者間での API 連携に係る契約締結が前提（①）となる。その上で、消費者（サービス利用者）は、利

用明細の取得・提供等のサービスを実施している FinTech 企業に対し、そのサービスの利用申請を行う

(②)。更に、利用申請を行う際に当該サービスにカード情報等を連携させるため、サービス利用者は、

イシュアに対し、API 連携のための認証を行う (③) 。これらの結果、FinTech 企業はイシュアに API 接

続を行うことができ(④)、サービス利用者はFinTech企業から当該サービスを受けられるようになる(⑤)。 
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く、改正銀行法における決済指図伝達型に相当する個人の預金等の移動を伴うサ

ービスを FT 企業が行うことは当面想定されないと考えられる。〔改めて確認〕 

 

○決済指図伝達型は更新系 API3に当たるが、カード会社の場合は、例えばポイント

利活用では、毀損する資産は所有するポイントの範囲に限られる4と考えられ、

カードセルフコントロールでは、カードが使えず消費機会を逸失するが直接個人

の資産が毀損されるわけではないと考えられる((Ａ)その他更新系 API サービ

ス)。このように、利用者に生じるリスクは金融機関における API 接続に比べ相

対的に小さいと考えられる。〔改めて確認〕 

 

○参照系 API の場合は、銀行口座には、入金(所得等)、出金、残高といった個人の

情報が含まれる一方、カード利用履歴を取得するサービス((Ｂ)口座情報取得型

相当)やその他カード特有のサービス(Ｃ)には、カード利用額や利用店舗等の情

報が含まれる。利用者に生じるリスクは更新系 API に比べて小さいと考えられる。 

 
 

（５）API 連携促進の方策－法整備/ガイドライン(以下、GL という)策定等の必要性 

○リスクが相対的に小さく、かつビジネスモデルの進展等が速い分野では、利便性

と安全性を両立させるための必要なルールは、一定の期間を要する法令等の改正

（結果的に FT 企業を一方的に規制してしまう、イノベーションの創出に合わな

いおそれ）より、新たな動きに応じて迅速かつ柔軟に設けられる GL で対応する

                                                  
3 カード会社のシステムと接続する API には、主に、システム内のデータを取得する参照系 API と、シ

ステム内のデータを変更する更新系 API の 2 種が存在。 
4 2016 年 3 月末の家計の資産における流動性預金（当座預金、普通預金、貯蓄預金等）が 365 兆円に対

し(日本銀行「資金循環統計」)、クレジットカードのポイント発行額は 2014 年度で 2313 億円(野村総合

研究所推計<https://www.nri.com/jp/news/2016/161005_1.aspx>)。 
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ことが望ましい。 

 

○また、API 連携が実際に実施されていくことを担保するため、GL の実効性を確保

する仕組みを構築することが重要。API 連携が円滑に進まない等、GL では実効性

が確保できない場合は、法令を含めた対応を改めて検討する。 

 

（６）カード会社の API 連携促進の基本思想 

○カード会社における API 連携を促進するに当たり、情報漏えい等を起こし消費 

者に被害を与える可能性の高い FT 企業は排除する必要がある。このような FT 企

業を排除する仕組みとして、API連携のための適切な措置・体制がなされており、

連携しても問題のない FT 企業か否かを確認するための要件を予め定めることが

有用である。 

 

○加えて、オープンイノベーションを促進する観点から、要件を満たすか否かの判

断をカード会社が迅速に行うために、当該判断をする上で客観的事実を活用でき

るような仕組みが重要である。 

 

○具体的には、FT 企業による金融機関との連携実績を客観的事実として活用する

ことが考えられる。 

以下はそのイメージであり、その他参照系 API サービス(Ｃ)が、口座情報取得型

相当のサービス(Ｂ)と同等の要件が求められるものと仮定している。 

 

＜ケース①＞ 

カード会社に API 連携を求める FT 企業が、改正銀行法に基づき、金融機関が作

成・公表した基準を満たして金融機関と連携を行っている電子決済等代行業者

（決済伝達型）の場合 

   ①－Ａ：当該 FT 企業がその他更新系 API サービスを提供する場合 

→適切な措置・体制がなされていると原則判断できる。 

   ①－Ｂ：当該 FT 企業が口座情報取得型に相当するサービスを提供する場合 

→適切な措置・体制がなされていると原則判断できる。 

   ①－Ｃ：当該 FT 企業がその他参照系 API サービスを提供する場合 

       →適切な措置・体制がなされていると原則判断できる。 

 

＜ケース②＞ 

カード会社に API 連携を求める FT 企業が、改正銀行法に基づき、金融機関が作

成・公表した基準を満たして金融機関と連携を行っている電子決済等代行業者

（口座情報取得型）の場合 

   ②－Ａ：当該 FT 企業がその他更新系 API サービスを提供する場合 
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→適切な措置・体制がなされていると判断できない。 

   ②－Ｂ：当該 FT 企業が口座情報取得型に相当するサービスを提供する場合 

→適切な措置・体制がなされていると原則判断できる。 

   ②－Ｃ：当該 FT 企業がその他参照系 API サービスを提供する場合 

       →適切な措置・体制がなされていると原則判断できる。 

 

  ＜ケース③＞ 

カード会社に API 連携を求める FT 企業が、金融機関と電子決済等代行業を行っ

ていない場合 

→適切な措置・体制がなされていると判断できない。  
 

○ケース①、②、③ともに、利用者に被害を与えることのないようにするには、FT

企業のみならず、カード会社側もセキュリティ、利用者保護等に関する措置・体

制を採る必要がある。 
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５．GL の内容と考え方 

（１）GL の対象範囲 

○対象範囲は、イシュアにおける API とする5。 

 

○GL の内容は、提供されるサービス単位で考える6。 

 

○GL の対象とするサービスは、今回提案されたサービスのうち、API 連携が有効で、

今後普及する可能性の高いものを中心に特定していく。また、今後 GL の対象と

するべき新しいサービスが出てきた場合は、適宜その追加を検討する。 

 
 

〔今後の検討事項〕 

○GL の対象とすべき FT サービスを特定する。 

 

 

 

 

                                                  
5 アクワイアラにおける API については、具体的なサービスが今後出てきた場合、GL の対象範囲として

追加することを検討する。 
6 サービスを提供するのは FinTech 企業に限らず加盟店も考えられるとの指摘があった。具体的には、ス

ーパー等の小売店が、消費者に普段利用されているカードを登録してもらい、その利用履歴を元にクー

ポンを送るような CLO サービスを行うこと等が想定される。 
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（２）GL の内容 

○以下のステップごとに、GL に盛り込む。 

 
 

【ステップ１】FT 企業／カード会社に必要な API 連携のための措置・体制 

（１）FT 企業に求められる措置・体制 

○客観的事実(FT 企業による金融機関との連携実績)により、FT 企業が API 連携

のために採る措置・体制が適切か否か、P.4 のケースごとにカード会社が判断

すると、以下の表になる。 

 

 

  ＜パターン１＞ 

金融機関との連携実績から、API 連携のための適切な措置・体制がなされている

と判断できる場合（上の図の青の部分） 

○FT 企業はカード会社に原則 API 連携を行うことができる。 

 

○現在までの検討で、FT企業によるカード番号情報等の取扱いの有無によって、

採るべき措置・体制に差が生じることが指摘された（PCI DSS への準拠）。 
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＜パターン２＞ 

金融機関との連携実績だけでは判断できない場合（上の図のオレンジの部分） 

○連携しても問題のない FT 企業か否かを確認するための要件を予め定めること

が有用である。 

 

○FT 企業に求められる要件は、提供するサービスにおいて問題が生じたときに利

用者が被るリスクに応じたものにする。リスクは、主に資産毀損や情報漏えい

が考えられる。 

 

 

○FT 企業に求められる要件は、主にセキュリティ(A)、利用者保護(B)とする。 

（要件例）〔以下 P.10 までの例は、議論用として記載〕 

 ●セキュリティ 

・外部からの不正アクセスへの対策が実施されていること。 

・内部からの不正アクセスへの対策が実施されていること。 

・万が一不正アクセスが起きた場合の対応が事前になされていること。 

 ●利用者保護 

・個人情報の取扱いや法令遵守に関して適切な運用がなされていること。 

・利用者に対する情報表示が誤認・誤解を招かない形でなされていること。 

・サービスにおいて問題が生じ、利用者が被った被害に対して FT 企業に責任

が生じた場合、利用者への補償が適切になされるよう手当がなされているこ

と。 

 

○改正銀行法において規定された電子決済等代行業者の義務及び「オープン API

のあり方に関する検討会」での検討内容を参考にする。ただし、現在までの検

討で、FT 企業によるカード番号情報等の取扱いの有無によって、採るべき措

置・体制に差が生じることが指摘された（PCI DSS への準拠）。 
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〔今後の検討事項〕 

○GL の対象となる FT サービスごとに想定されるリスクの検討。 

○当該 FT サービスを行う FT 企業に求められる、リスクに応じた要件及びその 

水準の検討（★の数）。 

（要件の水準例） 

●セキュリティ 

・ＡＰＩ連携における認証方式の強度 

・内部のサーバールームのセキュリティ強度・監視頻度 

・不正アクセス発生時のカード会社との情報連携の範囲 

●利用者保護 

・個人情報の取扱い等に関する規定の範囲 

・利用者に表示する情報の範囲 

・利用者に対する補償の対象範囲及び金額 

 

○上記要件を満たすための具体例の検討（性能規定を原則）。 

（具体例） 

●セキュリティ 

・ウイルス対策ソフトの導入／ネットワーク監視 

・役職員に対するシステムアクセス権限の適切な設定・運用 

・不正アクセスの判明後すぐにサービス利用の制限・停止が可能なシステ

ム設計・仕様にすること 

●利用者保護 

・個人情報の取扱いや法令遵守に関する適切な方針の規定 

・利用者に十分配慮した画面構成や画面遷移による情報提供 

・問題発生時の対応窓口の設定 

 

（２）カード会社の採るべき措置・体制 

（ア）FT 企業が API 連携のための適切な措置・体制がなされているか否かの確認 

＜パターン１＞ 

○カード会社は原則 API 連携を行う。 

○API 連携をしない場合、カード会社はその旨を理由とともに公表する。 

 

＜パターン２＞ 

○FT 企業が、GL で示す、サービスごとの FT 企業に求められる要件を満たす

場合、カード会社は原則 API 連携を行う。 

○API 連携をしない場合、カード会社はその旨を理由とともに公表する。 
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 （イ）その他、カード会社が採るべき措置・体制 

○カード会社においても、サービス内容のリスクに応じて、セキュリティ、利  

用者保護等に関する措置・体制を採ることとする。 

（具体例） 

●セキュリティ 

・FT 企業に付与するアクセス権限(取得可能なデータ項目、更新可能なカ

ード会社のシステム上の設定値等)について、必要な範囲に限定すること 

・FT 企業に発行するトークンの偽造・盗用対策の実施 

●利用者保護 

・FT サービスの利用者がカード会社のシステムに ID・PW を入力して認証を

する時に、カード会社は利用者が確認すべき情報を提供すること（API 連

携するサービス等の名称、FT 企業に付与する権限の内容・範囲等） 

・サービスにおいて問題が生じ利用者が被害を被った際のカード会社・FT 

企業の責任分担に係る補償範囲・方法等の事前の取り決め 

 

○改正銀行法において規定された金融機関への義務及び「オープン API のあり 

方に関する検討会」での検討内容を参考にする。 

 

〔今後の検討事項〕 

○セキュリティ、利用者保護等に関する措置・体制の具体例を検討（性能規定  

を原則）。 

 

（３）GL の実効性確保の仕組みづくり 

○政府は、＜パターン２＞に関して、サービスの種類ごとに FT 企業に求める要

件を定める。 

 

○カード会社は、FT 企業から連携を求められた場合、API 連携の方針及び要件確

認の結果を公表する。 

 

○GL のプロセスに沿って API 連携に関して協議する中で問題が生じた場合、カー

ド会社及び FT 企業は政府に対して相談することができる。政府は、その内容

を踏まえて、対応を検討する。 

 

○GL で対象とされているサービスに係る API 連携の実施状況及び GL への準拠状

況について、カード会社及び FT 企業にアンケート調査を行い、適切な連携が

行われているかどうか、政府がモニタリングする。 
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【ステップ２】費用分担等の考え方 

○収益配分やコスト負担について、金融機関と FinTech 企業との先行事例も参考に

しながら、カード会社及び FT 企業間で協議して決定する。 

 

○カード会社のシステムの中のデータ自体を書き換える更新系 API と情報を取得

するだけの参照系 API を比べると、参照系 API は資産の毀損といったリスクが小

さいため、より幅広な連携に向けた検討が望まれる。 

また、参照系 API は更新系 API に比べて、カード会社及び FT 企業双方にとって

利益に繋がりにくい面があると考えられるが、消費者の利便性の向上の観点から、

前向きな協議が期待される。 

 

【ステップ３】API 仕様の標準化（開発原則、開発標準、電文仕様） 

○開発原則と開発標準は、金融機関と同様の内容で取りまとめる方向が適当。 

 

 

○電文仕様は、開発の効率化の観点でできるだけ共通化する。標準を策定する対象

は、GL の対象とするサービス内容によって、利用店舗名、利用金額、充当ポイ

ント額等の項目が考えられる。 

 

〔今後の検討事項〕 

○標準化が望まれる項目についてサービスごとに検討する。 
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６．GL 検討の留意点 

○５．の内容を踏まえて検討を進め、今年度中に GL を策定する。 

 

○同時に、(一社)日本クレジット協会においても会員会社を集め、より実効性のあ

る GL にするための議論を重ね、本検討会と連携することとする。 

 

○今後の検討に際しては、以下の点について留意する。 

・FT 企業が複数のカード会社と連携するための要件を満たしているか否かの確認

の際、カード会社による確認結果を他のカード会社も参照・共有する仕組みを検

討する。（短期間で同一の FT 企業に対する複数のカード会社による審査が行われ

ることを回避できる。また、一定期間経過後に別のカード会社による確認結果を

既に API 連携しているカード会社が活用することで、直近の FT 企業の状況を確

認できる。） 

 

・GL 策定時に発想できなかったようなセキュリティ等に関する措置・体制でサー

ビスを提供する FinTech 企業が出てきた場合、既定の GL の要件を満たしている

ように認め難いという理由で、そのサービスの実施が阻害されるのは好ましくな

い。本 GL に準拠しているように形式上見えないケースでも、カード会社及び FT

企業間の合意の上で API 連携を行うことは妨げない (GL の規定と同等の代替措

置・体制を実質的に採っていることが前提)。また、模範とするべき事例の場合

は、GL への追加も検討する。 

 

・カード分野の API 連携の将来像や目標に関して検討する。（例：GL 策定後○年以

内に、FT 企業から API 連携を求められた主要なカード会社において、GL に規定

されたサービスの API 連携がなされていること。） 

 

・健全なサービス利用には、カード会社及び FT 企業における利用者保護の対応に

加え、消費者側の一定の理解も必要となる。例えば家計簿アプリにおいては、カ

ード会社からのデータ収集方法として、現在のところスクレイピングが大宗を占

めているが、消費者にとってセキュリティ等の面で問題がある。こうしたことに

関する理解の促進のため、政府及び業界が消費者との緊密なコミュニケーション

を通じ、意識啓発や理解増進を図ることが重要である。 


