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FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（FinTech検討会合） 
開催趣旨 

 経済産業省では、FinTechに関わる実務家や有識者による議論等を踏ま
え、FinTechに関する総合的な報告・提言を取りまとめ、公表する予定。 

 本検討会合では、FinTechが経済社会に与えるインパクトやFinTechに関
する課題、今後の政策の方向性等に関し、経営者等ハイレベルな視点から
以下のような論点について議論いただく。 
 

＜検討テーマ＞ 
① FinTechが経済・社会に与えるインパクトをどう理解すべきか。 

• グローバルな動向、日本の文脈と国際比較（社会課題・潜在／顕在ニーズ）等 
 

② FinTechが経済・産業の発展につながるために解決すべき課題は何か。 
• ビジネス環境、競争・協調環境、情報活用、ITシステム、技術、イノベーション等 

 

③ 課題を克服するために必要な官民の取組はどうあるべきか。 
• 政策・制度など環境整備、民間における取組み等 
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FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（FinTech検討会合） 
参加者名簿 

伊佐山　元 株式会社WiL　共同創業者CEO
岩下　直行 日本銀行　決済機構局FinTechセンター長
太田　純 株式会社三井住友銀行　取締役兼専務執行役員
翁　　百合 株式会社日本総合研究所　副理事長
櫻田　謙悟 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社　グループＣＥＯ取締役社長
辻　　庸介 新経済連盟幹事・FinTech PTリーダー

兼　株式会社マネーフォワード　代表取締役CEO
二村　浩一 山下・柘・二村法律事務所　弁護士
浜川　一郎 株式会社ジェーシービー　代表取締役兼執行役員社長
増島　雅和 一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS　代表理事

兼　森・濱田松本法律事務所パートナー
丸山　弘毅 一般社団法人FinTech協会　代表理事

兼　株式会社インフキュリオン　代表取締役
柳川　範之 東京大学大学院経済学研究科　教授　兼　金融教育研究センター

フィンテック研究フォーラム代表
（事務局）

福本　拓也 経済産業省　経済産業政策局　産業資金課長
（オブザーバー）　　

金融庁



FinTechが経済、社会、企業経営等に与えるインパクトをどう認
識しているか。特に着目すべき変化は何か。 

今後の環境変化に対応するために、必要な環境整備や政策は
何か。 

FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（FinTech検討会合） 
第1回 論点 

そうした環境変化の中、企業（金融機関及びFinTech企業
等）として、どのようなことを経営課題として捉えているか。 
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産業・金融・IT融合（FinTech）の課題とあり方 
プロジェクトの進め方（イメージ） 

国内外有識者・金融機関・スタートアップ・当局等 

プロジェクトのアウトライン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/10/06 
第1回 
産業・金融・IT融
合に関する研究会
(FinTech研究会)
開催 
 

10/16 
第2回 

4/21～5/23 
パブリックコンサルテー
ション 
※発言集・論点整理意
見・情報等募集 

4/27 
第11回 

初夏 
 

最終報告 
 
 
 
 
 
 

FinTech 
検討会合 
第一回：7/1 
第二回：7/28 

フィード 
バック 

フィード 
バック 

フィード 
バック 

フィード 
バック 発信 発信 発信 

4 

6/2 
日本再興戦
略2016 
決定 

12/16 
第7回 
 

2016/1/20 
第8回 
 

2/8 
第9回 
 

2/22 
第10回 

11/19 
第3回 
 

11/27 
第4回 
 

11/30 
第5回 
 

12/04 
第6回 

フィード 
バック 



参考資料 
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FinTechとは 
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  リーマンショックによる銀行不信 

• 融資金利上昇・貸し渋り 
• 預金金利低下 

 IT技術の進展 
• スマートフォン普及による顧客接点獲得容易化 
• クラウドサービス普及によるサービス提供コスト低下 
• ビッグデータ活用、AI等による分析技術向上 
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IT技術の進展による金融サービスの進化 
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従来の金融サービス 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○ 従来の金融サービスの構図１）① FinTechが、これまでの金融サービスやビジネスのあり方にどのような影響をもたしているのかを見るために、2枚のスライドを用意しました。２）① 一枚目。非常に単純化するとこれまでの世界はこんな感じです。�② 家計、個人と企業の間、または個人と個人の間に常に「金融機関」が入っています。�③ そして、その金融機関がフルパッケージのサービスを提供します。　・ 例えば、銀行は、預金を集め、口座を作り、決済し、送金を行い、お金を貸したり、投資をしたりします。　・ 保険会社も、いろいろな種類の保険をフル・メニューで揃えています。�④ あらゆるサービスを揃えている銀行。これは、お店に例えれば、なんでも一通りのものが揃うスーパーマーケットか百貨店と言えます。



少額・積立投資 

オンライン・短期少額・自動融資 

データアグリゲーション 
（家計情報） 

従量制自動車保険 

SNSやEコマースのリアルタイム 
取引動向を活用した与信・融資 

クラウドファンディング・P2Pレンディング 

ロボアドバイザー 

カード不正利用防止セキュリティ 

業種の壁を越えて拡大するFinTechサービス 

決済＋運転資金融資 

モバイル送金 

ビットコイン取引所 
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テレマティクス情報サービス 

ドングル決済 

クラウド・自動会計 



 産業・金融・ＩＴの融合（FinTech）は何をもたらすのか、世界の動向を把握しなが
ら議論し、政策上の課題や対応の方向性を検討。 

 研究会での議論た対話を通じて、検討すべき論点や仮説、課題を探っていくため、各
回のテーマは各回での議論を踏まえて柔軟に設定。 

 現状を多角的に捉え、多様な視点から議論するため、各回のテーマに応じてメンバー
を設定（オムニバス形式） 

産業・金融・ＩＴ融合に関する研究会（FinTech研究会） 

【論点イメージ】 
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【参考】産業・金融・ＩＴ融合に関する研究会（FinTech研究会）開催実績 
第１回 10月 6日 FinTechは日本に新たな産業を生み出すのか 

第２回 10月16日 FinTechは日本に新たな産業を生み出すのか 

第３回 11月19日 FinTechはビジネスモデルに変革をもたらすのか 
 ―金融情報活用のあり方 

第４回 11月27日 FinTechは企業経営に革新をもたらすか 
 ―BtoBサービスとしてのFinTech 

第５回 11月30日 FinTechは金融ITシステムに変革を迫るのか 

第６回 12月 4日 海外におけるFinTechの動向、日本への示唆・連携の可能性 
（於：英国大使館) 

第７回 12月16日 FinTechは家計管理、資産運用に変革をもたらすのか 

第８回 1月20日 FinTechビジネスの国際的な動向と日本への示唆 

第９回 2月8日 FinTechは日本に何をもたらすのか 

第10回 2月22日 FinTechは保険分野に変革をもたらすのか 

第11回 4月27日 FinTech研究会第1回～10回を踏まえて 
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青木 計憲(デロイト) 荻原 充彦(メタップス) 小宮 聡(三井住友海上火
災保険) 

谷澤 進(西村あさひ法律
事務所) 

松本 大(マネックス) Andrew White
（FundApps） 

阿部 展久(みずほFG) 荻生 泰之(デロイトトーマ
ツコンサルティング) 

佐々木 大輔(freee) 中島 正朝(損害保険ジャ
パン日本興亜) 

丸山 弘毅(FinTech協会) Anna Wallace（FCA 
Innovation Hub） 

アニス・ウッザマン(Fenox 
Venture Capital) 

オスカー・ミエル(楽天Fin-
Techファンド) 

佐俣 奈緒子(コイニー) 中西 圭(マーシュジャパン) マーク・マグダッド(マネーツリー) Charles Pardue
（Prophis） 

安藤 克行(アイアル少額
短期保険） 

鬼武 辰憲(オリックス) 残間 光太朗(NTTデータ) 長堀 泉(富士通総研) 水野 博商(Square) Grey Baker
（GoCardless） 

安念 宣子(PayPal ) 柏木 亮二(野村総研) 柴田 誠(三菱東京UFJ銀
行) 

中山 知章(三井住友FG) 箕輪 淳一(JCB) Hamish Anderson
（Money Mover） 

五十嵐 康生(TKC) 鹿妻 洋之(オムロンヘルス
ケア) 

柴山 和久(ウェルスナビ) 根岸 正樹(クレディセゾン) 実島 誠(トリプルグッド税理士
法人) 

Ian Rutland（Miura 
System） 

伊佐山 元(WiL) 兼子 邦彦(小島プレス) 杉山 智行(クラウドクレジッ
ト) 

長谷川 潤(Omise) 安田 和義(ソニー損害保険) Sebastian Prokopowicz
（Terian） 

岩井 泰雅(第一生命) 金子 久(野村総研) 鈴木 章吾(ビザ・ワールドワ
イド・ジャパン) 

林 俊助(ドリームインキュ
ベータ) 

村上 隆文(アクセンチュア) Shaul David（UK 
Trade & Investment） 

岩下 直行(日本銀行) 加納 清(NEC) 関 孝則(セールスフォース) 平野 剛(日本取引所グ
ループ) 

山上 聰(NTTデータ経営研究
所) 

Shigeo Mizoe（Optimal 
Payments） 

ウィム・レイマーケルス
(SWIFT) 

加納 裕三(bitFlyer) 妹尾 賢俊(Orb) 深野 康彦(ファイナンシャル
リサーチ) 

山崎 瑠美(Zaim)   Tsuyoshi Ijichi
（WorldRemit） 

江口 清貴(LINE) 北澤 直(お金のデザイン) 高岡 美緒(マネックス) ポール・チャップマン(マネーツ
リー) 

柳川 範之(東京大学) Yoshiyuki Sato（KAL 
ATM software） 

大石 達己(静岡銀行) 木村 真輔(ジャパンネット
銀行) 

高澤 廣志(楽天生命) 本庄 洋介(フィディリティ投
信) 

吉岡 優(GMOペイメントゲート
ウェイ) 

小川 久範(野村リサーチ＆
アドバイザリー) 

岸淵 和也(日本生命) 高橋 正巳(Uber Japan) 本間 正人(ベーカー＆マッケ
ンジー法律事務所) 

吉本 憲文(住信SBIネット銀
行) 

小川 裕之(SBI証券) 北川 烈(スマートドライブ) 瀧 俊雄(マネーフォワード) 前川 龍一(楽天) ラッセル・カマー（エクスチェンジ 
コーポレーション）  

沖田 貴史(ベリトランス) 桑原 茂雄(東京海上日
動火災保険) 

武宮 誠(Dragonfly 
Fintech) 

増島 雅和(森・濱田松本
法律事務所) 

リチャード・ナッシュ（PayPal） 

（敬称略・五十音順） 【事務局】経済産業省、デロイト・トーマツ・コンサルティング   【オブザーバー】金融庁 12 

【参考】産業・金融・ＩＴ融合に関する研究会（FinTech研究会）参加者 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
要リバイス



 中小企業の財務・経理や受発注事務は未だに紙
ベース。IT化が進んでいない。 

 事務を効率化するクラウド会計サービスが台頭。取得
データを経営判断等に活用する動きも。 

 決済データやECサイトでの取引履歴による融資等、
データを活用した与信も出現。 

 FinTechは、企業の生産性向上、経営判断の高度
化、資金調達の円滑化につながる可能性。 

産業・金融・IT融合に関する研究会（FinTech研究会）発言概要 

 技術を活用した顧客視点の利便性向上の動き。 

 金融サービスへのニーズ・インフラは国ごとに異なる。日
本のコンテクスト、ニーズ・課題を踏まえる必要。 

FinTechとは 

 日本では、家計の投資商品の保有比率が低く、保有
者も高齢者に偏重。 

 ロボアドバイザーや家計資産管理等のFinTechは、投
資の敷居を下げ、投資教育にも有用。 

 FinTechの活用に加え、NISAやDC等の普及促進や、
口座開設等の事務手続きの簡素化も重要。 

 FinTechの普及には、消費者からの信頼獲得がカギ。
制度整備に加え、理解の促進が課題。 

BtoC領域 BtoB領域 

 AI・ビッグデータ・IoT 
 非接触決済 
 ブロックチェーン 

 IT技術による参入コ
スト低下 

 欧米での銀行不信 

 信頼や規制対応の知見を持つ既存
金融機関と、サービスや技術に強い
FinTech企業の連携が重要。 

 APIの活用や、データの共有・活用が
しやすい仕組み作りも重要。 

既存金融機関との協調 
 金融と商流の情報を一体的に扱う決

済インフラ等、多様なデータの連携が
サービスの質の向上につながる。 

 技術の進化も踏まえつつ、利便性と情
報セキュリティ・個人情報保護を両立
することが重要。 

 既存金融機関のITシステムは信頼性
は高いが、大規模・複雑で高コスト。 

 信頼性、利便性、コストのバランスを再
考する必要あり。ITベンダーの変革も
求められる。 

 低コストで信頼性の高い分散型のデー
タベース。インターネットの登場に匹敵
するインパクト。 

 活用には、コストとのバランスやプライバ
シー等の課題の検証も必要。 

 既存銀行は100％の安全が求められ、スピード感を持った対応が難しい。 

 新たなサービスを生み出すためには、技術面・ビジネス面の試行的な取組が重要。そのた
めには、失敗のコストを下げる必要がある。 

 金融・ITの両面に精通した人材が必要。人材の流動性が求められる。 

 日本における資金調達のしやすさについては、様々な見方がある。 

 民間企業による過度な自主規制を招かない観点からも、事業の育成と規制のバランスが
重要。 

 紙での手続が前提となるなど、規制と技術にギャップがあり、コスト面等で課題。 
 欧米では、規制のアービトラージを如何に防ぐかが論点。決済関連など近接分野の規

制・制度の整合性が重要。 
 新規参入者への規制当局や専門家によるサポート等の体制構築も求められる。 
 イノベーションと消費者保護のバランスが重要。 

情報の活用と課題 ITシステムの課題 ブロックチェーン 

イノベーション環境・人材 環境整備の論点 

注目技術 背景 

FinTechをとりまく課題 

 多様なデータが取得可能になり、リスク低減や保険ビジネスの変革につながる可能性。 

 データ取得・活用環境の整備や保険料へのデータ反映の是非については課題も。 

 スマホやインターネットの活用により保険の販売・募集の方法にも変化の可能性。 

 AIの活用、IoTの進展等による新たなリスクに対する保険商品の開発にも期待。 

保険領域 
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 中小企業の経営高度化・生産性向上・資金調達円滑化 
 金融機能・インフラの強化、競争力向上 
 FinTech産業の発展（産業の新陳代謝促進） 
 家計管理・資産形成の高度化、リスクマネーの供給増 

 
 

日本の 
文脈 

ユーザー側 金融サービス側 

今世界で起きていること 
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 デジタル化による新たな価値の創出やコストの低下、金融サービスの裾野・機会の拡大 

 今世界で起きていることを把握し、日本の文脈（社会的ニーズ等）で捉える事が重要 

決済等機能毎に特化した金融サービスの提供（ア
ンバンドリング化）、ベンチャーや異業種の参入 
新たな仕組みや従来とは異なる与信方法（日々

の取引情報の活用等）を用いた低コスト化や代替
サービスの開発・提供 
既存金融機関の強みは負担に(リアルの店舗等) 

産業構造・システムの変革 

オープンイノベーション(既存×ベンチャー×異業種) 
流動化した金融人材による起業 

価値創造の方法の変革 カスタマイズされた最適サービスの享受(金利細分化等) 
リアルタイムでの与信等によるビジネスチャンスの拡大 
銀行口座非保有者層の金融サービス享受(金融包摂) 

家計管理・企業会計・確定申告等の自動化、高度化 
決済・送金、資金調達等の利便性向上・コスト低廉化 
AI/IoT/Bigdata等を活用した新サービスの享受 

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 



 
 
人材・資金等のリソース供給やマッチング、規
制対応支援（IoT推進ラボ等） 

オープンイノベーション・エコシステム構築支援 
環境変化に対応する攻めの投資 

 
 

デジタル化推進、データ流通・利用の環境整備 

 
 

FinTechイノベーションに対応する環境整備 

 
 

FinTechの潜在力を解き放つ環境整備 FinTechビジネス・金融イノベーションの促進 

FinTech時代の課題と対応の方向性 

金融機関のイノベーション促進 

FinTechビジネス成長支援 
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高度情報インフラの整備・導入（金融EDI等) 
パーソナルデータ活用のあり方 
情報セキュリティの強化 

データを使い・つなげるためのインフラ整備 

データの電子化（キャッシュレス化等） 
データ標準の整備（クレジットカード等） 

あらゆる情報のデジタル化推進 

ブロックチェーン等の新たな技術への対応 
日本発FinTech技術の活用促進 

新たな技術やサービスに対応した規制・制度
環境の整備（割賦販売法の見直し等） 

イノベーションを促す新たな制度・規制の枠組みへの転換 

技術検証・ビジネス実証の促進 

認証確認手続のデジタル化・簡素化（マイナ
ンバー制度の活用等） 
各種行政手続、プロセスのデジタル化加速 

行政、金融機関等におけるオープンAPI（シ
ステムレベルでの接続口）整備の促進 

FinTechのメリットを最大化する行政プロセス等の変革 

新たなFinTechサービスを生み出す環境整備 
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