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１．提言の趣旨・目的
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１．提言の趣旨・目的

政府の成長戦略では、FinTechの推進が課題になっており、

政党や関係省庁において議論が進められてきているが、
「新経済」を推進する経済団体として、日本の今後の目標
と基本的な方向性を明らかにする。
そのために、第1弾の政策提言を行う。
引き続き、具体的な要望項目等を第2弾の政策提言として
行う予定である。
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２．FinTech推進施策の基本的な考え方
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２．① ３つのミッション
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①低コストでセキュアなユーザ本位のサービスの実現

②経済成長を後押しする新しいお金の流れの実現

③全ての人にとって使いやすい金融インフラ・行政の実現

スマート金融立国によるイノベーション創出



２．② ミッション実現に向けた２つのポイント
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国内金融システムの高度化にむけて

お金の流れが円滑に行われる社会の実現へ
• キャッシュレス化・ペーパーレス化社会の完遂により

あらゆる取引をさらに簡素化・高速化

• 個人金融資産1,700兆円を活用し、運用立国としてより円滑に
金融仲介が行われるシステムへ

• スムーズな本人確認・低コストな行政手続きを可能とするAPI(*)駆動型社会

制度インフラを日本からアジアへ

イノベーションが起こりやすい制度づくり
• EDIによる自動処理が経済活動のPDCAを高速化

• APIにより、必要な情報が自動でコネクトつながる社会

• 上記の絶え間ない変化に対応できる、よりスマートで低コストな金融インフ
ラ・行政

API(*)：Application Programming Interface； システム間のデータ通信を効率的に連携できるようにする方式を指す



２．③ 制度づくりの視点
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• FinTech振興のための制度的支援
 監督官庁における「成長促進・支援」の要素

（Ex. ロンドン、シンガポール）
 時代の流れに沿った規制の継続的な改定

（スマートレギュレーション）
 試行錯誤を通じた、新たなあり方の模索（サンドボックス）

• 規制の見直し
 個人が日常的に接するサービスと法体系には乖離
 意思決定と取引がシームレスに行われることの重要性

• FinTech事業の制度的な位置づけ
 単純な送金・投資であっても、銀行代理店・金融商品仲介業などの

ライセンスの敷居が高い
 産業振興とセキュリティ確保の調和



３．FinTechがもたらす将来社会像
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３．① FinTechサービスのマッピング
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サービス
レイヤー

情報
レイヤー

インフラ
レイヤー

決 済 送 金 交 換 融 資 投 資 保 険 不動産

収納代行、プリ
ペイドカード、
電子マネー、ク
レジットカー

ド、決済代行、
立て替え払い

ポイント

仮想通貨

送金

デビットカード

電子マネー

Ｐ２Ｐ送金

外国通貨

仮想通貨

ポイント

ソーシャル
レンディング

ソーシャル
インベストメント

トランザクション
レンディング

ロボ
アドバイザー

クラウド
ファンディング

ビックデータ
レンディング

非保険化

Ｐ２Ｐ保険

賃貸

分
散
型

Ａ
Ｉ

売買

シェアリング

個人資産管理（ＰＦＭ）

キャッシュアウト

企業会計 経営ツール 業務支援

認証技術 セキュリティ 不正検知

ユーザー（個人・企業）

【出典】 森・濱田・松本法律事務所パートナー弁護士の増島雅和氏作成の資料、日経ＢＰ社「FinTech入門」に掲載の資料をもとに当連盟事務局が作成

延長保証



３．② FinTechがもたらす効果
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• キャッシュレス化による可視化・分析高度化
 取引の迅速化・効率化、現金引き出しの手間軽減
 納税手続きの自動化・簡素化、行政手続きのコスト削減
 地下経済の縮小、課税のフェアネスの実現
 データ化により金融政策の正確性も高まる

• ブロックチェーンの効果的な利用
 従来、人が担保してきたデータの信頼性を、仕組みにより担保
 銀行間取引や法務局などの社会インフラコストの低下

• 個人が利用できる横断的なプラットフォームの形成
 個人金融資産1,700兆円が投資に向かう変化
 個人の将来に向けた不安が軽減し、経済も活性化

• セキュアな金融取引の実現
 本人確認手段の高度化により、不安なく取引が行える世界へ



３．③ 経済的社会的効果（定量的）
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項 目 定量的効果（推計）

BtoC

キャッシュレス化による消費促進効果 ※１
個人消費額が少なくとも
1.6倍に拡大

店舗への往復の時間削減 ※２
（銀行の支店・支店内ＡＴＭに行く時間の削減幅）

年延べ9億4,800万時間
＝108,219年

投資人口の増加
①ロボアドバイザー導入によるもの
②確定拠出年金市場拡大によるもの

※３

投資人口20百万人（推定）
⇒46百万人（推定）

増加分内訳；
①＋16百万人、②＋10百万人

ＢtoＢ

データを活用した融資サービスの開発・拡大
【参考値】
ノンバンクの事業者向け貸付20
兆円以上（金融庁資料）

個人事業主の生産性向上（Fintechを含む、クラウド活用全
体の効果） ※４

約5.9兆円

中小企業の経理業務の圧縮 ※５ 約4兆500億円/年



３．③ 経済的社会的効果（定量的）
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計算根拠や関連資料

※1 「観光立国実現に向けたクレジットカード業界としての取組」（2016年1月14日 日本クレジットカード協会公表）での浅
草・仲見世商店街における調査結果によれば、クレジットカード利用の際の1人当たりの購入単価は、現金利用に比べて1.6倍

※２ 参考資料 http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/ideatank/2015/2015043.html
計算式；生産年齢人口7,900万人×１回の来店に必要な時間0.5時間×1年の来店回数24回（平均月2回と想定）

※３ 現状の投資家人口は1,972万人。下記の考え方に基づき、ロボアドバイザーによる投資人口底上げ幅を19.2%と設定
■ 日本証券業協会「証券投資に関する全国調査（H27）」及び総務省統計局人口推計より、投資家人口は1,972万人と計算
■ 上記調査における「証券投資は必要ない」理由として年代別に30-40%が金融・投資知識の不足と回答
■ 知識不足につき、ロボアドバイザーが20-39歳については30%、40-59歳が20%、60歳以上が10%の改善をもたらせる

と計算
■ 上記の改善差分として1,647万人の投資人口増が見込めると計算
■ 確定拠出年金：米国でDC普及に向けた主たる税制改正を経た1992年時点の加入者人口は39百万人（現在は80百万人）、

同人口を日本に換算すると18百万人。現在の日本（6百万人）との差分から、上記ロボアドバイザーの重複効果
（19%）を控除

※4 参考資料 https://www.freee.co.jp/smblab/soleproprietor2

※5 ■ 中小企業でも経理業務のシステム化で1企業あたり約50時間/月> 約6営業日/月の業務時間削減が可能と想定
● 削減効果の高いシステム上位3つ https://keiriplus.jp/article/hontou_keirisystemranking/
● 経理担当者の人件費年500万円として、年間150万円分の効率化

■ 300名以下の法人全体（約270万法人）に効果があると仮定すると、4兆500億円/年の圧縮効果

http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/ideatank/2015/2015043.html
https://www.freee.co.jp/smblab/soleproprietor2


３．④ FinTechな生活
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FinTechが実現した場合の将来社会はどうなるか
わかりやすく想定できるように、生活シーンでの
サービスの内容等を以下のページで紹介する。



３．④ FinTechな生活 通勤編
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6:00

8:00

12:00

16:00

〜通勤で〜

朝起きる。コーヒーを淹れていると、スマートグラスが午前中の予定を表示してくれた。

子どもを保育園に連れて行く。顔認証で本人確認【マイナンバーと連動】して、
東京都の保育チケットが一枚使われた。

通勤中、コンビニでいつものサンドイッチを購入。指紋認証したら、【ロイヤリ
ティカード一元化】により、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
【銀行・カードAPI】。

自分のカレンダー情報を参照したら、いくつかランチクーポンが表示されてきた。
限定ランチを予約！

娘の誕生日プレゼントを海外のECサイトで物色。最近はビットコイン決済をどこ
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を使うのも怖くなくなった。

8:00 保育園
9:00 出社 MTG

一元化

サンドイッチ
220円

限定ランチ
予約受付中

到着と同時に
ビットコイン決済



３．④ FinTechな生活 職場/在宅ワーク編
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9:00

9:10

〜職場で〜

そういえば今日は月末、経費精算が必要な日だ。請求書の振込もしないといけない。

経費はすでにクラウド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るので、特に必要ない。
いくつか取引先情報を入力して、登録完了！

後は送金対応を、在宅ワークしている経理担当者に頼むだけだ、
庶務的な仕事は朝イチ10分で終了。取引先との連絡もビデオ会議ですぐに終了。

9:30

9:40

〜在宅ワーク〜

今月も社員からの支払い確認があがってきた。
少額の請求書は銀行より送金サービス経由で支払えばタダになる。法人番号や請求書番号
もつけられる。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。
【行政手続きの電子化】

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きも楽になった。
【税収増にもつながる側面】家で子育てをしながら決算が締められるなんて、
昔は考えられなかった。

電子レシート クラウドソフト

入力だけで完了！

行政手続の電子化



３．④ FinTechな生活 休日編
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10:00

13:00

15:00

〜休日、家で〜

子どもと公園に。近くのパパ友と育児・教育の話に。どうやら小学校入学に合わせて、
家を買うか検討したほうがよさそうだ。その場で、リマインダを音声入力。

家で妻と住宅検討用サイトを見る。
「今の生活だと〇〇区の2LDKがおすすめです」
「月額2万円の節約ができると、3LDKの家にも住めます」

あと半年で二人目が産まれる。その間は近隣の妻の実家に皆で住む予定だ。
その間は今の家を観光客に貸し出そう。（確定申告もラクにできる）
生命保険の選択も子どもの誕生に合わせて、半年ごとに適切に調整してもらえる。

住宅ローンの条件は、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。

そのための貯金手段は全部自動。日頃のコンビニの支払や、経費精算のお金は、
全部ロボアドバイザーが自動で積み立ててくれる。確定拠出年金での運用も
任せていれば安心だ。

家の購入検討

今の収入で
2LDK

家計簿サイト
が提案

家計簿データ
を見て相見積

ロボアドバイザー
が自動で積立



４．推進施策
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４．① ＫＰＩ
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■2020年を一つのターゲットに各種ＫＰＩを設定し、
各ＫＰＩの政府部内における責任者を明確に定めて
改革を推進するべき。KPIとして考えられる項目等を
次頁以下に記載

■オンラインバンキング等があり、FinTechサービスも勃
興してきているものの、ＩＴの徹底活用ではまだ不十分
な状況（FinTech1.0）から、ＩＴ徹底活用のFinTech2.0
を早急に実現し、その先の3.0の世界を目指していく。



４．① KPI一覧 1/2
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項 目 ＫＰＩ（例） 現在値 目標値

低コストでセ
キュアなユー
ザ本位のサー
ビスの実現

キャッシュレスの
推進

主要施設・サービスでのキャッシュレス決済対応比率 N.A
100％

（2020年）

硬貨、紙幣流通残高の対名目ＧＤＰ比率
20％

（2014年末）
10％

（2020年末）

主要施設・サービスでの小銭扱いの禁止 -
2020年までに

実現

企業及び個人事業
主によるＩＴ利活
用による生産性向
上

バックオフィスソフト（会計、販売管理など）のクラ
ウド化率

法人によるオンラインバンキングの利用率

法人クレジットカードの利用率

納税の電子申告率
所得税52.8％
法人税71.6％
（2014年度）

100％

ＯＥＣＤ諸国における労働生産性ランキングの順位
21位

（2014年）
10位以内

経済成長を後
押しする新し
いお金の流れ
の実現

投資市場の拡大 投資人口の拡大
2,000万人

（2015年度）

4,600万人
（2020年度）

開業率の向上 開業率
4.6%

（2012年）

10%
（2020年）

シェアリングエコ
ノミーの実現（クラ

ウドファンディング、
ホームシェア等の実現）

シェアリングエコノミーの市場規模
※FinTechの一部を含むシェアリングエコノミー全般

の数字
-

10兆円台
（2025年）

定点観測して
目標設定



４．① KPI一覧 2/2

20

項 目 ＫＰＩ（例） 現在値 目標値

全ての人にとって使いやすい金融インフラ・
行政の実現

利用頻度の高い重点行政手続きオンライン利
用率

46.2％
（2013年度）

70％
（2020年度）

納税の電子申告率 （再掲）
所得税52.8％
法人税71.6％
（2014年度）

100％

イノベーションが起こりやすい制度づくり

所要の銀行機能のＡＰＩ開放 -
100％

（2020年度）

対面原則、書面交付原則、押印原則の撤廃
（官民間の法令・行政指導だけでなく、民民
間の慣行を含む）

-
完全撤廃
（即時）

2020年までに、日本をFinTechのリーディ
ングカントリーにする

FinTechユニコーン企業の登場と拡大 -
少なくとも

5社

FinTech企業資金調達額（未上場ベンチャー
株式による調達額の集計値）

150億
（2015年）

1,000億
（2020年）

国内FinTech系ベンチャー企業の市場規模
33.9億

（2015年度）
600億円台

（2020年度）



４．② 施策内容の基本的な方向性
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• FinTechの肝であるデータ活用と自動化の前提となるオンライン化・
キャッシュレス化の推進
 金融機関のオンライン化、企業のクラウド化の推進に向けた施策
 電子政府の更なる推進

ex）エストニアは、電子政府とFinTechが融合
 本人確認のオンライン化・合理化の方策の検討
 対面原則・書面交付原則・押印原則の撤廃
 APIを通じた金融機関インフラの利便性の向上
 キャッシュレス決済義務付けを含めた促進策の検討

• 新しいサービスに向けた法環境の在り方の検討
 商流データやその他クラウドソーシングデータ等も活用した新しい

与信の在り方、ワンストップ型金融サービスなどに対応した法環境
の在り方の議論と検討

 仮想通貨取引の非課税化

• イノベーションが起こりやすい制度づくり
 日本版サンドボックスの検討



５．本提言の検討体制
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５．本提言の検討体制

■新経済連盟 FinTech推進ＴＦメンバー

○リーダー
辻 庸介 (株)マネーフォワード代表取締役社長ＣＥＯ/当連盟幹事

○副リーダー
佐々木 大輔 freee(株)代表取締役/当連盟幹事

※実務的に内容を幅広く議論するため、会員企業の担当者等にも多数参加いた
だき、議論。
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６．FinTech関連資料集
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FinTechとは
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• FinanceとTechnologyを合成した造語

• 従来は大規模ベンダーを指す用語であったが、近年は金
融領域におけるベンチャービジネスを指す用語に

代表的なFintech10社

1. タタ・コンサルタンシー

2. FIS

3. FISERV

4. COGNIZANT

5. NCR

6. INFOSYS

7. SunGard

8. DIEBOLD

9. 野村総合研究所

10. Total System Services

1. Square：スマホカード決済

2. Lending Club：P2P金融

3. Mint(Intuit)：PFM

4. SIMPLE：銀行アプリ

5. STRIPE：ECサイト決済

6. PayPal：決済・送金

7. Betterment：資産一任運用

8. Credit Karma：クレジットスコア

9. Xero：クラウド会計

10. Coinbase:ビットコイン取引所

出所：http://www.americanbanker.com/fintech-forward/rankings/

American Banker

Fintech上位10社（2015年）



FinTechの全体像と諸外国での代表的企業
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(出典)2016年3月31日 産業競争力会議実行実現点検会合にマネーフォワードFintech研究所所長の瀧氏が提出した資料より抜粋



技術的な観点
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1. 伝統的な技術、革新的な技術

 スマートフォン普及によるFintech1.0の享受

 AI／ブロックチェーン等によるFintech2.0の享受

2. ユーザー体験至上主義

 「最速もしくは最高」のユーザーを向いたアプリしか支持されない

 業法やわかりづらさは供給者にしか理解できない論理

3. 意思決定と取引のラグ省略

 多くのツールは可視化を通じてPDCAサイクルを高度化

 シームレスなツール提供により、思いと行動の距離を最小化／なくす

 意思決定→行動の繰り返しパターンが検知されたら、自動化へ

4. （海外では）アンバンクド問題

 世界的には、誰でも銀行／カードを持てる社会的環境は稀

 新興国で巨大IT資本がインフラを作ることも主要観点の一つ



FinTechの背景にある変化
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上記の結果、新たなサービスやインフラがIT業界から
再構築され、利便性・生産性を劇的に改善していく

オープンソース等による開発コスト低減

• サービスの開発、スケール化にかかるコストが飛躍的に低減

• APIを通じた「組み合わせのイノベーション」

スマートフォン・タブレットの普及

• 情報の伝え方が、文字データからアプリへと移行

• 無料の通信インフラがどこにでも配置された形

新しい情報インフラを利用したいユーザーの期待値

• 中立性、利便性、コスト感覚がWantからMustへ

• 問題を解決できる一部のサービスに、シェアは集中



FinTechに関する金融関連法令イメージ
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貸付

資産運用

決済銀行インフラ

PFM会計

サービス

要素技術

個人情報保護法

銀行法

金融商品取引法

銀行法

貸金業法

資金決済法

資金決済法

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法

保険業法



FinTechの大きな潮流（米国の例）
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1990年代

2000年代

2010年代

規制産業 情報サービス

銀行・証券・保険の
オンライン化 検索ポータルサイト

PFM

PFM＋α
ビットコイン

金融SNS

サービスの
クラウド化

個人投資家向け
（DSPP等）

アカウント・アグリゲーション

ディスカウン
ターの台頭

スマホカード決済

ロボアドバイザー（運用）

一任運用プレーヤー

大手の
オンライン化

中立性を求める
トレンド

家庭用会計ソフト

P2Pレンディング

ビッグデータ貸付

個人投資家向け
情報提供

クラウド会計・
クラウド確定申告

運転資金融資

オープン・
イノベーション

個人間決済

クラウドファンディング

API型銀行

EC向け決済

オンラインFP

スマホがUIに

顧客動線に
「検索」が台頭

比較サイト

技術トレンド
顧客・競争
トレンド

ビッグデータ

Millenials台頭

UXベンダー

クレジットスコアリング

製販分離

貯蓄直結
アプリ



近年の主要分野
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• 貸付（P2P、ビッグデータ）：個人・中小法人向け貸付

• PFM・会計サービス：金融取引・資産管理の自動化・分析

• 資産運用：インデックス・自動リバランス運用

• 決済：スマホカード決済・EC決済・個人間決済

• 銀行インフラ：アプリや便利機能を提供

• 要素技術：新しい技術を用いて、既存のシステムを効率化



海外における金融機関とベンチャーの協業
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• インキュベーター（投資家 兼 経営メンターシップ）
– Barclays Accelerator（英）、コメルツバンク（独）、ウニクレディト（伊）、

ABNアムロ（蘭）、クレディ・アグリコル（仏）、UBS（瑞）など

• ベンチャーキャピタル（創業期企業への出資）
– 欧銀：HSBC（$200m）サンタンデール（$100m）、ズベルバンク など

米銀：Citi Ventures、ウェルス・ファーゴ など

• R&Dの一環としての買収
– BBVAによるSimple（銀行アプリ）、Spring Studio（デザイン）の買収

– Capital OneによるAdaptive Path、Monsoon（デザイン・UX）の買収

• 経営資源のデジタルシフト
– ドイツ銀行は€1blをFintech投資に向けると発表（一方で支店は閉鎖）

– ゴールドマン・サックスが100人規模のビッグデータローン事業に進出

– シティバンクがCitiCoinを開発



キャッシュレス社会への動き①
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• 金融機関は近さで選ばれている

– 銀行を選ぶ要因のほとんどが「ATM・店舗の近さ」だった

– オンラインサービスの重要性はこれまでは低かった
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近所に店舗やＡＴＭがある

経営が健全で信用できる

店舗網が全国的に展開されている

各種手数料が他の金融機関より割安

インターネットによるサービス・取引

などが充実

金融機関の選択基準（上位理由を抜粋）

（出所）金融広報中央委員会調査より作成

（注）選択肢変更等、非連続のデータを含む



キャッシュレス社会への動き②
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• カギとなる技術トレンド

– モバイルペイメント

– シームレスな決済（ECサイト等）

– 事前の決済手段登録（Uber等）

– セキュリティの高度化（認証方法、
Apple Pay等）

• 対応する戦略について

– 意識的に金融機関を選択する機会は低減

– デフォルトの決済カードとなる重要性

– ユーザーの全体像を把握した上での
UI構築が重要

出所：WEF資料



海外における銀行ＡＰＩ化に向けた動き
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金融機関名 国名 主なAPI活用の取り組み

クレディ・アグリコル フランス
2012年に独自のアプリストアを開設、開発用SDKを提供。翻訳・通貨
換算機能や、医療費控除の計算、送金機能など、アプリ79件が利用可能

AXA Banque フランス
2012年に口座情報に関するAPIを公開。開発者向けにアプリ開発のコン
ペティションを開催

BBVA スペイン
BBVA API_Marketを現在、招待制で利用を促進中。
集合データ、口座連携、諸機能のAPI化などを実施

キャピタル・ワン 米国
4つのAPIを公開。口座情報へのアクセスは今後の展開だが、本人確認や、
ポイントプログラムなどへのアクセスが可能

サバデル銀行 スペイン
特定のデベロッパー向けに”Open Apps”プログラムを提供・支援中。
Googleグラス向けに、残高情報やATMへの道案内などを行うアプリなど

フィドール銀行 ドイツ
開発者向けAPIプラットフォームを準備中、送金、決済、残高照会など
を主眼としつつ、いずれは本人確認や口座開設なども可能としていく予
定

ブラデスコ銀行 ブラジル
クローズドなFacebook連携APIを構築。口座残高の確認や、送金指示な
どをFacebookの中で行える仕組みを構築

（出所） “Data Sharing and Open Data for Banks”, Open Data Institute, September 2014等をもとに作成
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