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クレジットカード会社とFinTech企業の連携促進の考え方 
 カード会社のAPI連携によって創出されるサービスは、今通常国会に提出されている銀行法等の一部を改正する法律案(以下、「銀行法改正

案」という。)において規定される電子決済等代行業(決済指図伝達型、口座情報取得型)に相当するカードに係るサービスに止まらないと考
えられる。(具体的には、ポイント利活用、残高不足アラート等。詳細は次のスライドを参照。) 

 こうしたカード会社のサービスに係るAPI連携については、事故が生じた場合に個人資産が毀損するおそれが小さいのではないか。また、リスクの
相対的な小ささから、消費者からも様々なニーズが出てくる可能性もあり、それに応えて新しい技術やサービスが出現することも考えられる。これ
ら技術の進展やサービス創出に対し、事前にリスクを網羅的に想定して詳細要件を適切に設定することは困難ではないか。例えば、それぞれの
リスクに鑑み、事業者が満たすべき最低限の要件を設定し、一定期間モニタリングを行った上で、必要に応じて更なる対応を図るべきではない
か。 

 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、一定の期間を要する法律等の改正では機動的に対応することが難しい。
利便性と安全性を両立させるために必要なルールは、新たな動きに応じて迅速かつ柔軟に設ける必要があり、カード会社がFinTech企業との
API連携のメリットを認識した上で、新しい技術やサービスに適切に対応できるようなガイドラインを策定することが望ましいのではないか。なお、
想定と異なってリスクが増大したり、リスクが大きいサービスが出現した場合は、法令を含めた対応も検討する必要があるのではないか。 

 一方、ガイドラインに規定する要件を満たすか否かにかかわらず、FinTech企業が個別の協議を通じてカード会社と契約（API接続）すること
を妨げるべきではないのではないか。 

将来、FinTech企業がカード会社との 
連携を通して創出するサービス 

現在、FinTech企業がカード会社 
との連携を考えているサービス 

決済指図伝達型、口座情報取得型に相当する 
カードに係るサービス 1 

カード会社におけるAPI連携サービスのイメージ 

決済指図伝達型 
口座情報取得型 



カード会社のAPI連携により創出されると考えられるサービス 
 第1回検討会で紹介されたとおり、カード会社がFinTech企業とAPI連携することにより、利用者の
利便性向上やカード会社の事業運営効率化などが期待される。具体的なサービスとしては、決済指
図伝達型、口座情報取得型に相当するものに止まらず、ポイント利活用、残高不足アラート等、多
様なものが考えられる。 

カード会社の効
果 

API活用サービス 詳細 銀行法改正案の電子決
済等代行事業との関係 

新規顧客の獲
得・利用促進 

カード商品情報や与信エンジンの外部提供 カード商品情報や与信エンジンを外部サービスに提供することで、利用者に最適なカードの提案を行うなど、新たなチャネルからの顧客獲得
が期待できる。 

カード会社特有 

外部サービス上での支払手段変更(再掲) リボ払い変更や分割払い変更を、外部サービスから手軽に申込・変更できる機能により、収益増加が期待できる。 カード会社特有 

コスト削減 カードセルフコントロールによる不正使用防止(再掲) カードセルフコントロール機能を会員に提供することで、不正使用の防止に繋がり、当該業務のコスト削減が見込める。 カード会社特有 

残高不足アラートによる延滞防止(再掲) 引落とし情報と銀行口座残高情報が紐付けられ、カード会社側で事前に引落し不能状態を把握することで、督促業務コストの削減が期待でき
る。 

利用情報取得型 

洗い替えの効率化(イシュア－アクワイアラ間のシス
テムのAPI化) 

バッチ処理されている洗い替え(アクワイアラ－イシュア間の精算)の作業をAPI化することにより、低コストかつ迅速に。 カード会社特有 

悪質加盟店・不正利用に関する情報連携(同上) 悪質加盟店や不正利用時の対応における、イシュア・アクワイアラー間の円滑な情報連携によるコスト削減が期待できる。 カード会社特有 

データクレンジ
ング・統合 

AI・集合知・クレンジング技術の活用(再掲) カード利用明細とAIやクロール技術を用いたクレンジング技術を活用することで、明細の精緻化や加盟店業種の正確な把握などが期待できる。 利用情報取得型 

(1)利用者の利便性向上 
カード会社の
効果 

API活用サービス 詳細 銀行法改正案の電子決
済等代行事業との関係 

新規顧客の獲
得・利用促進 

カード利用履歴を即時取得できる機能 カード利用履歴が即時取得できるようになることで、カードの端数の貯金など様々なサービスを享受できる。 利用情報取得型(※) 

外部サービス上でのポイント利活用 カード会社の外部サービス（サイト/アプリ）上で、ポイント利用・交換可能なサービスを享受できる。 カード会社特有 

外部サービス上での支払手段変更 リボ払い変更や分割払い変更を、カード会社外のサービスから手軽に申込・変更できるようになる。 カード会社特有 

コスト削減 カードセルフコントロールによる不正使用防止 カードセルフコントロール機能が実現し、不正使用の防止に繋がる。 カード会社特有 

残高不足アラートによる延滞防止 引落情報と銀行口座残高情報が紐付けられることで、残高不足アラートサービスが実現し、延滞防止に繋がる。 利用情報取得型 

データクレン
ジング・統合 

加盟店情報との結合(FinTech企業によるCLO) 加盟店が保有する情報とクレジット利用明細を紐付けられ、従来以上に高精度なレコメンドやクーポンオファーを受けられるようになる。 利用情報取得型 

AI・集合知・クレンジング技術の活用 第三者の保有する高精度な業種情報、またAIやクロール技術を用いたクレンジング技術を活用することで、カード利用明細の精緻化等が実現。 利用情報取得型 

(2)カード会社の事業運営効率化 
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※利用情報取得型：銀行法改正案における口座情報取得型(Account Integration Service)と類似 



 API連携のシステムに対して第三者による不正アクセスが行われてしまうと、サービス利用者は損害を受けてしまうため、FinTech企
業及びカード会社は、防止策とともに問題発生時の対応等のルールを設定しておく必要がある。利用者のリスクについては、資産毀
損や情報漏洩が考えられるが、他に想定されるリスクはあるか。なお、銀行については、これら利用者保護の観点に加え、システミッ
クリスクへの対応の観点もある。 

 また、銀行は個人の預金払戻し債務を負っているため、民事法上成りすましによる指示でも有効と扱われる場合があり得る一方、
カード会社の場合、成りすましによる決済指図は、民事法上、原則として有効とはされない、との指摘もある。 

 カード会社のAPI連携によるサービスについては、直ちに個人の預金等の移動を伴うサービスをFinTech企業が行うことは当面想定
されず、更新系APIの場合、例えばポイント利活用では所有するポイントの範囲に限られたり、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自分の資産を毀損するわけではないと考えられるなど、リスクは相対的に小さいのではないか。 

 参照系APIの場合、銀行口座には、入金(所得等)、出金、残高といった個人の経済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(利用情報取得型)やその他カード特有のサービスには、カード利用額や利用店舗等の情報が含まれる。 

 FinTech企業が満たすべき要件に関し、カード会社のAPI連携によるサービスについては、それぞれのリスクに応じて、例えば以下の
ような整理が考えられるのではないか。 

サービスごとに異なるリスクとFinTech企業が満たすべき要件 

API活用サービス 
考えられるリスク 満たすべき要件 

資産毀損関係 情報漏洩関係 要件Ａ 
（財務関係） 

要件Ｂ 
(セキュリティ関係) 

要件Ｃ 
(利用者保護関係) 

要件Ｄ 
（その他） 

【参考】決済指図伝達型(Payment Initiation Service) 

外部サービス上でのポイント利活用 ポイントが毀損 ー ★★ ★★ ★★ ★★★ 
外部サービス上での支払手段変更 手数料が発生 ー ★★ ★★ ★★ ★★★ 
カードセルフコントロールによる不正使用防止 (カードが使用できなくなる) ー ★★ ★★ ★ ★★★ 
【参考】口座情報取得型(Account Integration Service) 

利用情報取得型(カード利用履歴の即時取得機能等) － 個人情報(※)・ 
決済情報が流出 ★ ★★ ★★ ★★ 

カード商品情報や与信エンジンの外部提供 － 個人情報が流出(※) ★ ★ ★ ★★ 
洗い替えの効率化(イシュア－アクワイアラ間のシステムのAPI化) － 決済情報が流出 ★ ★★ ★★ ★★ 
悪質加盟店・不正利用に関する情報連携(同上) － 決済情報が流出 ★ ★★ ★★ ★★ 
(※) カード申込に必要な氏名・職業等の個人情報が主な対象。 

API活用サービスのリスクとFinTech企業が満たすべき要件案【あくまでイメージ】 

更新系 
API 

参照系
API 

★の数：求められる要件の水準の高さをイメージしたもの 3 
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API連携する上で共通するガイドラインの内容 
 カード会社とFinTech企業の連携を促進するに当たり、 API連携先として不適切なFinTech企業を排除する

必要がある。サービスのリスクに応じて、十分なセキュリティの確保等、どのような要件を規定すべきか。(P.3参照) 
※銀行法改正案で求められている要件について、どのように考えるか。 
   特にセキュリティ、利用者保護の要件の具体的な内容について、どのように考えるか。 

 それらの要件を満たしている場合には、カード会社はAPI連携を行うべきではないか。 

 API連携を行うことで、事業者双方にとって安全性の確保とシステムへの負荷軽減が図られる。システム改修等
のコスト負担と当該サービスを実施することによる事業運営の効率化や収益増のメリット等の配分についての考
え方も示すべきではないか。 

 事業者双方の効率化の観点から、API仕様の標準化についてどのように考えるか。 

 実際のAPI連携の進展状況を確認し、必要に応じて関係者が適切な対応を取ることを促すことができるよう、
接続可否の結果をフォローする仕組みも検討する必要があるのではないか。 

カード会社とFinTech企業の 

API連携の可否 

カード会社とFinTech企業との 

費用分担等に関する協議 
API接続のシステム開発 

API連携・ 
サービス創出 

・カード会社及びFinTech 
 企業に求められる要件 
・要件を満たす場合、API連携 
 する 

・システム改修等のコスト負担と、 
 事業運営の効率化や収益増のメ 
 リット等の配分の考え方 

・API仕様の標準化 

＜ガイドラインで示されると有益な内容＞ 

API連携による新サービス創出までの主なステップ 



セキュリティ、利用者保護においてFinTech企業が満たすべき要件の考え方 
 銀行法改正案では、FinTech企業及び銀行に対するセキュリティの確保等に関する規定が設けられているとともに、全銀協を

事務局とした「オープンAPIのあり方に関する検討会」においてセキュリティ対策および利用者保護について検討が行われている。 

 カード会社のAPI連携においても、このような内容について、そのサービスのリスク等を踏まえながら考えるべきでないか。 

 セキュリティや利用者保護の面で、銀行とFinTech企業、カード会社とFinTech企業では何が違うか。それを踏まえ、上記検討
会での検討内容に関して、どの部分を援用し、どの部分を変えるべきか。例えば、FinTech企業によるカード番号情報の取扱い
の有無によって、求められる要件に差が生じるのではないか。 

銀行におけるセキュリティ原則・利用者保護原則 

5 

大項目 中項目 小項目 

セキュリティ原
則 

API接続先の適格性 事前審査 

モニタリング 

外部からの不正アクセ
ス対策 

アクセス権限の付与に係る認証 

アクセス権限／トークンの管理 

個々の取引に係る認証 

通信方式 

システムの堅牢性 

不正検知・監視機能 

内部からの不正アクセ
ス対策 

銀行における内部不正対策 

API接続先における内部不正対策 

不正アクセス発生時の
対応 

システム設計・仕様 

情報連携、対策協議 

セキュリティ対策の継続的な改善・見直し、高度化 

大項目 中項目 小項目 

利用者保護原
則 

API接続先の適格性 事前審査 

モニタリング 

その他の留意点 

説明・表示、同意取得 重要な情報の表示、同意取得 

リスク等に関する表示 

利用者の誤認防止 

その他の表示 

(API接続先側の)不正アクセスの未然防止 

被害発生・拡大の未然防止 初動対応 

利用者への連絡 

利用者に対する責任・補償 当事者間における事前の取決め 

補償内容・範囲に関する考え方 

API接続先が補償・返金責任を負う場合の留意点 

項目 

その他 公表情報の取扱い 

「API接続先のAPI接続先」の取扱い 

バンキングAPI以外のAPIにおける本原則の活用 

※APIの機能や連携するデータの種類・秘匿性等に応じたリスク
ベース・アプローチに基づいた考え方を取りまとめ。 

オープンAPIのあり方に関する検討会報告書【中間的な整理（案）】より抜粋 
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銀行界におけるオープンAPIのあり方に関するセキュリティ対策および 
利用者保護に関する議論のポイント 

オープンAPIでは、秘匿性の高い情報が他の
事業者等に蓄積・保存されるほか、決済指図
等がAPI接続先を経由して伝達されるため、十
分なセキュリティ対策、利用者保護が必要。 

API接続先に対して、銀行と同水準のセキュリ
ティ対策、利用者保護策をいたずらに求めれ
ばイノベーションに向けた取組みが阻害され
るおそれ。 

 APIの機能や連携するデータの種類・秘匿性等に応じたリスクベース・アプローチにもとづいて、利
用者利便と利用者保護のバランスを踏まえ、セキュリティ対策および利用者保護に関する基本的な
考え方を議論。 

 議論に当たっては、イノベーションを阻害しないよう留意するとともに、銀行、API接続先双方に対し
て対応水準の目安を示すことで、銀行によるAPI接続先に対する過度に保守的なセキュリティ対策
の要求や、セキュリティ上の懸念から生じる銀行側のオープンAPIへの取組みに対する躊躇といっ
た課題を解消し、銀行とFinTech企業等の協業・連携の円滑化に資するものとすることを意識。 
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参考(全銀協提供資料) 
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セキュリティ対策に関する基本的な考え方 

API接続先の 
適格性 

 API接続先の事前審査とモニタリング 

 アクセス権限の付与（トークン発行）
に係る認証方式は、利用者の属性、
アクセス権限の内容とそのリスクに
応じた強度とする。 

 個々の取引に係る認証方式は、イン
ターネットバンキング等における認証
方式と同水準以上の強度が原則。 

認証方式の 
考え方 

不正検知・ 
監視機能 

 API接続先についても、API接続先が
取得・保有する情報の内容と量、当
該情報が万一流出した場合に想定
される利用者への影響や被害等を
踏まえて、情報セキュリティ関連機
関において、その機能の要否や水準
等について整理されることが期待さ
れる。 

1 

2 

3 

システムの 
堅牢性／ 
内部不正対策 

4  API接続先が確保すべき安全管理措
置の水準は、リスクベースで個別に
判断。 

 ただし、最低限の外部攻撃対策、内
部不正対策は必要。 

不正アクセス 
発生時の対応 

5  不正アクセスが判明した場合、銀行
はアクセス権限の制限、停止、取消
を、API接続先はサービス利用の制
限、停止を行うことが可能なシステム
設計・仕様としなければならない。 

 不正アクセス発生時に必要なアクセ
スログの記録・保存、銀行・API接続
先間の情報連携方法の明確化が必
要。 

ｾｷｭﾘﾃｨ対策の 
継続的な改善・ 
見直し、高度化 

6  銀行およびAPI接続先は、自社のみ
ならず他社での不正アクセス事例等
を踏まえ、セキュリティ対策の継続的
な改善・見直し、高度化を図っていく
ことが必要。 
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参考(全銀協提供資料) 
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利用者保護に関する基本的な考え方 

API接続先の 
適格性 

 API接続先の事前審査とモニタリング 1 

説明・表示、 
同意取得 

 銀行およびAPI接続先は、わかりや
すく画面表示するとともに、誤認・誤
解を招く表現を避ける。 

 利用者に重要な判断・同意を求める
ものについては注意喚起プロセスを
設ける。 

2 

不正アクセス 
の未然防止 

3  API接続先は、パスワードの適切な
管理やウィルス対策ソフトの導入等
について、利用者に注意喚起するこ
とに努めなければならない。 

 API接続先は、利用者に対して、API
接続先のパスワード等の紛失、漏洩
や不正アクセスの懸念がある場合に
は、ただちにAPI接続先に対して連
絡するよう求めておくことが必要。 

被害発生・拡大 
の未然防止 

 不正アクセス等が判明した場合、銀
行においてはアクセス権限の制限、
停止、取消を、API接続先においては
サービス利用の制限、停止を行うこ
とが必要。 

 被害拡大防止に向けた必要な態勢
を整備しておくことが必要。 

 API接続先は、利用者との連絡手段
を予め確保しておくことが必要。 

4 

利用者に対する 
責任・補償 

5 
 銀行およびAPI接続先は、対応窓口

や利用者に損害が生じた場合の補
償方法、補償範囲について、予め取
り決めておかなければならない。 

 APIを利用したサービスによる預金等
の不正な払戻しについて、銀行およ
びAPI接続先に過失がない場合でも、
利用者が個人であって利用者自身
の責任によらない場合、事前の取決
めにもとづいて補償を行うことが必要。 

8 

参考(全銀協提供資料) 
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他の金融機関と接続するFinTech企業とのカードサービスに係るAPI接続の考え方 

 カードの利用明細情報を集約する家計簿アプリについては、利用者の銀行口座の情報も同様に取
得しているケースが多い。彼らFinTech企業が、銀行法改正案で登録された電子決済等代行業
者(口座情報取得型)として、更にカード会社に対し、カード利用明細取得を目的にAPI接続を求
める場合、API接続を認めるということでよいか。(ただし、当該サービスがカード番号情報を取り扱う
場合やP.5で銀行と異なる部分は、それに係る追加の対応が必要ではないか。） 

 カードサービスの中で、FinTech企業がAPI接続を行うものとして、決済指図伝達型に相当するも
のは、何か想定されるか。 
※現在APIを使わずにアクワイアラと接続している決済代行サービスが、今後API化する可能性が
考えられるが、そのような動きはあるか。また、その場合の対応を検討する必要はないか。 

①FinTechサービスの 
   利用申請 

②委託 

③接続 

リボ切替サービス 
ポイント活用サービス 
明細管理サービス等 

リボ切替の指示 
ポイント変換の指示 
利用明細の取得等 

決済代行サービス 
カード売上管理サービス等 

決済の指示 
売上明細の取得等 

②委託 

③連携開始 

消費者 加盟店 

イシュア アクワイアラ 
FinTech 
 企業 

FinTech 
 企業 

国際カード 
ブランド 

A 
P 
I 

A 
P 
I 

0 契約 0 契約 

カード会社－FinTech企業におけるAPI連携のイメージ 

（第1回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 事務局資料から再掲） 
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API仕様の標準化に関する考え方 
 銀行におけるAPI仕様の標準化については、 前述の「オープンAPIのあり方に関する検討会」におい
て、開発原則、開発標準、電文仕様標準の３段階で議論。開発原則と開発標準を取りま
とめるとともに、電文仕様標準は継続議論とされた。(今年3月の中間的な整理(案)) 

 カード会社のAPI連携によるサービスについて、上の３段階をどのように考えるか。特に電文仕様に
ついては、標準化することによる開発コストの削減、新規参入の促進等が考えられる一方、先行者
の仕様やカード特有の多様なサービスに応じた仕様のバリエーションへの配慮も想定されるが、標準
化が望まれる項目や範囲についてどのように考えるか。 

オープンAPIのあり方に関する検討会報告書【中間的な整理（案）】より抜粋 

APIのメッセージ上の標準的な項目や 
その定義等の目安を定めるもの 

開発原則、開発標準、電文仕様標準の関係 

開発原則 
 

【原則１】API利用者目線を意識した分かりやすくシン   
     プルな設計・記述とすること 
【原則２】APIの種類に応じた適切なセキュリティレベ 
     ルを確保すること 
【原則３】デファクトスタンダードや諸外国のAPI標準、 
     国際標準規格との整合性を意識すること 
【原則４】仕様変更によるAPI利用者への影響をコント 
     ロールすること 

開発標準 
 

 ①アーキテクチャ・スタイル：REST 
 ②データ表現形式：JSON 
 ③認可プロトコル：OAuth2.0 
 ④バージョン管理：セマンティック・バージョニング 

銀行におけるAPI仕様の標準化 
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