
 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

平成２９年６月 

経済産業省 

商務流通保安グループ 

 

  

資料２ 



 

目次 

 

１．はじめに．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 

 

２．キャッシュレス決済を巡る現状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 

 

３．FinTech 企業との連携．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 

 

４．API 連携の促進の方向性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 

 

５．ガイドラインの内容と考え方．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 

 

６．今後の検討に当たっての留意点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33 

 



 

1 
 

１．はじめに 

経済産業省では、様々なテクノロジーの進歩がもたらす社会的影響への対応

について、多くの関係者と連携しながら検討を行ってきている。特に、

IoT(Internet of Things)、ビッグデータ、ロボット、人工知能(AI)等の様々な

技術革新が起き、第四次産業革命ともいえる現在の状況においては、大量のデ

ータを取得、分析、活用して顧客のニーズに応える製品・サービスを生み出す

ことが競争上優位に立つ鍵となる。また、あらゆる産業においてデータとの接

点・活用を巡る競争が激化し、従来の壁を越えた企業間や産業間の融合、再編

が生じている。 

 その中で、キャッシュレス決済に伴い蓄積される消費データの利活用につい

ては、「日本再興戦略改訂 2015」（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）において、「キ

ャッシュレス決済に伴い得られるビッグデータの利活用を促すため、その利活

用環境整備の具体的方策について本年度中に検討し、これを踏まえ、所要の措

置を講じる」旨が盛り込まれた。この方針の下、クレジットカード産業の今後

の姿も見据えつつ、クレジットカードデータの利活用に向けて実務的な検討・

協議を行うため、「クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグル

ープ」が開催され、平成 28 年 2 月に今後の具体的なアクションが取りまとめら

れた1。そこでは、クレジットカード会社（以下「カード会社」という）の外部

のデータや人材等のリソースを活用しながら、保有データを一層有効に利用す

ることが、顧客の利便性向上に寄与し、ひいては更なるビジネス展開に繋がる

ことが指摘された。 

クレジットカードデータは消費データそのものであり、消費者理解（消費イ

ンテリジェンス）に寄与するものである。「消費インテリジェンス研究会」（平

成 29 年 3 月取りまとめ）においては、変貌する今後の消費社会において、企業

が自らのビジネスのためにより深く消費者を理解していく必要があることとと

もに、消費者自身が自らの消費データを企業に提供すること等により、それま

で知り得なかった消費のあり方に気づく機会がもたらされ、開かれた消費のあ

り方の多くの選択肢の中で消費者自身が新たな“豊かさ”や“可能性”を享受

できるようになることが指摘されている。 

こうしたクレジットカードデータを活用する方法の一つとして、カード会社

と FinTech 企業が連携して新たなサービスを提供することが考えられ、双方の

                                                  
1 これを受け、「本年内にクレジットカード決済、購買情報等に関する必要なデータ標準化を推

進する」（「日本再興戦略 2016」（平成 28 年 6 月 2日閣議決定））ため、平成 28 年 7 月 19 日に「ク

レジットカードデータに関するデータ標準化ワーキンググループ」を開催し、平成 28 年 12 月に

対応の方向性を定めた。 

<http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161226003/20161226003.html> 
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事業者に手間のかからない手段として、事業者同士が API2を活用することが期

待されている。平成 29 年 5 月に公表された産業構造審議会商務流通情報分科会

割賦販売小委員会の報告書において、クレジットカードの一層の利便性向上に

対応すべく、その方法の１つとして、API による FinTech 企業との連携について

具体的な検討を行うべきとされている。 

 本検討会は、こうした問題意識の下、カード会社の API 連携によるサービス

創出やビジネス展開の可能性、API 連携をイノベーション・フレンドリーな観点

から促進するための方向性と具体策について検討した。今後、この取りまとめ

を踏まえながら、更なる検討が進められていくことが期待される。 

                                                  
2 API とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（Application Programming 

Interface）の略で、プログラムがその機能を他のプログラムから利用できるようにするための

インターフェイスのこと。例えば、カード会社以外の者がカード会社のシステムの機能を利用で

きるようにするための、システム側の接続口を指す。 
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２．キャッシュレス決済を巡る現状 

技術の進展、それに伴うサービスや利便性の向上を背景に、我々の決済手段

は現金（キャッシュ）から、キャッシュレスへと移り変わってきた。キャッシ

ュレスは、消費者にとっては、多額の現金を持たずに済む利便性、現金の紛失・

盗難等のリスクの軽減、自分の購買記録の利活用といったメリットが、事業者

においては、現金管理に比べたコストや紛失・盗難トラブルの低減、急増する

訪日外国人の買物機会の拡大、データ分析・利活用といったメリットがある。

特に、カードユーザーから見ると、カード会社が保有する消費者自身のデータ

に容易にアクセスし活用できるようになることで、日々の生活の利便性向上に

つながる。 

こうしたキャッシュレスのメリットを背景に、近年、クレジットカードに加

え、プリペイド型の電子マネーや国際ブランド付きのデビットカードの普及も

進み、我が国のキャッシュレス決済額は着実な増加傾向にある3が、諸外国と比

べるとキャッシュレス決済比率は未だに低い。成長戦略である「未来投資戦略

2017」（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）においては、「2020 年までに、外国人が訪

れる主要な商業施設、宿泊施設及び観光スポットにおいて「100％のクレジット

カード決済対応」及び「100％の決済端末の IC 対応」を実現することに向け、

決済端末の設置を働きかける」とされ、加えて、「今後 10 年間(2027 年 6 月まで)

に、キャッシュレス決済比率を倍増し、4 割程度とすることを目指す」とされて

おり、今後益々のキャッシュレス化の進展が見込まれている。 

 

                                                  
3 2016 年の決済額は、クレジットカードが 53 兆 9265 億円(前年比 8.2%増)、電子マネーが 5兆

1436 億円(前年比 10.8%増)。デビットカードの 2016 年度の決済額は 8921 億円(前年度比 14.7%

増)。 
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このようなキャッシュレス化の進展に伴い、カード会社には多くのデータが

蓄積されている。一方、消費者の間では、1000 万人を超えると言われる家計簿

アプリユーザーの拡がり4に裏打ちされるように、自らの消費情報を効率的かつ

便利に収集・管理したいとの要望が強まっている。 

こうしたニーズは今後ますます拡大していくことが想定され、キャッシュレ

ス決済に関連するデータを活用した家計簿アプリのような消費情報の収集・管

理を簡素化するサービスなど、消費者のニーズに応えた様々な関連サービスが

展開されていくことが期待される。  

                                                  
4 家計簿サービスの会員数は、Zaim650 万人、マネーフォワード 500 万人、Moneytree100 万人に

上る。(各社 HP より) 
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３．FinTech 企業との連携 

（１）FinTech とは 

Finance（金融）と Technology（技術）を掛け合わせた「FinTech（フィンテ

ック）」は、あらゆるものをインターネットとつなげる IoT、膨大な情報（ビッ

グデータ）の処理・分析、AI（人工知能）、ブロックチェーンといった先端技術

を使い、爆発的に普及したスマートフォンやタブレット端末等を通じて、これ

までにない革新的な金融サービスが生み出される動きを捉えようとする言葉で

ある。FinTech は、金融のあり方を大きく変え、人々のくらしや企業の活動にも

大きな変化をもたらすものとして、世界中で議論され、様々な試みや新たなル

ールづくりが行われている5。 

 金融には、決済はもちろんのこと、個人の家計管理、資産運用、企業の資金

調達6等、様々な分野が含まれているが、これらの本質的な役割は個人や企業の

「お金」に関する問題を解決することである。そして、FinTech の動きは、これ

までそれぞれの「業」として固定化してきた金融の在り方を利用者の目線から

改めて捉え直すものと言える。 

決済の分野においては、第一に、決済が行われるインターフェイスが拡大し

てきている。従来は店頭での決済や銀行窓口であったのが、EC（Electronic 

Commerce）や SNS（Social Networking Service）等のインターネット上でのお

金のやり取りが増えており、決済に係るデバイスも、従来は現金やクレジット

カードを中心とするカード決済が主だったが、 近では技術の進歩とともに、

スマートフォン端末やウェアラブル端末による決済が広がってきており、指紋

認証を用いた決済も現れてきている。第二に、こうしたインターフェイスの広

がりに加え、決済手段としての「お金」自身も、変化、多様化してきている。

例えば、店の端末でスマートフォンやカードを使って支払いする際、電子マネ

ーやバウチャー、ポイント、仮想通貨、デビットカード、クレジットカード等

を自由に選んで使えるといった FinTech サービスが生まれている。こうした動

きは、これまでの決済のあり方や担い手の前提を大きく変えるものと言える。 

 家計管理、資産管理の分野においては、決済も含めた様々な個人に関するデ

ータがインターネット等を通して蓄積されてきていることを背景に、前述のと

おり、個人が自分の家計を自動的に把握できるサービスが会員数を伸ばしてい

                                                  
5 経済産業省では、平成 28 年 7 月より「FinTech の課題と今後の方向性に関する検討会合」を

開催し、FinTech が経済社会に与えるインパクトや課題、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議論を行ってきた。FinTech に関わる実務家や有識者の意見等も踏まえ、

平成 29 年 5月に、総合的な報告・提言として「FinTech ビジョン」を取りまとめたところ。 

<http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170508001/20170508001.html> 
6 店舗やインターネット上での取引や決済、在庫等の商流データを用いて運転資金等を融資する

サービス（トランザクション・レンディング等）等。 
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る。さらに、資産負債状況に応じた家計管理に関するアドバイス、AI 等を用い

て高度な運用方法を個人が利用できる環境を提供するサービスも現れてきてお

り、貯蓄や資産運用を含むこれまでとは全く違う水準の家計管理が実現されて

きている7。 

 企業会計の分野においても、AI 等を活用して、事業活動の様々な接点から得

られる膨大な情報を処理・分析し、経営管理やキャッシュ・マネジメント等の

バックオフィスを自動化、高度化するサービスが出現している。 

 このように FinTech は、個人の生活においては、消費生活の高度化、活性化

を進めるとともに、将来に向けた資産形成の充実に寄与することが期待される。

また、資金調達の高度化、バックオフィス業務の効率化により、企業の収益力

向上の一助としても期待される。 

 

（２）FinTech とカード会社の連携 

加盟店から見ると手数料が安価であったり、ユーザーから見るとクレジット

カード発行の審査手続がないこと等を背景に、決済に関する FinTech サービス

としては、例えばアリペイ、ペイパルなど、クレジットカードを使わずに個人

の銀行口座と店舗を直接繋ぐ決済サービスが、海外を中心に広がりつつある。

カード会社からすると、このような FinTech サービスは競合になり得る一方、

うまく FinTech 企業と提携することで、会員のカード利用拡大や新規顧客の獲

得につながることも考えられる。例えば、家計簿サービスのマネーフォワード

の利用者の年齢層はカード契約者比率が小さい若年層が多く、今後の潜在的顧

客として有望と考えられ、また、特にカード利用が月 10 回未満のライトユーザ

ーが当該家計簿アプリを利用し始めると、利用回数・利用金額が大きく増加す

るというデータがある。 

                                                  
7 AI 等の計算技術を用いて、顧客から受託した資産の最適な運用方法を提案・執行するロボ・

アドバイザーや、資産運用したい個人と融資を受けたい個人をマッチングさせるソーシャル・レ

ンディング等。 



 

7 
 

  

 

(出典)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 辻委員提供資料 

 

クレジットカードサービスの運営主体において保有される主なデータは次の

表のとおりである。こういったデータを FinTech 企業が活用することで、さま

ざまなサービスが創出されることが考えられる。 
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 ユーザーの視点からは、例えば個人における家計簿アプリ、企業における会

計ソフトのように、カード会社が保有するユーザー自身のデータに自由にアク

セスし、活用できるようになることで、日々の生活・活動の利便性向上につな

がる8。例えば、個人が自らの消費情報を自動的に収集・管理できるようになれ

ば、家計管理や貯蓄、合理的な個人ローンの選択等を手軽にできるようになる。

家計簿アプリに関心のある人は 29%に上るところ9、実際に家計簿アプリサービ

スを利用しているユーザーは、利用を始めてから、約 3 割が節約を心がけるよ

うになり、約 2 割が資産形成について考えるようになったという調査がある10。 

 

                                                  
8 経済産業省では、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会の下に設置された分散

戦略ワーキンググループにおいて、個人起点のデータの流通及び利活用促進に向けた戦略や環境

整備等について検討を行い、平成 28年 11 月に中間取りまとめを行っている。 

<http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20161129001.html> 
9 野村総合研究所『第３回生活者１万人アンケート調査(金融編)』 

<http://www.nri.com/Home/jp/news/2016/161215_1.aspx> 
10 (株)マネーフォワードによるアンケート調査 

<http://corp.moneyforward.com/survey/20150529_pfm_research/> 
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具体的なサービスとしては、家計簿サービスのようなカード履歴を即時に取

得して、その情報と銀行口座等、複数の情報を集約して提供するサービスの他、

カードで貯まったポイントをカード会社の外部サイトで利用できるようになる

サービス、カードの有効・無効や決済可能条件（利用エリア・加盟店業種・店

舗／EC 等のチャネル）をスマートフォンアプリからワンタッチで設定できるサ

ービス（「カードセルフコントロール））、カードの引落し額と引落し口座の情報

を比較して残高が足りない場合は事前に通知（アラート）するサービス等、多

様なものが本検討会では提案された。 

また、こうした消費者の利便性向上以外に、カード会社の事業運営の効率化

に資するサービスも提案された。例えば、カード会社の商品情報や与信審査シ

ステムと連携して 適なカードを提案する、カード申込みの受付代行サービス

等である。なお、上述のカードセルフコントロールや残高不足アラートは、カ

ード会社の不正使用防止や督促業務に関するコスト削減にも資するものである。

このようにカード会社にとっても FinTech 企業との連携は、新規サービスの創

出や自らのサービスへの誘導、セキュリティの向上、コスト削減等、大きなメ

リットをもたらす可能性がある。 

 
 

 さらに、こうしたサービスを通して、カード利用に関する消費者心理を改善

できる可能性もある。内閣府の世論調査によると、国民の約 6 割がカードを積

極的に利用したいと思っていない。その理由として、日々の生活においてクレ

ジットカードがなくても不便に感じていないことの他、不正使用、情報漏えい、
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使いすぎへの懸念が上位に挙げられている11。これら消費者の懸念に対して、例

えば、上限金額や残高不足の事前アラートの設定が可能になって自分でカード

利用を管理できたり、決済可能条件を設定するカードセルフコントロールやリ

アルタイムでのカード利用アラートを使うことで、不正使用の低減や早期検知

ができるようになる等、FinTech の活用により、懸念を払拭、低減することがで

きる。 

 

 

クレジットカードは個人向け以外に法人向けにも発行されており12、法人向け

カードを企業のクラウド会計システム上に紐付けることで、クレジットカード

に関するデータをデジタルデータとして取り込み、経理業務に活用できるサー

ビスが提供されている。特に人材等のリソースに制約のある中小企業において、

業務の効率化や経営管理の精緻化に貢献するものであり、企業活動の領域にお

いても、利便性の高いサービスの創出が期待される。 

 

                                                  
11 内閣府「「クレジットカード取引の安心・安全に関する世論調査」の概要」

<http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h28/h28-creditg.pdf> 
12 平成 26 年 3月末時点の日本におけるカード発行枚数 2億 6600 万枚のうち、法人カードは 888

万枚(3.3%)程度だが、法人カードを活用した経費精算において一定の条件の下に領収書破棄を可

能にする規制緩和が実施されたこと(国税庁電子帳簿保存法Q&A(平成 28年 9月 16日))等を背景

に、法人カード利用が今後拡大していくことが期待される。

<https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/0

7_3.htm> 
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（３）連携の際の課題 

クレジットカードは決済手段であり、第一に求められることは正確性と安全

性である。これまでカード会社は、不正検知等の決済に係るシステム構築や明

細の電子化等のサービスを行ってきたが、その安全性を担保するため、カード

会社は自前主義を基本にシステム開発を行う一方、外部と接続してその機能を

取り込むという発想はあまりなかったと言える。 

その結果、例えばカード会社が取り組んできた電子明細の普及については、

複数のカードを所持し銀行口座も有している消費者から見れば、単独のカード

会社の情報のみで利便性に欠くため、利用が十分に拡がらない一方、FinTech 企

業が提供を始めた複数のカード情報や銀行口座情報を統合する家計簿サービス

が多くの消費者に受け入れられ、普及している。 

イノベーションのスピードが急速なため、全て自前主義でサービスを迅速に

生み出すことは難しいと言われる中、ユーザーの利便性を 大化し、かつコス

トを安くできるよう、事業者同士が連携し、サービスを迅速に生み出していく

ことが期待される。実際に、カード会社が FinTech 企業を含む外部企業とシス

テム連携を行う事例も出てきている。例えば、三井住友カード(株)は、Square

社13や Stripe 社14と戦略的パートナーシップを結び、Square 社等が提供している

店舗や EC サイト向けの簡易なカード決済導入サービスを用いながら、カード加

盟店の裾野の更なる拡大を図っている。 

 

また、 近の FinTech サービスにおいては、FinTech 企業が利用者から預かっ

たログイン用 ID・PW を使って、カード会社との間で契約締結等の明確な法的関

係を構築することなくシステムにアクセスする「スクレイピング15」による方法

で、データを収集・管理する事例が広く見られる。当該手法については、カー

ド会社から見ると表面上それが正当なアクセスであるか不当なものであるか分

からないことに加え、アクセス頻度や参照するデータの多さからシステムへの

負荷が大きいといった点が指摘されている。また、カード会社へアクセスする

ために、FinTech 企業が利用者のログイン用 ID・PW を取得・保有することにつ

                                                  
13 米国 Square社は主に実店舗向けに専用カードリーダーをスマートフォンやタブレット端末に

接続し、専用アプリをダウンロードするだけで、クレジットカード決済等を導入できるサービス

を展開。導入費用の安さや一律の加盟店手数料を背景に、個人事業主や中小企業のスモールビジ

ネスのマーケットで採用されている。 
14 米国 Stripe 社は EC サイト向けに数行のソースコードをウェブサイト上に書き込むだけで簡

単にクレジットカード決済等が導入できるサービス等を展開。フェイスブック、キックスタータ

ー、ツイッター等のインターネットサービスの決済プラットフォームとして採用されている。 
15 スクレイピング（scraping）とは、一般に、ウェブページの HTML データを解析し、データの

抽出や加工を施す方法により、必要なデータを収集する手法。 
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いて、情報漏えい等のセキュリティ上の懸念も生じている。 

さらに、FinTech 企業としても、カード会社側のウェブサイトに変更があると、

その都度それを捕捉してソフトウェアを更新する作業が必要になり、負担とな

っているとの指摘がある。 

 

（４）API 連携の促進 

クレジットカードに関連する様々な FinTech サービスが新たに生まれていく

には、スクレイピングのような方法には一定の課題がある。こうした課題を解

決する方法として、API によるカード会社と FinTech 企業との連携が重要な鍵を

握ると考えられる。 

前述のスクレイピングと比べると、API 連携は契約締結等をした者にシステム

へのアクセスを許諾するため、アクセスの正当性が明確化されることによる安

全面の向上の他、アクセスされる側のシステムの負荷軽減、FinTech 企業が利用

者のログイン用 ID・PW を取得・保有することが不要になることによる FinTech

企業側の情報漏えいリスクの軽減という観点から優れているとの指摘がある。

よりセキュアな API 連携でデータ取得を行うことは、FinTech 企業にとってもデ

ータの同期速度が安定・迅速化する。実際、家計簿サービスにおいて、銀行口

座のデータを取得する際に API 連携を行っている事例があり、その銀行を利用

するユーザーの一部から、情報取得の失敗頻度が減ったといった評価を受けて

いる。 

 また、新しいサービスを開発しようとする時、自社の限られたリソースによ

る自前主義の開発の場合は迅速性に限界があるが、カード会社が API を用意す

れば、それを連携先に提供し、連携先がそれに合わせて開発することになるた

め、カード会社側の開発負担は削減されることとなり、開発時間も短縮化する

とともに、連携先数の飛躍的増加が可能となる16。 

このように、API 連携はカード会社と FinTech 企業が連携を行う上で様々なメ

リットがある連携手段である。 

また、第４次産業革命が進展し、データの処理技術や分析技術が高度化する

中で、カード会社や FinTech 企業の異なる主体が保有するデータを円滑に融通

できるようにし、クレジットカードデータの情報としての社会的価値を 大化

することが求められる。この観点からも、カード会社と FinTech 企業による API

連携を更に促進することは重要である。 

 
                                                  
16 カード会員が様々な場所でポイントを利用出来るよう、自社のポイントを外部サイトで利用

できるようにする機能の API を用意し、連携先が効率良く開発できる体制を整えているカード会

社も見られる。 
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（５）金融機関17における API 連携促進の取り組み 

FinTech の動きが世界的規模で加速する中、利用者保護を確保しつつ、金融機

関と FinTech 企業とのオープン・イノベーション（連携・協働による革新）を

進めていくための制度的枠組みを整備するため、金融機関については、FinTech

企業との API 連携を促進する制度整備として、銀行法等の一部を改正する法律

（以下、「改正銀行法」という）が第 193 回通常国会で成立した。改正銀行法で

は、送金等の決済指図伝達型及び口座や取引情報をまとめる口座情報取得型と

いう２種類のサービスを対象に、FinTech 企業に電子決済等代行業者としての登

録制を課して情報の適切な管理や業務管理体制の整備を確保するとともに、サ

ービスに対応する金融機関との契約締結を義務づけている。金融機関に対して

は、電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の決定・公表、電子決済

等代行業者と契約締結するに当たり求める事項の基準の作成・公表を義務付け、

基準を満たす電子決済等代行業者との契約締結について差別的な取扱いを禁じ

ている。 

また、サービスを提供する事業者間におけるセキュリティや利用者保護の原

則、API 仕様の標準化等について、「オープン API のあり方に関する検討会」（事

務局：（一社）全国銀行協会）において検討が行われている18。 

 

改正銀行法における「電子決済等代行業」の定義 

第二条第十七項 

この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為（（新設）第 17 一号に規定する預金者によ

る特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるお

それが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。）のいずれかを行う営業をいう。 

一号 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、

電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うこと

の当該銀行に対する指図（当該指図の内容のみを含む。）の伝達（当該指図の内容のみの伝達にあ

つては、内閣府令で定める方法によるものに限る。）を受け、これを当該銀行に対して伝達するこ

と【以下「決済指図伝達型」という。】 

二号 銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託（二以上の段階にわたる委託を

含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を

取得し、これを当該預金者等に提供すること（他の者を介する方法により提供すること及び当該

情報を加工した情報を提供することを含む。）。【以下「口座情報取得型」という。】 

                                                  
17 ここでいう金融機関とは、都市銀行、地方銀行、信用金庫等の預金取扱金融機関を指す。 
18 (一社)全国銀行協会が事務局となり、「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）】」として 2017 年 3 月現在時点で取りまとめ。 

<https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/7670/> 
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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 

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、国際カードブランド、それ以外の FinTech 企業等を想定すると、

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19(②に相当)。 

サービスの提供形態をパターン分けをすると、A.カード会社単独での提供、

B.カード会社が FinTech 企業等外部企業と連携して提供する形、C.FinTech 企

業等がカード会社等と連携して提供する形の 3 パターンが主に考えられる。 

 
 

（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、前述のとおり、サービス創出の迅速性に

一定の限界がある20。B.については、消費者との関係において、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

行ってきたと言えるが、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難しい21。そこ

                                                  
19 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)。 
20 A.については、電子明細等が具体例として挙げられる。 
21 B.については、カード会社が加盟店と連携してカード利用時の商品情報を得ることで、

CLO(Card Linked Offer、クレジットカードの利用情報や会員属性に基づいて、利用者の趣味嗜

好に合ったクーポンなどを提供するサービス)等の消費者ニーズに合ったサービスが提供できる

ことも指摘された。現在においても電子明細を含んだ利用明細等において、カード会社は会員に

応じたクーポンを提供しているが、これがより精緻化することにより、消費者はより自分に合っ

たレコメンデーションを享受できるようになる。 
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で、C.のケースのように、FinTech 企業が複数のカード会社をまとめることが効

果的になる。また、日本のカード決済においては、海外で一般的なオフアス取

引22に加え、オンアス取引が広範になされていることから、オフアス取引のみを

制御できる国際カードブランドのシステムではなく、カード会社のホストシス

テムからオフアス取引・オンアス取引の両方を制御することが効果的である。

他方、カード会社と FinTech 企業間で、通常時及び問題発生時のルールが定ま

っていないのが現状である。このため、今後更なる展開が期待されるサービス

提供の形態である C．のパターンにおいて、FinTech 企業からカード会社に API

接続を行う形態を主な検討対象とする。 

 

P.9 で記載している具体的なサービス例は、カード会社（イシュア）と FinTech

企業との間での API 連携によって実現するものであり、カードユーザーがサー

ビスを利用する際の手順は下のようになる。なお、カードユーザーには、個人

である消費者だけでなく、例えばクラウド会計サービスを利用する法人カード

を利用する法人も含まれる。 

 

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)23 

 

                                                  
22 オンアス取引は、アクワイアラとイシュアが同一会社の場合の取引であり、オフアス取引は、

アクワイアラとイシュアが異なる会社の場合の取引である。後者の場合は、アクワイアラとイシ

ュアの間を取りつなぐ決済ネットワークを国際カードブランドが提供している。 
23 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、カードユーザー(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)。さらに、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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現在想定されているサービスは、イシュアと FinTech 企業との API 連携によ

り実現されることになる。一方で、API の可能性という意味においては、アクワ

イアラが FinTech 企業に API を提供し、その FinTech 企業を通じて、加盟店に

おけるカード売上情報を基にしたマーケティング支援サービスを提供する可能

性が指摘された。こうしたサービスも含めたカード決済導入サービスを小売業

に提供することにより、アクワイアラは加盟店契約の申し込み増加が期待でき

る。 

さらに、現在のカードユーザーと加盟店が、イシュア、国際カードブランド、

アクワイアラといったプレイヤーを介して結び付くクレジット決済の構造自体

が、API 連携によって変わる可能性も指摘された。例えば、イシュアと加盟店が

直接 FinTech を介して繋がることで新しいカード決済のルートが実現する。ま

た、既存の決済ネットワークのインフラではなくインターネット等の別インフ

ラを活用することで、決済の取引データ量の制約が減り、商品情報等を載せる

ことも可能になり、購入商品に応じたポイント付与等の新しいサービスが創出

される可能性もある。 

このように、カードビジネスにおいて API 連携が実現すると、様々な発展の

可能性があることが指摘された。新たなサービスを顧客に提供していくために

は、カード会社が API 連携に取り組んでいくことが期待される。 

 

（３）API 連携の実施のための課題 

カード会社が決済・資産管理等のサービスを提供する FinTech 企業から API

接続を受けると、その FinTech 企業は利用者のカード情報へアクセスすること

になるが、カード会社が、セキュリティに関する措置・体制の不十分な FinTech

企業と API 連携してしまい、その FinTech 企業において情報漏えい等が生じる

と、利用者に被害が生じるリスクに加えて、カード会社は社会的信用の失墜等

のリスクに直面してしまう。特に、連携するカード会社と FinTech 企業との間

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、カード会社及び

FinTech 企業双方にとって連携を躊躇させる要因となっている。 

こうしたことを未然に防ぐため、API 連携を行う際には、カード会社及び

FinTech 企業双方においてセキュリティや利用者保護について十分な措置・体制

が採られている必要がある。本検討会では、そのための仕組みを検討すること

とした。その際、オープンイノベーションを促進することを基本に、問題が起

きた時に発生する損害に応じた、リスクベースアプローチでの検討が必要であ

る。 
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（４）カード会社の API 連携によって創出されるサービスとそれに伴うリスク 

カード会社の API 連携によって創出されるサービスは、改正銀行法において

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の一部を含むとともに、それ以外のサービスも考えられる。

カード会社特有のサービスとしては、例えば、前述のサービス例で挙げた、ポ

イント利活用サービス、カードセルフコントロール等である。

 
 

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ことは一般的に

想定しにくく、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 FinTech 企業が幅広く行うことは当面想定されないと考

えられる。また、決済指図伝達型は更新系 API24に当たるが、カード会社の場合、

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25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。 

 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

                                                  
24 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。 
25 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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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

の情報が含まれるが、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/ガイドライン策定等の必要性 

カード会社の API に接続する場合、金融機関の API に接続する場合と比べて

リスクが相対的に小さいため、カード会社としてサービス提供に踏み切り、ま

た、カードユーザーにも受け入れられる可能性が高いため、新しい技術やサー

ビスが出現することが十分に考えられる。 
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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令等の改正では機動的に対応することが難しい。また、法

令等の改正によって結果的に FinTech 企業を一方的に規制する形となっては、

API 連携の促進とイノベーションの創出、社会全体の情報価値の 大化という観

点からは望ましくない。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る。このため、クレジット

カード分野の API 連携については、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迅速に対応できるよう、ガ

イドラインで対応することが望ましい。 

 

また、ガイドライン策定の効果のひとつとして、予見可能性が高い条件下で

様々な企業がカード情報を用いたサービスを安全に提供することを通じて、消

費者にも便利で安全なサービスとして認知されることが期待される26。 

 

（６）カード会社の API 連携促進の基本思想 

カードビジネスにおける API 連携に関するガイドラインを策定することで、

カード会社単独でサービス提供することに加え、カード会社が API 連携によっ

て外部企業を活用することで、クレジットカードに関する今までに無かったよ

うな新しいサービスが創出され普及することにより、カードサービスの利便性

が一層向上するとともに、ひいては更なるキャッシュレス決済の普及に繋がっ

ていくことを目指す。 

カード会社の API 連携を促進するに当たっては、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 FinTech 企業は排除する必要がある。このよう

な FinTech 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

採られており、連携しても問題のない FinTech 企業か否かを確認するための要

件やプロセスを予め定めることが有用である。 

 

ただし、技術の進展やサービス創出に対して、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ある。そのため、例えば、それぞ

れのリスクに応じて事業者が満たすべき 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っていくことが重要であ

                                                  
26 2001 年に全銀協が策定したガイドラインである「アカウントアグリゲーション・サービスに

関する基本的な考え方」により、日本におけるアカウントアグリゲーション・サービスに際して

のセキュリティや利用者保護のあり方が明確に定義され、スマートフォンの登場と相まって、昨

今の家計簿等サービスの進展を促してきた経緯がある。 
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る。そして、急速な技術やビジネスの進展に伴って新たな問題が生じた場合に

は機動的にガイドラインの見直しを行ったり、あるいは、想定した以上にリス

クが大きいサービスが出現したりする場合は、法令を含めた対応を検討するこ

とで対処していくこととする。 

 

なお、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

ことは、（３）で述べたリスクをカード会社及び FinTech 企業双方で認識し、責

任を分担し合っており、かつ、ガイドラインで示された要件を満たすことと同

等の代替措置が採られていることを前提に、それを妨げるべきではないと考え

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

用する仕組みを設けることが重要である。具体的には、FinTech 企業による金融

機関との連携実績を活用することが考えられる 

 

こうした枠組みをガイドラインで策定するとともに、ガイドラインで対応す

ることで、セキュリティの確保や利用者保護を図りながら、API 連携が一層促進

されていくことを想定している中、ガイドラインの実効性を確保する仕組みを

構築することが併せて重要である。そのため、ガイドラインの策定主体である

政府を中心としたフォローアップの仕組みを検討するとともに、安全の確保に

懸念が生じたり、API 連携が円滑に進まない等、ガイドラインでは実効性が確保

できない場合は、法令を含めた対応を改めて検討することが適当である。 
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５．ガイドラインの内容と考え方 

 カード会社が外部企業と API 連携を行うことにより、クレジットカードに関

する新しいサービスが一層創出されていくことが期待される。こうして創出さ

れたサービスを通じて、多くの消費者にとってクレジットカードが更に身近な

ものになり、ひいてはキャッシュレス社会の実現に繋がっていくことを目指し、

カード会社が API 連携をする際に API 連携のための適切な措置・体制が採られ

ており協業することが望ましい FinTech 企業を連携先として検討するプロセス

等に関してガイドラインを策定する。 

 

（１）ガイドラインの対象範囲 

 ガイドラインを策定する上で、まずガイドラインの対象範囲を明確化する必

要がある27。カードビジネスにおける API 連携は、P.17 のように大きな発展の可

能性を秘めているが、こうした可能性を実現していくために、今回策定するガ

イドラインの対象とする API は、現時点でニーズが高く、サービスの具体化が

想定されるイシュアにおける API とする28。 

ガイドラインの中で規定される、API 連携のためにカード会社及び FinTech 企

業が採るべき措置・体制は、サービスによってリスクが異なることから、提供

されるサービス単位で考えることが適当である。そのサービスは、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29。 

その際、カード会社と API 連携を行う主体について、カード会社との連携を

通して消費者のニーズに合ったサービスを提供するのであれば、一般的に

FinTech 企業と呼ばれるようなベンチャー企業に限定する必要はなく、幅広く対

象とする。例えば、現在カード会社のパートナー企業である加盟店も考えられ

ると指摘された30。 

 

 

                                                  
27 金融機関においては、改正銀行法により API 連携が促進される対象は、ユーザーニーズがあ

って事業化が当面想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)に相当するサ

ービスに限定されている。 
28 本ガイドラインは、対象サービスの追加等、定期的に見直しをしてアップデートする性質の

ものである。アクワイアラにおける API を始めとしたその他の API については、具体的なサービ

スが今後出てきた場合、ガイドラインの対象範囲に追加することを検討する。 
29 今後ガイドライン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。 
30 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が想定される。なお、小売店がカード番

号等を取り扱う場合は、P.24 のとおり、適切な措置が必要である。 
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〔今後の検討事項〕 

・ガイドラインの対象とするサービスを特定する。 

 

（２）ガイドラインの内容 

API 連携を通してサービスが創出されるまでのステップに応じて、以下のよう

な内容をガイドラインで示すこととする。 

 

【ステップ１】FinTech 企業・カード会社の API 連携のための措置・体制の整備

・カード会社と FinTech 企業の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 FinTech 企業を連携先から排除するため

の、カード会社が FinTech 企業に求めるサービスのリスクに応じた要件とその

確認のプロセスを示す。 

・カード会社においても、自社が採るべき措置・体制が明確になることは有用と

考えられる。そこで、API 連携に当たり、カード会社が採るべき措置・体制を

サービスのリスクに応じて示す。 

 

【ステップ２】カード会社と FinTech 企業間の費用分担等に関する協議・決定 

・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関するカード会社及び FinTech 企業間

の協議に際しての考え方を示す。 

 

【ステップ３】API 連携のシステム開発 

・システム連携を行うための対応作業、特に開発面における作業を想定する。そ

の際、API 仕様のガイドラインがあれば、カード会社は API を開発しやすく、

API 接続を行う FinTech 企業もカード会社の API が出来るだけ統一されている

と、開発負担が軽減される。カード会社及び FinTech 企業双方の開発の効率化

の観点から、API 仕様の標準化の内容を示す。 
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【ステップ１】FinTech 企業・カード会社の API 連携のための措置・体制の整備 

（１）FinTech 企業の採るべき措置・体制 

カード会社が FinTech 企業が連携しても問題のない企業か否かを判断する

上で、API 連携のために FinTech 企業が採るべき措置・体制に関する要件を予

め定めることが有用である。 

具体的な基準は、各カード会社がそれぞれの情報セキュリティ等に関する基

本方針に基づいて策定・公表することとなるが、本ガイドラインにおいては、

その基準を策定する上での原則となる要件を規定する。 

FinTech 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

時に利用者が被る損害に応じたものにする。具体的なリスクとして、主に資産

毀損や情報漏えいが考えられる。 

資産毀損や情報漏えい等が起きる主因として、システムの脆弱性等のセキュ

リティ面が挙げられるが、現在、FinTech 企業ごとにデータやサーバーの管理

に関してバラツキがある。これは、FinTech 企業においてデータ管理等に関す

る業界基準に相当するものがなく、あるいは、当該内容に詳しい人材が社内に

いないため、どこまで投資して対応すべきかが分からないことが一因である。

このため、セキュリティの面で API 連携先の FinTech 企業がどのような要件を

満たすべきか、明確化する。 

また、FinTech 企業が利用者に健全にサービスを利用してもらうためには、

利用者に、自分のデータの所在場所に誰がどういう経路でアクセスして、どの

ようにデータを取得しているのか31を十分に認識してもらった上で、サービス

を利用してもらう必要がある。また、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、FinTech 企業に責任が生じた場合、その補償が適切になさ

れるよう、サービスに係る適切な契約の締結・履行が求められる。こうした観

点から、利用者保護の面においても、一定の要件を定める。 

下の表は、創出されるサービスごとに、考えられるリスクを検討し、そのリ

スクに対して、満たすべき要件及びその水準を設定する際のイメージである。

例えば、カード会社以外が提供するサービス上でのポイント利活用サービスに

ついては、ポイントが毀損するという資産毀損関係のリスクが想定され、この

リスクに応じて、各要件において求められる水準は比較的高いものとしている。

一方、家計簿アプリといったカード利用履歴等の情報を取得するサービスにつ

いては、利用者の決済情報が流出するという情報漏洩関係のリスクが想定され、

各要件において求められる水準は、資産毀損のケースと比較して低いものとし
                                                  
31 例えば、家計簿アプリサービスにおいて、スクレイピングにより情報取得がされている場合、

家計簿アプリ事業者が利用者のログイン用 ID・PW を預かり、それを使って利用者に成り代わっ

てカード会社にアクセスしデータを取得している。 
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ている。 

 
 

検討に際しては、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、FinTech 企業によるカード番号等の取扱いの有無
32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。FinTech 企

業がカード番号等を保持33する場合、クレジットカード取引のセキュリティ対

策に関し、クレジット取引セキュリティ対策協議会34において策定されている

「実行計画」35に沿って PCI DSS36に準拠することが必要である。 

 

FinTech 企業が、本ガイドラインにおいて規定された要件を基に各カード会

                                                  
32 原則として現在 API 連携において一般的に利用されている認証方法である OAuth2.0 は、認証

番号が FinTech 企業に知らされない仕組みだが、カード番号等が API 連携先で取り扱われるケー

スとして、「企業同士で顧客と購買情報を一意に結びつける方法がカード番号等しかないケース」

が考えられる。例えば、CLO のサービスを提供する FinTech 企業は、自社のオファーを通じてカ

ードが利用されたかどうかを後でチェックし、送客手数料を得るが、そのときのチェックにはカ

ード番号等が使われると想定される。 
33 自社で保有する機器・ネットワークにおいて「保存」、「処理」、「通過」すること。 
34 2020 年に向け、「国際水準のセキュリティ環境」を整備することを目指し、クレジットカード

取引に関わる幅広い事業者(カード会社、加盟店・関係業界団体、PSP(Payment Service Provider)、

決済端末機器メーカー、情報処理センター、セキュリティ事業者、国際ブランド等）及び行政が

参画して 2015 年 3 月に設立。事務局は日本クレジット協会が務めている。 
35 「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画-2016-」（平成 28

年 2 月 23 日）において、「2020 年までの達成すべき目標の実現に向け、クレジットカード取引

に関係する全ての主体が本「実行計画」を尊重し、主体者として行動を起こし目標を達成するこ

とを期待する」とされた。その後、割賦販売法の一部改正が行われ（平成 28年 12 月成立・公布）、

加盟店におけるセキュリティ対策が義務づけられたこと等を踏まえながら、「実行計画」の内容・

解釈の明確化等の改訂を行った「実行計画」の 2017 年度版を公表(平成 29 年 3月)。 
36 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)は、カード番号等を扱う全ての事

業者に対して国際ブランドが定めたデータセキュリティの国際基準のこと。 
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社が作成・公表した基準を満たす場合、FinTech 企業はカード会社と原則 API

連携を行う方向でステップ２に進むこととなる。 

 

〔今後の検討事項〕 

・ガイドラインの対象となるサービスごとに想定されるリスクの検討。 

・当該サービスを行う FinTech 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）。 

・上記要件を満たすための具体例の検討（ガイドラインは性能規定を原則とす

るが、例示としての具体的措置・体制）。 

 

（２）カード会社の採るべき措置・体制 

（ア）API 連携に関する方針等の公表 

FinTech 企業がカード会社との API 連携を検討する時、カード会社の API

連携に関する方針及び体制整備の予定が事前に分かることが有益であり、カ

ード会社にとっても、協業することが望ましいものの、自ら見つけることが

難しいような外部企業からアプローチを受ける可能性が高まるメリットがあ

る。 

そのため、カード会社は、API 連携に係る体制整備を実施するか否か、例

えばガイドライン策定後 6 ヶ月以内に公表することとする。体制整備につい

て、具体的な内容を検討中のカード会社は、その検討の終了予定時期を公表

する。整備を行う予定のない、あるいは API 連携の方針が未定のカード会社

は、その旨を公表する。 

API 連携に係る体制整備を実施するカード会社は、ガイドラインの対象サ

ービスのうち関心のあるものに関して、（１）で示された原則に基づき API

連携先に求める基準を作成し、例えばガイドライン策定後 6 ヶ月以内に公表

することとする。また、自社の API 連携の体制整備の完了予定時期を可能な

限り公表することとする。 

 

（イ）FinTech 企業が API 連携のための適切な措置・体制が採られているか否

かの確認 

カード会社がサービス提供を検討するに当たり、自前主義での提供等に加

えて、外部企業と API 連携を行い、当該外部企業を通じてサービスを提供す

る(P.15 の C.)という方法が採られることが想定される。その際、FinTech

企業が API 連携のための適切な措置・体制が採られているか否か、確認する

必要がある。カード会社は、（ア）で作成・公表された基準を用い、API 連

携を求めてきた FinTech 企業が当該基準を満たす場合、原則 API 連携を行う
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方向でステップ２に進むこととなる。 

 

カード会社が、API 連携を求めてきた FinTech 企業に対し要件を満たすか

否か迅速に確認する方法として、当該 FinTech 企業に金融機関との連携実績

がある場合は、連携している金融機関が改正銀行法に基づき作成・公表して

いる電子決済等代行業者に求める基準を参照し、その基準が自社(カード会

社)の基準を網羅している場合は、要件を満たしていると判断することが可

能なことから、原則 API 連携を行う方向でステップ２に進むこととなる。 

網羅していない場合、金融機関の公表している基準と自社(カード会社)

の公表している基準との比較がなされていると、カード会社はより迅速に確

認を行うことができる。また、その比較が公表されていると、既に金融機関

との連携実績のある FinTech 企業にとっては、API 連携をするカード会社の

求める要件がどの程度のものなのかについての判断がより容易となる。 

なお、金融機関の作成・公表する基準もカード会社の作成・公表する基準

も、リスクベースでの作成が基本となると考えられることから、FinTech 企

業による金融機関との連携実績の活用についての大まかな整理は、以下のよ

うに考えられる。（P.19 に記載している、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。） 

 

＜ケース①＞ 

カード会社に API 連携を求める FinTech 企業が、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

（決済指図伝達型）の場合 

①－Ａ：当該 FinTech 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・体制が採られていると原則判断できる。 

①－Ｂ：当該 FinTech 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・体制が採られていると原則判断できる。 

①－Ｃ：当該 FinTech 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・体制が採ら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 FinTech 企業が、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 FinTech 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・体制が採られていると判断できない。 

②－Ｂ：当該 FinTech 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・体制が採られていると原則判断できる。 

②－Ｃ：当該 FinTech 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・体制が採ら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 FinTech 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・体制が採られていると判断できない。 

 

 

 （ウ）その他、カード会社が採るべき措置・体制 

要件を満たした FinTech 企業と API 連携を実施するに当たり、（ア)、(イ)

以外でカード会社が採るべき措置・体制について、サービスのリスクに応じ

て、ガイドラインで示されることは有益である。例えば、セキュリティ面に

おいては、API 連携における認証はカード会社のシステムで行われることか

ら、認証において留意すべき内容が示されることは有用である。また、利用

者保護の面においても、認証画面において利用者に説明すべき内容が示され

ることは有用であるし、FinTech 企業側で問題が起きた際に、カード会社に

もその補償を求められる可能性が考えられるため、問題発生時の対応や

FinTech 企業との補償範囲等の取り決めについて、考え方が示されるべきで

ある。 

検討に際しては、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。 
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〔今後の検討事項〕 

・カード会社が採るべき、セキュリティ、利用者保護等に関する措置・体制

の具体例を検討する（ガイドラインは性能規定を原則とするが、例示とし

ての具体的措置・体制）。 

 

≪参考≫金融機関における規律 

改正銀行法において、電子決済等代行業者に対する登録制が導入され、適正

な業務体制の整備、財産的基礎等が登録要件とされている。加えて、利用者に

対する説明義務、損害発生時の責任分担の明確化、利用者の情報に関する情報

の適正な取扱い等の業務上の義務も課せられている。 

 

 

他方、金融機関に対しては、電子決済等代行業者との連携に当たり当該事業

者に求める基準の作成・公表の義務が課せられており、その基準にはセキュリ

ティの確保等を含む必要がある。また、当該基準を満たす電子決済等代行業者

に対し、不当に差別的な取扱いをすることが禁じられている。さらに、実際の

電子決済等代行業者との連携に当たっては、銀行は、API 連携を行うための体制
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を整備することが努力義務として課せられている。 

 

 

また、改正銀行法における規定に加え、「オープン API のあり方に関する検

討会」（事務局：（一社）全国銀行協会）において、金融機関の API 連携におけ

るセキュリティ対策及び利用者保護に関する基本的な考え方を取りまとめて

いる。概要は以下のとおり。 
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【ステップ２】費用分担等の考え方 

API 連携を行うに当たっては、カード会社及び FinTech 企業の双方にとって

Win-Win であることが重要であり、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 FinTech 企業間で

協議し、決めることが望ましい。その上で、契約締結を行うに当たっては、カ

ード会社は FinTech 企業に対し、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。 

 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 とを比べると、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 FinTech 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、消費者の利便性向上の観点と、特にスクレ

イピングにより既に取得されている情報がある実態を踏まえ、前向きな協議が

期待される。 

 協議の結果、連携を行う場合は、カード会社及び FinTech 企業はその旨を公

表することとする。 

 

【ステップ３】API 仕様の標準化（開発原則、開発標準、電文仕様） 

金融機関における 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

で議論されてきた。そこでは、開発原則と開発標準が取りまとめられるととも

に、電文仕様標準は継続議論とされている。 

 

 

カード会社の API 連携によるサービスについては、金融機関と同様の内容で

開発原則と開発標準を取りまとめる方向とすることが適当である。 

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、多様なプレイヤーが色々なサービスを行うと想定される中、

API 連携先の FinTech 企業から見ると、多くのカード会社がバラバラの API 仕様
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を持つよりは、出来るだけ共通化されていくべきである。他方、カード会社と

FinTech 企業の間のコネクター役を果たすような中間業者37の有効性を検討すべ

き等の指摘もあった。 

 

〔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。（ガイドラインの

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。） 

  

                                                  
37 カード会社の API仕様が共通化できない場合において、カード会社それぞれの APIと接続し、

FinTech 企業に対し、それらカード会社のシステムとの接続を１つの API で提供するような事業

者。 
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６．今後の検討に当たっての留意点 

５．の内容を踏まえて検討を進め、今年度中にガイドラインを策定する。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

るガイドライン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。 

 

・今後、カード会社及び FinTech 企業は、本ガイドラインで規定される内容に

基づき API 連携のための措置・体制を整えていくとともに、サービスを提供

していくことになる。そういう中で何か問題が起きた時に、カード会社や

FinTech 企業が本ガイドラインに準拠していることと、個人情報保護法、そ

の他法令、あるいは契約上の権利義務関係等の法的な側面から対応を怠って

いなかったこととの関係を整理しながら検討していく必要がある。 

 

・本検討内容は金融機関の API 連携における議論と共通するところも多く、引

き続き連携を取りながら、更に検討が進められるべきである。 

 

・本ガイドラインに準拠した形で、カード会社における API 連携が実際に進め

られるよう、以下のような仕組みが構築されることが重要である。 

－政府及び日本クレジット協会は、カード会社が公表する API 連携に関する

方針及びAPI連携を行う場合のFinTech企業に求める基準について取りま

とめ、HP 等で公表する。 

 

－カード会社が API 連携を求めてきた FinTech 企業が自社の作成・公表した

基準を満たしているか否か確認するプロセス(ステップ１)において、カー

ド会社及び FinTech 企業間で認識の齟齬等が生じた場合、政府はその情報

の提供を受け付けるとともに、収集された情報に基づき対応を検討する。 

 

－FinTech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

否か確認される際、カード会社による確認結果を他の API 連携を実施する

カード会社も参照・共有する仕組みが有用である38。そのため、政府及び

日本クレジット協会は、カード会社が行った FinTech 企業の要件確認結果

の情報を受けるとともに、API 連携を実施するカード会社間で当該情報を

共有する仕組みを検討する。 
                                                  
38 短期間で同一の FinTech 企業に対する複数のカード会社による確認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 FinTech 企業の状況を確認できる。 
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・ガイドライン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・体制を採りながらサービスを提供する FinTech 企業が出てきた場合、既

定のガイドライン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。本ガイドラインに準拠して

いるように形式上見えないケースでも、カード会社及び FinTech 企業間の合

意の上で API 連携を行うことは妨げない(ガイドライン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、ガイドラインへの追加も検討する。 

 

・政府は、年１回（例えば、初年度は年央（API 連携に係る方針の公表開始時

点））、クレジット協会及び FinTech 協会と連携しながら、ガイドラインの対

象サービスごとの API 連携の実施状況やガイドラインへの準拠状況等につい

て、カード会社及び FinTech 企業にアンケート調査を行うとともに、その結

果を公表する。 

 

・政府は、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：ガイ

ドライン策定後２年以内に、FinTech 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、ガイドライン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 FinTech 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。 

 

・今回策定するガイドラインは、具体化が進んでいるイシュアにおける API に

よるサービスを検討対象としていくが、今後様々なサービスが創出されてい

く可能性があり、ガイドラインの対象に当該新サービスを追加することが期

待される。また、P.17 のように、イシュア以外における API によるサービス

についても今後の発展が想定され、状況に応じて、ガイドラインに追加する

必要が出てくる可能性がある。さらに、ガイドラインの対象とされたサービ

スについても、今後の環境変化に伴い、ガイドライン策定時に想定できなか

ったリスクが生じたり、あるいは技術革新でリスクが減じたりする結果、ガ
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イドラインで規定された採るべき措置・体制では不十分だったり、あるいは

過剰になったりすることも考えられる。そのため、ガイドラインについては、

アンケート調査結果等の状況に応じて、適時適切に見直しを行っていくこと

とする。  
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