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I 背景 

I-１  検討の背景 

ＲｅｇＴｅｃｈとは、規制と技術を組み合わせた造語であり、ブロックチェーンやＡＩ、ビッグデータ解

析など先端技術を活用することで、複雑化する規制へより効率的、効果的に対応するものである。

特に、欧米をはじめとする先進諸国では、規制やコンプライアンス対応コストが莫大に増加している

問題を解消するため、イノベーションへの要請が高まり、不正防止や規制対応の自動化、予測分

析といった新たなサービスを提供するスタートアップ企業に注目が集まっている。こうした動きを受

け、規制当局もＲｅｇＴｅｃｈを受け入れた場合の新しい規制モデルを検討している状況である。  

他方、我が国では、金融庁がこれまでの検査・監督体制を見直し、２０１７ 年３月に「検査・監督

改革の方向と課題」を公表し、今後の金融監督行政の在り方につき考えを整理し、作業工程を明

確化し、ようやく新しい技術の導入を踏まえた議論を開始しようとしているところである。そこで、経

済産業省所管の割賦販売法や商品先物取引法についても、こうした国内外の動向を見つつ、新し

い技術を取り込んだ形の将来の規制の在り方について早期に検討を始めなければならない状況

にある。  

以上の状況を踏まえ、本事業においては、ＲｅｇＴｅｃｈを推進するスタートアップ企業のみなら

ず、それを活用する金融機関や規制機関の国内外の事例を調査するとともに、ＲｅｇＴｅｃｈ導入効

果やその活用方法を整理し、割賦販売法や商品先物取引法をはじめとする我が国将来の規制の

在り方について検証を行い、中長期的な実現に向けたロードマップを策定するものとして、本件調

査を実施するに至ったものである。 

 

 

I-２ 定義 

「ＲｅｇＴｅｃｈ」はＦｉｎＴｅｃｈと比べ新しい言葉であり、まだ確立した定義は存在していないが、本報

告書では、国際決済銀行（BIS）が「FSI Insights :on policy implementation No 9 Innovative 

technology in financial supervision (suptech) – the experience of early users」において使用した

定義を採用する。また、BISは、ＲｅｇＴｅｃｈ（レグテック）とＳｕｐＴｅｃｈ（スプテック/サプテック）を分け

て定義しているため、本報告書でも同様に区分して記載する。 
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例えば先述したデロイトの「RegTech Universe」には、日本企業は1社も含まれていない。 

 

 

II-４ 今後の可能性 

以上の通り、現時点では、従前の規制対応の分野ごとに、これらの「入力」「処理」「出力」「検証」

といったプロセスごとに、効率化（自動化）、高度化が進んでいる。但し、上述した通り、それぞれの

プロセスごとに類似した技術・機能を適用していることもあり、今後は、これらのソリューションが分野

別に導入されるだけではなく、類似した「入力」「処理」「出力」「検証」のプロセスの領域について、

統合的な対応を検討していく可能性もあると想定される。 

特に、レポーティングやマーケットに関連する分野では、その取り扱うデータの量や複雑性から、

単に従来のプロセスを前提として、効率化を図るのみではなく、データマネジメントそのものの在り

方から再考していく動きが見受けられる。 

金融機関の業務が、もともと「データ」と親和性が高いうえに、音声、文書（画像）等のデータベー

ス化、分析の可能性や、非構造データの分析可能性等が高まってきたことを踏まえると、ＲｅｇＴｅｃｈ

の領域においては、業務そのものが、ディスラプトされている状況であることに加え、既存の業務そ

のものも、機械が取り扱うことのできる形に変換し易くなっている。 

この様に、金融機関におけるＲｅｇＴｅｃｈへの取組は、業務面及び内部管理・統制の面におい

て、既存の仕組みを前提とするのではなく、現在の業務、管理・統制、技術等の面から、再構築す

る一つの契機ともなっていく可能性を秘めている。また、そうした取組は、金融機関のみならず、そ

の一部の業務を担う技術企業も同様であり、ITシステム（データ）を基礎とした業務の再設計につな

がっていくものと想定される。 

更に、「産業」という観点で見た場合には、日本のRegTech産業は、欧米、シンガポール、豪州

等と比較すると低調であると見受けられ、産業活性の面、あるいは、RegTechによるエンパワーメ

ントによる間接的な金融産業への影響という観点からも、活性化を図る必要があるように見受け

られる。 
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III 日本の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-１ 技術企業における課題意識 

技術企業における、現状の規制対応における課題認識、技術対応上の課題認識、および、Ｒｅｇ

Ｔｅｃｈ（ＳｕｐＴｅｃｈ）を推進するに際しての課題意識をヒアリングした。 

 

（1） 規制対応における課題認識 

○ 制度面に係る課題 

 法制度に明確な記載がない部分については、イノベーションにブレーキがかかってしまっ

ている。こうした「グレーな部分な部分」についても実証を重ね適用可能にしていくことがで

きないとグローバルな競争には勝てない。 

 一度本人確認した画像や本人記録について、他の場面で本人確認が必要となった際に再

利用できると良い（利便性・認証スピード・確認精度向上）が、現行制度上、許容されていな

い。（民間の認証サービスを活用した取引確認情報一元的管理による本人確認ができない

か。） 

 AMLでは、身分証が「デジタル」である場合の扱い等が整理されていない。 

 規制の考え方が「ルールベース」から「プリンシプルベース」に変化している一方で、マイン

ドは「ルールベース」のままで調和されていない。マンドセットを変えるのは難しい。 

 

○ 手続き面の課題 

 日本では不動産マーケットにおける証券化は全体の 1.5%のみ。資金調達コストの高さの他、

本章では、現状、日本の被規制事業者及び技術企業において、規制対応、あるいは規制対

応への技術導入において、どのような課題が存在しているかについて、主にヒアリング結果調

査を中心として整理した。 

ヒアリング結果は、主に、規制対応上の課題（RegTechの潜在ニーズ）とRegTechを推進する

上での課題について整理している。 

規制対応上の課題としては、程度の差はあるとしても、諸外国同様、日本においても規制対

応コストが課題となっていることが挙げられた。しかし、特に、法規制がプリンシプルベースとな

ったことを受けて、法の解釈や対応検討に時間を要していることが課題となっている。 

RegTech推進上の課題としては、利用者側の認知が低いこと、関係者間（RegTech事業者

間、規制当局と被規制事業者間、規制当局と技術企業間）の対話が不足していること、実証の

不足（グレーゾーンを解消する仕組みの不足）が挙げられた。 
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証券化にかかる審査評価が重層的で時間も手間も要することが一因ではないか。 

 

（2） 技術対応における課題認識 

 AI が学習して抽出する場合、なぜその結果になったのかの説明することが難しく、それが

実用化の壁となっている。（学習を重ねていくと常に公平なアウトプットをするとは限らない

面がある） 

 報告書によって、データ構造が異なるため、分析が困難。（同じ構造に落とし込むことがで

きれば、複数年比較や差分の抽出も自動化可能） 

 

（3） ＲｅｇＴｅｃｈ推進における課題 

○ 利用者側の認知不足 

 RegTech は、まだ「キャッシュレス」のような認知度はないため、まずは全国民の理解を得る

段階である 

 

○ 他の事業者との対話不足 

 複数の企業が連携して、強みを組み合わせられると可能性が広がるかもしれない。 

 細かい技術や競争領域については他社とは共有できない部分もあるが、「取組方針」は共

有して対話を推進すべきである。 

 

○ 規制当局との対話不足 

 ＲｅｇＴｅｃｈについて「被規制者と規制当局とが本音で話せるか」が重要だが、日本では 1対

1のような関係性でフラットに話すことはできない。 

 真の対話の実現のためには、従来のワーキンググループやコンソーシアムといったやり方

ではなく、イベントに加えてスモールグループミーティングのような特定のテーマに関する継

続的な対話の場を設定し、これをイベントに繋げているというような、PDCA のサイクルをま

わしていくような仕組が必要である。 

 スモールミーティングとイベントをうまく繋ぐためには、ゴールを見据えたアジェンダ設定が

大事である。スモールミーティングは PDCA を回していく上でも 1、2 年程度継続するような

内容が望ましい。 

 当局側が保有しているデータの内容と利用可能性について分かれば具体的なソリューショ

ンの提案ができる。 

 

○ 信頼に係る問題 

 行政が「お墨付き」を与える等、ベンチャーに入りやすい仕掛けづくりをしてもらえると良い。 

 金融機関は信頼を売りしているビジネスであるため、ソリューションの導入を進める上で信

頼の構築が重要となる。人工知能が使えるのか、会社として信頼に足るのか、情報管理態
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勢は十分か等の選定が厳しい。 

 

○ 実証事業に係る問題 

 スタートアップ企業が実証事業に入るには、入札方式よりも公募型の方が参画しやすい。 

 

（4） 共通的課題（文化等） 

 人材の流動性も重要で、RegTech が進んでいる国では、規制当局と金融機関の間を才能

ある人材が数年単位で移動し、スタートアップが生まれる人材が育つ土壌が整っている 

 （当局側がデータを全て取り込むことを検討する場合には）データの取り込みが文化的に容

認される国とそうでない国があるので、日本がどうであるか考慮した上で、データの取得目

的を明確にしておく必要がある。 

 

III-２ 被規制事業者における課題意識 

（1） 規制対応における課題認識 

○ 制度面に係る課題 

 今後新たな制度が出てきた場合で、特に抽象的な制度の場合には、制度の「解釈」から始

まり、それを仕組みとして「ビルトイン」するまでに時間を要するだろう。また、解釈に時間を

要する規制は、真面目に解釈をする企業がある一方で、不真面目にただし早期に対応す

ることで、不真面目な事業者が市場を形成してしまうようになることには課題を感じる。 

 欧州の制度は、よく読むと緩急のある規制になっているのに対して、日本ではその一部を

取り出して、国内法に適用しているようにも感じる。（諸外国の制度を参照する場合のその

理解度） 

 特に負担の大きな規制を課す場合には、一定規模以上の事業者を対象とすべきであり、免

除される規模を設定すべきである。 

 

○ 手続き面に係る課題 

 公証人役場での手続きは、アナログなので改善対象になるだろう 

 

○ 規制対応上のコストに係る課題 

 複数国の監督当局に対する報告が求められるが、制度の解釈を含め、対応コストがかかっ

ている。コンプライアンス関連業務に従事する人員は、数千人規模（グローバル・フロントを

含む人数）で、年々、コンプライアンス領域には人を増やしている状況。 

 コンプライアンス対応業務は「リスクベース」から「プリンシプルベース」に変化するに伴い、

最低限のラインを守るものではなく、ベストプラクティスを目指すものに変わっている。しかし、

収益を生まない業務であり、リソースにも限りがあることを踏まえると、自律的により高みを目

指す運営には課題がある。 
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○ その他の取組：レギュラトリー・サンドボックス 

レギュラトリーサンドボックスは、ＦｉｎＴｅｃｈ等、イノベーションを図ろうとする事業者が、既存の

規制の枠にとらわれず、実際の顧客にその技術を活用してもらうことによって試行を行う場であ

り、「適格基準」に合致する限り、認可済・未認可の事業者・技術提供者の双方が利用することが

できる仕組みである。SupTech/RegTech事業者もこれに参加することができる。 

なお、FCAは、レギュラトリー・サンドボックスの枠組みにおいて、消費者の保護措置を含め、

それぞれにカスタマイズされたパイロットの規制環境の試行状況を監視するとともに、開発、トレ

ンド、発生リスクにかかわる知見を提供している。 

図表 21 レギュラトリー・サンドボックスの「適格基準」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＳｕｐＴｅｃｈの取組内容 

 

 

 

○ 対象となる技術 

 英国市場に導入される予定のイノベーションであること 

○ 純粋なイノベーション 

 机上調査の結果、市場で既に確立された比較可能なサービスが無いか殆ど無い場合 

○ 消費者便益の確保 

 事業が消費者リスクを特定し、その緩和措置を提案していること 

○ サンドボックスの必要性 

 イノベーションは容易に既存の規制フレームワークに合致するものではなく、イノベーションが市場

化される困難さとコストの高さを生じていること 

○ テストに要する準備 

 試行計画は、明確な目的、パラメータと成功要件について十分に開発されていること 
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な行動を推進するか否か等を理解している。 

 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていない。 

コンダクトリスクについては、別途、行動科学の有識者に確認をしたところ、例えば、UK 

Finance等において、銀行業界が学識者を招きながら、どのような管理方法が適切であるかにつ

いて、考え方及びそれに活用するツールも含め、検討しているとのことである。 

 

（2） BoE（バンクオブイングランド）における取組 

融 係る 局 り 融 野 場リ リ

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

公表対象外 

 

公表対象外 
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○ RegTechCouncilの役割 

特定テーマについて政策と実装をつなぐ役割を担っており、技術企業の他、金融機関、関連

当局（FCA,BoE）、学識者が参加している。（規制者、被規制者、技術企業に中立的な組織とし

て運営されている。） 

Councilは、技術企業にとっては金融機関の声を聞くことのできる場でもあり、また、当局関係

者においては、当局内の「政策担当者」と「技術担当者」のコミュニケーションの場にもなってい

る。 

 

（2） Innovate Finance 

○ 概要 

4年前に発行されたコンサルテーションペーパーにより、FinTechをサポートする組織が必要で

ある旨が指摘され、立ち上げられた非営利機関である（行政機関ではない）。対象は、FinTech

全般についてであるが、その一部としてRegTechを含めている。 

主に「スタートアップ事業者」側の立場から、当局や金融機関との対話を持ち、政策の方向性

や金融機関の意図を伝達したり、技術企業が、事業活動の次のステップへと進めていけるよう、

必要なサポートをしている。 
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が挙げられた。 

 

（1） 推進組織の設置と公正性の確保 

 運営組織を設立すること（課題の変化をリードでき、戦略を実行し、メンバーを集め、専門家

を管理できるような組織が必要）。当局から完全に独立した組織だと実行段階で課題を生じ

る可能性はあるので注意が必要（技術企業） 

 ＲｅｇＴｅｃｈの推進には、コンプライアンス、バンキング、法律、テクノロジーをしっかり理解し

ている人の組み合わせが必要（技術企業） 

 日本で存在する関係者（業界団体、企業、規制当局等）を認識すべき（技術企業） 

 ＲｅｇＴｅｃｈ産業を推進する組織は、独立した組織でなければならず、協力したい企業に協

力させるのが良い。（FCAは特定のベンダーを優位に立たせることはしない（Even-handed）

が、ベンダーとは積極的に協力している。）（技術企業） 

 上記のＲｅｇＴｅｃｈの推進組織とは別に、FCA は「Honest broker」に業務を委託しており、フ

レームワークを作り、産業が促進するための活動をする役割を担っている。  

  

 国ごとに、どのようなモデルが必要か考えるべきだが、もしブランディング、コミュニケーショ

ンや秘書的な役割ができるようなモデルがあるのであれば、アジェンダを作り上げられるよう

な政府審議会を作るべきだろう。しかし、イギリス単体だけでもアジェンダを作り上げるのに

今は苦戦している状況である。

 

 

（2） 当局の役割 

 規制当局は技術企業の開発した技術が採用されやすい環境を当局が作ること（例：FCA に

よる Competition Mandate）（技術企業） 

 規制当局は金融機関とサプライヤーとの間のスペースに入りづらい。金融機関にソリューシ

ョンを提供している会社は数千社もいる。当局はそれを全て管理することは不可能。（中間

団体） 

 

（3） 金融機関のインセンティブ 

 マニュアルなやり方から自動化された方法へ変えるには膨大な金額がかかるだけでなく、

金融機関の内部データも変える必要があり、その負担だとなかなか金融機関は動かないだ

ろう（金融機関はビジネスケースがある場合と、監査で強制的に実施せざるを得ない場合で

ないと大きく動かないと思われる）。そのため従量料金等の工夫が必要（技術企業） 
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するため、口裏合わせができてしまうという問題があった。 

 

更に、それが重大な非公開情報の取引だったとしても、調査対象1回限りを対象とする限定的

な取組みとなっており、事案が小規模化してくると、労力をかけても、実際にそれによって検挙可

能な対象は極めて限定的にとどまるという課題が生じていた。 

 

○ 対応アプローチ 

上記課題を受けて、SECでは、2010年に、SECは専門部門であるMarket Abuse Unit（MAU）

を創設した。そこで構築されたプラットフォームは、トレーダーが情報を使ってトレーディングの決

定を行い、トレーダーからトレーダーに情報がどのように流れるのかを検出するためのもので、同

プラットフォームの構築により、『インサイダーに係るトレーダーは同じ株式を同時に取引する傾

向にあるために情報を共有する可能性がある』など、疑わしい活動のパターンを発見して検出す

ることができるようになった。 

SECは同プラットフォームを活用することによる、それらの発見をきっかけに、インサイダー取

引や疑わしい活動がどのように識別され、どのように調査されているかに関わる戦術や戦略を変

更することとした。 

更に、MAUは、MAU内部に、独自の分析、統計、プログラミング、調査技術を有する10人の業

界専門家で構成される、分析・検知センター（A＆Dセンター）を設立した。 

同センターには、以下の様なメンバーを含んでいた。 

• インサイダー取引の調査に熟練した元FBIエージェント 

• トレーディングデータに統計的メトリクスを適用する際に訓練された2人の定量的アナリス

ト 

• トレーディング戦略の専門家 

• インデックス裁定取引およびETFスペシャリスト 

• 市場における潜在的なコンプライアンス・規制リスクの分析に熟練した市場構造の専門

家、 

• ブローカーディーラーアナリスト、 

• 高頻度の取引専門家 

• トレーダーと潜在的な情報源との間のドットを結びつけるために市場情報および取引デ

ータを利用する経験豊富な会計調査官 

 

○ 対応後の状況 

MAUの設立、及び「トレーダーベース」のアプローチに変更することで、SECでは、トレーダー

及びその関係者の取引傾向から「疑わしい取引」を抽出するようになり、問題となる取引の発生

前段階であっても、ある程度の事前防止的な取組みも可能となった。 

更に、疑惑が発見された場合には、SECは、ブルーシート情報等から、いつでも取引内容や
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○ システム的な対応 

SECの調査では、米国内の全ての市場取引に係るデータのほか、FINRAから提出を受ける疑

わしい取引情報、人のつながりを示し得る民間企業からのデータ（詳細不詳）を収集し、活用し

ている。 

① 活用データ-1：MIDAS（Market Information Data Analytics System） 

米国におけるすべての市場取引の統合プラットフォーム 

② 活用データ2: FINRA:Office of Fraud Detection and Market Intelligence（OFDMI） 

米国市場における不正行為や不正行為を監視。不審な取引が検出された場合、FINRAはそ

の異常な活動にフラグを立て、疑わしい取引を行った人物の「リスト」をSECに提出。 

③ Palantir Technologiesのソフトウェア(非公開) 

複数のデータソースからの情報を結びつけることで、個人と団体のつながりを特定 

 

さらに、SECは2016年4月に統合取引監視システム(CAT)の構築プランを公表、複数市場のデ

ータを統合し、取引ID等各種IDによる紐づけ等を介して、データの質・量・利便性を高める工夫

がなされている。さらに、APIを通じたアクセスにも対応予定であり、SECの他、各種取引所といっ

た自主規制機関もCATの利用可能となっており、各自のツールを利用してそれらのデータを分

析可能となっている。 

図表 29 CAT システムの概要 

 

資料：SEC ウェブサイトより 

 

なお、CATへの報告義務は、米国のエクイティおよびオプション市場で事業を行っているブロ

ーカー・ディーラーに課せられており、2018年11月より大企業メンバーへの義務付け、2019年11

月以降は、小企業メンバーを含めて義務化が図られる予定である。 

 

【参加取引所等】 

BATS Exchange, BATS-Y Exchange, BOX Options Exchange, C2 Options Exchange, 

システムの構築・運用：FINRA,取引所等の自
主規制機関(SROs)
SROsが合同会社CAT NMS,LLCを設立し運営
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調査の過程で、40社超の異なる企業と対話し、良くツールが活用される５

つの規制領域を特定した。 

 モニタリング、サーベイランス：一つの解を得るために email システムやト

レーディング情報等構造・非構造データを統合し、AIを用いて分析する

等。 

 AML/KYC：多様な業界、ユーティリティと話した。 

 Regulatory Intelligence:これは、基本的には規則や要件が変更されたと

き、運用手続きの変更を行う。規制の変更が自動的に企業の手続きの

変更に自動的に反映されるというツールである。我々は内部で機械可読

ルールブックのアイデアに取り組んできた。 

 投資家プロファイリング：投資家の投資選好等に係るものであり、彼らが

話したことからどういうものを選好しているかを判断する。リスク多様なゲ

ーム等から、彼らが実際にどういうシナリオの時にどう反応するかを研究

することができる。 

 リスクマネジメント技術：ビッグデータ等のリスクを管理できるツール 

 

<運用面の検討事項/規制面の考慮事項> 

 規制の立場からは、プライバシーの懸念やサイバーセキュリティリスクの

問題がある。 

 運用面からは、これらを開発する際の問題である。我々が聞いた大きな

問題の一つの例としては、ツールをシステムの中心に据えた場合の検査

の必要が無かった部分への予想されなかった結果についてである。処

理時のテストを推奨する 

SPECIAL 

NOTICE 

レグテックのホワイトペーパーに加え、2018年7月に「Special Notice」を発行

した。（一般からフィードバックを得るための手法） 

 これは別の文書で、質問を掲載して、広範な業界からコメントを得ること

を目的として発行されている。この文書では、より広く「ＦｉｎＴｅｃｈ」を対象

としており、特に３つの問題を挙げている。そのうちの１つがレグテックの

問題であり、regulatory intelligence についてである。即ち、「如何に企業

は規制を追跡でき、どういう種類の技術を規制者、企業は規制アプリケ

ーション・規制変更の特定のプロセスを機能させるために使用できるか」

という問題である。 

 この特定の問題に対して６～７の質問を設けて、１７のコメントレターを受

領した。 

その他の業

界との対話 

 コメント期間終了後、それに係る課題等について。 
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 まず、実施せねばならないのは、解かねばならない問題を知ることであり、ハッカソンにかけ

る課題をクラウドソーシングで探す方法もある。（米：中間団体） 

 規制の観点から「何がペインポイントか」を考えることが重要（米：中間団体） 

 一日障害にあったとしてもそれほど問題が無い分野（かつ多くの人が経験するような業務）

から実証等を始めようと持ち掛けている。（技術企業） 

 

（2） 政府のマインドチェンジ 

 政府のマインドチェンジのためには、①政府担当者を巻き込んで PoC を実施する、②プラ

イベートセクターにリードさせる、③規制者を訪問し訓練する（ワークショップ開催等） とい

った方法が考えられる。（技術企業） 

 

（3） 参加者組織内での伝播 

 大事なのは、対話の場に「誰が参加するか」よりも、「参加した全ての人が、会議だけではな

く、自分らの組織の中においても更に対話を持ち、情報共有すること」である。（米：中間団

体） 

 

（4） 当局における取組意義 

 規制当局は、ＳｕｐＴｅｃｈの導入で、サンプルテストではなく全量検査ができると有意義なの

ではないか（特にローン分野）。（米：中間団体、コンサルティング会社） 

 政府がイノベーションを促進しようとするならば、イノベーションを阻害する金融機関に

「STICK」を使って臨むべきである。（米：金融機関） 

 

IV-２-５ 米国の取組全体像 

米国におけるＲｅｇＴｅｃｈの取組を、「エコシステム」のフレームに当てはめると図表 32の通りと

なる。 

「気づき」に関しては、個々の当局単位で、調査を実施し公表したり(FINRA)、どのような動き

があるかを把握するためのヒアリングが実施されたり(財務省)、RegTechに係るイベントを中間団

体等が個々に開催している。 

「対話」のうち、当局と技術企業間の対話については、CFTCが、FinTech事業者と対話する場

を設けている。また、当局と被規制機関との対話については、ＲｅｇＴｅｃｈに限った話ではないも

のの、規制の解釈を含め、インフォーマルな対話の場が定期的に設けられている。 

但し、既にある法規制の解釈や、適用可能性等を確認するのではなく、法規制の改正を伴う

協議等については、FinRegLabが、当局・技術企業・被規制機関の間に立ち、実証によるデータ

収集を図る等して、新技術活用によるアプローチの有効性を証明し、制度改正や促進する媒介

者として活動している。 

また、技術企業と投資家をつなぐ役割としては、RegTechLabがアクセラレータプログラムを提
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○ 活動内容 

活動①イベント開催：過去１年間のイベントの内容についてはウェブサイト上に記載がある5 

活動②トレーニングプログラム：活動当初はRegTechの便益の理解を得ることが難しかったた

め、「レグテックで何ができるのか」についてトレーニングプログラムを作成した。 

RegTechに係る教育では、MITやロンドン LSEの中にフィンテックコースもあるが、フィンテック

の中でレグテックは1時間程度の時間しか設けられておらず、レグテックについて教育し、変化の

環境を維持できる様、終日の６つのプログラムを作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容③エコシステム構築 

シンガポールや東南アジアに拡大しようとしている企業があった場合、必要な専門家等のアド

バイス等、シンガポールに進出する前の決断のサポートを行っている。 

多くの先進国（欧州、米国、オーストラリア、ニュージーランド）は成熟した市場になっているた

め、更なる成長を遂げようと思うと東南アジアが視野に入ってくる。 

シンガポールはＦｉｎＴｅｃｈフェスティバル等のツアーやイベント等を実施して「アジアにおける

金融ハブ」として企業をシンガポールに誘致しているが、販売・マーケティングの人材にとって

は、規制内容等が課題になる。そのためのプログラムとして、1.5週間はシンガポール、0.5週間

はアジアの他地域を見るというようなプログラムも提供している。 

また、進出に際しては、投資も必要になるため、アクセラレーションプログラムを実施しており、

ラウンドテーブルやセミナーを開催したりもしている。 

 

  

                                                      

 

 

5 https://www.regpac.com/event 

【プログラム内容】 

金融サービスの法務リスク・コンプライアンス専門家を視野においてプログラムを構築している 

日々の業務のどこにペインポイントがあり、それに基づき、それを緩和し得るどのようなレグテックが

あるかを示していく 

【受講者】 

①当該領域に従事しているプロフェッショナル 

②将来規制領域で働きたいと考えている大学院の学生 
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V 今後の取組の方向性検討 

前章までに整理してきた結果をもとに、今後の取組の方向性をとりまとめたロードマップを策定し

た。ロードマップの策定に際しては、弊社調査内容に加え、有識者を交え、「RegTech/SupTechに

係る今後の取組の在り方に関する検討会（以下、「検討会」）」を3回開催し、検討会における有識

者からの意見を踏まえて作成した。 

 

V-１ ＲｅｇＴｅｃｈ検討会の概要 

検討会は事業者、学識者、弁護士から構成し、オブザーバーとして、事業者団体、自主規制機

関にもご参加いただいた。また、各回の検討において、ゲストスピーカーを招くことで、より多様な

視点からの検討も可能な形とした。 

図表 38 検討会委員 

 

第1回検討会では、まず、委員の方々にＲｅｇＴｅｃｈ、ＳｕｐＴｅｃｈの意義について明確にした上

で、主に、現在の状況に対して、どのような観点で取り組むべきか、どのような課題が存在するか、

について検討を行った。 

第2回では、中長期的な規制の在り方や、ガバナンスにおける技術活用について、どのような姿

が想定されるか、また、「ＲｅｇＴｅｃｈエコシステム」を構築するためにはどのような取組みが必要であ

るか、既存の「場」としてどのようなものが存在するか、等について議論した。 

第3回は、第1回のやや短期的な観点の話と第2回の中長期的観点を整理し、技術企業の観点

からは、どのような施策が求められるかについて、ご意見を頂きつつ、ロードマップ案に対して意見

交換を行った。 

 

 

 

 

（50音順、敬称略） 

座長 森川 博之 東京大学工学系研究科 教授 

委員 生貝 直人  東洋大学 経済学部総合政策学科 准教授 

岩田 太地 日本電気株式会社 FinTech事業開発室長 

梅澤 拓 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 

落合 孝文  渥美坂井法律事務所 弁護士 

鬼頭 武嗣 株式会社クラウドリアルティ代表取締役 

 

オブザーバー ：日本クレジット協会、東京商品取引所、日本商品取引業協会 
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○ ＲｅｇＴｅｃｈ市場の広がり 

 ＲｅｇＴｅｃｈは、分野を問わず「規制対応」への技術活用でありグローバル連携により規模の

確保が期待できる。 

 金融に限らず、規制負担の重い業態についてはＲｅｇＴｅｃｈ、ＳｕｐＴｅｃｈに関するペインポイ

ントがあるのではないか。（例：通信、医療、運輸等） 

 他の省庁の案件とつなげた話もできると面白い。 

 サンドボックス自体も「スケールさせること」を考えるならば、グローバル連携していくことが考

えられる。 

 

○ 他分野を見るこの重要性 

 外の業界を見るという点は、スケーラビリティを図るという意味でも大事だが、それ以上に、

本質的な問題を捉えるためにも、コアな課題は何なのかを考える上で重要である。 

 

V-３ 中長期的な方向性に係る検討 

近年、産業構造が垂直構造からレイヤー構造へと変化し、更に産業変化が速くなっていく中、規

制も従来の「ルール」による規制から、「コード」による、自主・共同規制によるガバナンスに変わっ

ていくことが想定される。 

従来は、リアルの世界を前提として、それをサイバー空間に転写していたが、サイバー空間その

まま反映した制度が求められるようになり、ガバナンスの在り方もデータドリブンで取り組まれるよう

になり、それを官民共同で如何にして管理していくかといったことを考えていく必要があるとの意見

が交わされた。 

 

○ 「ルール」から「コード」による規律へ 

 デジタル産業時代のインターネットの世界は「コード」で成り立つ。”Code is Law” 

 当局が「チェックリスト」を作る規制の在り方から、「原理原則」について自主的・自律的に取

り組んでいくことが重要になってくる。そうした原理原則を語る対話の場が重要であり、また、

それを継続していくことが大事である。 

 

○ 自主・共同規制によるガバナンス 

 法律を作っていくのでは間に合わないような領域について、自主ガイドラインのようなものも

重要ではないか。 

 「官」か「民」か、というよりも、それらの組み合わせというものをしっかり考えていくことが重要

である。 

 海外でガバナンスと言うと「お互い」「平等」という意味合いがあるようだ。「規制・法令遵守」

も「ガバナンス」と呼んだ方が良いのではないか。 
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 ソリューションを考える上でも、今の規制の在り方で考えるところから、規制当局がシングルト

ラストで運営されているアーキテクチャの問題にも係るかもしれず、そうした少し大きな観点

からも議論できると良いのではないか 

 規制当局だけがシングルトラストであるべきか、ということは重要になってくる気がしている。 

 C2C のプラットフォーム取引に関して、各国の自主規制団体がグローバルなネットワークを

組んで自主的に標準化を進めている事例もある。 

 

○ サイバー空間を前提とした規制へ 

 従来は、リアルの世界の規制をサイバー空間の規制に転写してきたが、今後は、サイバー

空間を前提とした規制の在り方が求められていくのではないか。 

 

○ データドリブンのガバナンス（規制のアーキテクチャ）と官民共同による管理 

 デジタルな世界では、前の時代に整備されたプラットフォームが次の時代のイノベーション

につながるということが繰り返されており、こうした「アーキテクチャ論」を理解して臨む必要

がある。 

 色々な業界が保有するデータをうまく共有できる枠組みを使えると、データドリブンの面白

いレギュレーションの在り方ができ得るのではないか。 

 各国でもシェアードデータ PFからのデータによって税金の回収に役立てたり、Uberの走行

データ等も含め、検討していくとＳｕｐＴｅｃｈとして面白いのではないか。 

 アーキテクチャによるガバナンスは、具体的には、India Stack の事例等に見受けられる。ガ

バナンスすべき対象を大きく４つに分かれたスタックに配置したインフラを整え、それを官民

が共同で管理している。 

 規制を全てアーキテクチャ化し、そのために必要な機能をプラットフォーム上に置き、その

プラットフォームを官民共同でガバナンスしていくという在り方ではないか。そのためには何

をしていく必要があるのか、という問題だと認識している。 

 過去のデータを基に、人間が監査する「効率化」というアプローチもあるが、ドラスティックに

完全に自動監査化、リアルタイム監査化する仮定から、必要なレイヤーを検討するアプロー

チもあるのではないか。 

 

 

V-４ 短期的な取組みに係る検討 

短期的な取組みとしては、まず、何が「ペインポイント」であるかを探すことから始まる旨が述べら

れ、取組対象となるであろう、幾つかの具体的な「ペインポイント」の事例が挙げられた他、特に「ユ

ーティリティサービス」への期待が大きいことやその場合の責任に係る問題点が挙げられた。 

また、「ペインポイント」を解決することが重要であるとの考えについては、ペインポイント自体を

如何に探す方法について意見が挙げられた。 
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○ ペインポイントの深い領域から取組開始 

 ペインポイントが深い分野を選ぶと早く動くと言えるのではないか。 

 「解決したいペインポイントは何でどの程度深いペインポイントがありますか。それは測ること

ができますか。できるとすれば、どう測ることができますか。」 

 

○ ペインポイントの抽出方法 

 経産省の「トップ 10」のペインポイントは何か。 

 現在、サンドボックスで解決されようとしている取組がどの様なペインポイントに対応するも

のか。また、他にはどの様なペインポイントがあって、それはサンドボックスを活用し得るの

か、というアプローチもあるのではないか。 

 「アーリーアダプター」である業界、「ペイン」の深いテーマで取組が早く進む可能性がある。 

 官・民の間の領域については、「経済合理性があるもの」と「経済合理性がないもの」があり、

経済合理性が無い部分に関しては、民間だけでは成立しないと思われる。 

 １つユースケースというものを作ればデジタルというのは簡単にスケールするものなので、効

率化してスケールできると思う。まずは「スケールすること」を前提として、スモールチームで

どう議論を推進するかが重要である。 

 

○ ユーティリティサービスニーズの高まりと課題 

 ＲｅｇＴｅｃｈについては、業界共通の部分については共通化を進め効率化を図り、各社は競

争領域に集中するという方針で進めている。AI 等の高度な技術を活用する動きもあるが、

技術ではなくユーティリティ化をはかる活動もある。（取組事例の紹介）。 

 当局が「お墨付き」を与えることは困難な中、業界としてルール作りをしていこうという動き

（取組事例の紹介） 

 ユーティリティ・サービスへのニーズは高まっている。 

 本来、誰かをハブにして規制していく動きが可能なはずで、同じものをそれぞれが見る必要

はなくても、個別行として検討した印として変更を加えてしまい、非効率を生じている状況が

ある。（銀行 API等） 

 共同化、ユーティリティサービス化した場合に、他者の監査をどこまでそのまま活用して良

いかという問題はある。 

 

○ ユーティリティサービス化を図る場合の責任・役割等の設定 

 「ユーティリティサービス」を検討していく上で、誰がその役割を担うべきかを検討することは

必要になるだろう。 

 また、そのアーキテクチャを運営していくのは誰なのか、というと、パブリックセクターの限界

も見えているので、どういう運営体でやっていくのかというところに大きな議論のポイントがあ
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るのだろう 

 ユーティリティにした場合に、責任分界点の問題がある。 

 

 

V-５ 「気づき」「対話」「試行」に係る取組の可能性検討 

ＲｅｇＴｅｃｈのエコシステムである「気づき」「対話」「試行」については「気づき」「対話」についての

課題を認識する声が多かった。 

まず「気づき」における、課題設定自体がうまくないため、「ペインポイント」を見つけること、継続

的に見つける仕組みを作ることが重要である。また、「対話」については、特に、当局と被規制機関

との間の対話が不足しており、ＲｅｇＴｅｃｈの導入、およびプリンシプルベースの規制を導入する上

では、相互理解の場が必要になるものと考えられる。 

「試行」については、実証の場があったとしても、実証することが監査に何等かの影響等を与えな

いかを懸念する声が強いとの意見もあり、試行自体の問題というよりも「対話」の不足により「試行」

がうまく機能していない状況と捉えられた。 

 

○ 「気づき」 

 日本の場合、「ペインポイントは何か」という問題設定が下手である 

 特に地方の金融機関では行内にシステムのことがわかる人間が少ない。社内でもモノを考

えることができる人を育てる必要がある。 

 問題抽出の取組も、1 回、2 回回していく中で、何ができて何ができないかの理解が進んで

見えてくる部分もあるのではないか 

 「場」を設けること自体が大きな遅れをとっていることは問題。 

 グローバルのイベントと連携して取り組んでいく方法もある。 

 シンガポールの場合、初年度は「ペイン」の募集から始まり、アクセラレータプログラムへの

応募企業の育成、育成企業をフィンテックフェスティバルで宣伝する、といったサイクルを 3

回程度繰り返しており、その経験をインド等のアジア圏に拡大している。 

 持続的に盛り上げる仕組みとしては、アイデアソンも考えられる。 

 RegTechの Good Practiceを共有する基盤組織というのが今のところ存在しない。 

 欧州委員会では、2013年頃から「community of practice for better self and regulation」とい

うコミュニティを欧州委員会自体が作りグッドプラクティスガイドライン等を出したりしている。 

 ＲｅｇＴｅｃｈを普及させていく上では、「発信力」も重要である。 

 

○ 「対話」 

 パーソナルデータの活用について、事業者が有識者に相談できる場を設けた取り組みがあ

った。こうした、事業者と相談の「場」を持つことは、国としても色々な人たちの考え方を理解

できる機会となり、有益な方法ではないか。 
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 エコシステム構築においては、特に日本人の場合は、「大丈夫ですか」と聞ける場所がある

こと（何回も聞けるような場であること）、及び、それに対応する人は前向きな人であること 

が大事だろう。 

 被規制金融機関が導入し易くなるという観点から、「対話の場」、「潤滑油の場」というのが大

事である。今回のレグテックで特徴的なのは、官との対話が必要なことにあり、そのため「潤

滑油の場」は中立性が保たれねばならない。スモールで機動力のある NPO のような形が必

要ではないか。 

 

○ 「試行」 

 現状、日本の金融機関は、実証の機会があっても、実証をすることで、当局監査の観点か

ら懸念を持たれないかを危惧し、有効に実証の仕組みを活用しきれていない。（試行の段

階より前の、「対話」や「気づき」が必要） 

 

○ 「場」の活用について 

 FINOLAB 等では、イベントでたまに会うというのではなく、コミュニティを形成しており、拠点

もあり、スタートアップ同士の活発なコミュニケーションが図られている。 

 

 

V-６ その他 

その他、産業におけるイノベーションのスピードが速まる中、ＲｅｇＴｅｃｈに限らず、まずは「やって

みる」という精神、行動様式への変化が必要となっている。取組を進める上で、ナッジ等の活用可

能性を検討する意義についての意見が挙げられた。また、ある程度電子化が進んだ金融の様な業

界とは別に、紙の電子化の問題がデジタルイノベーション全般に影響している部分もあること、Ｒｅｇ

Ｔｅｃｈを活性化させるには、規制自体を技術者にもわかり易く検索し易く表示するなどの工夫から

必要である等といった声が挙げられた。 

 

○ 行動様式の変革 

 Indian Stackの例では、「やってみる」という精神が特徴的。「unique ID」の実施においても、

法的根拠がなかったところから始まり５年程度経って整理がついてきた状況。日本でどこま

で学べるかという問題はありつつ、精神としては学ぶ必要がある。 

 中国等では、何か問題が起きたときにハンドリングできる能力が高いため、確実性が担保で

きなくても（確度 60％等でも）取り組むことができるが、日本はそうではない。 

 ナッジ等の方法を活用して、行動様式を変えていく取組の可能性もある。 

 

○ 紙の電子化 

 紙でなくてはならない、となっているところを電子に、としていくことを IT 書面一括化法等も
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あるがかなり抜けているところもあるので、電子的なものに原本性を与えていくことは、法制

上の問題としては大きいと感じている。 

 紙の場合、現在の所有者を追うことができず、電子化による証左の履歴という意義は大きい。 

 「紙の電子化」と「ある程度電子化が進んだ金融機関の様な業界における技術活用」では、

取組もかなり異なるものになるので、ＲｅｇＴｅｃｈにおいて、まずはどちらを対象と置くか。 

 

○ 多様な利用者（技術企業を含む）向けの規制記述 

 レグテックに取り組もうと思ったとしても、色々な人が「めげるような環境」がある。そういう点

が、土壌として、そもそも「検索のし易さ」であったり、ネットで検索した場合の「見つけやすさ」

のようなもの、我々がきちんと「法律を読もう」と思えるような環境になることが大事ではない

か。 
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VI ロードマップ 

検討会で出された有識者からの意見を踏まえ、ロードマップを作成した。 

検討会に提出されたロードマップは別添資料①として掲載しているが、その他、補足説明も含

め、報告書本文にて説明する。 

 

VI-１ 基本方針 

ロードマップにおいては、まず、以下の３点を「基本方針」として設定することとした。 

① RegTech/SupTechは、「デジタル化により変化する産業構造」に対応するために必要な、

ガバナンスにおける最重要課題であると位置付ける 

② 官・民・学が連携を図りながら、特に官庁横断的、業界横断的に共同で取り組むことが不

可欠 

③ RegTech/SupTechの取組を推進するエコシステムの構築、特に潤滑油となる対話の「場」

を活用する 

 

まず、今後のデジタル社会において、ＲｅｇＴｅｃｈ、ＳｕｐＴｅｃｈを単に個別のツールとして捉える

のではなく、「ガバナンスにおける最重要課題」であることを広く認識戴くことが重要である。 

先述の通り、ＲｅｇＴｅｃｈ/ＳｕｐＴｅｃｈは、サイバー世界を前提とした将来のガバナンスの在り方

にもつながる取組であり、個別ソリューションの開発や発展を狙うだけのものではない。本分野に

本格的に取り組むことで、産業界の発展を促し、しかし一方で効率的、効果的に監査ができるよ

うな仕組みを構築していくことが重要である。 

また、特に技術分野では、標準化の活動が国際的なネットワークで議論されることも少なくなく

他国に遅れをとらず、また、日本のあるいは、日本産業界の声を反映したガバナンス体制を構築

していくためにも、国際的な議論に入っていくことも重要であろう。 

次に、「官・民・学の連携」は、ＲｅｇＴｅｃｈ、ＳｕｐＴｅｃｈが、法規制に関連するものであり、且つ、

プリンシプルベースの法規制の下では特に相互の意図を理解し、連携して取り組んでいくことが

望ましい。そうすることにより、「官」は、法規制の主旨を適切に被規制者や技術企業に伝えるこ

とができ、より法の主旨に沿った技術開発が可能となり得る。「民」は、法の理解を深めることで、

より積極的な技術導入、技術開発が可能となり、「学」は、特に技術を導入する側にとっては、中

立的な立場から技術や取組の評価ができる立場として重要である。また、「学」にとっては、実業

に基づく研究ができる場となり、より実践的な知識とスキルを有した学生の育成にもつながるだろ

う。 

特に、「ダイバーシティ」の観点からは、海外においては、「官・民・学」の間で人材が交流して

おり、官出身の民間事業者、官出身の学識者、民間出身の官庁職員等が多く存在している。海

外当局訪問の際も、積極的に「ダイバーシティ」を進めているとの声が確認できている（官・民・学
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VI-６ スケジュール 

平成31年度の取組計画とスケジュール案は以下の通りである。 

 

 

なお、ロードマップとして全体を整理した内容については、「別添資料１」として本報告書に添

付している。 

  

KPI 実施機関 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

セミナー・勉強会等 ２カ月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

海外当局者との情報交換
（英国との情報交換） METI

技術企業からの情報収集（国
内外）

２カ月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

省内検査担当者を集めた
Small Meeting 開催

３か月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲ ▲

業務における課題募集 １回程度 METI ▲

試行 ハッカソンイベント １回程度（３件程度） METI ▲

周知活動（国内・海外カン
ファレンスにおけるの取組紹
介等）

２カ月に１回程度
METI/その
他団体等

▲ ▲ ▲

教育プログラムの開発・啓蒙 年度内

規制対応上の課題募集・アン
ケート

１回程度 METI ▲

事業者を集めたSmall
Meeting 開催

３か月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲

既存の事業者団体等におけ
る勉強会への出席とネット
ワーキング

適宜
（関係団体側の状況による）

METI,団体

気づき

対話

S
up

T
ec

h

気づき

対話

R
eg

T
ec

h



68 

 

  

RegTech/SupTechロードマップ 

平成 31年 3月 

RegTech/SupTechに係る今後の取組の在り方に関する検討会 

事務局 

 

別添資料１ 
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1. 背景 

 

近年、人工知能（AI）や分散型台帳技術（DLT）などの情報技術の変化を踏まえて、金融サ

ービスのイノベーション（FinTech）が発生する中、英国などを中心として、リーマンショックで急

増した金融分野の規制などに情報技術を活用して、被規制事業者が効率的に規制に対応する

動き（RegTech）や規制を運用する行政が自らの活動を効率化・高度化する動き（SupTech）が

生じている。 

金融分野での顧客管理や不正取引の防止など、新たに強化された規制への対応や従来か

らの取組の高度化などを目的として情報技術の活用が徐々に進展しているものの、関係者間

の十分な認知や活発な取組が諸外国ほどに進んでいるとはみられていない。 

そのため、RegTech や SupTech に関する諸外国の動向や将来的な展望について、被規制

事業者や Tech 企業の認識を深め、連携が求められるとともに、規制を運用する行政も、事業

者の連携を支援するだけでなく、情報技術の変化を踏まえ、自らより実効性の高い規制に向け

て取り組んでいくことが必要である。 

こうした状況を踏まえ、被規制者による規制への効率的な対応や行政による規制の実効性

の向上に向けて、RegTechや SupTechの取組を図るものである。 

 

2. 取組の意義 

 

近年、グローバル経済によるリスクの多様化、デジタル化の進展等を受けて、経済産業省

が所管する割賦販売、商品先物の領域においても、ビジネスモデルの多様化が進み、またそ

の変化スピードも速くなっている。一方、現状の監督行政においては、部分的に業務の合理化

が図られているものの、多くのはマニュアル対応となっていることから、最低限の規制要件に対

応する部分に時間を割かれ、事後反応的な監督となり、変化するビジネス環境の分析等の高

度な分析に充てられる時間が限定されてしまっている。 

そこで、業務の自動化等により人的介入を最小限に抑えつつ、全量検査の実施や、予防的

アプローチ等、現状の産業構造に適した監督が可能な体制を整える等、SupTechの活用によっ

て、「効果的・効率的な監督業務の促進」を図る必要が生じている。 

また、被規制金融機関においては、2007 年の金融危機以降の金融規制の複雑化を受けて、

コンプライアンスコスト（人的負担を含む）が上昇している。しかし、世界的に金融イノベーション

の促進が進む状況下、こうした負担をできる限り低減し、「より競争力のあるサービス創造」を図

る必要が生じている。また、複雑化する規制対応においては、より正確・適切な規制対応を行う

ためにも、技術活用が効果的と考えられ、RegTech に取り組むことによって、「効果的・効率的

な法令遵守の確保」を図る必要が生じている。 

なお、RegTech や SupTech の促進によって、従来要していた規制対応の時間が短縮された

部分は、より高度な分析や、より創造性の高い業務に充てることで、法令適用の確実性と官・
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民のイノベーション力の向上やビジネスモデルの変化を踏まえた対応を図っていくことが可能と

なる。 

 

3. 将来の規制・ガバナンスの在り方 

 

RegTech、SupTechを短期的な取組みに留まらず、中長期的且つ継続的な取組みとしていく

上では、現在の規制のみならず、将来の規制・ガバナンスの在り方を見据えた取り組みが必要

である。 

従来の規制は、「垂直的」な産業構造を前提として、縦割りの「業」に対して、「法律」に基づく

「官」が主体となった統治がされてきた。サイバー空間における規制についても、「リアル」の世

界で起きていることと同じことが「サイバー空間」で展開されているとの認識に基づく規制がなさ

れており、「規制」に係るデジタル化を図るに際しても、既にある規制をデジタル対応化するとい

うことが考えられてきた。 

しかし、近年の産業の「レイヤ構造化」への変化やその変化のスピード・多様化等を受け、

今後は、業界横断的な規制の必要性や自主的・自律的な規制がより重要になっていくものと考

えられる。また。サイバー空間に対する規制の在り方も、「リアル」世界での現実を前提としたと

ころから「サイバー空間」そのものを前提とした規制に変わっていくことが考えられる。 

また、こうした状況において、規制に係るデジタル化は、規制自体がアーキテクチャ化されて

いくとともに、ガバナンスは「コード（規範）」として実施され、官民共同による実施・管理がなされ

ていくものと考えられ、こうした変化も踏まえて、適切な RegTech、SupTech の在り方を検討して

いく必要がある。 

 

4. RegTech/SupTech推進上の課題と必要な取組 

 

中長期的には、「3.将来の規制・ガバナンスの在り方」記載の内容を踏まえた取組が必要で

あるものの、取組に着手するに際しては、現状における RegTech、SupTechの課題への対応が

重要である。そこで、本項では、RegTech、SupTech の推進上の課題と必要な取組みについて

整理する。 

 

○ 推進上の課題 

RegTech/SupTech推進上の課題として、以下の５点が挙げられた。 

(a) RegTechに係る認知が十分にされていない 

(b) 規制当局/被規制者/技術企業間での十分な対話がなされていない 

(c) 効果的な試行の仕組みが整備されていない 

(d) 信頼醸成の仕組みが無い 

(e) 日本のイノベーション市場に魅力が無い 
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以下、それぞれの課題について、具体的に挙げられた課題事項について説明する。 

 

 RegTechに係る認知が十分にされていない 

事業者及び規制当局の担当者は、コンプライアンス業務・監督業務を手作業に頼る傾向が

ある。特に、こうした分野の人材は「保守的」であり、新たな手法を採用することに消極的である

ため、RegTechによる技術革新が進みにくい。また、企業の「デジタル化戦略」に RegTechが位

置付けられていないことが多く、経営層における課題認識も高いとは言いにくい。更に、特に地

方の金融機関においては、行内にシステムがわかる人間がおらず、社内で課題解決を考える

ことができる人を育てる必要も生じている。 

そのため、コンプライアンス/監督業務、経営層の RegTech の認識を高め、被規制機関・当

局内の認知を高めていく必要がある。 

 

 規制当局/被規制者/技術企業間での十分な対話がなされていない 

事業者からは、規制当局において実証や質問ができる機会があったとしても、応募・質問し

たことによる影響を懸念して制度活用を躊躇する傾向も見受けられるとの声もあり、従来の「規

制者―被規制者」という、相対する関係性ではなく、より良い法令遵守、法の目的の達成のた

めに必要な対話が円滑に、必要な時に必要な形で実施可能な体制や風潮を作り上げていく必

要がある。また、被規制者―規制者間の対話のみならず、規制当局者間の対話や、技術企業

との対話、競合する企業間での対話についても同様である。 

その他、被規制金融機関においては、システムの数を単に増加させていくことは、企業がデ

ジタル化戦略を明らかにしない限り健全なアプローチと捉えられておらず、ユーティリティサービ

スを支持する意見が強い。その際、業界等における共同での RegTech 検討が進められる場合

があり、こうした場にも監督当局が積極的に参加し、相互の意向を理解し合うステップが必要と

考えられる。 

 

 効果的な試行の仕組みが整備されていない 

我が国においては、金融分野に限定しないサンドボックスの制度が導入されている。しかし、

上述の「対話」がない状況下、実証事業等への申請についても、事業者が二の足を踏む場合

が存在している。事業者が安心して、実証制度に申し込みができるような条件を整えていく必要

がある。 

 

 信頼醸成の仕組みが無い 

RegTechソリューションの選定に際して「ベンダーの信頼性」を基準とする事業者が６１％（国

際 RegTech 協会アンケート調査結果）を占めているように、特にコンプライアンスの領域におい

ては、ベンダーの実績を重視する声が多いものの、RegTech 自体が新たな領域であることから、
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5. RegTech/SupTech推進の基本方針 

 

RegTech/SupTech の推進においては、以下の３点を「基本方針」として、中長期・短期の計

画を立てて取組を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

6. RegTechロードマップ 

 

RegTech ロードマップは、上記「RegTech/SupTech 推進の原則」を踏まえつつ、短期的なア

プローチと中長期的なアプローチを組み合わせたものとして策定し、実施していく予定である。 

 

○ 中長期計画 

RegTech/SupTech に係る「中長期的な姿」については、検討会期間中には明確にされてい

ないため、 平成 31年度の継続検討対象事項とする。 

中長期的な目標、推進者、推進体制、推進方法等の具体的な内容については、2019 年度

に継続検討していく予定である。 

 

○ 短期RegTech計画 

来年度の取組として、当局としての取組(SupTech)、事業者としての取組(RegTech)、それぞ

れについて、先述の「RegTech エコシステム」が回る様、図表２記載のプログラムを実施していく

計画である。 

 

図表 45  RegTech/ SupTechプログラム（短期） 

# 分類 実施プログラム プログラム概要 

1 SupTech 

気づき セミナー・勉強会等 

RegTech に係る海外の取組・被規制者にお

ける規制対応の状況・RegTech ソリューショ

ン等に関する勉強会開催。 

2 海外当局者との情報交換 英国、他の国当局者へのヒアリング・対話 

3 

技術企業からの情報収集 

国内技術企業の他、特に、海外事業者からも

規制当局の動向を含め幅広く情報収集を図

る。 

① RegTech/SupTechは、「デジタル化により変化する産業構造」に対応する

ガバナンスにおける最重要課題であると位置付ける 

② 官・民・学が連携を図りながら、特に官庁横断的、業界横断的に共同で取

り組むことが不可欠 

③ RegTech/SupTechの取組を推進するエコシステムの構築、特に潤滑油と
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4 SupTech 

対話 

経産省内検査担当者を集め

た Small Meeting 開催 
省内におけるコミュニケーションの円滑化 

5 業務における課題募集 上記 Small meeting等による課題抽出 

6 SupTech 

試行 
監督上の課題に係るハッカソ

ンイベントの開催 

現時点で把握できている監督上の課題につ

いて、ハッカソンイベントの企画、賞の授与

等 

7 RegTech 

気づき 
周知活動（国内・海外カンファ

レンスにおける取組紹介等） 

上述の経産省としての取組内容について国

内外で広く情報発信を行う（Fin/Reg Sumの

他、発信可能な媒体を検討しながら進める） 

8 
教育プログラムの開発・啓蒙 

RegTech の理解を深めるためのプログラム

の作成と利用促進 

9 現時点の被規制事業者側で

の規制対応上の課題募集・

アンケート 

被規制者側の規制対応の「ペインポイント」の

把握 

10 RegTech 

対話 

事業者を集めた Small 

Meeting 開催 

上記「ペインポイント」に係る課題解決策検討

の対話 

11 
既存の事業者団体等におけ

る勉強会への出席とネットワ

ーキング 

既存の団体等の場を活用しつつ、経産省の

取組や RegTech 導入事例等の紹介を行い

つつ、関係者との関係構築を図り、外部の推

進協力者等を発掘する。 

12 RegTech 

試行 

（2019年度は、「ペイン」の発掘から着手することを想定しており具体的に取り

組む「ペイン」について現段階では明確となっていないことから現段階では

「試行」のプログラム設定をしていない。ただし、課題抽出の結果を受けて可

能であれば実施する。） 

 

まず、経済産業省自身が SupTech領域において、気づきや対話の取組を進めるとともに、具体

的な課題に対するハッカソン（課題の内容によりアイデアソン等となる場合も）等の取組につなげ

ていくことを目標とする。更に、省内の活動について、カンファレンス等で外部に発信していくこと

により、被規制事業者側の「RegTech」の「気づき」を高め、RegTech 取組の活動につなげていくき

っかけとする。 
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人材から構成する予定である。 

 

 〇関連団体等との連携・役割分担 

取組みについては、経済産業省自ら実施していく事項の他、既存の団体等のネットワークと

も連携することで、より広く活発に RegTech普及の取組が推進する。 

ただし、具体的な連携の方法等については、今後決定していく。 

 

関連団体（例）：一般社団法人 FinTech 協会、国際 RegTech 協会、FINOLAB、PLUG And 

PLAY 等 

 

8. スケジュール（案） 

 

平成 31度実施予定のプログラムについては、以下のスケジュール、頻度で進めていくことを

計画している。 

スケジュールについては適宜、実施主体とともに見直しをかけるとともに、将来像が決定し

た際には、中長期のスケジュールと併せ、「ロードマップ」として完成させる予定である。 

 

図表 48スケジュール（案） 

 

  

KPI 実施機関 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

セミナー・勉強会等 ２カ月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

海外当局者との情報交換
（英国との情報交換） METI

技術企業からの情報収集（国
内外）

２カ月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

省内検査担当者を集めた
Small Meeting 開催

３か月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲ ▲

業務における課題募集 １回程度 METI ▲

試行 ハッカソンイベント １回程度（３件程度） METI ▲

周知活動（国内・海外カン
ファレンスにおけるの取組紹
介等）

２カ月に１回程度
METI/その
他団体等

▲ ▲ ▲

教育プログラムの開発・啓蒙 年度内

規制対応上の課題募集・アン
ケート

１回程度 METI ▲

事業者を集めたSmall
Meeting 開催

３か月に１回程度 METI ▲ ▲ ▲

既存の事業者団体等におけ
る勉強会への出席とネット
ワーキング

適宜
（関係団体側の状況による）

METI,団体

気づき

対話

S
up

T
ec

h

気づき

対話

R
eg

T
ec

h
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