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―「金融行政方針」で示された FinTech 関連の施策― 

 

Ⅰ．「平成 27 事務年度 金融行政方針」の公表 

Ⅱ．金融行政方針における FinTech の位置づけ 

Ⅲ．具体的重点施策 

1．FinTech への対応 

2．サイバーセキュリティの強化 

 

 

Ⅰ．「平成 27 事務年度 金融行政方針」の公表 
 

金融庁は、平成 27 年 9 月 18 日、「平成 27 事務年度 金融行政方針」（以下「金融行

政方針」という）を公表した1。金融行政方針は、金融行政が何を目指すかを明確にす

るとともに、その実現に向け、平成 27 事務年度においていかなる方針で金融行政を行

っていくかを明らかにしたものである。 

本事務年度は、金融監督・検査にとどまらず、金融制度の企画・立案等に関する事項

も対象に含めた方針となっている。 

本レターでは、金融行政方針で示された FinTech 関連の施策を取り上げる。 

 

Ⅱ．金融行政方針における FinTech の位置づけ 
 

金融行政方針は、本事務年度の金融行政の目的の一つに「金融・経済の環境変化への

対応」を掲げ、その中で FinTech2を次のように位置づけている。 

 

IT 技術の急速な進展により金融にも大きな変革の動きがみられている。FinTech と呼ば

れる金融・IT 融合の動きが、金融業や市場の姿を大きく変えていく可能性が高まってい

る
3
一方で、サイバー攻撃の脅威により、サイバーセキュリティの確保は金融システム全

体の安定にとって喫緊の課題となっている。同様に、アルゴリズム取引等の IT 技術を駆

使した取引が市場に及ぼす影響も増大している。 

（金融行政方針 I.2.） 

 

その上で、「IT 技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応」を重点施策

                                                        
1 http://www.fsa.go.jp/news/27/20150918-1.html 
2 金融行政方針において、FinTech とは、「金融（Finance）と技術（Technology）を掛け合わせた造語

であり、主に、IT を活用した革新的な金融サービス事業を指す」とされている。 
3 引用中の下線は筆者。以下同じ。 
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として掲げ、金融庁として、「IT 技術の進展が将来の金融業に与える影響を、内外の有

識者や関係者の知見を取り入れつつ前広に分析するとともに、望ましい金融規制のあり

方を検討していく」ことを明らかにしている（金融行政方針 II.4.）。 

 

Ⅲ．具体的重点施策 
 

以上を踏まえた具体的な重点施策として、「FinTech への対応」や「サイバーセキュリ

ティの強化」など4が挙げられている。 

 

1．FinTech への対応 
 

足元、すでにスマートフォンでの金融取引等の決済サービスを起点に、人工知能（AI）

による与信審査、投資アドバイスや資産運用等、FinTech を活用した動きが広がっており、

金融業の「アンバンドリング化」とも言うべき構造変化が見られ始めている。市場分野に

おいても、取引所等の機能の変容等、同様の動きを展望する見方がある。 

翻って現状を見ると、こうした構造変化の動きを敏感に捉え、IT ベンチャー等のノン

バンク・プレーヤーと金融機関との連携・協働等の動きが見られている欧米の状況に比べ、

我が国ではこのような有機的な対応が遅れている。また、我が国金融機関（金融機関ネッ

トワークを含む）が提供する決済サービスは、国際的に活動する企業・個人のニーズ（グ

ローバルなキャッシュマネジメントサービス、全銀システムの仕様の国際標準化、安価な

海外送金手数料等）に十分に対応出来ていないという課題もある。 

金融庁としては、我が国が、FinTech の動きに速やかに対応し、将来の金融ビジネスに

おける優位性を確保するため、民間部門と協働しつつ、海外事例の調査や内外の担い手と

の対話等を通じて FinTech の動向を出来る限り先取りして把握していく。その上で、利

                                                        
4 このほか、「アルゴリズム取引等への対応」も具体的重点施策として挙げられている。その内容は、「IT 
の活用等により金融商品・取引のイノベーションが進展し、取引実態の把握は従来よりも困難になりつ

つある。金融庁としては、こうした状況に対処するため、アルゴリズム取引等の IT 技術を駆使した取引

が、市場の公正性・透明性・安定性にもたらす影響について、実態調査を踏まえて検証を行っていく。」

とされている（金融行政方針 II.4.(3)）。 
この点に関連して、例えば、「平成 27 年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画」（平成 27 年 4 月

3 日、証券取引等監視委員会）（http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2015/2015/20150403-2/01.pdf）におい

ては、次のように言及されている。 
○ インターネット取引や HFT（高頻度取引）、DMA（ダイレクト・マーケット・アクセス）等が拡

大し、取引のインフラをなすシステムの信頼性の確保はその重要性を増しており、顧客の取引や市

場に大きな影響を与えないよう、システムリスク管理態勢の適切性の検証に注力すること。（第 1.1．
(2)③） 

○ インターネットや DMA を通じた電子媒体取引を取り扱う金融商品取引業者等に対しては、イン

ターネット取引を利用した見せ玉等による相場操縦の事案が認められた状況も踏まえ、顧客の注文

が直接市場に取り次がれるといった特質を考慮した実効性ある売買管理態勢が構築されているか等

について引き続き重点的に検証する。（第 1.2.(1)②ハ） 
今後は、金融庁においても、シニア・スーパーバイザーズ・グループ（Senior Supervisors Group）

から平成 27 年 4 月 30 日に公表された「アルゴリズム取引に関する金融機関におけるリスク管理上の着

眼点」（原題：Algorithmic Trading Briefing Note）と題する報告書

（http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20150508-1.html（参照））などを踏まえ、監督手法等が検討されること

も考えられる。その結果が監督指針等に反映されれば、金融商品取引業者等においても対応が求められ

る。 
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用者保護等の金融行政上の課題と両立させつつ、将来の金融業・市場の発展と顧客利便性

の向上につなげていくとともに、内外の専門家の知見を積極的に活用し、技術革新が我が

国経済・金融の発展につながるような環境を整備する。 

（金融行政方針 II.4.(1)） 

 

ここで挙げられている、ノンバンク・プレーヤーと金融機関との連携・協働等の動

きへの対応の遅れ、国際的に活動する企業・個人のニーズへの決済サービスの対応の

不十分性といった課題の解決に向けた金融行政上の検討は、下記(1)、(2)のとおり、

現在、金融審議会においても進められている。 

金融実務の現場においては、当面はこれら審議会の議論の動向を注視し、議論の結

果及びそれを受けた制度見直し等に応じて取組みを検討することとなろう。もちろん、

自社のビジネスモデル等によっては、現行法制上可能な取組みへの検討も適時に行う

ことになるであろうが、その際には、利用者保護や業務・取引の安定性の確保等も忘

れてはならない。 

 

(1) 「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ」 

金融審議会「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ」に

おいては、金融グループの業務範囲を拡大して、ICT 関連業務（ICT を活用した決済

関連業務を含む）を営むことを認めることができるかが議論されている。 

さらに今後、①具体的にどういった業務を認めることとするのか、電子商取引など

商業分野にまで拡大を認めるのか、②対象は、銀行持株会社グループと銀行グループ

の両方とするのか、銀行持株会社グループのみか、③業務範囲の拡大が認められるた

めに銀行持株会社又は銀行が具備すべき一定の条件を必要とするのか、条件の内容は

何か（高度な健全性・リスク管理態勢などを条件とするのか5等）、④法令上、拡大さ

れる業務を個別に列挙するか、包括的な規定ぶりとするか、⑤金融当局の許認可にか

からしめることとするのか等の論点について、議論が進められることとなろう。 

 

(2) 「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」 

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」においては、①

決済業務等の高度化（リテール分野を中心としたイノベーションの進展6、情報セキ

ュリティの確保7など）に向けた環境整備や法制面の対応（リテール関係）、②CMS（キ

                                                        
5 同ワーキング・グループ第 5 回における岩原座長発言（「アメリカのドット・フランク法やイギリスの

リングフェンスなど国際的には、銀行あるいは金融グループの業務範囲を、リスクを限定するために制

限する動きがあるわけでありますが、しかしアメリカでもガバナンス体制が整い、財務状態のよい金融

グループには、ファイナンシャル・ホールディング・カンパニーとしての資格を認めて、より広い業務

範囲を認めているわけでありまして、我が国においても同様の条件のもとで新たな業務を銀行あるいは

銀行持株会社グループ等に認めることができるのではないかというように考える次第であります。」）参

照（http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/financial_group/gijiroku/20150729.html）。 
6 銀行のみならず多様なプレーヤーが参加する中で、競争的に決済サービスのイノベーションが進めら

れるようにすること、同時に、銀行サイドにおいても、オープン・イノベーション（外部連携による革

新）を重視した体制とビジネス・モデルを構築し、戦略的に先進的 IT を取り込むこと等。 
7 決済に関わる多様なプレーヤーが対応の拠り所とできる決済情報セキュリティ基準の設定、その実効
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ャッシュ・マネジメント・システム）の高度化や電子記録債権の普及等の促進（ホー

ルセール関係）、③国内外を通じた決済のシームレス化8、決済インフラの機能拡大と

高度化9、決済インフラに係るイノベーション推進のための体制整備への取組み10（決

済インフラ関係）などについて、議論が進められている。 

 

2．サイバーセキュリティの強化 
 

金融分野におけるインターネットの利用拡大や、サイバー攻撃自体の高度化が進む中

で、サイバー攻撃により金融機関や金融市場インフラの機能が停止する等のリスクが増大

していることを踏まえれば、今やサイバーセキュリティの確保は、金融システム全体の安

定のための喫緊の課題となっている。 

金融庁としては、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」に

おいて掲げた五つの方針（（i）サイバーセキュリティに係る金融機関との建設的な対話と

一斉把握、（ii）金融機関同士の情報共有の枠組みの実効性向上、（iii）業界横断的演習の継

続的な実施、（iv）金融分野のサイバーセキュリティ強化に向けた人材育成、（v）金融庁

としての態勢構築）に沿って、官民一体となって金融システム全体の強靭性の向上に取り

組んでいく。 

（金融行政方針 II.4.(2)） 

 

「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」及びそれに対す

る金融機関の対応については、FinTech ニュースレター（No.1）（FINANCIAL 

REGULATION BULLETIN 2015 年 7 月号（Vol.2））で述べたとおりであるが、既にサ

イバーセキュリティ管理態勢の実態把握に関するアンケートも開始されたようであ

り、金融機関においては、引き続き、同態勢強化のための取組みを推進する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
性の確保のための方策、利用者側に求められる対応の検討を進めること等。 
8 送金フォーマット項目の国際標準化、国際送金における「ロー・バリュー送金」の提供、非居住者口

座に係る円送金の効率性向上、大口送金の利便性向上（全銀システムの送金限度額引上げ）、全銀システ

ムの新たな活用（モバイル送金用の通信網としての活用等）、APN（Asian Payment Network）等へ関与

など。 
9 XML 電文への全面的な移行、全銀システムの新たな活用（モバイル送金用の通信網としての活用等）

など。 
10 迅速・戦略的・国際的な全銀システムの業務展開に向けた体制整備など。 
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文献情報 
 論文    「インサイダー取引規制の『その他の従業者』の意義に係る最高裁

決定」 

掲載誌   金融法務事情 2022 号 2015 年 7 月 25 日号 

著者    中村 聡  

 

 論文    「ABL に関連する民法(債権関係)の改正」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.9 2015 年 9 月号 

著者    矢田 悠  

 

 論文    「年内におけるマイナンバーへの準備対応」 

掲載誌   企業会計 Vol.67 No.10 2015 年 10 月号 

著者    石川 貴教、北山 昇 (共著) 

 

NEWS 
  名古屋オフィス業務開始のお知らせ 

名古屋オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として、2015

年 9 月より、正式に業務を開始しております。 

 

名古屋オフィスには、M&A、会社法関連業務、アジア業務、税務等において豊富

な経験を有する小島 義博弁護士に加え、園田 観希央及び村井 智顕弁護士が所

属し、案件に応じて東京オフィス等の弁護士とも共同して、M&A、会社法関連業

務、独禁法、危機対応、アジア業務、知財、ファイナンス、税務等の幅広い分野

のリーガル・ニーズにお応えしてまいります。さらに、クロスボーダーの M&A

やアジア業務等につきましては、国内拠点のみならず、北京、上海、シンガポー

ル、バンコク、ヤンゴンを含めた海外の各拠点と連携をとりながら、東海地区の

クライアントの皆様に充実した最先端のリーガル・サービスを提供してまいりま

す。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


