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オープンAPIと金融機関に求められる対応
～オープン・イノベーションの促進に向けて～
2018/5/25[金] 14:00～17:50 主催：有限責任 あずさ監査法人

ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平
素は格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。
2017年6月2日に公布された改正銀行法に基づいて、新たに電子決済
等代行業者に対して登録制度が設けられるとともに、利用者保護の
ための体制整備や情報の安全管理および財産的基礎の確保などが義
務付けられ、一定のサービス提供に当たっては、銀行と契約を締結
する義務が課されました。
一方で、金融機関に対しても電子決済等代行業者との連携および協
働に関する方針の作成・公表が求められるとともに、電子決済等代
行業者との契約締結に係る基準の作成・公表、契約締結内容の公表、
基準を満たす電子決済等代行業者に対する不当な差別的取り扱いの
禁止やオープンAPI導入の努力義務等が求められることになりました。
本セミナーでは、間もなく施行されるオープンAPIに係る規制概要お
よび実務上の論点について確認するとともに、具体的な契約締結上
のポイントや電子決済等代行業者とAPI接続する際のチェックポイン
トについて解説します。
また、APIを活用した電子決済等代行業者との連携・協働の動向と決
済サービスの高度化について、事例を交えて解説します。
ご多忙の折とは存じますが、何卒ご参加くださいますようよろしく
お願い申し上げます。

敬具

開催概要

開催日時 2018年5月25日（金）14:00～17:50（13:30受付開始）

会場
あずさ監査法人 東京事務所（大手町）
20階セミナールームS1･2
東京都千代田区大手町1-9-7 
大手町フィナンシャルシティサウスタワー

対象者 金融機関の経営企画／事務管理／システムご担当の方
※上記対象に関係する方の代理参加も可

定員
120名
※1社3名様迄でお願い致します。定員になり次第、締切とさせて
頂きますので、予めご了承ください。

受講料 無料

申込方法
下記ウェブサイトよりお申込みください。
※詳しくは別紙申込方法をご覧ください。
www.kpmg.com/jp/180525-fs

お問合せ先
有限責任あずさ監査法人 ファイナンシャルサービス本部
セミナー事務局：吉岡
T：03-3548-5107 E：financialservices@jp.kpmg.com

【会場】

[アクセス]
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩7分
地下鉄「大手町駅」A1出口直結
またはE1・A4出口よりアクセス可能
※1階よりエレベーターをご利用くだ
さい。
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プログラム

14:00-14:05 開会のご挨拶

14:05-14:35

オープンAPIに係る規制の概要
2017年5月に成立した改正銀行法において、世界的規模で加速するフィンテックの動きを踏まえ、利用者保護の
確保、金融機関とフィンテック企業間のオープン・イノベーションを促進するための制度的枠組みを整備したと
ころです。
本セッションでは、改正銀行法における法改正の背景や趣旨その内容について説明するとともに、オープンAPI
と同じく決済高度化に資する取組みとして、金融EDIを起点とした企業の財務・決済プロセスの高度化（XML電
文化）についても説明します。
金融庁 総務企画局企画課 信用制度参事官室 フィンテック企画調整官 三輪純平氏

14:35-15:05

オープンAPIに係る規制への対応に関する実務上の論点
改正銀行法に基づいて、電子決済等代行業者に対する登録制の導入等を通じて利用者保護が図られるとともに、
金融機関に対しても電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針や契約の締結に係る基準の作成・公表等が求
められることになりました。
本セッションでは、改正銀行法等の概要と金融機関が求められる対応の実務上の論点について説明します。
KPMGジャパン フィンテック推進支援室 副室長 保木健次

15:05-15:35

「API接続チェックリスト（試行版）」活用上のポイント
～銀行とAPI接続先のコミュニケーション・ツール～

2017年6月、公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC）は「API接続チェックリスト（試行版）」を公表
しました。本リストは、銀行とAPI接続先が効率的にコミュニケーションを行うためのツールとして、機密性に
関して共通的に確認する項目を中心に策定されています。
本セッションでは、本リストを適切に活用する上で理解しておくべきポイントについて説明します。
公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC） 企画部 次長 大澤英季氏

15:35-15:45 休憩

15:45-16:25

顧客接点・UXの変容とオープンAPI
ジャパンネット銀行では、改正銀行法成立前から積極的にAPIの公開に取り組み、2017年3月に照会系API、同年
10月には更新系APIを通じたサービス提供を実現しています。
本セッションでは、ジャパンネット銀行におけるオープンAPIの取り組みとその狙いについて、顧客接点やUX
（ユーザー体験）の変容との関係を交えながら説明いたします。
株式会社ジャパンネット銀行 IT本部開発三部長 島崎建氏

16:25-17:05

APIは未来のATM
キャッシュレス化が実現した近未来における、金融機関の役割とは何か。なぜ様々なデータやユーザー体験とつ
ながることが大切なのか。Fintechはコスト削減ではなく、次なるユーザー体験を定義しに行くためのテーマです。
本セッションでは、王道的なインフラとしてのAPIの捉え方をお伝えします。
株式会社マネーフォワード 取締役 兼 Fintech研究所長 瀧俊雄氏

17:05-17:45

金融の未来とAPIの役割
ユーザーから見たときの金融サービスとは。これからの決済や融資といったサービスがオンラインでできる世界
で、APIが金融機関にとってどのような意義があるか提案すると共に実務的な課題も解説します。
本セッションでは、APIの意義と実務上の課題について説明いたします。
freee株式会社 執行役員 金融プラットフォーム事業本部長 尾形将行氏

17:45-17:50 閉会のご挨拶

※内容および講師は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※一部のみご参加いただくことも可能です。
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止にする場合がございます。



プログラムに関するお問合せ先
KPMGジャパン フィンテック推進支援室
有限責任あずさ監査法人 ファイナンシャルサービス本部
[ 担当：吉岡 ]
T：03-3548-5107
E：financialservices@jp.kpmg.com

www.kpmg.com/jp/azsa

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（http://www.kpmg.
com/jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グループからの有益な情報の提供（サービスのご
案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確
認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくこ
とがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。

©2018 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the 
Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

講師の紹介（講演順）
三輪純平氏
金融庁総務企画局企画課 信用制度参事官室 フィンテック企画調整官
平成11年日本輸出入銀行入行。金融庁に入庁後、監督局バーゼルⅡ推進室課長補佐（総括）、総務企画局総
務課国際室国際保険調整官、同総括補佐、同国際証券調整官（兼開示課国際会計調整室長）を経て、現職。

保木健次
KPMGジャパン フィンテック推進支援室 副室長／あずさ監査法人 金融事業部 シニアマネジャー
大手金融機関及び外資系資産運用会社において日本株のファンドマネジメント業務等に従事。
2003年、金融庁に入庁し、証券取引等監視委員会特別調査課、米国商品先物取引委員会出向、金融庁総務企
画局市場課、経済協力開発機構出向、金融庁総務企画局総務課国際室
2014年より現職 金融規制対応及びFinTech等に係るアドバイザリー業務に従事。

大澤英季氏
公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC）企画部 次長
1989年4月、株式会社野村総合研究所に入社し、おもに金融機関向けシステム企画・営業に従事。
2009年4月から2年間、金融庁検査局に出向。帰任後、統合リスク管理部リスク管理課長などを経て、2016
年10月から現職。

島崎建氏
株式会社ジャパンネット銀行 IT本部開発三部長
通信系システム会社等を経て、2008年に株式会社ジャパンネット銀行入社。決済関連システムの開発や
Webアプリケーションのアーキテクチャ刷新等に従事し、2014年より現職。オープンAPI等のFinTech関連
施策推進およびスマートフォンアプリ・Webアプリケーション開発を担当。

瀧俊雄氏
株式会社マネーフォワード 取締役 兼 Fintech研究所長
野村資本市場研究所にて、金融制度、金融機関ビジネスモデル等の研究に従事、スタンフォード大学MBA。
2012年10月より株式会社マネーフォワード設立に参画、経営全般を担当。金融庁「フィンテック・ベン
チャーに関する有識者会議」委員、FISC第61回安全対策専門委員などを務める。

尾形将行氏
freee株式会社 執行役員 金融プラットフォーム事業本部長
総務省、内閣官房、外務省を経て、アクセンチュア戦略コンサルティンググループにてマネージャーとして
通信、ハイテク業界向けに海外市場参入、新規事業企画、パートナー戦略企画、実行等のコンサルティング
に従事。その後freeeに入社し、法人事業および金融事業を統括。
スタンフォード大学ロースクール修士、香港科学技術大学MBA取得



セミナーへのお申込みにあたっては、皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、
参加を希望されるおひとりにつき、個別にログインIDとパスワードを設定いただいております。

会員登録について（初回のみ／登録無料）

会員登録および申込等について

ご登録時のFAQ

Q

A

Q

A

複数名で参加を申込みたい
参加者ごとに個別のログインIDの設定（会員登録）をお願いいたし
ます（※1つのIDで複数名のお申込はできません）。
同一のPCから複数名申込む場合は、おひとりのお申込ごとにログアウト
し、その後あらためてログインしてお手続きください。

登録済みの情報を変更したい
1. 上記マイページログイン画面URLにアクセスし、ログインIDとパス
ワードを入力してログインしてください。

2.「登録個人情報の確認・変更」を選択し、変更する情報項目
を編集し、「変更」ボタンをクリックしてください。

内容を変更、または
一部キャンセル（複数コース申込みの場合）したい
マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容の
変更／一部をキャンセル」をクリックしてください。

申込んだセミナーをキャンセルしたい
※複数コースをお申込みの場合、すべてのコースがキャンセルされます

マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容を全
てキャンセル」ボタンをクリックしてください。

Q

A

Q

A

以下の手順に沿ってお申込みください。

PC上でWebブラウザを立ち上げ、画面上辺のアドレスバーに、セミナー概要ページURL (www.kpmg.com/jp/180525-fs)を直接入力し、
Enterキーを押してください（検索バーとお間違いのないようにご注意ください）。

セミナー概要ページが表示されます。画面下方の ボタンをクリックしてください。

申込について

上記②で表示されたログイン画面上で を選択し、
STEP1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。

会員未登録の方（ログインIDとパスワードを設定されていない方）

再度上記①②の手順に沿って、セミナー概要ページの ボタンをクリックし、
③で設定したログインIDとパスワードを使ってログインのうえ、
セミナー申込手続きを行ってください（STEP 6）。

※設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。
※本登録は確認メール到着後、24時間以内に行ってください。
※確認メールは、PC環境により迷惑メールボックス等に届く場合がございます。

1

2

3

4

会員登録済みの方

以前設定したログインIDとパスワードで
ログインし、お申込手続きを進めてください。

ログインID（またはパスワード）を忘れた方は
次の手順で再設定をお願いいたします。
1. マイページログイン画面

https://azsa.smktg.jp/public/mypage/で
を選択

2. 再設定画面で登録済みeメール
アドレスを入力し、 ボタンをクリック

3.「ログインIDと再設定用URL」が記載された
メールに沿って再設定

申込

新規会員登録はこちら

申込

パスワードをお忘れの方はこちら

送信

STEP 6

セミナー
申込手続きへ

STEP 5

本登録完了
STEP 4

本登録URLを
クリック

STEP 3

仮登録完了
STEP 2

登録内容確認
STEP 1

会員情報
入力

申込みに関するお問合せ先
有限責任あずさ監査法人
マーケティング＆コミュニケーション部 [ 担当：榎本 ]
T：03-3266-7556 E：seminar@jp.kpmg.com

www.kpmg.com/jp/azsa
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セミナーに参加される方
それぞれの会員登録が必要です

開催日の1週間前頃に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。
受講票の内容をご確認のうえ、プリントアウトし、当日、受付へお持ちください。
※メールが届かない場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。
※発行のご案内以降、受講票はマイページ https://azsa.smktg.jp/public/mypage/ からも取得可能です。

受講票について

受講票をプリントアウトして
当日お持ちください

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（ http://www.kpmg.
com/jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グループからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メー
ルニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当法人およ
び関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関す
るお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。
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