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銀行等の金融機関が、家計簿アプリ等に代表される口座管理や電子送金サービスをする電子決済代
行業者に対して、API（Application Programming Interface）を開放（「オープン API」）に関する制度（電子決
済等代行業制度）が、平成 30 年６月１日に施行される予定です。本稿では、電子決済等代行業制度につ
いて、政令・内閣府令やガイドラインのパブリックコメント案を基にして説明いたします。
平成３０年４月 16 日
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電子決済等代行業者へのＡＩＰの開放（改訂版）
執筆者：渡邉 雅之

平成 30 年３月９日、金融庁は、パブリックコメントとして『「銀行法施行令等の一部を改正する政令等（案）
について」1（以下同パブリックコメントで提示された条文案を「パブリックコメント案」という。）を公表した。同
パブリックコメントは、平成 29 年６月２日に公布された「銀行法等の一部を改正する法律」（平成 29 年法律
第 49 号、以下「改正銀行法」という。）に基づき、銀行等の金融機関が、家計簿アプリ等に代表される口座
管理や電子送金サービスをする電子決済代行業者に対して、API（Application Programming Interface）を
開放（これを「オープン API」といいう。）する場合の基準や電子決済等代行業者の登録要件や行為規制等
について定めるにあたっての、政令案・施行規則案・留意事項案などが示されている。オープン API に関す
る制度は、平成 30 年６月１日に施行される予定である。本稿では、電子決済等代行業制度の概要ついて
解説する。

１．現状の課題と電子決済等代行業制度の創設
現行の銀行法では、銀行の委託を受けて、預金・融資・為替に関する契約の締結の代理・媒介を行う者
は、銀行代理業に係る規制の適用を受けることになり（銀行法２条 14 項、第７章の４）、また、銀行の委託
を受けて、その他の行為を行う者は、銀行の外部委託先として銀行による委託先管理義務の対象とされ
ている（同法 12 条の２第２項・銀行法施行規則 13 条の６の８）。これに対して、銀行等と顧客との間で、顧
客から委託を受けて、決済・預金・融資に関して仲介を行う者については、そうした制度的枠組みは存在し
ない。
オープン API を巡る状況下では、スクレイピング（顧客から預かったパスワード等を使って、金融機関と
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、銀行システムにアクセスする方法）の利用によ
り、銀行口座に関するパスワードといった重要な認証情報を電子決済等代行業者に取得・保有させること
になるが、顧客情報の漏洩、認証情報を悪用した不正送金等、セキュリティ上の問題が生じないかという
ことが懸念されている。

1

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/kouhilyoubunn_20180309.html
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（出所）金融庁作成資料
改正銀行法により、平成 30 年６月より、オープン API に関する制度的枠組みが整備される。電子決済等
代行業者について登録制が設けられ、利用者に対する説明義務や銀行等との契約締結義務などが定め
られることになる。
銀行等は、電子決済等代行業に係る契約を締結するに当たって電子決済等代行業者に求める事項の
基準を作成し、インターネット等により公表することが求められ、この基準を充たす電子決済等代行業者に
対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならないこととされる。電子決済等代行業者は、スクレイピング
によらなくても、すなわち、顧客から ID やパスワードを取得しなくても、オープン API により、支払・送金の指
示、口座情報の取得ができることになる。

（出所）金融庁作成資料

２ 施行期日
電子決済等代行業制度に関する規定は、一部の規定を除き、平成 30 年６月１日に施行される予定であ
る（附則１条）。
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金融機関は、平成 30 年３月１日までに電子決済等代行業者との連携及び協働に関する方針を策定・公
表しなければならない（施行済み：附則 10 条）。
平成 30 年６月１日時点で既に電子決済等代行業を行っている者は、１号業務（更新系 API 業務）の登録
義務について６か月の猶予期間がある（平成 30 年 12 月１日まで）（附則２条１項）。
金融機関と電子決済等代行業者は、２号業務（参照系 API 業務）については、施行後２年以内の政令で
定める日までは契約締結義務が猶予される（附則２条４項）。
また、金融機関は、施行後２年以内の政令で定める日までに、スクレイピングによらないオープン API の
体制整備の導入の努力義務を負う（附則 10 条）。
電子決済等代行業制度については、施行後３年を目途として法施行状況の見直しを検討することとされ
ている（附則 21 条）。
平成３０年１２月１日

年

平成３０年６月１日

年

平成３０年３月１日

（出所）「金融サービスのオープン・イノベーションに向けた環境整備－銀行法等改正をめぐる議論を中心
に－」（笠井彰吾 参議院財政金融委員会調査室）

３ 電子決済等代行業の範囲・登録の要否
「電子決済等代行業」（改正銀行法２条 17 項）に該当する場合には、「電子決済代行業者」（同条 18 項）
としての登録（同法 52 条の 61 の２）をすることを要する。なお、銀行が為替取引または預金の受入れの一
環として既に行っている電子決済等代行業に類似するサービスについては、電子決済等代行業の登録は
不要であると考えられる。
「電子決済等代行業」には、１号業務（更新系 API 業務）（改正銀行法２条 17 項１号）と２号業務（参照系
API 業務）（同項２号）がある。
2 号業務（参照系 API 業務）は、①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からの委
託（２以上の段階にわたる委託を含む）を受けていること、及び、②電子情報処理組織を使用する方法に
より、③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、という３つの要
件を充たす営業をいう。
１号業務（更新系 API 業務）は、２号業務（参照系 API 業務）の上記の①および②の要件に加えて、(a)預
金者等から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の伝達を受け、
これの全部を当該銀行に対して伝達すること、又は、(b) （銀行からの指図の全部を伝達するのではなく、
指図の内容のみを伝達する場合には）、預金者の使用に係る電子機器の映像面（例えばスマートフォン、
パソコンの画面）に当該銀行に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取
引の相手方及び金額に係る情報を当該銀行に対して伝達すること（いわゆる画面遷移型のサービスを電
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子決済等代行業の対象とするもの）、という要件を充たす営業をいう（銀行法２条 17 項１号、同法施行規
則１条の３の４）。
１号業務（更新系 API 業務）の行為に該当した場合であっても、以下の４つの類型の業務は適用除外さ
れ同業務の登録は不要である（銀行法施行規則１条の３の３）。ただし、スクレイピングの方法による場合
は以下の４つの類型のいずれかに該当しても１号業務（更新系 API 業務）として登録することを要する。ま
た、これらの適用除外業務に該当しても、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
等に提供する場合（２号業務（参照系 API 業務）の上記③の要件を充たす場合）には、２号業務（参照系
API 業務）の要件を充たすため、１号業務（更新系 API 業務）に該当しなくても、２号業務（参照系 API 業務）
の登録は必要となることに留意が必要である。
(i) 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行為（同条１号）
（例）電気料金等の公共料金や社会保険料の支払、月締めの販売代金回収等。クレジットカードの利
用代金の銀行口座からの引き落としのように、支払不要な期に支払いが行われていない場合で
も、あらかじめ支払のサイクル（定期性）が決まっていれば、定期性の要件を充たして本号を充
たすものと考えられる。
(ii) 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為（同条２号）
（例）同一法人の支店口座から本店口座の送金や同一銀行に開設された同一人名義の他の預金口
座への振替2
(iii) 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人又は地
方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為（同条３号）
（例）ふるさと納税、公営競技の賭金、租税・賦課金・納付金の支払
(iv) 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る
債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介（当該履行に係る為替取引
を行うことの指図（当該指図の内容のみを含む。）の伝達により行う媒介を除く。）を業とする者（以下
「相手方等」という。）が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であって、当該行為に先立ち、銀
行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの（同条４号）3
（商品の売買契約や役務提供契約上の自己の債権の回収するために決済指図の伝達を行う場合
の例）自己の商品やサービスを販売し、その対価を回収するために決済指図の伝達を行う場合
（商品の売買契約や役務提供契約の締結の媒介を行う者が決済指図を伝達する場合の例）自己
が契約の当事者とならない EC モール運営者が、プラットフォーム上で締結された売買契約など
について、その取引に付随して決済指図の伝達を行う場合（例えば、楽天市場を運営する楽天
株式会社が楽天銀行株式会社に対して決済指図の伝達を行う場合（楽天バンク決済））

2

「預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為」（銀行法施行規則１条の３の３
第２号）については、他行への同一預金者名義の預金口座への送金を目的として行う行為が含まれ
るのか問題となる。
（一般社団法人全国銀行協会がパブリックコメント（『
「銀行法施行令等の一部を
改正する政令等（案）
」に対する意見について』
（以下「全銀協パブコメ」という。
）６番
（https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion300409.pdf））
3
貸金業者への返済、保険料支払、証券会社・先物取引業者・仮想通貨交換業者、電子マネーへの
入金、非営利団体への寄付、日本中央競馬会への代金支払いが含まれるかが問題となる。
（全銀協パ
ブコメ８番）
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[電子決済等代行業への該当性]
：YES

：NO

銀行に預金口座の開設している預金者からの委託（２以上の段階にわたる委託委託を
含む）を受けて行うものか。なお、間接的に預金者から委託される場合を含むが、専ら
銀行のためにのみ行うものは含まない。

登録不要

指図の伝達又は情報の取得・提供に電子情報処理組織を使用しているか。

登録不要

当該口座内の資金を移動させる為替取引を行う旨の指図の全部を当該銀行に伝達するものか。

指図の全部を銀行に伝達するものではなく、当該指図の内容のみを伝達するものに
あっては、インターネットバンキング（IB)の画面に送金先・送金額を表示させることを
目的として画面を遷移させる方法

スクレイピングの方法（預金者から ID や PW を取得して指図を伝達する方法）によるものか。

〇適用除外類型（銀行法施行規則１条の３の３第１号～４号）
登録必要
（１号）

(i) 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行為（同条１号）
（例）電気料金等の公共料金や社会保険料の支払、月締めの販売代金回収等。
(ii) 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為（同条２号）
（例）同一法人の支店口座から本店口座の送金や同一銀行に開設された同一人名義の他の預金口座へ
の振替
(iii) 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人又は地方
独立行政法人に対する支払を目的として行う行為（同条３号）
（例）ふるさと納税、公営競技の賭金、租税・賦課金・納付金の支払
(iv) 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債
務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介（当該履行に係る為替取引を行う
ことの指図（当該指図の内容のみを含む。）の伝達により行う媒介を除く。）を業とする者（以下「相手方
等」という。）が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であって、当該行為に先立ち、銀行と当該相手
方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの（同条４号）
（商品の売買契約や役務提供契約上の自己の債権の回収するために決済指図の伝達を行う場合の例）
自己の商品やサービスを販売し、その対価を回収するために決済指図の伝達を行う場合
（商品の売買契約や役務提供契約の締結の媒介を行う者が決済指図を伝達する場合の例）自己が契約
の当事者とならない EC モール運営者が、プラットフォーム上で締結された売買契約などについて、その取
引に付随して決済指図の伝達を行う場合

登録必要
（１号）

当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者に提供するものか。なお、他の者を介して間接
的に預金者に対して情報提供するもの及び当該情報を加工した情報を提供するものを含む。

登録必要
（2号）
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なお、銀行が既に行っている電子決済等代行業のうち、為替取引の一環または預金受入れの一環とし
て行っていると考えられるサービスについては、電子決済等代行業者としての登録不要であると考えられ
る。

４ 銀行代理業との関係
電子決済等代行業者が顧客だけでなく、銀行からも手数料を徴収しているケースがあるところ、このよう
な場合には「電子決済等代行業」（改正銀行法２条 17 項）だけでなく、「銀行代理業」（同法２条 14 項）にも
該当してしまう懸念がある。
この点に関して、金融庁はパブリックコメント案として『銀行法等に関する留意事項について（銀行法等ガ
イドライン）（案）』（以下「銀行代理業ガイドライン」という。）を公表し、電子決済等代行業者が銀行等の金
融機関から手数料を受領する場合であっても、一定の場合には、「銀行代理業」に該当しないというセーフ
ハーバールールを示した。
とりわけ、銀行からも経済的対価を受領する以下の基準が重要である。
（経済的対価について） ２－２
銀行から受領する経済的対価が、預金若しくは定期積金等の受入、資金の 貸付け若しくは手
形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る「契約の条件の確定又
は締結に関与する対価」であるか否かは当該対価の名目ではなく、実質に着目して判断すること
になる。
例えば、顧客等からの委託を受けて、顧客等に対してサービスを提供する者（以下「サービス提
供者」という。）が、銀行から経済的対価を受け取っていても、その実質が次に掲げるものと認め
られる場合は、預金若しくは定期積金等の受入、 資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取
引を内容とする契約の締結の代理 又は媒介に係る「契約の条件の確定又は締結に関与する対
価」とは異なることに留意する。
-

銀行に対してサービス提供者のシステムを提供し、顧客等が当該サービス提供者のシステ
ムを利用して銀行口座にアクセスできる状態を作成・維持した対価としてのシステム利用料で
あると認められる場合

-

サービス提供者のウェブサイト上に銀行のサービスを広告したことの対価としての広告料で
あると認められる場合

-

サービス提供者が顧客等の承諾を得て、当該サービス提供者によって取得または生成され
た当該顧客等に関する情報を銀行に提供する対価（情報提供料等）であると認められる場合

-

サービス提供者に対する顧客等からの手数料を、利用者利便の観点から、顧客等に説明し
た上で銀行がまとめて徴収し、サービス提供者に交付していると認められる場合
一方、経済的対価の性質の判断にあたって、当該経済的対価の算出方法が銀行取引の成約

高（預金残高若しくは口座数、与信残高若しくは件数又は為替取引額若しくは件数など）に連動
するとの事実は、当該経済的対価が銀行代理行為に係る契約の条件の確定又は締結に関与す
る対価であることを推認させることに留意する。
「経済的対価」が、預金・資金の貸付け・為替取引（送金）という銀行の行為にかかるものではなく、「シス
テム利用料」、「銀行のサービスの広告の対価」、「銀行に対する情報提供料等」、「顧客がサービス提供
者に支払うべき対価を銀行がまとめて徴収し、それをサービス提供者に支払う場合」が掲げられている。
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上記の基準は、電子決済等代行業者だけでなく、例えば、銀行のサービス（外貨預金や住宅ローン）の
比較サイトを運営する事業者が、銀行から手数料を受領する場合にも適用されることになる。
経済的対価が成約高（預金残高・口座数、与信残高・件数、為替取引額・件数）に連動する場合（いわ
ゆる成功報酬ベース）である場合には、銀行代理行為に該当することを推認させるとされていることも注目
される。この基準の考え方によれば、銀行のために、個別の預金契約の締結の代理・媒介や資金の貸付
けに係る契約の締結の代理・媒介にはかかわらないものの、顧客紹介行為をする事業者が成約高ベース
（成功報酬ベース）で報酬を受領する場合には、銀行代理業を営んでいると推認されると解釈される可能
性も出てきてしまう。
この点については、成約高ベースの報酬であっても、契約の締結の代理又は媒介に至らない行為（例
えば、委託先/委託元の費用対効果の観点から上記のような経済的対価の受領方法を選択していたとし
ても、主要行等向けの総合的な監督指針 VIII-3-2-1-許可の要否(3)②にある行為、サービス提供者のウ
ェブサイト上に銀行のサービスの広告を掲載するのみの場合などで、契約の締結の代理又は媒介に至ら
ない行為のみを行うようにする措置を講じていると認められる場合など）の場合には、銀行代理業に該当
しないと解することができるか、金融庁の回答が待たれるところである4。

５ 電子決済等代行業者の登録申請書の記載事項と登録申請書の添付書類
以下において「留意事項」とは、「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」5をいう。
（１）登録申請書の記載事項（銀行法 52 条の 61 の３第１項、同法施行規則 34 条の 64 の２）
① 商号、名称又は氏名（銀行法 52 条の 61 の３第１項１号）
申請者が個人である場合は、当該申請者が商号登記をしているときにはその商号を、屋号を使
用しているときにはその屋号を、「商号又は名称」として記載しているかを確認する（留意事項Ｉ．１
（１））。
② 法人であるときは、その役員（外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者
及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。）の氏名（同項２号）
③ 営む営業所又は事務所の名称及び所在地（同項３号）
登録申請書に記載する「営業所又は事務所」とは、電子決済等代行業の全部又は一部を営むた
めに開設する一定の施設を指し、電子決済等代行業に関する営業以外の用に供する施設は除く
ものとする（留意事項Ｉ．１（２））。
④ 電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡
先（登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又
は事務所を有するときに限る。）（同項４号、銀行法施行規則 34 条の 64 の２第１項１号）（※）
（※）銀行等が登録申請者である場合にあっては、登録申請書に記載することを要しない（銀行法施行規
則 34 条の 64 の２第２項）。
⑤ 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称（同項２号）
⑥ 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委
託先の商号、名称又は氏名及び住所（同項３号）
⑦ 他に業務を営むときは、その業務の種類（同項４号）（※１）（※２）
4
5

全銀協パブコメ 28 番
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180309/27.pdf
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（※１）更新系 API を営む場合のみ（銀行法施行規則 34 条の 64 の２第１項但書）。
（※２）銀行等が登録申請者である場合にあっては、登録申請書に記載することを要しない（銀行法施行規
則 34 条の 64 の２第２項）。
他に営む業務の種類は、現に営む事業が属する「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害
及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類に名称及び分類表を定める等
の件」に定める日本標準産業分類に掲げる中分類（大分類Ｊ－金融業，保険業に属する場合に
あっては細分類）に則って記載されているかを確認する。電子決済等代行業を行う営業に通常附
帯して行われる業務については、他の法令において免許、許可、登録等が必要とされている業務
に該当する場合を除いて、原則として、銀行法施行規則第 34 条の 64 の２第１項第４号に規定
する他の業務に該当しないことに留意する。（留意事項Ｉ．１（３））
（２）登録申請書の添付書類（銀行法 52 条の 61 の３第２項、）
①登録拒否事由（銀行法 52 条の 61 の５第１項各号。ただし、同項１号ロ（電子決済等代行業を適正かつ
確実に遂行する体制の整備が行われていない者）を除く。）のいずれにも該当しないことを誓約する書面
（銀行法 52 条の 61 の３第２項１号）
※当該申請者の自署・押印あるものを提出させる（留意事項Ｉ．２（６））。
② 法人であるときは、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）（同項２号）
【留意事項Ｉ．２（１）】
① 定款の目的に、電子決済等代行業に係る業務が定められているか。
② 定款には原本証明が付されているか。
③電子決済等代行業の業務の内容及び方法を記載した書類（同項３号、銀行法施行規則 34 条の 64 の３
第１項）
(i) 電子決済等代行業に係る行為のうち、更新系 API 又は参照系 API（銀行法２条 17 項各号）のいずれ
を行うかの別（いずれも行う場合は、その旨）
(ii) 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
(iii) 電子決済等代行業の実施体制（銀行法施行規則 34 条の 64 の３第１項３号、２項）
イ 電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため
の体制（銀行法施行規則 34 条の 64 の３第２項１号）
ロ 電子決済等代行業に係る業務（参照系（銀行法２条 17 項２号に掲げる行為のみを行おうとする
場合）には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安
全管理に係る業務に限る。）を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための
体制（銀行法施行規則 34 条の 64 の３第２項２号）
ハ 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名（銀行法施行規則 34 条の 64 の３第２
項３号）
「電子決済等代行業の実施体制」（銀行法施行規則第 34 条の 64 の３第１項第３号）
は、銀行法施行規則第 34 条の 64 の３第２項各号に掲げる体制を含むものである
が、それら実施体制の状況を把握するために必要な場合には、適宜、当該実施体制
に関する体制図及び組織図等の提出を求めることとする。（留意事項Ｉ．２（２））
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④その他内閣府令で定める書類（銀行法 52 条の 61 の３第２項４号、銀行法施行規則 34 条の 64 の４第１
項各号）
(i)登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類（銀行法施行規則 34 条の 64 の４第１項１号）
イ

役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。）の履歴書（役員が法人であるときは、

当該役員の沿革を記載した書面）
① 「役員の履歴書」の現住所が住民票の抄本記載の住所と一致しない場合には、その理由を確
認するとともに、「役員の履歴書」に、両住所が併記されているかを確認する（留意事項Ｉ．２（３）
①）。
② 「役員の履歴書」に記載されている氏名に用いられている漢字が、住民票の抄本記載の氏名
に用いられている漢字に統一されているかを確認する（例えば、住民票の抄本で用いられている
漢字が旧漢字の場合は、「役員の履歴書」でも旧漢字を用いることとする。）（留意事項Ｉ．２（３）
②）。

ロ

役員の住民票の抄本（役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書）又はこれに代わる書

面
〇「住民票の抄本」（銀行法施行規則第 34 条の 64 の４第１号及び第２号）「住民票の抄本」は、
次の項目が記載されているものを提出させるものとする（留意事項Ｉ．２（４））。
① 住所
② 氏名
③ 生年月日
④ 本籍
〇「これに代わる書面」（銀行法施行規則第 34 条の 64 の４第１号及び第２号）国内に居住しな
い外国人が提出した本国の住民票に相当する書面の写し又はこれに準ずる書面は、銀行法施
行規則第 34 条の 64 の４第１号及び第２号の「これに代わる書面」に該当する（留意事項Ｉ．２
（５））。
ハ

役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる

書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面（銀行法施
行規則 34 条の 64 の４第１項３号）
二

役員が法人の役員の登録拒否事由（銀行法 52 条の 61 の５第１項第２号ロ⑴から⑹まで）のいずれ

にも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
※当該役員の自署・押印あるものを提出させる（留意事項Ｉ．２（６））。
ホ

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、

登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照
表又はこれに代わる書面
ヘ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の
会社法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
(ii) 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類（銀行法施行規則 34 条の 64 の４第１項２号）
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イ 登録申請者の履歴書
① 「履歴書」の現住所が住民票の抄本記載の住所と一致しない場合には、その理由を確認する
とともに、「履歴書」に、両住所が併記されているかを確認する（留意事項Ｉ．２（３）①）。
② 「履歴書」に記載されている氏名に用いられている漢字が、住民票の抄本記載の氏名に用い
られている漢字に統一されているかを確認する（例えば、住民票の抄本で用いられている漢字が
旧漢字の場合は、「履歴書」でも旧漢字を用いることとする。）（留意事項Ｉ．２（３）②）。
ロ

登録申請者（当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を

含む。ハにおいて同じ。）の住民票の抄本（当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本にお
ける代理人の登記事項証明書）又はこれに代わる書面
〇「住民票の抄本」（銀行法施行規則第 34 条の 64 の４第１号及び第２号）「住民票の抄本」は、
次の項目が記載されているものを提出させるものとする（留意事項Ｉ．２（４））。
① 住所
② 氏名
③ 生年月日
④ 本籍
〇「これに代わる書面」（銀行法施行規則第 34 条の 64 の４第１号及び第２号）国内に居住しな
い外国人が提出した本国の住民票に相当する書面の写し又はこれに準ずる書面は、銀行法施
行規則第 34 条の 64 の４第１号及び第２号の「これに代わる書面」に該当する（留意事項Ｉ．２
（５））。
ハ

登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合におい

て、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を
証する書面
ニ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第二十号により作成した財産に関す
る調書

６ 登録の実施（銀行法 52 条の 61 の４）
（１）登録の実施（同条１項）
金融庁長官等は、銀行法 52 条の 61 の２の登録の申請があつたときは、銀行法 52 条の 61 の４第１項の
規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなけ
ればならない。
① 登録申請書（銀行法 52 条の 61 の２第１項各号）に掲げる事項
② 登録年月日及び登録番号
（２）登録申請者への通知（銀行法 52 条の 61 の４第２項）
金融庁長官等は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなけれ
ばならない。
（３）電子決済等代行業者登録簿の公衆の縦覧（同条３項、銀行法施行規則 34 条の 64 の５）
金融庁長官等は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融庁長官等は、その登録をした電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業者登録簿を当該電子
決済等代行業者の主たる営業所又は事務所（外国法人又は外国に住所を有する個人の場合は、国内に
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おける主たる営業所又は事務所。「主たる営業所等」という。）の所在地を管轄する財務局（当該所在地が
福岡財務支局の管轄区域内にある場合は福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合は関
東財務局）に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

７ 登録の拒否（改正銀行法 52 条の 61 の５）
（１）登録拒否事由（改正銀行法 52 条の 61 の５条１項）
金融庁長官等は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は銀行法 52 条の 61 の３第１
項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な
事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しならない。
① 次のいずれかに該当する者（銀行法 52 条の 61 の５第１項１号）
イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適
合する財産的基礎を有しない者
純資産額（貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は財産に関する調書に計上された資産の合
計額から負債の合計額を控除した額をいう。）が負の値でないこと（銀行法施行規則 34 条の 64
の６）
ロ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
※登録審査に当たっての留意事項（下記８参照）
ハ 電子決済等代行業の登録の取消等の処分を受け、その処分の日から５年を経過しない者
(1) 登録の取消し等（銀行法 52 条の 61 の 17 第 1 項又は第 2 項）の規定による銀行法 52 条の 61 の
2 の登録の取消し
(2) 農業協同組合法 92 条の５の９第１項において準用する銀行法 52 条の 61 の 17 第１項又は第２項
の規定による特定信用事業電子決済等代行業の登録（同法第 92 条の５の２第１項）の取消し
(3) 水産業協同組合法 121 条の５の９第１項（特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準
用）において準用する銀行法 52 条の 61 の 17 第１項又は第２項の規定による同法第 121 条の５の
２第一項（登録）の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律６条の５の 10 第１項（信用協同組合電子決済等代行業者
等についての銀行法の準用）において準用する銀行法 52 条の 61 の 17 第１項又は第２項の規定に
よる同法６条の５の２第１項（信用協同組合電子決済等代行業の登録）の登録の取消し
(5) 信用金庫法 89 条７項（銀行法の準用）において準用する銀行法 52 条の 61 の十７第１項又は第２
項の規定による同法第 85 条の４第１項（登録）の登録の取消し
(6) 労働金庫法 94 条 5 項（銀行法の準用）において準用する銀行法 52 条の 61 の十七第１項又は第２
項の規定による同法第 89 条の５第１項（登録）の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法 95 条の５の 10 第１項（農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用）
において準用する銀行法 52 条の 61 の 17 第１項又は第２項の規定による同法 95 条の５の２第１項
（登録）の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法 60 条の 19 第１項又は第２項（登録の取消し等）の規定による同法
第 60 条の３（登録）の登録の取消し
(9) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用
金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令
の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録（当該登録に類す
る許可その他の行政処分を含む。）の取消し
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ニ 特定信用事業電子決済等代行業等の廃止の命令を受け、その命令の日から５年を経過しない者
(1) 農業協同組合法 92 条の 6 の 8 第 4 項の規定による同法 92 条の 5 の 2 第二項に規定する特定
信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2) 水産業協同組合法 121 条の 5 の 8 第 4 項（電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等
代行業）の規定による同法 121 条の 5 の 2 第 2 項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の
廃止の命令
(3) 協同組合による金融事業に関する法律 6 条の 5 の 9 第 4 項（電子決済等代行業者による信用協
同組合電子決済等代行業）の規定による同法 6 条の 5 の 2 第 2 項に規定する信用協同組合電子
決済等代行業の廃止の命令
(4) 信用金庫法 85 条の 11 第 4 項（電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業）の規定
による同法 85 条の 4 第 2 項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 労働金庫法 89 条の 12 第 4 項（電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業）の規定
による同法 89 条の 5 第 2 項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 農林中央金庫法 95 条の 5 の 9 第 4 項（電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代
行業）の規定による同法 95 条の 5 の 2 第 2 項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止
の命令
(7) 株式会社商工組合中央金庫法 60 条の 32 第 4 項（電子決済等代行業者による商工組合中央金庫
電子決済等代行業）の規定による同法第六十条の二第一項（定義）に規定する商工組合中央金庫
電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労
働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定によ
る(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫
法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれ
らに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に
処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな
い者
② 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者（銀行法 52 条の 61 の５第１項２号）
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わ
り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前 30 日以内に
その法人の役員であつた者で、その処分の日から５年を経過しない者
(5) 法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前 30 日以内に
その法人の役員であつた者で、その命令の日から５年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
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③ 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者（銀行法 52 条の 61 の５第１項３号）
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
（２）登録拒否理由の通知（改正銀行法 52 条の 61 の５条 2 項）
金融庁長官等は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録
申請者に通知しなければならない。

８ 登録審査に当たっての留意事項（「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」
II.）
（１）電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備の審査
電子決済等代行業者の業務は日々進化・高度化するＩＴ（情報通信技術）を活用するものであり、顧客の
口座に係る情報の取得等を伴うため、情報漏えいや認証情報を悪用した不正送金等により、利用者が不
利益を被るおそれがある。
そのため、「電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備」が行われているかに関しては
（銀行法 52 条の 61 の５第１項１号ロ、上記７（１）一ロ参照）、利用者保護を確保するため、システムリスク
管理の審査に重点を置き、例えば以下の項目（「審査する項目の例」）を、(i)当該電子決済等代行業者の
規模、(ii)電子決済等代行業の内容、(iii)取り扱う情報の重要度、(iv)電子決済等代行業におけるコンピュ
ータシステムの仕組みや占める役割などの特性を踏まえつつ、審査が行われる。当該審査は、上記の要
素を踏まえリスクベースで行い、利用者保護の観点から特段の問題がないと認められる場合には、必ずし
も以下の項目全てに着目するものではない。
審査する項目の例
①当該電子決済等代行業者におけるシステムリスクに対する認識等
②システムリスク管理態勢
③システムリスク評価
④情報セキュリティ管理
⑤サイバーセキュリティ管理
⑥システム企画・開発・運用管理
⑦システム監査
⑧外部委託管理
⑨コンティンジェンシープラン
⑩障害発生時等の対応
このうち、上記④の情報セキュリティ管理としては、例えば、情報を適切に管理するために方針・社内規
程の策定、重要情報へのアクセスの相互牽制等の内部管理態勢の整備を図ることや、他社における不
正・不祥事件も参考に、情報セキュリティ管理態勢の PDCA サイクルによる継続的な改善を図ることが考
えられる。
また、上記⑤のサイバーセキュリティ管理としては、電子決済等代行業が非対面取引を前提としているこ
とに鑑み、例えば、以下のような認証方式や不正検知策を採ることにより、セキュリティの確保を講じること
が考えられる。
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・ 可変式パスワードや電子証明書などの、固定式の ID・パスワードのみに頼らない認証方式
・ 不正なログイン・異常な取引等を検知し、速やかに利用者に連絡する体制の整備等
銀行等が平成 30 年３月１日までに公表することとされている『電子決済等代行業者との連携及び協働に
係る方針』において、多くの銀行等が、「API 連携に係るシステムに関する事項」について、「オープン API
のあり方に関する検討会」（事務局：一般社団法人全国銀行協会）による「オープン API のあり方に関する
検討会報告書 －オープン・イノベーションの活性化に向けて－」6 （2017 年 7 月 13 日公表）記載の API
仕様標準、セキュリティ原則に則っている、としている。

（２）「電子決済等代行業の内容」（更新系 API 業務・参照系 API 業務）について
上記（１）の要素（(i)当該電子決済等代行業者の規模、(ii)電子決済等代行業の内容、(iii)取り扱う情報の
重要度、(iv)電子決済等代行業におけるコンピュータシステムの仕組みや占める役割など）のうち、「電子
決済等代行業の内容」としては、例えば、１号業務（更新系 API 業務）を行うのか、２号業務（参照系 API
業務）を行うかといった事項である。
すなわち、１号業務（更新系 API 業務）は、原則は、為替取引を行うことの同号の銀行に対する指図の伝
達を含み、当該為替取引による送金先や送金額が利用者の当初の指図内容から不正に変更された場合
には、直ちに利用者の損害に結びつく可能性が高いと考えられる。
他方で、２号業務（参照系 API 業務）は、利用者の口座に係る情報の取得及び伝達を内容とし、不正アク
セスによる情報漏えいのリスク等はあるものの、為替取引の指図の伝達等の当該口座からの金銭の移転
に関する行為への関与は行わないため、一般的には、不正アクセス等により実際に口座内の預金が失わ
れるリスクは１号業務（更新系 API の業務）と比べて低く、当該情報の内容、当該電子決済等代行業に利
用するコンピュータシステムの仕組みや占める役割等によっては利用者の損害には結びつかない可能性
もあると考えられる。
（３）連携・協働する銀行の能力による審査
電子決済等代行業者は、銀行と連携・協働して電子決済等代行業を行うことが予定されており、電子決
済等代行業を行うに当たっては、銀行法第２条第 17 項各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る
契約を締結し、これに従って当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならないこととされてい
る。
このことから、電子決済等代行業者の能力に照らして、当該電子決済等代行業者単独では、その行う電
子決済等代行業に必要な水準を満たすことができない部分があったしても、当該業務を行うにあたって連
携・協働する銀行においてその部分を分担する場合には、必要な水準を満たすものと判断される。

９ 電子決済等代行業者による届出義務
（１）変更の届出（銀行法 52 条の 61 の６第１項、同法施行規則 34 条の 38 の２、別表第４）
ア 届出事項等
電子決済等代行業者は、登録申請事項（銀行法 52 条の 61 の３第１項各号）について変更があったとき
は、以下の①から③までに定める場合を除き、以下の表で定めるところにより、その日から 30 日以内に、
その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
6

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news290713_1.pdf
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①増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合（変更前の所
在地に復することが明らかな場合に限る。）
②上記①に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
③兼業業務の種類（銀行法施行規則 34 条の 64 の２第１項４号に掲げる事項）を変更した場合
届出事項

商号、名称又は氏名（以下この表におい
て「商号等」という。）の変更

記載事項

添付書類

①新商号等

法人であるときは、変更に係る事項を記

②旧商号等

載した登記事項証明書（これに準ずるも

③変更年月日

のを含む。以下この表において同じ。）
日本における代理人が法人であるとき

日本における代理人の商号等の変更

①新商号等

は、変更に係る事項を記載した登記事項

（電子決済等代行業者が外国に住所を

②旧商号等

証明書又はこれに代わる書面、日本にお

有する個人である場合に限る。）

③変更年月日

ける代理人が個人であるときは、住民票
の抄本又はこれに代わる書面

①変更前の日本に
おける代理人の商
日本における代理人の変更（電子決済

号

等代行業者が外国に住所を有する個人 ②変更後の日本に
である場合に限る。）

おける代理人の商
号
③変更年月日

①理由書
②変更後の日本における代理人の住民
票の抄本（当該日本における代理人が法
人であるときは、当該日本における代理
人の登記事項証明書）又はこれに代わる
書面

①法人の登記事項証明書
②就任する役員に掲げる次に掲げる書面
イ 履歴書（就任する役員が法人であると
きは、当該役員の沿革を記載した書面）
ロ 住民票の抄本（就任する役員が法人

役員（法 52 条の 61 の３第１項２号に規
定する役員をいい、役員が法人であると
きは、その職務を行うべき者を含む。以
下この表において同じ。）の変更

①変更があった役
員の氏名又は名称
及び役職名
②就任又は退任年
月日

であるときは、当該役員の登記事項証明
書）又はこれに代わる書面
ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて変更
届出書に記載した場合において、ロに掲
げる書面が当該婚姻前の氏名を証するも
のでないときは、当該婚姻前の氏名を証
する書面
二 法人の役員の登録拒否事由（法 52 条
の 61 の５第１項第２号ロ⑴から⑹まで）の
いずれにも該当しない者であることを当該
役員が誓約する書面

電子決済等代行業を営む営業所又は

①設置した営業所

事務所（以下この表において「営業所

等の名称
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等」という。）の設置

②所在地
③設置した営業所
等で営む電子決済
等代行業に係る業
務の内容
④営業開始年月日
①名称及び変更前

営業所等の所在地の変更

の所在地
②変更後の所在地
③変更年月日
①変更前の名称及

営業所等の名称の変更

び所在地
②変更後の名称
③変更年月日
①廃止した営業所

営業所等の廃止

等の名称及び所在
地
②廃止年月日
①変更前の主たる

主たる営業所又は事務所の名称又は所 営業所又は事務所
在地の変更（電子決済等代行業者が外

の名称又は所在地

国法人又は外国に住所を有する個人で

②変更後の主たる

あり、外国に主たる営業所又は事務所

営業所又は事務所

を有する場合に限る。）

の名称又は所在地

変更に係る事項を記載した登記事項証明
書

③変更年月日
①変更前の利用者
からの苦情又は相
談に応ずる営業所
又は事務所の所在
利用者からの苦情又は相談に応ずる営 地又は連絡先
業所又は事務所の所在地又は連絡先

②変更後の利用者

の変更

からの苦情又は相
談に応ずる営業所
又は事務所の所在
地又は連絡先
③変更年月日

認定電子決済等代行事業者協会への

①加入した認定電

認定電子決済等代行事業者協会に加入

加入

子決済等代行事業

した事実を確認することができる書面
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者協会の名称
②加入年月日
①脱退した認定電
認定電子決済等代行事業者協会から

子決済等代行事業

認定電子決済等代行事業者協会から脱

の脱退

者協会の名称

退した事実を確認することができる書面

②脱退年月日
委託に係る業務の内容又は委託先の

①変更の内容

変更

②変更年月日

イ 電子決済等代行業者登録簿への登録（銀行法 52 条の 61 の６第２項）
金融庁長官等は、上記アによる届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録
簿に登録しなければならない。
ウ 電子決済等代行業の業務の内容及び方法を記載した書類の記載内容及び方法の変更（銀行法 52
条の 61 の６第３項、同法施行規則 34 条の 64 第３項）
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の業務の内容及び方法を記載した書類（銀行法 52 条の 61
の３第２項３号）に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、「当該変更の内容及び変
更年月日を記載した届出書」に「理由書」及び「兼業業務の種類を記載した書面」（銀行法施行規則 34 条
の 64 の２第１項４号に掲げる事項を記載した書面）を添付して、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け
出なければならない。
ただし、「兼業業務の種類を記載した書面」の添付は、更新系 API に係る電子決済等代行業（銀行法２条
17 項１号、ただし、電子決済等代行業に該当しない行為（銀行法施行規則１条の３の３）を除く。）を行うこ
ととなった場合に限る。
（２）廃業等の届出（銀行法 52 条の 61 の７、同法施行規則 34 条の 64 の８）
電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、そ
の日から 30 日以内に、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない（同条１項）。
届出事由

届出者

届出書記載事項
①商号、名称又は氏名
②登録年月日及び登録番号

電子決済等代行業を廃止したとき、又

その電子決済等代

は会社分割により電子決済等代行業

行業を廃止し、又は

の全部の承継をさせたとき、若しくは電

承継をさせ、若しくは

子決済等代行業の全部の譲渡をしたと 譲渡をした個人又は
き（同条１項１号）

法人

③届出事由
④届出事由に該当することとなった年月
日
⑤電子決済等代行業を廃止した場合に
は、その理由
⑥会社分割により電子決済等代行業の
全部の承継をさせたとき又は電子決済等
代行業の全部の譲渡をしたときは、その
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業務の承継又は譲渡の方法及びその承
継先又は譲渡先
①商号、名称又は氏名
電子決済等代行業者である個人が死
亡したとき（同項２号）

②登録年月日及び登録番号
その代理人

③届出事由
④届出事由に該当することとなった年月
日
①商号、名称又は氏名

電子決済等代行業者である法人が合

その法人を代表する

併により消滅したとき（同項３号）

役員であつた者

②登録年月日及び登録番号
③届出事由
④届出事由に該当することとなった年月
日
①商号、名称又は氏名

電子決済等代行業者である法人が破
産手続開始の決定により解散したとき

②登録年月日及び登録番号
その破産管財人

（同項４号）

③届出事由
④届出事由に該当することとなった年月
日
①商号、名称又は氏名

電子決済等代行業者である法人が合
併及び破産手続開始の決定以外の理

②登録年月日及び登録番号
その清算人

由により解散したとき（同項５号）

③届出事由
④届出事由に該当することとなった年月
日

電子決済等代行業者が上記の届出事由のいずれかに該当することとなったときは、当該電子決済等代
行業者の登録は、その効力を失う（同条２項）。
（３）届出事項（銀行法 53 条５項、同法施行規則 35 条５項）
電子決済等代行業者は、以下の場合、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
ただし、下記⑤に掲げる場合は、銀行等でない電子決済等代行業者が１号業務（更新系 API 業務）に掲
げる行為（銀行法施行規則１条の３の３に掲げる行為を除く。）を行っているときに限る。
① 電子決済等代行業を開始したとき（銀行法 53 条５項）
② 銀行等と電子決済等代行業に係る契約（銀行法 52 条の 61 の 10 第１項）を締結したとき（銀行法 53
条５項）
③ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合（銀行法施行規則 35 条５項１号）
④ 電子決済等代行業に係る契約（銀行法 52 条の 61 の 10 第１項）の内容を変更した場合（銀行法施行
規則 35 条５項２号）
⑤ 兼業業務の種類に関する事項（銀行法施行規則 34 条の 64 の２第１項４号）を変更した場合（銀行法
施行規則 35 条５項３号）
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なお、上記①の電子決済等代行業を開始したときの届出を除いて、これらの届出は、半期ごとに一括し
て行うことがでる（銀行法施行規則 35 条７項３号）。

10 利用者への情報提供
（１）利用者に情報提供すべき事項
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３に規定する
電子決済代行業に該当しない行為を除く。）を行うときは、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしな
ければならない（銀行法 52 条の 61 の８第１項）。
① 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所（同項１号）
② 電子決済等代行業者の権限に関する事項（同項２号）
③ 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項（同項３号）
④ 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡
先（同項４号）
⑤ 電子決済等代行業者としての登録番号（同項５号、同法施行規 34 条の 64 の９第４項１号）
⑥ 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算
方法（同項２号）
⑦ １号業務（更新系 API 業務）に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３に規定する電子決
済等代行業に該当しない行為を除く。）を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取
引の額の上限を設定している場合には、その額（同項３号）
⑧ 利用者との間で継続的に電子決済等代行業に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３
に規定する電子決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行う場合には、契約期間及びその中
途での解約時の取扱い（手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。）（同項４号）
⑨ 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業に該当する行為（銀
行法施行規則１条の３の３に規定する電子決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行う場合
には、その旨（同項５号）
⑩ その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事
項（同項６号）
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３に規定する
電子決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法に
より、利用者に対し、上記①～⑩までに掲げる事項を明らかにしなければならない（銀行法施行規則 34 条
の 64 の９第２項）
電子決済等代行業者は、「電子決済等代行業再委託者」（預金者から何段階かの委託を受けて預金者
の情報を銀行から取得する場合、銀行と直接繋がる者が電子決済等代行業者といい、その他の事業者す
べてを「電子決済等代行業再委託者」という。）の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、電
子決済等代行業に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３に規定する電子決済等代行業に該当しな
い行為を除く。）を行う場合においては、当該「電子決済等代行業再委託者」又は電子決済等代行業に係
る銀行を介して当該事項を明らかにすることができる（同項ただし書）。
電子決済等代行業者は、銀行との間で直接接続をするため登録をした上で接続契約を締結することを
要するが、電子決済等代行業再委託者は、預金者から委託を受けるものの銀行との間で直接接続をしな
いため、電子決済等代行業者としての登録をすることは要せず、銀行との間で接続契約を締結する必要も
ない。例えば、A 社が預金者から委託を受けて、X 銀行と API 連携をして電子決済等代行業を行っている B
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社に委託をして、A 社自身のサービスとして電子決済等代行業を行っている場合には、B 社は電子決済等
代行業者として登録をして X 銀行との間で接続契約を締結する必要があるが、A 社は電子決済等代行業
再委託者に該当し、電子決済等代行業者としての登録をすることを要せず、X 銀行との間で接続契約を締
結することを要しない。
（２）銀行が営む業務との誤認を防止するための情報
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の利用者との間で電子決済等代行業に該当する行為（銀
行法施行規則１条の３の３に規定する電子決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行う場合には、あら
かじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示さ
せる方法その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の業務を銀行が営むものではないことの説明
を行わなければならない（銀行法 52 条の 61 の８第２項、同法施行規則 34 条の 64 の 10）。
ただし、「電子決済等代行業再委託者」の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為（銀行法施
行規則１条の３の３に規定する電子決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行う場合においては、当該
電子決済等代行業再委託者又は電子決済等代行業に係る銀行を介して当該説明を行うことができる（同
法施行規則 34 条の 64 の 10 ただし書）。
（３）為替取引の結果の通知（１号業務のみ）
電子決済等代行業者は、１号業務（更新系 API 業務）に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３に
規定する電子決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預
金者に対し、当該行為に基づき銀行が行った預金者が当該銀行に開設している口座に係る資金を移動さ
せる為替取引の結果の通知をしなければならない（銀行法 52 条の 61 の８第２項、同法施行規則 34 条の
64 の 11）。
電子決済等代行業者は、当該通知を、電子決済等代行業に係る銀行又は電子決済等代行業再委託者
（電子決済等代行業再委託者については、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を
受けて、電子決済等代行業に該当する行為（銀行法施行規則１条の３の３に規定する電子決済等代行業
に該当しない行為を除く。）を行う場合に限る。）を介して行うことができる（同法施行規則 34 条の 64 の 11
ただし書）。

11 情報の安全管理措置等
（１）電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置（銀行法施行規則 34 条の 64 の 12）
電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組
織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
（２）個人利用者情報の安全管理措置等（銀行法施行規則 34 条の 64 の 13）
電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管
理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の
漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
（３）特別の非公開情報の取扱い（銀行法施行規則 34 条の 64 の 14）
電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門
地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報（その業務上知り得た
公表されていない情報をいう。）を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的
以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
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これに加えて、個人情報保護法 17 条２項に基づく「要配慮個人情報」の取得の際の事前の同意の取得、
及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づく「機微（センシティブ）情報」の取扱い
を遵守しなければならない。
（４）委託業務の的確な遂行を確保するための措置（銀行法施行規則 34 条の 64 の 15）
電子決済等代行業者は、その業務（参照系 API に係る電子決済代行業（銀行法２条 17 項２号）のみを
行う場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理
に係る業務に限る。）を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を
確保するための措置を講じなければならない。
（５）その他
電子決済等代行業者には、利用者の情報の安全管理措置等として、安全管理措置等（銀行法 52 条の
61 の８第２項、同法施行規則 34 条の 64 の 12 から同法施行規則 34 条の 64 の 15 まで：前頁）に加えて、
金融分野における個人情報取扱事業者として、「個人情報の保護に関する法律」並びに金融庁の「金融分
野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドライ
ンの安全管理措置等についての実務指針」に基づく個人データの安全管理措置も講ずる必要がある。

12 電子決済等代行業者の誠実義務
電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない（銀行法 52 条の 61
の９）。金融商品取引業者は一般的に誠実義務を負う（金融商品取引法 36 条１項）が、投資運用業や投資
助言業を行う金融商品取引業者のように忠実義務（同法 41 条、42 条）が課されるが、電子決済等代行業
者は忠実義務までは負わない。
なお、銀行代理業者は、誠実義務、忠実義務のいずれも負わない。

13 銀行との契約締結義務
（１）銀行との電子決済等代行業に係る契約の締結義務（銀行法 52 条の 61 の 10 第１項）
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に係る行為（銀行法施行規則１条の３の３に規定する電子
決済等代行業に該当しない行為を除く。）を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代
行業に係る契約を締結し、これに従って当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
なお、経過規定により、契約締結義務は施行後２年以内の政令で定める日までは更新系 API に限られ、
参照系 API については猶予される（附則２条４項）
金融機関は、施行後２年以内の政令で定める日までに、利用者から当該利用者に係る識別符号等を取
得することなく（※スクレイピングによることなく）当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができ
るよう、体制の整備に努めなければならない（オープン API の体制整備の努力義務）（改正法附則 11 条）。
（２）銀行との電子決済等代行業に係る契約において定める事項（銀行法 52 条 61 の 10 第２項）
銀行との電子決済等代行業に係る契約には以下の事項を定める必要がある。
①電子決済等代行業の業務（当該銀行に係るものに限る。②において同じ。）に関し、利用者に損害が生
じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関
する事項（同項１号）
②当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な
取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合
に当該銀行が行うことができる措置に関する事項（同項２号）
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③当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済代行業に係る行為
（銀行法施行規則１条の３の３に掲げる行為を除く。）を行う場合において、当該電子決済等代行業再
委託者の業務（当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。）に関して当該電子決
済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電
子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀
行が行うことができる措置に関する事項（同項３号、同法施行規則 34 条の 64 の 16）
（３）契約の公表（同条、同法施行規則 34 条の 64 の 17）
銀行及び電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契
約の内容のうち上記（２）の①から③までに掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、電
子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
契約書そのものを公表する必要はなく、上記（２）の①から③までに掲げる事項を分かりやすく公表すべ
きであろう。
なお、一般社団法人コンピューターソフトウェア協会と一般社団法人 FinTech 協会は、参照系 API の利用
に関する契約書のひな型を策定し公表している7。

14 銀行による基準の公表
（１）銀行による基準の作成・公表義務（銀行法 52 条の 61 の 11 第１項、同法施行規則 34 条の 64 の 18）
銀行は、電子決済等代行業に係る契約を締結するに当たって電子決済等代行業者に求める事項の基
準を作成し、インターネットの利用その他の方法により、電子決済等代行業者及び電子決済等代行業者
の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
（２）銀行による基準に含まれる事項（銀行法 52 条の 61 の 11 第２項、同法施行規則 34 条の 64 の 19）
上記（１）の基準に含まれる事項は以下のとおりである。
① 銀行との電子決済等代行業に係る契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業に
係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
（銀行法施行規則 34 条の 64 の 19 第１号）
② 銀行との電子決済等代行業に係る契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業に
係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制（同条２号）
多くの金融機関は、一般社団法人全国銀行協会の「オープン API のあり方に関する検討会報告書」及
び公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）作成の「API 接続チェックリスト」8を作成して接続基
準を作成するものと考えられる。
（３）不当差別の禁止（銀行法 52 条の 61 の 11 第３項）
銀行は、銀行との電子決済等代行業に係る契約を締結するに当たって、上記（１）の基準を満たす電子
決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

15

銀行による契約締結・基準の作成・公表義務の適用時期
適用関係は以下のとおりとなる。

•

施行前から電代業に当たる行為を営む事業者は、いわゆるみなし業者として施行から起算して 6 か
月間の登録が猶予（法の附則第 2 条第 1 項）され、改正銀行法 52 条の 61 の 10（銀行との契約締結

7
8

https://www.fintechjapan.org/news/5272647
https://www.fisc.or.jp/isolate/?id=919&c=topics&sid=356
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義務等）と、法第 52 条の 61 の 11（銀行による基準の策定等）以外の規定が適用される（改正法附則
２条２項）。みなし業者が、電子決済等代行業者として登録すれば、１号業務（更新系 API 業務）に当
たる行為は、銀行と契約締結をしたうえで行わなければならない（改正法附則２条４項の読み替え規
定）。
•

契約締結義務は電子決済等代行業者側に生じるが、契約内容の一部公表は双方に課されており、
銀行も対応が必要になる。

•

銀行による基準の作成・公表は、みなし業者が電子決済等代行業者となるタイミングは銀行に制御で
きないことや、施行日以降に電代業を営む者が銀行の基準を確認するニーズがあることなどを踏ま
えれば、法令上明確な期限は定められていないものの、施行後速やかに公表することが望ましい。

•

電子決済等代行業者と連携・協働を行わない方針の銀行は、法施行日時点においては基準の作成・
公表は不要であるが、契約を締結するにあたって、基準の作成・公表を行わなければならない。

16 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
銀行等は、公布の日（平成 29 年６月２日）から平成 30 年３月１日（施行日から９か月以内の政令で定め
る日）までに、電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定・公表しなければならない（附則１
条・10 条・銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令（以下「API 方針
内閣府令」という。））。
（１）電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針」（API 方針内閣府令２条１号）
今般の銀行法改正は、フィンテックが進展する中で、利用者保護を確保しつつ、多様なプレイヤーが試
行錯誤しながら連携・協働を進めていくオープン・イノベーションが重要であることから、そのための環境整
備を行うもの。第２条第１号の「基本方針」については、そうしたことを踏まえながら各行において策定され
るものと考えられる。
電子決済等代行業者との連携・協働を行わない場合にも、第２条第１号の「基本方針」を策定することが
必要となる。
（２）電子決済等代行業者が、その営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を
取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、改正後銀行法第２条
第 17 項第１号に掲げる行為（更新系 API）を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理
由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期」（API 方針内閣府令２条２号）
「識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制」とは、スク
レイピングによらないオープン API の導入を意味する。
「整備の完了を予定する時期」については、必ずしも月単位での記載に限定されるわけではないが、電
子決済等代行業者に対し、API による連携を開始し得る時期に関する情報を提供するとの趣旨に照らせ
ば、可能な範囲で具体的に記載されることが望ましい。
（３）電子決済等代行業者が、その営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を
取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、改正後銀行法第２
第 17 項第２号に掲げる行為（参照系 API）を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理
由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期（API 方針内閣府令２条３号）
（４）銀行が上記（２）または（３）の整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又
は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針（API 方針内
閣府令２条４号）
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ベンダー名は、２条４号により記載すべき事項には該当しないため、法令上公表が義務付けられている
わけではないが、各行の判断により、同条６号の「参考となるべき情報」として公表することが考えられる。
（５）当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
（API 方針内閣府令２条５号）
（６）その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情
報（API 方針内閣府令２条６号）
多くの金融機関が、API 連携に係るシステムについて、「オープン API のあり方に関する検討会」（事務
局：一般社団法人全国銀行協会）による「オープン API のあり方に関する検討会報告書 －オープン・イノ
ベーションの活性化に向けて－」 （2017 年 7 月 13 日公表）記載の API 仕様標準、セキュリティ原則に則っ
ていることを記載している。
また、公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）作成に係る「API 接続チェックリスト」によることを
記載している例もある。

17 銀行の子会社
銀行の子会社は、金融関連業務として電子決済等代行業に係る業務を営むことができる（銀行法 16 条
の２第２項２号、同法施行規則 17 条の３第２項２号の３）。

18 監督規定
（１）電子決済等代行業に関する帳簿書類（銀行法 52 条の 61 の 12、同法施行規則 34 条の 64 の 20）
電子決済等代行業者は、総勘定元帳を作成し、その作成の日から 10 年間保存しなければならない。
（２）電子決済等代行業に関する報告書
ア 報告書の提出・様式（銀行法 52 条の 61 の 13、同法施行規則 34 条の 64 の 21 第１項）
電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、以下のとおり、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、
事業年度経過後３月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
①電子決済等代行業者が個人である場合・・・別紙様式第二十一号
（添付書類）
別紙様式第二十三号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面
②電子決済等代行業者が法人である場合・・・別紙様式第二十二号
（添付書類）
貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
イ 報告書の提出期間の延長
電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により事業年度経過後３月以内に電子決済等代行業に関
する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を
延期することができる。
ウ 報告期間延長の承認申請
電子決済等代行業者は、上記イの承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融
庁長官等に提出しなければならない。
エ 金融庁長官等による審査
金融庁長官等は、上記ウの承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等代行業者が上記
イの提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査する。
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（３）報告・資料の提出（銀行法 52 条の 61 の 14）
①

金融庁長官等は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するた
め必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務・財産の状況に関し報告・
資料の提出を求めることができる。（１項）

②

金融庁長官等は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するた
め特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済
等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務
の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。）に対
し、当該電子決済等代行業者の業務・財産の状況に関し報告・資料の提出を求めることができる。（２
項）

③

電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者か
ら電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告
又は資料の提出を拒むことができる。（３項）

（４）立入検査（銀行法 52 条の 61 の 15）
①

金融庁長官等は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するた
め必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他
の施設に立ち入らせ、その業務・財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。（１項）

②

金融庁長官等は、立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その
必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引す
る者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入
らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類
その他の物件を検査させることができる。（２項）

③

上記①・②の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた
ときは、これを提示しなければならない。（３項）

④

上記①・②による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。（４項）

⑤

上記１③は、上記②による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又
は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査に
ついて準用する。（５項）

（５）業務改善命令（銀行法 52 条の 61 の 16）
金融庁長官等は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため
必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及
び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
（６）登録の取消し（銀行法 52 条の 61 の 17）
①

金融庁長官等は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済等代行
業者の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずること
ができる。（１項）
(i) 電子決済等代行業者が登録拒否事由のいずれかに該当することとなったとき。
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(ii) 不正の手段により電子決済等代行業者の登録を受けたとき
(iii) この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業
の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
②

金融庁長官等は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は
電子決済等代行業者の所在（法人である場合は、その法人を代表する役員の所在）を確知できない
ときは、その事実を官報に公告し、その公告の日から 30 日を経過しても当該電子決済等代行業者か
ら申出がないときは、当該電子決済等代行業者の電子決済等代行業者の登録を取り消すことができ
る。（２項、施行規則 34 条の 64 の 22）

③

上記②の規定による処分については、行政手続法第三章（不利益処分）の規定は、適用しない。（３
項）

（７）登録の抹消（銀行法 52 条の 61 の 18）
金融庁長官等は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
①

銀行法 52 条の 61 の 17 第１項・２項の規定により電子決済等代行業者の登録を取り消したとき。

②

廃業等の届出（銀行法 52 条の 61 の７第２項の規定により電子決済等代行業者の登録がその効力を
失つたとき。

19 認定電子決済等代行業者
（１）認定電子決済等代行事業者協会の認定（銀行法 52 条の 61 の 19）
金融庁長官等は、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人で、次に掲げる要件を備える者を、そ
の申請により、下記（２）に規定する業務（以下この節において「認定業務」という。）を行う者として認定す
ることができる。
①

電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資す
ることを目的とすること。

②

電子決済等代行業者を社員（「会員」）に含む旨の定款の定めがあること。

③

認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

④

認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

（２）認定電子決済等代行事業者協会の業務（銀行法 52 条の 61 の 20）
認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとされている。
①

会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守
させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

②

会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の
利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

③

会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のた
めに必要な規則の制定

④

会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の
状況の調査

⑤

電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

⑥

会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

⑦

電子決済等代行業の利用者に対する広報
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⑧

前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の
保護に資する業務

（３）一般社団法人 FinTech 協会
一般社団法人 FinTech 協会は、認定電子決済等代行事業者協会となることを目指している9。
以 上

2017 年３月３日一般社団法人 FinTech 協会「認定電子決済等代行事業者協会に向けて」
（https://www.fintechjapan.org/resources/Documents/faj20170303.pdf）
9
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