
 
 

 

 

 

2018年５月 31日 
各  位 

東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 
日本通信株式会社 

代表取締役社長 福田 尚久 
（コード番号：9424） 

問合せ先 広報室長 堀江 祐子 
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日本通信のFinTech プラットフォームが 
金融庁の「FinTech 実証実験ハブ」の支援案件として決定 

 
日本通信株式会社（「当社」という）は、スマートフォンで安全・安心な金融取引を実現するFinTech

プラットフォームに関し、株式会社群馬銀行（頭取 齋藤一雄、以下「群馬銀行」という）、株式会社

千葉銀行（頭取 佐久間 英利、以下「千葉銀行」という）、株式会社徳島銀行（頭取 吉岡 宏美、以

下「徳島銀行」という）、株式会社マネーフォワード（代表取締役社長CEO 辻 庸介、以下「マネー

フォワード」という）、及びサイバートラスト株式会社（代表取締役社長 眞柄 泰利、以下「サイバ

ートラスト」という）と６社共同で、下記の通り実証実験を行います。 
なお、本案件は、金融庁の「FinTech実証実験ハブ」の支援案件として決定されましたので、併せて

お知らせいたします。 
 
スマートフォンは最も身近にあるICT機器ですが、セキュリティの問題から、安全・安心に金融取引

を行うことができない状態が続いています。この問題に対して当社は、「サブSIM」というICカードを

用いることで、ICカードが持つ高度なセキュリティ機能を活かしたプラットフォームを開発し、FPoS
（Fintech Platform over SIM、エフポス）と命名いたしました。 

 
「サブSIM」は、利用者が現在契約している携帯事業者（MNO及びMVNOを含む）が提供している

通信契約用のSIMと併用、つまり携帯通信契約はそのままに、追加的にサブSIMを使うことが可能です。

したがって、FPoSは、全てのスマートフォン利用者、具体的にはドコモ、KDDI、ソフトバンク、そし

て全てのMVNO事業者の利用者の方々に、安全・安心な金融取引サービスを提供可能とするプラットフ

ォームです。 
 
当社は、長年かけて働きかけた携帯通信分野における規制緩和を最大限に活かして、Secure & 

Reliable、安全・安心な通信サービスの提供事業者を目指した取り組みを行なっています。他方、金融

業界においては、金融庁が２年続けて銀行法改正を行う等により積極的にFinTechを推進しています。

本年６月１日に改正銀行法が施行されることで、さらにFinTechへの取り組みは加速しますが、当社の

FinTechプラットフォーム案件への金融庁の支援決定をいただいたことは、当社として光栄であり、ま

た期待されている責任を果たしてまいる所存です。 
 



 
 

 
記 

１．背景 
 

現在のインターネット経由での金融取引は、安全性を高めるための方法として、例えばワンタイム・

パスワード発行器を配布するなど、2要素認証を基本としています。しかし、利用者が、スマートフォ

ンとワンタイム・パスワード発行器の両者を持ち歩くことは、明らかに利便性を損ね、紛失等のリスク

を高めています。また、現行のインターネット経由での取引は、ID及びパスワードが正しく使われてい

るという点に依拠して本人確認を行っているところですが、中間者攻撃等のハッキング手法により、第

３者がID及びパスワードを盗用することは困難ではなく、本人確認手法としては不十分です。 
 
サイバーセキュリティ問題は日増しに増大しており、スマートフォンで幅広い金融取引を行うために

は、より安全・安心な方法が求められています。 
 
２．実証実験の内容 
 

スマートフォンをはじめとする携帯電話においては、SIMカードに記載されている認証情報等を読み

取ることで、携帯電話通信が行われます。このSIMカードはICカード（正式にはユニバーサル集積回路

カード（UICC：Universal Integrated Circuit Card））の一つで、銀行のATMカードやクレジットカ

ード等として金融サービスにおいて幅広く使われているカードと同一種のカードです。 
 
平成28年１月から交付が開始されたマイナンバーカードもICカードですが、電子証明書を搭載する

ことで、本人確認や確定申告などの電子文書の送信等を安全・安心に行うことができるしくみになって

います。 
 
本実証実験では、これらの技術に着目したプラットフォーム、FPoSを活用します。 
 
スマートフォンに挿入するSIMには、携帯電話事業者を問わずサービスを享受できるサブSIMと呼ば

れる新たな形状のSIMを導入します。金融取引の代表例である利用者住所の変更と資金移動を、電子証

明書を搭載したサブSIMを用いて行い、スマートフォンからの金融取引の安全性に関する問題を解決し、

かつ簡単な方法で実現することを実証します。 
 
３．実証実験の目的 
 

FPoSの安全性確認、利用者の利便性、銀行及びフィンテック企業における導入・運用の容易さ、法

令準拠への適合等を検証します。  
 

 
 

 以上 
 

 



 
 

 

■日本通信について 
日本通信は 1996年５月24日、モバイルが実現する次世代インターネットを活用して日本の次世代経済の基盤

を構築する総務省の方針を実現する会社として設立されました。当社ビジネスモデルはのちにMVNOと命名

され、2009 年３月、総務省の携帯市場のオープン政策のもとNTTドコモとの相互接続を実現しました。こ

れにより「格安SIM」が生まれ、携帯事業者以外から携帯通信（SIM）が買える市場が誕生しました。次は、

携帯電話以外の産業が、自社サービスにモバイルを組み込み、産業全体がモバイルを活用し成長する番です。

MVNO ルールメーカ、世界初のMSEnabler としての強い技術ビジョンと高い遂行力によって、日本発の経

済創出の一翼を担うべく次世代プラットフォームの構築に取り組んでいます。東京、米国コロラド州および

フロリダ州、アイルランドダブリンに拠点を置き、東京証券取引所市場第一部に上場（証券コード：9424）
しています。当社のコーポレートガバナンスのポリシーとして、社外役員が 過半数で、全社外役員は独立役

員です。 
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