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地銀協月報連載

2017年2月より7月にかけて、「地銀協月報」にて『FinTechの基礎

知識』と題して寄稿致しました。

近年、IT企業がその技術を生かして、新たな金融サービスを提供す

る動きが海外を中心に拡大しており、日本においても、金融機関によ

るIT企業等との連携による新サービスの提供、実証実験等の動きが

広がってきています。

こうした「FinTech」の理解への一助となる各テーマを切り口とし、背

景や現状などの基礎知識や各社の事例等を解説しています。
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地銀協月報 2017年2月号掲載

APIとは

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の
普及により、端末にダウンロードされた専用の
アプリケーション・ソフトウェア経由で様々な機
能と連動したサービス提供がされている。たと
えば、企業や店舗の所在地紹介の際に、グー
グルマップに位置情報をプロットして紹介する
サービスなどは、広く普及しているサービスで
ある。これらは、内部と外部のシステムでデー
タ授受を可能とするインターフェースであるAPI

（ApplicationProgramming Interface）と呼ば
れる仕様により実現されている。グーグルの場
合、このAPI をオープンにすることで、第三者
がグーグルの機能を使って新しいサービスを
提供できる仕組みとなっている（オープンAPI）。
API をオープンにすることで、自社以外の第三
者（Third Party Providers:TPPs）によるサー
ビス提供が可能となるため、サービスの拡充

や新しいサービスの提供が期待され、オープン
API をめぐる議論が近年活発となっている。
グーグルやフェイスブック、アマゾンといった米
国のプラットフォーマーを中心にオープンAPI 

の導入は進んでいるが、金融の世界でもフィン
テックの台頭に伴い、活発に議論され始めてい
る（表１：オープンAPI の類型）。

金融の世界におけるAPI の議論

欧州連合（European Union:EU）では、域内
のリテール決済に関する法的枠組みである
「決済サービス指令（Payment 

ServicesDirective:PSD）」を改正する新たな枠
組み（PSD2）を2015年11月に欧州理事会で採
択し、加盟各国は、2018年１月までに「EU 加
盟国により認可を受けた口座情報
サービス提供者

APIとは

類型 概要

パブリック Google Map等のように誰にでも提供可能なAPI

アクウェインタンス ある一定の利用規約や契約のもと、提供するAPI

メンバー
規約を遵守するコミュニティメンバーに対して提供する
API
(欧州のPSD2で議論されているAPIはこの類型)

パートナー 個別に契約した相手に対し提供するAPI

表１ オープンAPIの類型

（出所）「Understanding the Business Relevance of Open APIs and Open Banking for Banks」を
参考にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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及び決済指図伝達サービス提供者が金融機

関のAPI を利用できる」ようにするための法整

備を義務付けている。

英国では2015年９月に「Open Banking

Working Group」を設置し、金融分野における

API のオープン化について議論され、2016年

２月に「Open Banking Standard」を公表した。

報告書には、標準化の対象とすべき事項を整

理しているほか、TPPs による新サービスの開

発を効率的に行うための方策として、開発コー

ドやドキュメントの公開、開発環境（サンドボッ

クス）の提供が重要であるとしている。

アジアにおいては、シンガポールが2016年

11月に「Finance-as-a-Service: API

Playbook」を公表し、具体的なAPI 仕様と実装

方法を規定している。

日本でも2015年12月に金融庁の金融審議

会が「決済業務等の高度化に関するワーキン

グ・グループ報告～決済高度化に向けた戦略

的取組み」を公表し、オープンAPI の在り方を

検討するための作業部会等を設置し、2016年

度をめどに報告を取りまとめることとしている。

こうした流れを受け、全国銀行協会が中心と

なって「オープンAPI のあり方に関する検討

会」が設置され、2017年１月に中間整理として

「オープンAPI におけるセキュリティ対策及び

利用者保護に関する基本的な考え方」が公表

されており、３月には報告書が公表される見通

しとなっている。

APIを公開することの意味

フィンテックサービスの中で身近に感じら

れるものの一つに、複数の銀行口座の残高を

まとめて管理することのできる資産管理サービ

ス（家計簿アプリ）がある。こうしたサービスは、

金融機関のAPI が公開されていないケースが

ほとんどで、TPPs がサービス利用者のログイ

ンID とパスワードを使って金融機関にアクセス

（レガシー認証）し、口座情報を取得するウェ

ブ・スクレイピング（ウェブサイトから情報を抽

出する技術）という方式を採用している。この

場合、TPPs が、本人に代わってデータにアク

セスするため、TPPs のセキュリティ対策が十

分でない場合、サービス利用者のID・パスワー

ドが漏えいするなど顧客情報の漏えいにつな

がるリスクが高くなる。

API を利用する場合は、利用者がTPPs にロ

グインID とパスワードを事前に渡すことなく、

金融機関がTPPs に対し、アクセスを許可する

通行手形のようなものを渡すことで情報を取得

することが可能となる（トークン認証）（図表２：

ウェブ・スクレイピング方式とAPI 方式の比較

①、②）。

金融機関はAPI を公開することでよりよい金

融サービスをTPPs 経由で提供し、顧客サービ

スを高度化していく必要がある。

API を活用した銀行のとるべき戦略

API を公開することで、金融機関はこれまで

提供できなかったサービスをTPPs 経由で提

供することが可能となり、顧客サービスの高度

化につながる。

API には大きく分けて「参照・照会系API」と

「更新・実行系API」に分けられる。日本の金融

機関において取り組んでいるAPI公開は、主に

口座情報の照会等の参照・照会系API が多い。

今後は、欧米金融機関のように「更新・実行系

API」も柔軟に公開し
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ていくことで、より金融サービスの本質に迫っ

たサービス高度化が期待される（表３：API を

活用している金融機関の事例）。

API の公開は、顧客サービスの高度化として

の側面でなく、より実態に近い顧客像を把握す

る一つの手段ともなりうる。金融機関は、自行

との取引の範囲でのみ顧客の実態像の把握

が可能である。自行がメインバンクであればか

なり精度の高い顧客像が把握できるが、そうで

ない場合、断片的な顧客情報を元にアプロー

チすることになる。たとえば、Ａ行では取引金

額が少ないがＢ行ではある程度の金額取引が

あるとする。その場合、Ａ行はＡ行の情報を元

に顧客へのアプローチを検討するため、取引

金額が小さいことから優先度は低いと予想さ

れる。しかし、実はＢ行と合算すると、相当の

資産規模に該当する場合、本来アプローチす

べき顧客になるが、情報が断片的であるため

アプローチすることはない。本人同意が前提で

はあるものの、API を活用することでこうした断

片的な顧客像を、より実態に近づけることによ

り、マーケティングの最適化を図ることが可能

になると考えら

れる（図４：API を活用した顧客実態の把握）。

金融機関は、API を公開し、フィンテック企業

と連携して顧客サービスの高度化を図るととも

に、外部サービス、たとえばグーグルやアマゾ

ン等のAPI と連携し、自行では取れないデータ

を取得し、より顧客ニーズに合ったアプローチ

を展開するといった方向性も考えられる。

API はセキュリティや利用者保護の観点から

整理すべき課題は多いものの、よりよい顧客

サービスの実現に向けて積極的に活用してい

くことが重要と考えられる。
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図２－１ ウェブ・スクレイピング方式とAPI方式の比較 ①

（出所）各種資料をもとにデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

アクセス方式 ウェブ・スクレイピング方式 API方式

認証方式
レガシー認証
（IDとPasswordによる認証）

トークン認証
（Open ID Connect等）

対応負担

金融機関

既存の金融機関のWebサービス等を
利用するため、追加対応は不要

APIを介した外部からのアクセスが可
能となるよう情報システムの更改が必
要

TPPs

対応工数大
・各金融機関のWebサイトごとに開発
が必要
・各行のWebサイト更改の都度、プログ
ラム等の変更が必要

対応工数小
・各金融機関のAPIごとに開発が必要

・各行のWebサイトの更改などの影響
を受けない

取得可能データ
金融機関のWebサイト上で提供されて
いるデータに限定

Webサイト上以外のデータも取得可能
(金融機関が提供するAPIのうち、利用
者の同意を得たデータが取得可能)

通信負荷

通信負荷大
・金融機関のWebサイトの関連する
ページを全て読み込む必要があり、必
要以上のデータ通信が発生

通信負荷小
・必要なデータのみを取得することが可
能なため、通信負荷は軽い

情報漏えいによる影響
セキュリティレベルによりTPPsから金
融機関のIDとPasswordが流出する可
能性があり、影響大

TPPsはアクセス制御が可能なアクセス
トークンしか保管していないため、トー
クンが流出しても影響は限定的

表２－２ ウェブ・スクレイピング方式とAPI方式の比較 ②

（出所）日本銀行金融研究所「金融分野のTPPsとAPIのオープン化」を参考にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

金融機関

IB等
既存Web

サービス

スクレイピング方式（レガシー認証） API方式（トークン認証）

利用者

FinTech

企業
(TPPｓ)

利用者 金融機関

FinTech

企業
(TPPｓ)

API連携
認証

システム

①認証（ID・PW等）

②アクセストークン発行
③サービス
にログイン

④アプリ等操作
（照会・送金等）

API

⑤トークン認証
⑥照会・送金
指図等

②IB等にログイン

③アプリ等操作
（照会）

④IB等画面から
必要な情報
を抽出

(スクレイピング)

①IB等のID・
PWを登録

インターネットバンキング等のID・パスワード(PW)を
FinTech企業(TPPs)に登録し、必要な情報を取得する
方法

金融機関がFinTech企業(TPPs)に通行手形となるアク
セストークンを発行し、必要な情報を取得する方法(ID・
パスワードはTPPsには登録しない)

⑦残高情報、
送金結果等

⑧残高情報、
送金結果等

⑤残高情報等
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表３ APIを活用している金融機関の事例

（出所）各社HPよりデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

金融機関名 概要
API公開

参照・
照会系

更新・
実行系

1

日本

みずほ銀行
2016年9月 同行のAPI提供により、クレジットカードの引落日に引落口座の
残高不足を予測し、適切と想定される金融取引サービスを案内する
「MIZUHOカレンダー ｂｙ CRECO」をみずほダイレクトアプリ上で提供開始

●

2
三菱東京

UFJ銀行

2016年3月～4月 同行のAPIを利用した本邦初のハッカソン、Bring Your 

Own Bank ! 「Fintech Challenge 2016」を開催
【開発された主な事例】

• 中小規模の法人向けに小口現金のキャッシュレス化を行う「Petty Pay」

• 残高の端数を手軽に募金する「Chocobo」

• 割り勘やプレゼント代替購入時などに使える個人間決済サービス
「Check」

●
(ハッカソ
ン限定)

●
(ハッカソ
ン限定)

3
三井住友
銀行

2016年7月～10月 同行のAPIを利用した「ミライハッカソン」を開催
【開発された主な事例】

• 伝票レス・来店レスによる介護施設事務支援サービス「Grow up ケアシス
テム」

• 入出金メタ情報シェアリングサービス「MANA（Meta Automatic New 

Addition）」

• インターネット上のコンテンツを対象とした手軽な振込サービス「いいね
￥」

●
(ハッカソ
ン限定)

●
(ハッカソ
ン限定)

4
住信SBI
ネット銀行

2016年12月 決済事業者インフキュリオン・グループのネストエッグは、同行
のAPIを利用し、自動貯金サービス「finbee（フィンビー）」の提供を開始
同サービスは国内で初めて更新系APIを活用した事例
【主なサービス例】

• 自動で指定の口座から定期的に貯金をする「つみたて貯金」

• 同行発行のデビットカードの支払の釣銭相当額を貯金する「おつり貯金」

• 1日に決まった歩数を歩いた、又は歩かなかったら貯金する「歩数貯金」

• カードの月内利用合計金額が下回った分を貯金する「空き枠貯金」

● ●

5 アメリカ
The 

Bancorp 

Bank

同行は、自行のシステムをAPI経由で貸し出す「プライベート・ラベル・バンキ
ング」サービスを提供

2012年8月に設立された銀行代理業のSimpleは、同行のシステムをAPI経
由で借りて金融サービスを提供する代表的な提携先であり、3年で数10万人
規模の顧客を獲得し、金融機関の支店機能と同等の効果を発揮

● ●

6 イギリスMetro Bank

2010年に設立されたユーザ第一主義を掲げる新興銀行(チャレンジャーバン
ク)で、2015年5月よりP2Pレンディング大手のZopaにAPIを公開することで、
低コストな個人向け融資サービスを提供

● ●

7 フランス
Credit 

Agricole

2012年1月 同行は金融APIの公開を開始し、金融APIを用いてサードパー
ティーが開発した銀行アプリを掲載するアプリストア「CAStore」を開設

2016年12月時点で、医療費控除の計算アプリや、多言語対応／色弱者向け
のアプリなど、47のアプリが公開されているほか、ユーザから寄せられた62
のアイデアが投稿されている。

● ●

8 ドイツ Fidor Bank

同行は2009年に設立されたネット専業銀行で、オープンAPIを備えたミドル
ウェア「Fidor OS」により、外部のアプリケーションを簡単に統合できるシステ
ムを提供。一般的な銀行サービスのみならず、P2Pレンディング、クラウドファ
ンディングといった外部サービスとの連携が可能
大手通信業者テレフォニカドイツは同行の「Fidor OS」を利用し、2016年夏に
モバイルバンキングの「O2バンキング」を設立

● ●

9 Number26

2013年にドイツで設立されたモバイル専業銀行で、P2P海外送金サービスの
「TransferWise」に自行のAPIを公開することで、低コストな海外送金サービ
スを提供

● ●
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図４ APIを活用した顧客実態の把握

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

現状金融機関の顧客実態の把握は断片的となっており、本来の顧客増を把握できていない可能性がある。

APIを活用することで、本来の顧客像を把握し、最適なマーケティングの実施が可能となる。

現状のA行が捉える顧客像

100万円
資産運用

1,000万円
資産運用

A行 B行

顧客

運用資産1,100万円

A行から見た顧客像は、断片的で自行取引分
100万円の資産運用顧客として把握

優先度の低い顧客として管理、アプローチを実
施

APIを活用した顧客像の把握

B行の1,000万円は
見えていない

100万円
資産運用

1,000万円
資産運用

A行 B行

顧客

運用資産1,100万円

FinTech

企業
(TPPs)API経由で

情報集約
API経由で
情報集約

A行へB行の状況も
資産開示許諾

API経由で
情報集約

顧客から資産開示許諾を得ることで、本来の顧
客像の把握が可能

優先度の高い顧客としてのアプローチ方法にシ
フト
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地銀協月報 2017年3月号掲載

ブロックチェーンとは

ブロックチェーン技術はビットコイン発祥の技
術であり、P2P（ピア・ツー・ピア：端末間同士の
直接通信）で接続された複数コンピュータが分
散型データベースを持ち、かつコンセンサスア
ルゴリズム（特定の管理者なしにネットワーク
参加者が取引の正しさを合意できる仕組み）を
備えていることに特徴がある。取引はブロック
という単位で記録され、新たなブロックが過去
のブロックに鎖のように連なることからブロック
チェーンと呼ばれている。

ビットコインの世界（以下、ビットコインのブロッ
クチェーン）では、参加者間の取引はその都度
ネットワーク全体に送信され、各自が保持する
データベース（過去の取引履歴）との照合によ
り二重払い等の不正がないかの検証が行わ
れる。その後、ブロックの生成という取引の承
認作業を経て、取引の完了がネットワーク全体
で合意される（図１：ブロックチェーンの特性と
従来型システムの比較）。

ブロックチェーンとは

図１ ブロックチェーンの特性と従来型システムの比較

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

従来型システム

ブロックチェーン

セキュリティ脆弱性を狙ったサイバー攻撃や、内部不
正による記録内容の偽造等の脅威あり

機器の故障・ネットワーク瞬断等による一部機能停
止や、大震災等災害によるシステム全面停止時に対
応するためのバックアップが必要

信頼性を高い水準で確保するために
は、多額の投資（システム/業務両
面）が必要

コンセンサスアルゴリズムの仕組み（参加者による合
意）により、悪意あるユーザによるデータ改ざんは実
質的に困難

分散型データベース（同一データを分散して保持する
仕組み）のため全ノードが故障しない限り、システム
は稼働可能

改
ざ
ん
耐
性

可
用
性

改
ざ
ん
耐
性

可
用
性

ブロックチェーンの特性により、高い
信頼性を、比較的安価に実現可能
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P2P の分散型データベース

ネットワークの一部が壊れても稼働し続けるた

めに、一連のデータの複製を参加者全員が保

持する仕組み。

可用性を限りなく高めるためにはプラット

フォームが分散している必要があり、ハード

ウェア分散や地理的な分散、もしくは地政学リ

スクの分散のために、国境をまたぐプラット

フォームを構築する方がより安定して稼働する

可能性を持つ。

コンセンサスアルゴリズム

主要なもので「プルーフ・オブ・ワーク（PoW：

Proof of Work）」、「プルーフ・オブ・ステーク

（PoS：Proof of Stake）」、「プルーフ・オブ・イン

ポータンス（PoI：Proof of Importance）」、「プ

ラクティカル・ビザンチン・フォルト・トレランス

（PBFT：Practical Byzantine Fault 

Tolerance）」の４種類がある。

（PoW とは）

ビットコインのブロックチェーンが採用する仕

組み。トランザクションを承認する参加者はマ

イナー（採掘者）と呼ばれ、彼らにより承認され

たトランザクションはブロックという単位でまと

められ、これが鎖状につなげて記録されること

によりブロックチェーンが形成される。複数のマ

イナーにより同タイミングでブロックがつなげら

れるとブロックチェーンが分岐するが、分岐後

に一定数のブロックがつなげられた方のブロッ

クチェーンを覆らないものとみなし、一方で短

い方のブロックチェーンに属しているブロックは

破棄され、無効となる（そのために取引確定の

ためには一定の時間を要する）。

ブロックの生成にはマイニング（採掘）という、

単純だが非常に多くのコンピュータ・リソースを

要する作業が必要となるため、悪意のあるマイ

ナーが意図的に不正なブロックチェーンを伸ば

して、これを正当化するためには膨大なコン

ピュータ・リソースが必要となり、事実上改ざん

は不可能といわれている（図２：プルーフオブ

ワークの仕組み）。

図２ プルーフオブワークの仕組み

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

取引

取引

取引
・・・

取引

取引

取引
・・・

取引

取引

取引
・・・

ブロック ブロック

取引

取引

取引
・・・

ブロック 未承認の取引群

ブロックチェーン

マイナー（採掘者）

マイナー（採掘者）

取引

取引

取引
・・・

ブロック

参加者

参加者 参加者

P2Pネットワーク

• ブロック生成の権利を賭けて、

採掘のスピードを競い合う

• 自身が正しいと判断したブロック

の後ろに次のブロックをつなげる

• 分岐の際は、一定時間後に長い

方のチェーンが有効なものとなる

取引

取引

取引
・・・

未承認の取引群

分岐の発生
(同タイミングでの採掘成功に

よりまれに発生。取引の改ざん
目的で分岐させることも可能)
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（PoS/PoI とは）

PoS はPoW を応用したコンセンサスアルゴ

リズムである。コインの保有量・保有期間が大

きいほどマイニングの難易度を低くすることで、

PoW に見られるコンピュータ・リソースの無駄

遣いを改善している。

PoW・PoSを応用したコンセンサスアルゴリ

ズムがPoI である。コインの保有量・保有期間

の大きさに加え、直近の使用頻度が高いほど

マイニングの難易度を低くすることで、PoS に

おいて想定される大量コインの保有者によるコ

インのため込みを是正している。

（PBFT とは）

通信ネットワークを構成する各端末（以下、

ノード）のうち、特定のノード（以下、検証ノード）

にブロックの生成権限を集中させ、検証ノード

による合議制 においてトランザクションの承認

を行う仕組みである。コアノードは信頼できる

機関により運営される必要があり、PoW・

PoS・PoI のように「特定の管理者を介さずに

合意形成が成立可能」といった特徴は持たな

いが、迅速かつ確実な取引が実現でき、単一

企業での取引（プライベート型）や複数企業・団

体での取引（コンソーシアム型）といった特定

の参加者内での活用が期待されている（表３：

コンセンサスアルゴリズムの種類と特徴）。

ブロックチェーンの適用領域

ブロックチェーンの技術特性は一般的に、高

透明性・高信頼性・高効率性と言われ、金融業

においては幅広い領域で活用可能である。特

に、経済活動の基盤となる金融インフラにブ

ロックチェーン技術が適用された場合、技術革

新の恩恵を幅広く享受することが可能になる

（図４：ブロックチェーン技術特性と適用領域）。

実証実験と実用化状況

（国際的なコンソーシアム）

最初に挙げられるのがスタートアップ企業

表３ コンセンサスアルゴリズムの種類と特徴

PoW PoI・PoS PBFT 

特
徴

参加形態
パブリック型

（誰でも参加可能）
コンソーシアム型

（特定の複数企業・団体）
プライベート型
（特定の単一企業）

可用性
全てのノードにブロックの生成権限がある
ため、1ノードでも稼働していれば継続運用
が可能

ブロックの生成権限をコアノードに集中させるため、
一定数のコアノードが停止した場合に継続運用が
不可

ファイナリ
ティ

複数のノードが同タイミングでブロックを生
成した場合、ブロックが分岐し取引が無効
になる可能性

検証ノードによる合議において1つのブロックが生

成されるため、ブロックは分岐せずファイナリティ確
保が可能

性能
ブロックの生成に一定程度の難易度を設
ける必要があり、その分、トランザクション
の承認には時間が必要

ブロックの生成は信頼できるコアノードのみで実行
されるため、比較的短時間でのトランザクション承
認が可能

適用例 ビットコイン、イーサリアム（注1）等 仮想通貨 ハイパーレジャー（注2）等企業取引

（注１）種々のアプリケーションを構築する為のプログラミング言語を備えたプラットフォームであり、イーサという通貨を持つ（ビットコ
インの次に時価総額が大きい）。
（注２）取引の記録と検証を行うためのブロックチェーン技術を推進するオープンソース・プロジェクト。
（出所）各種情報を基にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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図４ ブロックチェーン技術特性と適用領域

（注３）Know Your Customer（顧客確認）の略。新規口座を開く際に要求する書類手続き等の総称であり、金銭の不正使用の防止
等を目的としたもの。
（出所）各種情報を基にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

であるR3CEV 社が主導するR3コンソーシア

ムである。このコンソーシアムには世界の大手

金融機関が70社以上参画しており、金融機関

のブロックチェーン・プラットフォームを作ること

を目的としている。これ以外にも、大規模なコ

ンソーシアムとしてLinux 財団と日米欧の銀

行・IT ベンダー等のHyperledgerプロジェクト

等がある。ブロックチェーン技術の世界的な主

導権争いが起こっている。ブロックチェーンは

期待感が極めて高い一方で、まだ研究開発中

で新しい仕組みが日々生まれるため、引続き

技術動向を見極める必要がある。現にR3の直

近報道では一部主要銀行の離脱表明や、主

要製品であるCorda（コルダ）は厳密にはブ

ロックチェーンではないといった発言も顕在化

した。

（国内のコンソーシアム）

国内でも動きがある。３メガバンクとデロイト

トーマツ グループは、銀行業界全般への貢献

の理念の下、ブロックチェーン研究会を設立し

銀行間振込業務の実証実験を公表。

また、直近では第２フェーズの取組が開始され

ている。この他にはSBI リップルが国内外為替

の一元化検討に関するコンソーシアムを、地域

金融機関やインターネット専業銀行等を含む

42行と発足している（表５：各コンソーシアムの

概要と直近動向）。

（個別取組例）

金融業におけるブロックチェーン技術の適用

は実証実験に留まらず、実用化に発展しつつ

ある。国内でもメガバンクを中心に個別行ある

いは複数行が共同し実証実験を行っているが、

国外の一部では実験に留まらず実用化事例も

出ており、2017年度は実用化元年といわれて

いる。今後、更なる実用化の波が押し寄せ、顧

客が利便性・コスト効率性の恩恵を受ける日が

迫っていることに疑う余地はない（表６：ブロッ

クチェーン技術の実用化状況）。

高透明性

• 承認されたデータは全ての参加者が同時に参照可能

• 一度合意したデータが遡及的に変化しない（改ざんできな
い）

高信頼性

• 一部のノードが故障しても、他のノードが生存している限り
応答し続ける

• ノード間のネットワークが障害等で分断されても、システム
がダウンしない

高効率性

• 処理分散によるシステムコスト低減

• 障害時のメンテナンスコスト低減

• 契約・決済を扱う業務のスピードアップ・事務コスト低減 等

技術特性 適用領域

分類 想定される適用領域

金融サービス

• 仮想通貨

• ポイント

• 国際送金

• 貿易金融

• シンジケートローン

• 金融商品取引

• 債権発行

• ポストトレード

金融情報管理

• KYC（注3）

• 個人情報管理

• 信用情報管理

• 契約管理
処理速度、セキュリティの面での課題もあるため、
今後更なる研究を重ね、課題を解消する必要性あり
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表５ 各コンソーシアムの概要と直近動向

（出所）各社ホームページをもとにデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

表６ ブロックチェーン技術の実用化状況

（出所）各社公開情報を基にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

名称 （設立年月） 参加行 概要 直近動向・実績

R3
（2015年9月）

• ブロックチェーン技術を有するR3CEV

と、日米欧の70社以上が参加

※ゴールドマンサックス、サンタンデール、モ
ルガンスタンレー銀行等離脱

• グローバル金融機関向けに、ブロックチェーンのメ
リットを活かした金融取引インフラを開発すること

• 金融向け契約管理プラットフォームコーダを発表
• 40行との間で債券取引の共同実験を実施、15行

との間でトレードファイナンス分野でプロトタイプを
開発等、複数の実証実験を実施中

ブロックチェーン
研究会

(2015年12月）

• 三菱UFJフィナンシャル・グループ
• みずほフィナンシャルグループ
• 三井住友銀行
• デロイト トーマツ グループ

• ブロックチェーン技術の研究により実用化の方向性
を定めることで、国内金融業界の発展に寄与するこ
と

• ブロックチェーンによる国内送金の実証実験を行
い、全銀システム並の秒間1,500件の処理能力が
実現できることを確認

• 引続き、ブロックチェーン技術を適用しうる銀行業
務を選定し、検証を実施（予定）

ハイパーレジャー
（2016年2月）

• 非営利団体Linux財団が中心となり、
米欧の銀行・SIer・ベンチャー企業等、
世界30以上の先進的IT企業が参加

• ブロックチェーン技術/P2P分散レッジャー技術を確
立

• オープンソースの考え方に基づいて、グローバル
レベルで共同検証を実施し、デファクトスタンダー
ドとなるブロックチェーン基盤の技術開発/推進

• Fabric（IBM）、Sawtooth Lake（インテル）、Iroha

（ソラミツ）を正式に受諾し推進中

W3C
（2016年8月*）

*Blockchain Community 

Groupの設立

• Web技術に関わりの深い企業、大学・
研究所、個人などで構成

• Blockchain Community Groupを設立

−ブロックチェーンに関連する新しいテクノロジーの
評価や、銀行間取引のようなユースケースを検討

• メッセージフォーマットの標準化を目指しガイドライ
ン作成（予定）

SBIリップル
（2016年8月）

• 地域金融機関、インターネット専業銀
行等を含む42行が参加

• 「国内外為替の一元化検討に関するコンソーシアム」
を発足
−国内外為替の一元化
−24時間リアルタイム決済
−送金コストの削減と新市場の開拓

• 2017年3月を目途に国内・海外送金の一元化に

関する実証実験を行い、その後、分科会にて商業
利用を検討（予定）

金融サー

ビス

金融情報管理

金融商品

取引

融資

送金・決済
決済時間の短縮が求められ即時性が必ずしも求められな

い「国際送金」への取組が世界中で特に活発

契約条項の履歴管理や、一連の取引記録の管理として期

待される、「貿易金融」や「シンジケートローン」の分野での

取組が中心

速度を求められない未公開株取引、債券取引の実現や、

業務効率化が期待されるポストトレード等の取組が中心

個人情報管理、企業情報管理、KYC等、金融機関が持つ

情報を統合したインフラの新規構築、既存更改

通貨
仮想通貨発行に留まらず、決済を円滑化する中央銀行向

け通貨や、企業独自の通貨やポイントの発行が加速

【仮想通貨】
UBS、Deutsche、

BNY Mellon、
Santander

【仮想通貨】
ビットコイン

【国内送金】
SMBC、みずほ、

MUFG

【国際送金】
Santander

（Ripple）

【シンジケート
ローン】
みずほ

【貿易金融】
KBC Bank

【ポストトレード】
BoA、Citi、

JPMorgan、Credit 

Suisse

【未公開株取引】
Nasdaq

【企業情報管理】
Kompany.com

【KYC】
ConsenSys

分類 主要な取組の傾向 実証実験例 実用化例
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機会と脅威を踏まえた戦略の必要性

ブロックチェーンは金融業だけではなく公共（マ

イナンバー等）・物流・IoT 等の分野への適用

も期待されている。

その中でも期待されている領域が物流・ト

レーサビリティへの活用である。生産者、加工

業者、小売業者等が個々の商品の生産・加

工・流通の情報をブロックチェーンに記録。これ

により、サプライチェーンや物流の最適化、工

業製品や農水産物の安心・安全性の確保、決

済システムとの連携による企業活動の効率化

が期待される。今後金融機関がこれらの取組

に深く参画する事でデータを活かした金融サー

ビスの高度化が期待できる一方、プラット

フォーマーが大手の製造業者、小売業者、総

合商社、IT 事業者である可能性もあり、商流

ファイナンスのサービスを奪われる脅威も考え

ておく必要がある。例えば、ブロックチェーンで

はないが、中国のアリババグループはIT 事業

者でありながら電子商取引プラットフォームに

留まらず金融プラットフォームと物流プラット

フォームも展開し、出店する零細事業者に対し

て効率的に貸付を行う仕組みを構築している。

今後はこの様な前例を基にブロックチェーン技

術によるプラットフォーマーとしての参入も考え

られる。

ブロックチェーンの研究開発は進み、徐々に

実用化に向けて動き出していく中では、残る課

題も多い。ただし、ブロックチェーンが革命を起

こす可能性を秘めた技術であることは間違い

なく、金融機関においては先を見据えた先手

の戦略、リスクへの備えが求められている（図

７：物流・トレーサビリティへのブロックチェーン

技術の活用～実現イメージ）。

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

図７ 物流・トレーサビリティへのブロックチェーン技術の活用～実現イメージ
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地銀協月報 2017年4月号掲載

AI（人工知能）とは

AI （人工知能）とは、Artificial Intelligenceの

略で、与えられた情報に対して人間の判断に

近い出力をするコンピュータプログラムである。

その実現には、新たな情報が与えられるたび

にプログラムを自動で改良する手法である機

械学習を用いることが一般的である。 機械学

習は様々な手法の総称であるため、AI に該当

する技術は初歩的なものから高度なものまで

多岐にわたり、既に様々な産業で活用されて

いる。身近な例では、手書き文字の認識、家庭

用掃除機ロボット、ウェブサイトの検索結果表

示、人間の顔にピントを合わせるデジタルカメ

ラなどが挙げられる。 近年、機械学習のひと

つである深層学習（以下、ディープラーニング）

と呼ばれる手法の発展により、出力結果であ

る判断の正確性が劇的に向上している。これ

により、「判断ミス」が許されないような場面に

おいてもAI の活用が始まりつつある。代表的

な例が自動運転への活用だ。撮影された画像

から周囲の歩行者や車、信号などを正確に認

識することがディープラーニングによって可能

になり、自動運転の実現に大きく貢献している

（図１：人工知能の種類と特徴）。

AI（人工知能）とは

図１ 人工知能の種類と特徴

（出所） NVIDA.Blogを基にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

 人工知能（AI: Artificial Intelligence））

 人間のあらゆる感覚と、あらゆる判断力を備え、

人間と同じように考えるといった包括的な概念

 機械学習（マシンラーニング）

 世の中の特定の事象についてデータ解析し、

その結果から学習して、判断や予測を行う

ためのアルゴリズムを使用する手法

 深層学習（ディープラーニング）

 機械学習を実装する手法として近年注目

 多数の情報（例：画像とその属性等）とその重みから学習して、その重

みの合計によって最終的な出力を決定するもの

人工知能（AI）

機会学習

深層学習
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金融におけるAIの適用領域

厳密にはデータ解析技術やロボティクス（繰

り返し業務の代替）と区別することもあるが、こ

こでは人間の判断に近い出力という観点から

幅広に捉える。

金融においては、個人向け融資の与信判断、

投資運用助言、経理業務の自動仕訳、クレ

ジットカードの不正利用検知、コールセンター

での回答支援などが一般的に知られている。

AI には含まれないがバックヤードの業務効

率化に使えるRPA（ロボティック・プロセス・

オートメーション）、投資運用助言のロボアドバ

イザーの一部に採用されている機械学習を適

用例として紹介し、最後に不正検知などに採

用されているディープラーニングの手法とその

可能性を取り上げる（表２：人工知能の活用

例）

RPAとは

RPA とは、AI ではなく、工場でロボットが組

立やパッケージングをするように、例えば人事

や経理業務などの業務領域で、ヒトの動きを真

似て各種アプリケーションを操作するルールエ

ンジンを実装したソフトウェアのことである。こ

のソフトウェアは、いわばソフトウェアを動かす

ソフトウェアであり、異なるERP（基幹系情報シ

ステム）・メール・Excel などを使った手作業に

よる入力やデータ連携の多くを自動化し、既存

のシステムを変更することなく導入できる点が

注目を浴びている。RPA はルールに基づいて

繰り返す業務に適しており、適用条件を満たす

業務であればRPA がヒトに代わって業務を実

施することができる。すなわち一般的にSSC

（シェアード・サービス・センター）/BPO（ビジネ

ス・プロセス・アウトソーシング）に移管される業

務への適用に適している（図３：RPA とは）。

現在のRPA では、ルールにない処理を判断

することや、音声を認識することはできないが、

今後の技術進歩により、AI によるルールにな

い処理の判断や音声認識等、ヒトの知能に近

づいた機能が登場し、代替される業務範囲が

拡大することが期待されている。
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表２ 人工知能の活用例

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

領域 産業一般での活用例 金融業での活用例

従
来
の
人
工
知
能

• 手書き文字の認識

• 家庭用掃除機ロボット

• ウェブサイトの検索結果表示

• 人間の顔にピントを合わせるデジカメ

• 機械的な分析に基づく与信判断

• 投資運用助言

• 経理業務の自動仕訳

• コールセンターでの回答支援

デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ

• 自動運転

• 製品の検品

• 画像診断

• 新薬開発

• 自動でのトレーディング

• SNSや地域特性と取引履歴等、複数情報の
パターン学習に基づく与信判断

• クレジットカード不正利用検知

• アンチマネーロンダリング対応
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図３ RPAとは

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

図４ RPA導入効果

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

判断を要さないルールベース

※評価など多くの作業は判断ではなく、ルールベース1

2
音声認識を介さない

3

紙媒体ではなく電子データ

※媒体であってもOCRを利用し実現可能

4

効果分析が可能な作業量

※繰り返しや多量のFTE（Full-Time Equivalent：1人の常
勤職員が処理できる仕事量））を投下しているプロセス

ロボティクス適用条件 RPAの適用業務（例）

 レポーティング
 残高照合
 グループ間取引
 マスタデータ管理
 固定資産分析
 経費管理
 与信管理

財務会計業務

 レポーティング
 データ照合（部門間、対外）
 複数アプリ使用のデータ処理
 KPI（Key Performance 

Indicator）のモニタリング

オペレーション
プロセス

 採用・退職管理
 勤怠管理

人事プロセス

 与信管理
 購買発注の検証

購買プロセス

High

Low

C
o

st

Source: Deloitte Analysis

オンショア（国内）
￡1

オフショア（国外）
￡ 1/3

ロボティクス
￡ 1/9

UK比

業務的な効果

効率化 /

コスト削減

品質 / 正確性
/ 過誤軽減

24時間対応

柔軟性
/ マルチタスク

作業情報（ログ）の
可視化

副次的な効果

付随業務の削減

即時的な
レポーティング実施

繁閑を考慮しない
人員構成の実現

人的リスク（体調、評
価）の回避

継続的な
改善機会の識別
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RPA を導入する国や企業は今後急激に拡大

することが予想されており、先進的なグローバ

ル企業の多くが業務効率化の実現に向けて

RPA を活用すると考えられている（図４：RPA 

導入効果）。

機会学習とは

機械学習は、与えられた情報を元に反復的

に学習し、自律的に法則やルールを見つけ出

す手法のことで、投資運用助言のロボアドバイ

ザーの一部で採用されている。

ロボアドバイザーは、PC やスマートフォンを

用いて、オンライン上で、個人の投資診断、銘

柄のアドバイス、自動運用を行うサービスであ

る。投資目的、リスク許容度や年齢等の幾つ

かの質問に答えると、各人の運用方針に合う

ように投資銘柄を選定し、自動運用する。

これまでも、資産運用を専門家に任せる「ラッ

プ口座」というサービスは存在していたが、数

百万円からの最低投資額や別途管理手数料

が必要となることから、日本国内で爆発的に普

及するまでには至らなかった。これがロボアド

バイザーを使うことによって最低投資額と管理

手数料の大幅な低下が可能となり、小口投資

家へ普及することが期待されている（図５：ロボ

アドバイザーとは）。

ロボアドバイザーは、2000年代後半から米

国で急速に台頭してきたサービスであるが、近

年日本でも、複数の事業者でサービスが立ち

上がり、市場での認知も浸透しつつある。

また、2016年５月に可決された改正確定拠出

年金法では、2017年１月から専業主婦や公務

員、企業年金に加入している会社員の2,600

万人超が新たに対象に加わり、実質的に全て

の現役世代が確定拠出年金を使えるようにな

る。この対象者拡大をきっかけに投資家の裾

野を広げることができれば、ロボアドバイザー

の普及に一層の弾みがつくことも期待されてい

る。
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図５ ロボアドバイザーとは

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

最新のユーザ体験（使いやすさ）をインターネットやモバイルで提供

利便性の高いユーザインターフェース

投資目的・リスク許容度への回答や人口統計等のデータを通じて個人別に投資診断を実施

個人の投資診断

投資診断の結果データや目標設定に基づき運用方針を設定

運用方針の設定

運用方針に基づき投資ポートフォリオの構築・配分の実施

投資ポートフォリオの自動配分

目標に対する現状のパフォーマンスに基づき、推奨銘柄のアドバイスを実施

投資銘柄のアドバイス
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ディープラーニングの可能性

ディープラーニングは、機械学習を実装する

手法であり、人間の脳細胞の活動を模したア

ルゴリズムであるニューラルネットワーク（学習

能力を持ち、提示されるサンプルに基づき自動

的にモデルを形成させる手法）を土台としてい

る。これに加えて、入力データの特徴を効率的

に集約するオートエンコーダーと呼ばれるアル

ゴリズム等の他、画像処理を行う素子である

GPU（ジー・ピー・ユー）を使った高速計算技術

等の昨今の技術成長に伴う新たな技術を組み

合わせることで具現化した。

金融での事例はまだ多くはないが、テキスト

データの高度な解析力を活かして、トレーディ

ング（ロボトレーダー）や与信判断に活用する

事例が登場しており、今後さらに増加すること

は間違いない。特に注目する領域はクレジット

カードの不正利用検知やアンチ・マネー・ロン

ダリング（犯罪収益移転防止法に係る対応）の

ための疑いある取引の検知等である。

現在、あらゆる領域で汎用的に使用できる

ディープラーニングは存在しておらず、あくまで

も特定の業務に特化した機能を実現する

20

表６ 人口知能の可能性

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

業務領域 企業名 概要

トレーディング

三菱ＵＦＪ信託銀行
株式市場に影響を与える金利や投資家心理などに関する指標をインプットし、相
場上昇局面などの株価変動を予想するＡＩを開発。投資信託として商品化し、機
関投資家向けに販売を開始（2016年12月~）

ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント

膨大なデータを手掛かりに有望な投資先をＡＩが選択する。日本を含む先進国の
株式200銘柄程度に投資し、市場平均を上回る投資収益を目指す。SMBC日興
証券など大手証券が国内の個人投資家向けに販売（2017年2月~）

与信判断

みずほFG
預金口座の出入金記録、携帯電話料金の支払い履歴といった個人情報をＡＩが
分析。支払い能力を判断して融資限度額などを決める。分析を基に、決まった収
入がない学生などへの貸し出しも実施（2017年春~）

広島銀行

企業向け融資の審査でＡＩを活用する実証実験を開始。過去に経営破綻した取
引先企業の口座の入出金の履歴と、決算書などの財務情報を組み合わせ、共
通する資金の流れのパターンをAIに学習させる。今後、審査の一部自動化で、

本部の融資担当者を減らすとともに、健全な企業には支店の権限で融資の即決
を増やす。ＡＩで企業が運転資金を必要とするタイミングを事前につかみ、行員が
他行より先に出向いて融資を提案する営業もできると期待（実証実験中）

住信ＳＢＩネット銀行
ＡＩを用いて、年齢、収入といった従来型の顧客情報以外に、地域別の年収分布
や同行との取引履歴も分析し、与信判断を実施（実証実験中）

不正検知

Shift Technology
（仏：サービス提供企業）

機械学習による保険金詐欺の検出サービスを保険会社に提供。複数の保険会
社の請求データを蓄積・学習していくことで、不正請求パターンの変化にも迅速
に対応

Feedzai
（米：サービス提供企業）

機械学習によるAIを用いて、クレジットカードの不正を検出するサービスをECサ
イトへ提供
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手法に留まっている。今後のディープラーニン

グの活用における大きな可能性の１つが自然

言語解析（人間が日常的に使っている言語を

コンピュータに理解・解析させる一連の技術）

である。この技術が発展すると、より人間に近

くなり、データ化されていないものから有意な

データを識別することができる。ただし、この実

現までには数年かかる、あるいは永遠に実現

できないなど研究者の中で論争を呼んでいる

（表６：人工知能の可能性）。

機会と脅威を踏まえた戦略の必要性

今後AI が発展すれば、様々な産業に自動化

の波が押し寄せる。判断業務の多い金融業に

おいては、様々なサービスを安価に利用できる

時代が到来すると期待される。その一方で、AI 

では代替できない人間の創造性を発揮し、新

たな付加価値を生み出すことがより一層重要

になると考えられる。

21
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地銀協月報 2017年5月号掲載

地域通貨とは

地方創生の一つの手段として、近年再び地

域通貨が注目を集めている。地域通貨を網羅

的に紹介しているサイトによれば、2017年４月

19日現在、677件もの地域通貨が日本に存在

しているといわれている（注１）。2005年４月に同

サイトにおける地域通貨の数が536件であった

ということから、約10年経過した現在でも地域

通貨の存在感は強くなっているといえるだろう。

日本における地域通貨は2000年前後の商

店街活性化等を契機に、地域コミュニティの活

性化の一環として全国的に広がり始めたと考

えられる。地域通貨は、文字通り「特定の地域

／コミュニティ内で流通可能なお金」ということ

になる。地域通貨は、「地域経済の活性化を目

的とする経済的側面」と「交流、コミュニケー

ションの活性化を目的とする社会的側面」の２

つの側面があるといわれている（注２）。欧米の

地域通貨と比較すると、日本の地域通貨は、

経済活性化の目的というよりは交流・コミュニ

ケーションの活性化を通じたコミュニティの再

生に主眼を置いたものがかつては多かった。し

かし、近年、日本においても経済活性化を目的

とした地域通貨が増加している。また、ブロック

チェーンを活用して地域通貨に取り組む事例も

見られる（表：国内外の主な地域通貨事例）。

地方創生における地域通貨の役割

数年前、国の経済対策の一環としてプレミ

アム付き商品券が多くの自治体で導入された。

プレミアム付きというのは、たとえば１万円

の商品券を購入すると10％分のプレミアムが

付き、11,000円分の商品券が購入できるとい

うものである。考え方の根本にあるのは、特

定の地域内で利用可能な商品券を発行するこ

とによる当該地域の消費促進と地域の経済活

性化である。

プレミアム付き商品券等の発行による個人

消費押し上げ効果は、予算規模に対し４分の

１～３分の１程度が見込まれるという分

析（注３）もあるが、いずれにしても予算に限り

がある以上、一定程度の消費喚起には有効で

はあるものの、大規模な消費拡大につなげる

ことは困難である。

一時的な消費喚起を実施しても、継続的に

その仕組みを構築しなければ、地域経済は活

地域通貨とは

（注１）http://cc-pr.net/list/

（注２）西部忠「地域通貨とはなにか」ミネルヴァ書房（2013年）
（注３）みずほ総合研究所「プレミアム付商品券の経済効果」（2015年６月24日）経済効果として640億円程度と試算している。
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表 国内外の主な地域通貨事例

（出所）各HPを参考にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

名称 地域 開始年 発行主体 発行方法 流通規模 特徴 発行目的

LETS

Local 

Exchange 

and 

Trading 

System

カナダ
(ブリティッシュコ
ロンビア州)

1983年 民間運営事務局

• 口座
(取引金額を
口座残高に反
映し資産負債
を認識)

不明

口座方式(紙幣方式
と異なり現金等の裏
付けが不要)の地域
通貨の最初の成功例

• 地域経済活性化
• コミュニティの連
帯感醸成

Time

Dollar

米国
(各地にコミュニ
ティが存在)

1986年 民間運営事務局

• 口座
(取引金額を
口座残高に反
映し資産負債
を認識)

不明

ボランティア提供者/

受領者にそれぞれ正
/負の残高 (将来ボラ
ンティアを受ける権利
/行う義務)が発生

• ボランティア活性
化

Ithaca 

Hours

米国
(ニューヨーク州
イサカ)

1991年
Ithaca Hours inc.

(NPO)
• 紙幣 不明

地域でボランティアを
行うと発券

• 地域経済活性化

Roland
ドイツ
(ブレーメン)

2001年

Roland-Regional, 

Verein für 

nachhaltiges 

Wirtschaften 

• 紙幣
年間流通額
50万ユーロ
(2012年)

ドイツにおける広域
地域通貨REGIOの
第一号案件

• 地域経済活性化
• 地域内調達/運
輸による環境保
護

EKO
英国
(スコットランド)

2002年
Ekopia Resource 

Exchange Ltd
• 紙幣

年間流通額
10万ポンド
以上
(2015年)

低炭素のコミュニティ
を作るエコビレッジ計
画の一環として発行

• 払い込まれた現
金の融資による
社会事業支援

• 地域経済活性化

Chiemgau

er
ドイツ
(キームガウ)

2003年
キームガウアー事務
局

• 紙幣
• 電子マネー

年間流通額
65万ユーロ
(2013年)

ドイツ最大の地域通
貨(REGIOのひとつ)

• 地産地消の推進
• 換金手数料を原
資とした地元
NPO活動支援

Brixton 

Pound
英国
(ブリクストン)

2009年
Community Interest 

Company

(Social Enterprise)

• 紙幣
• SMS

• PC

市中の残高
5万ポンド
(2014年)

英国最大の地域通貨。
区役所職員の給与支
払にも活用

• 地域経済活性化

Bristol 

Pound
英国
(ブリストル)

2012年
Bristol Credit Union

(信用共同組合)

• 紙幣
• SMS

• PC

市中の残高
70万ポンド
(2014年)

市民税の納付に利用
可能

• 地域経済活性化

SoNantes
フランス
(ナント)

2015年
市および公的金融機
関

• ICカード
• SMS

• PC

不明
デジタル通貨。企業
間の融資にも活用

• 中小企業への資
金供給

アースデー
マネー

東京都
(渋谷区)

2001年
NPO法人アースデイ
マネー・アソシエー
ション

• 紙幣
• モバイル

不明
地域通貨の中でもモ
バイル対応(QR)の先
駆け

• 環境保護
• 交流・コミュニ
ケーションの活
性化

アトム通貨
東京都
(高田馬場他) 2004年

アトム通貨実行委員
会各支部

• 紙幣
1,500万
(2015年推計)

高田馬場を中心に、
流通エリアが全国展
開している地域通貨
の成功モデルの一つ

• 交流・コミュニ
ケーション活性
化

めぐりんマ
イル

香川県
(高松市)

2010年 めぐりん事務局 • 電子マネー 不明
官民連携の推進によ
り地産地消を実現し
ている成功例

• 地域経済活性化

さるぼぼ倶
楽部コイン
（仮称）

岐阜県
(飛騨地域)

2017年
(実証実験)

飛騨信用組合 • 電子マネー 不明
ブロックチェーン技術
を活用した先進的な
事例の一つ

• 地域経済活性化

性化しない。先般実施されたプレミアム付き商

品券は、予算に依存する一過性の仕組みであ

ることから、やはり限界があると言わざるを得

ない。地方創生に向けては、地域で持続的に

循環可能な地域通貨の仕組みを構築しなけれ

ばならない。

持続的に循環させるための条件

現在導入されている多くの地域通貨の仕組
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図１ 持続可能な地域通貨域内循環モデル

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

融資と組み合わせた新たな地域通貨モデルを導入することで、これまで実現できなかった域内での資金循環が可能と

なる。域内循環モデルの構築には、企業間ネットワークの構築・企業間マッチングの推進が重要。

みは、消費者が店舗で地域通貨を利用し、地

域通貨を受け取った店舗は、その通貨を円に

換金するものである。何らかの対価、商品／

サービス購入の特典として地域通貨が発行さ

れるものの、あくまで消費者の特定地域内で

の消費を促す仕組みにとどまっている。本来地

域経済の活性化に当たっては、B2B の取引に

おいても可能な限り地域の資源、事業者を利

用することで、域内経済が循環し、活性化につ

ながると考えられるが、この仕組みを導入でき

ている事例は、残念ながらほとんど無いといえ

る。B2C の既存の地域通貨の仕組みに、B2B 

のモデルも導入できればより効率的・効果的に

地域経済を活性化することにつなげることがで

きる（図１：持続可能な地域通貨域内循環モデ

ル）。考え方としては、既に多くの銀行が融資

条件として設定しているものに、「地域内の事

業者から調達すること」あるいは、「地域内で事

業を営むこと」等の条件を設定することに類似

する。

スイスの地域通貨WIR（ヴィア）

地域通貨の仕組みにB2B を導入した世界で

も先駆けの地域通貨としてスイスのWIRがあ

る（図２：地域通貨「WIR」の概要及び循環モデ

ル）。1930年代の世界恐慌を背景に、中小企

業の資金繰り支援の一環として、1934年に発

足した地域通貨である。当初は経済協同組合

としてスタートしているが、現在ではスイスの銀

行法の認可を受けるWIR 銀行として組織を運

営している。

地域通貨WIR の特徴は、WIR 銀行が、法定

通貨での融資よりも低金利で融資を実行し、中

小企業を支援するところにある。融資を受けた

中小企業は、その地域通貨を企業間取引

域内

地域
金融機関

企業

企業

企業

仕入 設備
購入

域外

企業

企業

仕入

設備購入

融資

プレミアム商品券 企業への融資

新たな施策従来の施策

地公体

消費者

店舗

域内

プレミアム
商品券
を購入

利用可能
店舗で
商品購入

換
金

プレミアム分が消費
喚起につながるが、
1度限りの効果

企業の成長支援につながるが、域
外へ資金が流出すれば、域内経済
活性化効果は減少

プレミアムによる消費喚起
企業の成長支援に加え、企業間ネッ
トワーク構築・企業間マッチング推進
により地域通貨は域内で循環

地域通貨域内循環モデル

地公体

域内

地域
金融機関

中小企業消費者 中小企業

従業員

預託

融資 融資

購入

仕入

購入

給料 給料

設備
購入

プレミアム付
電子マネーを
購入

取引を活性化する
ために地域金融機
関等が企業のマッ
チングを支援



© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.25

図２ 地域通貨「WIR」の概要及び循環モデル

（注１）2017年3月末終値為替レート
（注２）2003年末時点。当時のレート（約90円）で換算すると、約730億円
（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

地域通貨WIRは、WIR銀行が発行主体となり、資金繰りの厳しいスイス国内の中小企業に対し、法定通貨ではなく、

WIR建で融資することで、中小企業間相互の流通が可能となり、循環に成功している。

の決済に利用でき、さらに地域通貨を受け取っ

た企業も企業間取引に地域通貨を利用するこ

とが可能としている。政策的に投じた資金が複

数回の企業間取引に利用され、最終的には従

業員に給与の一部として還元され、融資によっ

て発行された地域通貨が最後は域内消費を促

進するという循環モデルが構築されている。資

金循環を促すために、一定期間経過した地域

通貨には手数料を設定するなどの工夫も凝ら

されている。

地域通貨が導く銀行の新たな挑戦

地域通貨は紙媒体で発行されるケースがほ

とんどであるが、近年の技術革新の動向を踏

まえると、デジタル化することが望ましい。デジ

タル化には、IC カードを利用する方法やス

マートフォン等のモバイル端末、あるいは生体

認証を利用するケースが考えられる。IC カード

を利用した地域通貨は、近年取組みが活発化

しているが、カードを発行しなければならないと

いう点を考慮すると、保有率が増加しているモ

バイル端末を利用した地域通貨が今後普及の

カギになると考えられる。

地域通貨がデジタル化されると、消費活動が

可視化され、消費者の趣味嗜好を捉えること

が可能となり、消費者プロファイリングが可能

となる。また、WIR で見たようにB2B

WIR銀行

会員企業 会員企業

地域通貨「WIR」の循環モデル

①

②

Ref. 内容

① WIR銀行が、会員となった中小企業に対し、WIR建融資(金利１%程度)

② WIR銀行発行のカタログ内記載商品であれば、WIR建による取引が可能

③ 従業員に対し、給与をWIR建で支払可能

④ 会員企業の商品・サービスであれば、WIR建による支払可能

⑤

会員企業は、WIR銀行に対し、以下を支払い
・口座維持手数料：年間48スイスフラン(年間2,000スイスフラン相当以上の取
引で無料)

・融資金の返済(元本はWIR建、金利はスイスフラン建で支払)

⑥ 会員企業は、WIR銀行に対し、決済手数料0.8％程度をスイスフラン建で支払

従業員

④

③

⑤⑥

資金繰りの厳しい中小企業支援

地域通貨「WIR」の概要

目的

そ
の
他
特
徴

通貨価値

換金性

通貨流通量

加盟店数

減価

 45,000企業超
内訳は、建設業者、飲食/ホテ
ル等サービス業者、物販等商
業者が各1/3

 1WIR＝1スイスフラン(約111円 )

なし

なし

 8.2億スイスフラン相当(注2)

(約1,025億円)

対象
(WIR銀行の審査
による会員制)

中小企業経営者(国籍不問)

過去3年間破産歴なし
経営基盤がスイス国内

 1934年開始年

WIR銀行が融資により発行発行機関/方法

カタログ

①

カタログ

③

⑤⑥
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モデルも含めた地域通貨を発行することで、企
業間取引の可視化につながるため、銀行はこ
れまで把握できなかった取引情報を活用した
サービスを提供することが可能となる。
銀行は、既存の取組みに加え、地域経済活
性化につながる取組みを実施し、断片的にし

か捉えることのできなかった消費者・企業の情
報を取得することで、新たなサービス機会を提
供することが可能となり、地域経済活性化のエ
ンジンとしての機能を担うことが期待されてい
ると言える。



© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.27

地銀協月報 2017年6月号掲載

P2Pレンディングとは

P2P レンディングとは、オンラインプラット

フォーム上にてお金の借り手と貸し手をマッチ

ングさせる金融サービスであり、Fin-Tech の一

分野として注目を集めている。2005年に英国

にてサービスが登場した当初は、個人が貸し

手・借り手となって資金融資が行われていたた

め、「個人から個人」の意味でP2P（Peer to 

Peer）レンディングと呼ばれていたが、近年は

中小事業者も貸し手または借り手として参加

するサービスとなっており、様相が変わってき

ている。一般的にP2P レンディングは、銀行預

金に比べ高い運用利回り、および銀行融資に

比べ低い貸出金利を設定しプラットフォームへ

の集客を図っている。このため、借り手は銀行

等からの借入金利が高いことに不満を持つミド

ルリスクの個人や中小事業者が中心となる。

利鞘から経費を控除した残りが仲介事業者の

利益となる点は、銀行もP2P レンディング事業

者も変わりないが、P2P レンディングでは仲介

事業者は信用リスクを負わず、貸し手に移転さ

れる点が異なる。

上記内容を実現するため、P2P レンディング

ではオンラインプラットフォームを介して、集客・

与信判断・融資実行を行うことで、営業コスト・

事務コスト・審査コストの低減を図っている。特

に審査においては、幅広く多様なデータを新た

に活用することで、与信判断の精度確保を実

現している。例えば、借り手が個人である場合

はFICO スコアなどのクレジットスコアだけでな

く、場合によってはFacebook 等のソーシャル

ネットワークに記載された交友関係・生活水準

や大学での学業成績などのデータも活用した

り、借り手が法人である場合は決算情報だけ

でなくEC サイトにて保有している売上データも

活用するケースがある。

このような特徴を持つP2P レンディングであ

るが、各国の法規制の違いにより実現スキー

ムは様々だ（図１）。英国では貸し手と借り手は

直接融資契約する一方、米国と日本では仲介

者を介した契約となる。例えば日本でこの仕組

みを行う場合、貸付行為は「貸金業」に該当し、

全ての貸し手は貸金業登録を行う必要がある

ため現実的ではない。そのため、日本におい

ては匿名組合契約を使ったスキームが一般的

である。具体的には、貸金業登録を行っている

仲介事業者に対し、匿名組合出資の形態で投

資家は資金提供を行い、仲介事業者から借り

手に対する貸付を実行することで、貸し手と借

り手の直接的な融資契約を回避している。ただ

し、匿名組合契約を使ったスキームについて、

金融庁は貸金業法上の規制の潜脱を防ぐこと

から、借り手が特定

P2Pレンディングとは
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図１ 日米英各国におけるP2Pレンディングの契約関係

できる情報を非開示とするよう求めているため、

貸し手は借り手の信用リスクを十分に認識す

ることができず、リスク・リターンのバランスに

ゆがみが生じている懸念がある。

P2P レンディング市場の動向

2008年のリーマンショック以降、世界的に銀

行から消費者、中小企業への金融引き締めが

強まる中、その合間を縫って台頭してきたのが

P2P レンディングであり、2015年における市場

規模は、中国は15.7兆円、米国は2.3兆円、英

国は4,000億円、日本は322億円といわれてい

る（注）（図２）。

１．中国の市場動向

中国では法人の資金調達先として、P2P レ

ンディングは注目を集めている。中国では銀行

融資の金利に制限がかけられており、銀行融

資を受けられるのは大企業が中心となってい

る。そのため、免許制などで金融当局から厳し

く監督される銀行ではなく、証券会社やヘッジ

ファンド、証券化のための特殊な運用会社など

の金融業態（いわゆるシャドーバンク）から資

金調達をする中小事業者の需要があり、P2P 

レンディングもこの需要層にマッチしているとい

われている。実際、中国のP2P レンディング大

手Lufaxの借り手資金用途の６割は短期運転

資金や事業資金の調達が占めている。

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

（注）http://www.liberum.com/media/69233/Liberum-LendIt-Presentation.pdf

http://www.yano.co.jp/press/pdf/1573.pdf

日
本

英
国

米
国

出資

配当

融資

返済

借り手
仲介
事業者

貸し手

融資契約匿名組合契約
• 貸し手と借り手が直接融資契約する形態ではない

• 匿名組合契約による出資として貸し手から仲介事業者に
資金提供するスキームが一般的

• 金融商品取引法により、仲介事業者には第二種金融商品
取引業の登録が必要

• 貸し手に対し、借り手の特定につながる情報を開示するこ
とは不可

貸し手 借り手

仲介
事業者マッチング

融資

返済

融資契約
• 貸し手と借り手が直接融資契約する形態である
• 貸し手から借り手へ直接、金銭貸し付けを実行
• 貸し手は借り手の詳細な情報を入手

• 貸し手と借り手が直接融資契約する形態ではない

• 仲介事業者にてマッチングし、提携先銀行より借り手への
融資を実行。この際、仲介事業者は提携銀行から債権を
買い取り、証券として貸し手に発行

• 貸し手に対し、借り手の特定につながる情報を開示するこ
とは不可

貸し手 借り手
仲介
事業者

提携先
銀行

資金債権
融資

利払・償還

資金
融資契約

返済

マッチング



© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.29

図２ 市場規模の推移

２．米国の市場動向

米国では個人の資金調達先として、P2P レ

ンディングは注目を集めている。米国ではクレ

ジットカードはリボ払いが一般的であり、日常

的にカード会社に高い金利を支払っている個

人が多数存在する。また、大学の学費をローン

で賄い、多額の債務を負う個人も多い。これら

の個人が低利な資金調達先としてP2Pレン

ディングを利用したため市場が拡大した。実際、

米国のP2P レンディング最大手LendingClub

の借り手資金用途の７割はローン借り換えが

占めている。

３．英国の市場動向

英国では個人の資金調達先として、P2P レ

ンディングは注目を集めている。もともと、2005

年にZopa が世界で最初にP2P レンディング

サービスを開始して以降、法人向け融資よりも

個人向け融資の割合が高い傾向にあり、現在

もZopa の借り手資金用途の大部分は自動車

購入や住宅改修などの個人消費が占めている。

４．日本の市場動向

日本では法人の資金調達先として、P2P レ

ンディングは注目を集めている。日本ではクレ

ジットカードは金利のない１回払いが一般的で

あり、また個人ローンの金利も低いため、個人

の資金調達先として、P2P レンディングの市場

価値は低い。実際、日本国内大手のmaneo

やCrowd Bank は法人向け貸し出しのみ展開

している。

（出所）各種公開情報を基にデロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

（億円）

1,150

4,114

18,000

110

2,300

10,653

191

4,400

23,000

322

160,000

40,000

15,000

35,000

10,000

5,000

30,000

25,000

0

20,000

米国 英国日本

40,000

157,000

中国

2013 2014 2015



© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.30

市場の拡大に伴い露見しつつある課題

P2P レンディングは短期間で急成長したサー

ビスであるが故に、徐々にほころびが見えはじ

めている。多くの場合、貸し手が借り手につい

て知り得る情報と判断能力は限定的であるた

め、貸し手にとっては仲介事業者から開示され

る情報が唯一の頼りである。その分、仲介事

業者には高度な規律に基づく運営が求められ

るが、近年不適切な運営を行っている事例が

散見される。例えば、米国LendingClub にお

いては、借り手のリスクを推定よりも低く提示

する虚偽説明により貸し手から資金調達して

いたことが発覚した。これによりLending Club 

は代表取締役を含む役員の退任、契約銀行の

離脱などビジネスへの致命的な影響を受けた。

中国においてもP2P レンディング大手のｅ租宝

（Ezubao）がポンジ・スキーム詐欺（投資家か

ら集めた資金を運用せずに、配当のみ支払う

ことで時間を稼ぎつつ資金の大半を詐取・隠匿

する詐欺）を行うなど、世界的にP2P レンディ

ングの仕組みを悪用した行為が目立ち始めて

いる。

P2P レンディング登場の地方銀行にとっての

意味

日本におけるP2P レンディングは、貸出金利

の低下等を背景として飛躍的な拡大には至っ

ておらず、地方銀行にとっての示唆は少ないよ

うに見える。しかし、地方銀行（またはそのグ

ループ企業、以下同様）がP2P レンディングの

仲介者となり新たな貸し手や借り手を発掘する

機能を具備することは、本業たる金融仲介機

能の強化に資することを最後に述べたい。

地方銀行が仲介者となる場合、銀行が持つ

目利き力や地域企業の情報収集力を活用し融

資先を発掘することが役割だ。加えて、銀行が

ミドルリスクの融資に際して、投資家と共に信

用リスクを取ることがポイントと考えられる。第

一の理由は投資家にとってのメリットである。

銀行という財務基盤やガバナンスに長じた企

業が仲介者となることで、投資家にとっては、

仲介者の評判や信用を気にすることなく、借り

手の信用力に応じたリスクテイクに集中できる

メリットがある。また、預金との混同を招いては

ならないが、銀行自らがリスクを取っていること

を公表することで、一定のスクリーニングはさ

れているという安心感を投資家に与えることに

もつながる。第二の理由は銀行にとってのメ

リットである。低金利が持続し、効率的な運用

先発掘が求められる銀行にとっても、従来とは

異なるリスク特性をもつ運用手段の獲得は意

味がある上、将来有力取引先となるかもしれな

い候補企業に幅広くアクセスできるほか、やが

ては地域経済の底上げに寄与することも期待

できよう。

もう一つのポイントは、地方銀行の他地域間

連携だ。すなわち、複数の地方銀行が共同し

て融資先および投資家を集め、異なる地域間

で金融仲介機能を実現することである。銀行に

とっては、基盤とする地域の外への融資手段

が開かれるほか、投資家にとっても融資先の

件数や地域の点からのリスク分散効果（パ

フォーマンスの安定化）が期待される。このよう

な連携は、競合関係にある近接地域の銀行間

では難しいが、ある程度離れた地域の銀行間

であれば実現のハードルも低く、かつ効果も高

い（図３）。

ただし地方銀行が取り組むにあたっては克

服すべき点も大きい。既存顧客へのP2P レ
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図３ 複数地方銀行によるP2Pレンディングの実現イメージ

ンディングの紹介に関わるアームズレングス

ルールの順守や現行の貸金業法下での融資

先についての情報開示をはじめとするルール

に関わる課題のほか、ミドルリスク企業の審査

等与信管理の手法を確立する必要がある。そ

の際、リアルタイムの売上・仕入情報に基づくト

ランザクションレンディング等を取り入れること

も有効だろう。これらの実現には、しっかりと資

本を割り当てた上で、まずは小規模な融資か

ら開始し、延滞・償却も含めた経験を早期に蓄

積することで独自のノウハウを開発することが

将来の大きなリターンにつながる。人口減少や

低金利等、地方銀行を取り巻く経営環境は厳

しく融資が伸び悩む銀行も多いが、今ほどニー

ズに応えて新たな金融サービスを提供すること

を通じて地域の活性化に貢献することが求め

られる時代はない。IT の発達により登場したビ

ジネスモデルであるP2P レンディングにより、

銀行は金融仲介機能発揮という古典的な課題

が問われている。

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成
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地銀協月報 2017年7月号掲載

RegTechソリューションの進化

ここ数年世界的な金融規制強化の煽りを受

けて、金融サービスにおける規制対応につい

ての技術発展が目覚ましい。FinTech とはブ

ロックチェーンや人工知能、生体認証など最先

端の技術要素を組み合わせ、送金や融資、資

本調達などの金融サービスに大きな変革をも

たらすものである。その中でも規制対応分野を

補完する概念として「RegTech（レグテック）」が

ある。この「Regulation（規制）」と「Technology

（技術）」を掛け合わせたRegTechは、近年の

技術革新の大きな恩恵を受ける分野のひとつ

であり、当局規制に対する運営管理を効率化

し、効果的に実行するソリューションと言える。

金融機関における規制対応は必須である一

方、直接的な営業利益を生まないにも関わら

ず対応維持コストが年々増大している。特に顧

客確認（Know Your Customer：KYC）は、たっ

た一度確認を誤るだけで、規制当局より巨額

の罰金を科せられてしまう。また、時代の変化

に伴い改定される規制内容も年々複雑化かつ

クロスボーダー化が進んでいる。金融機関に

とっては海外の法規制であるにも関わらず、

「域外適用」として海外と同様の基準を求めら

れてしまう。こうした規制のグローバル化に伴

い、金融機関に求められる対応レベルも必然

的に高水準にならざるを得ない。

そこでRegTech は、大量の非構造化された

データを活用し、コンプライアンス部門が規制

に即した正しい決断を下せるようにするととも

に、「業務プロセス効率の向上」「データ共有と

統合の簡略化」「蓄積情報をベースとした新た

な知見の発掘」「規制対応に特化した共通基

盤」の領域で業務負荷の軽減を図る（図１）。最

終的には業務効率化を押し進めることで、金

融規制対応の半自動化が目標となる。既存の

金融機関のみならず、金融ビジネスへの新規

参入を目論むFinTech企業においても、

RegTechの価値が高まっている。

顕在化した規制対応と新規事業の壁

規制に関する重要な論点として、RegTechソ

リューションによって見出された新しい商品や

サービスは、現状の法規制の中では提供でき

ない場合が多く、新しい「ビジネスの土壌」を潰

しかねない足枷となっていることがある。

従来、規制を遵守してきた金融業界において

は、その規制によって既存の金融商品やサー

ビスが守られ、過剰な競争にさらされることなく

ビジネスを行うことができた。その反面、規制を

守るが故に新たな商品やサービス

RegTechとは
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図１ RegTech対応領域

を開拓しにくいという側面も抱えていた。

RegTechは、単に業務効率化を図るだけで

はなく、近年の新しい革新的な技術を活用する

ことで、今までは考えられなかった新しい発想

で金融商品やサービスに対する付加価値を模

索できるようになった。

例えば、金融における規制上の課題として

「非対面取引における本人確認」や「送金時の

顧客の本人確認に関する法律の齟齬」「P2Pレ

ンディングにおける借り手の保護」「賃金の通

払いの原則」などが挙げられる。

１．非対面取引における本人確認

犯罪収益移転防止法（注１）は、資金移動業者

による本人特定事項の確認方法として、非対

面取引の場合には郵送での手続きが必要とさ

れている。「既存の銀行口座情報の利用」や

「公共料金の請求書による住居確認」など、郵

送以外にも本人確認ができる合理的な手段が

あるが、郵便による手続きが必要とされている

ため、インターネット上で手続きを完結できない。

現行の規制がオンライン取引の利便性や利用

者の増加を阻害しているのである。

２ ．送金時の顧客の本人確認に関する法律の

齟齬

金融サービスを提供する際に本人確認義務が

生じる要件は、「犯罪収益移転防止法」「外為

法」「国外送金等調書法」それぞれにおいて異

なっている（表２）。FinTech 企業にとっては、

海外送金について、法律ごとに対応すべき事

項が異なるため、業務が煩雑となり、負担と

なっている。新たなサービスを円滑に行うため

には、関連法律上の要件を統一するなど、法

整備の手当てが必要である。

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

（注1）「犯罪収益移転防止法 施行規則第5条または第6条」参照

業務プロセス効率の向上
• 内部コンプライアンス検査など自動処理が可能なルールベースの業務や論理的な判断が
伴うプロセス

• コンプライアンス調査に必要なデータ抽出やデータ品質確認など直観的な処理を自己学習
により実行

データ共有と統合の簡略化
• 規制要件に準拠したデータを関係部署と容易にデータ共有を図り、改ざんやデグレードの
ない広域かつ品質の高いデータを共有

• 正しい情報を即時に当局へ報告し、金融関係者間でデータを相互参照

蓄積情報をベースとした新たな知見の発掘
• リアルタイムでデータのモニタリングを行い、過去の判断記録を基にデータを自動で疑わし
い取引を検知。グレーな取引を極限まで精緻化

• リスク情報や行動分析から将来可能性のあるリスクを提示。未然に対応策を講じる

規制対応に特化した共通基盤
• クラウド上にコンプライアンス上問題が生じた事象などを、安価で容易に情報公開すること
で報告時のシステム導入負荷を軽減

• KYCやAML（Anti-Money Laundering）に関する取引情報などよりセンシティブな情報を当局
のみならず関係者間で共有し、金融機関全体で周知徹底を図る
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表２ 送金時に顧客の本人確認の義務が生じる要件

（出所）KYC・AMLに関する法的論点の解説 （FinTechエコシ

ステム研究会第1回資料渥美坂井法律事務所・外国法共同

事業）

３ ．P2P レンディングにおける借り手の保護

P2P レンディングについては、日本では匿名

組合契約という形で、貸し手が仲介業者を通じ

て資金提供を行うスキームが一般的である。こ

のスキームでは、貸し手から資金調達するた

めに、仲介業者は、第二種金融商品取引業の

登録が必要である。また、金融庁は、貸金業法

の潜脱を防ぐ観点から、借り手が特定できる情

報を匿名化することを求めており、信用リスク

に対する情報を十分に取得できない懸念があ

る。

４．賃金の通貨払いの原則

現行の労働基準法（注２）では、賃金は通貨払

いが原則であり、銀行口座や証券口座への着

金が例外的に認められているのみで、資金移

動業者の口座を通じた賃金支払いは認められ

ていない。米国においては「ペイロールカー

ド（給与支払い用プリペイドカード）」が普及（注

３）しており、外国人労働者を扱う人材派遣事業

者等に一定の需要がある。

また、資金移動業者で開設された口座への

賃金支払いは、労働者に渡すべき賃金が資金

移動業者に滞留することから出資法（注４）の預

り金の禁止事項に抵触する可能性がある。

規制当局も規制緩和へ本格化

国内外の規制当局も手をこまねいているだ

けでなく、規制緩和に向けた取り組みとして、

現行規制の影響を受けずに新しい商品やサー

ビスの効果や問題点を検証できる環境を整え

ている。

英国の金融行為規制機構（FCA）は、実際の

市場や顧客に対して先進的な商品やサービス、

ビジネスモデルを実験する環境を「Regulatory 

Sandbox（注５）」として提供している。認可が必

要なサービスであっても、消費者へのコスト削

減など明確な目的を持つ企業に対して、限ら

れた数の顧客と期間の中で認可なしに実施す

ることを認めている。

シンガポール金融管理局（MAS）でも同様に、

「MAS FinTech Regulatory Sandbox（注６）」と

して、既存の規制枠組みの中では実現や活用

が難しいアイデアや技術を、一定の環境の中

で検証できるようにしている。法的規制要件を

満たしているか不明確な状況においては、

FinTech企業が慎重になり過ぎ、新しい金融

商品やサービスの導入自体を諦める可能性が

ある。そのため有望な革新技術が阻害されな

いよう明確な環境と期間を提示し、

対象法令 規制の概要

犯罪収益移
転防止法

10万円相当額超の現金の受払いをす
るものが対象

外為法

10万円相当額超の外国送金等が対
象
→現金の受払いの場合に限定されて
いない。

国外送金等
調書法

国外送金等が対象
→現金の受払いの場合に限定されて
おらず、取引金額による限定もない。

（注２）「労働基準法24条1項 施行規則7条の2」参照
（注３）「http://aitegroup.com/report/checkmate-us-payroll-card-programs-trump-paper-checks」
（注４）「出資法 ２条」参照
（注５）「https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox」
（注６）「http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/FinTech-Regulatory-Sandbox.aspx 」
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FinTech企業のコスト削減やテスト実行時間

の短縮を可能にしている。MAS は、金融シス

テムの全体的な安全性と健全性を維持するた

めの適切な保障措置を行えるように取り組ん

でいる。

また、日本の金融庁でも、「未来投資戦略

2017（注７）」において、FinTechに係る実証実

験を容易化するための措置として「サンドボッ

クス」制度の設立が提言されている。実証実験

における監督対応上のリスク払拭を図るだけ

でなく、サンドボックス導入時の必要な措置に

ついては関係省庁と連携協力し、金融関係法

令以外の障害であっても解決が図られるように

窓口の設置に取り組むとされている。

KYC/AML 一元化に向けた取り組み

このように規制に対する金融機関の抱える課

題が明確化され、規制当局による規制緩和の

動きが加速することは、金融機関と規制当局

の両者だけでなく国家にとっても大きなメリット

をもたらす。特にAML（Anti-

MoneyLaundering）の分野は、高度化するマ

ネーロンダリングの手口に１社単独で取り組む

には事実上限界がある。大手金融機関の中に

はKYC/AML の高度化のため他社と協業する

事例が見られる（表３）。こうした他業種に跨る

KYC/AML 効率化の取組みは、メリットが及ぶ

範囲は幅広く、顧客にとっては金融サービスへ

のアクセス向上、金融機関にとっては業務効

率化、国家にとってはAML の高度化をもたら

す。

また、こうした取組みの結果、技術上の壁を

乗り越え、規制に対する手当を行うことができ

れば、トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社と

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が

共同で発足した「FinTechエコシステム研究会

（KYC の一元化分科会）（注８）」で提言された

ような「KYC/AMLの一元化」も実現される（図

４）。例えば、

（注７）「http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf」
（注８）「https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20170123.html」

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

表３ KYC/AMLの金融業界の取組み

取組企業

【銀行】 シティバンク(米)
ドイツ銀行(独) 等4行

【その他】 Markit(英国金融情報ベンダー)
Genpact(GE子会社)

【銀行】 ゴールドマンサックス(米)
JPモルガン(米) 等6行

【その他】 DTCC(米国証券預託・清算会社)

【銀行】 DBS(シンガポール)
OCBC(シンガポール)
UOB(シンガポール)

【銀行】 三菱東京UFJ銀行(日)
HSBC(英)
OCBC(シンガポール)

内容

• 4行からKYC・AMLに必要なデータや文書を集約・共有すること
で、業務効率化や規制対応高度化を図るとともに、外部企業
にも販売 (2014年)

• 6行からKYC・AMLに必要なデータや文書を集約・共有すること
で、業務効率化や規制対応高度化を図るとともに、外部企業
にも販売 (2014年)

• シンガポールの3大銀行が共同して、データ共有化等を通じた
マネーロンダリング対策に関する実証実験を開始 (2016年)

• 3行が共同して、データ共有化等を通じたマネーロンダリング対
策に関する実証実験をシンガポールで開始 (2016年)

• AIや生体認証等の先端技術を活用する予定
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図４ KYC/ AMLの一元化イメージ

反社会的勢力情報やマネーロンダリング判定

結果をブロックチェーンで一元的に管理し、業

界内・業界間で共有することで、本人確認等口

座開設時の業務効率化が可能になる。また、

「Digital Identity」「反社会的勢力情報共有」

「依拠一元化」「疑わしい取引の検知（AIを活

用）」によって、AML の高度化が実現できる。

１．Digital Identity

顧客は本人情報を予め顧客管理システムに

登録しておき、各サービス提供事業者が顧客

管理システムに本人情報を問合せることで、本

人確認作業を省力化する。

２．反社会的勢力情報共有

金融機関等が保有する反社会的勢力情報を

顧客管理システムに予め集約しておき、サービ

ス提供事業者は口座開設等のサービスを開始

するタイミングで顧客管理システムに問合わせ

ることで、反社会的勢力情報チェックにかかわ

る手間を省くとともに、参照情報の高度化を図

る。

３．依拠一元化

サービス提供事業者は、自社で本人確認を

行う代わりに、金融機関や通信事業者が実施

した本人確認の実績を利用することで、本人確

認作業の省力化を図る。例えば、非対面取引

について、利用者はサービス提供事業者が送

付する転送不要郵便の受取時までサービスを

利用できなかったものが、こうした機能を利用

することで、郵便物の送付・受取が不要になる

ため、速やかに金融サービスを利用できること

になる。

４．疑わしい取引の検知（AI を活用）

金融機関等が保有するマネーロンダリング

（出所）デロイト トーマツ コンサルティング合同会社作成

共通インフラ利用者 情報提供組織

顧客管理システム

Digital Identity
機能

反社会的勢力情報
共有機能

依拠一元化
機能

疑わしい取引の検知
機能

(AIを活用)

各種金融機関、
FinTech企業等
金融サービス
事業者

各金融機関は取得し
た情報を基に口座開
設・取引の諾否判定
や報告を実施

個人
個人情報登録

個人情報の参照

口座開設・
取引の申込

反社情報の参照

KYC実績の参照
(判定結果または
必要情報提供)

マネロン判定情報の参照
(スコア、報告実績等)

地方公共団体情報
システム機構

情報提供機関
• 暴追センター
• 外務省
• 預金保険機構 等

主要金融機関
• 国内外大規模銀行
等

反社リスト提供

公的個人認証提供

判断ロジックおよび
取引関連情報の提供

取引確認システム

共通化対象の機能 組織凡例

KYC情報提供
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判定実績を取引確認システムに予め集約し、

送金等の取引が発生する都度、サービス提供

事業者が同システムに問合わせる。同システ

ムはAI（人工知能）を活用して取引のマネーロ

ンダリングリスクを返答することで、サービス提

供事業者のマネーロンダリング判定を支援す

る。事業者単独では得られなかった情報により、

マネーロンダリングの判定精度が向上し、業界

全体のマネーロンダリング対策の底上げや日

本の金融サービスに対する国際的信認の向上

にも寄与することが期待される。

運営主体の舵取りがRegTech 発展の鍵

KYC/AML の一元化を実現するためには、

データ共有を円滑化する法整備が必要となる。

センシティブな情報を扱うため、情報の範囲や

利用方法については入念な検討が求められる。

また、既存顧客の情報を一元化管理機関に提

供する場合、新たに同意を得る必要がある（個

人情報保護法）。KYC/AML 用途でのデータ提

供・共有を法的に担保する等の法整備が必要

となる。

さらに、反社会的勢力情報のソースや、内容

には不確かさがあるため、一元化管理機関に

よるデータベース（ホワイトリスト・ブラックリス

ト）のメンテナンスも求められる。

このようにRegTechを導入する金融機関が

業務効率化を得るには、監督官庁や他の省庁、

企業団体を巻き込んだ「エコシステム」としての

取り組みが不可欠である。この業界全体の舵

取り役を担う「運営主体の設立」がRegTech発

展に向けて極めて重要な存在であるといえる。
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