
FinTechの歴史的経緯と成功要因
近年、「FinTech」が金融業界を席巻しつつある。ファイナンスとテクノロジーから成る造語であり、ＩＴ（情報技術）を駆使した新たな金融

サービスのことである。

FinTechが成立した理由の１つは、スマートフォン（スマホ）が急速に普及し、金融サービスへのニーズが高まったことにある。インター

ネットへのアクセスが容易になるとともに、フェイスブックのようなＳＮＳ（交流サイト）が拡大するなどスマホに絡んだ新しいニーズが続々

と生まれている。

これに合わせ、金融サービスへのニーズも拡大しているが、従来の金融サービスは規制とインフラに守られているため、追随できてい

ない。このギャップを埋めるのがFinTechなのである。 FinTechが成立したもう一つの大きな理由は、リーマン・ショックだ。リーマン・

ショックにより、金融機関は相次ぎサービスの縮小や現状維持に傾いた。特に融資においては信用収縮が起こり、貸し渋りや貸しはがし

が横行したため、そのギャップ埋めるべく、新しい審査手法に基づき融資する事業者が次々と現れた。

その一方、金融機関ではリストラが実施され、退職した大量の人材がFinTech事業者として起業、もしくはFinTechに関連する事業に参

画した。こうして成立したFinTechであるが、成功要因は限られる。まず、FinTechには将来の展望も含めた社会課題の視点があることが

挙げられる。次に、ビジネスモデルが革新的であることだ。

最後に、顧客にこれまでにない体験を与えられることである。顧客経験が変わらない限り、既存のサービスやソリューションに固定化さ

れた顧客は移行しない。FinTechは、既存の金融サービスに比べて特に使い勝手を劇的に向上させている。 一方、技術については必

ずしも新しいものを使っていないことが多い。むしろ、既存の技術を組み合わせ、応用していることが多いのは意外な点である。 次回以

降、FinTechがどのように展開していくかについて、過去の経緯、現在の状況を見据えつつ述べていく。

（2016/06/29 日経産業新聞掲載）



日本と海外のFinTechの違い

一口にFinTechと言っても、日本と海外では基本的にサービス・形態も異なる。FinTechは規制とインフラとニーズの関係性によって成

立しているということを前回述べた。規制は各国で比較的近いものの、インフラやニーズは各国で大きく異なるためだ。

例を挙げると、ケニアを中心とした「M―PESA」という携帯電話を使った送金・決済サービスがある。ケニアの通信会社と銀行によって

運営されており、特徴は銀行口座を持たなくても、携帯電話番号さえあれば送金可能で、取次店で現金を受け取ることができることであ

る。

ケニアでは都会への出稼ぎが多いため、送金サービスへのニーズはとても高い。一方で、銀行口座保有率（2014年で55％）を携帯電

話の普及率（13年で71％）が上回る。こうした背景により、M―PESAのサービスは広く受け入れられ、同様のサービスも含めると同国内

での13年の利用率は52％にも達する。

これと同様のサービスはカンボジアの「Wing」などがあり、発展途上国で流行っているビジネスモデルである。

では、日本ではどうか。日本は銀行口座保有率が97％（14年）、クレジットカード保有率が84％（15年）、さらに電子マネー保有率が

80％（15年）と高い。ATMも含めた送金・決済インフラが充実しているため、同じビジネスモデルでは日本で普及するのは現実的には難

しいと思える。

日本のFinTechに関して、1つのエピソードがある。日本のあるカンファレンスで、ロンドン市長が公共交通機関で使える電子マネー「オ

イスターカード」は素晴らしいと話したところ、聴衆から日本にも同様のサービスはあると指摘を受けたのである。

確かに、オイスターカードは世界的にも電子マネーとして先進的な取り組みであるが、実は日本はその先を行っている。日本の「Suica」
「Edy」をはじめとする電子マネーは、オイスターカードよりも2年早い01年に登場し、さらに04年には「おサイフケータイ」が生み出された。

日本人は利便性を追求するので、決済の領域は欧米に比べて先進的である。一方、融資や資産運用、資本調達の領域は、欧米に比

べ遅れている状況にある。

当面は海外のFinTechを日本に取り入れることから始まるが、今後、日本発祥の金融サービスが登場することを期待したい。

（2016/06/30 日経産業新聞掲載）



FinTechの全体動向と注目ポイント

FinTechは顧客にどのようなサービスをもたらし、最終的に金融業界を、そして社会をどう変えるのか。

これについて、世界経済フォーラムのリポートではグローバルの視点で言及している。40超の金融機関や100超のFinTech事業者への

ヒアリングなどを通じ、決済、市場予測、資産管理、資本調達、融資、保険において11のイノベーション要素があると定義している。

その上で、FinTechは細分化されたサービスであり、特定領域に強い特徴を持つため、既存金融のバリューチェーンが破壊され、各金

融機関が現状のサービスや業務の見直しを迫られることを示唆している。

個別の領域では、例えばモバイルペイメントの普及に伴うキャッシュレス化の促進、ビットコインをはじめとした仮想通貨による迅速・安

価・ボーダーレスな価値移転が挙げられている。自動で銘柄選定・運用を行うロボアドバイザーの浸透による資産管理の高度化、クラウ

ドファンディングによる資本調達の容易化と資本市場の活性化も指摘されている。

このほか、貸し手と借り手をマッチングさせる融資仲介プラットフォームや個人資産管理（PFM）、商流情報に基づく融資の変化などで

ある。

日本でも同様の変化は起こりうる。ただ、環境の違いから様相はやや異なる。直近で特に注目すべきなのは決済・送金や個人向け融

資、法人向け融資である。

決済・送金においては、キャッシュレス化が進行するが、これに伴って、シェアリングエコノミーの付加価値あるサービスが拡大する見込

みである。

個人向け融資や法人向け融資においては、貸し手と借り手とのマッチングが進む。さらに、取得情報の変更に伴い与信が高度化し、こ

れまで十分でなかったミドルリスクの個人、企業に対しての資金供給が改善される見込みである。

資本調達や個人向け資産管理の拡大も想定されうるが、投資家数という点で課題が残る。保険については今後、あらゆるものをネット

につなぐ「IoT」の進展と共に商品・サービス開発が進むことが必要である。

FinTechが浸透していくためには、まだ規制や環境等の課題が多いが、次回以降、個別ビジネスについて詳細に述べたい。

（2016/07/01 日経産業新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（1）
モバイルウォレット
モバイルウォレットとは、一般的にクレジットカードや電子マネー、ポイントカード等の各種カードをスマートフォン（スマホ）に格納した電

子的な財布をいう。スマホの機能向上の一つとして、決済機能を搭載し、顧客囲い込み戦略の一環として近年、携帯電話関連事業者が

参入してきている。

例えば2014年に米アップルがサービスを始めたApple Payは、世界5か国（米国、英国、カナダ、オーストラリア、中国）で提供されてい

る（日本でのサービス開始時期は未定）。その後、韓国サムスン電子がSamsung Payを米、豪、韓国で始め、米グーグルもAndroid
Payを米、英で提供している。

一方、日本では海外よりも10年早い04年に「おサイフケータイ」として、サービスが開始されている。クレジットカードは搭載しておらず、

楽天Edy、Suica等の電子マネーを中心に利用されている点が海外とは異なる。

日本のおサイフケータイが利用可能な場所は、JRをはじめとした鉄道の自動改札機、コンビニエンスストア等の小売店の他、多くの場

所に広がっている。

一方、海外のモバイルウォレットが、日本でサービス提供を開始したとしても、おサイフケータイが利用可能な場所でそのまま利用でき

るわけではない。モバイルウォレットの非接触通信方式が、日本と海外では異なるためである。海外のモバイルウォレット普及に向けて

は、海外の非接触通信方式に対応した端末の導入が必要である。

実際のところ日本では、非現金決済の比率が2割弱にとどまる。米国は4割程度と2倍以上のかい離があり、非現金決済に課題がある。

原因の一つとして、店舗側で非現金決済の仕組みの導入遅れがあげられる。

こうした課題解決に向けては、非接触通信方式だけでなく、QRコードやブルートゥース等様々な方式を使った決済方法の実現が可能と

なる専用のアプリケーションを開発することが望ましい。このような仕組みが広がれば、店舗側での非現金決済の仕組み導入も広がると

考えられ、日本でもスマホさえあれば決済できる時代が到来すると思われる。

（2016/07/04 日経産業新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（2）
ソーシャルレンディング
「ソーシャルレンディング」はインターネットを用いてお金の貸し手と借り手を仲介する金融サービスであり、個人と企業がそれぞれ貸し

手にも借り手にもなることができる。仲介業者が手数料をとるものの、貸し手には高い利回り、借り手には低金利での融資が提供できる

ことがソーシャルレンディングのメリットである。

また、ソーシャルレンディングが普及することによって、従来の金融機関ではカバーできていない資金需要に対し融資を提供し、社会の

資金循環が改善されることが期待される。

ソーシャルレンディングは、イギリスで2004年にゾーパ社がサービスを開始した。以降、米国で06年にプロスパー社、07年にレンディン

グクラブ社が立ち上がり、急速に成長している。レンディングクラブ社のみで融資残高は約3000億円に及ぶ。

日本においてはソーシャルレンディング全体の融資残高は約156億円であり、欧米と比べるとその市場規模は小さいものの、急速に拡

大しつつある。

しかし、日本におけるソーシャルレンディングは貸し手が融資をする際に、借り手の情報を十分に把握することができない点において、

欧米とは大きく事情が異なっている。これは、貸金業者ではない一般の貸し手から、借り手を匿名化すべきであるという監督官庁からの

指導によるものである。

日本では貸し手が拠出した出資金をソーシャルレンディング事業者が貸し出す形を取らざるを得ない。

一方、米国のレンディングクラブ社では、貸し手は借り手の属性情報（年収、職業、個人の信用度、与信モデルによる格付け等）を把握

して、融資するか否かを決定することができる。

今後、日本においてもソーシャルレンディングが健全に普及していくためには、リスクとリターンに基づき貸し手が借り手を選んで融資の

可否を判断できるような仕組みづくりが不可欠となるだろう。

監督官庁はソーシャルレンディングの普及に向けた対応方針を策定するため、時限的に規制を緩和した特区を設定して、検証を行うな

どの取り組みを検討していく必要がある。

加えて、ソーシャルレンディング事業者は、貸し手の融資判断に必要な借り手の情報を分析し、リスクとリターンを比較検討できるような

仕組みを開発することが必要となる。

（2016/07/05 日経産業新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（3）
トランザクションレンディング
「トランザクションレンディング」とは、売買や資金決済、顧客評価などの取引履歴を利用して審査をする融資である。主にアマゾンや楽

天、ヤフーなどがＥＣ（電子商取引）モール出店者に対して行う融資サービスが代表的である。

中小事業者が事業資金を調達する際に２つの課題がある。１つは融資審査である。銀行などは過去数年の財務情報をもとに借り手の

健全性を判断する。そのため創業間もない中小事業者ではそもそも銀行からの融資対象とならない。

もう１つは、短期運転資金を調達しにくいことである。銀行で融資を受ける際、多くの場合は長期の融資であり、かつ、契約締結に時間

のかかる証書貸付となる。中小事業者が必要都度に運転資金を早く調達したいというニーズを満たすものではない。

トランザクションレンディングでは、取引情報という融資先の事業実態を把握するのに十分な情報を取得し、かつ、この情報を利用した

審査モデルで融資判断をする。「質の高い情報」「審査モデル」の２つを得ることにより、創業間もない期間に銀行からの融資を受けられ

ない中小事業者への融資を実現した。

取引情報は電子化され、審査も自動化しているため、審査スピードは極めて速い。多くのトランザクションレンディングは申し込みから融

資実行まで数日で完了するため、必要なタイミングで短期運転資金を調達できる。あるサービスでは申し込みせずともあらかじめ自動審

査が行われ、「○○万円融資可能」と融資元から通知する仕組みまで提供している。

ＥＣモール以外に資金決済代行企業も同様のサービスを提供しており今後、ＰＦＭ（個人資産管理）、会計クラウドなど取引情報を扱う

企業の参入が注目される。かつて、銀行でも中小事業者向けにスコアリング融資を行っていたが、不良債権増加を招く結果となった。理

由は当時の中小事業者が提出する財務情報は情報の正確性に欠け、審査結果が誤っていることが多かったのである。

トランザクションレンディングをヒントに、生きた情報の活用により中小事業者における資金循環を改善させ、日本各地で事業育成が進

むことが望まれる。

（2016/07/06 日経産新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（4）
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、広義には資金の供給者と需要者をマッチングさせ資金供給を実現するサービスである。資金供給の形態は

寄付や物品の購入、融資、株式の売買等があるが、ここでは投資家と新興企業との間で売買を成立させる狭義のクラウドファンディング

について述べる。

クラウドファンディングの価値は、投資家には新興企業への投資機会が増えることであり、新興企業には新たな資金調達手段が得られ

ることである。市場規模（資金調達額）は2015年に世界で約3000億円に達し、その多くは米国や英国での調達が占める。機関投資家の

未公開株投資が普及していたことや、金融危機以降、株価上昇が続きリターンを得やすかったことが背景にある。

日本では実質的にはいまだ市場が存在していない。理由は新興企業の投資判断ができる投資家が少ないこと、および投資対象となる

新興企業が少ないことである。

各国政府はクラウドファンディングの振興による起業家支援のため、法律を整備している。例えば、米国では起業促進支援法（JOBS
法）が5月に施行された。主な内容は株式募集時の情報開示の要件緩和による新興企業の負担軽減や、個人のクラウドファンディングの

利用解禁等である。

日本でも金融商品取引法が昨年改正され、クラウドファンディング事業を想定した業態である第一種少額電子募集取扱業務が新たに

規定された。

日本での発展のためには、各種の創業支援策に加え、投資家層の拡大が欠かせない。情報開示について新興企業の負担と投資家保

護のバランスをとることや、取得した株式の換金手段の充実も必要となる。これらの課題が克服されれば、クラウドファンディングは日本

経済再生の重要なインフラとなるであろう。

（2016/07/07 日経産新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（5）
PFM

PFM（Personal Financial Management）とは、異なる金融機関の入出金情報やクレジットカード情報を集約し、ネット上で一元的な

資産管理機能を提供するサービスを指す。2000年代後半に米国で生まれ、節約に関するアドバイスや不正なクレジットカード請求の検

知等、様々な機能を提供するPFMが登場している。

日本では12年にPFMサービス事業者が立ち上がった。家計簿を手軽に記録したいというニーズを捉え、住宅や教育といった将来的な

資金需要のある世代を中心に普及した。

金融機関の視点でみてもPFMは顧客サービスの拡充に有用である。例えば今春あるメガバンクが、顧客が最大3カ月分しか閲覧でき

なかった入出金明細を、永年にわたり閲覧できるサービスを始めた。PFMのシステム基盤を利用し、システムやデータ管理のコストを抑

えながら、長期間の入出金を確認したい顧客の要望に応えた。

今後日本におけるPFMの展開は、2つのポイントが挙げられる。

1つ目はすでに資産を持つユーザーへの資産運用サービス拡大である。米国では09年から中流層向けにファイナンシャルプランナーに

よる資産ポートフォリオ診断や助言が受けられるサービスが始まった。

日本でもPFMサービス事業者と資産運用アドバイス（ロボアドバイザー）事業者の業務提携が発表され、資産を運用したいユーザーの

ニーズに応えるサービス展開が予想される。

2つ目はPFMが収集した情報の利活用の拡大である。集約された金融取引情報は金融機関のみならず、企業のマーケティング活動に

おいて利用価値が大きい。個人情報保護や情報漏えいリスクへの対応は不可欠であるが、ビッグデータ時代に向けて情報の有効な活

用が望まれる。

家計簿が日本で生まれたように、日本人は家計管理を好む。ポイントサービスが普及し、用途に合わせて複数のクレジットカードを持つ

ことも珍しくない。そのような土壌を踏まえると、日本特有のPFMサービスが生まれる可能性も高い。

（2016/07/08 日経産新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（6）
ロボアドバイザー
ロボアドバイザーとはパソコンやスマートフォンを用い、オンライン上で個人の投資診断や銘柄のアドバイス、自動運用を行うサービス

である。投資目的やリスク許容度、年齢等の質問に答えると、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。ただ、数百万円からの最低投資額や管理手数料

が必要となるため、国内で爆発的に普及するまでには至らなかった。ロボアドバイザーを使うことで、最低投資額と管理手数料の大幅な

低下が可能となり、小口投資家への普及が期待されている。

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。先行するベタメントやウェルスフロントは3000億～

4000億円以上を運用し、今後も市場が成長すると予想される。一方で、近年はブラックロック、バンガード、チャールズ・シュワブ等の大

手金融機関が参入し、市場淘汰も始まっている。

日本でも複数の事業者でサービスが開始され、ロボアドバイザーの市場が立ち上がりつつある。ただ、日本では伝統的に投資よりも貯

蓄が好まれる傾向にあるため、現段階ではどこまで市場が伸びるかは不透明である。今後、日本で普及するかどうかは、投資マインドを

どれだけ醸成できるかにかかっており、それには確定拠出年金（DC）が鍵を握っていると考えられる。

DCの活用で投資マインドを醸成している1つの例は英国にある。22歳以上で公的年金受給開始年齢に達していない被用者全員を一

度DCに自動的に加入させる。希望者は脱退を選択できる「自動加入・オプトアウト」方式を採用することで、老後に備える責任が個人に

あることを明確化し、半ば強制的に投資を行う環境に順応させようとしている。

日本に話を戻すと、16年5月に可決された改正確定拠出年金法では、17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2600万人超が新たに対象に加わる。実質的に全ての現役世代がDCを使えるようになる。

ただ、投資経験のない人がいきなり投資銘柄やポートフォリオを自ら考え、定期的に資産構成を見直すことは現実的には難しい。ロボ

アドバイザーを活用することで、簡単に自身の年金を運用することができ、投資に対する抵抗感を軽減できることが期待される。

日本のDCである日本版401kは英国のように「自動加入・オプトアウト」方式を採用しているわけではないため、効果は限定的である。

だが、対象者拡大をきっかけに投資家の裾野を広げられれば、ロボアドバイザーの普及に一層の弾みがつくことは疑いない。

（2016/07/11 日経産新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（7）
仮想通貨
ビットコインに代表される仮想通貨は、政府等の信用力に裏付けされていない、インターネットなどを通じて電子データで取引ができる

財産的価値のことである。迅速・安価な交換手段としての利便性に優れ、年々取引規模は拡大している。

だが、不正利用やマネーロンダリング（資金洗浄）の対象となりやすいなどの問題点が昨年の主要7カ国（G7）の首脳宣言で指摘され、

国際機関の金融活動作業部会（FATF）から規制のガイドラインが示された。

日本では「改正資金決済法・改正犯罪収益移転防止法（いわゆる仮想通貨法）」が国会提出され、5月に可決・成立した。本法案は以下

の2本立てで構成され、普及の追い風として期待される。

1つ目は利用者保護の観点である。仮想通貨の交換業者を登録性とし、財務情報の提出や業務遂行のための体制整備を求め、監督

当局が必要と判断した場合、立ち入り検査や業務停止命令も可能となる。2つ目はマネーロンダリングやテロ資金対策である。口座開設

時に本人確認が必要となり、疑わしい取引は当局へ届け出が求められる。

今後注目するのは送金分野である。仮想通貨の価格変動率の高さや流動性の低さから、法定通貨の代替として決済の中心となること

は現実的には難しい。一方で、送金は利用都度換金が可能なことから価格変動のリスクは限定的である。

特に国際送金では現状民間金融機関で1送金あたり7000～8000円程度かかる手数料を大幅に削減する効果が期待される。具体的

な適用事例として、東南アジアの海外労働者における本国への送金手段としても活用され始めている。

日本においてIT（情報技術）を活用したより利便性の高いサービス開発が期待される中、議論されるべき課題も残っている。例えば税

制上の問題である。海外では非課税扱いが主流だが、日本の今の税法上では「モノ」であり、課税対象である。つまり、ビットコインの譲

渡の際はモノと同様に消費税が課せられ、消費者の利用意欲をそぐことになりかねない。

今後の仮想通貨の発展のためには民間の努力もさることながら、更なる市場整備が進められることも期待したい。

（2016/07/12 日経産新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（8）
保険にも技術革新の波
これまで、日本の保険業界ほど守られてきた業界はない。戦後半世紀にわたり規制により全ての会社が同じ商品を同じ値段で売って

きた。自由化後20年が経過しようとしているが、いまだ競争は規制時代の延長でしかない。そんな業界に「技術進化」と「社会動向変化」

という波により、パラダイムシフトが起ころうとしている。

特に根幹にあるのはリスクの可視化である。あらゆるモノがインターネットにつながる「IoT」の世界では、事故が発生するまでのメカニ

ズムが可視化されることになり、これまで汎用的・画一的であった保険商品は個別リスクに応じてよりカスタマイズされる。

その先にあるのは、事故的な補償から予防へのシフトである。それは自動車や住居といったモノの世界に留まらず、ウエアラブル端末

によって人の健康リスクまでもが当然含まれる。

リスクが顕在化するメカニズムが明らかになればそれを回避する技術も開発される。これが普及すれば事故の損失を補償するのでは

なく、そもそも事故を未然に防ぐことが保険会社にも期待されるようになる。

このような進化が既に自動車保険では始まっている。欧米では、走行距離のみならず運転状況を動的に分析し保険料を算出する「UBI
（Usage Based Insurance）」と呼ばれるタイプの自動車保険が普及しつつある。

単に運転データを保険料に反映させるだけではない。家族の場所を連絡する、安全運転を心掛けるようにアドバイスをするなど様々な

サービスも提供され始めている。従来の保険会社のビジネスモデルと決定的に違うのは、デバイスや通信、クラウドといったテクノロジー

への投資が必要なことである。

これまでの保険ビジネスは統計データがあれば商品をつくることができた。だが、これからの競争を勝ち残るためには、顧客にどんな価

値を提供するかについて自社の世界観を描き、その価値の実現に先行的な投資を行う英断が必要となる。そして、それができる保険会

社のみが未来を切り開くことができる。

（2016/07/13 日経産新聞掲載）



FinTechの個別ビジネス（9）
保険業界「技術」に投資
保険会社は保険という商品を世に届けるサービスプロバイダーとしての役割と同時に、集めた資金を投資することで経済活動に還元す

る機関投資家としての役割ももっている。これまでの保険会社の投資行動をみていると、大きく2つの視点があった。

1つは将来の保険金支払いに備えて資金を運用するための投資である。もう1つの視点はM＆A（合併・買収）などを通じたビジネスの

拡大だ。日本の保険会社でも2000年代後半からグローバル化を推進するためのM＆Aが加速している。

そして今、新たに3つ目の視点が生まれ始めている。それが「技術」への投資である。

なぜメーカーでもない保険会社が技術への投資にいそしむのか。それは今後、技術を制するものが保険業界を制すると目されるからだ。

デジタルテクノロジーの進化は保険商品やサービスのあり方のみならず、保険業界の競争ルールそのものを変えようとしている。

これまで新規顧客の開拓は人間関係が決め手であった。これがビッグデータのアルゴリズム解析によるマーケティングに代わり、保険

料はあらゆるものをネットにつなぐIoTなどでセンサーが集めた大量のデータをクラウドで解析することで算出される。事故は自動的に感

知され、保険料も支払われる。そんな世界が将来に広がっている。

保険関連技術で今すでに資金が集まっているのは、人工知能を使って複数の保険会社の商品や価格を比較するサイトなどのアグリ

ゲーション（集客事業）分野である。

保険商品が細分化され複雑になるなかで、短期間で商品を比較し、最適な保険商品を提示してほしいというユーザーのニーズが高

まっているということであろう。ニーズがあるところには必ず技術が発達する。

今や海外では比較サイトも単なる価格比較にとどまらない。「あなたに最適の商品」を提案し、気に入れば保険会社にコンタクトすること

なくその場で加入までできる。保険会社からすれば、顧客と対話し自社の商品の魅力を説明する機会を奪われることを意味する。

このため、保険会社はスマホのアプリやウエアラブルデバイスを配布して、必死に顧客と対話する機会を守ろうとし、そのための技術に

資金を投じていく。世界の資金動向から顧客に対しての主導権争いが垣間見える。

（2016/07/14 日経産新聞掲載）



人工知能技術

人工知能とは与えられた情報に対し人間の判断に近い出力をするコンピュータープログラムである。その実現には、新たな情報が与え

られる度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だ。機械学習は様々な手法の総称であるため、人工

知能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る。

人工知能は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

示などが挙げられる。金融では、個人向け融資の与信判断や投資運用助言、経理業務の自動仕訳、クレジットカードの不正利用検知な

どに用いられている。

特にFinTech企業では、データを活用する際に人工知能を用いることで、少人数でコスト効率に優れた事業を行う例が多く見られる。近

年、機械学習のひとつであるディープラーニング（深層学習）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。

ディープラーニングは、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を土台としている。これに加え、画像処

理を行う素子であるGPUを使った高速計算技術や、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

の組み合わせで実用化が一気に進んだ。

ディープラーニングにより飛躍的に判断の精度が高まったことで、「判断ミス」が許されないような場面にも人工知能の活用が始まりつ

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。

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生かして、トレーディング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。

今後人工知能が発展すれば、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、人工知能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。

（2016/07/15 日経産新聞掲載）



ブロックチェーン技術（1）
これまでの歩み
ブロックチェーンは仮想通貨「ビットコイン」発祥の技術である。端末同士が対等の立場で相互に通信するP2Pネットワークに接続され

た複数のコンピューターが分散型データベースを持ち、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監視できる点が特徴的

である。取引はブロックという単位で記録され続け、新たなブロックが過去のブロックに鎖状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では、参加者間の取引は都度ネットワーク全体に送信される。この取引は、各自が保持するデータベースとの照合に

より二重払い等の不正有無の検証がなされ、承認作業を経て完結する。承認作業は「採掘者」と呼ばれる一部の参加者により、「採掘」

と「ブロックの生成」を通して実現される。

採掘者は送信される取引を取りまとめた上で、単純だが多くの計算資源（電気代など）を要する作業（採掘）を経て、特定の解を導く早さ

を他の採掘者と競い合う。勝利した採掘者は自身が取りまとめた取引を承認し、これを格納したブロックを生成する権利と、採掘の成功

報酬として一定額のビットコインを受け取る権利を得る。

生成されたブロックはネットワーク全体に送信され、採掘者は自身が正しいと認めたブロックの後ろに新たなブロックを生成すべく再び

採掘を始める。これが繰り返されることでブロックチェーンが形成される。同時期に複数の採掘が成功するとチェーンが分岐するが、一定

時間後に長い方が有効とされる。

過去の取引の改ざんとその正当化には、悪意のある採掘者が他の全ての採掘者を上回る膨大な計算資源を費やして競争に勝ち続け

る必要があり、事実上不可能とされる。このように、採掘等を通して参加者により正しい取引が積み上げられる仕組みがブロックチェーン

技術の根幹である。

ビットコインはブロックチェーン技術の1つの実現形態であり、その本質を改ざん耐性、高コスト効率、高可用性ととらえ、金融業界を皮

切りにこれを応用した新たな取り組みが始まっている。

（2016/07/20 日経産新聞掲載）



ブロックチェーン技術（2）
新たな取組
ブロックチェーンはビットコインの開発を通じて成立した技術だが、ビットコインのブロックチェーンは「ザ・ブロックチェーン」と呼ばれ、

種々のシステムに適用されうるブロックチェーンは「ブロックチェーン2・0」と呼ばれている。

区別するのには理由がある。「ザ・ブロックチェーン」は公的なネットワークで運用される通貨であるが、「ブロックチェーン2・0」は公的な

ネットワークだけでなく、私的なネットワークでも運用される。その用途も通貨に限らず、スマートコントラクト（契約の自動化）、サプライ

チェーン、IoT等多岐にわたるからである。

「ブロックチェーン2・0」で注目されるのは、スマートコントラクトのプラットフォーム「イーサリアム」である。イーサリアムは、種々のアプリ

ケーションを構築するためのプログラミング言語を備え、イーサという通貨を持つ。これにより、スマートコントラクトの実行履歴を採掘によ

りブロックチェーンに記録できるのである。

現在、イーサリアムをベースとしたアプリケーションが世界中で開発されている。中でも注目されているのが「The DAO（ザ・ダオ）」だ。

自律分散型の投資ファンドのアプリケーションで、ファンドマネジャーがいないベンチャーキャピタルのようなものである。

ザ・ダオは募集を始めてから約1カ月間で、クラウドファンディング史上最高の150億円を超える資金を集めた。だがその後、脆弱性を

突かれて、資金の3分の1を不正に引き出された。

これはイーサリアム自体にバグがあったわけでなく、イーサリアム上で動くザ・ダオのプログラムにバグがあったことによる。イーサリア

ム自体はブロックチェーン開発を効率化する、優れたプラットフォームである。ただ、アプリケーション構築の自由度が高すぎるため、シス

テム構築スキルや運用経験によっては、脆弱なアプリケーションを生み出すリスクをはらんでいるのである。

今後、イーサリアム自体は更にバージョンアップされ、今回のようなアプリケーション構築上の課題に対応していくと考えられる。これに

呼応して同様のプラットフォームが世界中で開発される可能性が高く、更にブロックチェーンの開発競争が進むであろう。

（2016/07/21 日経産新聞掲載）



ブロックチェーン技術（3）
今後の展望
ブロックチェーン技術は将来インターネットに匹敵する革命を起こすと言われている。現在は研究開発段階にあり、様々な業務やサービ

スを対象に概念実証や実証実験が世界各地で盛んに進められている。

その中でも最も注目されているのが、ブロックチェーンのスタートアップ企業である米R3CEVが主導するコンソーシアムである。世界に

名だたる金融機関が50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（情報技術）ベンダー等のHyperledgerプロジェクト等があ

る。

他方で、オーストラリアが国際標準化機構（ISO）に技術委員会設立を提案するなど、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。こうした動きが起こる理由はブロックチェーンへの期待感が極めて高い一方、まだ研究開発中で新しい仕組みが日々生まれ

るため、定義を決めきれないからである。

当社はブロックチェーンに関する政策提言を行っており、その内容は自民党の「デジタル・ニッポン2016」に盛り込まれた。政策提言の

内容は大きく2つあり、1つはブロックチェーンのプロトタイプシステム構築であり、もう1つはブロックチェーンのプラットフォーム構築である。

プロトタイプシステム構築については、ブロックチェーンの高い透明性、信頼性、効率性を生かせる社会インフラが対象となり、送金・決

済、マイナンバー、物流・トレーサビリティの3種のシステムを構築することを想定している。

プラットフォーム構築については、仮想通貨のイーサリアムと比べプログラミングの自由度を減らしバグの発生を抑えつつ、標準的なモ

ジュールを多く用意し、より使いやすくする想定である。

今後、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動き出していくが、その道のりは遠い。特に本番稼働後の運用を事前

に考慮し不測の事態を回避できるかが、ブロックチェーンが革命を起こせるかどうかの分水嶺となりうる。

（2016/07/22 日経産新聞掲載）



FinTechに関する英国の取組

英国は米国に次ぐ世界第2位のFinTech市場を有する。その背景には金融やIT（情報技術）分野の豊富な人材、新興企業の指南役と

なるアクセラレーターの存在などに加え、政府・行政の強いサポートがある。

象徴的な施策がFCA（金融行為監督機構）により2016年5月から運用が開始された「レギュラトリー・サンドボックス」である。

この施策は、新たなサービスを実験し、それを規制当局がモニタリングするための仕組みである。具体的には、新サービスを投入しよう

とする民間企業の申し込みに対し、業務内容等について制限が付いた仮の認可の付与や、事業の違法性を問わないことを確約する

「ノーアクションレター」の発出等を行う。

期待される効果は3つある。第1にサービス投入までの時間やコストの削減である。早期に実践的な試行錯誤を行うことで、本格的な市

場投入に耐えうるサービスを短期間に作り上げることが可能になると考えられる。

第2の効果はFinTech企業への投資の促進である。サービスを開発したが規制に適合できないリスクが減少することで、投資の不確実

性が減少し、FinTech企業への資金供給が促進されると期待される。

第3の効果はイノベーティブなサービスの登場である。よいアイデアを持ちながらも、当局の判断の不確実性を理由としてサービス化を

断念するケースを減らし、新たなサービスの登場を促すことを企図している。

限定的な範囲での規制緩和という点では、日本の構造改革特区と類似するが、特段の立法化はせずに行政の裁量の範囲内で行う点

が異なる。黒を白にするのが特区とすると、グレーの状態を白黒に明確化する取り組みがサンドボックスである。

この新たな監督手法は、シンガポールやオーストラリアでも導入に向け検討が進んでいる。金融監督当局に課せられた命題である「顧

客保護」「金融システム安定」「革新的金融サービスの促進」の3つを同時に成立させる手段として期待は高く、今後も各国に導入されて

いくであろう。

（2016/07/25 日経産新聞掲載）



FinTechに係る規制改革のポイント

近年の国内FinTech市場は急激な成長を見せているが、足元には不安がある。それは国内を取り巻く金融規制である。国内の金融機

関は金融市場の安定化等を目的とした各種の規制を受け入れてきた。この安定化目的の規制こそが、新規参入や事業連携のハードル

を押し上げ、FinTech市場拡大の障壁となりつつある。

日本では2016年5月、FinTech産業の促進を柱とした改正銀行法が成立した。政府は急拡大するFinTech産業の国際競争力強化にむ

けて舵（かじ）を切り始めた。

改正銀行法では、許可制が前提ではあるが現行法で規制している事業内容や出資比率の拡大を許容している。これにより、事業内容

や市場占有率等を考慮した適正な市場拡大を後押ししている。

しかしながら、FinTechが生み出す新たなビジネスモデルへの対応は十分とは言えず、より一層の規制改革が急務な状況にある。

例えば海外では個人間でのお金の貸借をマッチングするサービス等が拡大しているが、その一方で、マネーロンダリング（資金洗浄）や

テロ等を目的とした不正資金の調達リスクも拡大している。新たなビジネスモデルへの規制は急務であるものの、現状では各国の自主

規制に依存している状況にある。

日本では金融庁が「平成27年事務年度 金融行政方針」内でFinTechへの取り組み姿勢を示している。その一環として、金融庁内の制

度に関する企画・立案機能である総務企画局に「FinTechサポートデスク」を設置している。これにより規制に関する情報連携の早期化

等のサポート強化を図っている。

また16年4月には「FinTech・ベンチャーに関する有識者会議」を設置し、「FinTechエコシステム」の実現に向けた方策を検討するととも

に、金融業に与える影響等の議論に乗り出している。

規制環境の変化は、ともすれば市場成長の阻害要因となるため慎重な議論が欠かせない。一方で、その検討スピードも大変重要であ

る。

一歩踏み込んだ対策として、英国で既に開始されている「レギュラトリー・サンドボックス」がある。これは新たなサービスを実験し、それ

を規制当局がモニタリングするための仕組みである。適用範囲の見極めは論点となるが、国内でも導入が期待される。

今後日本においても、既成の概念にとらわれない規制改革の進め方を実践し、市場に対してタイムリーに刺激を与えてほしい。法令改

正やガイドライン告示等の各種施策について、その対応負担やスピード感の違いを踏まえつつ、市場成長の推進力となる規制改革の実

現を期待したい。

（2016/07/26 日経産新聞掲載）



FinTechエコシステムの必要性

FinTechはどうすれば発展していくのか。参考となるのは、米国と英国である。ベンチャー・キャピタルによるFinTech企業への投資額で

見ると、2015年は米国で78億ドル（約8200億円）、英国で11億ドルなのに対し、日本は2億ドルにも満たない。

米国と英国にはFinTechを育むエコシステムがある。エコシステムは公的な枠組みではなく、民間主導で共通の目標に向かって互いに

協力関係を築くコミュニティーのことである。米国、特にシリコンバレーでは自然発生的にエコシステムが形成されてきた。シリコンバレー

と言えば、言わずと知れたベンチャー企業の聖地である。

そこには、ビル・ゲイツ氏やスティーブ・ジョブズ氏ら、ベンチャー企業のロールモデルがかつて存在し、また、起業家を育成するアドバイ

ザーが多数存在する。資金の供給元となるベンチャー・キャピタルや、起業家と技術者の供給源となるスタンフォード大学のような大学も

存在し、ベンチャーを育成する大きなコミュニティーが形成されている。FinTechもこのコミュニティーで育まれ、米国で大きな成功を収め

ている。

FinTechに限らず、日本がシリコンバレーに学ぶところは多い。だが、日本で同様のエコシステムを形成するには長い時間がかかるた

め、現実的ではない。目指すべきは英国、ロンドンのエコシステムである。

ロンドンは世界的な金融都市であり、FinTechの取り組みを行政主導で進めている。カナリーワーフ地区に新金融街を形成し、金融機

関だけでなく金融庁を誘致すると共に、Level39というFinTech企業を支援するアクセラレーターを設立した。

Level39はオフィスの提供、技術や規制などに関する知見やノウハウの提供に加え、金融機関とFinTech企業、行政への橋渡しを行っ

ている。ロンドンにはほかにも金融機関やベンチャー・キャピタルが作ったアクセラレーターが多数存在し、英国のFinTechの発展に大き

く貢献しているのである。

今後、日本においても米国、英国を参考に官民が連携したエコシステムが形成され、金融機関とFinTech企業双方がウィンウィンの関

係を作り相互に発展することが望ましい。

（2016/07/27 日経産新聞掲載）



FinTech導入に向けた
金融機関の対応

FinTechを金融機関が導入するためには通常、数々の障害が存在する。多くの金融機関は支店や人が支えるリアルチャネルのビジネ

スモデルであるのに対し、FinTechはインターネット上での取引を前提とし、システムとデータを活用して営業や事務の効率化を図るもの

がほとんどであるからだ。

既存の金融機関がFinTechを導入するためには、ネットチャネルの顧客への浸透度や既存システムの柔軟性、データの活用状況のほ

か、社員のスキル・体制との親和性など数々の課題を解決することが求められる。

では、金融機関はどのように取り組めばFinTechを適切に導入し、顧客により良いサービスを提供できるのか。

まず必要なのは戦略の見直しである。既存の戦略にはFinTechと直接結び付くようなくだりはほとんどないはずだ。FinTechを適切に導

入するためには、踏襲するわけにはいかない。顧客ニーズを再確認し、将来の社会の動向、金融ビジネスの方向性、業務・組織・システ

ムの在り方などの絵姿を描いた上で導入領域とその是非を決める必要がある。

次に必要なのは起業家らを支援するアクセラレーターの確保である。日本にもアクセラレーターは存在するが、英国と比べると見劣りす

る。本来のアクセラレーターは、金融機関とFinTech企業の双方がウィンウィンの関係になるように努め、状況により行政との仲介役とな

ることも必要である。

金融機関、FinTech企業、行政のそれぞれに中立で戦略的に立ち回れるアクセラレーターを確保することがFinTech導入の成否を分け

るのである。そして、リスクを許容できる体制で取り組むことも必要である。取り組み前にFinTech企業の評価を行い、導入確度を高め、

全社的な体制で取り組むことは大前提となるが、それでも失敗することはあり、常に成功とは限らない。

FinTech自体は戦略の根幹であるため、これまでの組織とは別に、経営陣がリスクを許容しつつ、推進の旗振りをできる体制を築いて

いく必要がある。

最後に、最も必要なことはカルチャー改革である。英国最大手の金融機関バークレイズのFinTech推進担当者が言っていたことだが、

英国でFinTechが興隆した最大の要因は、社内・業界・行政のカルチャー改革が進んだことにある。

個社の利益にとらわれず、社会の利益を生み出す意思を持って改革に取り組み、他社と協業する際であっても、オープンな議論や知

識の共有ができるように社内のカルチャーを変革していくことが肝要である。

今後、金融商品・サービスは米国主導で新しい技術による差別化が図られ、従前のものが破壊され、より新しいものが生み出されてい

く。この困難を乗り越え、日本の金融サービスが米国に比肩できるかどうかは金融機関が現実を直視し、自らを改革できるかどうかにか

かっている。

（2016/07/28 日経産新聞掲載）
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