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今月号は最終回として、アジア諸国におけるフィナンシャル・インクルージョンとしてのフィンテックの導入、およびそれに対する個別企業の知見と取組

を紹介し、最後にフィンテック分野における今後の展望を見ていきます。 

フィンテックの導入：主な検討事項 

収入格差やディジタル・ディバイドなどが問題となるアジア諸国において、フィナンシャル・インクルージョンのためのフィンテック導入を成功させるために

は、いくつかの主な要素を検討する必要があります。 

強力な規制の枠組み 

戦略的政策の計画策定、導入、実行にあたり、政府がいかに強力なリーダーシップを発揮するかによって、市場がどこまで成長できるのかを示す一

番良い例は中国でしょう。中国はすでに確立されたフィンテック・エコシステムを持っており、ビッグデータ、消費者金融、決済、資産管理、保険テク

ノロジーの分野において飛躍的な発展を遂げています。 

中国の後に続こうとするのであれば、同様に明確な政策と規制の枠組みを構築するとともに、必要なハード・インフラと技術インフラを整備すること

が必要です。そこには消費者保護措置、知的財産権に関する規則、安定した資本市場、金融リテラシー改善などの取り組みも含まれます。 

強力な規制の枠組みは、フィンテックの発展を成功に導くための柱です。無秩序な貸付や国際送金、決済サービスといった脅威の低減や防止に

役立つからです。これらの脅威を放置した場合には、マネー・ロンダリングやその他の違法な活動につながりかねません。 

近年、いくつかのビットコイン交換所が夥しい数のハッキング攻撃を受けたことから、サイバー・セキュリティも懸念されるようになりました。こうした事件

は、ニュー・テクノロジーへの信頼を損ない、フィンテック・ソリューションだけでなく、モバイルやインターネット・バンキングなどの関連サービスの普及率を

低下させる恐れもあります。 

2018年 9月 

 

China Management News  
（KPMG中国マネジメントニュース） 

フィンテック：ゲーム・チェンジャー 
～アジア全域でサステナブル・ファイナンスを変革～（3） 
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外部の支援を結集 

多くの発展途上国には、特にフィンテックのような新興分野に関して、適切な規制と法環境を構築するための制度的機能が不足している可能性

があります。 

国連のような多国間機関は、政策立案者と民間企業部門の両方のフィンテックに対する認識を高めることによって、重要な役割を果たすことが求

められます。これらの機関は、諸外国で確立された既成のベスト・プラクティスの展開を支援し、適切なインフラと制度の構築を促すことができます。 

また、諸外国の資金調達ソースを活用できるだけでなく、金融関連のノウハウ、いわゆる金融リテラシーを発信することも可能です。その 1 つの形と

して考えられるのは、銀行口座やその他の金融サービスを初めて利用する人が目の前に開かれた機会を理解できるように手助けする教育プログラ

ムです。こうしたプログラムでは、リスク管理、データ・プライバシー、サイバー・セキュリティなども取り扱わなければなりません。 

民間企業もフィンテック・ソリューションの導入において重要な役割を担います。政府は、実証済みのテクノロジー導入を望み、また、政策プログラム

と規制システムの立案を支援できる組織との連携を希望しています。従って、当初から経験豊富な専門家によるマルチステークホルダー・パートナ

ーシップとして、プロジェクトを立ち上げるのが一般的です。 

マルチステークホルダー・パートナーシップは、必ずしも経済の分野に限定する必要はありません。経済の分野に限定せず、地域のインキュベーター

を立ち上げることによって、さまざまなリソースや専門知識を共有することができます。これにより、企業、政府、政府間機関、NGO、科学機関、金

融機関等の取り組みを、持続可能な経済発展と合体させることが可能になります。 

パートナーシップは、さまざまな分野のソートリーダーたちを集め、世界と地域の主要なフィンテック開発とその問題点を明らかにする大規模なセミナ

ーやカンファレンスの共同開催によっても実現できます。 

新しいアイディアを支援・育成すること、ベンチャーファンドや社会的インパクト・ファンドの資金源を形成すること、そして成功したテクノロジー・ソリュー

ションを短期間で展開することが可能なエコシステムの確立を目指す国々にとって、共同開発は不可欠な手段かもしれません。 

 

フィンテック・サンドボックス 

企業は、最終製品を市場のニーズに合わせるために、自社の技術とビジネスを企画、育成、改良するための適正な環境を持つ必要があります。

シンガポール、マレーシア、香港、インドネシア、タイなど多くの国の政府が導入した代表的な方法は、フィンテック規制に関するサンドボックス（フィ

ンテックの実験場）を設けることです。 

 

フィンテックはアジアだけでなく世界にとっても初めての体験だ。フィンテックがマーケット・ディスラプション

の可能性を秘めていることは明らかだが、システミック・リスクを防ぐためにも適正な規制と政策による誘

導が必要だ。 

Masato Abe  

経済担当官 

国際連合アジア太平洋経済社会 

委員会 



© 2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2018 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

3 

 

 

 

 

 

例えば、香港の「フィンテック・スーパーバイザリー・サンドボックス（Fintech Supervisory Sandbox）」1は、銀行と銀行が提携するテクノロジー

企業による、フィンテック開発計画に関する POC（実行可能性）プロジェクトの実施を認めています。 

合格した申請者は、限られた数の参加者のみを試験に関与させることによって、香港金融管理局の監督基準を完全に満たさなくても POC プロ

ジェクトを実施することができます。 

さらに、フィンテック・スーパーバイザリー・サンドボックスは、フィンテック企業がデータとユーザーのフィードバックを収集して改良を行うことによって、新テ

クノロジー製品の発売を迅速化させ、開発コストを削減することもできます。 

カザフスタンでは、経済特区「アスタナ・インターナショナル・ファイナンシャル・センター（AIFC）」2を設けています。AIFC の重要な構成要素の 1 つ

が金融サンドボックスです。企業は新商品やビジネスモデルをテストすることができます。 

他社に先駆けてすでにこの経済特区で順調に活動している企業の中には、香港の実業家 Carson Wen氏が設立した 2 つのバーチャルバンク

である Eurasia Continental Fintech（ECF）と Global Digital Fintech（GDF）があります。 

ECF の目標は、預金を受け入れ、支払いを行い、さまざまなマイクロファイナンス機能を取り扱うバーチャルバンクとして地位を確立することです。

ECF のビジネスケースは、カザフスタン国民の約半数が銀行口座を持っていないことだとWen氏は言います。一方、GDFはマイクロファイナンス会

社との協業で、コンビニエンスストアなどの地元事業と連携し、これらの店舗を預金受入れに使っています。 

このほかに政府が検討しても良い施策としては、オープン・データ・プラットフォーム（ODP）の構築が挙げられます。ODP は情報、計算能力、デ

ータストレージの潜在的なコストを押し下げることができ、フィンテック企業は R＆D等他の戦略的優先課題にリソースを集中させることができます。

また、フィンテック・ソリューションの開発に関わる設計、技術サポート、資本を企業に提供することに特化したファンドを立ち上げる可能性を探ること

も可能でしょう。 

 

 

 

 

                                                 
1 Fintech Supervisory Sandbox（フィンテック・スーパーバイザリ－・サンドボックス）、香港金融管理局、

http://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/international-financial-centre/fintech-supervisory-sandbox.shtml 
2 アスタナ・インターナショナル・ファイナンシャル・センター（AIFC）、http://aifc.kz/#common-info 

フィンテック・サンドボックスの定義 

企業が予め定められた規則や政策の範囲内で金融テクノロジーをテストできる物理的環境もしくは仮想的環境（またはその両

方）のこと。 

企業は、所定の期間において、サンドボックスの中で試験やパイロットテストを実行し、市場で発売する前に自社の製品やサービス

に利用するテクノロジー・ソリューションの準備と改良を行うことができる。 

サンドボックスの大きな特徴は、コントロールされた環境の中で新しいテクノロジーをテストできることである。これにより、エラーや問題

が生じたときに起きるマイナスのディスラプションを抑えることができる。従って、政府が深く介入することなくフィンテック業界を発展させた

いという監督機関の意図と、起こりうるリスクを軽減する必要性の間でバランスが取られる。 

出所：KPMG 

サンドボックスは 2年の期限付きだ。我々は関連法案の策定に向けて政府と協力して

いる。アジアにおいて、フィンテックは大きな潜在的可能性を持っている。フィンテックには

強力なビジネスケースがあり、市民にも経済にも有益だからだ。 

Carson Wen 

会長 

BOA ファイナンシャル・グループ 
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労働力への影響 

新テクノロジーの導入に伴うもう 1 つの懸念は雇用です。既存のビジネスが混乱した場合の短期的な影響、あるいはテクノロジーが業界全体に構

造的変化をもたらした場合の長期的影響の両方が考えられます。例えば、キャッシュレスの社会を推進するテクノロジーによって、現場の店員の雇

用は少なくなる可能性があります。 

フィンテック開発の推進を目指す政府は、長期的な戦略として教育や職業訓練を取り入れるべきです。当局はフィンテック企業やその他業界関係

者と幅広く協力し、新テクノロジーが労働力に及ぼす影響を検討する必要があります。新テクノロジーがもたらす破壊的影響を乗り切ることができ

るための訓練の実施、あるいは労働者に知識やツールを身につけさせるといった対策を確立しなければなりません。 

 

企業の視点：Chong Sing FinTech 

アジア全体においてフィンテック・ソリューションのより幅広い導入を促すための鍵は、政府がディスラプションを恐れるのではなく変化を受け入れること

だと、Chong Sing Holdings FinTech Group（CSF）の副会長兼最高経営責任者 Phang Yew Kiat氏は指摘します。 

CSF はインターネットとモバイル・ソリューションを通じて、アジアの中小企業、ビジネスパーソンおよび個人にオンライン金融サービスを提供していま

す。同社が主として携わるのは 4 つの事業分野、すなわち第三者決済、オンライン投資、テクノロジーを利用した融資、伝統的な融資およびファイ

ナンスサービスです。 

2003 年の設立当初は、伝統的な融資およびファイナンスサービスが同社の中心的事業でした。CSF が認可されたオンラインの第三者決済プラ

ットフォーム「UCF Pay」を買収し、フィンテック業界に足を踏み入れたのは 2013 年のことです。 

その後同社は、サプライチェーン・ファイナンス、オンライン投資、ソーシャル・ゲーミング・プラットフォーム、さらにはブロックチェーンの分野で数々の買収

と投資を行い、総合的なフィンテックグループへと変身を遂げました。2017年には、ベトナムの第三者決済および金融サービスを提供するテクノロ

ジー・プロバイダー「Amigo Technologies」の支配権を取得し、東南アジアにも進出しました。 

CSF はアジアの他地域への進出も成功させましたが、同社が海外市場に参入し、フィンテックの長期的なメリットを監督機関に納得させることは必

ずしも容易ではなかったと Phang 氏は認めます。 

Phang 氏は次のように語りました。「残念ながら、我々が話をした監督機関の多くが、未だにフィンテックは新興企業だけが扱うものと考え、ディスラ

プション（破壊的進展）を機会ではなく問題だと捉えている。 

こうした考えは変える必要がある。多くの国は中国に学び、フィンテックが金融サービスの変革を助けるだけでなく、より幅広い経済の発展を加速さ

せることを理解できると私は思う」 

アジアのフィンテック開発において、国連などの政府間機関が果たす役割はますます大きくなると Phang 氏は考えています。「経験上、完璧なフィ

ンテック・エコシステムの確立に関心のある政府や監督機関は存在するが、完璧なフィンテック・エコシステムを確立するために必要な知識や専門技

術を持っている国はない」と Phang 氏は指摘します。例えば、国連は各国がサービスと利用可能な基本的テクノロジーを理解し、適切な法令を

定められるように支援することができます。 

フィンテックの急速な進化に伴い、従来の銀行業を対象とした規則とは違って、暫定的な規則が必要になるという点を Phang 氏は認めます。さら

に、これらの新興国では多くの国民が初めて金融サービスに出会うため、政府は国民の金融リテラシーの水準を高めるための施策を必ず実施すべ

きと思われます。 

「フィンテックは既存の企業を全く新しい形で組織し直し、今まで銀行を全

く利用できなかった人々にサービスを提供することを可能にする。これによっ

て国家の発展が促される」と Phang 氏は語りました。 

 

 

Phang Yew Kiat 

副会長兼最高経営責任者 
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企業の視点：Bitspark 

香港企業の Bitsparkは George Harrap、Maxine Ryan両氏によって、2014年に設立されました。ブロックチェーン技術を利用して、より

安価な送金方法を模索しています。 

伝統的な送金企業と異なり、Bitsparkはクリプトコイン（暗号通貨）を使って海外の労働者に送金を行うためのウェブベースのプラットフォームを

代理店に提供し、銀行などの中間業者の関与を最小限に抑えます。これにより、同社はより低価格でサービスを提供することができます。アジアの

発展途上国の多くが送金に大きく依存していることを考えれば、地域が活気づくはずだと創立者たちは確信しています。 

Ryan氏は次のように説明します。「グローバルにアクセスできる、ブロックチェーンをベースとした送金が当社の主眼だ。当社の活動が触媒となって、

デジタル時代のファイナンシャル・フリーダムが実現することを望んでいる」 

Bitsparkは現在、自社サービスを利用する送金ショップを香港に 11 カ所持っています。2018年末までにその数を 10倍に増やすことが目標で

す。現在の送金先にはフィリピン、インドネシア、ナイジェリア、ガーナ、パキスタン、ベトナムなどが含まれます。 

しかし、Harrap氏と Ryan氏はともに、ファイナンシャル・インクルージョンの実現に向けた同社の戦略は、単に事業活動とサービスを新しい国に拡

大することだけではないと指摘しています。両氏は新しい市場を構築することの重要性を強調します。つまり、発展途上国が必要なインフラ、規

則、政策をゼロから築き上げるための手伝いをするということです。 

同社の最新プロジェクトでは、国連開発プログラム（UNDP）の任務と協力し、タジキスタンにおいてブロックチェーン技術に基づく国内外送金シス

テムの立ち上げに携わっています。 

タジキスタンの GDP の約半分は送金によって支えられています。従って、このプロジェクトが成功すれば同国の経済は大いに活性化されるでしょう。

移民労働者と離れた場所に住む家族がスマートフォンで簡単に送金を行えるこのシステムは、2017年第 4四半期からパイロット試験が始まって

います。Bitsparkは大規模な導入に向けて現地のステークホルダーと協力しています。 

Harrap 氏は次のように話しています。「当社のタジキスタンでの活動をきっかけに、今後の展開が広がることを期待している。当社は、特にタジキ

スタンのような発展途上国で、コストを削減し、リスクを排除し、決済の迅速化を図るためのインフラを構築している。これらの効率化が達成できれ

ば経済力が強化され、結果として GDP が成長するだけでなく、人々はより多くの資金を手にすることになる」 

 

今後の展望 

フィンテックは、銀行口座を持たない人々にも金融サービスへのアクセスを広げる上で大きな役割を果たすでしょう。フィンテックを通じて、既存および

新規の企業は新しい資金源にアクセスできるようになります。また、フィンテックは金融セクターを高度化させ、IT産業・データ産業の発展の道を切

り開くことができます。この過程で、フィンテックは経済成長の見通しをさらに高める上で中心的な役割を果たすと思われます。 

しかしながら、最終的な経済的発展を持続可能とし、社会ピラミッドの最下部にいる人々にとって有益なものになるようにするためには、政府、

NGO、業界団体、企業といった多数のステークホルダーによる協調的な取り組みが必要です。 

プラスの面では、企業が新しいフィンテック・サービスを展開するスピードが急速な発展の道を切り開きます。モバイル、インターネット、金融サービスの

普及を加速するための手段は、アジアの多くの国にすでに存在します。協調的な推進を図るために、さまざまなステークホルダーが一致団結すべき

です。迅速に行動することと、規模だけでなく複雑さも増す業界に対して、戦略的なアプローチをとることの間でバランスを取らなければなりません。 

政府は、新しいフィンテック関連金融サービスがシステミック・リスクを引き起こさないようにするという役割があります。国連などの政府間機関は政策

制定を支援することができるでしょう。一方、政府は他地域のフィンテック先進国の事例から教訓を得ることも必要です。 

George Harrap 

共同創立者 
Maxine Ryan 

共同創立者 
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フィンテック・エコシステムの確立を成功させるために、より具体的な施策を導入することが求められるでしょう。例えば、幅広い市場に導入する前

に、新しいビジネス、商品、サービスをコントロールされた環境の中でテストし、成長、発展させることができるサンドボックスの創設もその 1 つです。 

政府が市民の金融リテラシーを高めることも、表面からは見えませんが同様に重要なことです。当局は各ステークホルダー（利害関係者）と幅広

く協力し、新テクノロジーが労働力に与える潜在的影響を出来るだけ広範囲に検討する必要があります。 

今後数年の間に、アジア全域でフィンテック関連金融サービスが定着し、フィンテック・ソリューションの幅広い導入に関する議論の重要性が増すこと

は間違いないでしょう。長期的な結果として、多くの点でこれまでの金融・事業・情報・人・ものの流れが一変するはずです。 

モバイルの分野で製造、技術、インフラが改善された結果、ファイナンシャル・インクルージョンが完全に実現された社会を思い描くことがすでに可能

になっています。アジアの辺境地域まで金融ネットワークが拡大すれば、ビジネスチャンスやイノベーションも同時に広がるでしょう。 

必要に応じて多国間機関や開発機関の支援を受けながら、持続可能な発展を保証するための規則と制度を確立することは政府や監督機関の

責任です。最大の勝者は、デジタルテクノロジーの発達のおかげで経済成長の恩恵から排除されなくなった人たちとなることを強く期待しています。 

 

 

（みずほチャイナマンスリー 2018年 9月号に掲載） 
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