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あなたはインフラ投資を帳消しにしてもよいし、新
しい収入源としてそれらを利用してもよいです
銀行は金融サービス業界をコントロールしようと常
に試みていましたが、
フィンテックの出現により状況
は劇的に変化しました。金融サービスに対するアプ
ローチにおける銀行とフィンテックの間にある最大
1
の相違点の1つは民主化という点です。
昨今のフィ

ンテックのスタートアップ各社は、
ほぼすべての人に
金融ニーズのサービスが可能です。いまや銀行各
社は、
自分たちを強力な存在とならしめていたバリ
ューチェーンとのつながりを失わないよう、
フィンテ
ックとの協業を模索しています。

Chris Skinner
フィンテック・インフルエンサー
で経済予測者の中でもトップ５の1人であり、
「デジタ
ルバンク」
と
「バリュー
ウェブ」
といったベストセラー
の著者、
ロンドンのBBファンドのマネー
ジングパートナーでもあるクリス・スキナー
氏はこう言う.

皆さん、
おそらくSaaSには慣れているでしょう。
基本的にアプリケーションを購入するのではな
く、使用に応じで支払うシステムです.
こうしたサービスは以前は大金がかかるもので
したが、
いまや無料かそれに近いものとなりま
した。それが銀行取引の向かう先なのです。銀
行業は自分の事業やライフスタイルに合わせて
くみ上げるプラグ・アンド・プレイ・アプリになり
ます.
銀行がSaaSとして提供されるべきではないとす
る論理的な理由はありません.

これは、将来的な銀行であり、古い銀行はこのゼ
ロマージンモデルと競合する自社のサービスを
再考する必要があります.

…近い将来、誰でもアプリ、APIと解析を使って、
自分の銀行を創ることができるでしょう.

PART I

I. APIをベースとする銀行取引
アプリケーション・プログラミング・インターフェー
ス
（API）
は数十年にも渡ってソフトウェア開発にお
いて重要な役目を果たしてきました。3 さらに近年
では、SalesforceからFacebookやGoogleなど
新しいプラットフォームプロバイダが開発者をサポ
ートし、
プラットフォーム上で開発者が作れるAPI
を提供しています 新しいタイプのサードパーティ
APIは、開発者をロックインからプラットフォームに
フリーな状態にし、独自のアプリをより効率的にマ
ーケット参入することができます。その結果、開発
者はAPIを介して専門家が開発したフル機能の分
散プロセスを使い、独自の機能性に焦点を当ること

ができます。開発者は企業の多くがアプリに必要
な機能を苦労しても作っても、無駄になってしまう
ことがあることを理解していて、一から作り直すの
に前のリソースを使い果たすのではなく、
より大き
なプラットフォームからAPIを使っています。また
フラットアウトが優れていることが、
サードパーティ
APIのもう一つの利点です。社内で作られAPIより
も機能し、柔軟性があります。また、
サード・パーテ
ィーAPIの開発者はネットワーク効果を生み出す
大規模なデータセットにより多く、
アクセスすること
ができます。

2015年12月、LetsTalkPayments.com
は12セグメントにまたがるフィンテックのスター
トアップ企業による便利なAPIを63個選出しました:⁴

www.letstalkpayments.com/wp-content/uploads/2016/05/1-36.png

2013年7月、分析調査会社のガートナーはオープ
5
ンバンキングのハイプ・サイクルを発行しました。
ガートナーにとって、
オープン・バンキングとはAPI
プラットフォームやアプリ・ストア、
そしてアプリを通
じたユーザー向けのサービス提供です。ガートナ
ーは3年前、
「2016年までに世界のトップ50の銀
行の75%がAPIを開示するようになり、
その中の
銀行の25%は顧客向けアプリストアを持つように
なるだろう。」
と述べました。実際のところはそこま
でいっていませんが、予想していた方向性は合って
います。
もし銀行を分けることができるのなら、銀行が提
供する各サービスの代わりになるものを提供でき
6
るフィンテック企業が必要です。
しかし、一つ
「問
題」
が残ります。
私たちの口座はまだ未だ銀行にあ
るということです。そのため、10年前とは違った理
由で、私たちは今でも銀行が必要です。銀行は顧客

の特定ニーズにそれぞれ答えるため、
フィンテック
のスタートアップ
（Number26やMondo）
を組み
合わせて1つにする、
ある種の
「倉庫」
のようなもの
になっていくのかもしれません。ドイツのNumber26はシステマティックに
「セット商品」
を再構
成し、特定の業界1つに特化した他のスタートアッ
プと緊密な統合を作り出そうと計画しています。つ
まり実質的には、Number26の銀行口座を通じ
てTransferWiseの低コストな両替サービスやロ
ビンフッド流の株式投資サービスにでさえ、
アクセ
スできるようになるということなります。イギリスの
Mondoは初めからオープンAPIを持った
「総合」
銀行を確立するにあたり、広範な差別化の一部と
なりました。
旧来型の銀行が時代遅れる中、
ソフト
ウェアとインフラストラクチャーに依存したため大
変だった機能を提供するために、銀行業務のテクノ
ロジーを自社開発したのです。
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PART II

BaaSプラットフォー

ムおよびBaaSプロバイダーの例
@__QɗɩɃɈɕȩĘɠǵ@__QɗɭɐȤɀĘ
ǻఞѕ
40+ APIs

+63

i์ǻୄตǤǬȹȿ
ɳɉȢɭɳֹȽɪɥĘ
ȷɧɳǙฆෟϨ

40+ APIs

40+ APIs
+@__QɗɩɃɈɕȩĘɠ
&ȪĘɗɳȢĘȭɆȯɁɣ'

+@__QɗɭɐȤɀĘ

&ȯɭĘȺɉȢĘȭɆȯɁɣ'

David Brear

10+APIs
4+ APIs
@__QɗɭɐȤɀĘǼࢡǤǑӟǴǏǷǬǸȟǕþ͔ೱ@__QɗɩɃɈɕȩĘ
ɠǼǪǠȅतষǤǬǦȆǳǻشԐȅǵǏǷǬǻળԽǦȘȏǻȟୋǞȋǦ,
ɗɩɃɈɕȩĘɠǼþشԐȟޒෟૈǷǿǵǱǻȨȳȷȹɆɠȅǵଛڝǤǳȓǜǻǴǦ,

Think Different GroupのチーフでLife.SREDA
BB Fundのパートナーであるデービッド・ブレアー
氏と、Santander InnoVenturesのベンチャーパ
ートナーのパスカル・ボウビエー氏は、7 金融サー
ビスの統合と提供の形態が変わるとともに、新た
なチャネル、新たな製品、新たなパートナーシップ
が求められ、Banking as a Platform (BaaP)
の方が旧来型の銀行よりも優れていると考えてい
ます。
「既存の金融サービス業界がプラットフォームとし
て組織されなかった理由は主に3つあります。現在

のビジネスモデル － 銀行と保険企業ビジネスモ
デルは現在のところネットワーク効果を生むのに向
いていないのです。ごく最近まで、銀行と保険業者
は完全なる中間業者で、信用や保険引受けに関す
る意思決定を下すのに最適なポジションにありま
した。融資や付保について既存の業者よりも分か
る人がいないのに、
なぜパートナーと組んでプラッ
トフォームを作らなければならないのでしょうか？
」3つめは、
「自分たちがお客様を
『持っている』
と
いうことです。」銀行業務のプラットフォーム戦略
（BaaP）立案がうまくいくかどうかが、卸売りの文
化的そしてテクノロジーのマインドセットが変わる
ことに大きく依存しているのは明らかです。

BaaSプラットフォームのいい例として、
The Bancorp（米国で7,500万を超えるプリペイドカード
を販売、年間2,320億ドルを処理するSimpleを含
んだ100を超えるプライベート・レーベルのノンバ
ンク・パートナー）
が挙げられます。
「初めから裏で
努力と時間の多くを割き、
パートナー企業を見つ
け目標を理解する、
ということにまず取り組みまし
た。私たちは表に出ませんが、
パートナー企業にア
ドバイスや革新的な考え方、
そして彼らが成功する

ために必要なオペレーション面でのサポートを提
供しています。」
「今日では支店を持たない商業銀
行という私たちのルーツからかけ離れた成長を遂
げ、起業間もないスタートアップからフォーチュン
500の企業まで、
ノンバンク企業にプライベート・レ
ーベル・バンキングとテクノロジー・ソリューション
を提供する、金融サービスの真のリーダーになりま
した。」

ドイツのオンラインバンクFidor（ラテン語の
「信
頼」
に由来）
は2009年にドイツで設立され、
ベルリ
ンとミュンヘンに事務所を保有し、
ロンドンにも5
名のスタッフがいます
（2015年9月にイギリスで事
業開始）。Fidorのテクノロジーは
「フィドールオペ
レーティングシステム
（FOS）
」
と呼ばれる独自のク
ラウドベースのインフラストラクチャ上で行われて
います。FOSは、
ウェブやモバイルアプリで顧客と
直接コミュニケーションする通信プラットフォーム、
データ分析、
カスタマー・ロイヤルティ・プログラム、
予測モデル、
決済ソリューション、
バンキング、
コミュ
ニティ・ソリューション、
コンテンツ管理システムな
どを含んだモジュラープログラムです。
例えば、
もうすぐテレフォニカドイツはFidor銀行
8
と組んでモバイルバンキングの
「O2バンキング」
を2016年夏の終わりにドイツで立ち上がる予定
です。Fidor銀行のCEOであるMatthias Kröner
氏は、
このコラボレーションにより、モバイルアプリ
でのバンキングサービズとO2携帯契約からのその

他サービスは
「2つのデジタル世界のベストなサー
ビス」
になるであろうと考えています。Fidor銀行に
よれば、O2の銀行口座を開設に
「たった数分」
だけ
で、
それも全てオンラインで完了できます。身元確
認はスマートフォンを使ったビデオリンクで行われ
ます。顧客は送金の時に、
アドレス帳から相手の携
帯電話番号を入力する必要がありますが、Fidor
銀行では、O2バンキングのセキュリティ基準は、現
在もある
「通常」
のアカウントと変わりないとしてい
ます。O2バンキングのMasterCardは、
アプリを
使っていつでも直接利用したり、
また利用停止する
ことも可能です。ファイナンシャル・プランニング・
ツールは、顧客に支出の概要を示したり、要望に応
じてアプリのプッシュメッセージをスマートフォンに
送ったりして、取引やイベントをリアルタイムでお知
らせすることができます。アプリで小額の消費ロー
ンが直接利用できるようになります。

dgbmpMQɢȸɥĘɫǻࡨۭ
dgbmpMQǼþɛɯȤɈɬĘəɫǸτǤǬȹȤĘɈǴþӛ়ǻɐɳȭɳȰȷȹɆɠǵȷĘ
ɠɬȹǸׂǴǚȘȕǓधבǢșǬþɇȸȿɫɐɳȭɳȰǻǬȎǻ?NGܺෟϨǷȢɗɪȱĘȷɧɳɢȸɥĘɫ
DgbmpV
ɇȸȿɫɐɳȭɳȰǻ࣬ݱ৩ɕɭɳ
ɈȨɳɉɆɳɗɬĘɈ
شԐǙDgbmpVǻȫȹȿɞȤȺȟǦ
ǝǸ݁ȎȖșȘɗɭȸȧȯ
ɈȢȯȻɩɬĘȿ

AKQ
ɛɯȤɈɬĘəɫτþ
QCMǼɆɳɗɬĘɈþɚĘ
ȸɇȶȤɳɄĘɫþȽĘȷɣɫɡ
ɇȣȢӟȟҾȠǭȳɳɆɳɄɞɍĘ
ȸɡɳɈȷȹɆɠȟۛϡ

ȢɊɪɆȣȯȹ
धપϨþȫȹȿɞȤȺϨǷɀɃȷ
ɥɜĘɉǵȈȉɪȢɫȿȤɠǸࢡٯ

?NG
DgbmpMQǵǏȖȓȘȳȢɐɳȭɳȰȷ
ȹɆɠȟȷĘɠɬȹǸतষǤþȵĘ
ɉɑĘɆȣȵĘɓȹǵǻଛڝȟϨ
ǸǦȘ?NGǻࠎϡȹȤĘɈ

ɐɃȯȪɕȣȹ
DgbmpMQɢȸɥĘɫǻǦȆǳǻӟ
ǻߦੈϡǤǬݸȟþҩซޤǵ
ȫȹȿɞĘȵĘɓȹɞɍĘȸɣĘ
ǸળԽ

ȳɟɥɋɆȣ

ɐɳȭɳȰ

̽ށǻූژǵޑඔȅǻτଘȟϨ
ǸǦȘþȯɩȤȢɳɈٖǞȽĘ
ȷɣɫɍɃɈɯĘȯ

̽ށǻූژǵޑඔȅǻτଘȟϨ
ǸǦȘþȯɩȤȢɳɈٖǞȽĘ
ȷɣɫɍɃɈɯĘȯ

ȳɟɥɋɆȣɡɳɐĘ
Ǹ౯ǷӟǵֺඣӟЕȟ

ȳɟɥɋɆȣɡɳɐĘ
Ǹ౯ǷӟǵֺඣӟЕȟ

ȢȤɇɳɆȣɆȣȵĘɓȹ
DgbmpMQɢȸɥĘ
ɫҶǴȷɳȰɫȵȤɳȪɳ
&QQM'ӟȟળԽ

شԐȑɑĘɈɊĘǸࡦ൰þࡁþ
?NGȢȯȻȹǻȹȳĘɗȟળԽ

ɐɃȯȪɕȣȹɦĘȶĘ
ǻජѦǵؚǻҐग़ҩซ

ȹȳȢɪɳȰɢȸɥĘɫ
ȵĘɉɑĘɆȣþ
݆ࡸǻିપǻȷȹɆɠǵ
ҪਓǸतষǦȘ̽݉עપȨɳȸ
ɳǵȹȳȢɪɳȰ
ɫĘɫǵȹȳȢȫĘɉȟҩซǦȘɓȸ
ɍȹɦĘȶĘٖǞǻژǷӟȟଉ۰

ȢɗɪɞɍĘȸɣĘ
ȢɗɪȱĘȷɧɳþȵĘɓȹȅǻ
૮ຉǵȢȯȻȹȟҩซǦȘȵĘ
ɉɑĘɆȣĘǻЭ௧ޤɝĘȿɫ

ੋޒǷɢȸɥĘɫ
ିપɦĘȶĘǵشԐǻȢȯɆȣɓɆȣ
&ȳɟɥɋɆȣǗȕȀȢȫȦɳɈ'
ȟށೀ
ȳɟɥɋɆȣɦĘȶĘǵȢȫȦɳɈ
࠘රޤȅĲ೧ߥҩซǵȭɣɳɚĘ
ɳĳȟળԽ

ɞȹȿĘȫĘɉȲĘɈȦȧȤ
ȪĘɀĘǻѪࣵϡþࢡٯþࡁþ
ࣾܭþࣱؚǷǶǻþȫĘ
ɉ͢ǻࠎȤɳȿĘɕȧȤȹ

Dgbmpǻ?NG
ɕȡɳȯȷɧɳȨɳɉɝȤɳɈǸȕȗ
DgbmpMQ?NGǙॐ৶ǢșǬ
DgbmpǼþِՂþɢȸɥɩֹǗȕ
ȀъϨǷ?NGӐࠎþ
ڧܷෛǵڧ۱ૈǷӪࣱȟળԽǦȘÿ
?NGӐࠎǼ࠹ȏȜȘǠǵǷ
ǜشԐǻഐǸτǥǳ߮୬ǸτǤ଼Ș
?NGǻࠎૈǷࣵޑǼþ
ȯɩȤȢɳɈǙޢݻǻȷȹɆɠȟ
DgbmpMQǸࣁলǸतষǦȘǠǵȟϨǸǦȘ
Dgbmpǻ?NGǼୄݻǻɛɯȤɈɩəɫȯɩȦɉɐɳ
ȭɳȰȽɪɥĘȷɧɳǴǏȘĲȵĘ
ɓȹǵǤǳǻɐɳȭɳȰĳǻӐఏȟֻࣶǤǳǑȘ

2.̲ࡱǻȪĘɗɳ?NGǙDgbmp
ǸȕȗЭ௧ǢșǬ

ȢȫȦɳɈ

شԐǻȢȫȦɳɈǻɪȹɈȟࣶ܂ǦȘþȢȫȦɳɈȟȘþ
ȢȫȦɳɈȟࣶ܂ǦȘþȢȫȦɳɈȟȢɃɗɇĘɈǦȘ

شԐ

شԐȟࣶ܂ǦȘþشԐȟȢɃɗɇĘɈǦȘþشԐɇĘ
ȿȟȘþDGLȟȘ

ȫĘɉ

ǦȆǳǻȢȫȦɳɈǻȫĘɉǻɪȹɈȟࣶ܂ǦȘþȫĘ
ɉȟಬǦȘþȫĘɉɇĘȿȟȘþNGLȵĘ
ɓȹþɭɃȯ-ɭɃȯǻЖࠪ-ɖɭɃȯǦȘþȫĘɉȟරْϡǦȘ

ਝӜɭĘɳ

ਝӜɭĘɳǻȢȫȦɳɈȟɪȯȨȹɈǦȘþਝӜɭĘ
ɳȟࣶ܂ǦȘþؕ۳ǻਝӜɭĘɳȟݸǦȘ

ଔۖৣΡ

ଔۖৣΡǻȢȫȦɳɈǻɪȹɈȟࣶ܂ǦȘþۘȟࣶ܂ǦȘþ
ۘȟȢɃɗɇĘɈǦȘ

ȰɭĘɐɫɞɍĘ شԐǼઌЃȯɩȦɉȵĘɓȹȟශǤǳȰɭĘ
ɈɩɳȹɕȡĘ ɐɫɞɍĘɈɩɳȹɕȡĘǴঝվǙϨǸǷȘ
૾ץվѝ

ȢȫȦɳɈǻǏȘվѝȟିપǻӜҶ૾ץǦȘǠǵǙǴǚȘȵĘ
ɓȹĦ๏þȫĘɉǻࡦħ

͢

͢ǻɇĘȿǸȢȯȻȹǦȘ

?NGǻঝ

͢ǻɇĘȿǸȢȯȻȹǦȘ

もう1つドイツ企業でBaaSプロバイダーのワイヤ
ーカードAGは中国のモバイルペイメントプラット
フォームによる株式25%取得を目にし、
アリペイ・
イングリッシュと交渉中です。報告によれば9、近日
中に契約が結ばれる方向にあります。近年株価の
市場で下落を見た中国企業アリペイとの契約する
ことで、
より大きな出資獲得が見込まれます。ワイ
ヤーカード社は主要株主のアリババをバックにし
たプラットフォームで、
自社の株価の空売りによる

恐れも避けることができます。アリペイ・イングリッ
シュは25%出資することで、
ワイヤーカード社のノ
ウハウを利用可能になります。モバイル・ペイメント
は今後も金融分野で伸びていくサービスであり、
こ
うした契約により海外における成長に通じる新た
なチャンスを生み出すことができます。

もう1つ最近設立されたBaaSプロバイダーでシン
ガポールを本拠とするMatchMoveはフィリピン、
ベトナム、
インド、
タイ、
インドネシア、
マレーシアで
も利用可能です。2015年12月以来、
シンガポー
ルの消費者はストアードバリューカードをコンビ
ニやミニマートで受け取り、
デビットカードやクレ
ジットカードを使うのと同じように使えるようにな
りました10。銀行口座を開設する必要はありません
し、16桁の番号を持つマスターカードを申し込む
ために給与明細を提出する必要もありません。ネ
ットワーク上でのカードのパートナーはマスター
カードとアメリカンエクスプレスですが、実際のカ
ードのパートナーはマスターカードだけです。この
カードは銀行口座を持っていない人や銀行が発
行するクレジットカードの審査を通らないような
人を対象にしています。600を超える場所で利用
可能なストアーバリューカードの大きな利点は、保

証です。カードユーザーは無料で米国の請求先住
所を入手できます。特に、
アメリカ国内の請求先住
所がないとクレジットカードやPayPalを受け付け
ないウェブサイトでショッピングするときに便利で
す。2015年1月MatchMove Payは11「大規模」
な調達ラウンドを発表し、
日本のクレジットカード
および金融サービス企業のクレディセゾンが主導
し、GMOベンチャー・パートナーズも参画しまし
た。2015年10月MatchMoveは12 シンガポール
金融管理局から同国内で送金サービスを運営する
ライセンスを認可されたことを発表しました。同社
は、MatchMove Payプラットフォームを利用する
エンタープライズ顧客からのライセンス料とトラン
ザクション料を通じて売上げを建てています。後者
はトップ・アップ、広告、
サブスクリプションやその他
から来るものです。

ベルリンを本拠におきフィンテックに特化してドイ
ツ流の起業支援を行うFinLeapは当初からの投
資家HitFoxグループに加え、世界第3位の再保険
会社ハノーバー・リー社を含む保険業界からの機
関投資家から新たに2,100万ユーロの資金を集め
ました。FinLeapは最新ラウンドにより、投資後の
企業価値が1億2100万ユーロ13（1億ユーロの投
資前の企業価値に基づく）
となりました。過去20
ヶ月の間にだいたい50万から500万ユーロぐらい
投資し、新しい企業9社を設立したと、FinLeap共
同創設者およびマネージングディレクターのラミ
ン・ニルマンド氏は声明で述べています。設立企業
の中には、総合銀行ライセンスを持ちながら銀行業
務をプラットフォームとして提供し、他のスタートア
ップもフィンテックのあぶく銭にあやかれるように
するというsolarisBankを含みます。FinLeapは
より多くのフィンテックサービスを提供するため、
フ
ルライセンスを取得したデジタルバンクのsolarisBankという形で、根本的な規制や金融テクノロジ
ーインフラストラクチャの成長を見通して、投資し
14
ています。
スタートアップの立ち上げでFinLeap

が既存のバンキングライセンスとテクノロジーの必
要性に直面したことから、solarisBankでは多様な
金融サービスを提供できるように、
モジュラーベー
スのバンキング・ツールキットでいろいろな時代に
合ったAPIが開発されました。例えば、
アカウント
と取引サービス、
コンプライアンスと信託ソリュー
ション、運用資金の融資およびオンラインローンな
どがあげられます。これらのサービスはテクノロジ
ーソリューションだけでなく、
バンキングや電子マ
ネーのライセンスも必要です。FinLeap会長のJan
Beckers氏は大手インターネット企業のほとんど
は、
自社製品の範囲を拡大し、厳しい規制環境の中
でも提供できるデジタル・バンキング・ソリューショ
ンが求められていると確信していると、述べていま
す。簡単で分かりやすいシステム統合により、solarisBankのパートナーは早く立ち上げることで、
自社のコアビジネスに集中することができます。

Philippe Gelis
オンライン送金のスタートアップKANTOX社
CEOのフィリップ・ゲリス氏は3年前に以下のよう
15
に話していました。
「ここ2～5年の間に来るであろ
うフィンテックの第2波は… 5つのシンプルな要素
からなる形の銀行になるでしょう:
1. ゼロからのコアなバンキング・プラットフォー
ム；
2. サードパーティーとつながるAPIレイヤー；
3. コンプライアンス/顧客情報インフラストラク
チャーとプロセス；
4. 他銀行に依存せず、顧客ファンドを制限なしで
維持できるバンキング・ライセンス；
5. フィンテック銀行の顧客とカスタマーサポー
ト・チームによる顧客ベース/CRM.

@__Qǻϥਯળ̮8з

ЊĕǼþ߬ǻրڊǸӛ়ǦȘɐɃȯȪɕȣȹǵȷĘɠɬȹǸଛڝǤþ
ఫրڊ८ǙෛĕǷվ࠲ౠȟ௧ாǦȘǬȎǻȳȹɈْϰǻඳșǬþ
ҪਓǘǱࣁলǷೱȟయǕȘ?NGəĘȹǻրڊȵĘɓȹǻɗɩɃɈɕȩĘɠȟળԽǦȘ

߬ǻրڊǻϥਯ

ఫրڊ८Ǹǵǰǳǻϥਯ

ɇȸȿɫɐɳȭɳȰषธǻޒॏ

ɕȣɳɆɃȯȹȿĘɈȢɃɗǻҪਓǘǱࣁলǷตǮࡱǟ

新しいフィンテックのスタートアップと競合する代わりに、
プラットフォームのAPIのスイートにより、
銀行がサードパーティーのフィンテックサービスを統合できるようにする.
これにより、顧客が銀行のデジタルチャンネルを通してフィンテックサー
ビスにアクセスできるようになり、
銀行の顧客基盤のロイヤルティと収益性を増加し、
新規顧客の取得と新しい収入源を可能にする

BaaSプラットフォームによって、非銀行組織は、パートナー
銀行との協力しながら、銀行規制やセットアップの要件に対処する
ことなく、迅速に金融商品を展開できる.
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プラットフォームは、比較的に迅速な実装が可能で、
既存の古いバックエンドコアバンキングインフラストラクチャー
に接続し、高速な採用と市場投入を可能にす.

APIを介した効果的な統合で、非銀行組織は、
自社のコアビジネスに集中でき、
銀行の古いITシステムに時間を費やすことがない.
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PART III

なぜBaaSプラットフォームは銀行との直
接インテグレーションよりも良いのでしょ
うか？
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銀行とのライセンス供与、
バックエンドとの統合の交渉 銀行のバックエンドとの直接
的な統合
(これが苦痛!)
銀行にとって

- 主要なKPIではない

- 安全、セキュアでない

- 早くも安くも簡単でもない
- 技術もない

多くの新興企業とともに
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アジア
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2015年にあった重要な進展の1つとして、銀行サ
ービスのオープンソースがあります。Chris Skinner氏は下記のように述べています。
「バンキング・
アズ・ア・サービス
（BaaS）
について話すようになっ
てからかなり月日が経ちましたが、最初のブログか
らほぼ7年前で、近い将来誰でもアプリ、API、分析
を通じて自分の銀行が作れるようになるという内
容でした。バンキング・プロセスがAPIを介してオ
ープンソースにされるようになるだろうという見方

に基づいて書いたことが、遂に2015年に実現しそ
うでした。現実的にはまだ現在進行中のプロセス
ですが、
自主的、顧客需要、規制措置3つの形で起
きると考えられます。.
なぜ銀行はフィンテックのスタートアップを直接
することが難しいのでしょうか？ Matthew Wall
師がBBCに話したように、16「グローバルバンキン
グの巨人HSBCは、
自社のテクノロジーに断続的

な問題が発生して顧客のオンライン・バンクやその
他のサービスをアクセス不可能になってしまった
数行のうちの1行でしかありません。同様の問題が
バンク・オブ・アメリカ、
オーストラリア・コモンウェ
ルス銀行、ANZ銀行、
ロイヤルバンク・オブ・スコッ
トランドとNatWest（ナショナル・ウエストミンスタ
ー銀行）
でもありました。 そしてこうしたITシステ
ムの障害または専門用語では停止は、従来からの
バンキングに対する信頼を傷つけ、小回りのきくス
タートアップとの競争がより激しくなる結果を招く
のです。」

だけでなく、多額の費用もかかります。テクノロジ
ー・コンサルタント会社ガートナーのリサーチ副社
長のAlistair Newton氏は、大手銀行のレガシ
ーシステムは規模が大きくと安定性があっても、今
の時代に必要なものは柔軟性とスピードであると
言います。Atom銀行や設立したばかりのMondo
のようなアプリ専用銀行は、古くさい技術にとらわ
れることなく、
「自撮りによる認証」
やビデオチャット
の顧客サービスのような流行の機能を兼ね備え、
スマートフォン世代にあった対応が早く機敏なシス
テムを作り上げています。

問題はグローバルな銀行業界で、今まで何十年も
の間私たちの取引を管理し続けてきた古いメイン
フレームコンピューターです。遅くても信頼性があ
りますが、時代は変わりました。今はモバイルやオ
ンラインの時代で、リアルタイムトランザクション
や24時間対応の金融サービスが求められていま
す。古くさく処理が遅いバックオフィスのシステム
に、時代の変化に対応できるように設計された新
しいコンピューターシステムやプログラミング言語
は合いません。長年にわたってITのネットワーク構
造は、
この新しい世界に対応する銀行の能力を少
しずつ革新してきました。アクセンチュア社によれ
ば、
買収によって成長してきた銀行グループのほと
んどは自社システムのフルインタグレーションをし
ていません。

APIを使うことにより、製品化までの時間が短縮さ
れ、次世代製品を作ることができます。銀行はAPI
を公開するまでに時間をかけますが、オープンAPI
を使えば、役に立つサービスや顧客が利用できる
ツールをサードパーティ開発者が作れるようにな
ります。実際に一部の銀行ではこの取り組みを始
めていますが、厳密には現在一部のスタートアップ
や密な協力関係にある企業だけに銀行のAPI公開
を検討しています。17 簡単に言えば、完全オープン
で完全セルフサービスのStripeやFacebookの
APIとは違うのです。銀行がスポンサーするスタ
ートアップコンテストや促進があります。また銀行
やその他関連モデルのシリコンバレーやロンドンの
スタートアップも同様です。パートナーに新しいス
タートアップに絞り込み、
スタートアップとインタグ
レーションおよび/またはアプリに使用可能な銀行
取引のAPIを作る必要があります。大規模なもの
は、導入に何年もかかることもあります。

銀行が一定の規模を超えるとコア技術の変更もリ
スクが高くなり、
そのネットワーク構造上に 通信
機能の層を作り上げていくため、
より複雑になり
ます。銀行がコアとなる会計プラットフォームの変
更を要する場合に、
アップグレードに何年もかかる

Deloitte: open APIs is a great way
to diversify bank’s revenue streams
- download as PDF:
http://goo.gl/pXFsdZ
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BaaSプラットフォームによりフィンテッ
クのスタートアップが規模を拡大促進
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アジアでたくさんのフィンテックのスタートアップし
た人と会いましたが、特に初期段階の多くは、
リソ
ースの80%を統合とライセンス取得に使っていま
す。しかし、
これは合理的ではありません。BaaS
業者が速くて安くて簡単な統合を提供しているた
め、新製品を立ち上げられ、
アメリカやヨーロッパ
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発の同業で成功者はリソースの80%を製品に費
やすことができるのです。アジア太平洋地域での
立ち上げに続き、
「どうやって他の市場に拡大する
か？」
が次の課題になります。
BaaS企業は海外へ事業拡大でフィンテックのス

のグローバル展開の壁が高く、成功したフィンテッ
クのスタートアップは25社しかありません。
（10億
USドルに達したフィンテックは50社に対して、
フィ
ンテックのスタートアップは5,000社以上）。18 グロ
ーバル展開に貢献または成功する要素として、規
制、市場機会、
プロフェッショナルな人脈、母国で
の成功、現地の業界団体との協力関係、
現地のエ
コシステム、競合やビジネスモデルの柔軟性が挙げ
られます。

タートアップを支援することができます。タクシー
配車（例えばUber）
や世界中に急速に拡大するプ
ロダクティビティ・アプリなど、他分野のスタートア
ップと違い、
フィンテックの企業が同じ事をするこ
とは難しいです。テクノロジーの進化により、例え
ば物理的なオフィスを1ヶ国だけに構えていたとし
ても、
グローバルにオペレーションをすることは可
能なので、事業のグローバル展開による売上げ成
長は非常に大きな機会となるのです。しかし、事業

BaaS

scaling to other markets

Only

25
ﬁntech-startups have
successfully managed to expand
globally.
Others need platform to expand.

フィンテックハブと彼らのメインゴ
ール:
伝統的な銀行がフィンテックを駆使して業
務をおこなう際の支援や、スタートアップ

アジアで

カンファレンスと授賞

素晴らしい記事、
発表と写真

サンドボックス

アクセラレーター
とハッカトン

or

企業（とファンド）が顧客向けに価値創造
する際の支援をすること

アメリカ/イギリスで

出口

交渉成立！ 交渉成立！
交渉成立！

BaaSとAPI

フィンテック向けの
新しい“ライト”
ライセンス

“フィンテックハブ”:
それは新しい“ダンスウィズドラムス”なのか、それとも本当の交渉成立と出口なのか？

アジアではSME向けのフィンテ
ックが必要とされている

進んだ人

変人

アメリカ/
イギリスで
アジアで

銀行口座のない

零細/小規模企業

小口の顧客がSMEと小口顧客の境をあいま
いにした

アジアでは銀行口座のない企業向け（
オフラインと統合された）
やSME向けに更なるソリューションが必要だ
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BaaSプラットフォームはフィンテックのスタートア
ップを1つのエコシステムに一体化を促進します
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今、
フィンテックでは起こるべくして起こった革新が
進みつつあります。ここ3年は、
ある役割を果たすと
き、他よりも優れているため、他のものと置き換える
ことができなくなり、毎日使用されることになった
「
歯ブラシ」
のような時期でありました。待ちに待っ
たターニングポイントは、
あらゆるサービスが何ら
かの方法でお互いと融合し始めた2015年に起き
ました。先進的な顧客は、例えば全く違った材料
から自分でケーキを焼き上げるような心構えがあ
ります。
でも大多数の顧客は他でも一つサービスか
ら簡単にデータを組み合わせて利用することでメ
リットを享受することができるような、
シームレスに

統合されたサービスによる不自由のないエコシステ
ムを求めていることは当然です。
世界中にあるフィンテックの企業は、
バンキングの
バリューチェーンからほぼすべてのサービスを代
替できるポテンシャルがあります。19 銀行が提供す
るサービスにそれぞれスタートアップが存在するな
ら、
本当に私たちに銀行は必要なのかというもっと
もな疑問がわきます。そして、最近フィンテックのス
タートアップが連携をとり、団結し始めました。

アメリカの動向
アメリカに本社を置くロボアドバイザー企業の
Wealthfrontは資産管理サービスの新しいバー
ジョンを2016年3月にリリースしました。顧客の
金融持ち株の全体像を把握するため、
Venmoや
Redfinなどのツールがこのバーションで統合され
ました。
ニューヨークに本社を置くモバイルバンキング銀
行のMoven, Payoff（個人のクレジットカード
の負債支払を支援するツールを提供）
と CommonBond（学生ローンの借り換えに利用するツ
ールを提供）
はデジタル金融に革命を起こすため
に提携しました。この提携により、
クレジットカード
や学生ローンの負債があり、
モバイルデバイスを通
して銀行取引を好む顧客向けの興味深い組み合わ
せのサービスが提供されました。提携企業が顧客
を新しいサービスを利用する気にさせる必要性の
理解が、
インセンティブに反映されています。
Squareは商取引空間内だけにとらわれ、新
しいApp Marketplaceで、QuickBooks、Xero、IFTTT、
Stitch Labs、Bigcommerceや
Weeblyといった幅広い既存の製品で何ができる
か考えはじめました。CEOのJack Dorseyは自社
ですべてを作り上げることはできないことを認め、
「
そのため、
サードパーティーが当社のエコシステム
を拡張する機能やサービスを実際に構築できるよ
うに、
当該マーケットプレイスにいくつものAPIを開
設しました。」
と述べました。
マーケットプレイスの金融業者であり、借り換え
と担保付き債務の完済に重点を置くProsperは
BillGuardのPFMアプリ
（2015年9月に3000万
ドルで買収）
をProsper Dailyとして自社のブラン
ドで再リリースしました。これにより、
ユーザーの
財務履歴すべてをワンストップサービスで提供でき
るようになりました。たとえProsperからローンを
受けられない人であったとしても、Prosperがモバ
イルアプリをポテンシャル顧客と接点を持つ方法と
していています。

EUの動向
ドイツのオンラインバンクFidorは
「ヨーロッパに
おけるSquare」的な存在のmPOSのSumUpを
立ち上げました。Fidorはブローカレージ・サービ
ス、貴金属のトレーディング機能、
クラウドファイナ
ンシングの提案やユーザー間のローン
（借りたい
人がオンライン・コミュニティーに投稿し、貸したい

人がそれに応じるというもの）
など、
サードパーティ
ー・プロバイダーによる25の異なる製品を1つのフ
ロントエンド・ソリューションにまとめて独自のユー
ザー体験を提供しています。Matthias Kröner氏
はこのアプローチを
「銀行業許認可で保護された
マーケットプレース」
と表現しています。
世界初のピア・ツー・ピア・レンディング
（P2P）
でリ
ーダー企業のZopaは最近になってMetro bank
と契約を結びました。Vernon Hill氏により設立さ
れたロンドンを本拠とするチャレンジャー・バンク
で、Commerce Bank in the U.S. Metro.を設
立しています。Zopa CEOのMat Gazeley氏に
よれば、
これにより英国では初めて、
プラットフォ
ーム上での銀行融資が可能となります。Zopaと
Metroのアライアンスは借り手が必要とする資金
を提供し、Metroも魅力的な収益をもたらすことに
なります。
また、Peter Thielが後援者のドイツのスタートア
ップで未来型の銀行口座を作る事業を開始した
Number26も、
ロンドンを本拠とするピア・ツー・
ピア型送金企業 TransferWiseとの提携を発表
しています。このパートナーシップによりNumber26の顧客は、
アプリ内で安い国際送金のサー
ビスが利用できるようになりました。Number26
アプリ内に世界中の優れた銀行関連製品を活かし
たフィンテックのハブを作り、顧客にワンタッチで
利用できるようにすることがゴールであると、
同社
は話しています。

アジア太平洋の動向
2015年10月にバンガロールに本拠を置くmPOS
のスタートアップEzetapは同国最大のウォレ
ット・プロバイダー3社（Paytm、Mobikwik、
FreeCharge）
と組んで、小売業者に対して全入
金処理に対応した統合的ワンストップ・ソリューシ
ョン提供を狙ったユニバーサル・モバイル・ウォレッ
ト・アクセプタンス機能を立ち上げました。
オーストラリアに本拠を置くTyro Paymentsの
チーフエグゼクティブJost Stollmann氏は、革新
的な企業による新たな金融サービス経済がでてき
て互いに協力できるサービスを作り出せるように
期待しています。フィンテックの起業家たちが協力
すれば、
イノベーションの進みを遅くするスタート
アップの投資を利用する大手銀行に対抗できると
Stollmann氏は考えて、スタートアップ事業が大
手銀行に買われて導入されるのではなく、銀行の
顧客と売上を狙うべきあるといいます。同氏によれ
ば、
「これがエコシステムと呼ばれるもの」
です。

BaaSプラットフォー
ムによりスタートアッ

オンライン送金
オンライントレーディング

mPOS

オンラインバンク

mPOS

e-ウォレット

オンライン・ローン

オンラインバンク

オンラインバンク

オンライン・ローン

モバイルバンク

オンライン送金

安くて速い
安くて早い

顧客

顧客獲得

獲得するも、
低いマージン

高いマージン
顧客向けのより良い

高いマー

仕立て

ジンだが高いCP
更なるデータ=低い信用リスク

BaaSプラットホームのレイヤー

フィンテック-スタートアップは、
各々のアジアの国での統合のために時間、
お金、そして人的資源を費やす必要はありません

エコシステム
100+ フィンテック-スタートアップ

Bank-as-a-service

ミドルウェアは、一
般的なAPIを彼らに提供します

は40以上の一般的なAPIに基づいています

銀行は、新しいAPIを作成したり、
世界中ですべてのスター
トアップと通信したりするため
に時間と金を使う必要はありません

銀行
公認の管理されている銀行バックエンド
（アジア太平洋の各々の国の銀行に属します）

PART VI
BaaSプラットフォームに基づいてフィンテック銀
行を設立することはすぐできます。
将来の
「フィンテック銀行」
から直接提供される製
品は
「現預金業務」
に限定され、
それは銀行口座（
複数通貨）、
クレジットおよびデビット・カード
（複数
通貨）、電子ウォレット
（複数通貨）
になります。すべ
てのその他サービス
（投資、
トレーディングおよび
ブローカレージ、資産管理、
ローン、
クレジットおよ
びモーゲージ、クラウドファンディング
（株式とソー
シャル）、保険、
クリプトカレンシー、支払い、送金お
よびFXなど）
はAPIを通じて、昔ながらの銀行や金
融機関やフィンテック企業を含むサードパーティー
から提供されることになります。
自分が
「フィンテック銀行」
のクライアントでローン
が必要な状況であることを想像をしてみてくださ
い。自分にとって本当に大事なのはローンの貸し
手がレンディング・クラブだとかバンク・オブ・アメリ
カということではなく、
どれだけ速くスムーズなプロ
セスでローンを手にし、金利ができる限り低いとい
うことではないでしょうか。これは単に
「マーケット

プレイス銀行」
へのアクセス料と追加サービスを提
供するサード・パーティとの分配収益モデルを合わ
せたサービスなのです。
既存業者との関係について全く異なるアプローチ
もあります。フィンテック銀行はバンキング・ライセ
ンスがあるため、事業参入と継続にもどこの銀行に
も依存せずにすみ、既存業者の意のままにならず
に済みます。さらなるフィンテックの良さは、
マーケ
ットプレイスを通じて既存業者がフィンテック銀行
の
「クライアント」
になり、
システムが完全に逆にな
るということです。
つまり、
「フィンテック銀行」
の長所は全製品を作る
ことを必要とせず、
コアなバンキング・サービスで銀
行と直接競合することにあります。ほとんどの銀行
家はすぐに来るフィンテックの第2波にまだあまり
気にしていません。これは私たちフィンテックの起
業家にはフィンテック銀行をつくる絶好の
「チャン

BaaSプラットフォームに基づく場合、Fintech Bank をTesla
のようなUIで作成できます
バッテリーとエンジンの製造

タブレットを通してあなたの車を管理する
ソフトウェアとインターフェース

ビッグデータに基づく電気自動車向けの
新しい車両保険

充電器の全世界的ネットワーク
中央に集約されたコンタクトセンター
と技術サポート

販売店はない（中間業者もない）、
自社ショールームのみ

テスラは単なる電気自動車ではな.
それは特別な、
サービスのエコシステムであり、
新しい体験を産む

ス」
であり、
ひとたびできあがってしまえば、銀行が対応
しようとしてももはや手遅れになるのです。
スーパーアグリゲーターになり得るかについても、銀行
の
「ウーバライゼーション」
についても十分に書かれて
います。バンキングの反応はUberよりもTeslaと関係
があるかもしれません。
Teslaは世界で最も有名な電気自動車ですが、実際に
はそれ以上の企業能力があります。スタイリッシュで環
境に優しいモビリティ・プラットフォームであり、
チャー
ジング・インフラストラクチャーかつ新しいタイプの保
険、
オンライン・カスタマー・サポート、
ディーラーレスの
流通モデルを提供しているのが、Teslaです。Teslaの
真の体験には、Teslaが顧客に提供しようと試みている
「つながっている」
という価値観があります。この価値
観はそれぞれ車とドライバーのレベルだけでなく、Teslaが販売した全車両からの集合的学習でももたらすの
です。コアの製品に繰り返し価値を追加するプラットフ
ォームでありながら、
自動車の使われ方から学習できる
ことを学習しているのです。
「フィンテック銀行」
はバリュー・エコシステムです。銀
行が顧客が求めるであろう全ての製品やサービスを展
開するのは現実的でなかったり上手くいくとはかぎら
ない
（必要でもない）
ですが、他のグループが展開する

製品の導きになるの可能性は大いにあり得ます。プラ
ットフォームとはコンペティションと同じくらいに
「コー
ペティション
（cooperation（協力）+ competition
（
競合））」
ということなのです。
フィンテックにおける次のステップは
（どれだけお金が
増えるかということではなく、
フィンテックの動きがエコ
システムへ真の革新を遂げること）、BaaSプラットフォ
ームの価値観でたくさんのフィンテック・サービス同士
がつがることが前提であり、新世代の
「フィンテック銀
行」
（恐らく、
旧来型の銀行とは完全に区別することに
なるであろう）
に属すことになります。
フィンテック銀行
は次のような特徴を持っています。:
• バックエンドとしてのバンク・アズ・サービス・プラット
フォーム – 独立系フィンテック・スタートアップをそれ
ぞれのメイン市場だけでなく、他の市場にも速く・安く
拡張させる。;
• 投資部門・ファンド – いい関係を構築するためにフィ
ンテック・スタートアップに投資;
• フロントエンドとしてのNeobank（複数可）– ユニー
クなユーザーエクスペリエンスを提供するため、
これら
すべてのサービスを最終エンドユーザーに合わせる。

ゴールドラッシュの最中にシ
ャベルを売るのはとても良い
金儲け方法だ
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