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はじめに ‘アジャイル’な開発と技術進化 
• 新技術においてはマネーがソフトウェア開発そのもの？ 

• ソフト開発業界のバズ・ワードとしての‘アジャイル’ 

 素早く，俊敏な「ソフト開発」（リスクとコストの低減策でもある） 

• LINE 元社長の講演，Google の技術開発方針 

• Microsoft ’今月の update’ 

• たしかに，よく言えば，「顧客を巻き込み，チーム一丸となった開発」。 

• 要するに，とりあえずβ版を販売し，顧客からの「苦情」によって「バ
グ」を発見してもらい，その都度改訂していく「手抜き」スタイルでは
ないのか。 

• 通貨・金融・金融政策の世界に適合的なのか。適合的・親和的であって
よいのか。 

 → 原則としてはよろしくない。 

 → だが，急激な技術進化と新産業勃興期に，’アジャイル‘であるこ  

  とが，技術進化に適合的・親和的である可能性はある。 

・新技術と通貨・金融・金融政策の可能性と条件について，検討したい。 

 

 

 



１ 記録性     DLT(分散型台帳)に記録して公開 
 ・公開性と匿名性。ただし，アドレスと個人との関連での匿名性。 

２ 堅牢性・安全性 落ちない，消えない，改ざんされない 
３ 分散・P to P  中央の管理者が不在 
 ・マイナーの「利己心」に訴えて，記録の確認が自動的に展開するメカニズム 

 
 
 
１ 膨大な電力消費，停電時の対応 
２ 暗号の安全性はコンピュータの性能次第 
 →量子コンピュータが100量子ビットに接近で激変 
３ 預金と信用創造なしの設計なら，金融政策なし 

１．暗号通貨の世界観とその課題 

裏返しの課題 

暗号通貨の特徴 



2-1.想定外の課題としての分裂（ハード・フォーク）
の理由  
・現金や預金に代わる「暗号通貨」への期待 
 ＋ブロックチェーン（分散型台帳技術DLT）への期待。 
 
①ハッキング，流出 →「安全」でない？現金や財布をなくしたのと同じこと。 
②想定外の課題としての「分裂」騒動（←システムの規模拡大への対処） 
・2017年8月 ビットコイン・キャッシュの分岐 
・2018年11月ビットコイン・キャッシュ→ ビットコインキャッシュSV＋ビットコインキャッシュABC 
・DADとイーサリアム 
・参加者の過半数が新バージョンを受け入れれば，分裂などのルール変更が可能。ク
ラウドファンディング「DAD」は，2016年5月，ファンディングの締め切り直前に脆弱性を指
摘され，その直後に資金の3分の1（約50億円）が，ハッキングされた。 
・16年6月，イーサリアムの共同創設者の一人ヴィタリック・ブテリンが強制分岐「ハード
フォーク」を提案，実施。残された少数派はイーサリアム・クラシックとなった。 
・イーサリアムは，中央銀行を恣意的に通貨価値を操作するからといった理由で批判し
ていたが，イーサリアムのハードフォークは通貨の所有者を恣意的に変更した。 
 
 
 
   

期待 

「裏返しの課題」以外の課題としての分岐 



2－2 開発者たちの分権化志向 
・＜開発者たち＞の理想ー分権化。コアを避け，中銀，政府の介入をきらう 

・先進国では，技術の多くをGAFA+Mなどの企業が独占し，そのデータを利益源泉にして
きたが，P２Pなどオープンで民主的な技術によってこの流れを逆転できる。途上国では，
司法が機能せず，見知らぬ者同士が互いに信用できない状況にある。中央銀行，巨
大企業や司法制度から，クラウドベースの暗号通貨，分散型元帳，スマートコントラ
クトへとシフトさせれば，あらゆるものを権力から切り離して分権化できるのではないか。 
●私見 
・想定外のでき事もある。試行錯誤的な事後の変更や軌道修正を想定せずに
事前にコード化できるのか。‘アジャイル’な対応が求められないか？ 
●ブリニョルフソンの指摘『プラットフォームの経済学』） 
 →すべてがソフトウェアに任され，人間も組織も介在しない世界をめざせる？ 
・介入を避け，分権化された条件下で事前にコード化。あらゆる事態を想定
して契約（完備契約）できると想定。 
・Linuxプロジェクトならリーナス・トーバルスが運営委員会を設置してあれこれ議論し，改
良プログラムのお礼メールを書いたりしていたはずだが，そのような代表者はいない。 
 



①保護と規制の体系（重商主義）は不要だ。 

②利己心に訴えて，豊かになれる。 

③ただし，「共感」を忘れてはならない。 

④国防，司法，公共事業と教育など背後で
国家が仕事をしなければ市場は機能しない。 

 

2-3. 経済学者との比較 
と 

 A・スミス 

①なぜオンライン決済で銀行やクレジットカード
などを仲介させなければならないのか， 
②なぜ現金のように匿名で，手数料なしに決済
できないのか。 
③中央当局など無くても，「利己心」が悪意の
参加者を上回ればシステムは機能する 
 

 サトシ 
・ナカモト 



• ・＜暗号通貨開発者＞たちの通貨・金融観が極端ではないか。現実の
制度を設計しようとしているのだとすれば，その市場観に違和感。 

 A．スミスや＜経済学者＞とはどこが異なるのだろうか。 
• 通説的な経済学のモデルも極端と言えば極端だが，そのイメージを
ベースにして模したうえ，その意味を取り違えて極端にしたのか。 

•経済モデルにおける市場と分権性 
 分権的で自由な市場を目ざしている。だが，通常の経済学における市
場を単純化すれば，商品と商品が物々交換される交換比率が問題とされ
る市場。ニュメレールとしての貨幣を導入しても，その価値を1として他
のn-1財の価値表示を容易にする役割。そこでは交換比率が価格であり，
物価を問題にする場合には物価水準を外挿する必要がある。 
• そのモデルでは，分析のため単純化し現実からは離れつつ，その高い
抽象度ゆえのインプリケーションを得ようというもの。 
●金本位制の下でのゲームのルールが守られれば自動的に均衡が達成す
るという便宜的なモデルがあるが，その均衡を守るためにイングランド
銀行が四苦八苦していた現実は国際金融史でよく知られた事実。 
• モデルは必要に応じて現実と異なる単純化を行う。それが役立つこと
もあるが，それを現実と勘違いさせるなら大きな罪だとも言える。 

 

 2-4. 経済学者のモデルと通貨・金融・国家 



• ＜経済学者＞でなく，代表的英語圏文化（米国）の影響か？ 
• アメリカ・＜リバタリアン＞の特徴 
• 財産と所有権を守るための警察（司法）と国防を例外扱いして，ア
ナーキズムを避ける「リバタリアン」が多い。 

• たとえば小説家・思想家のアイン・ランドは，聖書に次ぐベストセ
ラー『肩をすくめるアトラス』でそのリバタリアン思想を広げた。
共和党議員たちは社会保障費を削減しつつ，軍事費や安全保障費を
削減しないため，小さな政府を掲げる共和党政権の方が財政赤字は
大きく，大きな政府になる。 

• 建国時から政府介入のない自由市場を標榜しつつ連邦政府の強力な
介入で技術開発を進めた。高速道路網（インターステイト）は，全
米州間国防高速道路網。インターネットも国防用としてスタート，
NASAの研究開発も国防用。 

• 危機には「アンクルサム（親方日の丸）」が登場。リーマンショッ
ク後に主要銀行・自動車会社が国有化され，アメリカ経済は一夜に
して社会主義経済に変貌した。 

• ＜ウォール街の人々＞も，同様に政府からの自由を求める一方で，
都合よく大きな政府に支援されることも前提し望んでいる。 

●「理想」と「手法」をぶつけるべき相手と場所を誤っていないか。 

2-5. リバタリアン思想と大きな政府 



3-1. ＜中国＞ITの躍進と金融サービス 

  

企業名  時価総額 (10億ドル)  国名   

 １  アップル  1099  アメリカ  

 ２  アマゾン・ドット・コム  982  アメリカ  

 ３  マイクロソフト  861  アメリカ  

 ４  アルファベット 852 アメリカ  

 ５  バークシャー・ハザウェイ  517 アメリカ  

 ６  フェイスブック  507 アメリカ  

 ７  アリババ・グループ・ホールディングス  450 中国  

 ８  テンセント・ホールディングス   425 中国  

 ９  JPモルガン・チェース   385 アメリカ  

 10  ジョンソン＆ジョンソン   361 アメリカ  
出所：  Think 180 around ( https://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm ) 
中国IT Baidu Huawei を加えた4社が BATH。米国ITをFANGと括れば，Netflix を追加 

 

民主的でなく，分権的でないように見える＜中国＞で躍進も （株式時価総額 2018年9月末） 

https://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm


• 1997 インターネット人口62万人 

• 1999 アリババ創業（馬雲，Jack Ma） 

• 2004 アリペイのサービス開始 

• 2007 インターネット人口2億人超 

• 2008 モバイル（携帯）人口1億人超 

• 2009 金盾 フェイスブック，ツイッター，ユーチューブ，グーグルへの接続
規制 

• 2009 微博（ウェイボー）開始 

• 2011 WeChat 開始，Line 開始 

• 2012 インターネット接続におけるモバイル人口がPC人口を上回る 

• 2013 微信（Wechat）が紅包で躍進 

• 2017 モバイル7.24億人，インターネット人口7.5億人 

 PC時代の百度（中国版のGoogle）→スマホ時代のアリババ，テンセント 

3-2.＜中国＞ITとアリババ  



• アリババの野望「2020年に，中国をキャッシュレス社会へ」 

• 人民銀行は，多様な決済手段の維持方針 

 銀行＋銀聯カード＋モバイル決済 

• 2011 微信（WeChat） 

• 2013 ウイチャットペイが紅包 

 → 生活インフラ「衣食住行（交通）」DD(滴滴出行)決済用 

• 2013 余額宝。MMF運用 「インターネット金融元年」 

• 2014 Ant financial ，網商銀行（My Bank）設立 

• 2015 芝麻信用，花唄，保険，クラウド（企業向け融資）総合化 

• 2016 銀聯カード（debit）累計16億枚 

• 2017 モバイル決済の規模は1579兆円に。 

• アリペイ，ウイチャットペイは手数料収入よりも，多数ユーザー
の獲得と他のサービスへの誘導（プラットフォーム）を目ざした。 

• ノンバンクであるはずのアリババの金融子会社アント・フィナンシャルは，国
家的規制をかけられるまで，圧倒的なスーパー・バンクになりかけた。 

 

 

 

3-3.アリババからAnt Financialへ  



• ‘アジャイル’な政策対応 監督当局である中国人民銀行は，急激な勢いで伸び
始めたインターネット金融に緩やかな規制をかけるだけでしばらく放任し，様
子を探りながら育成。 

• 競合する国有銀行などからの不平不満も勘案しつつ，じゅうぶん巨大化した後
に厳しい規制をかけた。その規制では，プールした決済用資金に100％準備が
かけられ，融資を禁止される厳しいものになったが，その規制以前にはそれら
禁止事項が許されていたことが知られるわけである。 

 ●人民銀行による規制 QRコードの安全性と決済取引フローの不透明性対処 

・2016年8月 「インターネット貸借情報仲介機構の管理暫定条例」登録制へ 

・2016年10月 網聯設立。中国版全銀ネット。政府系が計40％，アリババ，テン
セントが約10％ずつ出資。 

・2017年1月 ネットワーク決済の支払い準備を12－20％に 

・2017年6月 人民元建てのカード決済業務を外資に開放 

・2017年10月 「証券投資ファンドの流動性リスクに関する規定」により余額宝
の入金上限100万元から2万元／日に引き下げ，利回り年4％以下へ。 

• 2018年4月 アリペイの利用上限500元／日へ（店舗に印字されたQRコードをス
キャンする静的QRコードの場合） 

• 2018年6月 モバイル決済事業者も，「非銀行系決済機構のインターネット決
済プラットフォーム（網聯）」に加入して人民銀行の監督下に。 

• 2019年1月 ネットワーク決済の支払い準備を100％に変更。 
 
 

3-4.中国人民銀行による育成と規制  

 



3-5. 決済情報と芝麻信用 
 

・QRコード決済と個人信用格付 
 

  芝麻（ゴマ）信用と決済情報ほかの収集（身分，履歴，歴史，人脈，行為） 
・Mobike の駐車が整列。スコア・レンディング（個人情報に基づき金利優遇等）へ 
・商湯科技（センスタイム）の街頭カメラ分析とセットで「セーフシティ」，管理。 
・・SNSも合わせ，分散的であるはずのネット関連技術が国民管理の手段にも。 
 

2017,. 1 貴州省はアリババと提携し，芝麻信用の低い職員を懲戒処分 
スピード違反で警察に逮捕された後に芝麻信用低下やウィチャットの投稿で逮捕，
反体制派拘束なども。 
cf. ・米国のクレジットスコア 2年間滞納なければ，サブプライムからプライムへ金
利低下することを見込んで，当初2年元本返済無しにする例などがあった。 
・日本のJスコア，Tポイントカード，ポンタカードによるデータ収集 

700-950 極めて優秀 

650-699 優秀 

600-649 良好 

550-599 普通 

350-549 劣る 



4-1 日銀の量的・質的緩和政策のゆくえ 
  

2013年4月 
異次元緩和 

2014年10月 
追加緩和 

 

2015年12月 
補完措置  

2016年
7月 

2018年 

末残高 

長期国債 

の購入額 
年60-70兆円 年80兆円 年80兆円    468兆 

ETF 年1兆円 年3兆円 年3兆円     年6兆円 23.4兆 

REIT 年300億円 年900億円 年900億円    

長期国債買入
平均残存期間 

7年程度 7－10年 2016年から 
7－12年程度     

2016年2月 黒田バズーカ３ 日銀預け金の政策金利残高にマイナス金利 
2016年9月 総括・検証と新枠組み 
        長短金利操作付量的質的緩和＋オーバーシュート・コミットメント 
2018年4月 黒田総裁再任 
        「経済物価情勢の展望」から，達成時期目標を削除。2％目標は継続。 
2018年7月 物価上昇目標達成時期2年以内を取り下げ 

●5年かけて実現できないことを確認したのに，固執するのは‘アジャイル’でない。 
 
 



4-2. 日銀政策に「白」「黒」決着つける 
・非伝統的（非標準的）政策への実験開始の決定は‘アジャイル’。 
なぜ物価は上がらなかったのか。対処すべき「デフレ」とは？戦後最長の
好況でも「デフレ」が続くのか。 
①原油価格下落，②消費税，③新興国経済減速の外部要因に転嫁できるか 
・そもそも，何をめざしたのか，ゴールは何だったのか？ 
（物価？成長率か有効求人倍率か円安株高か）。ゴールの動くサッカー？ 
・当初の経路とゴールは「物価上昇期待→家計最終消費支出→物価」。 
・日銀の白川以前と黒田以後の比較対照 → 白黒つける 
白川以前の考え・内生的貨幣供給論／翁説／ H増がM増にならない 
黒田時代の考え・外生的貨幣供給論／岩田説／H増がM増になる 
（黒 リフレ派の「貨幣数量説」と信用乗数論） 
白 構造的要因は多様 
・人口動態，グローバル化，統計（帰属家賃，性能評価ヘドニック法） 
黒 貨幣供給の不足が主因。 
●懸念・緩和継続の理由として，「ヘリコプター・マネー」本格化や「統
合政府」的な対処，物価の財政理論などへ政策変更？ 
●資産格差（貯蓄ゼロ世帯が3割，べき分布）要因。物価上昇なら節約。 



 4-3. 「白」「黒」決着―貯蓄ゼロとデフレマインド 



4-4. 中央銀行デジタル通貨の可能性  
中央銀行デジタル通貨 
 

2017. 11 ウルグアイがe-ペソ発行（2000万ペソ）。電話利用者1万人に。 
 

2018. 1 ロシアの仮想通貨クリプト・ルーブル。イランも検討。経済制裁対応策。 
 

2018. 2ベネズエラの仮想通貨「ペトロ」（１ペトロ＝原油１バレル。発行上限1億ペ
トロ）。2018. 3 トランプ氏がベネズエラのペトロ取引を禁止する大統領令。 
 

（他に，カナダのCad-Coin1， スウェーデンのe-クローナ，シンガポールのデジタル・
シンガポールDG，中国人民銀行のチャイナ・コイン，ユーロ導入国エストニアの
Estcoins）。各国の熱心なCBDC研究とBISからの評価の対照性。 
2018.３ BISからの否定的評価「暗号資産」。8月『年次報告』でも酷評。 
 
 
 
 
 
 
 
 

中銀マネーの課題 
・銀行券代替の現金型と中銀当座預金代替の決済コイン型 
・銀行預金減少なら金融仲介機能・信用創造機能の低下 
・金融政策能力低下，マイナス金利政策の可能性は上昇 
・銀行介在なしに直接通貨発行なら個人勘定を中銀が把握。 
 



5-1. 世界的金融包摂に「中国型」アジャイル？ 

・キャッシュレス化環境は日本の方が高度だが，キャッシュレス化比率が
低い（50％超という金融庁データもあるが）。これは「後発性利益」や
「リバース・イノベーション」に似て，中国が従来型技術段階をスキップ
して新技術（スマホQRコード決済）を普及させた「リープフロッグ」。 
・したがって中国型の技術の方が適合的な途上国に普及の可能性。→ 「デ
ジタル一帯一路」とも言うべき、中央アジア・アフリカへの展開  
・ケニアでHuaweiやセンスタイムの技術による「スマート・シティ」，スマホ決済のM-Pesa 
 

・unbanked 

・15歳以上で銀行口座のない人口が世界で17億人超。最大の中国で
約2億2400万人。米国で約1800万人（世界銀行，2017）。中国では，普
恵金融（financial inclusiveness）を推進。10万人当たり商業銀行支店数
は中国で8.1，北米で28．2，ATMは55台，北米で222台，2014） 
 ・銀行口座を保有していない15歳以上人口の多い国（世銀，2017） 
・中国／2億2400万人 ・インド／1億9100万人 ・パキスタン／9900万人  ・インドネシア
／9660万人 ・ナイジェリア／6270万人 ・メキシコ／5870人  ・バングラデシュ／5790
万人 ・ベトナム／4930万人 ・ブラジル／4840万人 ・フィリピン／4600万人 
 
 
 
 
 
 



5-2. まとめ 

・ソフト開発の‘アジャイル’と暗号通貨の「反集権」と分権性 
・＜暗号通貨開発者＞，＜経済学者＞，＜リバタリアン＞，＜
ウォール街の人々＞は分権化を支持するが，世界観が異なる。 
・暗号通貨の反集権性が奏効するには，事後的な軌道修正＝
‘アジャイル’な対応も求められる。 
・分権化の理念と中銀デジタル通貨発行の可能性との相克。 
・日銀政策の開始は‘アジャイル’だったが，やめられない固執
は‘アジャイル’でない。 
・世界に残されたフロンティアの事情。中国的‘アジャイル’な政
策運用が中国に広がり，さらにデジタル一帯一路的に世界の半
分で，スマホを普及しunbanked を減らして広がる可能性。 
・芝麻（ゴマ）信用などがSNSの管理とともに集権的管理の手段と
なる。 理想をぶつける相手と手法を試すところを誤らないことだ。 
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The founding spirit of Rikkyo University is steeped in 

Christian values of providing a liberal education that nurtures every aspect of  

the individual. These values continue to be our guiding principle. 
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手違いで，WEB上に誤ったファイルをUPしていま
す。22日（月）に更新されるとのことですので， 

それまでこちらのプリントをご覧ください。 


