
ベンチャーキャピタルから⾒見見た
⽶米国Fintechの実態

2016年年1⽉月

World  Innovation  Lab
Co-‐‑‒founder  &  CEO  伊佐⼭山 元

Partner  岩上 好博



アジェンダ

2

1. World  Innovation  Lab  (WiL)のご紹介

2. ⽶米国Fintechの概況

3. VC⽬目線での⽶米国Fintechの実態

4. 融資が注⽬目され成⻑⾧長を続けるマクロ的な背景
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• ⼤大企業でのオープンイノベーションを促進
• 次世代を担う、世界を⽬目指す⽇日本⼈人起業家の育成・⽀支援
• 起業家精神の普及で、⽇日本をイノベーション・ベンチャー⼤大国に

WiLのパートナー

ベンチャーへの投資

イノベーター教育

ノンコア事業やIPを利利⽤用した新規事業

PAVILION
CAPITAL

“⼤大企業のチェンジエージェント”

WiLのミッション



1)  インベストメント
• CVCとVCのハイブリッド
• LPのアセットを活⽤用したバリュー
アップ

• ベンチャーを⾝身近に感じる
• 新しい技術・サービスへのアクセス
（Eyes   and  Ears)

2)  ビジネスクリエーション
• SV研究所としての役割
• 使われていないリソースの活⽤用（IP、
⼈人材、設備、販路路等）

• 事業の数を増やす（MVP)
• 異異業種との協業
• 経営者候補（EIR）へのアクセス

3)  エデュケーション
• イントラプレナー（企業内起業家）
の育成（ThinkerからDoerへ）

• シリコンバレーの⾵風
• ⼤大企業の幹部研修
• 政府との連携
• イノベーションセンターの運営

オープンイノベーション促進

• オールジャパンのブランディング
• SV企業にとっての⽇日本展開の窓⼝口
• ⽇日本ベンチャーにとっては、数少な
い成⻑⾧長資⾦金金の提供とSV展開の⽀支援

• M&Aの増加（Spin-‐‑‒out-‐‑‒in）
• VC投資を上回る投資効率率率
• ファンドとしての差別化

• 各企業のSV研修センターとしての
役割

• 異異業種幹部との連携

当社の強み・特徴

WiLの活動
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WiL 出資先企業 ⽇日⽶米のベンチャー

• 出向者のOJT
• 現地の起業家や最先端のトレンドを体感する短期研修
プログラムの提供

• 投資・協業可能性のあるベンチャーの発掘
• スタンフォード⼤大学やIDEOなどの世界クラスのパートナー
による講演やワークショップ

WiLとの協業の概要
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シリコンバレー

東京

• 社内新規事業⽴立立ち上げ⽀支援
• カーブアウトやインキュベーションによるJV設⽴立立
• 勉強会や異異業種交流流会





“Fintech”の勃興
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2005年年からFintechという⾔言葉葉がインターネットに登場しているが、2014年年以降降急速に
Fintechという⾔言葉葉が⾦金金融業界におけるテクノロジー系ベンチャー企業を表す⾔言葉葉として
⽶米国を中⼼心に⽤用いられるようになる

Googleでの”Fintech”の検索索数トレンド -‐‑‒ Worldwide



⽇日⽶米のタイムラグ
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“Fintech”という単語の
Googleでの検索索数の伸びが継
続的に急成⻑⾧長したタイミング
を⾒見見ると、⽶米国は2014年年2⽉月
に対して⽇日本は2015年年4⽉月と
14ヶ⽉月のタイムラグがある

Googleでの”Fintech”の検索索数トレンド – Japan  &  US

フィンテック fintech

⽇日本

⽶米国

2014/2

2015/4



Fintechカンファレンス状況
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• 2013年年から⽶米国で⼤大規模なFintechのカンファレンスが増え、年年々規模が拡⼤大
• 通常カンファレンス規模が⼤大きくなる頃はブームの終わり
• 中期的に存続するものと⼀一過性の現象で消えるものの⾒見見極めが重要に

Money2020   @ラスベガス (2012年年初開催）

Fintech Startup  Conf.  @NYC     (2013年年初開催）LendIt Conf.  @NYC    (2013年年初開催）

FINOVATE  @London,   NYC,   SV  (2007年年初開催）
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銀⾏行行（⾦金金融サービス）のアンバンドリング

• ⽶米国でベンチャーが成功す
るためには、まずは⼀一つの
ニッチな市場を制し、そこ
から事業を拡⼤大していくの
が常套⼿手段とされている

• 結果として⼤大⼿手企業が提供
する様々なサービスの⼀一つ
を専業で取り組むベン
チャーが増殖する

• 近年年⾦金金融サービスにおける
ベンチャーが増えたがこれ
が⾦金金融業界独特の現象では
なくむしろ⼀一般的
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他業界のアンバンドリング
FedEx（配送）

Starwood（ホテル）

PetSmart（ペット⽤用品）

Honeywell（住宅宅向け制御システム）

Craigslist（告知欄）
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Fintechベンチャー俯瞰図
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VC熱量量感：ホットな領領域は⼀一部だけ



FintechへのVC投資状況が2014年年は前年年の３倍？
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• Fintech企業に対する投資
案件数は2010年年から緩や
かに増加、2014年年には投
資⾦金金額が前年年の3倍に急増
し、⽶米国だけでも約
$9.9BNに

• 確かに実感としても⾦金金融
サービスにおけるイノベー
ションは⼤大⼩小含め加速はし
ている



Fintechの投資は特定の領領域に偏り
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• 2014年年の⽶米国での投資⾦金金
額ベースの内訳を⾒見見ると、
ペイメントが54%、融資が
25%を占め、この２つで約
8割

• ３番⽬目に割合が⾼高い領領域が
資産運⽤用だが全体のわずか
4%



FintechベンチャーへのVC投資の伸びは２倍程度度
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• Accentureのレポート(1)では2014年年の⽶米国での資⾦金金調達総額$9.9BNのうち$3.5BNはKKRなどのプライ
ベート・エクイティ投資家グループによる、1971年年創業のFirst   Dataへの投資

• それを除くと2014年年のFintech企業の資⾦金金調達額は$6.4BNと2013年年の1.88倍
• CB  Insights(2)集計のVCから資⾦金金調達を受けた2014年年のFintechベンチャーの調達総額は2013年年の2倍
• 2013年年、2014年年ともFintechベンチャーへの投資額はVC投資額全体の7-‐‑‒8%
• 2015年年の第三四半期までのデータでは投資⾦金金額、シェアともに増加傾向

(1) “FintechNew  York:  Partnerships,  Platforms  and  Open  Innovation”
(2) https://www.cbinsights.com/blog/fin-‐‑‒tech-‐‑‒funding-‐‑‒highs-‐‑‒q315/
(3) 2014年年はLending  Club  $985M、2015年年はSoFi $1,213M



2015年年は⼤大型資⾦金金調達案件が増加
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• 2015年年は⽶米国全体として成⻑⾧長を続ける企業の⼤大型資⾦金金調達ラウンドが増加、Fintechベンチャーも同様
に⼤大型案件が複数みられた

• $75M以上のラウンドを実⾏行行したFintechベンチャーは15社おり、うち企業数では半分超、調達⾦金金額では
6割以上が融資系

Source:  PitchBook



上場した融資系ツートップは事業は順調に成⻑⾧長
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Lending  Club  (2015   Q3時点）

OnDeck（2015   Q3時点）



ただし上場後の株式市場からの評価は苦戦
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• Lending  Club:  ピークで$10B近くあった時価総額は$3.6BN
• OnDeck:  ピークで$1.9B近くあった時価総額は$634M

S&P50
0NasaqOnDeckLC



資産運⽤用系ベンチャーの減速
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⼤大⼿手による買収案件の増加
• BlackRockがFutureAdvisorを$150M-‐‑‒$200Mで買収 (2015/8時点のAUM   $600M)
• Northwestern   MutualがLearnVestを$250Mで買収 (直近の資⾦金金調達時評価額 $330M)  
• Personal  Capital売却検討報道(直近の資⾦金金調達時評価額 $250M)

ロボアドバイザーのツートップの失速
• WealthfrontとBettermentはともにAUMの成⻑⾧長率率率が低下傾向
• 2015年年末でのAUMは両社とも$3BN程度度、売上は$7M前後の規模で、年年間数⼗十億円規模の⾚赤字
状態と推測される

• ⽐比較的若若年年層からの⽀支持が⾼高かったと⾔言われているが、それが伸び悩みの要因になった可能性も

2015/5 2015/10The  Economistでもロボアドバイ
ザーの⾰革新性を取り上げたわずか5ヶ
⽉月後に悲観的な記事を掲載





有利利なコスト構造による価格競争⼒力力

24Source:  McKinsey,  Lending  Club

既存の⾦金金融機関とのコスト構造の違い
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借り⼿手にとっての負担低下に加え、マーケットプレイス型の場合は更更に投資家にとって⾼高利利回り投資商品の提供

Source:  Lending  Club

投資家にとっても魅⼒力力的な投資商品を提供
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ミレニアル世代の学費負担の増加と卒業後の収⼊入⽔水準の低下による借⾦金金負担の増⼤大：
融資市場の増加とより好条件なローンへのリファイナンスニーズの増⼤大

Source:  Fed  Survey  of  Consumer  Finances,  Foundation  Capital

より好条件なローンへのリファイナンスニーズ増⼤大



スモールビジネスに対する与信審査の厳格化
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25%
36%

65% 70%
11%

4%

6%
10%

11%
10%

12%
52% 50%

14% 20%

Microbusinesses  (less  than  

$250k)

Small  ($250k-‐‑‒$1M) Mid-‐‑‒size  ($1M-‐‑‒$10M) Commercial  (>$10M)

Received  none

Received  some  (<50%)

Received  most  (>=50%)

Received  all  financing  applied  for

満たされない資⾦金金ニーズ

28Source:  New  York  Fed,  Joint  Small  Business  Credit  Survey  Report

申請額に対する実際の融資⾦金金額（2014年年上半期）



巨⼤大な市場機会
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