
スイスのフィンテック
概要
スイスは、国際的に優れた評判を得ています。それは、スイスが信用に値し、安心して信
頼を寄せられ、イノベーションを積極的に進める金融業の中心地である、というもので
す。長年にわたって培ってきた銀行業や保険業での経験が、先端テクノロジーの専門性
や良く整備されたインフラとうまく結びつきました。これにより、フィンテック業界にとって
素晴らしい条件が揃い、第一級のエコシステムを提供できるようになりました。銀行業関
連の新しい法規制の導入や、あらゆるビジネスモデルに適応できるフィンテック用のラ
イセンスを発行したことで、スイスは先端を走るパイオニアとしての役割を果たしていま
す。将来的にフィンテック関連企業の市場参入のためのハードルが下げられることで、ス
イスの金融センターの競争力は持続的に成長していくことでしょう。
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研究開発（R＆D）
• スイスは伝統的に経済の中心地として大きな存在感を放ち、大
学研究機関も身近な環境にあります。そのおかげで、スイス国
内には、フィンテックの最先端でイノベーションを進めていくた
めの理想的な条件が揃っています。スイスにビジネス拠点を設
置する大きな利点としては、次の特徴が挙げられます：政治的
な安定。行政機関の能率性。ベンチャーキャピタルへのアクセ
ス環境。ICT関連分野での高い専門技能を備えた労働者や大学
卒業者を確保しやすい環境。同様に、国際的にも有名な大学や
研究所が集中し、経済界と密接に連携しているクラスター。

• スイスの国内市場は、ブロックチェーン技術に力を入れる姿勢
を明確に示し始めています。そうして、投資に向けて、適切なフ
ィンテック関連スタートアップ企業との共同作業も開始していま
す。2017年に発行されたPwCによる国際フィンテックレポートで
は、アンケートに参加したスイス系企業の75 %が、直近の3年以
内にブロックチェーン技術を活用したいと回答しています。その
結果として、昨年はスイスのフィンテック系企業の海外進出や国
外に向けての専門化が進みました。また、インキュベーター、ア
クセラレーター、そしてベンチャーキャピタルの提供者も国際的
に活動を展開しています。

• 2016年、ツーク市がビットコインでの支払いを公式に認めまし
た。これは、行政機関としては世界初の出来事です。さらに、ツー
ク市とシャフハオゼン市は、2017年から市民に向けてブロックチ
ェーン技術に基づくデジタル化された身分証明書を提供してい
ます。2019年までにスイス全国の住民が、一般標準化されたデ
ジタル身分証明書を受け取ることが予定されています。

• 2017年に7月、スイスの投資ファンド「クリプトカレンシー・ファン
ド」がツーク市に創設されました。このファンドは、世界で初めて
公的機関に承認された暗号通貨を取り扱う投資ファンドです。こ
れにより、安全でシンプルな暗号通貨へのアクセスが可能にな
りました。

• 2017年には、すでに定着している大手金融機関も、暗号通貨の
分野でさまざまな分散型元帳（DLT）を導入する動きを見せてい
ます。これらの金融機関には、スイスクオート、ファルコン・プライ
ベートバンク、ボントベルなどが挙げられます。

• 「トラスト・スクウェア： スイススメイドのブロックチェーン」
（www.trustsquare.ch）の名のもとに、スイス全国に向けて運営
されるブロックチェーン関連の研究およびイノベーションセンタ
ーが、チューリッヒ州内に設置される予定です。この施設には、
国際的に注目を集める存在感を発揮することが期待されていま
す。新興企業や研究者のために合計で300人の雇用を生み出す
ことで、独自性を備えた世界最大のブロックチェーンセンターと
なります。

• クリプトバレー・アソシエーション（www.cryptovalley.swiss）は、
最もイノベーティブなフィンテック関連の研究をスイス国内に
誘致するつもりでいます。この運営機関は、そのためにスイス国
内の各大学と協力し、定期的に会議を開いています。この会議に
よって、研究者、スタートアップ企業、そしてベンチャーキャピタ
ルの投資家たちがひとつにまとまることを目指しています。

• これまでに、最も規模が大きなイニシャル・コイン・オファリング
（ICO）10件のうち、4件がスイス国内で行われました。クリプトバ
レーと同様に、ジュネーブもブロックチェーンの発展や促進に積
極的な投資を行っています。そうして、スイス国内ののイノベー
ションセンターとして機能しています。2018年5月、ジュネーブ州
の行政機関は、ICOプロジェクト運営者を支援し、誘導するため
のガイドラインを始めて発行しました。

• スイス・ファイナンス・アンド・テクノロジー・アソシエーション
（Die Swiss Finance + Technology Association）（www.swiss-
finte.ch） は、600人の会員と共に、スイスのフィンテックシーンと
世界中の魅力的な市場を結ぶ架け橋となっています。その主な
仕事は、知見を共有する機会の設定、およびフィンテック関連ス
タートアップ企業や投資家の新しい市場への参入のサポートで
す。2017年には、アブダビ、香港、そしてシンガポールのフィンテ
ック関連の運営組織と新しいパートナーシップを結ぶことがで
きました。

• 金融に関する規制やエコシステムに関して有利な条件に加え
て、長年にわたって安定や安全を維持してきたスイスの伝統は、
スイスがデジタル資産を運営管理する上で理想的な拠点とな
るように作用しています。スイスを囲む山々は、データを保全す
る上で安全で確実な場所として広く認知されています。この環
境のおかげで、シリコンバレーのフィンテック関連企業にとって、
スイスはますます魅力的な立地となっています。そうして、ザポ
（Xapo）やブレッドウォレット（Breadwallet）のようなビットコイン
のパイオニア企業は、すでにスイスの活動拠点を移しています。
これにより、スイス国内のイノベーティブなクラスターのさらな
る成長に貢献しています。

• バーゼル大学の「センター・フォー・イノベーティブ・ファイナンス
（CIF）」は、フィンテック、デジタルバンキング、そしてイノベー
ティブ・ファイナンスの分野で研究を行っています。とりわけ、ブ
ロックチェーン関連プロジェクト、イノベーションのための資金
調達、およびイノベーティブな金融ソリューションの研究開発に
力を入れて取り組んでいます（www.cif.unibas.ch/en/home）。

国におけるスイスのフィンテック関エコシステム
2018 年フィンテック・ハブ・ランキング

都市		 
 シンガポール 1
 チューリッヒ 2
 ジュネーブ 3
 ロンドン 4
 アムステルダム 5
 トロント 6
 ストックホルム 7
 ニューヨーク 8
 サンフランシスコ 9
 香 10

 フランクフルト 11

 ベルリン 12
 シドニー 13
 オスロ 14
 ウィーン 15

： IFZフィンテック調査、2018年

クリプトバレー
クリプトバレーは、急成長中のツーク州を中心としたエコシステムです。この地域
は、世界中のブロックチェーンのイノベーションの中心地と積極的に結びつくこと
で、大きな発展を遂げています。クリプトバレーは、金融業界ではシリコンバレーと
比較されています。ここでは、イーサリウムのような有名なスタートアップ企業の
ほかにも、500社以上のブロックチェーン関連スタートアップ企業が起業されまし
た。

https://www.trustsquare.ch/
http://www.swissfinte.ch
http://www.swissfinte.ch
http://www.cif.unibas.ch/en/home


予算と資金	
• 昨年、スイス国内のスタートアップ企業がベンチャーキャピタル
によって受けた支援の総額は、9億3800万スイスフランに上りま
す。そのなかでも、フィンテック企業への投資の成長率が最も
大きく（+ 61,8 %）、その投資額は7,580万スイスフランに達しま
した。

• この数年の間に、スイス国内のインキュベーター、アクセラレー
ター、そして各種報奨金が目に見えて大きな成長を遂げていま
す。そうして、スタートアップ企業のみならず、多国籍企業にも多
様なサービスや支援を行い、スイス国内で事業を成功できる可
能性を提供しています。

• スイス国内のイノベーティブなスタートアップや企業を積極的
に支援しているインキュベーターおよびアクセラレーターは、
以下の通りです： F10、 フュージョン（Fusion）、 ネクサスラブ
（Nexuslab）、スイス・ファイナンス・アンド・テクノロジー・アソ
シエーション（Swiss Finance + Technology Association）による
メンタープログラム、トムソン・ロイター（Thomson Reuters、フ
ィンテックおよびリーガルテック関連のスタートアップ企業に
特化したインキュベーター）、キックスタート・アクセラレーター
（Kickstart Accelerator）、 ベンチャー・キック（Venture Kick）、パ
イレーツ・ハブ（Swisscom） など他多数。

• 多数のコンクールや賞が、イノベーティブなソリューションやア
イディアを支援しています。各種コンクールは以下の通りです： 
スイスコム・スタートアップ・チャレンジ（Swisscom StartUp Chal-
lenge）、スイス・フィンテック・アワード（Swiss FinTech Award）
、SIXハッカソン（SIX Hackathon）、ハック・ザ・バレー（Hack 
the Valley、トムソン・ロイター主催）、リバース・ピッチ（Reverse 
Pitch、スイス・ファイナンス・アンド・テクノロジー・アソシエーシ
ョン主催）、スイス・スタートアップ・サミット（Swiss Startup Sum-
mit）、ブロックチェーン・コンペティション（Blockchain Competi-
tion）など他多数。

基本条件と市場アクセス	
• スイス政府は、フィンテック産業やブロックチェーン技術には、
巨大な可能性が眠っていることに気づきました。そうして、それ
らを最大限生かせるように、法規制を適応させようとしていま
す。2017年7月以降、フィンテック関連企業の市場参入が簡易化
された規制が施行されています。この措置には、同時にスイスの
金融センターとしての国際競争力が持続的に成長させ続けるこ
とも期待されています。金融部門内でのイノベーティブなビジ
ネスモデルが将来的にも生かされるように、法規制のプロセス
はさらに最適化される予定です。

• フィンテックのライセンスには、最大で1億スイスフランが必要 
多くのフィンテック関連ビジネスモデルには、銀行業のためのラ
イセンスの所得が義務付けられています。それらが、銀行業とし
ての経済活動を行っていなくても、その規定は同様に適用され
ます。しかし、銀行業としてのライセンスを取得するためには、
多額の費用が不可欠です。そのようなイノベーティブなビジネ
スモデルを実現するために、スイスはフィンテック関連のライセ
ンスの発行に向けて動き始めています。このライセンスは、国際
的に見ても、先導役として機能することになるでしょう： 海外の
ライセンスが未だに特定のビジネスモデルと結びついている一
方で、スイスのフィンテック関連ライセンスは、業種にかかわら
ずに適用されることを目指しています。これにより、最大で1億ス
イスフランの保証金を用意することで、典型的な銀行業務を行
わない機関への規制が緩和されることになります。

• 全ての人々のためのサンドボックス制度 
資金的に余裕のない新規のスタートアップ企業によってイノベ
ーションが起こされることが、たびたびあります。この企業を立ち
上げて初期の頃、規制によるハードルの高いは要求は、とりわけ
重荷になります。そのため、スイスはサンドボックス制度を導入
しました。企業は、規制による手間のかかる条件を満たすことな
く、最大で100万スイスフランまで顧客資金を運用することがで
きるようになったのです。それにより、市場への新規参入者は行
政機関からの承認を受け前に、自身のビジネスモデルのコンセ
プトや経済的な効果を試すことができます。英国を例として比較
してみると、大きな違いがあります。それは、スイスのサンドボッ
クス制度は、全ての市場参入者に対して開放されていることで
す。連邦金融市場監督機構（FINMA）による指導もなければ、時
間的な制限もありません。 
 
とりわけ、クラウドファンディングにはさらなる規制緩和が行わ
れました。クラウドファンディングのプラットフォームは、無制限
に新しいプロジェクトを開始することができるようになりました。
その場合、調達した顧客資金がプラットフォームのの口座に60
日以上とどまっていてはいけません。

： 2018年スイス・ベンチャーキャピタルレポート
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問合せ先、追加情報

官公庁
連邦財務省 
国際局（SIF）
www.sif.admin.ch

FINMA、スイス連邦金融市場監督
機構 
www.finma.ch、 fintech@finma.ch 
または +41 31 327 16 16

協会、ネットワーク
www.cryptovalley.swiss
www.swissfinte.ch
www.swissfintechinnovations.ch

イノベーションおよびスタートアッ
プのための
奨励金／資金調達（VC）
www.f10.ch
www.fusion.xyz/fintech
www.kickstart-accelerator.com
www.masschallenge.org/programs-
switzerland
www.swissfinancestartups.com
www.swissfinte.ch
www.tradeplus24.ch

出版物およびツール
2018年版IFZフィンテック調査 
スイスのフィンテックの概要
www.hslu.ch/ifz

2017年版PwCグローバル・フィンテッ
ク・レポート
www.pwc.ch

2018年版スイス・ベンチャーキャピ
タルレポート
www.sif.admin.ch 

クリプトバレー・マップ
www.cryptovalley.directory

ICPガイド＆マップ 
（ジュネーブ州）
www.whygeneva.ch

スイスのフィンテック関連エコシス
テム一覧 
www.swissfinte.ch

S-GE資料
事業展開ハンドブック 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

このファクトシートは、 
連邦財務省国際局（SIF）と 
スイス・ファイナンス・アンド・テクノ
ロジー・アソシエーションによる 
親切な協力のもとに 
作成されました。

2018年9月

最新の動向
• 連邦評議会は2017年7月、銀行法の一部改正を採択しまし。この
改正は、2017年8月1日から施行されています。この銀行法の見
直しにより、フィンテック関連企業のために市場への参入障壁が
最小化されました。そうして、スイスの金融センターの競争力は
大きく強化されました。

• この銀行法（BankV）の改正は、典型的な銀行業務以外のサービ
スを営んでいるフィンテック企業が抱えるリスクを適切に調整
することを目的としています。

• スイスの一般的な消費者、特にデジタル志向のジェネレーショ
ンY世代の消費者たちは、B2Cセグメントで急成長を遂げている
フィンテック産業にとって最高の条件を満たしています。

• スイス国内の市場規模が比較的小さいこともあり、スイスのフィ
ンテック企業の多くにとっては、国際的な市場との繫がりが中心
的な意味を持ちます。司法機関は、この状況をより重要なものと
して考慮したのです。同様に、スイスのB2Bセグメントも大きな
可能性を秘めています。その分野では、スイスの素晴らしい金
融セクターや金融サービスの輸出における豊富な経験や長所
の恩恵を受けています。

体験者の声

フィンテック業界は、スイス国内にはイノベーショ
ン、スピード、そして持続性の3点において理想的
な条件が揃っていると評価しています。伝統的に
強力な金融センターとして培ってきた知見や突出
した教育システムが、政治的にも安心して信頼で
きる環境とうまく組み合わさっています。これによ
り、イノベーションに力を入れている企業にとっ

て、理想的な土壌が生まれています。各行政機関からの承認や
企業運営に関して義務付けられた条件の軽減など、法規制が市
場の要請に適応してくれることで、フィンテック企業は素早く容
易に新しいビジネスモデルを市場にもたらすことができます。
ローラント・リュッティマン（ROLAND RUETTIMANN） 
マネージング・パートナー CB Financial Services AG 
www.c-b-f-s.com

スイス・グローバル・エンタープライズ 
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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