
ISSN：2187-1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  2017 No.３（2017 年６月号） 
 

 

 

 

 

 

リーダーシップと組織の内部統制 ●レポート：政策論説 

宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

食料加工品の高付加価値化 ●レポート：政策シグナル 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

シンガポール産業集積と直接投資 ●レポート：アジアリンク 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

日本版レギュラトリー・サンドボックスの導入に向けた一考察（２） ●レポート：事例研究 

―諸外国のモニタリング及び規制の見直しの視点から― 

佐藤 隆信 （株式会社富士通総研 行政経営グループ） 

 

 



 

 

1 

リーダーシップと組織の内部統制 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

地方自治体の内部統制機能の充実が、地方自治法上も大きな課題となっている。自治体財政の規律と公

共サービスの持続性を確保するために、内部統制は重要な取組みである。しかし、内部統制の問題は、財

務会計に限定されず、地方自治体の組織や地域の経営全体に密接不可分の存在である。財務情報によるリ

スクの可視化等が進んでも、それを受け止めて意思決定する組織体の機能が充実しなければ、政策や公共

サービスの質的改善と持続性の確保に資することはできない。以下では、組織全体の内部統制の意味を明

確にし、リーダーシップと組織の内部統制の関係について考察する。 

 

１.自覚的ガバナンス 

 

図表１―１ 組織的な内部統制の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部統制の言葉は、地方自治体への義務付の視点から「監査手法の標準化」や将来における「リスクの

可視化」・「事務手続きの標準化」による公共サービスの持続性確保の面で議論されることが大半である。

こうした財務会計・事務面からの内部統制は経済的合理性を向上させるために必要不可欠な課題であり推

進する必要がある。しかし、内部統制は、財務会計・事務の視点に限定されるものではない。 

組織全体を視野に入れたより広い視点から、内部統制とは、「自覚的に組織をガバナンスする仕組みの

こと」である。内部統制の目的は、①業務の有効性・効率性の確保、②業務情報の信頼性の確保、③業務

活動に関する法令遵守の確保、④無産政府（国や地方自治体の財産は、固有のものではなく税によって形

成されたものであること）としての資産保全等が挙げられる。内部統制を機能させる重要な要素は、「統

制環境の把握」、「リスク認識と対応」、「実施活動」、「モニタリング機能」等がある。 

第１の「統制環境の把握」では、具体的には、組織内のすべての者が内部統制に対する意識を持ち、①

リスク認識と対応に関する活動等組織に対する根源的要因の把握、②法令遵守、適切な経理処理等内部統

制の目的を達成する組織全体の雰囲気・体質の把握、内部統制の仕組みを整備しても運用する職員が意識

を持たなければ空洞化して全く機能しない結果となるため、③組織全体として内部統制を運用する意識の

浸透状況の把握が挙げられる。財務における監査も組織全体として内部統制を運用する意識の浸透を進め

るうえで極めて重要であると同時に、その視点を財務会計だけでなく組織全体の意思決定に拡大させる必

要がある。 

第２の「リスク認識と対応」は、組織目標の達成に影響を与える事象がもたらす阻害要因をリスクとし

て識別・分析・評価し、当該リスクへの適切な対応を行う一連のプロセスの形成を意味する。なお、リス
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クの可視化もこの中に位置している。そこでは、取り巻くリスクについて適時・的確に把握し対応すると

同時に、リスクが顕在化した時、早期な対策を選択できる体制とすることや、事業に関係するリスクを適

切にコントロールするプロセスであるリスクマネジメントを確立することが求められる。また、リスクに

は、内部で発生するリスクと外部の要因により発生するリスクがある。したがって、いずれのリスクに対

してもリスクの内容と発生原因を洗い出し識別し、見つけ出したリスクは顕在化する可能性の高さや、そ

れが組織や活動に与える影響の度合いの観点から評価することが前提となる。 

リスクへの具体的な対応は、①受容＝特別な対策を設けずリスクを受け入れる考え方、②回避＝撤退な

どリスク自体を避けて通る考え方、③低減＝リスクの発生確率やリスク発生時の影響を抑える考え方、④

移転＝保険制度やアウトソーシングの活用など地方自治体外部にリスクを転じる考え方、などがある。目

標の達成の障害となるリスクを常に観察に基づき把握し、以上の方法または方法を組み合わせて、具体的

な対応策を決める。 

第３の「実施活動」とは、トップ等リーダーの命令・指示の適切な実行を確保するために定める方針・

手続きである。実施活動には、①権限及び職責の付与、職務の分掌等広範な方針及び手続きを設定し、事

業執行のプロセスに組み入れ、組織内の全ての関係者において遂行する体制を整えることや、②組織内の

構成員がすべての組織内取り決めを尊重し業務を遂行することが求められる。また、業務分担を明確にし

ないで単独の職員等に任せることは、不正処理やミスをした際の対応の遅れ等を生じさせる原因となるた

め、③複数の職員等で分担する職務の分掌を明確にすることや、上司による承認等多重チェックの流れを

活用することによって、④ミスの早期発見や不正防止を実現し、チェックと指示がスムーズに展開される

組織であることが必要となる。そこでは、ミスを個人の問題として処理する姿勢ではなく、ひとつのミス

の発生には必ず組織としての問題点があることを認識する姿勢が重要である。これは、ハインリッヒの原

則としても提示されている。 

ハインリッヒの原則は、「組織内でひとつのミスや問題が生じた場合、背後には 29 の組織内で認識でき

る問題点があり、29 の認識できる問題点の背後には 300 の組織内の視点では認識が難しい問題点（見え

ない非効率）が存在していること」を示唆する。組織内で認識されたひとつのミスや問題点は、行為者な

どによるひとつの原因から導き出されることはほとんどない。原因は多くの場合に、複合化し相互に関連

し合った集団的人間行動からもたらされる。ひとつのミスを組織内で精査することで、さらに認識可能な

29 の問題点が発掘される。また、29 の認識可能な問題点を発掘するだけでは止まらず、300 ともいわれ

る深層部に宿る日常化し無意識化した見えない非効率を本格的に発掘しなければならず、この発掘には、

組織内だけの視点では困難性が伴う。もちろん、29 や 300 の数字は現実のケースにより異なりイメージ

的な側面も持つ。重要な点は、組織内で従来の視点で発掘できる問題点は、原因の１割程度にすぎないこ

とへの意識である。300 の日常化し認識しづらい見えない非効率を放置し続ければ、当然に組織に病巣は

残されたままとなり、同じミスや問題点を繰返して発生させる。表面的な問題点に目を奪われることなく、

人間行動として問題点を自覚的に掘り起こす姿勢が必要である。 

第４の「モニタリング機能」は、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスであ

る。このモニタリング機能により、内部統制自体が常に監視・評価・是正される対象となる。モニタリン

グには、業務に組み込まれて行われる「日常的モニタリング」と、日常業務から独立した視点から実施さ

れる「独立的モニタリング」がある。両者は個別又は組み合わせて行い、①内部統制の諸点は有効に機能

しているか、効率的運用の確認により一層良い統制に改善すること、②時間の経過、環境変化等により、

新たな統制要因の追加や是正の可否について認識すること、③日々の業務として継続的にチェックして評

価すること、④日常的モニタリングは、とくに業務の過程で当該業務の担当者や管理責任者により展開す

ることなどが重要となる。内部統制は、多層的に形成されたリーダーとフォロワーの関係をスムーズにす

るためであり、管理チェックの仕組みとしてだけ機能させることは避けなければならない。 
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２．管理型と行動型 

「管理型」の内部統制とは、国や地方自治体の継続的・義務的事務事業を中心に、目的への段階的接近

である目標を着実に達成するため、法令や財務の従来の手順など決められた基本的な枠組みを堅持しなが

ら、実行性確保に向けた進行管理を中心として行う形態である。管理型は、環境変化が少ない中で、着実

に事務事業を進めるには適した実施形態ではあるものの、構造変化への対応には限界がある。具体的に限

界とは、①制度・政策、施策・事務事業どのレベルであっても、新たな手段の創造には及びづらいこと、

②内外を通じた環境変化に伴う未経験な現象を取扱う視点が欠落しやすいこと、③既存政策の枠組みを堅

持した範囲内で選択できる代替案のみを構想（引き出し的政策）しやすいこと、などである。このため、

自治体経営において、目的達成のために手段レベルの見直しが必要なときにも適時に対応できず、手段の

維持を優先し目的自体を見失う「手段の目的化」や「政策ラグ」を深刻化させやすい。 

これに対して自発的ガバナンスを支える「行動型」の内部統制とは、漸進的であっても実効性確保すな

わち目的達成を実現するため取り組むべき新たな枠組みや手段の構築を常に意識し、必要に応じて目標や

目標への接近プロセス、そして、手段などの見直しも敏速に行う姿勢である。現実の政策展開を通じて集

積する情報を自ら積極的に活用し行動することによって社会経済の構造的変化を観察・分析し、それらを

認識・理解することで自治体経営の実効性を確保する行動様式である。加えて、グローバル化や情報化の

進展は、国の内外の垣根を低くすることから、地方自治体自らの地域だけでなく、周辺地域を含めた圏域

はもちろんのこと、個別の自治体経営において国や地球規模での視野を持って行動することが求められる

時代となっている。そのことは、より広い視野でのアンテナの形成を不可欠としている。 

管理型と行動型を理解するには、「管理力」と「行動力」とが異なることへの明確な理解が重要である。

「管理力」は、自治体経営において既に存在する目標や計画やルールなどに対していかに行動を合わせて

いくかの能力である。たとえば、目標値を設定し、それに対する達成率を高めていくために、既存の枠組

みの中で人的資源や資金をいかに有効に活用するかは管理力の問題である。また、法令などを熟知し、具

体的案件への適用を法的思考に基づいて展開するのも管理型である。 

これに対して、「行動力」は、「過去に存在しなかったものを実現すること」である。すなわち、既存の

枠組みなどに囚われず、自らの行動の源泉となる価値自体を明確に再認識し、その上で既に存在する計画

やルールに合わせてものごとを遂行するだけではなく、価値観自体を実現する手法を新たに創造する力で

ある。ルーティン的業務の遂行は管理力が中心となるものの、そこにおいても常に既存枠組みの進化を意

図する行動力が不可欠となる。さらに、行動力には、自ら生み出した手法を現実に推進する新たな管理力

が必要となる。従来の管理力は、すでにある枠組みの人間行動を前提とするため、管理行為の前提となる

新たな枠組み自体を管理者が創り出す必然性はない。しかし、行動力においては、自ら生み出した新たな

手法を実践するための人間行動の枠組み、すなわち新たな管理自体も創造することが必要となる。ここで

の管理力は創造的能力であり、行動力を支える柱でもある。そこでの中核的要素は、新たな人間行動を支

える情報の蓄積と伝達移転のネットワークをいかに構築するかにある。 

内部統制も単に管理の手法ととらえるのではなく、創造性を支える情報の蓄積と伝達移転の質を向上さ

せる機能を持つことを重視する必要がある。 
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食料加工品の高付加価値化 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

(資料)経済産業省「工業統計(2014 年)」より作成。 

 

日本国内の人口減少・超高齢化問題が深刻化する一方で、世界の食料需要は急増すると同時にその質

も変化しており、気候変動の要因も踏まえると食料の供給制約リスクが高まっていることは周知のとお

りである。このため、食料供給に対する戦略化は、日本の産業政策にも喫緊の課題となっている。その

重要なポイントは、食の高付加価値化にある。 

国内地域別の食料加工品付加価値率（付加価値額÷製造品出荷額）をみると、近畿の 38%を筆頭に、

最低が北海道の 26%となっている。農林水産業生産額では、全国１位の北海道が付加価値率では最低で

あり、北海道で生産される農産物の大半が原材料のまま加工用として本州等に出荷される状況にある。

こうした状況は、北海道に比べて付加価値率は高いものの東北地方でも同様であり、農業における収穫

地、水産業における水揚げ地等における現地加工比率を上げることに加え、物流も含めたマネジメント

全体の付加価値の向上が、食料の安定的供給の強化や災害時のサプライチェーン問題等を回避・軽減す

るためにも重要な課題となっている。 

食料加工品の付加価値を高めるには、①高齢化等に伴う労働力不足に対処し、生産コストの低減を図

るための農地の大区画化の推進、②省力化に向けたスマート農業（GPS 機能を活用した農業機材の自動

走行等による作業の効率化）の向上発展、③財務面・安全面を含めた日本の食の対外信用の安定的形成

と推進に向けた法人化の取組み、④高収益化に向けた新技術の開発・実用化などに加えて、⑤今後とく

に深刻化することが避けられない、物流に関する基盤整備と情報システムの充実による機能向上、⑥生

産・流通・販売を通じた一貫的マネジメント機能の充実などに取り組む必要がある。 

また、海外の需要対応ではとくにマーケット・リサーチが重要であり、「売りたいもの」から「売れ

るもの」への転換、そして中国等新興国の市場が拡大する中で、これまで日本経済を支えてきた「安く

て良いもの」の視点だけでなく、価格の二分化に対応し「良いものを高く」の戦略も不可欠となってい

る。そして、こうした付加価値の向上には、業界・行政の縦割りを越えたトータル連携の構築が重要と

なる。 
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シンガポール産業集積と直接投資 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料)シンガポール政府統計局データより作成。 

(注)「  」は、多項式近似曲線傾向値。 

 

2017 年２月にシンガポールは、新たな経済戦略を提示した。そこでは、業界ごとに特化した労働生

産性の向上に取り組み、イノベーションを国家全体で推進することで年間実質成長率 2～3%を安定的に

達成し、GDP に占める製造業の割合を 20%で維持することを目標としている。その達成に向けて、具

体的には、①国際関係の深化と多角化、②労働者の継続的な技術習得と活用の強化、③企業のイノベー

ション振興と事業拡大の促進、④デジタル技術能力の強化、⑤都市の活性化とコネクティビティの強化、

⑥産業変革マップの策定と導入、⑦イノベーションのためのパートナシップ構築の促進を掲げている。 

新たな経済戦略展開の背景には、構造的問題として急速に進むシンガポールの高齢化が問題の一つと

して存在する。日本よりも高齢化率は低いものの、2000 年代初頭には一桁台であった 65 歳以上人口の

割合は 2030 年には 25%に達し、日本の 30%に次ぐ高い水準となる。こうした実態は、需要・供給両面

からシンガポールの経済力・社会力に大きな影響を与える。このため最新 ICT 技術で、より良い暮らし

と経済競争力強化を実現するため、「スマートネーション構想」を柱とし具体的な戦略展開とそれを支

える人材育成策たる「スキルフューチャー」、いわゆる国民の教育や研修の生涯支援を打ち出している。

加えて、産業政策では従来からの金融ハブ機能の強化に加え、電子機器製造の高付加価値化への移行、

石油精製や医薬品を中心とする化学薬品の進化等を大きなターゲットとしている。 

以上の中で、シンガポールの対外直接投資の構図も変化している。対外直接投資の対象領域では、金

融・保険の比率が依然半分を占めるものの、製造業や流通関係にも対象領域を広がっている。また、対

象地域として、隣国マレーシア等を含む対アセアンに次いで対中国が大きく増加しており、シンガポー

ルも中国経済との関係を深めつつある。また、シンガポールの貿易構造の変化として、これまではシン

ガポール自国で生産した品物の輸出が大きな比率を占めていたものの、2015 年には輸入品の再包装や

保管等を通じた再輸出が輸出全体の半分以上を占め、自国製品の輸出比率を上回る現状となっている。 

 

アジアリンク 
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日本版レギュラトリー・サンドボックスの導入に向けた一考察（２） 

―諸外国のモニタリング及び規制の見直しの視点から― 

 株式会社富士通総研 行政経営グループ 佐藤 隆信 

 

はじめに 

レギュラトリー・サンドボックス（Regulatory Sandbox）は、フィンテック（Fintech）を活用した

革新的な商品・サービス開発を目的に、既存の規制では実施できない実証実験を行うため、規制を

緩和する場として位置づけられている。この制度は、英国・シンガポール・オーストラリア等をは

じめとする諸外国で実施されつつある。この制度を参考にした日本版レギュラトリ―・サンドボッ

クスでは、自動車の自動運転や小型無人機の自動操縦等、より広範囲の商品・サービスを対象にし

た実証実験が検討されている。 

先月号の「日本版レギュラトリー・サンドボックスの導入に向けた一考察（１）―利用者保護及

びモニタリングの視点から―」では、日本版レギュラトリ―・サンドボックス制度の対象が、「国

家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成 29 年３月閣議決定、６月

成立）」により、「自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高

度な産業技術であって技術革新の進展に即応したもの」と定められていることから、生命の侵害も

想定し得る利用者保護の方法をはじめ、広範なモニタリングとその「エビデンス」の蓄積による規

制の見直しの必要性が指摘された1。国家戦略特区は実施状況等の適切な評価後に、「その成果を全

国的に広げていく」ことを基本方針2とする。そのため、国家戦略特区での規制緩和の一手法に位

置付けられる日本版レギュラトリ―・サンドボックスについても、その成果を規制の見直しに結び

つけることは重要である。 

これらを踏まえ、本稿ではモニタリング及び規制の見直しという視点から、英国をはじめとする

諸外国のレギュラトリ―・サンドボックスの取組事例を整理し、日本版レギュラトリ―・サンドボ

ックス制度の導入に向けた参考要素を提示する。 

 

１．諸外国のレギュラトリ―・サンドボックスの概要とモニタリング事例 

（１）英国のレギュラトリ―・サンドボックスの概要とモニタリング事例3
 

英国では、諸外国に先駆けてレギュラトリ―・サンドボックス制度を実施しており、１年間

に２度の実証実験（cohort）を行うよう計画されている。2016 年に開始された第１回目のレギ

ュラトリ―・サンドボックスの実証実験には、69 の事業者が申請し、24 の事業者が認可を受

けた。また、第２回目には、77 の事業者が申請し、31 の事業者が認可を受けている4。 

英国のレギュラトリ―・サンドボックスにおける実証実験のモニタリングは、実証実験を行

う事業者が、個別に英国金融行為監督機構（Financial Conduct Authority：FCA）と協議のうえで

決定する。事業者は原則、実証実験の進捗状況、成果及びリスク管理等を毎週報告する。事業

者が報告を怠った場合、または英国金融行為監督機構が定める基本原則（Principle）11
5（また

                                                   

 
1 事例研究「日本版レギュラトリ―・サンドボックスの導入に向けた一考察（１）―利用者保護及びモニタリングの視点

から―、平成 29 年５月：http://www.pppnews.org/files/research/2017/re2017_02_170525.pdf 
2 「国家戦略特別区域基本方針」閣議決定資料、平成 26 年２月 25 日：

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/kihonhoushin.pdf 
3 Financial Conduct Authority “Regulatory sandbox”, 2015. 11, 

https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf 
4 Financial Conduct Authority, “Financial Conduct Authority provides update ”, 2017.6, 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-provides-update-regulatory-sandbox 
5 英国金融行為監督機構（FCA）は、事業者が業務を行うにあたり遵守しなければならない 11 の基本原則を定めており、

基本原則 11 は、事業者は規制当局に対してオープンかつ協力的に情報開示しなければならない旨を定めている。

 

事例研究 
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は支払いサービスやビジネスに関する基本原則等）の規制当局に対する情報開示に従わない場

合は、実証実験の停止を含めた措置が検討される。英国のレギュラトリ―・サンドボックスの

各手順及びその実施期間は以下の図表に示すとおりで、モニタリングは実証実験を行う６カ月

間、継続的に実施される。 

実証実験終了後、事業者は４週間以内に最終報告書を提出することが求められる。この最終

報告書に基づいて、英国金融行為監督機構は各事業者にフィードバックを行う6。これらの結果

は、事業者が実証実験を行った商品・サービスの機密情報に配慮したうえで、英国金融行為監

督機構のウェブサイト上に各事業の概要が公表される。ただし、事業者の最終報告書に対する

英国金融行為監督機構のフィードバックは、実証実験を行った商品・サービスの一般市場での

展開を承認するものではない。 

 

図表２－１ 英国のレギュラトリ―・サンドボックスの各手順とその実施期間の目安 

手 順 実施期間の目安 

（ａ）利用申請 約２カ月間 

（ｂ）FCA の事前評価 約２～３カ月間 

（ｃ）FCA と事業者の協議（モニタリング方法等含む） 約 10 週間 

（ｄ）実証実験の開始許可  

（ｅ）実証実験の実施・モニタリング 約６カ月間 

（ｆ）実験結果報告・FCA レビュー 約４週間 

（ｇ）Sandbox外でのサービス提供と規制の妥当性判断  

出典：英国金融行為監督機構ウェブサイトより筆者作成 

 

英国のレギュラトリ―・サンドボックスにおけるモニタリングでは、事業者が英国金融行為

監督機構に対して、進捗状況、経過ごとの成果やリスク管理の視点から定期的に報告を行う。

これにより、実証実験の結果は英国金融行為監督機構の下で一元的な情報の可視化が行われて

いるといえる。英国では利用申請期間を１年に２回と限定し、実証実験を行う事業者数を英国

金融行為監督機構が十分に管理できる数に留めることで、リスク管理等の評価・管理体制を充

実させている。日本版レギュラトリ―・サンドボックスでは、生命侵害の可能性等をはじめリ

スク管理が重要であることから、英国のような十分な管理体制の下で、定期的なモニタリング

やフィードバックを実施することが重要である。また、事業者が安全性の判断のもととなる報

告義務を怠った場合には、実証実験の中止も検討されることで、安全性の向上に繋がると考え

られる。 

 

（２）シンガポールのレギュラトリ―・サンドボックスの概要とモニタリング事例7 

シンガポールでは、2016 年７月にステークホルダーからの意見聴取が実施され、同年 11 月

には、ガイドラインの公表とともに申請の受付が開始されている。シンガポールのレギュラト

リ―・サンドボックスでは、申請期間に特定の期日を設けず、申請順に事業者の実施計画を確

認し、受理可否を決定する。申請受理の可否は、監督機関であるシンガポール金融管理局（the 

Monetary Authority of Singapore：MAS）が 21 作業日以内に回答する。シンガポールのレギュラ

                                                                                                                                                                     

 
https://www.fca.org.uk/about/principles-good-regulation 
6 Financial Conduct Authority, “Regulatory sandbox”, 2016, 8, 

https://wiki.harvard.edu/confluence/download/attachments/204380235/FCA%20Regulatory%20Sandbox%20Announ

cement.pdf 
7 Monetary Authority of Singapore, “FinTech Regulatory Sandbox Guidelines, November 2016, 

“http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20G

uidelines.pdf” 

https://www.fca.org.uk/about/principles-good-regulation）
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トリ―・サンドボックスの評価プロセスは、①申請段階、②評価段階、③実施段階の３つの段

階から構成される。②評価段階では、実証実験の開始から終了までの想定内容・実証実験の結

果・リスクについて、それぞれ十分に分析されているかが評価される。さらに、実証実験が仮

に途中で中止された場合に備え、事業者は利用者の補償を考慮し、対象の商品・サービスを終

了に移行させるまでの戦略を設定していることが確認される。シンガポールの事例では、事業

者が主体的に計画・分析を行うよう設計されている。 

シンガポールのレギュラトリ―・サンドボックスでは、モニタリング方法についても実証実

験の想定内容やリスク分析に基づき、事業者側が計画する。シンガポール金融管理局はモニタ

リング計画の評価基準として、レギュラトリ―・サンドボックスの想定や前提条件に違反した

場合、速やかに報告することを定めている。日本版レギュラトリ―・サンドボックスにおいて

も、シンガポールの事例のように事前に実証実験の内容を想定し、リスク分析を行うことで、

実証実験において利用者等が関係する事故やトラブルの減少に繋がると考えられる。 

 

（３）オーストラリアのレギュラトリ―・サンドボックスの概要とモニタリング事例8 

  オーストラリアでは、2016 年７月にステークホルダーからの意見聴取が実施され、ガイドラ

インの整備等が行われている。オーストラリアにおけるレギュラトリ―・サンドボックスでは、

オーストラリア証券投資委員会（Australian Securities Investments Commission：ASIC）が制度の

監査機関に位置付けられている。同委員会より認可を受けた事業者は、オーストラリア金融サ

ービスライセンス（Australian Financial Services License：AFS）なしで、金融サービスに携わる

ことが可能になる。 

オーストラリアのレギュラトリ―・サンドボックス制度は、以下の３つの選択肢を利用する

ことが可能である。①オーストラリア政府が定める既存の規制の適用免除（オーストラリア会

社法等に定められるライセンス免除等）、②オーストラリア証券投資委員会が定める特定の商

品・サービスに関する規則の免除（「フィンテックのライセンス免除等」）、③その他、オース

トラリア証券投資委員会による個別の適用免除である。免除を受けた事業者はホワイトリスト

として登録され、実証実験を行うことが可能になる。ただし、事業者は実証実験開始にあたり、

オーストラリア証券投資委員会に報告する。 

実証実験の終了後、事業者は２カ月以内に報告書を提出する。報告書では主に７つの項目に

ついて記載するよう定められている。（主な７つの項目：①実証実験における商品・サービス

の利用者数、②利用者の一般情報、③クレームの種類と数、④内部で処理しきれなかったクレ

ームの種類と数、⑤実証実験により確認した問題とその解決方法、⑥商品・サービスの実現化

に障害となる規制、⑦財政状況等の歳出入に関する情報） 

オーストラリアのレギュラトリ―・サンドボックスでは、監督機関による厳密なモニタリン

グは行われていないが、実証実験の終了後に作成する最終報告書に向けて、事業者が関連する

データを各自で収集する仕組みになっている。日本版レギュラトリ―・サンドボックスでは、

対象となる商品・サービスの特性が異なり、リスク面での適切な管理が必要であることから、

事業者の裁量に完全に任せることは難しい。しかし、事業者に提出が義務付けられる報告書の

項目にある利用者からのクレーム等のトラブル対応に関する情報は、日本版レギュラトリ―・

サンドボックスにおいても事業者側が主体的に収集し、報告を行う必要があるだろう。 

 

  

                                                   

 
8 ASIC, “Testing fintech products and services without holding an AFS or credit license”, February 2017, 

http://download.asic.gov.au/media/4160999/rg257-published-24-february-2017.pdf 
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２．レギュラトリ―・サンドボックスにおける規制の見直しの事例 

（１）英国の規制の見直し事例9
 

英国のレギュラトリ―・サンドボックスにおける実証実験の結果は、英国金融行為監督機構

により管理され、実証実験の概要はウェブサイトで公表される。これらの成果を活用した規制

の見直しという視点からは、「新たな規制に向けた取組（New Regulated Activity）」、「（実証実験

における）一時的な免除条件の改定（Amending the waiver test）」、「除外規定の改正（Amendment 

to Exemptions Order）」、「ビジネス実施法の改定（Amendment to By Way of Business Order）」とい

う４つの選択肢が検討され、前者の２つが現実的と考えられている。 

「新たな規制に向けた取組」は、レギュラトリ―・サンドボックス制度の適用について、現

行規制と異なる条件で規制を設定するものである。この取組では、英国金融行為監督機構の権

限により、レギュラトリ―・サンドボックスに参加を希望する事業者に対する認可条件や規制

を柔軟に緩和することが可能である。これは、欧州連合（European Union：EU）加盟国におい

て、国内法と並行的に執行される欧州連合規則の適用範囲外、または欧州連合規則に追加する

形で実施される。ただし、この選択肢には、レギュラトリ―・サンドボックスを利用するため

の申請過程までは撤廃できないこと、既存の規制緩和や規制導入には時間や労力を要すること、

また、欧州連合規則や金融サービス市場法（Financial Services and Market Act：FSMA）が定め

る規制は変更できないため、英国金融行為監督機構の影響が限定される等の難点がある。 

「一時的な免除条件の改定」は、事業者がレギュラトリ―・サンドボックスにおいて実証実

験を行う限り、英国金融行為監督機構がその権限で、金融サービス市場法で定められた規制を

一時的に緩和するものである。ただし、「新たな規制に向けた取組」と同様、欧州連合規則の

定める規制は変更できないこと、規制の変更に時間と労力を要する点は同様に課題とされる。 

「除外規定の改正」は、レギュラトリ―・サンドボックスにおいて既存規制を完全に除外す

る選択肢で、「ビジネス実施法の改定」はレギュラトリ―・サンドボックスにおいて実施され

る商品・サービスをビジネスとみなさず、ビジネスでない以上は規制を適用しないとする選択

肢である。ただし、これらの選択肢では既存の情報公開や補償等に関する制度が適用されない

恐れがあること等の理由から、非現実的と判断されている。 

以上のように、英国ではレギュラトリ―・サンドボックスで行われた実証実験の結果を、情

報公開の体制も含め、英国金融行為監督機構が一元的に管理している。しかし、その実証実験

の「エビデンス」に基づく規制制度全体の見直しという視点では、欧州連合規則による制限や

消費者保護等のリスク管理面等の問題から、実証実験で試行された商品・サービスに対象を絞

り、限定的な緩和を行う方針を選択している。 

日本版レギュラトリ―・サンドボックスにおいても、英国の事例のように規制の見直しを行

うためには、規制の制度全体の見直しだけでなく、実証実験を行い評価された商品・サービス

やそれに類似することから安全性が保証される商品・サービスに対する限定的な規制緩和等の

複数の選択肢を検討することは考慮に値する。 

 

  

                                                   

 
9 Financial Conduct Authority “Regulatory sandbox”, 2015. 11, 

https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf 
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（２）シンガポールの規制の見直し事例10 

シンガポールのレギュラトリ―・サンドボックスでは、実証実験を行う事前の評価段階にお

いて、実証実験の想定やリスク分析が十分に行われていることが確認される。また、実証実験

の中止に備えた商品・サービスの終了方法や利用者への対応についても分析が求められる。こ

のように、シンガポールのレギュラトリ―・サンドボックスでは、商品・サービスの一般市場

における実用化を念頭に実証実験が計画される。そのため、実証実験の結果を反映し、規制の

制度自体を見直すことは想定されていないようである。 

日本版レギュラトリ―・サンドボックスでは、国家戦略特区の規制緩和による成果を全国的

に拡大するという方針から規制の見直しは考慮されるべきである。しかし、シンガポールの事

例のように実証実験の開始から終了までを想定し計画・分析を行うことや、実証実験が途中で

中止された場合に備え、対象の商品・サービスの終了方法に合わせて利用者への対応方法を事

前に検討しておくことが必要である。 

 

（３）オーストラリアの規制の見直し事例11 

  オーストラリアのレギュラトリ―・サンドボックス制度における規制の見直しは、実証実験

終了後に事業者から提出される報告書に基づき、オーストラリア証券投資委員会が実施する。

規制の見直しでは、実証実験が行われた商品・サービス、または消費者に対するリスクや課題

をライセンス免除の適用や効果に反映するよう見直しが検討されている。 

  日本版レギュラトリ―・サンドボックスにおいても、オーストラリアの事例のように実証実

験の結果に基づいた規制の見直しを行うことが必要である。また、規制の見直しでは、規制緩

和の効果を評価するため、規制を維持した状態と比較する等の分析が重要であると考えられる。 

 

３．取組事例の比較・検証 

（１）モニタリング事例の比較 

英国、シンガポール、オーストラリアのレギュラトリ―・サンドボックスにおけるモニタリ

ング事例を整理したものが以下の図表である。英国の事例では、事業者と監督機関が、モニタ

リング方法を協議する。原則的には、実証実験中の定期的な報告が実施され、報告を怠った場

合には実証実験の終了も示唆している。シンガポールの事例では、事業者が主体的に実証実験

に向けたリスク分析や商品・サービスの実現可能性に向けた検討を行う。オーストラリアの事

例では、ホワイトリストとして登録された事業者がレギュラトリ―・サンドボックスを実施し、

実施においては特別な監督を受けない。そのため、事業者側が最終報告書に記載するデータと

して、利用者情報や実証実験において発生したクレーム等の問題を主体的にモニタリングする

ことになっている。 

  

                                                   

 
10 Monetary Authority of Singapore, “FinTech Regulatory Sandbox Guidelines, November 2016, 

“http://www.mas.gov.sg/~/media/Smart%20Financial%20Centre/Sandbox/FinTech%20Regulatory%20Sandbox%20G

uidelines.pdf” 
11 ASIC, “Testing fintech products and services without holding an AFS or credit license”, February 2017, 

http://download.asic.gov.au/media/4160999/rg257-published-24-february-2017.pdf 
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図表２－２ 諸外国のレギュラトリ―・サンドボックスにおけるモニタリング事例の比較 

国 名 概 要 

英 国 
・事業者と監督機関が協議のうえ決定 

・実証実験中の定期的な報告及び実験終了後の最終報告（終了後４週間以内） 

シンガポール 

・事業者計画を監督機関が認可 

・実証実験の想定、前提条件等に違反が発生した場合は報告が必要。ただし、実証

実験期間の延長等の軌道修正は監督機関の認可により可能 

オーストラリア 

・監督機関への実証実験開始の連絡や、利用者保護規定等の最低基準を満たせば、

特別な監督を受けない 

・顧客一般情報やクレーム等に関するデータは事業者側が収集し、最終報告書（実

証実験の終了後２カ月以内）として監督機関に報告 

参照：英国、シンガポール、オーストラリアにおける監督機関のガイドライン等から筆者作成 

  

先月号の事例研究「日本版レギュラトリ―・サンドボックスの導入に向けた一考察（１）―

利用者保護及びモニタリングの視点から―」では、モニタリングについて蓄積に応じた負荷軽

減の必要性が指摘された。現在の国家戦略特区では、事前・事後の評価におけるモニタリング

の指標として、規制の遵守費用12や個別メニューの進捗状況13が設定されている。しかし、日本

版レギュラトリ―・サンドボックスではこれらの確認に加え、オーストラリアの事例で指標に

されている利用者情報や実証実験で発生したクレーム等の問題の把握が必要になる。また、日

本版レギュラトリ―・サンドボックスでは実証実験の対象となる商品・サービスの特性から、

事故等を可能な限り抑止するため、リスク分析を重視する必要がある。そのため、日本版レギ

ュラトリ―・サンドボックスにおいても、シンガポールの事例のように事前のリスク分析等に

ついて検討されるべきである。 

 

（２）規制の見直し事例の比較 

英国、シンガポール、オーストラリアのレギュラトリ―・サンドボックスにおける規制の見

直しの取組を整理したものが以下の図表である。英国の事例では、規制全体の見直しを含めた

選択肢を検討したが、レギュラトリ―・サンドボックスについて適用する新規規制の設定、商

品・サービスに対する免除条件の変更が検討されている。シンガポールの事例では、商品・サ

ービスの実用化を念頭に実証実験が計画されるため、規制の見直しは検討されていない。オー

ストラリアの事例では、実証実験の結果に基づいたライセンスの免除条件等の見直しが検討さ

れている。 

 

  

                                                   

 
12 内閣府「国家戦略特区制度に係る規制の事前評価書」平成 26 年４月：

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/pdf/toc_zizenhyouka140421.pdf 
13 内閣府「平成 28 年度国家戦略特別区域の評価について（案）」平成 29 年５月 16 日：

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/170516goudoukuikikaigi/shiryou1_2.pdf 
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図表２－３ 諸外国のレギュラトリ―・サンドボックスにおける規制の見直し事例の比較 

国 名 概 要 

英 国 
・英国金融行為監督機構の権限囲内で新たな規制を新設、または一時的な免除条件

の変更を検討。規制の全般的な見直しは非現実的と判断 

シンガポール 
・商品・サービスの実用化を念頭に、実証実験の開始から終了までを想定した戦略

を策定するため、規制の見直しは想定なし 

オーストラリア 
・現時点では、オーストラリア証券投資委員会の権限内で修正可能なライセンス（AFS

等）免除の条件の改定を検討。現在は、規制の全般的な見直しの想定なし 

参照：英国、シンガポール、オーストラリアにおける監督機関のガイドライン等から筆者作成 

 

日本版レギュラトリ―・サンドボックスにおいても、実証実験の結果から「関連する規制の

見直し」が検討されている14。そのため、英国やオーストラリアの事例を参考に、規制制度全

体の見直しに加え、関連する商品・サービスやエリアを限定した複数の選択肢を検討すること

が考えられる。 

例えば、実証実験時のクレーム数や事故事例の蓄積度により、段階的に規制の見直しを行う

方法がある。これはエビデンスの蓄積に応じて、①規制全体を見直す、②広義の除外規定を設

定する（実証実験を行っていない他事業者も含め、条件を満たす商品・サービスの規制緩和）、

③狭義の除外規定を設定する（実証が行われた事業者の商品・サービスの規制緩和）のように

段階的に緩和を検討することが想定できる。 

 

おわりに 

本稿では、レギュラトリ―・サンドボックスの取組について、特にモニタリング及び「エビデン

ス」の蓄積による規制の見直しという視点から、英国・シンガポール・オーストラリアにおける事

例を整理し考察を行った。モニタリングでは、日本版レギュラトリ―・サンドボックスでの実証実

験の対象となる商品・サービスの特性から、リスク管理や分析の質を事前の段階において高める必

要性に触れた。また、規制の見直しの視点からは、英国やオーストラリアの事例を参考に、規制の

見直しを行うには複数の選択肢を検討し、段階的に実施することの重要性を指摘した。これらは、

日本版レギュラトリ―・サンドボックス制度を充実させるために重要な要素だと考えられる。 

レギュラトリ―・サンドボックスは、通常の規制における事前評価のプロセスを経ずに規制撤廃

ないしは規制緩和を行う取組である。そのため、実証実験を経て得られた結果に基づいた事後の検

証が重要である。規制の見直しを含めた事後の検証では、実証実験の成果を全国的な展開に繋げる

ため、事前に実証実験のデザインを行うとともに、各地域での成果やリスクを統一的に比較・検証

できるような評価指標を設定し、定量的・定性的な評価を行える体制を整備することが必要だろう。 

 

 

                                                   

 
14 山本内閣府特命担当大臣提出資料「国家戦略特区における『日本版レギュラトリ―・サンドボックス』制度の導入」

平成 29 年５月 12 日：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai8/siryou9.pdf 
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