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Ⅰ. はじめに

近時、これまでになかった金融仲介メカニズムとし
て、ソーシャル・レンディング（social lending）ない
しソーシャル・ファイナンス（social fi nance）が脚光
を浴び始めている。銀行という伝統的な金融仲介機関
が個人にとっては必ずしも利用しにくいものである一
方、いわゆる消費者金融という金融仲介機関も貸金業
法の改正以降その存在感を弱めつつある中で、金融仲
介のための新たなルートを開拓するものとして目新し
さがあるのである。
特に、貸金業法の改正によって、消費者金融業者が

かつてのような高金利（いわゆるグレーゾーン金利）
での貸出を行うことができなくなった結果、従来であ
れば消費者金融業者から借入ができていた者に対し
て、消費者金融業者が、当該借手のリスクに応じた金
利を徴収できないがために貸出を実行できなくなって
しまうケースが増えてきている。近時の経済不況に伴
って収入が減少している個人が増加し、そのような者
からの資金需要が増えているにもかかわらず、逆に、
貸手の側から見れば貸出にともなう取立不能リスクが
増加していることになるから、安易に貸出を増加させ
ることも難しく、資金需要と供給のギャップが発生し
ている。
このように伝統的な金融仲介メカニズムが十分に機

能しなくなってしまっている状況は、発展途上国を中
心に、伝統的な商業銀行に代わってマイクロファイナ
ンス・プログラムが登場してきた状況によく似ている
ようにも見える。そのことから連想を得て、銀行や消
費者金融といった伝統的な金融仲介機関に代わる存在
として、ソーシャル・レンディングが新たな役割を果

たしうるのではないか、と期待する向きがあるように
も見える。
しかし、新たな金融仲介メカニズムの登場に際して
は、それが危険（ないし違法）なものではないのか、
貸手と借手の間の情報非対称をどのようにして克服し
ようとしているのか、また、それが持続可能なビジネ
スモデルであるのか、といった点について冷静な検討
を加えておくことが望ましいであろう。本稿は、日本
におけるソーシャル・レンディングの創始者の一つで
あるmaneoを取り上げて、これらの点についての分
析を試みようとするものである。
以下では、Ⅱにおいてソーシャル・レンディングと
呼ばれるものの中におけるさまざまなバリエーション
について概観した後、Ⅲにおいてmaneoが採用して
いるメカニズムについて具体的な紹介をする。そして、
そのようなmaneoのメカニズムが金融規制をどのよ
うにクリアしようとしているのかについてⅣで検討し
た後に、Ⅴにおいてmaneoがどのような機能を果た
しているのかについて考察する。その上で、そのよう
なmaneoの将来性についてⅥで検討した後に、Ⅶに
おいて簡単なまとめを述べる。

Ⅱ. ソーシャル・レンディング

1. ソーシャル・レンディングのバリエーション

ソーシャル・レンディングとは、ウェッブ上のSNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用
するなどして、余剰資金を持つ個人（貸手）と資金需
要を持つ個人（借手）との間の金融仲介サービスを行
う事業の総称である。これは、銀行や消費者金融のよ
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うな伝統的な金融仲介機関に依拠せずに金融仲介を行
うという意味で、新しい形態の金融仲介サービスの一
つとして位置づけることができる。海外ではこれまで
にいくつものソーシャル・レンディングサービスが生
まれてきており、その中でおそらく最も著名なのは、
マイクロファイナンスとソーシャル・レンディング
とを組み合わせたKiva（http://www.kiva.org/）であろ
う。わが国でも、maneo（https://www.maneo.jp/）や
AQUSH（https://www.aqush.jp/）が既にサービスを始
めている。
もっとも、一口にソーシャル・レンディングといっ

ても、これまでのところ、大別して2つのタイプのも
のが現れてきている。一つが、AQUSHのような「知
人」モデルであり、もう一つが、maneoのような「市
場」モデルである。
「知人」モデルにおいては、既に互いに何らかの形
で面識のある個人間での資金の融通について、ソーシ
ャル・レンディングサービス業者が、金銭消費貸借契
約の締結や貸出実行後の弁済の管理などのサービスを
提供する。このモデルは、金銭消費貸借契約の締結・
履行に不慣れな個人に対して、その取引費用を低下さ
せることによって、金銭消費貸借がより効率的に実現
することを促進させることを目的としている。そして、
そのように取引費用の削減を援助するサービスについ
て手数料を徴収することによって、一つのビジネスモ
デルとして成立することになる。この意味で、「知人」
モデルは、その合理性を比較的理解しやすいメカニズ
ムを有している 1。
これに対し、maneoが採用している「市場」モデル
においては、ソーシャル・レンディングサービス業者
は、貸手と借手の間のマッチングのための市場を提供
することがその主なサービス内容となる。この「市場」
モデルにおいては、「知人」モデルと異なり、貸手と
借手の間に知人・親族関係など、何らかの社会的なネ
ットワークが既にあることは必要ではない。たとえ
ば、オークション形式のウェッブサイト上で、潜在的

な借手が、自らの借入条件（金額・弁済期間・利率等）
を提示し、それに対して潜在的な貸手がビッドしてい
くことで、貸手と借手の間のマッチングが行われる 2。
潜在的な借手に対して潜在的な貸手がビッドしなけれ
ば、資金の融通はなされないが、借手の提示した借入
条件に対して貸手がビッドしてくれば、その条件にし
たがった資金の融通がなされる。

maneoの場合、具体的には、図1のような形でオー
クションが行われる。まず、ボロワー（借手）が、自
らの希望する借入条件（金額、金利、期間）をmaneo
のウェッブサイトに掲示してもらい、入札期間 3を設
定した上でオークションが開始される（（1））。この
ボロワーの借入条件に対して、それに貸し出しても
よいというレンダー（貸手）は応札していく（（2））。
応札の際には、レンダーは、ボロワーの提示した希望
借入金利（からmaneoへの手数料1.5%を控除した利
率）を上限とする希望運用金利と希望出資額を入力す
る（入札手続規則5条1項）。最大借入希望額の200万
円に対し、ボロワーの貸出額は一人のレンダーに対し
て20万円までと制限されているので（入札手続規則
5条2項）、複数のレンダーが応札してこない限り、ボ
ロワーの希望額に到達しないのが通常である。
設定時間内にボロワーの借入希望額に到達したり、
ボロワーの設定した最低借入金額（入札手続規則4条
3項）に到達したりしていれば、オークションは成立
する（（3））。借入希望額に到達しなければ、ボロワ
ーの設定した希望借入金利によってボロワーへの貸出
がなされることになる（入札手続規則7条1項）。借
入希望額を超えるレンダーからの応札があった場合に
は、落札できなかったレンダーの提示した希望運用金
利（にmaneoへの手数料1.5%を加えた利率）でボロ
ワーへの貸出がなされることになる（入札手続規則7
条2項）。このレンダーによる貸出はmaneo経由でな
されることになる（（4））。
いったん資金の融通がなされた後は、ソーシャル・
レンディングサービス業者たるmaneoが借手から弁

図1　maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
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済期に資金を回収し、貸手に対して分配することにな
る。もっとも、借手がデフォルトに陥った場合、その
リスクはソーシャル・レンディングサービス業者が負
担するわけではなく、貸手が直接負担する。これは、
ソーシャル・レンディングサービス業者は、マッチン
グの場と貸付金回収サービスとを提供しているに過ぎ
ないとされているからである。そして、ソーシャル・
レンディングサービス業者は、このようなマッチング
の場と貸付金回収サービスを提供していることの対
価として、貸付金額の一定割合（maneoの場合1.5%）
を徴収することにより、そのビジネスモデルを成立さ
せている。

2. 「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
をめぐる理論的問題

ソーシャル・レンディングも、ローン貸出という金
融取引の一つである以上、他の金融取引と同じように、
非対称情報から発生する問題を適切に克服することが
できない限り、その取引を実効的に実現することはで
きない。そして、ソーシャル・レンディングの活躍が
期待される状況は、伝統的な商業銀行による進出が失
敗してきた、マイクロファイナンスの活動局面―典
型的には発展途上国の貧困層―と類似している部分
がある。
マイクロファイナンスの活動局面において伝統的な

金融機関の活動が成功してこなかったのは、次の4つ
の原因による 4。第一に、借手が有しているリスクの
タイプについての情報が金融機関に入手しにくいた
め、単純に貸出をしただけでは、高リスクタイプの貸
手だけが貸出を申込んで貸出利率が上昇し、低リスク
タイプの貸手が排除されてしまうという逆選択の問題
がある（ ①）。第二に、いったん貸出をした後に、借
手が、低リスクなプロジェクトに投資するのではなく、
高リスクなプロジェクトに投資することによってロー
ンの返済ができなくなってしまい、それを見込んでそ
もそも金融機関がローンを提供しなくなってしまうと
いう、モラル・ハザードの問題もある（ ②）。第三に、
返済期になって借手がデフォルトを宣言した場合に、
本当にその借手が返済資金を持っていないのかどうか
チェックすることが不可能であるか、もしくは、著し
くコストがかかるという、監査費用の大きさの問題が
ある（③）。最後に、借手がローンの返済をしようと
しない場合に、法制度が十分に整備されていない状況
では裁判所に訴えて借手の財産に執行してローンの回
収をすることは困難であるし、そもそも貧困層に対す
るローンの場合には借手が十分な責任財産を保有して
いないために借手の財産に執行することが無意味であ

ることが多いという、エンフォースメントの実効性の
問題がある（④ ）。
もっとも、マイクロファイナンスが主な活動領域と
している発展途上国の貧困層とは異なり、ソーシャル・
レンディングが活動しようとしているわが国において
は、これら4つの問題のうち、監査費用の問題（③）
と法エンフォースメントの不十分性（④）の問題は、
さほど深刻なものではないであろう 5。しかし、ソー
シャル・レンディングにおいても、借手の隠されたタ
イプ（逆選択・①）および借手の隠された行動（モラ
ル・ハザード・②）という2つの情報非対称の問題は、
依然として存在する。
この2つの情報非対称の問題について、マイクロフ
ァイナンスは、借手の間にある共同体的な社会的結合
関係を活用することで、これらを克服しようと試みて
いる 6。すなわち、借手の間に地位的な情報ネットワ
ークが存在していれば、貸手には直接分からないよう
な借手のリスクタイプについての情報を借手の間では
入手することができるから、マイクロファイナンス・
プログラムは、そのような共同体的な情報ネットワー
クを活用して逆選択の問題を克服できる（①）。同様
に、借手の間に存在する共同体的な社会ネットワーク
があれば、貸手にとってはコストのかかる借手に対す
る貸出後のモニタリングを、借手の間で行うことがで
きるから、マイクロファイナンス・プログラムはこれ
を活用することでモラル・ハザードの問題を克服でき
る（②）。
しかし、maneoのような「市場」モデル型ソーシャ
ル・レンディングにおいては、マイクロファイナンス
において活用されていた、このような共同体的な社会
ネットワークは存在しない。見ず知らずの他人の間に
おいてオークション形式で借手・貸手間のマッチング
を行う以上、貸手と借手の間に何らの社会的ネットワ
ークは存在していないのが通常だからである 7。
そうすると、「市場」モデル型ソーシャル・レンデ

ィングにおいては、借手の隠されたタイプおよび借手
の隠された行動という2つの情報非対称の問題を克服
するための何らかの別の仕組みを準備しておかない限
り、それが実効的に機能することを期待できないこと
になりそうである。
では、「市場」モデル型ソーシャル・レンディングは、
この問題をどのように克服しようとしているのだろう
か。また、この問題を克服した上で、どのようにして
他の金融仲介サービスに対する優位性を確保しようと
しているのだろうか。この点を理解するために、次節
では、maneoのメカニズムについて詳しく見ていきた
い。
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Ⅲ. maneoのメカニズム

本節では、maneoがどのような形で「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングサービスを提供している
のかを見ていく。最初にmaneoの組織構造について
見た上で、借手（ボロワー）との関係、貸手（レンダ
ー）との関係について概観していく。なお、後述する
ように、maneoにおいては、貸手が借手との間で直接
金銭消費貸借契約を締結するという仕組みを採用して
おらず、貸手とmaneo株式会社が匿名組合契約を締
結した上で、その資金に基づいてmaneo株式会社が
借手に対して貸出を行う、という仕組みを採用してい
る。このため、maneoのサービスにおいては、借手は
「借手」、貸手は「貸手」という名称で呼ばれておらず、
それぞれボロワー・レンダーという名称が付されてい
る。

1. maneoの組織構造

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グサービスは、基本的に2つの法人によって営まれて
いる。貸金業登録を受けた貸金業者であるmaneo株
式会社 8と、第二種金融商品取引業の登録を受けた金
融取引業者であるmaneoマーケット株式会社9である。
両社は、異なる所在地を持っており 10、それぞれ独立
した法人であることを明確にしている。
このほか、maneoエスクロー株式会社も、maneoの

「市場」モデル型ソーシャル・レンディングサービス
の一環をなしている。しかし、同社の役割は、レン
ダーから出資金の預託を受けたり、預託資金をmaneo
株式会社に送金したり、maneo株式会社からレンダー
への送金を受け取って分別管理して保管したりするこ
とに過ぎない。このように、maneoエスクロー株式会
社は、顧客の資金を分別管理し、maneo株式会社の倒
産等のリスクからレンダーの資金を隔離することを目
的とする存在である。確かに、仕組みの安全性を高め
るという意味では、同社は重要な役割を果たしている
ものの、ソーシャル・レンディングという枠組みの中
においては本質的な役割を果たしているとは言えな
い。そこで、以下では、maneoエスクロー株式会社を
除いた、maneo株式会社とmaneoマーケット株式会
社の役割について詳しく見ていく。

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいては、まず、maneo株式会社に登録済みの
ボロワーがmaneo株式会社に借入条件の申請を行い、
この借入条件がmaneoのウェッブサイトに掲載され
る。同じく登録済みのレンダーがウェッブサイト上に

掲載されたこのボロワーの借入条件を閲覧し、それが
よい借入条件であると判断すれば、自分の希望出資額
と希望運用金利を入力して応札する。設定時間内に、
レンダーの応札が十分にあってボロワーの借入希望額
に達すればオークションは成立するが、最低借入希望
額に到達しなければオークションは不成立となる。
このようなレンダーの募集は、ボロワーからの借
入の申込みに応じて、maneo株式会社がmaneoマー
ケット株式会社に対して、匿名組合契約出資持分の
募集の取り扱いを委託し、maneoマーケット株式会社
によってなされる（金銭消費貸借契約約款3条1項）。
maneoマーケット株式会社が、ボロワーからの借入条
件を入札手続に付する形になっているのである。そし
て、このネットオークションによってレンダーたちと
ボロワーのマッチングがなされると、レンダーたちか
らmaneoエスクロー株式会社経由でmaneo株式会社
に出資金が払い込まれる。maneo株式会社は、このよ
うにして払い込まれた出資金によってマッチングされ
たボロワーに対する貸出を行い、ボロワーからの元利
金の弁済をやはりmaneoエスクロー株式会社経由で
レンダーたちに分配することになる。

maneo株式会社とレンダーとの間のこの契約は、匿
名組合契約の形をとっている。レンダーからmaneo
株式会社への資金の拠出は、匿名組合出資であり、預
金等の額が固定した債権ではないから、元本は保証さ
れない。このため、ボロワーからの元利金の弁済が滞
る事態になれば、maneo株式会社からレンダーへの分
配金は、元本割れに陥るリスクがある。maneo株式会
社は、基本的に、レンダーからの貸出金総額の1.5%
を手数料（「契約時報酬」）として徴収し、さらに、約
定利息や遅延損害金の支払い分のうちの1.5%相当
分 11も手数料（「期間報酬」）として徴収する。
この匿名組合契約は、個別のボロワーごとに締結
され 12、匿名組合への出資時に、レンダーはオークシ
ョンによりマッチングの成立したボロワーを指定し、
maneo株式会社は、レンダーから受け入れた出資金を
もって、当該ボロワーとの間の金銭消費貸借に充てる
ことになる。一人のボロワーに対して複数のレンダー
が出資している場合には、レンダー毎に匿名組合契
約が成立する形になっている（maneo取引約款6条9
項 13）。そして、この匿名組合契約は、ボロワーから
受け取った元本および支払利息のmaneo株式会社に
よるレンダーへの分配が完了すると、終了する（匿名
組合契約約款15条1項）。
この意味で、maneo株式会社は、レンダーとボロワ
ーの間に立って金銭消費貸借契約を成立させる導管
のような役割を果たしていることになる。このよう
に、レンダーとボロワーとが直接金銭消費貸借契約を



054

3 2010.3

締結するのではなく、maneo株式会社をボロワーとの
金銭消費貸借契約の当事者としているのは、レンダー
がボロワーとの金銭消費貸借契約の直接の当事者とな
ると、レンダーが貸金業を営んでいることになり、レ
ンダーの貸金業登録が必要になってしまうためだと思
われる。後述するように、貸金業登録を行っている
maneo株式会社が金銭消費貸借契約の当事者として介
在することによって、レンダーへの貸金業法の適用を
回避しているのである。
そして、金銭消費貸借契約と匿名組合契約の当事者

となるmaneo株式会社とは別に、maneoマーケット
株式会社は、ウェッブサイト上で、maneo株式会社に
よる匿名組合契約への出資希望者を募る活動を行う。
このような活動を行うため、maneoマーケット株式会
社は、第二種金融商品取引業の登録を受けているので
ある。レンダーは、maneoエスクロー株式会社に取引
口座を開設しておき、そこにmaneo株式会社への匿
名組合出資のための資金を預託しておく。maneoマー
ケット株式会社によってウェッブサイト上で入札が成
立した場合に、この預託資金が、maneoエスクロー株
式会社からmaneo株式会社へと送金されることにな
る。

2. ボロワーとの関係

（1）信用審査

ボロワーとしての登録を受けるためには、まず、
maneo株式会社による信用審査（「第一次審査」）をク
リアしなければならない。この第一次審査においては、
次の事項が審査される。まず、ボロワーに対して、本
人確認資料と収入証明資料の提出が要求される。そし
て、それに基づいて、maneo株式会社は信用情報機関
に対して、ボロワーの過去および現在の債務履歴の照
会を行う（金銭消費貸借契約3条1項 14、10条1項 15）。
このような情報に基づいて、maneo株式会社は、次の
基準のいずれかに抵触する者については、ボロワーと
しての登録を認めない：

1.  前年度税込み年収が300万以下であること
2.  外部信用情報機関において、延滞履歴等がある
こと

3. 他の消費者金融会社からの借入残高が、年収の
1/3を超えること

4.  他の消費者金融会社から合計150万円以上の借
入があること

5.  その他（犯罪収益移転防止法関係など）
したがって、多重債務者など、弁済能力があまりに
低い者は、そもそもボロワーになることはできないこ
とになる。前述したように、maneoは社会的ネットワ

ークが介在しない貸手と借手の間を結ぶ「市場」モデ
ル型ソーシャル・レンディングではあるものの、そこ
で借手として登場する可能性のある者については、そ
の信用リスクが一定限度以下であることが既に確保さ
れていることになる。あまりにリスクの高い者につい
ては、そもそもボロワー登録を認めないことによって、
逆選択問題の深刻さに制限を加えているのである。も
し、このような制限をかけずにボロワー登録を認めて
しまうと、レンダーが貸出を行う相手の中に非常にリ
スクの高い者が紛れ込んでしまう可能性が出てきてし
まい、そのことを予測する―しかも、そのように高
リスクのレンダーを見分けることのできない―レン
ダーは資金を提供することを止めるであろう（過少投
資）。

（2）maneo score 

以上に加えて、第一次審査をパスしたボロワーにつ
いて、maneoは、maneo scoreとよばれるクレジット・
スコアを付した上で、これをレンダーに対して開示す
る。maneo scoreは、次の要素によって決定される：

1.  ボロワーの年収
2.  他の消費者金融会社からの借入残高
3.  その他のボロワーの属性項目
ボロワーの属性項目（3.）は明示されていないものの、
次のような要素が考慮されているものと考えられる：
・性別
・家族構成
・子供の有無
・居住形態
・企業区分
・役職区分
もちろん、このようにして算出されたクレジット・
スコア（maneo score）は、返済確率の代理変数に過
ぎないから、返済確率と100%相関するわけではない。
クレジット・スコアが高くても、デフォルトが発生す
る可能性はある。
それに加えてそもそも、第一次審査においても、ま
た、maneo scoreの付与においても、maneoは、ボロ
ワーを実地訪問して本人確認をしたり、年収調査をす
るわけではない。仮にそのようなことをしていたら、
非常に多くのコストが発生してしまい、信用リスクを
サービス業者ではなくてレンダーに帰属させることに
よって金融仲介に伴うコストを節減しようとするソー
シャル・レンディングの本来の趣旨と整合しないだろ
う。
このため、ボロワーが、他人になりすましたり、
年収に関する書類を偽造したりしてしまった場合、
maneoがそれを判別することは必ずしも容易ではな
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い。この意味で、maneoは、ボロワーによるなりすま
しや書類の偽造のリスクについてまでは、そもそもレ
ンダーに対して保証できないし、保証してはいないの
である（匿名組合契約約款14条1項 16参照）。そのよ
うな限界はあるにせよ―このリスクの存在は、レン
ダーに対して開示されている―、レンダーは、まず
はこのmaneo scoreを参照して、ボロワーの信用リス
クを判断することになる。その上で、maneoのウェッ
ブサイト上で、ボロワーの入札に対してレンダーが応
札していく際には、後述するように様々な質問をする
ことができ、それによってボロワーの信用リスクをレ
ンダーが判断していく構造になっているのである。

（3）金銭消費貸借契約約款

そこで次に、maneo株式会社とボロワーとの間で締
結される金銭消費貸借契約約款の具体的内容をもう少
し詳しく見ていこう。この約款においては、次のよう
な内容の定めがある。
まず、借入条件については、借入希望金額につい

ては、10万円から200万円までの間、借入希望期間
については、最短6ヶ月から最長36ヶ月まで3ヶ月刻
み、借入希望金利については、上限は利息制限法、下
限は借入希望期間によって異なる一定の金利（たとえ
ば6ヶ月であれば7%、9ヶ月であれば5.5%、12ヶ月
であれば4.5%、36ヶ月であれば2.85%など）の範囲
で、ボロワーが申し込むべきことが定められている（金
銭消費貸借契約約款3条2項）。もっとも、ボロワー
に対して付されたクレジット・スコア（maneo score）
次第では、借入金額・借入期間について、より厳しい
制約が設定されることがあり得る（金銭消費貸借契約
約款3条3項）17。
そして、この範囲内でボロワーの設定した借入希望

条件で、maneoマーケット株式会社に対して匿名組合
契約出資持ち分の募集が委託され（金銭消費貸借契約
約款3条1項）、maneoのウェッブサイト上でレンダ
ーとボロワーのオークションによるマッチングが行わ
れることになる。そして、このオークションによって
決定された借入利率にしたがって、maneo株式会社か
らボロワーに対して貸出が実行され、ボロワーはこの
利率によって利息を支払うことになる（金銭消費貸借
契約約款4条 18）。もっとも、maneo株式会社がレンダ
ーに対して分配する利息は、後述するように、この借
入利率から期間報酬として1.5%相当分を差し引いた
ものである。
いったんmaneo株式会社からボロワーへの貸出が

実行されると、その後は、通常の金融機関からの貸出
と同じような処理がなされる。たとえば、一定の事情
が発生すれば、ボロワーが期限の利益を喪失すること

になる（金銭消費貸借約款7条 19）のは、銀行貸出に
おける銀行取引約定書の期限の利益喪失約款とよく似
ている。
さらに、maneo株式会社からの借入の事実およびそ
の弁済状況に関する情報は、一般の消費者金融からの
借入の場合と同様に、信用情報機関に対して提供され
る（金銭消費貸借契約約款10条2項3項4項 20）。
借入状況が信用情報機関に登録された状態で、元利
金の返済が滞ると、その借手の信用情報に傷がつき、
将来の他の金融機関からの借入に悪影響を与える。前
述した、「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
における2つの非対称情報の問題のうち、借手の事後
の行動に関する非対称情報（モラル・ハザード、②）
については、借手による借入行動が、反復継続する可
能性を持つものであることを利用して、単発ゲームか
ら繰り返しゲームにゲームの構造を変えることによっ
て対処していることになる 21。これは、マイクロファ
イナンスにおいて行われていたような、同一の借手
（グループ）・貸手間における繰り返しゲームではなく、
より広い、日本における信用情報機関への登録がなさ
れている複数の貸手・借手の間の繰り返しゲームであ
るとなっている。この点で、maneoのメカニズムはマ
イクロファイナンスとは大きく異なる。マイクロファ
イナンスが問題となる発展途上国などと違って、共同
体的な情報ネットワークに頼らずとも、情報技術・法
制度が発達して社会全体に情報ネットワークが構築さ
れている先進国であるがゆえの繰り返しゲームの仕組
み方ということになろう。

3. レンダーとの関係

続いて、レンダーとmaneoとの関係について詳し
く見ていきたい。まず、ボロワーとして登録をする際
にmaneo株式会社による審査が要求されるのと同様
に、レンダーとして登録をするためにも、maneo株式
会社による審査がなされる。もっとも、そこでなされ
るのは、本人確認や、反社会的勢力でない旨の宣誓等
に過ぎない。この意味で、レンダーの審査は、ボロワ
ーの審査ほど実質的なものではない。
レンダーとしての登録を認められると、レンダー
は、maneoマーケット株式会社による匿名組合契約出
資持分の募集に対し、maneoのウェッブサイトで行わ
れるオークションでの応札を通じて応募する。この際、
レンダー・ボロワーともに、IDによる表示がなされ、
相互に本名の開示を行うことはない（入札手続規則
10条3項 22参照）。応札時の個別のボロワー（に対す
る貸付を目的とした匿名組合契約）への出資可能金額
の上限は、20万円となっている（入札手続規則5条2
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項 23）のに対し、出資可能最低金額は1万円となって
いる。このように、出資可能金額が低額に抑えられて
いるのは、複数のボロワーに対する出資を検討するこ
とを通じて、個別のボロワーに集中して貸し出すこと
によって高まる信用リスクを分散・低下させる効果を
狙ったものとされている。
ウェッブサイト上でのオークションに際しては、レ

ンダーは、さまざまな情報を参照しつつ、ボロワーの
信用リスク―ボロワーのリスクタイプだけでなく、
貸出実行後のボロワーの行動をも含んだ―を判断す
ることになる。まず、maneoマーケット株式会社が、
maneo scoreのほかに、ボロワーおよびボロワーのプ
ロジェクトに関する属性情報を開示する（入札手続規
則3条1項参照）。そこで開示されるのは、次のよう
な属性情報である：
・借入目的
・経済状況
　– 収入
　– 支出
　–  以上の情報から、返済原資・要返済額、および、
返済余力が自動的に算出され、表示される

・属性情報
　– 性別
　– 家族構成
　– 子供の有無
　– 居住形態
　– 企業区分
　– 役職区分
　– 借入残高
以上のような属性情報に加えて、レンダーは、ボロ

ワーに対して質問を行うことができる。その質問内容
については、当該レンダーと当該ボロワーしか閲覧す
ることはできないが（入札手続規則10条1項 24）、質
問に対して行った回答については、ボロワーは、それ
を一般公開とするかどうかを選択することができる
（入札手続規則10条2項 25）。もっとも、レンダーがボ
ロワーに対して直接接触することは禁じられている
（入札手続規則10条3項 26）。
このようにしてレンダーたちとボロワーの間のマ

ッチングが成立すると、レンダーからmaneoエスク
ロー株式会社を経由してmaneo株式会社に対して匿
名組合契約出資持分が提供され、これを原資として、
maneo株式会社からボロワーに対して貸出が実行され
る。そして、maneo株式会社は、レンダーから出資を
受けた資金をもってボロワーに対して貸出を行う際
に、まず、「契約時報酬」として、出資金額の1.5%（プ
ラス税）を徴収する（匿名組合契約約款7条1項 27）。
さらに、ボロワーとの間の金銭消費貸借契約に基づい

て、ボロワーから支払われる利息（元利支払が遅延し
た場合には、遅延損害金）のうち、1.5%の利率相当
分を「期間報酬」として徴収する（匿名組合契約約款
7条2項 28）。
遅延損害金が発生している場合には、その遅延損
害金から、正常な弁済時の支払利息のうちの期間報
酬分と同じ割合で、期間報酬を徴収する 29。そして、
maneo株式会社は、このような報酬を差し引いた上で、
残額をレンダーに対して分配する（匿名組合契約約款
6条、8条、11条）。
なお、いったん貸出が実行された後は、ボロワーか
らmaneo株式会社に対する元利金の返済が滞ったと
しても、レンダーは、ボロワーに対して直接、返済の
督促を行うことはできない（匿名組合契約約款5条2
項 30）。また、ボロワーによる返済が滞った場合であ
っても、maneo株式会社からレンダーに対して債権譲
渡がなされることはないとされている 31。

Ⅳ. 金融規制との関係

maneoの展開している「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングは、以上のような形を採用している。し
かし、この仕組みを見た者は、これがいくつかの金融
規制法規に抵触しないのだろうか、という疑念を抱く
だろう。実質的にレンダーからボロワーに対して貸付
をしていることを考えれば、レンダーが貸金業法の登
録をしなくてもよいのだろうか、という疑問が浮かぶ
し、maneo株式会社が多くのレンダーから資金を集め
てボロワーに対して貸付を行っている点に着目すれ
ば、出資法や金融商品取引法の適用はないのだろうか、
という疑問が浮かぶ。そこで本節では、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングサービスが、これ
らの金融規制法との関係をどのように克服しようとし
ているのかについて、見ていきたい。

1. 貸金業法

（1）貸金業法の規制

貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実
施し、その事業に対し必要な規制を行うことを目的と
した法律である（貸金業法1条）。このため、貸金業
（貸金業法2条1項）を営もうとする者は、登録を受
ける必要がある（貸金業法3条1項）。maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングサービスとの関係
で問題となるのは、反復継続してレンダーが出資を行
うことが、貸金業法上の「貸金業」を「営む」ことに
該当しないか、である。もし該当するのだとすると、
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maneo株式会社は、レンダーに対して、貸金業法上禁
じられている名義貸し（貸金業法12条）を行ってい
ることになってしまう。
貸金業法2条1項は、貸金業を、「金銭の貸付け又

は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他こ
れらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方
法によってする金銭の授受の媒介を含む〔中略〕）で
業として行うもの」と定義する。maneoにおけるレン
ダーは、maneo株式会社との間に締結された匿名組合
契約について持分を出資しているだけであり、最終的
な借手であるボロワーに対して直接に「金銭の貸付け」
を行っているわけではない点に着目すれば、レンダー
は貸金業を営んではいないと言えそうではある。
しかし、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レ

ンディングのように、中間的存在を間に介在させただ
けで、貸金業に該当せず、貸金業法の適用がないとい
う形式的な運用を行っていては、簡単に貸金業法の規
制が潜脱され、貸金業法の立法目的が達成できない結
果となりかねない。貸金業法2条1項における貸金業
の定義規定も、「その他これに類する方法」といった
実質的な基準によって貸金業該当性を判断しようとし
ていることから見て、直接的な金銭消費貸借契約の有
無という形式的基準のみによって貸金業該当性を判断
することには問題があろう。
そこで実質的にmaneoの「市場」モデル型ソーシ

ャル・レンディングを観察すると、レンダーは反復継
続してボロワーに対して貸付を行っていると評価する
こともできそうであり、そうするとレンダーは、実質
的に貸金業を営んでいると評価されそうである。しか
し、形式的には貸金業に該当しないものを実質的に評
価して貸金業に該当すると評価できるかどうかは、貸
金業法の規制目的に照らしてそのように評価すること
が妥当かどうかによって決まる。すなわち、貸金業法
が貸金業について登録制度を採用しているのは、貸金
業に対して様々な規制を実効的に行うためであるか
ら 32、レンダーを貸金業を営む者として評価すべきか
否かは、レンダーの行っている行為に対して、貸金業
法が設定しているそれらの様々な規制を適用すべきか
否かによって決まってくることになる。
では、貸金業法は、貸金業について登録制度を採用

することによって、どのような規制の実効的な運用を
目指しているのだろうか。貸金業法が要求しているの
は、次のような事項である：

1. 貸金業務取扱主任者の設置（貸金業法12条の3）
2. 従業者であることの証明書の携帯等（貸金業法

12条の4）
3. 暴力団員等の使用の禁止（貸金業法12条の5）
4. 不実告知等の禁止（貸金業法12条の6）

5. 生命保険契約等の締結に係る制限（貸金業法12
条の7）

6. 利息・保証料等に係る制限等（貸金業法12条の8）
7. 相談・助言に関する努力義務（貸金業法12条の9）
8. 返済能力の調査（貸金業法13条）
9. 過剰貸付等の禁止（貸金業法13条の2）
10. 基準額超過極度方式基本契約に係る調査等（貸
金業法13条の3、13条の4）

11. 貸付条件の掲示（貸金業法14条）
12. 貸付条件の広告に係る制限（貸金業法15条、16
条）

13. 契約締結前の書面等の交付（貸金業法16条の2、
16条の3）

14. 契約締結時の書面の交付（貸金業法17条）
15. 受取証書の交付（貸金業法18条）
16. 帳簿の整備（貸金業法19条、19条の2）
17. 特定公正証書に係る制限（貸金業法20条）
18. 公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限（貸
金業法20条の2）

19. 取立行為の規制（貸金業法21条）
20. 債券証書の返還（貸金業法22条）
21. 標識の掲示（貸金業法23条）
22. 債権譲渡・求償権等の規制（貸金業法24条、24
条の2、24条の3、24条の4、24条の5）

これらの規制は、貸金業者のガバナンスに関する規
制（1, 2, 3, 16, 21）、契約締結時の情報開示に関する
規制（4, 7, 11, 12, 13, 14, 15）、金銭消費貸借契約の
内容に関する規制（5, 6, 17, 18）、債務者の適合性に
関する規制（8, 9, 10）、取立行為に関する規制（19, 
20, 22）からなっている。この5類型のうち、貸金業
者のガバナンスに関する規制は、他の規制の実効性を
確保するための補助的な規制であり、より実体的な規
制は、それ以外の4つの類型の規制となる。これらの
規制の適用対象となるような行為を、貸金業登録を行
っているmaneo株式会社が全て行っていれば、貸金
業法の規制を潜脱しているとの評価を下されないこと
になるが、逆に、そのような行為をレンダーが行って
いれば、貸金業法の規制を潜脱しているものと評価さ
れやすくなることになる。
この残り4類型のうち、契約締結時の情報開示に関
する規制・金銭消費貸借契約の内容に関する規制・債
務者の適合性に関する規制の3類型は、いずれも、貸
手と借手の間で金銭消費貸借契約が締結される際に問
題となる、いわば、金銭消費貸借契約の締結に関わる
規制である。これに対し、取立行為に関する規制は、
金銭消費貸借契約が締結された後の、その履行段階に
関わる規制である。それぞれ順に見ていこう。
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（2）金銭消費貸借契約の締結に関わる規制

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいては、金銭消費貸借契約は、maneo株式会社
とボロワーの間で締結され、その際の、情報開示・契
約内容・債務者の適合性の審査については、ボロワー
の呈示した借入条件（金利・期間・金額）にしたがっ
てmaneo株式会社が行う形になっている。このため、
レンダーが、貸金業法の規制の適用対象となるような
行為を、金銭消費貸借契約の締結において行っている
わけではない。唯一可能性があるのは、貸金業法が上
限を規制している金利の決定であるが、maneo株式会
社とボロワーとの間の金銭消費貸借契約において、こ
の金利は貸金業法の規制の範囲内に収まるようにされ
ているから 33、規制金利を超える金利での貸付はなさ
れない。このため、レンダーが貸金業法の規制対象と
なるような行為を直接行う余地はなくなっていると言
えよう。

（3）取立行為に関する規制

他方、取立行為に関しては、maneo株式会社の匿名
組合契約約款においては、レンダーは、maneo株式会
社による匿名組合の営業（＝主にボロワーに対する金
銭消費貸借）の遂行に一切関与することはできないし
（匿名組合契約約款5条2項）、レンダーは、営業に関
する財産について一切の持分を有しないものとされて
いる（匿名組合契約約款5条3項 34）。これらの規定に
よって、レンダーがボロワーに対して取立行為を行う
ことが匿名組合契約上禁じられている形になるから、
レンダーが貸金業法の規制対象となる行為を直接行う
ことはなさそうに見える。
もっとも、これらの規定だけでは、匿名組合契約に

おける営業担当者であるmaneo株式会社が破綻した
場合に、レンダーがmaneo株式会社の財産を差し押
さえて転付命令を受けることによって、レンダーがボ
ロワーに対する取立行為を直接行うことができてし
まう。そこで、レンダーがmaneo株式会社に対して、
匿名組合契約上有する債権回収を目的として 35差押等
の強制執行手続・保全命令の申立をすることが禁じら
れているし（匿名組合契約約款18条2項 36）、匿名組
合に未払い債務があった場合にはそもそもそれをレン
ダーが放棄することとされている（匿名組合契約約款
18条3項 37）。もっとも、以上のような規定でレンダ
ーによる直接の取立行為が完全に防げるかというと、
必ずしも明らかではない。
第一に、前述のようにレンダーによるmaneo株式
会社の財産の差押えが禁じられているとしても、たと
えばレンダーがボロワーに対して債権者代位権を行使
したりしてきた場合、ボロワーという第三債務者が、

maneo株式会社がレンダーに対して有しているこのよ
うな契約上の抗弁を現実に援用できるかは、必ずしも
確実ではない。ボロワーがこのような規定の存在を知
らず、抗弁を提出できない場合はあり得るだろう。
第二に、maneoマーケット株式会社が提供している
オークションシステムにおいては、レンダーもボロワ
ーも IDによって表示がなされ、レンダーによるボロ
ワーへの直接の接触が禁じられており（入札手続規則
10条3項）、匿名化が図られてはいる。しかし、実際
には、オークションの過程においてレンダーがボロワ
ーに対して行う質問によって、ボロワーの事実上の特
定ができてしまう可能性が高い。
たとえば、ボロワーが借入目的として提示している
プロジェクトが、あるビジネスを開始しようというも
のだったとしよう。このプロジェクトの収益性とリス
クがどのようなものなのかということは、このプロジ
ェクトが行われる地域、対象としているマーケット、
プロジェクトの規模、などの要因によって左右される。
レンダーがこれらの情報を得るために質問を繰り返し
ていけば、ボロワーが誰であるかは、事実上特定でき
てしまう蓋然性が高まるだろう。そうすれば、レンダ
ーとしては、ボロワーによるプロジェクトがうまくい
っているのか監視に行ったり、ボロワーによる元利金
の支払いが遅延した場合にはボロワーに対して支払の
督促に行ったりすることが事実上できてしまうことに
なる。
第三に、この匿名組合契約上の強制執行禁止条項お
よび持分放棄条項が、そもそも有効なのか、という問
題がある。このような条項が違法な投資勧誘ビジネス
などにおいて利用されれば、公序良俗違反（民法90
条）ないし不当条項（消費者契約法8条・10条）とし
て、違法無効とされる可能性がある。そうだとしたら、
maneoの匿名組合契約においても、これらの規定も違
法無効であり、レンダーは強制執行をなし得ることに
なるのだろうか。
第一の問題については、確かにそのような事実上の
問題はあり、この問題に対する実効的な解決策は考え
にくい。ボロワー側に立つ代理人が適切にmaneoの
匿名組合約款を見つけ出すことを期待するしかないだ
ろう。ただ、ここで問題にしたような事態が発生する
可能性がさほど高いものではないと言えるのであれ
ば、この点をだけをもって、maneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングサービスが、貸金業法の
規制を逸脱するものだと評価するまでもないのかもし
れない。
第二の問題については、レンダーが匿名組合契約
約款において禁じられている行為をした場合には、
maneo株式会社は、そのレンダーとの間の匿名組合契
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約を解除することができる（匿名組合契約約款16条1
項（4）（b） 38）。約款違反に対するかかるサンクショ
ンが設定されていれば、匿名組合契約に違反してまで
ボロワーに対する取立行為を行おうとするレンダーは
減るであろう。それにそもそも、maneoのシステム上、
レンダーが一人のボロワーに対して出資できる額の上
限は20万円という低額に設定されていることからす
れば、自らの出資額の回収のためにコストのかかるモ
ニタリングや支払の督促といった行動をレンダー自ら
が行うことは、合理的ではなくなる可能性が高い。
第三の問題については、まず、消費者契約法8条1
項1号から4号までにおいて禁止されているのは、事
業者による債務不履行ないし債務の履行に伴う不法
行為であるところ、maneo株式会社が提供しているサ
ービスは、匿名組合契約へと出資された資金の管理運
用であることに鑑みれば、ボロワーのデフォルトは、
maneo株式会社自身の債務不履行でもなければ不法行
為でもない。また、ボロワーの信用リスクが「隠れた
瑕疵」（消費者契約法8条1項5号）に該当するかにつ
いては、ボロワーの信用リスクの存在（匿名組合契約
出資が元本割れになりうること）があらかじめレンダ
ーに開示されていることから、「隠れた」瑕疵とは評
価されないものと思われる。残るは、一般条項（民法
90条・消費者契約法10条）該当性であるが、強制執
行禁止条項・持分放棄条項が貸金業法の適用を避ける
ための合理的な仕組みである、という点をどこまで重
視するかによって結論が変わってくるであろう。
とすれば、少なくとも、この条項が濫用されるおそ

れがなければ、問題がないように思われる。たとえば、
現在の匿名組合契約約款では「匿名組合契約に基づき
営業者に対して取得する債権」が強制執行禁止の対象
となっているが、この「匿名組合契約に基づき」とい
う文言を厳格に解釈し、maneo株式会社の債務不履行
や不法行為などに基づく損害賠償請求権を含まないよ
うに解釈すれば、違法無効とまで評価する必要はない
ように考えられる。
以上のように、取立行為に関する貸金業法上の規制

についても、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、レンダーが規制の適用対象
となる行為を直接行う可能性を限りなく低くしている
ものといえる。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングが、貸金業法の規制の潜脱行為だと評価
されないのだとしたら、このような点が原因となって
いるものと考えられる。

2. 出資法

出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り

に関する法律）との関係でmaneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングが問題になりそうな規制
は、① 出資金の受入の制限（出資法1条）、② 預り金
の禁止（出資法2条）、③ 金銭貸借の媒介手数料の制
限（出資法4条）、④ 高金利規制（出資法5条）、であ
る。以下、それぞれについて見ていこう。

（1）出資金・預り金

　まず、出資金の受入の制限について。出資金とは、「共
同の事業のために拠出される金銭であって、その目的
となる事業の成功を図るために用いられるもの」39を
言う。maneo株式会社とレンダーの間で締結される匿
名組合契約への出資は、この出資金に該当する。しか
し、出資法1条が禁じているのは、出資金の本来的性
格からすれば元本保証がないにもかかわらず、あたか
も元本保証があるかのように出資金を募り、一般大衆
に安全な利殖方法であると誤信させる方法を用いた出
資金の受入という誇大広告の規制である 40。maneoの
「市場」モデル型ソーシャル・レンディングにおいては、
maneo株式会社は、ボロワーがデフォルトした場合に
は出資金が元本割れになるリスクが存在することを明
示しているから（匿名組合契約約款14条1項参照）、
事業の成否を問わず確定的に出資した元本またはそれ
を上回る利益配当の支払を約束している 41わけではな
い。したがって、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングは、出資法1条に抵触するわけではない。
同じことは、預り金の禁止についても言える。出資
法2条で禁止されている「預り金」とは、元本の返還
を約束する金銭の受入で、価値ないし価額の保管をも
って主として預け人の便宜のために行われるもの 42で
ある。maneo株式会社とレンダーの間で締結される匿
名組合契約への出資は、元本が保証されていない以上、
「預り金」には該当せず、出資法2条は適用されない。

（2）媒介手数料

　では、金銭貸借の媒介手数料の制限についてはどう
か。出資法4条が規制対象としているのは、金銭消費
貸借契約、あるいは、手形の割引・売渡担保等（出資
法7条）の媒介である。しかるに、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングにおいては、金銭
消費貸借契約が成立しているのは、maneo株式会社と
ボロワーとの間であり、レンダーとボロワーとの間で
はない。そうすると、形式的には、maneoは、金銭消
費貸借契約等を媒介して成立させているわけではな
い。
ただ、出資法4条の「金銭の貸借」については、出

資法7条でこの概念を実質的に拡張していることか
ら分かるように、より実質的に解される 43可能性が
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ないわけではない。そのような解釈を採る場合には、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
においては、レンダーとボロワーの間で金銭消費貸借
がなされていることと実質的に等しいことに鑑みれ
ば、これが「金銭貸借の媒介 44」に該当する可能性が
出てくる。
その場合、maneo株式会社が受領する報酬は、「そ

の媒介に係る貸借の金額」の5%を超えてはならない
ことになる。媒介手数料は、媒介手数料に関する契約
ごとに徴収することができ、貸手・借手の双方から
媒介手数料を徴収する場合には、双方から5%まで徴
収しても、出資法4条違反にはならない 45。しかし、
maneo株式会社は、契約時報酬（匿名組合契約約款7
条1項）も期間報酬（匿名組合契約約款7条2項）も
ともに匿名組合員（レンダー）から徴収しているよう
であり、そうだとすると、両者の合計が5%の範囲に
おさまらないといけないことになる。
たとえば、100の資金を、最長の3年間ボロワーに

対して貸し付けるケースを考えてみよう。ボロワー
に対する貸出利率が年利5%複利の場合、まず、レン
ダーから1.5の契約時報酬をmaneo株式会社は徴収す
る。3年間のボロワーによるmaneo株式会社への支
払総額は、（100－ 1.5） ∗（1.053） = 114.0260625に
なる。この元利合計のうち、利息1.5%相当分である
（114.0260625－（100－1.5））∗（1.5/5） = 4.65781875
が期間報酬となる。そうすると、maneo株式会社が受
領する報酬総額が、金銭消費貸借契約の金額 46に占め
る割合は、（1.5 + 4.65781875）/（100 － 1.5） ∗ 100 = 
6.25%となり、5%を超える。
また、ボロワーに対する貸出利率が年利 20%複
利の場合、3年間のボロワーの支払総額が（100 －
1.5） ∗ （1.23） = 170.208となる。すると、期間報酬は、
（170.208 － （100 － 1.5）） ∗ （1.5/20） = 5.3781となり、
この期間報酬だけで5%を超える 47。そして、最終的
にmaneo株式会社が受領する報酬総額が、金銭消費
貸借の金額に占める割合は、（1.5 + 5.3781）/（100 
－ 1.5） ∗ 100 = 6.98%となる。
さらに、遅延損害金が発生している場合には、いっ

そう期間報酬額が高くなる可能性がある。たとえば、
元々ボロワーに対して5%の利率で貸出を行っていた
場合、年14.5%（金銭消費貸借契約約款5条）の割合
で付される遅延損害金のうち、1.5/5が期間報酬とし
て徴収されることになるから 48、遅延損害金の割合と
元々のボロワーに対する貸出金利によっては、maneo
株式会社が受け取る期間報酬は、金銭消費貸借の金額
の5%を大きく超える可能性がある。
このように、ボロワーに対する貸出利率を複利計算

しているとすると、年利率が十分に高くと貸出期間が

十分に長い場合には、期間報酬だけで金銭の貸借の金
額の5%を超えてしまうことがある。また、年利率が
低い場合や、単利計算を行った場合であっても、契約
時報酬と期間報酬とを、ボロワーとレンダーとに割り
振るのではなくともにレンダーから徴収しているとす
ると、貸出期間が十分に長い場合には合計額でやはり
5%を超えてしまうことがある。そうすると、maneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングは、出
資法4条違反になるということなのだろうか。
しかし、それにもかかわらず、maneoの「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングを、実質的には出資
法4条に抵触しないと考えるのであれば、出資法4条
がこれまで想定していた場面と、maneoの「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングとが異なるという評
価によらざるを得ないと思われる。
すなわち、出資法4条が伝統的に問題としてきたの

は、貸手と借手の間の金銭消費貸借契約の成立の時点
で、媒介者が5%を超える手数料を徴収してしまい、
事後に借手がデフォルトしようと媒介者の利害には何
ら影響しない 49ようなケースであったと思われる。
これに対して、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、maneo株式会社が受け取る
報酬の額は、借手がきちんと債務を弁済するかどうか
に依存する。支払の中途でデフォルトしてしまうよう
な借手であれば、maneo株式会社は、自らの受け取る
報酬が減少してしまうから、maneoには、「デフォル
トしにくい借手」を見つけてくるインセンティヴがあ
る。この点で、出資法が従来念頭に置いていた古典的
な金銭消費貸借の媒介者とmaneoとは異なっている。
このようなmaneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングの合理性をも加味すれば、出資法が元来
想定していた取引形態と異なることからして、maneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングを必ず
しも出資法4条違反と評価する必要はないのかもしれ
ない。

（3）高金利規制

最後に、高金利規制については、貸金業法と同等の
規制内容なので、貸金業法について述べたことと同じ
ことが妥当する。

3. 金融商品取引法

最後に、以上に見てきたように、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングが、元本の保証さ
れない「出資金」を募る金融商品であるとしたら、そ
のリスクの内容についての十分な情報開示をした上で
募集を行わなければいけないのではないか、すなわち、
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金融商品取引法の情報開示規制との関係が問題となっ
てくる。
まず、maneoマーケット株式会社が募集する、

maneo株式会社との匿名組合契約出資持分は、金商法
2条2項5号のいわゆる集団投資スキーム持分（第2項
有価証券）に該当する。集団投資スキーム持分とは、
民法上の組合・商法上の匿名組合・投資事業有限責任
組合・有限責任事業組合・社団法人の社員権その他の
権利であって、出資した金銭を充てて行う事業から生
ずる収益の配当・財産の分配を受けることのできる権
利である。maneo株式会社との匿名組合契約出資持分
は、この定義に該当する上に、出資者（レンダー）の
全員が出資対象事業に関与する（金商法2条2項5号イ）
ことはないし 50、出資者（レンダー）が拠出額を超え
て配当または財産の分配を受ける（金商法2条2項5
号ロ）可能性があるし 51、保険契約・共済契約・不動
産特定共同事業契約に基づく権利（金商法2条2項5
号ハ）でもないし、金商法施行令1条の3の3に列挙
された権利（金商法2条2項5号ニ）にも該当しない
からである。
この集団投資スキーム持分（第2項有価証券）につ
いては、新たに発行される有価証券の取得の申込の勧
誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧
誘にかかる有価証券を所有することとなる場合には、
有価証券の募集に該当する（金商法2条3項3号）。既
発行有価証券の場合であれば、同等の基準によって、
有価証券の売出しに該当する（金商法2条4項2号）。
募集または売出しに該当すれば、有価証券届出を行わ
なければならず（金商法4条1項）、いわゆる発行開
示規制が適用されることになる。
もっとも、この第2項有価証券についての募集・売
出しの基準となる「相当程度多数」とは、所有者が
500名以上の場合となっている（募集について金商法
施行令1条の7の2、売出しについて金商法施行令1条
の8の3）52。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、最低出資金額が1万円、最
高借入希望金額が200万円となっていることから、一
人のボロワーに対する貸出を行う、同種の匿名組合
契約について発生する出資者数の最大数は200名とな
る。このため、maneo株式会社との匿名組合契約出資
持分の募集は、有価証券の募集・売出しには該当せず、
有価証券届出をしなくてもよいことになる。
もっとも、maneoマーケット株式会社は、集団投資

スキーム持分たるmaneo株式会社との匿名組合契約
出資持分を募集していることになるから、第二種金融
商品取引業に該当し（金商法28条2項1号）、内閣総
理大臣の登録を受けなければならない（金商法29条）。
maneoマーケット株式会社は、第二種金融商品取引業

の登録を受けているから 53、この点はクリアされてい
る。
以上のように、maneoの「市場」モデル型ソーシャ

ル・レンディングは、金融商品取引法上も、問題はな
いことになる。

Ⅴ. maneoの機能

1.  「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
に対する誤解
ソーシャル・レンディングの登場が、マイクロファ
イナンスへの着目に続いたこと、および、昨今の不況
で貧困層への貸出や多重債務が問題になっていること
から、ソーシャル・レンディングは、銀行のような伝
統的な金融仲介機関からの借入ができないような層が
借入を行うのに使えるのではないか、との期待を抱く
者もいたようである。実際、メディアでmaneoのソ
ーシャル・レンディングが紹介される際には、そのよ
うな方向性で紹介されることが少なくない54。しかし、
そのようなイメージは、正しい認識なのだろうか。
前述したように（Ⅱ . 2.）、銀行や消費者金融などの

伝統的な金融仲介機関が貸出を行うことができない層
が存在するのは、逆選択やモラル・ハザードといった、
貸手と借手の間の情報非対称の問題による。それらの
問題が深刻であるがために、借手に受け入れ可能な利
子率で貸出を行うことができなくなるのである。マイ
クロファイナンスは、このような問題を、共同体的な
社会的結合関係を活用することで克服しようとしてい
た。では、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レ
ンディングは、この問題を克服できるのだろうか。

maneoのシステムにおいては、レンダーとボロワ
ーは、相互に IDによって匿名化されており、レンダ
ーによるボロワーへの接触も禁止されている。レン
ダーがボロワーに関する情報として取得できるのは、
maneoマーケット株式会社が提供するボロワーに関す
る属性情報と、オークションの過程でレンダーがボロ
ワーに対して行う質問しかない。ここで得られる情報
や弁済の強制力は、マイクロファイナンスが活用して
いた共同体的な社会的結合関係に比較して、ごく弱い
ものである。ましてや、銀行や消費者金融機関などの
伝統的な金融仲介機関が得られる情報に比較して、格
段に優れたものでもない。
そうだとすると、maneoの「市場」モデル型ソーシ
ャル・レンディングは、深刻な逆選択やモラル・ハザ
ードの問題を克服し、それによって「銀行から借り入
れることのできない」借手に対してファイナンスを受
ける可能性を開くものとして期待することは、正しい
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認識ではない。
確かに、メディアとしては、「弱者が救われる」と

いう「美談」に仕立てた方が視聴者に受けやすいと考
え、そのように報道を構成しようとするインセンティ
ヴがあることは理解できる。しかしそれでは、真実と
は異なるイメージを伝達してしまう結果になる。

2. 「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
の機能

（1） 他の金融仲介機関との共通性

前述したような「市場」モデル型ソーシャル・レ
ンディングの限界は、maneo自身も認識している。
maneoは、ボロワーの登録時に、信用審査を行ってお
り、
・前年度税込み年収が300万以下であること
・外部信用情報機関において、延滞履歴等があるこ
と

・他の消費者金融会社からの借入残高が、年収の
1/3を超えること

・他の消費者金融会社から合計150万円以上の借入
があること

・その他（犯罪収益移転防止法関係など）
のいずれかに該当する者についてはボロワーへの登録
を認めない。これらのいずれかに該当する者は、銀行
や消費者金融などの他の伝統的な金融仲介機関におい
ても借入を受けることは難しいであろう。
この意味で、maneoは、「銀行から借り入れること

のできない」借手に対してファイナンスを受ける可能
性を開くものではなく、「銀行から借り入れることの
できる」借手に対して、新たな選択肢を提供するもの
であると言える。逆選択やモラル・ハザードといった
情報非対称の問題については、それが最も深刻なケー
スについてまで克服しようとするものではない。情報
非対称の問題があまり深刻ではない状況における、新
たな選択肢の提供を目的としているのである。
したがって、ボロワーから見たmaneoの「賢い」

利用方法とは、次のようになろう。まず、銀行や消費
者金融等の伝統的な金融仲介機関に対して、ローンの
申込みを行って、どのような条件で貸出を認めてくれ
るかを聞き出す。その上で、それと同じか、それより
少し借手に有利な条件で、maneoにおいてオークショ
ンを行ってみる。オークションがうまく成立すれば、
銀行などより低金利で借入を行うことができるし、仮
にオークションが成立しなければ、銀行などに戻って
当初の条件で借入を行うことになる。
これに加えて、maneo株式会社からの借入の事実お
よびその弁済状況に関する情報は、一般の消費者金融
からの借入と同様に、信用情報機関に対して提供され

る（金銭消費貸借契約約款10条2項3項4項）ことに
なっているから、債務者のタイプについての情報非対
称（逆選択）についてはともかく、債務者の行動につ
いての情報非対称（モラル・ハザード）についてはあ
る程度克服することができる。信用情報機関に対して
債務者の信用情報が登録されるということは、たとえ
その金融機関との取引が単発的なものであったとして
も、その他の金融機関と将来において取引する可能性
があれば、その金融機関との取引が反復継続される場
合と同じ性質を帯びてくる。そうすれば、ある金融機
関から借入をした後に機会主義的な行動に走れば、自
らの信用情報に傷がついて、将来において他の金融機
関からよい条件で借入を行うことが困難になるから、
機会主義的な行動をするインセンティヴが弱まる。

（2）他の金融仲介機関に対する優位性

しかし、以上のような貸手と借手の間の情報非対称
に対処するための仕組みは、maneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングだけが有しているわけで
はない。銀行や消費者金融などの他の伝統的な金融仲
介機関も活用している仕組みである―というよりは
むしろ、銀行や消費者金融などが最初に発達させた仕
組みをmaneoが活用している、と表現した方が適切
であろう。だとすれば、それだけでは、maneoの「市
場」モデル型ソーシャル・レンディングが他の金融仲
介機関に対して優位に立ち、「新たな選択肢を提供す
る」途を開いていることを説明できない。maneoの優
位性があるとしたら、それは、別の点に求められなけ
ればならない。

（a）伝統的な金融仲介機関による貸出の場合
今、銀行や消費者金融などの伝統的な金融仲介機関
が借手に対する貸出を行う際に、どのような形で貸出
の意思決定を行っているかを考えてみよう。借入希
望者がやってきた場合、金融仲介機関の貸出担当者
としては、まず、maneoがその信用調査およびmaneo 
scoreの設定において行ったのと同じような、借入希
望者の属性に関する調査を行う。すなわち、
・前年度税込み年収
・外部信用情報機関における延滞履歴等の有無
・他の消費者金融会社からの借入残高
・性別
・家族構成
・子供の有無
・居住形態
・企業区分
・役職区分
・支出
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・借入目的
といった情報を聞き出すであろう。その上で、当該金
融機関の内規にしたがって、当該借入希望者に対する
貸出可能額を算出し、その範囲内で貸出を行うか、あ
るいは、貸出を拒むかを決定する。そして、貸出を行
ってよいと考えたのであれば、そのことについて上司
の許可を得た上で貸出を実行することになる。この貸
出プロセスを、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングと比較してみよう。

（b）集合知
まず、伝統的な金融仲介機関においては、特に銀行

においては、金融庁のいわゆる検査マニュアルへの対
応という要請があることもあって、比較的定型的な審
査しか行うことはできない。前例のない借入目的（ビ
ジネスプロジェクト）に対しては、そのリスクと収益
性を判断することは難しいし、仮に貸出担当者が個人
レベルでそれを判断できたとしても、そのリスクと収
益性について上司などに対して客観的に説明可能な形
で提示し、その理解を得ることは必ずしも容易ではな
い。
これに対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、そのような「硬直性」はな
い。レンダー一人一人が、自分が納得できるような形
でボロワーから説明を得られれば、出資を実行できる
のであり、保守的な内規に従ったり上司を説得したり
する必要はない。前例がなくとも、ボロワーの提示し
たプロジェクトのリスクと収益性が相当な範囲に収ま
っていれば、出資を決断することができる。
このような決断の際に効果的に機能するのが、「広

く、薄い」レンダーの層である。伝統的な金融仲介機
関が貸出を行う際には、その貸出に関する意思決定は、
少人数で、かつ、ジェネラリスト的な審査能力・傾向
を持つ者たちによってなされる。これに対し、maneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングにおい
ては、レンダーは、インターネット上に広範に分散し
ている。レンダーの中には、ボロワーの提示するプロ
ジェクトのリスクや収益性については、十分な知識を
持っていない者が大半であろうが、レンダーの数が増
えれば増えるほど、当該プロジェクトのリスクや収益
性について、ジェネラリストたる伝統的な金融仲介機
関の貸出担当者に比べると専門的な知識を持っている
者が存在する蓋然性が高まるだろう。そうだとすれば、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
は、いわゆる「集合知」を活用することで、伝統的な
金融仲介機関においては審査のしにくい（あるいは審
査を行うことに高いコストがかかる）プロジェクトに
対して、より安価なコストで審査を実現するメカニズ

ムだと言えよう。
もっとも、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・

レンディングは、このような「集合知」のプラスの側
面だけを持つわけではない。それと同時に、ネガティ
ヴな側面も存在する。一般的な「集合知」において
は、単に知識を提供するだけで、知識を提供した者は
何らかのリスクの引き受けを行うわけではない。しか
し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディ
ングにおいては、単に知識を提供するだけではなく、
それと同時に出資額に応じたリスクも引き受けること
になる。もちろん、その分だけ真剣な知識の提供が
なされることになるが―ちょうど株式市場における
投資と同様に―、いわゆる「勝者の呪い（winners’ 
curse）」のリスクにもさらされる可能性があることに
なる 55。
勝者の呪いとは、オークションにおいて落札した者
が落札した原因が、当該落札者が、オークションの対
象物を最も「適切に」高く評価していたからではなく、
何らかの誤解や情報不足に基づいて、オークションの
対象物を他のオークション参加者よりも「誤って」高
く評価していたことにある可能性が高い、という現象
である。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レン
ディングにおいても、あるボロワーの借入申込みに対
して、他の入札者にが応札しなかったにもかかわらず、
入札して落札してしまったレンダーたちは、彼らがボ
ロワーのプロジェクトのリスクや収益性を他のレンダ
ーよりも正確に評価できていたからではなく、そのプ
ロジェクトを誤って高く評価してしまったから落札で
きた可能性がある。

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グには、このような望ましくない側面もあるものの、
このようなシナリオが発生する蓋然性が十分に低い
か、あるいは、参加者（レンダー）たちがこのような
シナリオの可能性を十分認識しつつオークションに参
加していれば、「集合知」によるプラスの側面が強く
現れてくる可能性がある。

（c）審査者の機会費用
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グが、伝統的な金融仲介機関に対して優位に立てる可
能性があるもう一つの要因は、そのコスト構造である。
伝統的な金融仲介機関が貸出を行うためには、貸出担
当者やその上司などに対する人件費や、物理的な店舗
を持っている金融機関の場合には、その店舗の取得・
維持に関する費用など、多くの費用が発生する。
これに対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・

レンディングにおいては、maneo株式会社では、形式
的な信用力審査を行うための最低限の人員と、ウェッ
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ブサイトの運営のための人員、出資金・貸出金の移転・
管理に携わる人員など、必要最小限の人員さえあれば
よい。そして、これらの人件費等は、maneo株式会社
が徴収する1.5%の手数料でカバーされることになる。
貸出における中心的かつ最もコストがかかる意思決定
部分である、ボロワーのプロジェクトのリスクおよび
収益性に関する審査については、maneo株式会社は、
担当していない。
もっとも、この審査をmaneo株式会社が担当しな
いにしても、その実質的な審査を行うレンダーたちが、
伝統的な金融仲介機関の貸出担当者と同じコストをか
けて審査をしていたら、結局、maneoの他の金融機関
に対するコスト面での優位性は生まれてこない。しか
るに、maneoの市場モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいて審査を実行するのは、勤務時間中の貸出担
当者ではなく、自宅に帰宅して余暇を過ごしているレ
ンダーたちである 56。金融仲介機関の貸出担当者の労
働には、彼らの勤務についての機会費用が発生する。
けれども、自宅に帰って余暇を過ごしているレンダー
たちによる審査については、機会費用は大きいもので
はない 57。このため、伝統的な金融仲介機関において
は、借入希望者のプロジェクトについてそれ以上踏み
込んだ詳細な審査をすることについて多くのコストが
かかってしまい、踏み込んだ審査をすることがそれに
よって得られる利益（ないし利子率）に見合わないこ
とになったとしても、maneoの「市場」モデル型ソー
シャル・レンディングにおいては、より低コストで踏
み込んだ審査を行うことができるために、情報非対称
の問題をより解決しやすくなるのである。
特に、maneoにおいては、ボロワーの最大借入希望

額は200万円と低額に設定されている。金融仲介機関
が得られる利益は、貸出額に伴う利息支払い（の一部）
にすぎないから、このような低額の貸出において、貸
出担当者がプロジェクトのリスク・収益性について踏
み込んだ審査をしようとすると、たいていの場合は、
コスト倒れに終わってしまうであろう。しかし、前述
したように、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、この踏み込んだ審査にかか
るコストが著しく低い（ないしは、そのコストを無視
できるようなレンダーがオークションに参加する）の
で、コスト倒れにならずに、情報非対称の問題を緩和
した上で貸出を実行することができる 58。この意味で、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディングは、
ちょうどグリッド・コンピューティングによく似たメ
カニズムを採用したものだと評価することもできよう。

（d）「紐付き」融資
さらに、以上の2点に加えて、maneoの「市場」モ

デル型ソーシャル・レンディングには、レンダーの心
理的な効用という面でも、伝統的な金融仲介機関に比
べて優位に立てる可能性がある。今、余剰資金を持つ
者の立場に立って、資金の運用の仕方として、伝統的
な金融仲介機関に預金することと、maneoに出資する
こと、の2つの選択肢しかなかったとしよう。この2
つの選択肢の間には、次のような違いがある。
まず、伝統的な金融仲介機関に預金した場合、（少
なくとも一定の範囲内では）元本が保証されており、
安全な資金運用先である。しかし、伝統的な金融仲介
機関ルートでは、前述したように、金融仲介機能の実
現に多くのコストが発生するから、どうしても預金利
子率は低くなる。さらに、資金拠出者には、最終的に
誰に対して貸出がなされているかは分からない 59。も
ちろん、そのことに応じて、リスクは減少するし、流
動性預金であれば預金を随時引き出すことができる。
これに対し、maneoを通じて資金を提供した場合、
ボロワーがデフォルトに陥ると元本割れになることが
あり、伝統的な金融仲介機関に預金した場合に比べて
リスクが高い。また、どのボロワーに対していくら出
資するかについて自ら熟考しなければならず、誰にい
くら貸出を行うかを貸出担当者の意思決定に委ねるこ
とができる伝統的な金融仲介機関への預金の場合に比
べて、出資金の管理にかかるコストが大きい。しかし、
このようなデメリットにもかかわらず、maneoへの出
資には伝統的な金融仲介機関への預金に比べて、2つ
のメリットがある。
第一に、伝統的な金融仲介機関への預金の場合に
は、当該金融仲介機関に対して、貸出先の決定やロー
ンの管理のために、多額の報酬（貸出金利と預金金利
―近時の低金利政策下では1%未満！―のスプレ
ッド）を支払う必要があるが、maneoへの出資の場合
には、1.5%という比較的安価な報酬ですむ。その代
わり、自ら貸出先の決定を行う必要が出てくるが、前
述したように、そのために費やすレンダーの作業に関
する機会費用が低いのであれば、レンダーにとっては
maneoへの出資の方が合理的な選択肢となることは十
分にあり得る。伝統的な金融仲介機関の介在を省略す
ることによって発生した社会的な余剰を、レンダーと
ボロワーとの間で分配していることになるのである。
第二に、伝統的な金融仲介機関への預金と異なっ
て、maneoへの出資の場合には、どのボロワーに対し
ていくらの資金提供を行うかを、レンダーが自ら決定
することができる。このことは、単にレンダーにコス
トを発生させるだけでなく、レンダーにベネフィット
を発生させるメカニズムでもあり得ることがある。す
なわち、maneoへの出資の場合、どのようなボロワー
のどのようなプロジェクトに対して自らの資金が提供
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され、その結果として、そのボロワーに対してどれだ
け援助を行うことができたのかが可視化されることに
なる。そのようないわば「人助け」を行うことによっ
て、レンダーが満足感を得られれば、それはレンダー
の効用を改善したことになる。いわば、maneoへの出
資は、伝統的な金融仲介機関への預金とは違った、「紐
付き」の出資であり、それによる追加的な効用の発生
が見込めるのである。

（3）社債との比較

以上に見てきたようなmaneoの「市場」モデル型
ソーシャル・レンディングは、社債とよく似た機能を
持っていると評価することもできる。
社債においては、（建前上は）多数に分割されて公
衆に対して起債がなされることで、資金調達がなされ
る。maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディ
ングにおいても、ボロワーは、借入プロジェクトを提
示した上で出資者を募り、多数のレンダーから借入を
行う。社債における募集証券会社の役割をmaneoマ
ーケット株式会社が引き受け、社債管理者の役割を
maneo株式会社が引き受けており、一般的な金融仲介
機関を経由するのではなく、市場からの直接金融を実
現することによって低い利率での借入を実現している
のだと捉えると、両者はよく似ている。
もっとも、両者の間には、いくつかの違いもある。

まず、社債は会社しか利用することしかできないのに
対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンデ
ィングは、もっぱら個人のボロワーが利用することが
想定されている。また、社債の場合には、借入条件が
あらかじめ固定されているのに対し、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングにおいては、ネッ
ト上におけるオークションの過程での質疑応答で非定
型的な追加的情報開示が可能であったり、借入条件の
変更が可能であったりと、柔軟な設計が可能である。
この点に関連して、現在の日本では、社債の利用は多
額の起債マストをカバーするために事実上大規模公開
会社に限定されているのに対し、maneoの「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングは、レンダー・ボロ
ワー間の情報非対称をより低コストで克服できるため
に、小規模の借入であっても、十分に機能する 60。
この意味で、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングは、従来、社債を事実上利用することの
できなかったような債務者に対して、社債類似のファ
イナンスの機会を開くものだとも評価することができ
る。そうだとすると、個人としてのボロワーだけでな
く、小規模企業をボロワーのターゲットとして設定し
ていくことで、より効率的な資金調達を実現し、社会
厚生を高めることも期待できよう 61。

3. 「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
におけるエージェンシー問題

以上では、ボロワーとレンダーの間を仲介する存在
としてのmaneoの「市場」モデル型ソーシャル・レ
ンディングを見てきたが、レンダーからmaneoを見
ると、金銭消費貸借の実行・管理を委託したエージェ
ントとして位置づけられることになる。
エージェントたるmaneoは、ボロワーのデフォル
トのリスクを負担しない一方で、貸出総額に応じた手
数料を受け取ることから、できるだけ多くのボロワー
を受け入れ、多くの貸出を実現するインセンティヴが
ある。そうすると、ボロワーの登録申請に対する審査
を厳しく行わなかったり、貸出後のボロワーに対する
債権管理についても、積極的なモニタリングを行うイ
ンセンティヴが出てこなかったりしそうである。

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グとよく似た機能を持つ社債であれば、会社法（場合
によっては金商法）上の様々な規制が適用されること
でこの問題が緩和されるような仕組みが採られてい
る。これに対し、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、そのような強行法的な規制
は存在せず、基本的にはmaneoとレンダーとの間の
契約によって全てが処理される形になっている。そう
すると、このようなエージェンシー問題に対する歯止
めが十分になされていないようにも思われる。
ただ、このようなエージェンシー問題については、

maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
の仕組み上、一定程度の歯止めが既に埋め込まれてい
ると言えそうである。
まず、ボロワーの登録申請に対する審査については、
そもそもmaneo株式会社による審査は形式的なもの
であり、実質的な審査は、レンダーによってなされる
形になっている。このため、maneo株式会社が登録審
査にあたって裁量を働かせる余地はほとんどなく、エ
ージェンシー問題があるにしても深刻なものにはなら
ない。また、貸出後のモニタリングのような債権管理
については、ボロワーに対する貸出に関する情報を信
用情報機関に対して登録することで、ボロワーの機会
主義的行動の余地を狭め、ここでもmaneo株式会社
の裁量の余地を狭めている。
もちろん、これらの仕組みだけで、エージェンシー
問題が完全に解決されるわけではない。たとえば、ボ
ロワーの登録申請時に、maneo株式会社が、偽造され
た申請書類を見抜けずに不注意で登録を認めてしまう
といった問題や、maneo株式会社が、ボロワーからき
ちんと取立を行わないといった問題は、発生しうる。
けれども、レンダーとの関係では、maneoは、繰り
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返しゲームの相手方として立ち現れる。ボロワーの中
にあまりに虚偽申請者が多かったり、取立があまりに
ずさんであったりすれば、レンダーはmaneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングから足を遠ざけて
いくであろう。この意味で、いわゆる「評判」メカニ
ズムによって、エージェンシー問題への対応は最終的
に担保されていることになる。
さらに、maneo株式会社が得る報酬のうち、期間報
酬は、ボロワーによる利息支払い（あるいは遅延損害
金の支払い）があって初めて発生する。そうだとすれ
ば、maneo株式会社は、デフォルトしやすいボロワー
よりも、デフォルトしにくいボロワーを集めてくるイ
ンセンティヴを持つはずであろう。
ともあれ、これらのエージェンシー問題への対処は、

社債のそれと比べて必ずしも十分かつ確実なものでは
ない。これらの対処が適切に機能するかどうかは、今
後のmaneoの運営状況を観察していかないと分から
ないであろう。

Ⅵ. maneoの持続可能性

本節では、以上のようなメカニズムを持ったmaneo
の「市場」モデル型ソーシャル・レンディングがビジ
ネスモデルとして成立しうるものなのか、さらにはそ
の将来性について検討したい。

1. maneoの収益構造

maneoの収益源は、レンダーの出資額の1.5%の報
酬をレンダーから受け取ることにある。他方、maneo
の費用は主に、従業員の人件費、事務所費用（賃貸料・
光熱費等）、信用情報機関に対して信用情報照会の際
などに支払う手数料からなる。これらの収益費用のう
ち、人件費と事務所費用は、変動の少ない額である。
これに対し、収益源たる報酬は、ボロワーとレンダー
によるオークションが成立した結果として実行される
貸出金額の総額に応じて変動する。また、信用情報機
関に対して支払う手数料は、基本的には、ボロワーと
しての登録を申請してきた件数に応じて変動する。
ということは、ボロワーとしての登録を申請してき

た件数のうち、ボロワーとして登録することができ、
それによってレンダーからボロワーへの出資額が増え
れば増えるほど、maneoの利益は増加する。これに対
し、ボロワーとしての登録を申請してきた件数のうち、
最初の信用力審査を通過することができず、登録を拒
絶される件数が増えれば増えるほど、費用のみが増え
て収益は全く増えないことになるので、maneoの利益

は減少することになる。そのようなボロワー登録申請
は、maneoにとってコストのみを発生させる。このコ
ストは、単にmaneoにとってのコストであるだけで
なく、社会的な死重損失（deadweight loss）でもあり、
maneoの経営を非効率にする最大の原因となる。

2. maneoの将来

ところが、前述したように、ボロワーとしての登録
申請件数のうち、信用力審査を通過して登録が認めら
れる割合が、現時点では10%を切っている 62。ウェッ
ブサイトに信用力審査を通過するために必要な情報は
明記されているにもかかわらず、その要件をクリアす
ることができない者によるボロワー登録申請が非常に
多いのが現状である 63。なぜ、このような事態になっ
てしまっているのだろうか。
まず考えられるのは、maneoのような「市場」モデ

ル型ソーシャル・レンディングに対して、それがどの
ような役割を果たしているのかについて、一般に誤解
が存在しており、その誤解を解こうとする者があまり
いないということである。前節で明らかにしたように、
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
の特徴は、銀行や消費者金融などの伝統的な金融仲介
機関からも借入を行うことができる者に対して、それ
らの金融機関から借り入れるよりもより低利での借入
の可能性を開く点にある。そのような適切な理解が未
だ十分に普及していないのかもしれない。マスメディ
アにそうするインセンティブは少ない 64。
もう一つ考えられるのは、拒絶されることがあらか
じめ分かっているようなボロワー登録申請をしてくる
のは、多重債務者など、わらをもつかむ気持ちになっ
ている者であるかもしれない、という点である。すな
わち、ボロワー登録申請を拒絶される典型的な者は、
既に他の金融機関からの多額の借入がある者である。
このような者は、既存の多額の借入の返済に追われて、
maneoのウェッブサイト上の審査要件をチェックもせ
ず、「ひょっとすると自分が登録を受けられるかもし
れない」と考えるか、あるいは、審査要件の内容を認
識しているにもかかわらず、「運がよければ審査担当
者が見落としてくれるかもしれない」と考えて、ボロ
ワー登録申請をしてくる可能性がある。
この後者のタイプのボロワー登録申請は、常に一定
数存在し、それがなくなることはないであろう。しか
し、前者のタイプの誤解が解消して、より多くの人が
maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディング
について正しい認識を持つようになり、「適切」なボ
ロワー登録申請が増えてくれば、後者のタイプのボロ
ワー登録申請が占める割合は次第に減って行くであろ
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う。そして、死重損失に終わってしまうようなボロワ
ー登録申請の拒否事例が減る一方で、貸出金額が増え
ていけば、安定した利益が見込めるようになるであろ
う 65。その意味で、現時点におけるmaneoの苦しい状
況は、スタートアップ時の知名度の低さに原因がある
ものの、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レン
ディングの思想が普及すれば、その運営は安定し、大
きな先行者利益も得られる余地がある。

Ⅶ. 終わりに

以上に見てきたように、maneoのような「市場」モ
デル型ソーシャル・レンディングは、既存の金融仲介
機関によっては実現されることのなかった新たな金融
手法を提供している。そして、この新たな金融手法は、
既存の金融仲介機関が多大なコストをかけて展開して
きた活動をより低コストで実現し、それによって発生し
た社会的余剰を、資金の拠出者と受領者との間で分配
するという意味で、効率的であり、社会厚生を大きく
改善する可能性を持ったシステムであると評価できる。
資金の拠出者は、銀行に預金するよりも、よい利率

で資金を運用できるチャンスを与えられることにな
る。資金の需要者は、まずは銀行など伝統的な金融仲
介機関に対して借入を申し込んだ後で、そこで提示さ
れた条件より低い金利でmaneoにおいて入札を行い、
maneoにおいてその利率で資金調達ができればmaneo
経由で資金調達すればよいし、応札が十分に集まらな
かったならば、あきらめて伝統的な金融仲介機関から
借入を行えばよい。
現時点では、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・
レンディングに対する理解が十分に行き渡っていない
ことから、その活動は必ずしも成功しているとは言い
がたい。けれども、日本以外に目を向けてみると、海
外では、ソーシャル・レンディングが既に大きな産業
に育っている国が、たとえば米国などのように、存在
している。日本においても、maneoの「市場」モデル
型ソーシャル・レンディングについての適切な理解が
普及すれば、将来的には、このようなメカニズムがよ
り積極的に活用され、社会厚生の改善に貢献していく
ことが期待できるだろう。
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註
 1 もっとも、日本における「知人」モデル型ソーシャル・レンデ
ィングサービスの一つであるAQUSHは、クレジット・スコアリ
ングを利用した分散投資型の金融仲介サービスを開始すること
を企画しているようである。AQUSHのウェッブサイトに記載さ
れている情報から判断する限り、借手をクレジット・スコアに
応じて分類した後、貸手を募り、貸手は希望するクレジット・
スコアのランクの借手のプールに対して貸出を行い、当該ラン
クのプールからのリターンを借手に対して分配する、というア
レンジメントのようである。

 　このようなアレンジメントには、確かに、個別の借手に対す
る貸出と違って、多数の借手に対して一度に貸出を行う形にな
るため、リスク分散効果（借手の一人がデフォルトしても、他
の借手がデフォルトしなければ損失は限定的になる）が見込め
るというメリットがある。住宅ローン債権などの証券化が狙っ
ているものと同じメカニズムである。しかし、クレジット・スコ
アだけで借手のリスクを判断するのでは、情報非対称によるい
わゆるレモン市場問題（逆選択問題）が発生し、うまく機能し
ないのではないかと思われる。ことに、「よい」借手が既に他の
金融仲介機関から借入をできているとしたら、新たな金融仲介
サービスに向かってくる借手は、その平均的な質が低くなって
しまう蓋然性は高いであろう。クレジット・スコアリングを利用
した貸出を率先して行っていた新銀行東京のビジネスモデルが
失敗に終わったことは、我々の記憶に新しい。

 　もし、このようなアレンジメントが消費者金融などと比べて
優位に立てるとしたら、広告コスト・店舗設置運営コストをか
けずに済む点であろう。これらのコスト分だけ貸出利率を減少
させることができたとして、それと前述した逆選択効果による
利率上昇分と、どちらの影響がより大きいのかで、このような
アレンジメントの成否が決まってくるものと考えられる。

 2 貸手の側が貸出条件を提示し、借手がビッドする、というオ
ークション形式も、理論的にあり得ないわけではない。しかし、
金銭消費貸借契約の締結において中心的な関心事は、借手の事
業内容・財務内容である以上、借手がその内容を提示した上で、
貸手がビッドするオークション形式の方が普通は合理的であろ
う。

 3 ボロワーは、1日・3日・7日・10日・14日のいずれかを入札期
間として設定できる（入札手続規則4条1項）。

 4 Ghatak and Guinnane （1999）.
 5 もちろん、日本においても、執行免脱のための様々な手法があ
ることは周知の通りであり、借手がデフォルトを宣言したときの
借手の財務状態に関する監査コストは低いものではないし、常
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に強制執行が成功するわけでもない。しかし、法制度インフラ
ストラクチャーの未整備な発展途上国に比較すれば、状況は遙
かによい。

 6 この点について詳しくは、森田（2009）第5章を参照。
 7 これに対し、AQUSHのような「知人」モデル型ソーシャル・
レンディングにおいては、これらの問題は深刻なものにはなら
ない。なぜなら、「知人」モデル型ソーシャル・レンディングに
おいては、知人や親族など、既に社会的な結合関係にある貸手・
借手間の金銭消費貸借契約の締結・履行に助力することがサー
ビス内容となるので、貸手はこのような社会的な結合関係を利
用して2つの情報非対称の問題を克服できているからである。

 8 東京都知事（1）第30795号。
 9 関東財務局長（金商）第2011号。
10 maneo株式会社は、東京都千代田区千代田区霞が関3丁目6番

5号、maneoマーケット株式会社は、千代田区霞が関3丁目7番
4号。ごく近接しているが、一応別の建物になる。

11 たとえば、ボロワーにとって9.5%の利率、レンダーにとって
8%の利率という貸出条件でマッチングが成立した場合、maneo
は、まず最初の貸付時に貸付金総額の1.5%を契約時報酬とし
て徴収するほか、ボロワーからレンダーへの利息の弁済時に、
この9.5%の利息のうちの8/9.5をレンダーへの分配に回し、残
る1.5/9.5を期間報酬として徴収することになる。

12 匿名組合契約約款やmaneo取引約款にはあまりはっきりと書か
れてはいないが、「本借入人」（maneo取引約款2条1項（4）・
匿名組合契約約款2条1項（3））は、単独人を前提としている
ようである。

13 「当社の定める入札手続規則に従い、お客様の本匿名組合契約
申込条件が本借入人の借入申込条件と合致し、かつその内容を
営業者が承認し、その旨の通知をお客様にした場合には、本貸
付契約及び本匿名組合契約が成立したものとします。本貸付契
約に対する出資者が複数ある場合に成立する本匿名組合契約と
その他匿名組合契約は、別個の匿名組合契約とし、お客様とそ
の他匿名組合員の間には、組合関係その他一切の直接の契約関
係は成立しないものとします。」

14 「貸付人は、借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、
貸付人が加盟する信用情報機関に対する借入人の信用情報照会
その他あらかじめ貸付人が定める内規に従い審査を行い、貸付
人が適当と判断する申込みについて、maneo scoreを付与した
うえ、maneoマーケットに本匿名組合契約出資持分の募集の取
扱いを委託するものとし、maneoマーケットはこれに基づき本
匿名組合契約出資持分の募集のため入札手続に付するものとし
ます。」

15 「借入人は、本貸付契約に際し、貸付人が、借入人の返済能力
に関する情報（以下「信用情報」といいます。）の提供を信用
情報機関に依頼することについて同意するものとします。」

16 「営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結され
る日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であるこ
とを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる
事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名
組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一
切の表明又は保証をしません。
（1） 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続す

る株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組

合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するため
に必要な完全な権利能力及び権利を有していること。

（2） 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規
定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図され
る取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であ
り、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並び
に当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規
程において必要とされる一切の手続を履践していること。

（3） 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効
かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可
能なものであること。

（4） 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規
定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実
行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若し
くはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要と
するものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、
判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業
者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業
者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合
意に違反し、又は、抵触するものではないこと。

（5） 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契
約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しく
は本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪
影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手
続も係属していないこと。

（6） 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手
続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営
業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、
かかる申立の原因は存在しないこと。」

17 このほか、maneoにおいては、保証会社（オリックス・クレジ
ット株式会社）による保証が付された金銭消費貸借契約である、
“G-loan”も利用可能であるが、こちらについては以上とは異な
る貸出条件の決定がなされる。この点については、金銭消費貸
借契約約款3条4項以下参照。

18 「借入人は、貸付人に対し、入札手続の結果決定される借入利
率（G-loanの場合には、貸付人及び借入人の合意する借入利率）
により、貸付金に対する利息を支払うものとします。」

19 「以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、同事由発
生の日が前月28日（同日を含みます。）から当月15日（同日を
含みません。）までの場合には当月15日の到来により、同事由
発生の日が当月15日（同日を含みます。）から当月28日（同日
を含みません。）の場合には当月28日の到来により、当然に、期
限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するも
のとします。
（1） 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部

の履行を、約定返済日の翌々月の28日の到来時点まで遅滞
した場合

（2） 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは
引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租
税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事
再生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手
続（将来制定されるものを含む。）の開始の申立があった場
合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
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（3） 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、
競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合

（4） その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人
が合理的に判断した場合」

20 「第2項　借入人は、貸付人が、本貸付契約に係る信用情報を
提供することについて、同意するものとします。

 第3項　借入人は、前項に従い信用情報機関に提供された信用
情報が、当該信用情報機関に加盟する他の貸金業者に提供され、
返済能力の調査に利用されることについて、同意するものとし
ます。

 第4項　借入人は、第2項に従い信用情報機関に提供された信
用情報が、他の信用情報機関の依頼に応じ、当該他の信用情報
機関に加盟する貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用さ
れることについて同意するものとします。」

21 実際、maneoからの借入については、消費者金融からの借入と
同様に信用情報機関に登録されるということを知ると、ボロワ
ーになることを思いとどまる者が相当数存在するという。

22 「出資者は、出資者質問の方法によるほか、借入申込人に対して
直接接触することはできないものとします。」

23 「入札単位は1万円とし、出資者の出資可能金額の範囲は上限を
20万円（G-loanに係る本入札手続の場合は50万円とします。）、
下限を1万円とします。」

24 「出資者は、借入人入札情報及びmaneo scoreに加え、借入申込
人に対して、本オークションページを通じて質問（以下「出資
者質問」といいます。）をすることができるものとします。但し、
かかる出資者質問の内容は、当該出資者及び借入申込人しか閲
覧できないものとします。」

25 「貸主は、出資者質問があった場合には借入申込人に通知する
ものとし、借入申込人は、出資者質問に対して回答する場合に
は、回答内容を一般に公開するか否かを決定した上で、同ペー
ジに入力する方法により貸主に通知するものとします。貸主は、
借入申込人の回答内容を、公開希望の有無に応じて、本オーク
ションページ上に表示させることにより、出資者に知らしめるも
のとします。」

26 「出資者は、出資者質問の方法によるほか、借入申込人に対して
直接接触することはできないものとします。」

27 「本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、
本匿名組合員出資金の1.5％相当額に消費税及び地方消費税を
付加した金額を支払うものとします（以下「契約時報酬」とい
います）。」

28 支払利息の1.5%という計算ではなく、支払利息のうち、その利
率のうちから1.5%に相当する額（たとえば、8%の支払利息で
あれば、その1.5/100ではなく、その1.5/8）という計算なので、
規定の書きぶりは複雑だが、次のようになっている：

 「営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記金額を
取得するものとします（以下「期間報酬」といい、契約時報酬
と併せて「営業者報酬」といいます。）。但し、同時点において
期間報酬に充てるべき現金がない場合には、期間報酬の支払い
は繰り延べられるものとします。

 記
 遅延損害金が発生しない場合
 期間報酬の金額＝a－c
 a＝ 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金

額
 b＝ レンダーレート÷本貸付契約の年利率（百分率表示）×（本

貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額）
 c＝ 各匿名組合員について（b×本匿名組合出資金÷匿名組合

出資金）として算出した金額の合計
 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
 期間報酬の金額＝a－c
 a＝ 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び

遅延損害金の金額
 b＝ レンダーレート÷本貸付契約の年利率（百分率表示）×

本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金
額＋レンダーレート÷（1.5％＋レンダーレート）×遅延損
害金

 c＝ 各匿名組合員について（b×本匿名組合出資金÷匿名組合
出資金）として算出した金額の合計

 遅延損害金のみが発生する場合
 期間報酬の金額＝a－c
 a＝遅延損害金の金額
 b＝レンダーレート÷（1.5％＋レンダーレート）×遅延損害金
 c＝ 各匿名組合員について（b×本匿名組合出資金÷匿名組合

出資金）として算出した金額の合計」
29 たとえば、ボロワーへの貸出利率が5%の場合には、遅延損害

金の額のうち、3.5/5をレンダーに分配し、1.5/5をmaneo株式
会社が期間報酬として徴収することになる。

30 「本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の
遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合
員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本
約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与
をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、
訴訟外を問わず、本借入人に対して、直接本貸付契約に基づく
貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。」

31 もっとも、maneo株式会社が、ほかのサービサー業者に対し
て、債権回収を委託したり、債権譲渡したりすることはありうる。
匿名組合契約約款9条1項、10条1項参照。

 9条1項「本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定
返済日の翌日（同日を含む。）以後約定返済をしない場合その他
営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債
権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者（以下「債
権回収受託者」といいます。）にその回収を委託することを、予
め承諾するものとします。」

 10条1項「本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、
約定返済日の翌々々月の28日（同日が営業日でない場合にはそ
の翌営業日）経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合
理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権
につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するもの
とします。」

32 日弁連（2007）3頁。
33 そして、maneoマーケット株式会社が行うオークションの際
には、この貸金業法の規制の範囲内に収まっている金利から、
maneoが徴収する1.5%の金利を差し引いた金利が、レンダー
に対して呈示されることになる。

34 「本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財
産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対
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して一切の持分を有しないものとします。」
35 もちろん、匿名組合契約とは別にレンダーがmaneo株式会社に

対して債権を有している場合には、それに基づいて差押・仮差
押をすることはできることになる。

36 「本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取
得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産について
も差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申
立を行わないものとします。」

37 「本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第
17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基
づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権
を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとしま
す。」

38 「前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した
場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組
合契約を解除することができるものとします。

 （中略）
（4） 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合

 （中略）
（b） 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行し

なかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、か
かる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者
から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又
は違反が継続した場合」

39 齋藤（2000）51頁。
40 齋藤（2000）51頁。
41 齋藤（2000）55頁。
42 齋藤（2000）66頁、木村（2006）143頁以下。
43 齋藤（2000）132頁。
44 「媒介」の意義については、必ずしも両当事者から依頼を受ける
必要はないものの、双方の当事者に働きかけることが必要であ
る、という見解と、借手と貸手の間に介在して貸借関係を成立
せしめるために行う加功・幇助行為は、貸手・借手の双方に直
接働きかけ、金銭貸借関係成立の全過程または過程の大部分に
わたって介入する行為のみならず、その一環としての部分のみ
に実質的に介入・加功し、これにより結局終局的に金銭貸借関
係の成立を容易ならしめる行為を含む、とする見解とが存在す
る（齋藤（2000）133頁）。しかし、いずれの見解に立つにせよ、
maneo株式会社およびmaneoマーケット株式会社は、レンダー・
ボロワー間の（実質的）金銭消費貸借の成立にあたって、双方
に働きかけつつ決定的な役割を果たしており、「媒介」に該当す
ることに変わりはない。

45 齋藤（2000）136頁。
46 齋藤（2000）135頁によれば、分母となるのは、媒介によって
成立した貸借の名目額である。

47 年利20%の場合にこのように期間報酬が多額になるのは、複利
によって支払利息額が増えるからである。

48 前掲注28を参照。
49 もちろん、媒介者の評判に対しての影響はあり得る。
50 匿名組合契約約款5条3項。
51 ボロワーがデフォルトせずに元利支払を履行すれば、レンダー
は、拠出した元本以上の額の支払いを受けられる。

52 これは、第2項有価証券については、金商法2条1項に規定され

た第1項有価証券のように商品内容が確定しておらず、一般に、
その組成において、投資者の需要等を踏まえながらその内容を
確定させていく方法がとられる場合が多いという事情に基づい
ている。近藤＝吉原＝黒沼（2009）122頁。

53 関東財務局長（金商）第2011号。
54 たとえば、NHK総合「ゆうどきネットワーク」2009年6月29日

放送分。
55 このほか、オークションに伴うフリーライド問題も、もちろん

発生する可能性がある。すなわち、レンダーの中で専門知識を
持っていない者であったとしても、専門知識を持つレンダーの
応札を追う形で応札していけば――たとえば他のレンダーより
0.05%低い希望運用金利（希望運用金利のビッド幅は0.05%刻
みである。入札手続規則5条1項）で応札する――、リターン
を得られることになる。そうすると、専門知識を持つ者が応札
のための審査をするコストをかけるインセンティヴを失うので
はないか、という問題である。

 　しかし、このように他者を出し抜くような応札行動を採用し
ていると、まさに本文で述べるような勝者の呪いに捉えられて
しまう危険性がある。このような応札によって得られる利益は
ごくわずかであるのにもかかわらず、デフォルトが発生した場
合の損失は大きい。

 　また、maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディン
グにおいては、レンダー一人のボロワー一人に対する出資額
の上限が20万円となっており、そもそも審査コストを負担に
思うようなレンダーであれば、その投資に見合ったリターン
がごく小さくなってしまうことから、そもそもオークション
に参加しないであろう。むしろ、maneoの「市場」モデル型
ソーシャル・レンディングの特徴は、専門知識を持たないレ
ンダーによるフリーライドを促す点にあるとすら言える。

 　逆に、もしそのようなフリーライド行動が発生するのだとし
たら、専門知識を持っているレンダーといえども、合理的なリ
スク・リターンが見込めるボロワーに対しては積極的に応札し
ていかないと、他のレンダーによる応札が発生して、そのボロ
ワーに対する出資のチャンスを逃してしまうことになりかねな
い。この意味で、わずかながらであっても、自らの審査コスト
という投資に対するリターンを獲得するためには、専門知識を
持つボロワーは、積極的に応札していくインセンティヴを持つ。

56 レンダーが、その本業の勤務時間中にmaneoのオークションに
参加していたら、通常は雇傭契約上の職務専念義務違反である。

57 もちろん、余暇時間において、休息をとらずに、PCの画面とに
らめっこをしていることによって、かなりのコストは発生するだ
ろう。しかし、本文で後述するように、maneoの「市場」モデ
ル型ソーシャル・レンディングに参加することによって、レンダ
ーは主観的な満足感という効用を得ていることが多いと考えら
れるから、このようなコストは必ずしも深刻なものではないだろ
う。

58 逆に、レンダーがmaneoを通じて貸出活動を大量に行い、それ
を主たる生計の糧にしようとしても、非常に難しい。このため、
レンダーは、自らの事業としてmaneoの「市場」モデル型ソー
シャル・レンディングに参加することは困難である。レンダーは、
あくまで余暇時間における趣味程度としてmaneoに参加するこ
とが求められることになる。

 　maneoの「市場」モデル型ソーシャル・レンディングにおける、
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レンダーによる個別のボロワーに対する出資額の制限（20万円）
は、元来は、出資ポートフォリオを形成することでリスク分散
を実現することを目的としていた。しかし、この制限は、それ
と同時に、事業として出資を行うことを制約する機能を持って
いることになる。

59 もちろん、いわゆるCSR投資ファンドや、投資先セクターを限
定した投資ファンドのように、最終的な資金先の範囲が一定目
的にしたがって限定される場合や、共同組織金融機関の場合
のように、構成員にしか貸出がなされない場合はある。しかし、
それらの場合でも、具体的に、個別の貸出先にいくらの貸出が
なされるかの決定について、資金拠出は関与することはできない。

60 むしろ、小規模である方が、レンダーがその適否を判断しやす
く、オークションが成立しやすいという意味で、maneoの「市場」
モデル型ソーシャル・レンディングには適しているとさえ言え
るかもしれない。

61 もっとも、現状においても、企業の代表者が個人としてボロワ
ーになれば、事実上企業としての借り入れができるのであるか
ら、本文で述べたことについては、maneoの側での特段の変化
は必要ではないだろう。

62 現在のmaneoの問題は、レンダーは十分に存在するにもかかわ
らず、良質のボロワーが決定的に少ない点である。

63 特に、前掲注54の番組の放映以後、そのようなボロワー登録申
請が増えているとのことである。

64 メディアがこのような「誤解」を解くような報道をしないのは、
それが従来の「美談」と違って純粋なビジネスモデルの話であり、
一般視聴者受けがしにくいということによるのであろう。それ
は、メディア自身の行動としては合理的であるが、社会全体の
利益には反する行動であるといえる。

65 そうなれば、現在、1.5%徴収している報酬を、将来的には減額
することも可能になるかもしれない。

＊ 本稿は、maneo株式会社の創業者の一人であるC. Jeffrey Char
氏（現ジェイ・シード株式会社）へのインタビューに多くを負
っている。貴重な時間を割いてインタビューに応じて頂き、さ
らには、その内容を本稿へと反映させることについてご承諾を
くださったChar氏に深く感謝申し上げる。また、本稿の執筆に
あたっては、浅妻章如、小粥太郎、小塚荘一郎、白井正和の各
氏に貴重なコメントをいただいた。感謝申し上げる。なお、本
稿は、平成21年度科学研究費若手研究（B）21730070「商取
引における共同体・ネットワークの機能と法制度の役割の実証
分析」による研究成果の一部である。
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