
西暦2025年。世界中の人々が、様々なニーズを満た
す幅広い金融サービスを手頃に利用している社会を
想像してみてください。 金融包摂は、より大きな経
済・社会の進歩をもたらし、繁栄の新潮流に貢献し
てきました。 金融サービスは人々の生活の中心であ
り、人々が経済に参加し、サービスにアクセスし、
苦境から脱却し、成功の機会をつかみ、夢を追求す
ることを可能にします。

これはひとつのシナリオです;いくつか別のシナリオ
もあります。

2025年、金融包摂はそれ自身の成功の犠牲者になっ
ています。 金融サービス提供業者は、貧しい人々に
はあまり適さない金融商品やサービスを積極的に提
供しています。これらの商品やサービスは貧困層に
は有害であり、経済や社会に参加しようとする意欲
に悪影響を及ぼし一層の金融排除につながります。

あるいは、ハッキングや個人情報等の盗難というリ
スクに対応して、政府が民間部門のイノベーション
を大幅に抑制し、多くの人を金融サービスから排除
するか、サービスを十分に提供しない政策を実施し
ているかもしれません。

あるいは、ソーシャルネットワーク(SNS)の浸透に
より、人々は互いに関わり合い、経済に参加する
新しい方法を見つけ、金融を含むすべてのやり取り
は、SNSを通じて行われているかもしれません。

これらのシナリオはすべてもっともらしく、起こる
可能性があります。 我々は結果を支配することがで
きるでしょうか？

今日、世界中の政府、開発機関、および民間企業
が、貧困層にとっての金融サービスの重要性を認識
しています。その結果、より多くの人々が金融サー
ビスへのアクセスを得るようになりました。

 しかし、途上国では未だに比較的少数の人々しかサ
ービスを利用していません。 提供されている金融サ
ービスが顧客にとって限定的な価値しかないという
現実を反映しているのかもしれません。 利用率が

低いと金融サービスプロバイダーは利益を得られな
いため、金融包摂の持続可能性に疑問符がつくこと
になります。

私たちには重要な課題がまだ残っています。金融包
摂は目的を達成するための手段にしかすぎません。
金融サービスにアクセスできる人々は、生活を支え
改善し、リスクに上手く対処しています。これら証
明する多くの事例があがっています。 また金融包摂
は地域経済を改善することも示しています。 (Cull, 
Ehrbeck, and Holle 2014).

世界の開発トレンドは、多くの地域で収入が増え続
けているため、極度の貧困状態にある人々の数が減
少し続けていることを示しています。 世界的に見
て、人々の幸福度は改善しているようです1。しか
し、格差が新たな課題となっています。 貧困層の大
多数はインフォーマル部門で働いています。 彼らは
経済成長に重要な役割を果たしていますが、多くは
社会保障や雇用保障を持っていません。 今後10年
間、貧困層向け金融サービスを含む主要な要素が、
多くの国の経済、社会、政治を形成するでしょう。

貧困層と金融包摂の未来にどのような影響を与える
可能性があるのかを理解するために、CGAPは実現
し得る未来を検証することを目的としたシナリオ
思考演習を企画しました（図1）。2016年10月から
2017年2月の間に、アクラ、バンガロール、ロンド
ン、ワシントンDCで4回のグローバルワークショッ
プを開催しました。

これらのワークショップには、100人以上の思想
家、イノベーター、開発関係者、そして学者達が参
加しました。デジタル技術、グローバル化、移住、
変わりつつある仕事のあり方等の推進要因を考慮に
入れて、金融包摂に関する予測ではなく、実現しそ
うな将来のシナリオを生成することが目的でした。 
特に参加者は、「2025年までに、金融サービスは貧
困層の格差と経済参加にどのような影響を与えるの
か」という問題を検討しました。

このフォーカスノートは、この演習を通して得られ
た洞察をまとめたものです。 また、金融包摂を推進
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1 一般的な幸福の定義はありません。 過去数十年の間に、国内総生産の所得だけでは幸福の尺度として十分ではないという考えが出てき
ました。 1980年代に、経済学者Amartya Senは、貧困とは健康、教育、および生活水準等の幅広い分野での欠乏状態であることを示しま
した。従って、幸福の概念は多元的であり、市民の社会参画から住宅、世帯収入からワークライフバランス、技能から健康状態まで多岐に
わたります。幸福を測定しようとする試みとして次のような指数があります。 人間開発指数、OECDより良い生活指数、多元的貧困指数、社
会進捗指数。
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する組織を取り巻く環境が急速に進化する中で、金
融サービスが貧困層のニーズにより良く対処する主
な機会は何かを特定しています。

金融包摂の現状

将来の可能性を探るために、まず今日の状況を見ま
す。これまでの研究の広範なレビューに基づいて、
このセクションでは金融包摂の現状を詳細に説明す
ることを目的としています。

より多くの人々が金融サービスへアクセスでき
るようになりましたが、利用率の低さが課題

世界銀行の世界金融包摂（Findex）データベースに
よると、金融機関口座数は2011年から2014年にか

けて世界で7億人分増加しました。金融機関口座を
持たない成人の数は20パーセント減少して20億人に
なりました。金融機関口座を持つ成人比率

が51％から62％に上昇しました。(Findex 2014).

テクノロジーとモバイルマネーは、特にサハラ以南
のアフリカ（SSA）において、口座所有の増加に貢
献してきました。 SSAでは、2014年に成人の29％
が金融機関の口座を所有していましたが、モバイル
マネー口座を追加するとこれは34％に増加します
(Findex 2014).

全体的には増えているにもかかわらず、内訳をみ
ると、地域、女性、若者、農村部の貧困層などの
特定の顧客セグメント間には格差があります。例え

図 1. シナリオ プロセス

起こり得る複数の未来について　
語る一貫した方法

1. 質問項目を決める
2. 現状を理解する（基本ケース）
3. 推進要因を特定する
4. 不確実性を識別する
5. シナリオを創造する

シナリオ プロセス: “2025年までに、金融サービ
スは貧困層の格差と経済参
加にどのような影響を与え

るでしょうか。” 

だとしたら、どうなるのか？
言い換えてみましょう

出典: Findex 2014.
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ば、2014年の口座所有の男女格差は、男性の65％
に対して女性の58％でした（Findex 2014）。 同様
に中東および北アフリカ（MENA）が最も口座普及
率が低く、成人の14％です、SSAが34％、南アジア
（SA）が46％でした（図2を参照）。

より多くの人々が金融サービスへアクセスできるよう
になったにもかかわらず、途上国の低い口座利用率は
依然として課題です。 Findexによると、経済協力開
発機構（OECD）に加盟していない国々では、全銀行
口座の約30％がほとんど使用されていないか休眠状
態です（図3を参照）。さらに、携帯通信事業者の業
界団体（Global System for Mobile communications 
Association/GSMA）によると、モバイルマネー口座
の68％が90日でノン・アクティブになります。 モ
バイルマネーは依然として、個人対個人（P2P）や
airtime top-ups（プリペイド決済）などの狭い範囲で
のお金のやり取りで占められています。(GSMA 2015).

さらに、銀行の支店、現金自動預け払い機（ATM）、
および代理店などの金融サービスのアクセスポイン
トは、依然として都心部に集中しており、アクセス
ポイントの数は国によって大きく異なります。 たと
えば、タンザニアでは2015年には大人10万人あたり
900以上のアクセスポイントがありましたが、エジ
プトでは大人10万人あたり55程のアクセスポイント
しかありません。 (IMF 2015). アクセスポイントの種
類は従来の支店やATMから多様化しています。 技術

革新と規制緩和により、代理店は様々な地域で金融
サービスを提供することが可能になりました。

アクセスポイントの増加にもかかわらず、顧客にと
っての利便性が悪く、その利用率が低いため、サー
ビス提供業者（以下、プロバイダー）の利益は上が
っていません。多様な階層の人々が金融サービスへ
のアクセスや利用から排除されたままです。 民間部
門と政府は、さらなる金融包摂を達成するために、
引き続き協力して取り組む必要があります。

加速する民間セクターのイノベー
ションがプロバイダーやビジネス
モデルを多様化させています

近年以下の理由で、民間部門の収益機会が広がっ
ています。 デジタル化は取引コストを削減し、
革新的なデータ収集で、貧しい消費者に役立つ新
しいビジネスモデルを企業は開発しています。プ
ロバイダーには現在、銀行、マイクロファイナン
ス機関（MFIs）、モバイルネットワーク事業者
（MNOｓ）、ペイメントサービス会社、決済サービ
ス会社、小売業者、金融技術会社（FinTech）、エネ
ルギーサービス会社、SNSなどを含みます。 様々な
企業や団体が主導して、地域の枠を越えた金融サー
ビスのアクセスを拡大してきました。 たとえばSSA
では、MNOsが金融サービスへのアクセスを拡大する
上で重要な役割を果たしてきましたが、東アジアの

図 3. 銀行口座活用度, 地域別

出典: Findex 2014.
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電子商取引企業やSNSでは金融包摂が加速しています 
(Faz and Moser 2013). インドでは、フィンテック企
業の急増に、国や州の銀行が大きく関与しています 
(Dickerson, Skan, and Gagliardi 2016). プロバイダー
の多様性は、貧しい人々に奉仕する新しい革新的な
ソリューションを模索する上で、パートナーシップ
を結成する機会を提供しています。

国家主導の介入を通じ主要市
場で達成した重要な進歩

民間セクターと連携して、より安全で効率的な金融
商品の提供を実現するため、より広範で相互に関連
したシステム構築にインセンティブを与える国の政
策立案者もいます。 国家の政策目標、州のインフ
ラ、そして競争規則は、政府が金融サービスへの
幅広いアクセスと利用拡大に貢献できる分野です。 
（図4は、金融包摂を推進するための政府の役割を示
しています。）多くの国で金融包摂戦略を法規制の
枠組みに組み込んでいます。 たとえばインドでは、
政府主導のAadhaarプログラムが10億人以上の市民
にデジタルで身分証明情報を提供しており、これが
同国の包括的な金融インフラの重要な柱となってい
ます。別の例では、スウェーデンが他国の金融包摂
知見を集め、キャッシュレス経済を試験的に進め、
これらのプログラムや仕組を自国の財政政策に取り
入れています。

新興経済を形成するトレンド

金融包摂は目的を達成するための手段となり得ま
す。 金融包摂が、貧困層の人々が経済や社会に参
加する力になることをより深く理解するためには、
新興市場の発展が及ぼす幅広いトレンドを考慮する
ことが重要です。 このセクションでは、これらのト
レンドの概要を説明します。

世界の人口はますます都市化しており、南に
若年人口、北に高齢人口が多くなっています

図 5 が 示 す よ う に 、 世 界 の 7 0 億 人 を 超 え る 人 口
は、2025年までに80億人近くに達すると予測されて
います（UNFPA 2013）。 今日、世界の人口の半分
以上が都市に住んでいますが、この割合は今後10年
間で60パーセント近くに達すると予測されており、
特にアフリカとアジアでは加速しています（UNFPA 
2013）。 都市中心部は増加する人口を支える為にイ
ンフラ整備をますます求められるでしょう。また、
高い失業率や都市部の貧困拡大という新たな課題に
直面するかも知れません.

平均余命の増加により、高齢者人口は今後急激に増
加します。しかし、2030年の世界人口の半分以上
は35歳未満になるでしょう（Euromonitor Research 
2015）。 図6は、特定の国における年齢層別の人口

図 4.　金融包摂を推進するための政府の役割
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分布を示しています。 ラテンアメリカとインドの若
者の「膨らみ」、そしてSSAのさらに若い人口は、
北米、ヨーロッパ、日本、中国とは著しく異なる年
齢層の人口を示しています。 これらの地域では、青
少年の失業、教育問題等のより大きなリスクを抱え
る可能性が高いでしょう。

世界の貧困は減少し、健康は改善して
いますが、格差は拡大しています

過去40年間で、世界の貧困は減少しました2。1975
年には約20億人でしたが、今日の貧困者数は10億

人未満です。 (World  Bank  2016b). 世界の貧困層
は主に農村部、若年層、教育水準の低い人々、そし
て主に農業部門に就労しています。 また彼らは多
くの子どもを持つ大家族で生活しています。世界の
貧困が減少するにつれて、一人当たりの国内総生産
（GDP）は1975年の2,000米ドル未満から今日の約
10,000米ドルに増加しました。 (World Bank 2015a).

しかし、世界の貧困率と所得水準の改善は、すべての
地域で同じではありません。 過去40年間にわたる中
国の経済成長は、世界の貧困削減に最も貢献してきま
した。 1990年、世界の貧困層のほぼ半分が中国に住

2 世界銀行は1日当たり1.90米ドル未満で生活する状態を貧困と定義しています。

出典: World Bank and United Nations 2015.

図 5. 世界の人口動向
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んでいました。 今日、世界の貧困層のわずか12％が
中国人で8す。 インドネシアとインドにおける最近の
進歩もまた、全体的な貧困削減に貢献しています。 今
日、貧困の集中はSSAにシフトしており、そこには世
界の貧困層の半分が住んでいます(World Bank 2016a).

世界的に見て、個人の健康と幸福度は改善している
ようです。 例えば、2015年の人間開発報告書によれ
ば、世界は過去20年間で大きな進歩を遂げました。 
今日、人々はより長生きし、より多くの子供たちが
学校に通っており、そしてより多くの人々がきれい
な水と基本的な衛生施設を利用できるようになって
います。 デジタル技術により、より多くの人々が国
の内外でつながっています（UNDP 2015）。 しか
し、南アジア（SA）とSSAの女性と若者の間では、
もっと多くの改善を達成する必要があります。

実際、格差が新たな課題となっています。データは、
所得と資産の両方の観点から、多くの国で格差が増え
続けていることを示しています。成長が貧困削減のペ
ースを緩めています（Ravallion 2004）。 経済学者の 
Branko Milanovic（2012）は、1988年から2008年ま
での、異なる人口セグメントの実質所得の変化を分
析し発表しました（図7参照）。彼の分析によると、
中位層と高収入層は大幅な所得増を示していますが、

最貧困層は過去よりもわずかしか改善していません。
また所得分布の75パーセンタイルと90パーセンタイ
ルの間で稼いでいる人々の収入がほとんど増加を見て
いないという証拠も示しています。これらの人々は世
界の中流階級です。彼らは東ヨーロッパおよび中央ア
ジア（ECA）ならびにラテンアメリカ、ならびに所得
が低迷している豊かな国々（たとえば、米国および西
ヨーロッパの国々）で多くが含まれています（Kawa 
2016）。さらに、中国の有無によるデータの比較
は、中国の経済成長がこれらのトレンドに大きな影
響を及ぼしていることを示しています。

貧しい人々は農村やインフォーマル経済で
働き続けている

仕事は貧し人々にとって社会の一員であるための中
心的要素です。それによって人々は生計を立て、経
済的安定を得ることができます。それはまた彼らに
尊厳と生きる価値を与えます (UNDP 2015).仕事は
また社会を強くします：それは社会の結束と絆を築
きます。 一緒に働くことで、人々は知識を蓄え。文
化の基礎を築きます (UNDP 2015).3

経済にとって農業の重要性は低下しているかもしれ
ませんが、仕事の重要性は変わりません。 国連食糧

3 人類学者 EB Tylorによると、文化には知識、信念、芸術、道徳、法律、習慣、および社会の一員として人間が習得したその他のあらゆる能
力や習慣が含まれています（https://en.wikipedia.org/wiki/Culture）。 

図 7. 中国を除くかどうかにかかわらず、世界の所得階層別構成比の実質所得は増加（$ 購買力平
価）を示す象形グラフ, 1988–2008

出典: Milanovic 2012.
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農業機関（FAO）（2016）によると、世界で13.44億
人の人々が農業で、働いているか仕事を探していま
す。このほとんどは家族経営の小規模農場で働いて
います。 国際労働機関（ILO）は、2012年に貧困者
の約3分の2が農業部門で雇用されたと推定していま
す（図8）。 大部分は、発展途上国で普通に見かける
ように中小規模の家族経営農場で行われています。
その結果、農家の資源が限定的で生産性が低いまま
です。 (UNDP 2015). 従って、多くの農業従事者は収
入を農業以外の仕事で補う必要があります。 SSAの小
規模農家に関するCGAPの調査では、これらの農家が
複数の仕事から収入を得ていることが確認されてい
ます。例えば、ウガンダの小規模農家のうち20％以
上が仕送りを受け、8％が小売業、5％が製造業、12
％がその他の賃金収入を得ています。4

加えて、途上国で働く人々の大半はインフォーマル
な仕事に従事しています5。これは途上国のほとん
どの地域における非農業雇用の半分以上を占めてい
ます（WIEGO 2014）6。 SSAでは66パーセント、中
東・北アフリカ（MENA）では45パーセント、ヨー
ロッパ・中央アジア（ECA）では10パーセントであ
るのに対し、SAの雇用は82パーセントを占めていま
す。 女性は男性よりもインフォーマル経済で雇用さ
れる可能性が高く（WIEGO 2014） また、インフォ
ーマル経済は成長と正の相関があることを新しい証
拠が示しています（Loayza 2016）。これらの労働者
には社会的保護や雇用保障がないため、格差や貧困
の撲滅に課題を残しています。

労働市場では、低技能と高技能の
仕事が増加し、貧困層が職場を得
る機会が少なくなっています

貧しい人々は、中程度から低技能の仕事に従事する
傾向があります。 ILOによると、2012年には、貧困
層の53％が中程度の技能を必要とする職業につき7

、43％が低技能職につきました8。技術の進歩、グ
ローバル化、都市化などの構造的要因や労働組合の
衰退（Santos 2016）等の理由で、労働市場はます
ます二極化しており、より大きな格差をもたらして
います。機械、コンピュータ、およびインターネッ
トは、途上国における中堅技能職の仕事を減らして
いる一方で、低技能および高技能の職場を増やして
います。 (図 9). 多くの低所得国では、中程度の熟
練を要する職業が所得分布のトップに近いことがよ
くあります。 (World Bank 2016e).

要約すると、過去10年間で貧しい人々の生活は改善
されてきました。 つまり貧困は減少しており、個人
の健康や幸福度は改善しており、10年前よりも多く
の貧しい人々が仕事につくことができます。 多くの
人が金融サービスへのアクセスを持っています。 し
かし、別の新たなトレンドが進行しており、それが
進歩を妨げている可能性があります。貧しい人々の
ほとんどは農業に従事し続けています。 彼らの雇用
はインフォーマルであり続けています。 労働市場も

4  CGAPの以下のWebページを参照してください。“Financial Innovation for Smallholder Families”（小規模農家の金融革新） 
（http://www.cgap.org/topics/financial-innovation-smallholder-families）

5  国際労働機関（ILO）はインフォーマル経済を次のように定義しています。法律上または事実上正式な取り決めによってカバーされて
いない、または十分にカバーされていない労働者および経済単位によるすべての経済活動。

6 実用的データ収集の点から、第15回国際労働統計会議は、農業とその関連活動をインフォーマル部門の調査範囲から除外するよう勧
告しました。

7 ILOによると、中程度技能の職業では、中等以降高等以前教育、後期中等教育または前期中等レベル（9〜12歳）の教育が必要です。 こ
の様な職業の例には、事務員、工芸品等の取引作業員、工場および機械のオペレーターおよび組み立て業者、サービス作業員、店舗お
よび市場の販売員、ならびに農業や漁業の熟練従事者が含まれる。

8  ILOによると、熟練度の低い職業では、初等レベル（6年）以下の教育が必要です。

Source: ILO 2016.

図 8. 貧困, 産業別
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また二極化し、労働力の大部分が危険にさらされて
います。 そして、金融サービスの利用は低迷したま
まです。 これらの要素のすべてが、すでに世界の多
くの地域で格差を悪化させる危険性があります。 金
融サービスへのアクセスを改善することに焦点を当
てても、それが適切に対処されていない可能性があ
るため、格差が高まり、金融包摂に悪影響を与える
可能性があります

これらの懸念に照らして、国連の持続可能な開発目
標（SDGs）で示された新たな優先事項は、格差を含
む広範な開発課題に取り組むために、貧困だけでな
く、他にも焦点を広げてきました。金融サービスは
他の開発目標の達成を可能にする手段であり、その
必要性を強調しています。 金融サービスがSDGにと
って重要な推進要因であるという証拠はすでにいく
つもあります。 (Klapper, El-Zoghbi, and Hess 2016).

貧困層の未来を形成する推進力

CGAPが4つの未来シナリオ思考演習に投げかけた質
問は、「2025年までに、金融サービスは貧困層の人
々の格差と経済参加にどのような影響を及ぼすのだ
ろうか」ということです。

シナリオ思考演習の目的は、貧しい人々が社会や経
済にどのように参加するか、そして今後10年間で金
融サービスが彼らの参加にどのような影響を及ぼす

かを見定めることです。 この演習では、すでに今
日見られる多くの推進力を考慮しています。 しか
し、これらが貧しい人々の生活や福祉にどの程度影
響を与えるか、創造的破壊の影響度は不明です。投
げかけた問題にどう答えるかに実質的な影響を与え
る可能性が高い4つの推進力を我々は特定しました
（Box1参照）。 4つの推進力は、これまでの多くの
研究成果やシナリオ研究会を通じて選定しました。

1. デジタル技術の普及と情報のデジタル化は貧しい
人々に利益をもたらすでしょうか。
インターネット、携帯電話、そして情報をデジタル
化して収集、保存、分析、共有するためのさまざま

出典: World Bank 2016e.

図 9.熟練度別（3分類）雇用の増減率, 1995–2012（年平均、国別）

高度に熟練した職業（定型化しておらす、密度の濃い対人交渉技能）　　　　　
中程度の熟練職業（定型的な認知技能とマニュアル化できる技能）
熟練度の低い職業（定型化していないが、単純でマニュアル化できる技能）
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Box 1. シナリオ思考演習のために特定した
4つの推進力
西暦2025年までに . . .

1. デジタル技術の普及と情報のデジタル化は貧し
い人々に利益をもたらすでしょうか。

2. 資本、情報、アイデアのグローバル化は、貧しい
人々が社会に参加する方法を変えるでしょうか。

3. 貧しい人々は、国内外で移住し続けるでしょう
か。

4. 仕事を取り巻く環境の変化は貧しい人々に影響
を与えるでしょうか？
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なツールが急速に普及しています。 インターネット
ユーザー数は過去10年間で3倍になりました。2015
年末にはインターネットユーザーが32億人に達しま
した（World Bank 2016e）。途上国のBOP層（the 
base of the pyramid）も含めて平均10人に8人が携
帯電話を所有しています（世界銀行2016e）。 事
実、途上国の多くの世帯は、電気や衛生を改善する
よりも携帯電話を所有しています（図10）。

デジタル技術は情報基盤を劇的に拡大し、情報コス
トを下げ、情報商品を生み出しました。 それらは
情報の非対称性を減らし、信頼と透明性を高め、企
業の運営方法、人々が様々な機会を求める方法、そ
して市民が政府とどう対話するかに影響を与えまし
た。(World Bank 2016e).

世界のデータ量は急激に増加しています。 国連に
よると（2014a）、世界のデータの90％は過去2年
間に作成されました。新しい技術は、利用可能なデ
ータ量、詳細レベル、およびスピードを向上させま
した。 携帯電話、ソーシャルメディア、SMS、Eメ
ール、インターネット検索、そして金融取引データ
は、ビジネスや政府がより正確に人々に商品やサー
ビスを提供するための「ビッグデータ」を構築する
情報源となっています。

データの可能性もまた新たな課題を生み出します。 
消費者にとって、データはプライバシー、匿名性、
同意の有無、セキュリティ、差別などのリスクを伴

います。 データは、MNOｓ、インターネットプロ
バイダー、デジタルプラットフォームなどの企業の
手に渡ることが多く、顧客のプライバシーや競争上
の優位性が脅かされる恐れがあるため、企業はデー
タの共有には消極的です。また、企業はクライアン
トの同意なしにデータを販売することもあります。

一方で、デジタルテクノロジーに触れていない人々
が多数存在します。 世界銀行（2016）によると、
約20億人が携帯電話を所有していません。世界の人
口の60％がインターネットにアクセスできていませ
ん。 格差は、所得分布、性別、居住地、年齢にまた
がって存在します。 たとえば、SSAでは、女性は男
性よりデジタル技術を使用または所有する可能性が
低くなっています。

同様のギャップが高齢者と若者の間にも存在しま
す。 消費者にとってのアクセスコストもまた大き
く異なります。例えば、典型的な携帯電話サービス
のコストは、国によって50倍も異なる場合がありま
す（World Bank 2016e）。 大きなデータ履歴を持
っていない消費者の中には、排除される危険がある
かもしれません。デジタルサービスが提供する成長
機会にはリスクが伴います。 たとえば、大企業が顧
客に関するデータを所有するようになるにつれて、
市場支配力の過度の集中および独占の脅威がありま
す。 デジタル技術が仕事をオートメーション化する
につれて、格差が大きくなるという脅威も存在しま
す。これは、単純技能の仕事の競争を激化させ、給

出典: World Bank 2016e.

図 10　基本サービスへのアクセスがある人の割合（1990年 -  2015年）
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与水準を押し下げる可能性があります。そして、政
府がテクノロジーを活用して情報を統制するのであ
れば、市民に脅威を与えます。 (World Bank 2016e).

要約すると、デジタル技術は貧しい人々が、市場や
サービス、および情報とより密接に関係するための
刺激的な機会を提供します。また、地理的、文化
的、社会的な障壁を打破することも可能です。 ただ
し、貧困層にとっては、ある分野で疎外されるリス
クなど、特定のリスクを考慮することが重要です。
新技術的の創出が将来加速することは明らかです
が、 いくつかの未知の要素に注意しておくべきです:

• 民間部門は、恵まれない地域社会の人々をつなぐた
めに必要な投資をするでしょうか。 政府は民間部門に
そうするようにインセンティブを提供するでしょうか？

• 接続利用料はすべてのセグメントにとってより手頃な
価格になるでしょうか。

• インタフェースは、消費者のニーズ、能力、および行動
により適したものになるでしょうか。

• 政府の規制によって健全な競争環境が促進されるで
しょうか。

• 政府はデータのプライバシーと所有権をどのように
規制するでしょうか。

• 企業はデータを収益化することができるのでしょう
か。また、規制により、そうすることが可能になるでし
ょうか。

• 市民は自分たちのプライバシーとデータについてよ
り強力に管理を要求するでしょうか？

2. 資本、情報、アイデアのグローバル化は、貧しい
人々が社会とかかわる方法を変えるでしょうか

世界は、商取引、コミュニケーション、そして旅行
によって、今日ほど強くつながったことはありませ
ん。 しかし、グローバル化のパターンは変化してい
ます。 (Manyika et al. 2016).

20年間の急速な成長の後、世界における従来型の物
品、サービス、および金融の取引量は鈍化していま
す。 2009年の景気後退以前はドルベースで世界の
GDPと同水準に達していましたが、2007年の53％に
対し2014年には39％に過ぎませんでした（図12）。 
(Manyika et al. 2016).

これらは世界経済の重要な部分であり続けています
が、国境を越えて送信されるデータ量は急増してい
ます。 Manyikaらによると。（2016）、クロスボー

出典: Adapted from Domo and Radicati 2016.

図 11. 2016年に毎分に作成されたデータ量
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9 クロスボーダーの帯域幅は、インターネットトラフィックと相関しているため、転送データ量を測定する代用となります。
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ダー帯域幅9の使用は2005年から2014年の間に45倍
増加しました（図13）。 今後5年間で使用量はさら
に9倍になると予測されています。

特にデジタルプラットフォーム（例えば、ソーシャ
ルネットワーク、電子商取引ウェブサイトなど）を
介するデータフローは、商品、サービス、金融、お
よび人々の移動を可能にし、地域経済の機会領域を
拡大し。 中小企業はこれらのプラットフォームを

利用して、世界中の顧客やサプライヤと繋がること
ができます。 個人はこれらのプラットフォームで学
び、仕事を見つけ、そして彼らの才能を披露するこ
とができます。 しかし、デジタルグローバル化は依
然として最近の現象であり、今のところ先進国に集
中しています。

過去何十年もの間、デジタル技術によって増幅され
たグローバル化は、いくつかの例外を除き、国家の

出典: Manyika et al. 2016.

図12. 物品、サービス、金融の流通量、1980年～2014年
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図13. 使用されたクロスボーダー帯域幅、2008～2014
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権威を変化させてきました。 「領土」の概念は、
それほど意味がなくなり、制約が少なくなってい
ます。 人々と組織は国境を越えて相互に影響を与
え合い、アイデアを共有し、国家の関与の有無にか
かわらず課題解決に対処しています。 そして彼ら
はしばしばいかなる統制からも解放されています。 
(Coursera 2017). その結果、非国家主体、つまりMNO
ｓ、非政府組織（NGO）、地域団体などのへの権限
付与が、開発課題への取り組みに関する権力の分散
と拡散につながっています。 新たに懸念しなければ
ならないことは、デジタルプラットフォームが、政
治および社会を再定義する能力があるという事実で
す（Ghez 2016）。米国国家安全保障局の内部告発
者であるエドワード・スノーデン氏は、次のように
述べています。「あなたがグーグル、フェイスブッ
ク、ツイッターを持つと、彼らは決して去るとは思
えません。私たちはこれを受け入れることについて
慎重になるべきです。 それがどれほど危険であるか
を説明する必要はないでしょう。」 (Conger 2016).

全体として、グローバル化のデジタル時代は、今後
数十年の間に貧しい人々の生活にますます大きな影
響を与えると予想されています。 消費者は世界の商
品、サービス、そして情報にアクセスすることがで
きるでしょう。 企業はよりグローバル化されたバリ
ューチェーンで事業を営むでしょう。 しかし、それ
は多くの不確実性を引き起こします。

• 情報、資本、アイデアの統制に関して国家はグロ
ーバル化にどのように対応するのでしょうか。

• 非国家主体の台頭は国家の力にどのような影響を
与えるでしょうか。 消費者の意思決定にどのよう
な影響を与えますか？

• 政府によるグローバル化への反発はありますか。
• 暗号通貨と分散型台帳技術は、国や中央政府に縛

られないサービスを可能にしますか？

3. 貧しい人々は国内外を移住し続けるでしょうか？
より良いグローバルな経済的機会、より多くの雇
用、そしてより良い生活が約束されれば、人々は移
住し続けるでしょう。 気候変動や紛争などは、よ
り安全なコミュニティ、雇用、確かな収入、そして
教育へのアクセスを求めて人々の移動を促進するで
しょう。 例えば、2014年には、災害で2000万人近
くの人々が自宅から避難しました（IDMC 2015）。 
2015年には、迫害、紛争、暴力、または人権侵害の
結果として、約6500万人が強制的に追いたてられま
した。 (Edwards 2015).

間違いなく、人口統計的傾向は都市化です。 実際、
「世界は田舎から都市への歴史的移動を経験してい
ます」（Dobbs、Manyika、およびWoetzel 2015）
。 世界全体では、1950年に人口の30パーセントが
都市部に住んでいたのに対して、2014年には半分以
上が都市部に住んでいます。 最も都市化された地域
は、北アメリカ（82％）、ラテンアメリカ（80％）
、そしてヨーロッパ（73％）です。 アフリカとアジ
アは今日も農村部に多く留まっていますが、それで
も人口の40％と48％が都市部に住んでいます（図
14）。 2050年までに、都市人口は地球上で全人口
の3分の2に達すると予測されており、アフリカとア
ジアで最も急速な成長を遂げています。 今後40年間
で、アフリカの都市人口は3倍に増加する可能性があ
り、アジアでは61パーセント増加する可能性があり
ます。 (UN 2014b).

出典: UN 2014b.

図14.総人口に占める都市と農村の人口構成比率（％）、主要地域別、1950～2050年
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気 候 変 動 の 影 響 も 都 市 化 を 加 速 さ せ る で し ょ う
（UNHCR 2011）。気候変動が一般的には国内での
大規模な移住をもたらすことが広く知られてきまし
た（Brookings Institution 2014）。 国内避難監視
センター（IDMC）によると、大量の避難は、途上
国であることが多く、自然災害の影響を最も受けや
すい国で頻繁に発生しています。 2008年から2013
年の間に、移住の80％以上がアジアで発生しまし
た。 しかし、アフリカの急速な人口増加を考える
と、その人々はますます自然災害や避難にさらされ
ることが予想されます（IDMC and NRC 2014）。 図
15は、極端なリスクに直面している33カ国を含む、
各国の気候変動に対する脆弱性を示しています。 そ
のうちの27はアフリカにあります。

世界銀行によると（2017b）、世界のGDPの80％以上
が都市で生み出されており、経済成長に貢献すること
で、経済的幸福を追求するために、より都市化する可
能性を浮き彫りにしています。ケニアだけでも、ナイ
ロビが人口の9パーセントしか占めていないにもかか
わらず、GDPの20パーセントを占めていることがデ
ータによって示されています（Runde 2015）。 経済
的利益に加えて、都市化は人々を水、健康、電気、教
育、情報などの基本的なサービスに結びつける機会を

提供します。 このように、都市は人々の幸福の向上
に貢献することができるのです（図14）。

一方で都市化は課題を増幅し、不安定化させる可能
性があります。 それは都市のインフラと資源に圧力
をかけます。 国連開発計画（UNDP 2015）による
と、世界の都市拡大の40％近くがスラム街です。そ
こには不適切な衛生設備や飲料水を使用している可
能性があります。 都市化は社会経済的グループ間の
格差を生み出し、緊張を高めています。

移民は国内都市に止まりません。国境を越えて広が
っています。 2015年に国際移民人口は2億4400万人
に達しました（UN 2016）。 国連によると、大多数
は中所得国から高所得国に移住しています。 イン
ド、メキシコ、ロシア、中国、バングラデシュから
多数の国際移住者が出ています（Connor 2016）。 
米国、ドイツ、ロシアが移住先の上位3地域になって
おり、3分の2が20カ国に住んでいます（UN 2015）

新らたな紛争が激しくなると、難民は国境を越えた
移動がますます重要になります。 国連難民高等弁務
官事務所（UNHCR）によると、2015年の難民はク
ロスボーダー移住者の約8％を占めていましたが、

出典: Maplecroft 2016. Note: Maplecroft’s Climate Change Vulnerability Index evaluates the sensitivity of populations, the physical exposure of 
countries, and governmental capacity to adapt to climate change over the next 30 years.

図15.気候変動の脆弱性指数2017
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その総数は1960年の170万人から2015年には1600万
人近くに増えました（図16）

国連によると、移民は移住国の経済成長と所得向上
に貢献しています。 彼らは労働力不足を埋め、起業
家として雇用を創出し、税金を払っています。 彼ら
はまた、科学、医学、そして技術の新たな道を切り
開き、文化の多様性を促進することによって彼らを
受け入れてくれたコミュニティを豊かにしています
（UN 2016）。 例えば、北の人口の高齢化に伴い、
多くの先進国はその弊害を減速させるためにクロス
ボーダー移住を促進したいと考えています。 2000
年から2015年の間に、移民は、北米の人口増加の42
パーセントとオセアニアの32パーセントを占めまし
た。 ヨーロッパでは、移民がいなければ、人口は減
少していたでしょう（UN 2016）。

移民者による送金は、母国の経済発展に貢献してい
ます。 2014年、世界の送金額は5,830億ドルに達し
ました。その中には途上国への4,360億ドルが含まれ
ており、これは政府開発援助をはるかに上回る金額
です（UNDP 2015）。 国連（2016）によると、送
金は、教育、健康、衛生、住居、インフラへの投資
を通じて、母国の家族や地域社会の生活向上によく
使われています。

しかし、移民は人口形態の中で最も脆弱な区分に入
ります。 国連によると（2016年）、「彼らはしば
しば景気後退の際に最初に失業する人々であり、多
くの場合、移住国の労働者よりも賃金が安く、長時
間、そしてより悪条件で働いています」。 移民は、
しばし虐待、迫害、搾取、および差別に直面しま
す。 先進国経済のグローバル化とデジタル技術の進
展や難民の急増に、先進国政府は複雑な反応を示し
ています。 例えば、アメリカやヨーロッパでのポピ
ュリスト運動は、移住者に失業の悩みを押し付け保
護主義的政策を促しましたが、カナダのような国々
は移民や難民を歓迎しました。なぜなら彼らは社会
を強くし、経済成長を得る可能性があること認識し
ているからです。

グローバル化、気候変動、紛争、人口動態の変化、お
よび生活改善のための人々の願望を考えると、2025
年までに都市化とクロスボーダー移住はますます注目
されるでしょう。これらの変化は、貧困層の生活にプ
ラスとマイナスの両方に影響します。 移住はまた、
いくつかの不確実性を引き起こします。

• 都市部のインフラ、公共物品、基本サービスに対 
する需要増加に政府はどの様に対応するのでしょう
か。

出典s: UNHCR and Pew Research Center. Note: Does not include Palestinians refugees (Connor 2016).

図16.出生国外に住む難民の総数
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• 移民で国家権力は強化されるのか、それとも弱まる
のか。 先進国の政府は自身の成長戦略の一部として
移民を受け入れるでしょうか？

• 移民が母国と移住国の雇用市場に与える影響は？

4. 仕事を取り巻く環境の変化は貧しい人々に影響を
与えるでしょうか？
世界銀行によると、現在の人口統計の傾向から、雇用
の割合を一定に保つために、今後15年間に6億人の新
たな雇用をグローバルに創出することが求められてい
ます。 これは、多くの若者が労働力となるSSAとSA
にとって特に重要になります。 (World Bank 2017a).

この白書で強調されている他の要因には、途上国の
労働市場へ影響、新規または追加の雇用機会を生み
出すこと等が挙げられています。 より多くの人々
が都市に移住するので、彼らは非農業的な仕事を探
します。 グローバルなバリューチェーンの重要性
が増し、サービスや知識産業の発展、あるいはサー
ビスと製造の途上国へのアウトソーシングで、より
多くの労働機会がもたらされる可能性があります。

デジタル技術は、企業や労働者がより多くの情報
やサービスを利用することを可能にします（World 
Bank 2012）。 また、インフォーマル部門を組織化
するための代替手段を提供し、労働時間の選択や労
働時間と稼いだ賃金の追跡など、正式な労働と同じ
利点をいくつか生み出します。 しかし、これらの変

化はまた、新しい働き方や技能への要求にも影響を
与えています。 グローバル化は労働者の賃金と労働
条件に圧力をかける可能性があります。 能力開発が
技術の進歩と歩調を合わせていない場合、途上国は
最終的にグローバル化の恩恵を受けない可能性があ
ります。 技術的な進歩はより高度な技能を持つ人々
を支持する傾向にあります。オートメーション化で
きる専門性の低い技能を持つ多くの中程度の技能を
持つ労働者の仕事を失くしてしまいます。

2017年に、マッキンゼーは、途上国での作業がオー
トメーション化によって影響を受ける可能性のある労
働者の数を推計しました。 たとえば、中国の労働者
の51％が潜在的にオートメーション化可能です。 同
様の割合が、エチオピア、タイ、エジプト、ペルー、
モロッコなどでも推計されました（図17参照）。 オ
ートメーション化の可能性において最大の影響を受
けるセクターは、多くの貧しい人々を雇用していま
す。 これらの分野には農業、製造業、貿易が含まれ
ます（Manyika et al。2017）。 デジタル技術はまた、
より不規則な短期契約や仕事パターンを可能にし、イ
ンフォーマルとフォーマルの境界をさらに曖昧にし、
雇用の安全と保障を脅かしています(UNDP 2015)。

雇用創出は、より熟練した生産方式への移行にかか
っています。 途上国では、サービス部門が成長する
につれて、労働者は引き続き個々の零細起業家、フ
リーランサー、オンラインワーカー、または中小企

出典: Manyika et al. 2017.

図17.世界規模のオートメーション化の可能性：対従業員比
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業経営者になるでしょう。 しかし、この種の作業は
すべての人に適しているわけではありません。 人々
は仕事に関連して。恒久的で安定した仕事に就きた
いと願っています（図18参照）。

まとめると、雇用環境は途上国を含め、今後10年間
で大きな変化が見込まれています。 これは、グロー
バル化、デジタル技術、および都市化によって推進
されます。サービス部門は製造部門と農業部門を犠
牲にして成長するでしょう。雇用はますます短期的
になるでしょう。 新しい技能の習得は、人々が経済
に参加するための鍵となります。 そしてこれらの変
化はいくつかの課題を提示します

• 教育部門と技能開発；人々は新しい経済に参加するの
に十分な速さで新しい技能を習得できるでしょうか?

• この新しい形態の雇用に適応できない労働者のニ
ーズに対処するために、社会保障政策はどのように
進化するのでしょうか。 ますますデジタル化され、イ
ンフォーマルな経済の中で、社会保障はどのように
多くの人々に対処するのでしょうか。

• 政府は、デジタル経済の新しい形態の雇用をどのよう
に規制し、課税するのでしょうか。

• こうした変化は、貧困層の雇用機会にどのように影響
するのでしょうか

金融包摂業界への影響

今後10年の変化のペースと規模は、貧しい人々の生
活に大きな影響を与える可能性があります。 グロー

バル化、デジタル技術、移民、人口動態と雇用環境
の変化は、貧しい人々の社会、経済への交わり方、
生活の向上に影響を与えます。 貧しい人々は新しい
都市や国に移動し、新しい仕事に就き、新らたな現
実に適応し続けるでしょう。 彼らのための機会領域
は拡大するでしょうが、より多くのリスクと排除に
も晒されるでしょう。

このセクションでは、4つのワークショップで総合
的に議論を行い、読者の皆さんに読み取ってほしい
ことをまとめています。 それはまた金融包摂の未来
の可能性を反映する4つのシナリオをまとめています
（附属書参照）。 シナリオはさまざまな文脈で設定
され、現在から2025年までのさまざまな軌跡や結果
を説明するためにこのレポートで説明している推進
力を踏まえています。 ワークショップのすべての場
所で、デジタル技術はさらに普及し、よりアクセス
しやすく、手頃な価格でサービスを利用できる道を
切り開き、推進力として認識されています。 従って
4つのシナリオすべてで使用されています。

貧しい人々の生活向上手段として、金融サ
ービスは引き続き　中心的な役割を果たす
でしょう

私たちが自分自身の未来を投影する時、貧しい人々の
未来も変わり続けることは明らかです。 金融サービ
スは、貧困層の人々が機会をつかみ、資産を保全し、
生計を立て、リスクを回避し、抵抗力をつけ、未来計
画の支援という明確な役割を果たします。 しかしこ
れまでのところ、貧しい人々の経済的ニーズと金融

出典: World Values Survey Wave 6, 2010–2014.

図18. 中東・北アフリカ（MENA）の成人が選択肢から選んだ雇用形態　（回答者中の割合）
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サービスの提供との間にはギャップがあります。 そ
のため金融包摂を重視する組織は、貧困層の金融包摂
を可能にする為に次のようにしなければなりません。

人々の生活改善 教育、水道、下水処理、電気、ヘル
スケア、情報、住居はすべて、貧しい人々の社会包摂
と幸福にとって不可欠です。(World Bank 2013). 金融
サービスは、これらのサービスをより利用しやすくす
ることで、貧しい人々により多くの選択肢を提供する
ことができます。これらのサービスを利用可能にする
ための革新的な資金調達スキームと支払いメカニズム
が、今後のソリューションの鍵となります。 金融サ
ービスはこれらのサービス自体には影響を与えません
が、これらのサービスを利用可能なものにしなければ
なりません。革新的な金融ソリューションは利用可能
なサービスとセットでなければなりません。

これらのソリューションは、経済や社会参加への障
壁に直面する人々のニーズを満たすように、調整が
必要です。 特定の階層が排除される理由や金融と社
会的包摂との相互作用を理解することが、ソリュー
ションをデザインするためには不可欠なはずです。

生計を一層支援する 今日、金融サービスは初期のマ
イクロファイナンスモデルで想定したような生計を
たてる為の投資に限らず、さまざまな目的に使用さ

れていることがわかっています。 ただしそのような
利用で、収入や資産形成に大きな変化は生じていま
せん。人々の生活に、より意味のある変化を与える
ためには、人々がどのように生計を立て、富を蓄積
するために金融サービスを利用できるかについて、
より深い理解が必要です。貧しい人々が生活のため
に何をしているのか、生計を改善するために金融サ
ービスをどのように利用できるのか、そしてこれら
の収入がいかに資産形成につながるかを理解するこ
とから始まります。(El-Zoghbi 2017).

変化への適応と苦境などからの回復力 貧しい人々の
生活は、良くも悪くも、あらゆる理由で、変化しま
す。金融サービスは、変化への適応、機会の獲得、そ
して苦境などからの回復力の強化を支援するために、
これらのことをもっとよく理解する必要があります。 
たとえば、労働環境が進化するにつれて、金融サービ
スは教育や再教育、技能トレーニングへのアクセスを
可能にし、人々が労働環境の変化に適応し、進歩する
ことを可能にするための鍵です。別の例は移住です。
移住者は一様ではありません。 移住の計画、初期の
決済、より安定した決済への移行など、さまざまな
イベントに直面しています（Anderloni and Vandone 
2008）。金融サービスは、送金から投資、資産形
成、さらに移住の計画を立てることまで、個人また
は家族の移住を支援することができます。

図19.　現状から起こりうる未来へ：素描
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生活保護は、格差や脆弱性に直面する貧しい人々に
とって、引き続き最優先事項です。 金融サービス
プロバイダーを通じて生活保護を分配することは、
従来の現金、バウチャー、現物支給より、効率的な
金融包摂へのゲートウェイを提供するなどの利点
が潜在的にあります。 近年、低所得層の人々はデ
ジタル送金で現金を受けることが増えています10。
しかし最近の研究では、受取人は信頼できないサー
ビス、代理店の不十分な流動性、複雑な機器操作画
面および手続によって、詐欺や取引できないなどの
リスクに直面しています。（Zimmerman and Baur 
2016）。生活保護の分配が信頼でき、便利で安全
であることを確実にするために、政府とプロバイダ
ーの両方はより多くの作業が必要となるでしょう。

プロバイダーの多様化は金融サービスのエ
コシステムを変えるでしょう

貧しい人々の生活の変化と並行して、グロール化と
デジタル技術の進化も金融サービスの提供に影響を
与えます。 グーグル、フェイスブック、その他の
大手多国籍テクノロジー企業は、金融サービス業界
を混乱させるデジタルプラットフォームです。 貧し
い人々は、情報、製品、およびサービスに関して、
既存の組織よりもネットワークを信頼しています。 
ソーシャルネットワークはこれを増幅する可能性が
あり、信頼できる金融サービスプロバイダーになる
可能性さえあります。 AlipayとWeChatはすでに中
国で、ソーシャルメディアを梃子に、中国人のお金
の使い方に深く結びついています。(Shrader 2014).

技術革新による金融構造の変化、MNOｓや銀行から
の権限の移転などが、金融サービスのバリューチェー
ンをさらに混乱させる可能性があります。　フィンテ
ック企業には、貧しい人々のために革新的な道具とソ
リューション領域を一層広げ続けること が期待され
ています。そして多くのフィンテック企業は大企業と
の競争に苦労するかもしれません。これには連携また
は統合が必要です。この分野に参入する新規プレイヤ
ーは、貧困層へのサービス提供において、MNOｓや
既存の金融機関の競争優位性に異議を唱えるでしょ
う。これらの混乱に適応できない限り、エンドユーザ
ーとの関連性を失い、主に通信および金融サービスイ
ンフラのバックエンド機能を提供する「土管」となる
でしょう。銀行は預金、規制の遵守、ソーシャルメデ
ィア会社やフィンテック企業などの新しい金融サービ
スプロバイダー間での資金移動など、より限定的なサ

ービスに特化する可能性があります。同様に、MNO
ｓの役割はネットワークインフラに重点を置き、顧客
が金融サービスにアクセスするための「レール」とし
て特化する可能性があります。

既存の金融サービスのバリューチェーンの潜在的な
「解体」は、専門性と効率の向上をもたらし、貧し
い人々により良いサービスを提供する大きな機会を
もたらします。 また、グローバルなテクノロジープ
ラットフォームを通じて消費者を「所有」している
大規模な非国家的組織への権力集中などの新たなリ
スクを生み出すため、さらなる注意が必要となるで
しょう。これら新しいプレイヤーとのパートナーシ
ップは将来より重要になるでしょう。

データを幅広く利用することで、貧しい人
々に、革新的なソリューションの提供が
可能になりますがリスクも生まれます。

データは、銀行、MNOs、ソーシャルネットワーク、
インターネット通信事業者など、多くのプレイヤーが
所有することになります。より完全なデジタルプロフ
ァイルを構築するために、財務データはソーシャルコ
ネクションやメッセージングデータと結合されます。 
プロバイダーはこれらのデータをマイニングして革新
的な金融サービスを作り、ユーザーの利用頻度を増や
すことができます。大量かつ多数のデータの活用は、
金融サービスをより利用しやすく、より適した、そし
て顧客にとって手頃な価格にする可能性を秘めていま
す。 顧客は自分のデータを管理および収益化できる
場合、金銭的な見返りを得るためにその権限をプロバ
イダーに与えるかもしれません。

しかしながら、データ活用の増加は重要な問題を提起
しています。 顧客にとっては、データの安全性が危
険に晒され、データのプライバシーが不十分である場
合、または顧客が自分の個人データの活用法について
十分に理解していない場合に、個人情報保護のリスク
があります。 これらのリスクが適切に管理されてい
ないと、顧客の信用が低下し、顧客が公的金融サー
ビスを利用できなくなる可能性があります（Medine 
2016）。 今なおデジタル技術から排除されている顧
客は、データ履歴が薄くなり、さらに排除される危険
性があります。他方、貧しい人々に利益をもたらす可
能性のある製品やサービスを提供するために使用する
顧客のリアルタイム財務情報を収益化するためのモデ
ルを金融サービスプロバイダーが開発するかどうかは

10  CGAPの調査では、デジタルソーシャルペイメントは過去数年間で3倍以上に増えたと推定しています。
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不明です。彼らのデータへの投資意欲とデータ分析能
力は明らかにされていません。

データの所有権、使用、およびセキュリティを規制
する政府の役割の重要性が増しています。 しかし急
速に変化する環境の中で、政府の人員やリソース不
足から、これらの規制上のニーズへ対処するのに苦
労するかもしれません。

デジタルデバイドが拡大するリスク

過去10年間で、デジタルチャンネルを通じて金融サ
ービスへアクセスした人々の数は指数関数的に増えて
おり、この傾向が止まると信じる理由は何もありませ
ん。 ただし、特定の地域・分野での接続性とインフラ
の欠如、サービスと機器の高い費用、社会規範および
人口統計上の特性により、特定の階層の人々がさらに
排除される危険性があります。 これらには、女性、農
村住民、高齢者、難民、そして最貧層が含まれます。

これらのギャップに対処するにはさらなる投資が必
要であり、代替策を考える必要があります。 これ
らの階層の人々にサービスを提供するためのコスト
は高く、実際サービスを提供するビジネスモデルは
必ずしも明確ではありません。 商業的アプローチ
では十分ではなく、官民連携のソリューション提供
に向けて、複雑な問題に対処する必要があります。

政府の役割は依然として重要です

政府が金融包摂を推進する上で重要な役割を果たし
続けるであろうという強いコンセンサスがありま
す。 しかし、彼らは能力とガバナンスの課題に直面
しています。 貧しい人々に公的金融システムを信頼
させ、公正な競争と責任ある慣行で健全な市場開発
を可能にすることを納得させることが特に重要です。

政府は、急速に変化する環境において、政策決定や
それを実施する上で重要な制約に直面しています。 
イノベーションや市場開発の妨げにならないよう
に、規制当局および監督当局を早い段階で参加させ
る必要があります。 政府の腐敗もまた、信頼、手続
の容易さや複雑さ、そして適切なソリューションに
影響を与える可能性があります。

最後に、業界の複雑さが増していることを考えると、
国境を超えて問題に対処するため、政府の様々な部局
が関与する必要があるかもしれません。例えば金融サ
ービスの健全な発展を確実にするために、公正取引委

員会や通信規制当局を早期に関与させる必要があるか
もしれません。グローバル化と都市化に伴い、政策は
都市、州、地域団体などの非連邦政府関係者によって
ますます推進される可能性があります。先進的な政府
がインセンティブを設定する上で重要な役割を果たし
続けるでしょう。 しかし、銀行規制に関する国際協
調の枠組みは明確ではありません(Davies 2017) 。

未来がどのように形成されるかにかかわらず、貧し
い人々の生活は私たちが想像する方法で形成される
でしょう。金融包摂業界に与える影響をもっとも現
実的な方法で探求し、予行演習することで、将来へ
の備えをするだけでなく、より良い未来を築くこと
もできるでしょう。
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付録. 4つのシナリオ

シナリオは未来を予測するのではなく、幾つもの要
因の相互作用と時間の経過に伴う不確実性から生じ
るもっともらしい未来を描写しています。 良いシナ
リオは洞察に満ちています。

CGAPはワークショップの議論を促進する4つのシナ
リオを用意しました。 読者はシナリオを使用して、
自身の戦略の健全性を検証することができます。

\シナリオ 1. Bharatia: デジタル化による金
融と雇用の混乱

Bharatiaは以前、貧困層向け低コストの銀行口座を
推進してきました。またデジタルIDシステムを導入
しました。しかし貧困は依然として高く、労働者の
90パーセント以上が、インフォーマルで不安定な仕
事に従事しています。 農家の男性は都市に出て仕事
を探し、農作物を育てたり家を管理したりする女性
を残しています。そして田舎から都会への移住が進
んでいます。干ばつや洪水等の気候変動も農業を混
乱させています。

Bharatiaは急速なデジタル変革を遂げています。 多
くの農村地域ではネットワーク接続を受けにくいま
まですが、人々は急速に携帯電話とモバイル決済を
利用しています。 スマートフォンは、50ドル未満
で利用可能になりつつあるため、着実に進んでいま
す。 インターネット大手は、検索、オンライン広
告、SNS、およびメッセージングの分野で主要な地位
を占めています。 地元のテクノロジー企業は、eコマ
ース、ライドシェアリング（相乗り）、モバイル決
済などのサービスへの投資を急増させています。 こ
れらの世界的リーダーは地元プレイヤーと競争して
おり、ときに、彼らを買収しています。 Bharatia政
府は、特に金融サービスや電気通信において、強力
な規制・監視を維持しながら、デジタル経済への変
革をリードするために技術革新を促進しようとして
います。世界的インターネット企業が、ますます多
くの国のデジタル取引および通信を管理する役割を 
演じて支配力を増しているということが、未解決の
問題として残っています。

デジタル変革は、伝統的な経済を混乱させつつも経
済成長を後押しています。米国と中国の主要電子商
取引企業のあとを追い、新興企業は急速に成長して
います。 これは小規模な店主やタクシー運転手の

生活を混乱させ、ネットワークを管理するテクノロ
ジー企業に力を与え、 スマートフォンを利用した
相乗りやデジタル管理の輸送サービスが急速に成長
し、タクシー、バス、海運業界を混乱させ始めてい
ます。 デジタル農業サービスは、トラクター、収
穫機、資材の共同利用サービスを通じて農場を変革
しています。

並行して地場の新興金融サービス会社は、市民のデ
ジタルデータストリームを活用して、信用格付けの
新しいデジタルモデルを作成して、既存の支払いお
よび銀行業務を混乱させています。 Bharatiansでは
モバイル口座を通したインスタントアクセスローン
が奨励されています。それは伝統的なローン手続き
よりはるかに便利で利用可能です。 これらのモデル
は、ピアツーピア（個人間）貸付モデルと新しい形
態のコミュニティ貸付へと急速に拡大しています。 
これらのサービスはすべて、モバイル利用やSNSな
ど、多くのデジタルデータに大きく依存していま
す。 市民は多くのテクノロジー企業とデータを共
有することに警戒していますが、新しいサービスは
不可欠であると見なされ、生産性の向上と収入の創
出を促進するので、選択の余地はありません。

政府は急速に進化する技術についていくのに苦労し
ています。 ただし、テクノロジーの巨人が経済全体
に過大な影響を与えないようにすることで、競争を
促進することに成功しています。

相乗りおよび電子商取引業界は、幅広く利用される
ようになりました。コスト削減競争の視点から、タ
クシードライバーや配達人の賃金を引き下げ始めて
います。新しいサービスによって生れた富を彼らが
共有していないため、労働者らは抗議活動を組織し
ます。そして、その抗議活動は大衆から広く支持さ
れています。

これをリーダーシップの機会と捉え、政府は非正規
労働者の組織化を可能にしようとしています。 従
業員グループは、より公平な賃金の分配やデータの
使い方について交渉し、運転手と配達人が自分のデ
ジタルパフォーマンスと評価を、ある雇用主から次
の雇用主に伝達することを可能にします。 大手ネッ
トワークは求める人材をより効果的に採用できるた
め、さらに競争を刺激します。 これらの成功例を見
ると、他の非正規職業でも同じ手法を採用するよう
になります。 そして急速な経済成長と国民全体の暮
らしの進歩をもたらします
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シナリオ 2. Kasania:  
デジタル景気循環

Kasaniaは、政府が金融包摂でリーダーシップを発揮
しようと努力してきた小さな途上国です。開発計画
を誤った歴史があり、民間部門のイニシアチブは政
府の腐敗の悪影響を受けています。 ここ数十年で、
若者の人口は増え続け、現在、国の50パーセント以
上が18歳未満です。貧困は依然として高いままです
が、最近の経済成長は未来についての楽観的な見方
を創りだしています。農村から都市へ急速な移住が
すすんでいます。大都市はインフラが需要に追いつ
かず、人口増加を支えるのに苦労しています。 農業
部門の生産性が低いため、多くの人々が経済的機会
を求めて都市に移住します。

携帯電話サービスとモバイルマネーは、農村でも普
及しており、市内の家族からの送金は、農村の家族
にとっての収入源のひとつです。 農村と都市の接点
が増えているため、若者は都市に移住しています。 
大口の援助資金供与者は、農村の生活向上に期待し
て、デジタル農業プログラムに多額の投資を行って
います。これらのプログラムは政府の官僚主義によ
って妨げられてきており、バリューチェーンに大き
な影響を与えるための調整が欠けています。

都市部では、3Gが広く利用可能であり、低コストの
スマートフォンが普及しました。ほとんどの国のイ
ンターネットユーザーは、世界最大のSNSの一員で
す。これにより、フリーテキストおよび音声通信へ
のアクセスも可能で、インターネットメッセージン
グの使用が普及したため、携帯電話事業者は、従来
の音声およびメッセージングサービス（SMS）から
の収益が減少しています。モバイル事業者は、モバ
イルマネーのような新しいサービスの拡大、あるい
は基本的なインフラのみを提供する「土管化」への
いずれかを強いられています。基本的な通信とデジ
タルIDサービスを提供するLINEやフェイスブックの
様なOver the Top（OTT）サービスは、その利便性
ゆえ、利用者をますます支配しています。しかし、
カザニア政府や地元の業界リーダーは、OTTサービ
スの重要性を認識していません。政府はネットワー
ク事業者が銀行と提携して広範囲のモビリティサー
ビスと金融サービスを共同で提供できるようにし
て、ネットワーク事業者を支援しています。

世界的なインターネットプレイヤーは、農業をはじ
めデジタル経済の構築を支援しています。 彼らは
農業バリューチェーンのデジタル化に多額の投資を
行い、そこに金融サービスを含める許可を得ていま
す。彼らはインターネットとスマートフォンで従量
課金型の融資を提供します。 スマートフォンには、
生産性の大幅な向上を可能にする洗練された農業用
アプリが装備されており、Kasaniaの農家はこのアプ
リで資金を賄い、新しい収入を生み出しています。 
このアプリは、機械学習機能や地元の方言への音声
翻訳など、ユーザーフレンドリーに設計されている
ため、読み書きや計算が苦手な貧しい人々でも簡単
に利用できます。

このモデルの成功で、多数の模倣者がベンチャーキ
ャピタルを利用して他のバリューチェーンで同様の
事業を立ち上げました。 これらの新興企業は成長に
ついてあまりにも楽観的であり、多くの借り手に信
用を与えすぎてしまいます。 一年程度後、これらの
借り手の多くは債務不履行に陥り、インターネット
アクセスを遮断されます。 彼らの生活のかなりの部
分が遮断され、債務不履行のデジタル証跡が残るた
めに、さらなる信用を得ることができません。その
結果生じる経済活動の低下は、堅実な顧客にも影響
を与えて、その生計を脅かしてしまいます。 景気は
デジタル不況といわれる景気後退に陥り、広範囲の
抗議行動が急増します。 Kasania政府は、デジタル
農業プラットフォーム内のすべての金融サービスを
遮断する新たな規制を導入してしまいます。 結果的
にデジタル農業プラットフォームの成長を阻害し、
その結果、関係するほとんどのテクノロジー会社が
失敗することになります。 デジタル農業分野のイノ
ベーションは周辺国に移り、Kasaniaはその主導的地
位を失います。

シナリオ 3. Eurolandia:  
難民を融合する

2025年までに多くの難民がEurolandiaの労働力に加
わりました。しかしその過程はゆっくりで、政府の
融合政策の限界に、民間部門がギャップを埋めるた
めに果たす役割を強調していました。 難民は語学ク
ラスに参加することを要求されましたが、語学教師
の人数は需要を満たすには少なすぎて、長い待機リ
ストをもたらしました。 2016年、民間の語学学校
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は無料のモバイルアプリを通じた難民語学コースの
提供に参入しました。 当初、サービスは英語を知っ
ていた人々だけに利用可能でしたが、難民が話す2
つの主要な言語でもすぐに導入されました。 携帯ア
プリは2019年に更新され、それは難民のための手頃
な価格の基本語学コースであり、2020年までに35万
人がこのコースを受講します。

Eurolandiaの製造業部門はより高度な技能を要する
労働者を必要とするように発展し、それに伴い、
業界の専門用語は難民の経済参加にとってますま
す重要になりました。 当初、いくつかの中小企業
（SME）が難民の融合と教育を支援するためのプロ
グラムを設計し立ち上げました。 2016〜2018年に
良い結果を経験した後、他の中小企業は難民の採用
プロセスに労働者の資格と経歴、インターンシッ
プ、専門用語の理解力の評価を組み入れました。 
政府はこれらの努力を支援し、小さな都市がより多
くの移民を受け入れ、中小企業が労働力不足に対処
できるように、難民分配式を開発しました。

難民の経済への融合のもう一つの側面は銀行サービス
へのアクセスでした。銀行口座開設の要件は2016年に
緩和されましたが、2018年に収集されたデータによる
と、成人難民の30％だけが銀行口座を開設し、これら
の口座は主に給料と政府手当を受け取り、家賃を支払
うために開設されました。データの中には、家に送金
し、貯金し、起業するための借入にアクセスする必要
があることが明らかになっています。官僚主義と融合
の遅れで口座開設率は低いままです。いくつかの貯蓄
銀行を除いて、金融機関はこの新しいセグメントに取
り組む努力をほとんどしませんでした。多くの金融機
関は難民を危険すぎると認識し続けていました。ま
た、彼らは難民が使用する言語で話す能力に投資した
り、サービスを適応させたりしていなかったため、難
民が正規の顧客になることは困難でした。世界的なテ
ロの脅威増大に対応する銀行のマネーロンダリングに
関する金融行動タスクフォース（FATF）による2019年
の厳格な勧告によって状況はさらに悪化しました。

銀行はこのセグメントへの参加に消極的でしたが、
ある世界的インターネット大手企業は2016年の規制
の改正を利用し、現状の打開に挑戦しました。電子
マネーライセンスを取得した後、ヨーロッパ全土の
移民と海外駐在員にサービスを提供し始めました。 

同社の顧客は、モバイルアプリを使って基本的な支
払い口座、国際送金、デビットカードにアクセスし
ています。 アプリはすべての主要言語で利用可能で
す。 同社は顧客の身分証明書のスナップショット、
「自撮り」などのオンラインソーシャルネットワク
や、購入履歴等のデータを活用して、口座開設をほ
ぼ瞬時に行います。

その後すぐに、インターネットの巨人は国際的な送
金サービスを提供することによって難民への支持を
高めました。ある銀行と提携してブロックチェーン
技術を活用した国際的な送金を専門とするソーシャ
ルペイメントアプリを2019年に立ち上げます。 顧
客は自分の通貨で即座に、そして他国の誰かに自由
に送金ができ、その受取人はそこから現金を引き出
すことができる。 便利で手頃な価格で、使いやすい
サービスです。難民たちはそのサービスを受け入れ
ました。 2021年までに、成人難民の60％が口座を
開設しました。 母国への送金の量が増えたことで、
家族の経済状況は大幅に改善されました。 多くの難
民は、最終的な帰国を見越して、自国への投資さえ
行いました。 これは難民と彼らの故郷の社会的つな
がりを維持することに寄与しました。

伝統的に、Eurolandiaの個人情報保護に関する法律
の解釈と執行は非常に厳格です。インターネット企
業のCEOは、当時、次のように述べています。「一
般市民とは異なり、難民は個人情報保護の問題を心
配していません。 彼らが望んでいるのは手頃な条
件でクレジットへアクセスすることですが、どの
銀行も今このサービスを提供するつもりはありま
せん。 同社は基本的な個人情報保護を確保しなが
ら、規制を遵守するために当局と緊密に協力しま
した。 2018年一般データ保護規則(GDPR)の導入以
来、Eurolandiaはビッグデータプロジェクトの推進
に熱心に取り組んできました。 当局は、個人情報保
護について懸念の少ないセグメントに焦点を当てる
ことで、新商品発売時の個人情報保護に対する緩や
かなアプローチを実証する機会としました。

努力は成功しました。 難民は自分たちの満足のい
くクレジットサービスを利用することができるよう
になり、難民の地域経済へ融合に貢献しました。 よ
り多くの銀行が難民へのサービス向上の機会を模索
しています。また、この取り組みの驚くべき結果の
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1つは、個人情報に対する一般市民の態度の変化で
す。市民は金融サービスを含むより良いサービスに
接するためにビッグデータの使用に対してよりオー
プンになっています。 現在、いくつかの消費者団体
が規制当局や民間部門と協力してビッグデータの可
能性を解き放っています。

シナリオ 4. Telmar: 社会的信用スコア

テルマーは、何十年もの内政不安が続き、最近よう
やく権威主義的政府が国を治める途上国です。 産業
は主に農業です。人々は農村地帯から機会を求めて
移住しているので、Telmarの３つの主要都市は急速
に成長しています。 携帯電話は農村および都市の大
部分で使用されており、スマートフォンは3Gネット
ワークの通信可能な都市で急速に普及しています。 
Telmarの都市経済は急速に発展していますが、 多く
の移住者はスラム街に住んでおり、仕事を見つける
のが困難です。 政府は雇用創出の為に大規模なイン
フラプロジェクトに投資しています。 以前発生した
都市の暴動事件を強制的に鎮圧した政府は、国際社
会の批判にさらされたことがあるからです。

インフラ投資に加えてTelmar政府は、経済活動を増
やし、市民の生活を向上させるために、金融システ
ムを近代化しようとしています。現在多くの人々が
モバイルマネーを利用していますが、銀行口座の利
用は少なく、アクセスポイントは都市でのみ広く利
用可能です。以前、Telmarは国民IDシステムを構築
しようとしましたが、成功することはありませんで
した。 政府は基礎的経済データを維持、管理するこ
とを望んでいますが、信用調査局や本人確認システ
ムは未発達のままです。 また政府はオンライン活動
を検閲し、市民が様々な国際情報に接する機会を閉
ざしています。

情報をさらに管理するため、政府は社会信用スコア
を各市民に付与する新しい社会信用情報システムの
創設を発表しました。 それは各市民の多種多様な
情報を収集する国のデータベースを含みます。 政
府は「信用維持が名誉であるという世論を築く」と
語っています。この新システムは、Telmarの信用
および本人確認システムの急速な近代化をも可能に
します。

システムの導入は当初順調に進んでいました。 市民
は彼らの社会的信用スコアに興味を持ちました。そ
して、高いスコアを持つ人々はしばしばステータス
シンボルとしてそれを目立つように表示しました。 
人々はこのシステムを使って金融会社のクレジット
を利用することができ、それが標準のデジタルIDサ
ービスになりました。 多くの企業がシステムを中心
に新しいサービスを開発し、Telmarのデジタル経済
の成長を加速するのに役立ちました。 このシステム
は、ユーザーが高い社会的スコアを持つパートナー
を探すオンラインの出会い系サイトでも使用されま
した。 このシステムの最初のユーザーの大部分は高
いスコアを持っていました。なぜなら農村の貧困層
と比較的貧しい人々は、このシステムとつながって
いなかったからです。 誰もが良いスコアを持ってい
るわけではなく、悪いスコアが人を傷つける可能性
があることを理解している人はほとんどいません。 
政府は、政治的主張をオンラインに掲載したり、認
可されていない活動を行うと、社会的スコアが悪く
なる可能性があることを明確に伝えていませんでし
た。 また市民がシステム内のデータを確認の上、抗
議、修正する方法もありませんでした

時が経つにつれて、都市への移住者と農村の人々は
システムについて知り、彼らの多くはそれに反対し
始めました。 特に学校の成績や人間関係のデータが
得点に含まれていたので、人々はシステムがエリー
トに有利に働いていると感じました。 経済的な問題
を抱えている人々はスコアが下がるのを見て、シス
テムは彼らが問題を解決する機会を与えないと感じ
ました。 低得点の人々は実質的に経済活動から締
め出され、求職しても彼らの得点に基づいて拒絶さ
れることが多くなりました。 そのような人々の多く
は、生き残るためにインフォーマル経済に追いやら
れてしまいました。

やがて、インフォーマル経済に精通したグループが、
安全なピアツーピア・テクノロジーに基づく代替シス
テムの開発を始めました。 このシステムで、人々は
自分のソーシャルネットワークと個人情報を管理し、
誰がデータにアクセスできるかをコントロールできる
ようになりました。 時間が経つにつれて、システム
はデジタル信用ネットワークを追加しました。これ
は、中央組織が管理していなくてもピアツーピアシ
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ステムを通じて利用できます。 新興企業はこのシス
テムで、既存の経済システムから排除されたグループ
にサービスを提供しました。 また、これらの新興企
業は個人情報の提供に対して報酬を支払うプログラム
を開発し、利用を促進しています。

新しいシステムはますます普及し、最終的には、政
府システム内で社会的スコアの高い人々もピアツー
ピアシステムに参加するようになりました。 政府
はそれを閉鎖しようとしましたが、あまりに人気が
ありすぎて、大規模な抗議が起こり、断念せざるを

えなくなりました。 政府は、低得点者に救済を提
供し、ピアツーピアシステムの機能の一部をコピー
して社会信用システムを改革しようとしましたが、
システムの衰退を止めることはできませんでした。 
やがて政府は、この新しいシステムを認め、正式に
承認することを決定しました。 政府の社会信用シス
テムはついに閉鎖され、国民の信頼を取り戻すため
にすべてのデータが削除されました。 ピアツーピア
システムは政府から独立を維持したままで、個人情
報とデジタル権利を守るために戦う新しい潮流を生
み出したのです。 
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