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能力強化サービス市場の促進
金融サービスから大きく疎外されている市場
では、金融システムを動かすアクター（金融サ
ービス事業者 (Financial Service Providers: 以下
FSPs)、消費者、金融システムに関するインフ
ラを提供する機関、その他の市場をサポート
する機能 1、監督機関や政策決定機関）が能力
の限界に直面することが多い。スタッフ不足や
その経験不足、市場についての知識や理解の欠
如、そして金融リテラシー（金融への知識）が
限られていることなどによる。包括的で持続可
能な金融市場を構築するには、これらアクター
の能力強化が必要となる。金融包摂 (Financial
Inclusion) の促進を支援する資金提供機関は、こ
のような能力面での課題を解決するため、特に
能力強化サービスの市場を発展させるために、
重要な役割を担うことができる。このアプロー
チは、市場で限られたアクターに直接的に支援
を行うという一般的な手法とは異なり、金融市
場全体に利益をもたらすことが出来る。
本フォーカスノートは、「金融包摂を進め
るための市場開発を促進する」 (“Facilitating
Market Development to Advance Financial Inclusion”,
El-Zoghbi and Lauer 2013)2 にて議論されたアイ
デアが元になっており、小口金融サービスの
提供機関が直面する能力についての問題を取り
上げる（Box1を参照）。このフォーカスノート
は、いくつかの例を参照しつつ、次の問いに焦
点を当てる。「FSPsに能力強化サービスを提供
する、持続的でビジネスとして成立する市場の
形成を促進するには、何が必要か？」という点
である。
市場は多様なため、促進する組織（ファシリ
テーター）や資金提供機関（機関自身がファシ
リテーターとなる場合もある）が採るべき具体
的な方法は、対象とする市場によって異なり、
Box 1. 金融サービス提供機関への能力強化
サービス (capacity building services)とは？
能力強化サービスとは、組織の経営や運営に関
する能力を強化する活動のことである。サービスの
内容としては、組織の戦略ビジョンの明確化、リー
ダーシップの強化、事業の成長のための支援、技術
の開発や向上、運営システムの合理化、組織運営の
改善、新商品開発のための革新的な業務の支援など
がある。能力強化サービスは、特定分野に従事する
個人を対象に、リーダーシップや経営能力や技術を
改善するために行うこともある。能力強化は研修と
同一視されることが多いが、研修よりもずっと大き
な概念である。研修は能力強化のための一つの方法
にすぎず、能力強化にはその他の手法として、他組
織への出向、コーチング、 コンサルティングサー
ビス、高等教育などを含んでいる。

また市場の発展に伴って変化していく。そのた
め、このフォーカスノートで「ハウツー」的な
マニュアルを提供することは考えていない。む
しろ、能力強化サービスの市場での3つの一般的
なシナリオ、需要が少ない場合、供給が脆弱な
場合、支援の仕組みが不適切だったり環境条件
が整っていないために起こる制約がある場合、
を事例として描くと共に、このような状況にあ
る市場を発展させるためのアプローチについて
述べる。
なぜFSPsの能力強化に焦点を当てるのか？理
由は二つある。第一に、市場を発展させるには
市場での全てのプレーヤーが大切だが、金融包
摂に向けて重要で有益な取組みが成功するため
の基礎となるのは、持続的な金融サービスを提
供する機関だからである。第二に、FSPs向けの
能力強化サービスを提供する機関は、ビジネス
として持続できるという点だ。これとは対照的
に、貧しい消費者や政策立案者向けの能力強化
サービスの市場は、政府やドナーからの長期的
な補助金に頼っていることが多い。
FSPsの能力強化は大きな注目を浴びてきた
にも関わらず、多くの場合、外部からの支援が
サービスの提供を非効率なものにしてしまった
り、FSPsではなく資金提供機関がニーズを特定
したり優先順位を決定したりした。市場を歪め
かねない不適切な補助金が、能力強化サービス
の市場の障害となり続けている。これらの補助
金は、能力強化サービスの提供機関が持続的な
サービスを構築するのを阻み、FSPsがドナーの
補助金に頼らないでサービスを探そうという関
心や意欲を削いでしまう可能性がある。
活発で適応力のあるFSPsへの能力強化サービ
ス市場とは、どのような状態を表しているのだ
ろうか。そこでは、FSPsは、(1) 能力強化につ
いての自身のニーズを把握しており、(2) 能力強
化サービスを提供する機関について、またFSPs
のニーズに応えるためのこれら機関の能力につ
いての情報を入手することができ、(3) 組織的な
ニーズや戦略に見合ったサービスを評価し、ま
た(4) これらのサービスを用いるための資金力を
持っている。しかし今日、ほとんどの市場はこ
のように機能していない。

市場開発アプローチの利用
市場開発アプローチは、症状の改善よりも問
題の原因を診断することに焦点を当てており、
援助を届けるという「従来の」方法とは根本的
に異なっている 3。一般に、援助プログラムは

1 例として、支払システム、信用情報機関、担保登録機関などがある。
2 この論文は、能力強化が市場を促進する上で重要な分野の一つと考えているため、本フォーカスノートにとっても有用な知識を
提供している。
3 ファシリテーションの概念については他の出版物において言及されている。DFID and SDC(2008), El-Zoghbi and Lauer (2013), Koh,
Hegde, and Karamchandani (2014) を参照のこと。
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問題を特定してその問題に対する解決策を提供
する。例として、女性が金融サービスにアクセ
スできていないという問題を発見したと想定し
よう。一般的な援助プログラムは、女性に貯蓄
サービスを提供する方法を探すだろう：貯蓄グ
ループの形成、金融機関が貯蓄サービスを女性
に提供するための補助金や融資の提供、もしく
は女性を対象にした貯蓄の重要性についての訓
練の実施などである。この従来型のアプローチ
は、女性への金融サービスの提供に焦点を当て
ることとなる。
他方、市場開発アプローチは「なぜ」の質問
を重ねることによって、女性が金融サービスに
アクセスできていない理由を突き止めようとす
る。なぜ金融機関は女性に対応しないのか？も
し金融機関がこれらのサービスに対する需要は
ないとみなしているとしたら、なぜ需要がない
のか？女性向けにこれらのサービスが提供され
た場合、なぜ女性たちはサービスを利用しない
のか？などである。分析の結果、初めに見つか
った問題と全く違う問題が明らかになることも
あるだろう。例えば、それらの金融機関が顧客
との取引で特別なIDカードを使うことが外部か
ら要求されているが、対象とする社会のほとん
どの女性はそのIDカードを持っていないという
場合があるかもしれない。金融機関に女性への
対応を促すという方法では、この根本的な問題
を見逃してしまう可能性がある。
市場の分析： 能力強化サービスに市場開発
アプローチを適用するには、まず能力強化サー
ビスの需要と供給について分析し理解する必要
がある。この分析で重要なのは、サービスを利
用するFSPsと、サービスを提供する機関の双方
の潜在的なインセンティブを理解することであ
る。市場開発アプローチには、市場を支えるイ
ンフラやサービスの供給を可能にする環境 4が
不適切であるために起こる制約を理解すること
も含む。
しかし、誰がこの市場分析を行い、必要なデ
ータを収集すべきだろうか？この仕事が、市場
のファシリテーターによって行われることは極
めて重要である。これによって、ファシリテー
ターは市場のアクターから認知され信頼される
だけでなく、市場について深く理解できるため
である5。

ダイナミックな市場の後押しと調整： 問
題を分析するには、データの収集や市場の分析
も必要となる。また、市場がどのように進化す
るかという分析も行う。しかし、それらに加え
て、市場のアクターが適切な行動をするように
「後押し」をすることもファシリテーションの
仕事である。「後押し」に使われるツールは、
市場のダイナミクス、市場のアクター、また対
象とする国の過去の事例によっても異なる。市
場は多様なので、ファシリテーターは、様々な
介入の方法やパートナー、市場の変化への期待
を調整する必要がある。
ファシリテーションのプロセスは大きく次の
過程に分けることができる：参入、試行錯誤、
クラウド・イン（介入による民間投資の呼び込
み）、拡大、そして退出である（図1を参照）。
例として、FSPsが低所得の消費者向け金融商品
を開発していない市場に私たちがいるとしよう。
参入： ほとんどのFSPsは顧客調査を実施
しその結果を商品開発に適用するといったプロ
セスを取っていないという根本的な問題を、フ
ァシリテーターは分析によって発見する。また
市場のマッピング分析によって、FSPsは新商
品開発のコンサルティングによって彼らの事
業に付加価値が与えられることを知らない、も
しくはそれを評価していないことを知る。さら
に、FSPsが能力強化サービスに大きな関心を持
っていて、それがサービスへの投資を保証する
のに十分値するということを、サービスを提供
する機関に示さないといけないと気がつくので
ある。
試行錯誤： この段階では、顧客調査や商品
開発サービスを希望するFSPsや能力強化サービ
スの提供機関と仕事をするのが、ファシリテー
ターにとって合理的である。これら「早期にサ
ービスを導入する機関 (early adopters) 」は、
実験への興味、仕事を請け負うのに必要なコミ
ットメント（時間とリーダーシップの双方の面
で）、そして自らに投資するための資源を示す
ことで、選抜される。ファシリテーターは、低
所得の消費者にとって適切な商品を開発するた
めに、FSPsと能力強化サービスの提供機関の関
係を仲介するかもしれない。個々のアクターの
能力に応じ、一方もしくは他方、あるいは双方
に技術支援を行うこともある。早期にサービス

4 「サービス供給を可能にする環境」は、公式・非公式のルールや規範のことを表す。適用法、規制、業界規範、行動規範が含ま
れる。
5 El-Zoghbi and Lauer (2003) を参照。
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図1: ファシリテーションの流れ
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を導入したFSPsとサービスの提供機関の双方に
成功の兆しが見えたら、ファシリテーターは焦
点を移さなければならない。
クラウド・イン（介入による民間投資の呼び
込み）： この時点では、ファシリテーターは
商品開発のためのコンサルティングが有効であ
ることを示すのではなく、新しい商品の設計技
術を提供する多くのアクターと仕事をする。こ
の2つめのパートナーのグループは、早期の導
入機関とは異なる課題を持っているかもしれな
い。例えば、FSPsにサービスを提供する能力
は、早期の導入機関よりも限られている可能性
がある。ファシリテーターは、FSPの商品開発
サービスの市場で「クラウド・イン」が起こる
前に、この制約に対応する必要があるだろう。
拡大と退出： FSPsが商品開発のためにサー
ビス提供機関を雇うようになると、ファシリテ
ーターは、これまでのパートナーを超えてさら
に市場を拡大させるため、その制約を取り除く
ことに焦点を移さなければならない。この拡大
段階では、ファシリテーターは、FSPsが能力強
化サービスについて学び情報を得るルートを改
善するために介入する。例えばこの段階でパー
トナーとなるのは、サービス提供機関の事業者
組合やサービスを紹介したり提供機関について
の情報源となる組織である。基本的にこの段階
では、能力強化サービスのビジネスとしての可
能性と長期の持続性を確立する必要がある。

他のアクターの「
クラウド・イン」への
ニーズに合わせて介入を行う

サービスをビジネスとして
確立し、介入と
クラウド・インの証拠
を記録する

ファシリテーターはこの最終段階で、市場の
アクターを「クラウド・イン」するために用い
られた一連の介入にアクターが反応したという
証拠を記録する。この証拠によって、ファシリ
テーターは関係者に、彼らの介入が市場の行動
に体系的な変化をもたらしたことを示すことが
できる。そして、この問題についてのファシリ
テーションが終了し、ファシリテーターが退出
する明確な合図となるのだ。

能力強化サービスの種類と
ビジネスとしての可能性
能力強化サービスの市場は大きい： 異なる
制約や機会を持つ非常に多様なサービスが存在
する。表1は、FSPsとそのスタッフの能力強化
サービスについて、類似点を元にまとめたもの
である。
個々のサービスのビジネスとしての可能性を
理解するには、サービスを提供する上で基礎と
なるビジネスモデルを分析する必要がある。サ
ービスによっては開発のために事前の投資が求
められるが、複数のFSPsが利用した事例が多
くあるかもしれず、その場合はより標準的なサ
ービスを提供することになる。財務管理、レシ
オ分析（様々な指標比率による分析）、人材育
成、リスク管理、その他ほとんどのFSPsが必要
とする課題についての標準的な研修コースは、
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表1: 能力強化サービスの類型
顧客の種類／サービス提供の形

組織レベルのサービス

個人レベルのサービス

標準的アプローチ

・標準的研修コース

・標準的な研修コース
・高等教育

特注アプローチ

・社内研修
・アドバイス/コンサルティングサービス
・出向/ P2P（不特定多数の間での情報の
やり取り）

・コーチングやメンタリング

この分類に当てはまる。これらのサービスの開
発には高いコストがかかるが、質が高く、適切
なマーケティングが行われ、高い評判が得られ
れば、すばやく利益を上げることができる。コ
ンサルティングなど他のサービスでは、個別の
FSPに合わせたサービスが求められるため、サー
ビス提供機関に高い専門性が要求される。しか
しコンサルティングサービスであっても、ある
程度の標準化が進んでいる。
ハーバードビジネスレビュー 6は、伝統的な
コンサルティング会社について、3つのビジネ
スモデルからなる枠組みを示している： 課題
解決型モデル、付加価値プロセスモデル、そし
てネットワーク促進モデルである。課題解決型
モデルでは、コンサルティング会社は有能なコ
ンサルタントを提供し、彼らの判断力によって
複雑な問題を解決する。このようなサービスは
再現性が無いが、個々のニーズに高いレベルで
対応するため、サービスに応じた報酬を得るモ
デルとして高い利益を上げることができる。付
加価値プロセスモデルでは、コンサルティング
会社は、限定した分野でより標準的な問題に着
目し、管理でき再現性が高い標準的なプロセス
を用いる。このモデルの報酬はそれほど大きく
なく、サービスの提供量に応じて決まる。最後
のネットワーク促進モデルでは、商品やサービ
スのやり取りがネットワークの仲間の間で行わ
れる。顧客はネットワークに料金を支払い、ネ
ットワークはサービス提供者に料金を支払う。
これまでの経験によると、標準的な教材を
提供する持続的なサービス提供機関を立ち上
げることは、特注サービスを提供する組織を立
ち上げるより容易である（Box 2 を参照）。同
時に、これらの提供機関は価値を維持するため
に進化していかなければならない。そうでない
と、これらのサービスはすぐに時代遅れのもの
になってしまう。
全てのサービスがそれのみで安定した収益を
あげられないことに留意してほしい。他のビジネ
スと同様に、サービスのいくつかは「稼ぎ頭」と
6 http://hbr.org/2013/10/consulting-on-the-cusp-of-disruption/ar/1

して高い収益を上げる一方、他のサービスは安定
した収益をあげる一連の事業として扱われるかも
しれない。いくつかのサービス、例えば、コンサ
ルティングサービスを通じて研修など他のサービ
スについて知ってもらい需要を生みだすことは可
能であり、その逆のパターンもあり得る。ビジネ
スとして成立するサービスを事前に把握すること

Box 2. インドネシアのMicra
2006年、メーシーコープ (Mercy Corps) はイン
ドネシアにおいて、FSPsに格付けやコンサルティ
ングサービスを提供する組織の立ち上げを支援し
た。Micraである。メーシーコープは費用を低く抑
えながら地域に根差した専門家を確保できるとの考
えから、現地組織の設立に好意的であった。Micra
は2007年に営業免許を取得した。
当初より、Micraは事業に必要な資源を保証され
ていた。政府が、地域のFSPsを格付けするよう要求
したのだ。インドネシアで事業を行う50,000のサー
ビス提供者や国際的なMF格付け機関であるM-CRIL
と共同で、Micraは350のマイクロファイナンス機関
(MFIs) に対し465の格付けを行い、政府のプログラ
ムに対し600の査定を実施した。Micraは標準化した
格付けサービスのビジネスモデルを確立し、国際的
な格付け機関の3分の1の価格で格付けを行った。
標準化された方法と緻密な分析による格付け
は、才能のある若者の能力強化に有効な訓練ツー
ルとなった。これによりMicraは、調査やコンサル
ティングといった他のサービスを導入することがで
き、格付けだけでなく他のサービスについても、徐
々に信頼を積み上げていった。格付けの仕事を「卒
業」したスタッフは、他のサービスで活躍するよう
になる。利害の衝突を避けるため、スタッフは格付
けと他のサービスを同時に行うことはなかった。
しかし、Micraの経営陣は、スタッフの能力を市
場の最先端のニーズに応えられるレベルまで向上さ
せることの難しさを感じた。Micraは、専門的なサ
ービスを提供するために、国際的な専門家と地域ス
タッフを組み合わせている。しかし、高度に熟練し
た専門性と、現地組織の支払い能力との間でバラン
スをとることには苦労している。
参照： Interview with Natasa Goronja, International Finance
Corporation
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は重要で、ファシリテーターが介入方法を決定す
る際の鍵となるだろう。

織であれば、出向を実施することはそんなに
難しくない。
・ 人材交流：

サービスへの需要がほ
とんどない市場
ある特定の市場で能力強化サービスへの需
要がほとんどないことが分かった場合、問題を
改善する行動を取る前に、なぜそうなのかを理
解する必要がある。多くの場合、サービスへの
需要が限定的である原因は、FSPsが (a) 自分自
身のニーズを認識していないか、または新しい
市場に事業を拡大できる可能性を理解していな
い、もしくは (b) 能力強化サービスを利用する
ための資金を持っていない、という点にあり、
後者は小さなFSPsの場合に多い。他には、彼ら
が現在の活動範囲や顧客から得られる利益に満
足している可能性もある。または、彼らは業界
のリーダーではなく追従者にすぎない。
ファシリテーションは常に、模範的な事例と
なって他の機関も市場に巻き込む可能性を持つ
FSPsを特定することから始まる。能力強化への
需要が少ない市場では、ファシリテーターは、
潜在的な顧客が意識していないサービスへの需
要を掘り起こす必要がある。ファシリテーター
はFSPsが抱えるニーズを診断すると共に、彼ら
のビジネスプランや戦略ビジョンに沿った能力
開発の計画作りを支援することが出来る。
ファシリテーターはまた、FSPsが外部からの
支援に接することができる機会を設け、支援に
よってどの部分でメリットがあるのかをFSPsが
理解するというプロセスを通して、需要を創る
ことができる。このような機会には以下のもの
を含め、様々な形がある。
FSPsは、組織が時間とともにど
のように進化するのかを知るために、よく似
たもしくはより発展した市場を見学するため
の資金を提供してもらうことができる。この
ような見学を通して、FSPsは自分たちの国
でも市場がどのように発展することができる
のかを、目に見える形で理解することができ
る。より発展した組織は、FSPsが将来、情報
や助言を得るためのリソースとなるだろう。

・ 現場見学：

FSPsのシニアもしくは中堅レベルの
スタッフが、より発展したFSPsの現場に出向
するための資金を提供することができる。こ
れは、市場が孤立していたり小さすぎるため
に、競争がほぼ存在せず競争から学ぶことが
難しいFSPsにとっては特に重要な意味を持
つ。国際的なネットワークに関与している組

・ 出向：

人材交流は現場見学とは異な
り、将来の成長に向けた開発プラン、ポート
フォリオの質や不良債権の管理、戦略計画や
ガバナンスといった具体的な問題について、
複数の同業者が交流するものである。その中
で、相互に学ぶ機会を続けるために、支援ネ
ットワークやコミュニティを創り出すことが
ある。

・コンサルティング／コーチングサービ

ス。FSPsは、直接にコンサルティングやコー
チングのサービスを受けることで、能力強化
サービスに接することができる。ここでは、
初期の交渉段階でファシリテーションが有効
である。例えば、FSPsがサービスについて
理解し、選択し、契約するのを助けるのであ
る。必要であれば、ファシリテーターは補助
金を提供することもできる（Box 3を参照）。

サービスの供給が弱い
市場 (Market with Weak
Supply of Services)
いくつかの市場では、FSPsのニーズに対して
能力強化サービスの供給が不足している。市場
開発アプローチのもとでは、ファシリテーター
はそこにある症状よりもまず、問題の原因につ
いて理解し検討する必要がある。ファシリテー
ターは多様な方法によって、これらの問題を解
決することが出来る。
一般的に、供給の弱さは、次の点のひとつ
が原因だと考えられる。それぞれの原因につい
て、考えられる解決策をまとめたが、これらは
事例を示すことを目的としており、健全な市場
は何かという分析に代替することを意図したも
のではない。
・ 低所得層や貧困層の顧客に対応するFSPsの能

力強化へのニーズについての知識や情報の欠
如、またはFSPsに能力強化の価値を示してい
ない（例：市場参入への動機の欠如）： フ
ァシリテーターは、能力強化サービスの提供
機関に、FSPsを対象とする市場の可能性につ
いて情報を提供することができる。また、フ
ァシリテーターは、貧困層向けのFSPsを潜在
的な顧客だと認識していないサービスの提供
機関に、一時的な補助金を直接に提供するこ
とができる。例えば、多くのマイクロファイ
ナンス機関や銀行の協会は、会員に能力強化
サービスを提供することができる。これらの
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Box 3. 幹部向けコーチングの需要を育てる
特に新しくアクセスが容易でないサービスについ
ては、そのサービスに接することで、需要を刺激す
ることができる。この例のひとつが、Women’s World
Banking(WWB) が提供するリーダーシッププログラム
である。WWBは、所得の低い女性に金融ツールやリ
ソースへのアクセスを提供する国際的な非営利団体で
ある。彼らのリーダーシッププログラムは、マイクロ
ファイナンス機関のシニア・マネージャーやリーダー
達に、社内研修、幹部研修、人材交流の機会を提供す
る。WWBはFSPsの開発へのニーズを分析して、焦点を
当てるべき分野はコーチングだと考えた。この分析に
よって、ほとんどのFSPsのCEOにとってコーチングは
新しいもので、彼らがサービスの価値を理解していな
いことが分かった。同時に、リーダーがシニアであれ
ばあるほど、リーダーシップを養成するツールへのニ
ーズが高いことが明らかになった。
コーチングは4日間のワークショップから始まり、
その後Creative Matier（2006年に設立された、イギリ
スに本部を持つ国際的な能力強化サービスの提供機
関）によって6つのセッションが提供された。Creative
Matierは、金融包摂の推進に努める組織（MFIとその
ネットワーク、投資家、国際開発機関）と協働し、彼

協会が会員のサービスへのニーズをより理解
できるように支援すれば、協会はサービスを
拡大できるかもしれない。

らの個人と組織レベルでの能力強化を目指す。ワーク
ショップを通して、マネージャーやリーダーは成長や
発展が見込まれる分野を特定した。幹部向けのコーチ
ングでは、彼らがこれらの目標に到達するために必要
なスキルを磨くための支援を、6か月以上にわたって
行った。WWBのプログラムはこのコーチングサービス
の一部に補助金を提供した。参加者たちが要求された
のは、このプログラムの費用の一部と最初のワークシ
ョップの交通費である。
最初のコーチングを受けた後、参加者たちはサー
ビスを支持するようになり、またシニアスタッフ向
けのプロフェッショナル育成プランにコーチングを
組み入れるようになった。Creative Matierの推定によ
ると、少なくとも参加者の10パーセントがコーチング
について問い合わせを行い、サービスの利用に料金を
支払っている。またサービスを提供する現地、地域、
もしくは国際的な機関と関係を築いて、自分たちの組
織がサービスを利用するにはどうすれば良いのかにつ
いて調べている。

参照： WWB, Creative Metier, and interviews with participants

をモニタリングし評価するフォローアップを
行うことが必要である7。
・ FSPsが料金を支払う能力を持たない、もしく

・ 能力強化サービスによる価値をFSPsが十分

に理解していないことからくる、投資意欲の
欠如： 能力強化サービスの提供機関が貧困
層向けFSPsの市場の可能性を理解していて
も、FSPsの関心が高まる可能性について懐疑
的なために、供給が弱いままである場合があ
る。ファシリテーターは、アウトリーチの拡
大やマーケティングの発展を目的とした支援
を行うことで、貧困層向けFSPsに対してより
効果的にサービスによる価値の提供を示すこ
とができる。単一または複数のサービス提供
機関を選んで共同して実施するこのアプロー
チ（「良いとこ取り、良い業者のみを選ぶ」
）には限界があるが、他の提供者の市場参入
への関心を高めるのに役立つかもしれない。
さらに、ファシリテーターはサービス提供機
関に「変化を示す事例（サービスによってど
のようにFSPsが変化したかの事例）」ができ
て、FSPsの幹部にサービスによる効果を示せ
るように支援することが出来る。これには、
ファシリテーターかサービス提供機関のどち
らかが、サービスの後も長い期間、その進捗

は支払いに消極的なために起こる、サービス
の提供機関による投資の不足： ファシリテ
ーターは、FSPsが能力強化サービスにアク
セスし嗜好に合ったサービス提供機関を選択
できるよう、一時的な補助金を提供すること
ができる。例えば、時間が経過するにつれて
FSPsが支払うコストの割合が増えるという「
漸進的なコストシェアリング」のシステムを
使って補助金を出せる。しかし、補助金だけ
で質の高い能力強化サービスの市場が創れる
とは限らない。市場の基準が不明確である、
基準が均一に適用されない、もしくは簡単に
無視されるような場合、またFSPsが単純に最
も安価なサービスを求めるような市場では、
サービスの質がひき続き問題となる8。
補助金は、FSPsが能力強化サービスの料金を
支払うのを助けることができる。しかし、どの
ように補助金を提供するかが取り組みの明暗を
分ける。補助金は市場を歪めるべきでないから
である。つまり、能力強化サービスの料金の全
てが、FSPsに対して透明で開示されるべきだと

7 サービスの提供機関とFSPsがサービスによる変化を共同で記録することは、能力強化への取組みと制度の開発を繋げるという点
で、双方にとって望ましい行動である。
8 この問題に対処するには、能力強化の介入を確かなものにするための、追加的な、時にはよりコストのかかる手段が必要であ
る。FSPsのための追加的な手段としては、シニアリーダーへの指導、技術訓練でのピアラーニング（仲間で協働して学習する方
法）、社内トレーナーとの共同作業などがある。
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いうことである。これによって、能力強化サー
ビスの提供者はサービスがビジネスとして成立
する価格を設定し、徐々にこれらのサービスの
ブランドを構築していくことができる。
・ FSPsのニーズに対応するための経験や能力の

不足： 貧困層向けFSPsのニーズに対応する
ための経験や能力が不足しているサービス提
供機関に、補助金を利用して技術支援を行う
こともできる。ファシリテーターはFSP(s) と
サービス提供機関のどちらに補助金を出すの
かを決めなければならない。FSPsに資金を提
供すれば、FSPsはサービスの料金を支払うこ
とができるかもしれない。しかし、サービス
提供機関への資金提供は、機関がサービスの
質を改善する上でより確実な方法である。サ
ービスの質を改善し、その改善がサービスを
必要とする人々に周知されると、需要が増加
し、そしてその後に新たなサービスや革新的
な手法が生み出されるかもしれない。
ファシリテーターは、FSPsに質の高いサービ
スを提供するリード機関9やサービス提供機関へ
の資金提供を考えるかもしれない。しかし、ひと
つの提供機関にだけ資金を提供するという決断は
慎重に行わなければならず、また提供機関やサー
ビスの質に基づき決められなければならない。単
一の機関を対象にした支援にはリスクがある。市
場を歪める、サービス提供機関が教材を開発する
インセンティブを減らす、市場のプレーヤーを不
当に排除する、といったリスクである。供給が細
分化されている場合には（つまり、多様で多数の
小規模なサービス提供機関が存在し、それらの質
にばらつきがある場合には）、ファシリテーター
は特定の提供機関のコンテンツの開発に補助金を
出すことは避けるべきで、公平な競争を促すよう
に行動すべきである。
MicroSaveはプロジェクトとして始まったが、
現在は金融包摂に関する国際的なコンサルティ
ング企業で、能力強化サービスの提供機関の成
功例として取り上げられることも多い。もとも
と能力強化サービスの市場を支援するファシリ
テーターとして設立されたMicroSaveは、FSPs
に直接に指導もするが、能力強化サービスの提
供機関がMicroSaveと同様のサービスを継続し
て提供できるように、彼らの能力の育成にも携
わっている。MicroSaveは能力強化サービスの
市場の開拓を促進する上でするべきこととして

はいけないこと、両方について教訓を残してい
る。MicroSaveは、多くのFSPsやサービス提供
機関を支援し成功したが、そのプロセスの中で
自らがサービスの提供機関になってしまったた
め、ファシリテーションから「撤退」するとい
う決断をし、自らを独立した企業として登録し
た（Box 4を参照）。

サービスの供給が弱い市場
とそれを可能にする環境
FSPsへの能力強化サービスがビジネスとして
成り立つかどうかは、核となる需給の関係に大
きく依存するが、市場をサポートするインフラ
やサービス供給を可能にする環境もまた、決定
的に重要である。
市場をサポートするインフラストラクチャ
ー： 市場の情報など市場をサポートする機能
は、能力強化サービスの市場の育成に密接に関
連している。
情報と調査： 市場に関する情報の利用可能
性、アクセス、正確さを向上させ、需要と供給
の両面で調査を実施することで市場を活性化す
ることができる。FSPsに関する情報、金融サ
ービスの傾向、能力強化サービスの供給のギャ
ップについての情報は全て、サービス提供機関
がサービスを発展させる上での市場の可能性を
理解するのに重要である。このような情報は、
サービスの技術や戦略の内容、ビジネス開発戦
略、市場でのサービスの価値提供、また顧客と
の関係について、提供機関が理解して選択を行
うのに役立つ。一方、能力強化サービスそのも
のに関する情報は、FSPsがサービスのコストパ
フォーマンスを検討し、サービス提供機関を選
別し、存在すら知らなかったサービスについて
理解するのに、助けとなる。
情報の収集や普及のためのコストが原因で、
情報や調査が利用できない、もしくはアクセス
できないか正確でない場合がある。一般的に、
また金融包摂においても、知識は公共財であ
る10。そのため、ファシリテーターは、信頼で
き正確な市場の情報に関係者がアクセスできる
ようにするために、重要な役割を果たすことが
できる。これは、国家の役割11に似ているとも
言える。

9 ファシリテーターにパートナーとして選出され、実証プロジェクトを行う組織のこと。リード機関は、市場において規模が最大
であったり最良であったりする必要はないが、市場シェア、リーダーシップ、イノベーションを生み出す能力など、何らかの利
点をもっていることが多い。
10 公共財は2つの決定的に重要な特質を持っている。(i) 単一の個人による消費は、他者による利用可能性や消費を損なわない。(ⅱ)
どの個人も財の享受から疎外されない。
11 国家の公共政策が持つ公共財の意味合いとは、財の供給において国家が何らかの役割を担わなければならないということで
あり、さもなければ財は供給不足に陥ってしまう。(Stiglitz 2007)
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Box 4. MicroSaveがファシリテーターとしての役割を撤退：利益か損失か？
MicroSaveプロジェクトは、UNCDF（国連資本
開発基金）とDFID（英国国際開発省）の支援によっ
て、1998年にアフリカで開始された (※)。プロジェ
クトのミッションは、「金融サービスの提供機関が
市場志向の金融サービスを提供できるよう、その能
力を強化すること」であった。MicroSaveは、ファシ
リテーターとして、能力強化によって作られる価値を
市場へ効果的に伝えることを基本にしたビジネスモデ
ルを詳細に検討して構築し、実施した。MicroSaveは
特に、貧困層向けFSPsのための能力強化サービスの提
供機関の設立を支援した。エクイティ銀行などのFSPs
は、実験の場として、またサービスによる価値をマイ
クロファイナンス業界に実証する媒体としての役割を
果たした。
能力強化サービスの提供機関のためのツールやリ
ソースはパートナーたちとの共同作業によって開発
され、他のサービス提供機関も利用できるよう無料
で共有され広く普及した。2007年までに、MicroSave
は世界の50以上のFSPsに、事業の成長や戦略・経営面
の変革の点で、極めて重要な影響を与えた。
能力強化サービスの市場の育成を支援したいと
いう資金提供機関にとっては、MicroSaveの経験か
ら重要な教訓がいくつか明らかになった。彼らの経
験は、ファシリテーターがどうすればFSPsや台頭す
るサービス提供機関と協力して、能力強化サービス
の市場を効果的に創ることができるのかを示してい
る。MicroSaveはツールやリソースなどの公共財を提
供することで、FSPsが直接にサービス提供者と関係を
築けるようにした。また質の高いサービスを受けるこ
とで生まれる価値を伝えるために、いろいろな事例を
紹介した。

カリキュラムの開発： いくつかの技術的な
問題については、能力強化の手段として研修が
要求される場合がある。しかし、サービスの提
供機関はこれらの問題に関する研修教材を開発
するための十分な知識や専門性を持っていない
かもしれない。研修サービスを発展させるため
に、ファシリテーターはカリキュラムの作成に
投資し、サービス提供機関がこれまで扱ってこ
なかった問題について学ぶことができるように
支援できる（Box 5を参照）。これらの教材は、
公開されることで、興味を持つサービス提供機
関や個人が誰でも入手できるようになる。
サービス提供を可能にする環境： FSPs向け
の能力強化サービスの市場は、厳しく規制され
ていない場合が多い。しかし、業界の基準や認
証や行動規範のような質を管理する制度によっ
て、市場も便益を得ることができる。
業界基準： 業界基準を確立するための支援
は、最終的に、能力強化サービスの提供機関の
質の向上に繋がる。基準によって、何が質の基

しかし、「実験室で」FSPsと協働する過程の中
で、MicroSaveはファシリテーターであり続けるより
も、アフリカのマイクロファイナンス産業のための
能力強化を行う組織になることを選んだ。ドナーの
指導により、MicroSaveは2007年にファシリテーター
としての役割を公式に降り、アフリカだけでなく他
の地域でも金融機関に直接に、商業ベースでのサー
ビスを提供し始めた。MicroSaveのプロジェクト完了
報告書は、これをMicroSaveが持つファシリテーター
としての役割の欠陥だと強調している。MicroSave自
身も、「組織として利益を得ることはできたが、能力
強化サービスの産業や多くのFSPsが貴重なリソースを
失ってしまった」と説明している。この報告書は、「
能力強化のためのサービスや機能は、ファシリテータ
ーが創り提供しドナーがその料金を支払うというもの
ではなく、最終的には市場のアクターが提供しまた購
入すべきものである。ファシリテーターはそのような
サービスや機能を確保していかなければならない。」
と述べている（表2の「誰が提供し誰が支払うか」の
枠組みを参照のこと）(※b)。
※a そ
 の後、2000年にCGAPが、2003年にオーストラリア開発
機構 (the Austrian Development Agency) とノルウェー開発協
力機構 (the Norwegian Agency for Development Cooperation)
が参加した。このプロジェクトはフォード財団の資金提供
も受けた。
※b このような枠組みは、誰がサービスを提供し、誰がそのサ
ービスの料金を支払っているかを時系列で診断し、早い段
階で市場のファシリテーションの役割を分かりやすく説明
するのに便利である。
参照: MicroSave Project Completion Report (April 2008); Graham
Wright, Managing Director, MicroSave

準となるかについて共通認識を作ることができ
る。また、基準に適合する能力強化サービスの
提供機関と、そうでない機関を区別することが
できる。基準は、市場でのサービス提供機関の
間の競争を加速させ、提供されるサービスの種
類や質がより目に見えるようになり、そしてそ
れらによってサービスの質が向上するだけでな
く、顧客であるFSPsのコスト負担を削減させる
ことができる。ファシリテーターはサービス提
供機関の事業者組合と協働して、提供機関の間
の意見交換を促し、基準を纏め、人々が公共の
メディアを通してこの基準にアクセスできるよ
うにする。このようにして、基準を発展させる
ことができるのだ。
認証： 業界基準だけでは不十分な場合もあ
る。その時には、質が特定のレベルに達している
ことを認証する制度が必要である。例えば、FSPs
が既存の能力強化サービスの提供機関とほとんど
接していないような場合には、提供機関がサービ
スの質を改良するために大きな投資を行ったこと
を示す必要がある。認証がプロとしての基準とな
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Box 5. CGAPのコースとネットワーク
CGAPは1996年から2008年まで、(a) MFIsの能力強
化、および (b) 財務分析・金利・ビジネスプランの開
発・不良債権の管理などマイクロファイナンスの運営
に関する研修の質の向上や標準化を支援するために、
一連の中核的なコースに投資してきた。これらのコー
スは、アフリカ、アジア、東ヨーロッパ、中東／北ア
フリカ、ラテンアメリカの順で、CGAPが公認する研
修機関によって実施された。CGAPに研修パートナー
として選ばれた機関には、民間企業、研修機関、そし
てMFIのネットワークが含まれた。ほとんどの研修パ
ートナーは選出された時点で既に研修サービスを提供
していて、CGAPのコースを事業拡大の機会と考えて
いた。12年間の取り組みにより、45を超えるパートナ
ーが複数の言語でCGAPのコースを提供した。
CGAPはまず、MFIや研修提供機関についての調査
を行いMFIsの経営面での優先的な課題を特定した。
そして、その調査結果に基づき、上記の研修コースを
1996-1999年の間に開発した。CGAPは選抜された研修
機関と協働する中で、トレーナーのための研修 (TOT)
、コース設計についてのワークショップ、研修の質の
向上やフォローアップ用の技術支援を開発するための
ワークショップやコーチングを行った。いくつもの国
際的な研修パートナーが研修コースの教材を調整し、

っている文化圏では、認証は有効である。認証を
行う組織は、その国で広く認知されている団体で
なければならないだろう。

行動規範： 行動規範は、それに賛同する者
が特定の規範を守ることに同意するという、自
発的なメカニズムとして機能する。一般に行動
規範は、事業者組合のような認知されている団
体によって作られる。行動規範によって、能力
強化サービスの価値をFSPsに示しやすくなるよ
うな場合、ファシリテーターは事業者組合が行
動規範を作るのを支援できる。

市場を構築するための重要な考察
リード企業と協働する利点： サービスを
提供するリード企業と一緒に仕事をするのは、
他の機関の市場参入を促す上でも、他の機関が
市場で競争せざるを得ないように基準を改善す
るためにも、非常に魅力的で効果的な方法であ
る。しかし、リード企業との協働によって、不
公平な形で便宜を与えてしまうこともある。フ
ァシリテーターはこのリスクを軽減するため
に、リード企業と友好な関係を築かなければな
らない。補助金は、期間の点でも規模の面でも
限定的なものにしなければならない。一方リー
ド企業も、新たな事業には自らの資源を投資す
るべきである。さらに、リード企業が得た教訓
は一般に公開するということを、あらかじめ取
り決めの中に含めておかなければならない。

独自のコンテンツを開発し、MFIsにサービスを提供し
た。しかしパートナーの中には、質の高いコースを提
供し、事業をビジネスとして成立させるべく長期に進
化していく上で、苦戦しているものもあった。研修の
初期段階で、CGAPは研修パートナーに、研修のコス
ト負担を参加者に義務づけることを要求した。多くの
ドナーや他の機関が、アフリカや他の地域で研修参加
者に、旅費や日当や宿泊費も含め全面的に補助して研
修を提供している中で、CGAPの試みは非常に意欲的
でユニークなアプローチであった。研修サービスがよ
り多くの機関に使われるよう、CGAPは研修教材を英
語や他の言語で一般に公開した。
CGAPが提供するコースは、研修パートナーが研修
に焦点を当て、有益なサービスを提供する組織として
の信用を向上させるという点では効果的であった。し
かし、パートナーのビジネスニーズに応えるには不十
分であった。パートナーはそれぞれの研修のコンテン
ツを革新し開発し続ける必要があったが、多くのパー
トナーはこれを実施する能力を持っていなかった。ま
た、彼らがCGAPから受けた支援は、新たなコンテン
ツのニーズを把握してそれを商品化する助けにはなら
なかったからである。

持続性： 持続的な市場を支援するには、
能力強化サービスを単発で提供することを考え
るだけでは不十分で、それ以上のことを検討す
る必要がある。組織が営利か非営利かに関わら
ず、組織はその運営コストをカバーし市場で求
められる存在であり続けるため、新しいサービ
スの開発に投資し、貧困層向けFSPsの新たなニ
ーズに見合う質の高いサービスを提供しなけれ
ばならない。
「貧困者向けの市場を機能させる」枠組みに
ついての手引き(DFID and SDC 2008)は、ファシ
リテーターが持続可能な市場の開発促進のため
の介入を計画するのを支援する上で、2つの重要
な質問 ―「誰が行うか」と「誰が払うか」―
の利用を勧めている。ファシリテーターはそ
れぞれの機能についてこの質問に答えながら、
将来のためにより良く機能する市場は最終的に
どのような形なのかを検討すべきである。表2
は、仮想的な市場での持続性を分析しており、
参照されたい。他の市場については、ファシリ
テーターは将来における他のシナリオを描くこ
とができる。
リーダーシップと人材開発： 能力強化の大
部分は、最終的には人材開発に行き着く。リー
ダーシップとビジョンは、FSPとサービス提供
機関の個人や組織が前進する上で、特に金融包
摂に向けた取り組みや革新を起こすための環境
を創るのに必要である。つまり、ファシリテー
ターは次のようなパートナー機関を見つけなけ
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表2. 研修コースに関する持続性の分析の例
現在の状況
機能

誰が行うか

将来のビジョン

誰が払うか

カリキュラム開発
トレーナーの研修・再研修
マーケティング

NGOまたは
ファシリテーター

誰が行うか

誰が払うか

地域の研修ネット
ワーク

研修の提供に関する間
接経費

大学

研修に関する間接経費

ドナー

コースの提供

研修に関する間接経費
民間の研修提供機関 研修への登録料

カリキュラムの更新
出展:

研修提供機関の収益

DFID and SDC (2008)を参照

ればならない。それは、自分たちの人的資本の
能力強化のために投資することが必要だと認識
していて、強いリーダーシップが取れるかもし
くはリーダーシップを示しているパートナーで
ある。
リーダーシップだけでなく、能力強化サービ
スの提供機関は、市場のニーズに応えるために
スタッフを育成するべきである。これは、スタ
ッフの人材プールが金融包摂の問題についての
経験に乏しい場合には難しいかもしれない。サ
ービス提供機関は、スタッフに彼らが過去に一
度も従事したことがないような分野で専門性が
習得できる機会を与えなければならない。

結論
FSPs向けの能力強化サービスを促進するため
には、この市場特有のダイナミクスに基づいた
アクションや介入が必要である。特にファシリ
テーターは、プレーヤーであるサービス提供機
関やFSPs、彼らの持つ知識、そして彼らがお互
いのことをどのように理解しているのかについ
て、知っていなければならない。サービス提供
機関は、貧困層向けのFSPsについて、彼らのニ
ーズについて、またサービスがどうあるべきか
という価値を理解しているのか？FSPsは、自身
の能力が抱える問題について、またサービス提
供機関を雇うことで能力を向上できることを理
解しているか？FSPsは、サービス提供機関が誰
であるか、提供されるサービスがどのようにし
て価値を生み出すのかについて知っているか？
サービス提供機関が適用する業界基準はある
か？もしあるならば、その基準を守っているか
どうかの情報は市場の中で簡単に得られるもの
か、また重要なものなのか？
ファシリテーションは、市場のアクターと
ダイナミクスを理解して初めて行うことがで
きる。需要が弱い市場では、FSPsがより発展
した市場を選んでその市場から強化すべき分野

について学べるように介入を行う必要がある。
このように初期に他の市場に接して診断を行う
ことで、やがて大きな需要が生まれるかもしれ
ない。既に需要は存在しているが供給の質が弱
い市場では、違ったアプローチが要求される。
このような市場でのファシリテーションは、能
力強化サービスの提供機関が需要について理解
し、需要への対応を妨げる特定の制約を診断
し、そしてそれらの制約に対処できる介入を計
画しなければならない。市場によっては、市場
によるサポート機能（情報など）や市場での規
範や規則（基準の強化や行動規範など）が、制
約や機会となる。
ファシリテーションの過程で用いられるツー
ルや介入手段（補助金、情報、人材交流など）
は全て一時的に利用するもので、市場やその他
のアクターの反応を促すためのものである。
単一もしくは少数のアクターに直接に支援を
行う一般的なアプローチと異なり、市場開発ア
プローチは金融市場全体に利益をもたらすこと
ができる。今日、能力強化サービスの市場が活
発な状況は極めてまれである。その原因の多く
は、不適切なドナーのプログラムが長く続いて
きたことにある。ドナープログラムは、能力強
化サービスの提供に補助金を与えることで、提
供機関がサービスを商業化するインセンティブ
を弱め、またFSPsがこれらのサービスに料金を
支払う可能性を減らしているのだ。それでも、
市場開発アプローチが使われた場合、その成果
はより持続的であり、直接にサービスを提供す
るアプローチよりも変化をもたらす可能性がず
っと大きい。
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