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はじめに

　日本に住む外国人は 2012 年以降急増している。2012 年末に約 200 万人だった在留外国人は，

7 年後の 2019 年末には過去最高の約 293 万人（対前年比 7.4％増）を記録した 1。在留外国人の

中でも，全体の約 14％を占める「技能実習生」（対前年比 25.2％増）や，同じく 9.3％を占める

「技術・人文知識・国際業務」（対前年比 20.5％増）といった，労働力としての在留資格による

外国人の増加が際立っている。

　外国人労働者数の統計もほぼ同様の趨勢を示しており，2008 年以降でみると，2019 年までに

3 倍以上に増加している。2008 年 10 月末に 48.6 万人だった外国人労働者は，2019 年 10 月末に

は 165.9 万人を記録した 2。

　1997 年以降続く生産年齢人口の減少と深刻な労働力不足に対応するため，2019 年 4 月には特

定技能労働者制度が施行され，介護業や建設業など 14 の「特定産業分野」において現場で働く

外国人労働者の受け入れが始まった。

　他方，文部科学省は 2008 年に「留学生 30 万人計画」を公表し 3，2020 年までにアジア諸国な

どからの留学生 30 万人を受け入れる政策を進めてきた。

　こうした動向から，今後も外国人労働者や留学生をはじめとして，日本に住む外国人が増え

ることが予想されるが，外国人に対する金融排除の問題をどう捉え，金融包摂策をどのように

進めるべきかを考察するのが本稿の目的である。ここでいう「外国人に対する金融排除の問題」

とは何かについては，節を改めて述べたい。

　本稿の標題には「外国人（移民）」というあいまいな表記をした。日本政府が従来，移民政策

をとってこなかったこともあり，日本では外国から移住した人を「移民」とは呼ばず「外国人」

と呼ぶ。それは政府だけにとどまらず，研究者や市民運動のレベルでも同様であって，「移民」
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より「外国人」のほうがはるかに通りがよいことから，「外国人」と表記した。

　ただ，辞書や政府統計の定義でいうところの「外国人」とは日本国籍を有しない者であり，

国籍が峻別の基準となるから，日本に帰化した外国人も形式上は日本人として扱われる。国籍

だけで区別すると，その人の民族的・文化的・言語的背景の違いが見えなくなる。特に混血の

二世・三世の場合は，何国人であるかというよりも，どの国や民族のルーツを部分的に有して

いるかに着目したほうが，その人の価値観や行動，社会経済的地位などを分析するには意味が

ある。その場合，「移民」（場合によっては難民も）の概念のほうが相応しく，本稿が主題とす

る金融排除問題もその例外ではない。後述する欧米諸国の先行研究においては，「外国人」

（foreigners）という概念や用語は用いられず，専ら「移民」（immigrants）が用いられている

ことからも明らかである。そのため，日本ではまだ市民権を得ていないが，本来的には「移民」

の語が相応しいということと，欧米の先行研究を見る際には「移民」のほうが当てはまると

いった事情から，外国人と移民の差異は承知のうえで，標題に併記した。

　以下ではまず，日本における外国人の社会的排除の状況を概観するとともに（第 1 節），外国

人に対する金融排除の問題を指摘する（第 2 節）。

　続いて，欧米においては，移民の金融排除問題がどのように生じているのか，それに対して

はいかなる金融包摂策がとられているのかを，いくつかの先行研究をたどりながら概観し（第

3 節），欧米の経験が日本に与える示唆を整理する。

第 1節　外国人に対する社会的排除

　外国人に対する社会的排除に関して，戦後の長い歴史を顧みれば，「外国人」扱いとなった在

日韓国朝鮮人が，当時の社会保障制度の国籍条項によって社会保障の対象外とされ，無保険・

無年金となったこと，1982 年・1986 年の制度改正により永住権者は国民年金への加入を認めら

れたものの，それまでの無年金者が救済されずに放置されたこと（山本，1995；吉中，2006）

にさかのぼることができる。

　特別永住者をはじめとする「オールドカマー」とは異なり，1980 年代以降に来日した「ニュー

カマー」の多くは労働力不足を埋める「外国人労働者」として位置づけられた。また多数の外

国人女性が渡日し，「じゃぱゆきさん」とも呼ばれたように，日本人男性の結婚相手として受け

入れられていった。外国人労働者の社会的排除をめぐっては，社会保障論や社会福祉論の立場

から，外国人労働者の生活状況が厳しく，社会保障も不十分であるとの批判が繰り返されてき

た。たとえば『季刊社会保障研究』は 2007 年に「外国人労働者の社会保障」を特集し，そのな

かで医療・年金，労働法の適用，社会保険の適用の各分野において問題点を論じている。たと
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えば就労可能な正規の在留資格を持っていても，公的医療・公的年金に加入できていない外国

人労働者が多いこと（岩村，2007），労働契約において差別的な取り扱いや労働法の不十分な遵

守が横行していること（山川，2007）などである。

　生活保護制度のように，外国人に対して法的に権利を保障していないという意味の排除問題

もあれば，労働法のように法的には国籍による差別をしていなくても実態的には差別や排除に

つながっているという問題もある。外国人労働者の中でも非正規滞在外国人は，公的医療・公

的年金，労働法，行政サービスといった制度から排除され，特に厳しい立場に置かれてきた

（岩村，2007；嘴本，2019）。

　外国人に対する社会的排除は，年金や雇用だけにとどまるものではない。社会福祉研究に目

を転じると，石川（2019）は外国人の居住をめぐる問題に着目し，外国人であるが故の入居差

別が生じていることを指摘している。外国人の子どもの不就学問題も深刻であり，家庭の経済

的困難，外国人学校の学費高騰による通学困難，義務教育年齢を超えて来日した子どもが日本

の学校に入学できないため教育を受けられない問題などが指摘されている（小島，2019；新藤，

2019；田中，2019）。

　外国人母子に関しては DV 被害や貧困に苦しむ生活状況と支援の不十分さが注目されてきた。

外国人に限らず，母子世帯は貧困に陥りやすいが，外国人母子世帯は日本人の母子世帯以上に

社会的に不利な状況にあるといわれる（大友，2017）。高谷ほか（2015）は外国籍女性の失業率

が高く，生活が不安定であることを指摘した。

　外国人が抱える生活の困難として，入国管理上の制約に加え，就職差別，社会保険・健康保

険加入拒否，生活保護の受給手続き困難，入居差別，病院での受診困難，子どもの教育・養育

困難，日本の制度の知識・情報不足，さらには家庭内暴力など幅広い問題が挙げられ，「多文化

ソーシャルワーク」による支援の必要性が指摘されている（伊藤，2019；保科，2020）。

　こうした状況を踏まえ，社会政策学では，外国人の受け入れ政策をめぐって，中長期的な移

民政策の必要性を訴える主張がなされてきた。井口（2016）は，外国人労働者の受け入れの歴

史をたどり，外国人住民に対する統合政策が必要だと主張した。高谷（2019）は，移民として

の外国人を受け入れない政策が，受け入れ後の政策を支える政策（統合政策，包摂政策）を確

立しないことにつながっており，格差や貧困，周縁化を招いてきたと批判した。丹野（2019）

も，永住者が増えているにもかかわらず，国は都合のいい労働力として安価に使っているだけ

で，外国人の権利を認めようとしないと指摘した。佐野も，中長期的な移民政策を設計する必

要性を提言している 4。

　このように，外国人の社会的排除をめぐっては，ニューカマーの増加に伴い，社会保障論や

社会福祉論などの研究者によって，公的医療・年金，公的扶助，就職・雇用，居住，子どもの
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教育，母子世帯の貧困など幅広いテーマで実態解明や議論が続けられてきた。

　2020 年に新型コロナウィルス感染症が急激に拡散し，その影響が多くの外国人にも及んだ

が，外国人は日本人に比べてハンディを負っていた。それは言語の壁や，必要な情報へのアク

セスの弱さであり，身分や在留資格による制限，社会保障の制約，不安定な雇用関係，さらに

は来日前に負った渡航費用や手続き費用などの債務であった。生活保護は事実上，永住者・定

住者・日本人配偶者・難民認定者などに限定されており 5，定額給付金は短期在留資格（90 日以

内）および在留資格のない外国人を対象外としていた。社会福祉協議会による生活福祉資金貸

付の特例貸付については，永住者・定住者などに対象を限定する例や，在留期間中に返済する

条件を付ける例もあった。住宅確保給付金や一時生活支援事業についても，法律上の国籍条項

はないものの，特別永住者や認定難民に対象を限る運用をする自治体があった。雇用に関して

も，外国人労働者はもともと非正規・有期雇用の労働者が多かったためコロナ禍の影響がより

深刻であったが，コロナ禍で外国人労働者を真っ先に解雇する企業や，休業期間中に休業補償

をしない企業が後を絶たなかった 6。

　コロナ禍における外国人の困窮を象徴する事件が，群馬県・埼玉県で技能実習生が家畜や野

菜を窃盗した事件（2020 年 10 月）であったといえよう 7。コロナ禍による外国人労働者や留学

生の苦境は，新聞記事などでたびたび報じられてきたが，外国人に対する社会的排除の深刻な

現状とその構造的な要因を改めて浮き彫りにしたといえる。

第 2節　外国人に対する金融排除

（1）送金

　他方で，外国人に対する金融排除に関してはかつて，ほとんど論じられてこなかった。外国

人による金融サービスの利用可能性というテーマは，他のテーマに比べると「生死にかかわる」

といった緊急性が弱く，優先順位が低いと感じられたのかもしれない。

　それでも 2000 年代後半以降になってようやく，金融の実務の分野を中心として，外国人労働

者を対象とした海外送金サービスの現状や事例が，いくつか報告されるようになった。なぜ送

金かといえば，外国人労働者にとっては祖国にいる家族・親戚に仕送りすることが必要で，い

かにして簡便に，安全確実に，かつ低コストで送金できるかが重要だからである。留学生に

とっては，祖国から生活費を仕送りしてもらう必要もある。送金は外国人に特有といってもよ

い主要な金融サービスといえる。

　外国人労働者が送金する伝統的な方法は，自分自身が祖国に一時帰国する際に持ち帰ったり，

郵便で送ったり，同郷の友人知人などが帰国する際に財産を託し，自分の家族に渡してくれる
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よう依頼したり，あるいはタクシーやトラックの運転手に託したりすることであった（厚治，

2013a）。しかし，多額の現金を空港に持ち込むと税関で厳しくチェックされるし，誰かに運搬

を依頼すると紛失や盗難のリスクが高い。

　外国人労働者による海外送金の現状と課題を国内で初めて俯瞰的に示した古川（2007）によ

れば，外国人労働者が祖国に送金する際に，必ずしも銀行の送金サービスを利用しておらず，

その理由として金融システムの利便性（支店ネットワーク，送金コストなど）が不十分である

こと，本人確認の手続きや言葉の壁があり金融機関が忌避されること，携帯電話やインター

ネット，インターナショナルカードなどを用いた新たな低コストの送金手段が登場したことが

挙げられるという。日本の金融機関はマネーロンダリング対策で本人確認を厳格にしており，

それだけにコストがかかること，外国人労働者に対するサービス改善の取り組みは利点が少な

いため金融機関の姿勢は消極的であることも古川（2007）は指摘した。

　日本の銀行の海外送金をめぐっては，永井（2008）も，日系ブラジル人は言語の壁に加えて

日本の金融取引システム（印鑑，煩雑な書類手続き，預金通帳の利用）に対する不満を抱いて

いることを指摘した。オング（2009）は，日本の銀行は外国人に対して積極的に送金サービス

を提供していないと批判し，海外送金を専門に手掛ける事業者との提携を呼びかけた。金融情

報システムセンター調査部（2011）は，銀行の海外送金は店舗や受付時間が制限されているこ

と，手続きの煩雑さ，手数料の高さ，送金先が銀行口座に限られていて多様化ニーズに対応で

きないこと，銀行側では高コストのため収益が見込めないことなどの問題点を挙げた。銀行は

送金手数料の高さに加えて，送金完了までに長時間かかり，手続書類に多くの専門用語が使わ

れているため，日本語の読み書きが苦手な人にとっては利用困難であった（厚治，2013a; 2013b）。

　東京三菱 UFJ 銀行（当時）がブラジルの現地銀行と提携して，ブラジル向け送金に本人確認

を含めた自動応答システムを持つ端末を導入したり（古川，2007），磐田信用金庫がブラジルの

連邦貯蓄銀行と提携して日系ブラジル人に対してブラジル向け郷里送金の取り扱いを始めたり

（永井，2008），クレジットカード会社ライフがブラジル銀行日本支店と提携して日系ブラジル

人のためのクレジットカードを発行したり（稲毛，2009），セブン銀行がウェスタンユニオンと

提携して少額の送金を低料金で行ったり（金融情報システムセンター調査部，2011；厚治，

2013b）と，一部で取り組み事例は生まれたものの，銀行にとって送金サービスは魅力的な収

益源ではなく，大きな広がりをみせることはなかった。

　2000 年代以降の技術革新と規制緩和により，携帯電話の SMS 機能やインターネットなどを

用いた安価で簡便な送金サービスが相次いで市場に参入した。日本では 2010 年 4 月の資金決済

法施行により銀行以外の事業者も少額（100 万円以下）の送金サービスに参入可能となったこ

とから，銀行以外の資金移動事業者が送金事業に参入し，迅速で簡便，安価な送金サービスの
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提供を始めた（金融情報システムセンター調査部，2011）。ただ，これらの送金事業者も銀行と

同様のコンプライアンス体制を求められ，資金移動業者もコスト増に直面することとなった

（厚治，2013b）。

（2）銀行口座開設

　2000 ～ 2010 年代の送金サービスの向上と費用削減の動きは日本国内に限ったものではなく，

国際的な潮流の一環に位置づけられるが，国際的動向については第 3 節で触れることとし，本

節ではその後の国内の金融包摂の経緯を確認しておきたい。

　2010 年代前半までは送金の問題が中心だったが，2019 年以降は外国人による口座の開設・利

用に焦点が移った。その直接の契機は，政府の「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（いわ

ゆる「骨太方針 2018」）が打ち出した外国人材の活用方針 8 に基づき，2019 年 4 月に施行された

改正入管法 9 であり，この改正入管法は外国人材の受け入れ・確保の促進のため（石尾，2019），

新たな在留資格「特定技能 1 号」「特定技能 2 号」の創設と，「出入国在留管理庁」の設置を定

めた法律である。骨太方針 2018 では，「真に必要な分野に着目し，移民政策とは異なるものと

して，外国人材の受入れを拡大するため，新たな在留資格を創設する」と述べ，高い専門性を

有する者以外は原則として外国人労働者に家族の帯同を認めないなど，移民政策を否定して，

必要な労働力のみを求める姿勢を明確に打ち出している。

　「骨太方針 2018」の中で挙げられていた政策課題「外国人の受入れ環境の整備」を具体化し

た「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」 10 では，「金融・通信サービスの利便性の

向上」も盛り込まれた。具体的には，「外国人が円滑に銀行口座を開設できるように」金融庁が

外国人向けのパンフレットを配布し，金融機関や受け入れ企業などに説明の場を設けることや，

外国人の受け入れ企業が口座開設の支援を行うこと，などの施策を掲げた。

　外国人の円滑な銀行口座の開設という施策は，外国人は銀行での口座開設がさほど容易では

ないという現状認識を踏まえたものであるが，それはいったいなぜなのかという疑問を呼び起

こす。日本は，成人の口座保有率が 98％（Demirgüç-Kunt et al. 2018）と，先進国の中でも

トップレベルの高さであり，アメリカやイギリスのように信用履歴やクレジットスコアで口座

開設の可否を厳格に審査することもない。銀行は基本的に，国籍によって差別することはなく，

外国人であるために口座開設できないというわけではない。一般的な日本人は，よほど特殊な

事情がない限り，銀行口座の開設は比較的容易だと認識しているのではないだろうか。外国人

にとって口座開設の障害要因となっているものは何か。

　石尾（2019）や金融財政事情編集部（2019），武下（2019）の情報を総合すると，口座開設の

障害要因として以下の 3 点が挙げられる。
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　　1） 言語の壁。外国人顧客向けに音声翻訳アプリを活用する例もあるが，多言語対応できる

銀行支店は限られている。多言語対応のスタッフを配置するには費用がかかるが，短期

的に収益に貢献するか分からない外国人対応に銀行は費用をかけられない。

　　2） 印鑑の作成。実印登録をはじめとして，書類手続きに捺印する慣習が根強く残るが，サ

イン中心の外国人は印鑑を持っておらず，なじみがない。

　　3） マネロン・テロ対策。口座の開設時に，居住実態を把握しなければならない。口座から

の送金がマネーロンダリングやテロなどに使われないかをチェックする必要がある。ま

た，外国人が帰国後に，自らの銀行口座を不正に他人に譲渡ないし売却し，その口座が

マネーロンダリングやテロなどの犯罪行為に使われる恐れがあるため，在留資格や在留

期間の確認，また口座を他人に譲渡・売却しないよう周知しなければならない。しかし

マネロン・テロ対策（AML/CFT）に精通した人材は絶対的に不足しており，また本人

確認のプロセス整備やデータベース作成などに費用がかかるため，銀行としては消極的

である。

　金融機関への聞き取り 11 によれば，銀行などの金融機関は，一方では外国人への口座開設な

ど金融サービス向上を強く求められ，他方ではマネロン・テロ対策による厳格な手続きを求め

られているので，いわば「アクセルとブレーキを同時に踏まれている」状態だという。金融活

動作業部会（FATF）の対日相互審査があるため，マネロン・テロ対策は手を抜けないが，厳

格に対応しようとすると多くの時間と費用を要し，金融包摂はなかなか進まないのである。石

尾（2019）や金融財政事情編集部（2019），武下（2019），今野（2019）らも，このジレンマへ

の対処を論じているが，まだ決め手となる解決策を見出せていない。

　また，同じく金融機関への聞き取り 12 によれば，外国人といっても銀行の対応は一様ではな

い。永住権を持つ人や，外資系企業の従業員などに対しては提供している。特に取引先である

企業の従業員の場合は，企業との信頼関係に基づいている。しかし，そうした後ろ盾が何もな

い一見の外国人が窓口に来た場合は，対応しないか，かなり警戒してしまう。両者の線引きは

かなり明確であるという。

　外国人に対して携帯電話の販売やクレジットカードの発行，海外送金，生活相談，就職あっ

せん，住宅のあっせん，家賃保証などを幅広く手がける株式会社グローバルトラストネット

ワークス（以下，GTN と略称）によれば 13，日本に来て間もない外国人はなかなかアパートを

借りられず，そのため住所が定まらず，口座開設に必要な書類が整わないという。アパートを

借りる際の保証人（特に日本人の保証人を求められることがある）が見つからないこと，外国

人住民とのコミュニケーションへの不安，蒸発や突然の帰国の恐れ，無断ルームシェアの恐れ，
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さらには近隣との関係（夜中の騒音やゴミ出しルールなど）などが，大家や不動産業者が外国

人住民を忌避する原因となっているという。日本語が話せても「外国人」というだけで，部屋

や家を借りる際に入居を拒否された経験を持つ外国人が 4 割以上になるという調査結果 14 もあ

るが，様々な要因から住居が定まらないことから，現住所を証明できず，口座開設ができない

ことに加え，最低限の行政サービスも受けられないという問題が生じる。

　上述した，言語の壁やマネロン・テロ対策，住居の問題などに加え，日本の金融制度・金融

サービスに関する知識・スキルの不足，出身国の価値観・文化とのギャップなども，口座開設

の障害要因となっていることが推測される。

　銀行口座を開設できないことによる不利益は大きい。賃金の受け取り，家賃やライフライン

を含む各種料金の支払い，クレジットカードの発行，携帯電話の契約，融資，海外送金など，

口座への振り込みや口座からの引き落とし，口座への紐づけが前提となっていることが日本の

社会生活の中では極めて多く，不可欠のインフラといっても過言ではない。銀行や郵便局の

ATM で現金の振り込みはできず，キャッシュカードが必要であるし，支店窓口で現金の振り

込みをしようとすれば多額の手数料を取られることになる。インターネットショッピングでは，

クレジットカードや口座支払しか受け付けない例も少なくない。

　ほとんどの人が銀行口座やクレジットカードを保有していることが当然の前提となっている

社会においては，至便な金融取引という利点を大多数の人が享受できる一方で，銀行口座やク

レジットカードの保有が暗黙の裡に一種の規範と化し，保有していないごく一部の人が大きな

不利益を被り，かつその不利益がごく一部の範囲にとどまっているがゆえに，社会問題として

の認識が当該社会の中で共有され難いのである。

　外国人の銀行口座開設問題は，政府の外国人材受け入れ施策やマネロン・テロ対策を直接の

契機として 2019 年に論点として急浮上したが，それ以前は口座開設に関して何も問題がなかっ

たのかといえば，決してそうではなく，単に注目されていなかっただけではないか。

　特定技能の外国人の入国は，期待に反してごく少数にとどまった 15。少数だったのは受け入れ

の準備がまだ充分整っていなかったためだとか，コロナ禍の影響だなどとも評されたが，銀行

口座開設をはじめとする外国人材受け入れ施策の議論はコロナ禍に伴って棚上げとなってし

まった。議論が消滅したからといって，問題が解決したわけではないことは言うまでもない。

（3）金融排除と社会的排除

　上述のように，政府は移民政策を否定し，労働力としての外国人を海外から調達するための

政策を続けてきた。近年，外国人の受け入れや共生の施策を打ち出したとはいえ，あくまでも

労働力をつなぎとめるに必要な限りで環境整備を行うという位置づけに過ぎなかった。これに
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対し，社会政策学や社会福祉学の研究者からは，単なる短期的な労働力として外国人を受け入

れるのではなく，中長期的な移民政策を確立し，移民としての外国人の生活を支える社会統合

政策・包摂政策をとり，多文化共生の政策や実践を進めるべきだとの主張がみられる（井口，

2016；高谷，2019，丹野，2019 など）。

　日本に住む外国人を政府が移民として位置づけず，日本人と同等の権利を保障しないことが，

外国人に対する社会的排除の主因の一つであるといえよう。もっとも，国籍の違いによる法的

な権利の格差にとどまらず，言語・文化の壁や外国人に対する偏見，外国人対応にかかる費用

など，原因は多様で複雑である。ただ，その結果として日本に住む外国人が就労，住居，教育，

医療など社会生活の各局面で社会的排除を経験することになる。

　日本には，在日韓国朝鮮人や日系ブラジル人をはじめ，オールドカマー・ニューカマーを含

めて実際には多数の移民がいる。帰化して日本国籍を取得する人も毎年 1 万人前後にのぼり，

2019 年末までの累計で 56 万人を上回る 16。

　日本は生産年齢人口の減少と労働力不足の深刻化を直接の契機として，ますます多くの外国

人労働者を受け入れる必要に迫られているが，使い捨てのように短期的に労働力だけを受け入

れるというご都合主義的な政策は早晩行き詰まる。技能実習生制度の悪評が既に送り出し国に

広まりつつあるように，日本のブランドイメージを傷つけるレピュテーションリスクが高いだ

けでなく，良質な外国人労働者を先進国が求めて奪い合う構図のなかで日本が受け入れの好条

件を示せなければ，獲得競争でおのずと不利になるであろう。外国人労働力の持続可能な確保

のためにも，包摂的な移民政策の確立は急務といえる。

　金融排除は，社会的排除の一種である。社会的排除は，就労からの排除（失業），教育からの

排除（低学歴），住宅からの排除（路上生活），社会関係からの排除（孤立）など多様な要素が

あり，これらの排除は相互に連鎖する性質を持っている。金融排除もこうした相互連鎖の環の

中に位置づけられ，金融排除が他の社会的排除の原因になったり，金融排除の結果として他の

社会的排除が生じたりする（小関，2020）。こうした社会的排除との関連性から，本稿では「金

融排除の過程は，金融へのアクセスや使用の困難に直面した人々が，所属する社会における通

常の生活を営めなくなる過程のことである」（Gloukoviezoff, 2011）の意味で金融排除の概念を

用いる 17。

　金融排除と社会的排除はいかにして相互に関連し連鎖するのか。一般的に言えば，先に述べ

たように，住所を証明する書類がないと銀行口座が開けないということがある。また，口座が

ないと賃金を振り込めないので就職できないということもある。無論，口座だけに限ったこと

ではない。教育費を借りられずに進学をあきらめるとか，教育費を借りられたとしても，学校

の卒業後に返済に行き詰まり，破産するということもある。金融排除と社会的排除の相互の関
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連性が負のスパイラルを生み出し，たとえば失業や傷病を契機として多重債務に陥り，資金不

足のために子どもの進学を断念するといった連鎖が生じる。

　金融排除と社会的排除の関連性から，低所得者や女性，被災者，失業者，刑余者など，社会

的に不利な状況にある人が金融排除に比較的遭いやすいと考えられるが，外国人もその中に含

まれ得る。

　外国人といっても多種多様であり，その全てが金融排除の対象となるわけではない。政府高

官や大企業の幹部，資産家なども外国人に含まれる。在留資格の違い，所属する企業・機関の

後ろ盾の有無，語学力や専門性，資産・所得，金融に関する知識・スキルなどにより，その状

況は大きく異なる。しかし外国人であるがゆえの不利や困難があることも否めない。その不利

や困難は，1）国籍や在留資格，信用履歴，偏見等に基づく政府や金融機関等による不公平な扱

いという側面と，2）外国人特有のニーズや状況に即した適切な金融サービスが積極的に提供さ

れていない（＝需要と供給のミスマッチ）という側面に大別される。

　外国人に対する金融排除に関しては，実際にどのような問題が生じていて，何が主要な論点

となっているのか。外国人に対しては，どのように金融排除を解消し，金融包摂を進めていく

べきなのか。また，金融包摂に関してどのような研究，政策，ないし実践が行われてきたのだ

ろうか。

　次節では，「外国人」から「移民」に表現を変え，多くの移民を受け入れてきた欧米諸国にお

ける移民の金融排除問題と，金融包摂の経験を概観する。

第 3節　欧米諸国における移民の金融排除・金融包摂

（1）移民の金融排除問題

　現代的な文脈での欧米諸国の金融排除問題は，1980 ～ 1990 年代に顕著となった経済の金融

化や国際的な金融自由化を契機として，銀行による富裕層への顧客シフトと低所得階層や貧困

地域の切り捨てとして顕在化した。金融排除問題を初めて提起した Leyshon and Thrift（1995）

は低所得世帯の集住する地区で銀行支店が撤退し，支店の分布の偏在が進んでいる実態を告発

したが，この時点では特に排除の対象として移民に言及されることはなかった。他方，金融排

除層の属性に着目した Kempson et al. （2000）は，失業者，疾病・障害による就労不能者，独

身の年金生活者，ひとり親などに集中的に金融排除が生じていると分析したが，こうした金融

排除層の一類型として移民を取り上げ，第一世代の移民は英語の語学力が低く，金融サービス

の利用経験がほとんどないこと，言語・文化の違いが障害となっていることを指摘した。

　2000 年前後の時期はまだ，移民は「多様な金融排除層の一種」といった程度の位置づけにと
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どまっていたが，本格的に移民に焦点を当てて金融排除の状況と原因を調査分析した研究は，

少し時代が下って Anderloni and Vandone（2008）以降のことである。

　Anderloni and Vandone（2008）によれば，先進国において 1990 年代半ば以降に移民が増加

し，社会に幅広く浸透していったが，移民に対する適切な金融サービスの欠如によって，移民

労働者の人的資源が充分に活かされていないという。移民は低所得者層に属していることが多

いため，銀行にとって魅力的な存在ではなく，金融排除に遭いやすいこと，またその金融排除

が他の社会的排除にも波及することを指摘した。

　Anderloni and Vandone（2008）は，移民が先進国に移住した後の人生の中でどのような金

融ニーズを持つのか，その金融ニーズに対して銀行をはじめとする金融機関はどのような金融

サービスを提供し得るのか，金融機関は移民を顧客として取り込むことで中長期的にいかなる

利益を期待できるのかを包括的に論じている。なかでも，移民の金融ニーズの段階的把握は

Matteis（2015）らの議論に少なからぬ影響をもたらしたので，簡単に見ておきたい（図 1）。

図 1　金融ニーズと移民のライフサイクル

段階 金融ニーズ

1　移住初期 生き残り―借金を重ねる

2　合法化 送金
消費者融資とマイクロクレジットの潜在的ニーズ

3　移住安定期

送金
預金と支払のサービス

消費や経済活動（自営業・零細企業）の開始，住宅のための融資
生命保険加入による基礎的な損害の補償無し

4　統合
送金？

基礎的サービスおよび洗練された金融（投資・資産運用，
生命保険・損害保険，年金，融資・住宅ローン，電磁的支払など）のニーズ

次の段階？ 移住計画次第

「通過」
祖国への帰還

移民向けのマーケティングとして
預金，移転可能な年金
繰り延べ年金の形成

「終の棲家」
後継世代

地域住民と同等の金融商品の提供
（他の条件が同等ならば）

出所　Anderloni and Vandone (2008:159)
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　移民第一世代は移住した最初の時期，就職や基礎的な生活の必要を満たし，住宅を得て，移

住先の言語を修得することになるが，まずは生き延びるためにお金が必要となる。第二段階で

は，移民の目的によっても異なるが，永住を目的とする場合は生活基盤を固めて家族を呼び寄

せることになるし，短期的な出稼ぎの場合は祖国に仕送りすることになる。金融ニーズとして

は預金や送金が中心となり，場合によっては家具などを購入したり自営業を始めたりするため

にお金を借りることもある。続く第三段階では，移住先国の社会生活が安定し，事業を経営し

たり，自動車や住宅など高価な買い物をするため，お金を借りるようになる。預金は中長期的

な目標にシフトする。祖国から家族を呼び寄せて生活するため，祖国への送金が減少し，代

わって移住先国で資産を運用するようになる。第四段階の後は，移民が祖国に帰還するつもり

か，あるいは移住先の地で生涯を終え，後継世代が住み続けるのかによって金融ニーズも異

なってくる。移民の出身国の金融システムの発達度や，個人の価値観，民族的な特徴などに

よっても，金融ニーズは異なり，全ての移民が画一的に段階を踏んでいくわけでは必ずしもない。

　Anderloni and Vandone （2008）は，金融機関が移民を顧客として積極的に取り込み，移民

の持つ特有の金融ニーズを考慮して，柔軟に金融商品を開発することを期待した。なかでも移

民の金融ニーズを段階論的に描き出したことで，「移民と関係構築すれば中長期的に利益が得ら

れる」可能性を示した。すなわち，移民は初期の段階では主に送金サービスの需要が高く，送

金サービスに限れば銀行はあまり利益を見込めないものの，中長期的にみれば移民の間ではや

がて預金や住宅ローン，年金，投資といった高収益サービスの需要が高まり，銀行はリレー

ションシップ・バンキングにより移民第二世代以降も引き続き安定的な取引が期待できるとい

う見通しを示したといえる。銀行がとるべき具体策としては，多言語での説明資料の用意，移

民の母国語を話すスタッフの配置，移民の集住する地域で移民向けの店舗の設置，移民を対象

とした送金・住宅ローン・移転可能な年金などの開発を挙げた。

　ここで議論されていたのは，政府や金融機関などによる移民への不公平な扱いという問題で

はなく，移民特有の需要と供給のミスマッチという問題である。

　需要と供給のミスマッチは，需要側・供給側の各々の状況に即して要因と対策を検討する必

要があるが，まずは金融サービスの供給側（金融機関）の状況に焦点を当てた研究を 3 つ挙げ

てみよう。

　Joassart-Marcelli and Stephens（2010）は地理的排除に着目し，アメリカのボストン市周辺

地域における多様な金融機関の地理的分布と，その地域に住む移民（主要 10 民族）の人口の関

連性を分析した。この研究は Leyshon and Thrift（1995）以来の地理的排除論に立脚し，貧困

地域から銀行が撤退した後に高利貸しや質屋が進出し，その地域の住環境全体も悪化して，地

域の信用リスクが高まり，さらなる銀行の撤退と金融サービスの質低下につながるという見方
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を出発点としている。彼らの調査の結果，移民は民族ごとに分かれて集住していること，住む

場所によって利用できる金融サービスの分布に隔たりがあり，サービスの利用にも影響してい

ること，移民のなかでも貧困と失業に苦しむドミニカ人やハイチ人は銀行を利用していなかっ

たことなどが明らかとなった。この調査結果は，銀行の支店配置が移民の金融排除の一因であ

ることを示すものであった。

　Matteis（2015）は，イタリアの銀行が移民に対応してサービスの改善に努めているかという

観点から 4 種類に大別した。第一は無反応型，第二は従来型のサービスを提供しているが多言

語情報を出したり，移民向けに好条件を提示したりするもの（多数派），第三は移民の送り出し

国に支店を開いて移民の流入に積極的に対応する移民後追い型，そして第四は移民のために作

られた銀行で，移住許可を得ていない移民にもサービスを提供するものであるという。Matteis 

（2015）から読み取れることは，銀行の姿勢次第で移民の金融排除の状況が大きく左右され得る

ということ，また移民を顧客として積極的に取り込もうとする戦略を立てている銀行も少数な

がら存在していることである。

　Datta ed. （2018）は，ロンドンに住む移民のなかには身分証の用意ができず銀行口座を開設

できない移民がいること，言語の壁，銀行の立地の不便，営業時間の短さなどを指摘した。銀

行が身分確認を厳格にするためブラジル人移民が口座開設を拒否されることも多く，また銀行

で冷淡に扱われた移民もいたという。Datta によれば，移民向けサービスもあるものの，一部

の銀行による，狭い範囲の移民コミュニティを対象としたものにとどまっているという。

　上記の 3 つの研究はイギリス，アメリカ，イタリアとそれぞれ別の国を対象としており，ま

た論者によって力点の置き方は若干異なるものの，移民が直面している金融排除の状況（言語

の壁や銀行の立地など）と，一部の銀行による移民への対応については概ね似通っているとい

えよう。

　次に金融サービスの需要側である移民の側に焦点を当てた研究をいくつか見てみよう。アメ

リカでは以前から ’unbanked’（銀行口座を持たない人々），’underbanked’（銀行口座を持って

いるが，銀行以外の金融サービスを利用する人々），’fully banked’（銀行のサービスを利用する

人々）という概念が定着し，unbanked や underbanked の属性や要因に関する政府の統計調査

や研究も早くから継続的に行われてきた 18。たとえば Reine and Greene （2006）は，unbanked

のなかで移民と移民以外（＝アメリカ生まれ）との差異はあるのか，多様な移民間の差異はあ

るのか，unbanked の原因・理由は何かを，統計的に解明しようとした。その結果，移民は移

民以外に比べて unbanked である率がかなり高く，移民のなかではメキシコ系やその他のラテ

ンアメリカ系移民は特に unbanked の率が高かったという。移民はアメリカにおいて，銀行を
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はじめとするフォーマルな金融機関を利用したがらないこと，高利貸しや小切手換金業者，質

屋，送金事業者などのいわゆる「フリンジ・バンキング」や，家族・友人との貸し借りをはじ

めとするインフォーマル金融を利用する傾向があること，その理由として祖国での経験や銀行

への不信感があることが，Toussaint-Comeau and Rhine （2000）や Lyons and Scherpf （2004）, 

Pauwels （2011）などで繰り返し指摘されてきた。

　イギリスでは，Datta （2012）がロンドンに住む移民の金融排除問題とその背景を体系的に描

き出し，続く Datta ed. （2018）もその後のロンドンの移民の金融排除の状況を伝えている。

Datta ed. （2018）によれば，移民の 87％は銀行口座を保有しているものの，口座引き落としや

ネットバンキングの利用率が低く，その要因として言語の壁があるほか，口座の取引状況や残

高を調査されるかもしれないという恐怖心があることを指摘した。また，デジタル金融は金融

取引の費用低減の効果が大きく金融包摂の切り札とみられているものの，移民によるデジタル

金融の利用は，送金以外はほとんど見られず，移民の間ではデジタル金融に対する懸念（プラ

イバシーが漏れる恐れ）と，対面型の取引の選好が現れていたという。

　イギリス国内では，北アイルランドを中心にクレジットユニオンが普及しており，クレジッ

トユニオンは銀行を利用しづらい低所得者がアクセスしやすいとされているが，移民はクレ

ジットユニオンを「あまりにも地域限定すぎる金融機関」とみて，ほとんど利用していないこ

と，貯蓄を奨励する制度の（ISA）も移民の間では認知度が低くあまり利用されていないこと

を指摘した。イギリス国内では，就職や医療機関での受診，公的扶助の受給のため銀行口座は

不可欠なので，移民の多くは口座を保有しているが，金融サービスの利用が必ずしも伴ってお

らず，移民の認識もそこに少なからず影響していることを明らかにした。

　イギリスのグラスゴー市で調査を行った Biosca et al. （2020）によれば，マイノリティを含む

低所得者層は短期的な資金不足を補うために，銀行ではなくインフォーマル金融で借金する人

が多いという。

　また，移民に関する研究ではないが，言語圏・文化圏によってお金に対する価値観や金融行

動に差異があることを示した研究もある（Brown et al., 2018; Henchoz et al., 2019）。

（2）金融包摂の取り組み

　移民特有の金融ニーズに応え，適切なサービスを提供する銀行が一部に登場したことは上述

したので，ここでは繰り返さないが，銀行ではなくコミュニティ開発金融機関やマイクロクレ

ジットなどによるサービスの開発・提供の事例も少なくない。

　アメリカでは 1000 を超える数の認定コミュニティ開発金融機関（Community Development 

Financial Institutions; CDFIs）が，低所得者，女性，マイノリティなどの社会的弱者を対象と
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して，融資や貯蓄などの金融サービスを提供しているが，なかでも移民や難民を主な対象とし

て，彼らの起業や住宅購入などのために融資する例が少なからずある（小関，2014；2015a；

2015b）。

　イタリアでは，Matteis （2015） によれば，ミラノに移民を対象としたマイクロクレジット機

関 Fondazione Welfare Ambrosiano （FWA）があり，ミラノ在住の脆弱階層（その半分弱は移

民）への少額融資や継続的なフォローアップ，起業支援などを行っているという。ほかにも

Matteis （2015）は，担保や信用履歴の無い移民にも融資するマイクロクレジット企業 PerMicro

や，マイクロファイナンス機関と連携して難民の起業を支援する Re-Lab というプロジェクト，

回転型貯蓄信用講（Rotating Savings and Credit Associations; ROSCAs）をモデルとした相互

扶助グループを形成させる事業の例を紹介している。ROSCAs の文化になじみの深い移民に

とっては，同民族による相互扶助グループで貯蓄し，必要な資金を仲間内で融通しあう活動に

抵抗なく参加できるし，柔軟な資金管理や民主的な組織運営のトレーニングにも役立つと指摘

されている。

　移民の金融に対する意識や価値観，金融知識の面については，金融リテラシー教育の必要性

が唱えられており，セミナーや教材，マスメディア，ウェブサイトなどの方法論が紹介されて

いるが（Toussaint-Comeau and Rhine, 2000），知識・情報を提供する講座型の教育を単発で実

施するだけでは，移民の態度にはほとんど効果をもたらさず（Barcellos et al., 2016），知識面

だけでなく，サービスを実際に利用するスキルの育成や，利用できるための適切な環境の整備

を合わせて行う必要性が指摘されている（Sherraden, 2013）。

　移民にとって送金サービスは祖国に仕送りするためにとりわけ重要であることはすでに指摘

した。送金の受け取り手である祖国の家族が，銀行を経由した仕送りによって収入が増えるだ

けでなく送金を契機に金融サービスも利用するようになり，その結果金融包摂が進展するとい

うことは多くの研究で実証されている 19。しかし課題も多く，送金の手数料の高さやアクセスの

不便さ，マネロン・テロ対策との軋轢などが挙げられている。

　1990 年代以降，欧米諸国は旧植民地国や EU 域内の中東欧諸国などからの移民が大幅に増加

し，これに伴って移民による祖国への仕送りのための送金も増加したが，銀行をはじめとする

フォーマルな金融機関を経由した送金は，送金手数料が高く，また送る側・受け取る側双方に

とって銀行口座の保有や銀行支店へのアクセスが前提となるため，低所得の移民にとってあま

り現実的な選択肢ではなかった。そのため知人友人などを頼るインフォーマルな送金手段が一

般的であったが，2000 年代以降にフィンテック技術が普及し，銀行以外に送金・支払を専門と

する資金移動業者が送金サービス市場に参入して，銀行より安い費用と携帯電話を使った簡便

な操作での送金サービスを提供するようになった。
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　送金の事業者や手段が次第に多様化したが，銀行，送金事業者（Money Transfer Organization; 

MTO），モバイルネットワーク事業者（Mobile Network Organization; MNO），インターネッ

トを利用したオンライン送金事業者，マイクロファイナンス機関（Microfinance Institutions; 

MFIs）などに大別され，それぞれに特徴が異なる（Orozco, 2005; IFAD and the World Bank 

Group, 2015）。銀行は，送金以外に預金や融資，投資，年金などの金融サービスを総合的に提

供し，利用者の資産形成に資するため，利用者にとって利点が大きく，銀行を利用することが

金融包摂につながるという議論が多い（Orozco, 2005; IFAD and the World Bank Group, 2015

など）。

　しかし銀行は他の事業者に比べて送金手数料が高く，移民から敬遠されがちであることから，

送金手数料の引き下げが国際的な政策課題として浮上した。G8（先進 8 カ国首脳会議）の 2004

年シーアイランド・サミットは国際送金データ収集の向上と送金手数料の削減努力を呼びかけ，

2009 年のラクイラ・サミットは送金手数料削減の数値目標として 5 ✕ 5（送金手数料の平均を

5 年以内に 5 ポイント（10％から 5％に）引き下げる目標を立て，G20（主要国首脳会議）は

2011 年のカンヌ・サミットで 5 ✕ 5 目標に賛同し，送金手数料削減努力へのコミットメントを

発表した（遠藤，2013）。

　G20 は，2009 年 9 月のピッツバーグ・サミットの首脳声明で初めて金融包摂を取り上げ，翌

2010 年 11 月のソウル・サミットの首脳宣言にて金融包摂の行動計画を採択した。この行動計

画を実行する仕組みとして，翌 12 月に GPFI （Global Partnership for Financial Inclusion）を

設置した。GPFI とは，G20 加盟国及び金融包摂に関心のある G20 非加盟国及び，金融包摂を

実施するうえで関係する機関のためのプラットフォームであり，参加各国は GPFI を通じて相

互学習，情報共有，政策協調を行うとともに，G20 加盟国政府は GPFI での議論や提言を参考

にして，各国内で金融包摂の法整備や政策を進める。

　GPFI には課題ごとに 4 つのサブグループと 10 の活動領域が設けられているが，活動領域の

一つが「送金費用の削減」である。2014 年第 4 四半期は平均 7.99％だった送金費用は，2017 年

第 1 四半期には平均 7.45％に下落したことが，活動の成果として評価された 20。この費用を 2030

年までに 3％以下に下げることを目標に掲げている。

　他方，2015 年に定められた国連持続可能な開発目標（SDGs）でも，目標 10（不平等の削減）

の中に「移民の取引コストを 2030 年までに 3％未満に引き下げ，5％以上の手数料を取る送金

サービスは排除する」の項目が盛り込まれた。

　GPFI はその後も継続的に進捗状況をモニタリングしており，加盟国は毎年進捗報告を提出

し，ウェブサイト上に報告書を公開している。

　無論，送金手数料の高さだけでなく，営業拠点が限られること，費用に関する透明性の無さ，
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身分証の無い人は口座を開けないこと，さらにマネロン・テロ対策のため身分確認の手続きが

厳格になったこと（Vlcek, 2015），受け取る側でも銀行支店は地理的に遠く，かつ長時間待た

されるなど不便であること（Misquith and Massally, 2019）など，解消すべき障害要因は多く，

解決のための様々な工夫が今後の課題として残されている。

　以上，移民に対する金融包摂の取り組みについて，1）コミュニティ開発金融機関やマイクロ

ファイナンス機関，ROSCAs モデルの相互扶助グループによる少額融資，2）金融リテラシー

教育，3）送金サービスの改善の 3 分野を概観した。筆者自身，まだまだ全体像を充分に把握し

きれたわけではなく，今後さらなる情報収集と整理分類を要するが，各種の取り組みが近年進

められている状況を垣間見ることができた。

おわりに

　日本に住む外国人が増えることが予想されるが，外国人に対する金融排除の問題をどう捉え，

金融包摂策をどのように進めるべきかを考察するのが本稿の目的であった。前節では欧米諸国

において移民に対する金融排除の状況と金融包摂の取り組みを整理したが，ここから日本に与

える示唆として，外国人に対する金融包摂策のあり方を考察して本稿を閉じることとしたい。

　第一は，日本に住む外国人―金融排除の観点に照らせば，国籍の違いが本質的な問題では

ないので，本来は移民と称するべきだが―が金融サービスに関していかなる固有の文化的背

景や知識・スキル，行動様式を持ち，彼ら特有のニーズを持っているのか，フォーマルな金融

機関・金融システムに対する認識（認知度，信頼度，親しみやすさ）はどうなのか，言語の壁

（特に金融関係の専門用語の理解度）はどの程度大きいのか，といった実態を明らかにする必要

があるということである。

　Anderloni and Vandone（2008）が整理したように，移住し始めてから時間が経過するに従っ

て金融サービスへのニーズが高度化・多様化していくことが考えられる。また，Joassart-

Marcelli and Stephens（2010）や Datta（2018），Brown et al. （2018），Henchoz（2019）など

の分析で明らかになったように，民族によっても文化的背景が異なり，固有の価値観，祖国で

の経験，ジェンダー，あるいは宗教などにより，金融行動パターンの違い（銀行を信用して利

用するかどうかなど）に現れてくるであろう。

　日本に住む外国人はかつて中国人や韓国・朝鮮人が大半を占めていたが，近年はベトナム人

やフィリピン人，ブラジル人，インドネシア人，ネパール人が特に増加しており 21，多様化が進

んでいる。1980 年代に来日した日系ブラジル人の家族と，2010 年代に来日したベトナム人の技

能実習生とでは，金融サービスへのニーズがおのずと異なり得る。
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　本稿では宗教に関しては詳しく取り上げなかったが，たとえばイスラムは利子の徴収を禁じ

ており，ムスリムに対してはその教義に適ったイスラム金融のサービスを提供することが望ま

しい。日本国内では，イスラム金融への関心はあるものの，実際の金融サービスはまだない。

日本に近年多く入国しているインドネシア人の 87％はムスリムであるとされる 22。

　筆者の知る限りでは，日本に住む外国人の金融ニーズに関する調査は行われたことがなく，

議論さえほとんどなされておらず，実態は明らかになっていない。まずはこの実態調査を広範

に行うことが対策の第一歩ではなかろうか。

　第二は，外国人が日本の金融サービスにどの程度アクセスし利用できているのか，アクセス

や利用が不充分であるとすれば何が障害要因となっているのか，および金融排除と社会的排除

が相互にどう関連しているのかを明らかにするとともに，外国人向けにどのような包摂的な金

融サービスを開発・提供し得るか，マネロン・テロ対策と金融包摂策をいかに両立しながら持

続可能なサービスを構築できるかを模索する必要があるということである。

　外国人が経験する不利や困難は，1）国籍や在留資格，信用履歴，偏見等に基づく政府や金融

機関等による不公平な扱いという側面と，2）外国人特有のニーズや状況に即した適切な金融

サービスが積極的に提供されていない（＝需要と供給のミスマッチ）という側面に大別される

と述べたが，日本は現時点では，「外国人は高コストなので対応困難」や「永住者しか利用でき

ない」といった，1）の「不公平な扱い」を解消することが当面の課題となっている。もう少し

進んだ段階では，2）のように外国人特有のニーズや状況に即した金融サービスのあり方を研究

し開発すること，金融リテラシー教育によって金融サービスの認知度を高め，偏見や誤解を解

消すること，あるいは他団体と連携しながら，起業支援や相互扶助グループ育成のように非財

務的支援をあわせて提供すること，なども対策の選択肢に入ってくるだろう。

　Anderloni and Vandone （2008）のように，外国人の金融ニーズをライフサイクルと関連さ

せて段階的に理解すれば，金融機関としては短期的な対応としての口座開設や送金・決済など

のサービス提供にとどまらず，中長期的な戦略として融資や年金，住宅ローン，保険，移転可

能な資産運用といった，より高度なサービスの開発を視野に入れることが重要となる。もっと

も，Matteis （2015）が銀行の戦略を 4 類型で示したように，移民を積極的に顧客として取り込

もうとする金融機関とそうではないものとの温度差は当然あり，全ての金融機関が積極的に

サービス開発をすることは現実的ではないにしても，金融機関が最低限クリアすべき基準を設

けて，全体の底上げを図るといった対策は可能ではなかろうか。

　外国人の金融排除・金融包摂は，すぐれて新しい問題であり，まだわかっていないことばか

りである。今後本格的な調査研究で実態を明らかにしたいという趣旨で，本稿の標題を「予備

的考察」とした。外国人数が急速に増加している現在，外国人の社会的統合を進めるうえで，
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金融包摂は他の様々な領域と密接に関連し，相互に影響する領域であるため，研究・政策・実

践の各方面での進展を切に期待したい。
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