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本誌はデロイトLLPが発行した内容をもとに、有限責任監査法人トーマツとデロイト トーマツ コンサルティング株式会社が翻訳したもの
です。日本語翻訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
デロイトLLPからの重要な注意事項
当レポート（以降「レポート」）は、デロイトLLP（「デロイト」）がフェイスブック社（「フェイスブック」）に対して、以下の対象範囲と制約条
件において提供するものである。
当レポートは、インターネットアクセス拡大による経済的、社会的インパクトを評価することのみを目的に作成されており、いかなる場
合でも、その他の目的に使用することはできない。フェイスブックの経営判断や第三者への報告等に使用された場合、デロイトは一切
責任を負わないものとする。
当レポートは、デロイトとフェイスブック間の契約に基づく条件下で、利用者をフェイスブックに限定して提供されており、いかなる目的
があっても、フェイスブック以外の組織が当レポートを利用することは認められない。当レポート並びに記載内容について、デロイトは
フェイスブック以外のいかなる組織に対しても、責任、信頼性、保護の義務を負う必要はないものとする。
契約で定められた通り、本業務の適用範囲は、デロイトが取得可能な時期、情報及び説明に限定される。レポートに収録されている情
報は、適切な調査部門がきちんと照合した第三者の情報源から取得したものである。当レポートで示された全ての分析結果は、レポー
ト執筆時点で入手可能な情報を前提として信頼性を持つものであり、時間の経過による分析結果の変化は考慮されない。
したがって、文書または口頭で述べられた情報の正確性、完成度に関して、明示の有無に関わらず、デロイト、フェイスブック、全協力会
社、従業員、代理店その他あらゆる人員が、抗議や保証を主張することはできず、いかなる義務も責任も負うものではない。以上の責
任等は排除される旨を明示する。
当レポートに帰属する著作権その他の知的財産権は、デロイトLLP及び／またはフェイスブックが保有しており、明示されていないその
他の権利についても同条件を適用するものとする。
当レポート及び記載内容には金融その他の専門的助言は含まれておらず、それらは別途、所定の条件で入手するものとする。特に、当
レポートは市場や企業に対する投資、参入、撤退、その他の行為について、デロイトやフェイスブックが推薦、承諾を行うものではない。
デロイト、フェイスブックの両社は、当レポート及び記載内容の使用（不使用）と、その結果によって生じる行動や決定事項との関連性
に、一切責任を負わないものとする。
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前文
知識経済は世界経済の将来を担っており、その基盤となるのはインターネットである。しかし今もなお、インターネット
アクセス可能な人口は、全世界の3分の1にとどまっている。
「Internet.org」の目標は、残り3分の2の人々にインター
ネットアクセスを提供することであり、インターネットがもたらす便益をすべての人に平等に届けることである。
「Internet.org」は世界的パートナーシップのもと、全世界の人々や企業の経験、ナレッジ、リソース等を結びつけ、情報
格差の本質を理解し、解決することを目標としている。その目標達成に向け、フェイスブックはデロイトへ委託し、発展
途上国のインターネットアクセスが拡充することによる経済的、社会的インパクトの評価を試みている。その手始めとし
て発表するのが、当レポートである。世界中がインターネットで繋がれば、何百万人もの人々が貧困から脱却し、真に価
値のある社会的、経済的改革が成し遂げられるとデロイトは述べている。
当プロジェクトは現在進行中であり、インターネットアクセスの弊害と解決策の有効性を本格的に検討する初めての事
例である。インターネットアクセスの拡大を支援するこのプロジェクトに、今後も他の独立調査機関や学術機関が参画
されることを切に願っている。
互いに繋がり、どこにいても、誰もが同じ機会に恵まれ、知識経済に平等に参画できるようになることが、われわれの真
の願いである。

フェイスブック
（「Internet.org」代表）
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要約と提言
インターネットアクセスが拡充すれば、発展途上国においても
経済および社会の加速度的な成長が期待でき、
同時に資源依存型経済からの脱却と知識経済への転換が可能となる
世界人口70億人のうち、インターネットアクセスが可能な人口はわずか27億人に過ぎず、残りの43億人はアクセスが
困難かつ大半は発展途上国で生活している。また、インターネットアクセスの機会を持たない人々は、世界の中でも貧
困と不平等に最も苦しんでいる層でもある。
インターネットアクセスの拡充は、先進国の生活をあらゆる面で変化させた。新しいコミュニケーションのあり方、ビジ
ネスモデルそして産業を創出し、企業と労働者の業務効率を改善させた。ソーシャルメディアやサーチエンジン、オン
ラインマーケットプレイス等が登場したことで、様々なオンラインプラットフォームを現実の諸活動と結び付け、生産性
を向上させ、経済成長や事業創出が促進された。現在では多くの国々の政府が、インターネットアクセスの拡大が経済
の活性化と社会の発展に寄与するものと捉え、積極的に投資を行っている。米国のナショナル・ブロードバンド・プラン
やヨーロッパのデジタル・アジェンダがその代表である。
発展途上国におけるインターネットアクセス拡大の効果は、先進国並みあるいはそれ以上の可能性を秘めている。発
展途上国で長年不足していたインフラへの需要が喚起されれば、知識経済へのシフトが現実のものとなる。
フェイスブックは、世界的なパートナーシップとして「Internet.org」を立ち上げ、すべての人にインターネットアクセス
を提供することを目標としている。同機関の委任により、本調査ではインターネットアクセスの拡充により発展途上国で
どのような変革が起き、様々な次元でもたらされる経済的、社会的価値の検証を行う。
デロイトは本調査における課題を、経済及び学術的研究、独自の定量調査、その他事例等の情報源をもとに考察を行っ
た。その結果、発展途上国のインターネット普及率を先進国と同水準まで高めることができれば、GDP及び生産性の大
幅な向上や保健・健康の増進、教育機会の拡大等に繋がるという結論に至った。貧困からの脱却や、社会経済の継続的
な発展等、インターネットには未だかつてないほど大きな便益を人類にもたらすポテンシャルを持っているのである。
経済活動の触媒として、また情報循環の推進源として、インターネットは経済活動を補完し基本的社会サービスの享受
を促進する。インターネットによって経済や社会はさらに発展し、共有不可能な資源依存型の経済から、アイデアが自
由に循環しコラボレーションやイノベーションにより成り立つ知識経済への転換が可能となる。

インターネットで経済成長を可能にする方法
インターネットは、発展途上国の経済成長を促進する。インターネットを通じて様々な情報へのアクセスが可能になれば、
人々とビジネスが至るところで結び付き、新規市場が開拓され、経済の本質が変わるほどの成長に繋がると考えられる。
農業が経済活動の40%を占める発展途上国においては、携帯電話とインターネットが、価格情報、気象情報、疾病管
理、家畜識別管理等で活用されることが期待される。小規模農家は、仲買業者を介さずに必要な情報や市場に直接ア
クセスできるようになる。例えばインドでは、農業、漁業従事者が携帯電話を使って気象情報の確認や卸売価格の比較
を行った結果、利益が8%アップし、情報が行き渡るようになったことで、小売価格は4%ダウンした。基盤となる物理面、
運用面でのインフラが先進国の水準に達していない発展途上国におけるインパクトは大きく、このような便益がさらに
拡大する可能性がある。
発展途上国の中小企業（SME）にとっては、インターネットへの自由なアクセスから得られる便益は特に大きい。イン
ターネットによって業務処理コストや距離等の物理的制約から解放され、グローバル市場への参入障壁が取り除かれる
ことで、SMEはより大きな市場への参入機会を掴んだ。メキシコ、マレーシア、モロッコ等では、インターネットを活用し
たことでSMEの生産性が平均11%向上した。また、先進国並みのインターネットアクセスが実現できれば、長期的には
発展途上国全体でさらに25%の生産性の向上が込めると予測されている。
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情報の伝達速度や質の向上により
業務処理コストを低減

インターネットアクセスが
労働と資本の生産性を強化

情報共有

人材育成
人材登用と専門性向上

イノベー
ション

新たな組織モデルや
ビジネスプロセスを適用

起業
金融資本への
アクセス
モバイルバンキング等のサービスに
より金融資本へのアクセス増強

起業やビジネス拡大、新規市場開拓
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インターネットアクセスの拡大によってGDP約2.2兆円増加、
GDP成長率約72%の改善、そして1億4,000万人以上の
雇用創出が可能になるとデロイトは予測している
インターネットが可能にする生産性の改善やイノベーションの効果は、経済のあらゆる領域へと及ぶ。経済的制約やイ
ンフラの不足といった発展途上国特有の障壁を、独創的なソリューションで克服することができるのだ。例えばモバイ
ルバンキングをはじめとするケニアのMペサや、カンボジアのウィング モバイル等は、それまで銀行口座を持つことの
なかった人々を金融機関とつなぎ、移動コストや移動時間を大幅にセーブできるようにし、結果的に地域の経済活動を
支えるようになった。インドのバンガロール、ナイジェリアのラゴス等のテクノロジーハブでは、イノベーターや起業家
がアイデアを共有し、世界中の投資家と繋がることで、新たな産業創出、経済成長そして人材育成を実現している。
中小企業の経営負担の軽減や、投資の促進を目的とした政策や事業が多数実施されたことで、中小企業はさらなる利
益獲得が可能となり、地域経済の発展がもたらされた。さらなる便益獲得に向けた課題は多いが、これまでの経験から
インターネットアクセスの拡大は、発展途上国全体の経済を本質的に成長させる原動力になり得ると考えられる。例え
ばルワンダのように、インターネット網の構築を目的とした戦略的なインフラ投資を実行した国は、国内投資の拡大と
いった具体的な成果を上げている。
膨大な情報へのアクセス、事業や雇用機会の拡大、またそれに伴う収入の増加は、どれも貧困撲滅に不可欠な要素であ
る。デロイトでは、発展途上国のインターネット普及率が先進国と同水準に達した場合、生活水準が向上し、1人あたり所
得は最大600ドル増加し、本調査対象地域に暮らす人々のうち、1億6,000万人が貧困から脱却できると予測している。

インターネットによる保健衛生の改善
インターネットの利用は、患者と医療従事者双方に対して、より有用な情報の提供や疾病抑制、保健医療の改善を可能
にする。また医療情報へのアクセス改善に加え、インターネットには患者や医療従事者の行動を改善させる潜在的な力
がある。

予防

情報

患者と
医療従事者が
オンラインで
情報にアクセス

健康への
意識向上により
疾病の発生を
抑制

診察

新技術により
遠隔診断を
実現

治療

医師による
効果的な
治療の提供

モニタリング

治療中の
患者への
支援・
モニタリング

発展途上国には保険衛生に関する無料アプリが多数存在し、インターネットを通じて、栄養や衛生、一般的な病気の予
防、注意喚起等の情報が提供されている。保健リテラシーと死亡率は関係していると考えられるが、仮に先進国並みに
インターネットが普及すれば、調査対象地域で250万人の人命が救えるとの期待もある。とりわけ、妊婦や保健従事者
に対してより有用な情報が届くようになれば、乳幼児死亡率が減少し、生後1年未満で死亡していた25万人の命を救え
るとデロイトは予測している。
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インターネット対応端末を用いた遠隔診断等、効率的な治療方法が、
発展途上国の医療従事者のワークスタイルを
変革しつつある
インターネットを介して病院に患者情報を送ることは、移動時間やコストの低減となる。特に地方在住者にとっては利便
性が大幅に向上する。さらに、インターネットは既存の医療機器を補完し機能を向上させる。保健従事者がカメラ付き
携帯電話から顕微鏡に接続して顕微鏡写真を撮影し、中央サーバーに画像を送信すれば、そこにアクセスした医師が、
マラリアや結核等の疾病を診断することも可能だ。
患者への受診喚起や服薬管理を目的に設計されたモバイル・インターネットアプリを使って、病気の治癒率を改善する
こともできる。この種のサービスを通じて治療法の順守率を上げることで、結核やHIV／エイズ等の患者生存率の向上
が期待できる。発展途上国でのインターネットアクセスが拡充すれば、250万人以上のHIV／エイズ患者の生存率が向
上する可能性があるとデロイトは予測している。

インターネットを利用した教育機会の拡大
インターネットは、教育資源へのアクセス拡大と知識共有の進展においても、中心的な役割を果たしており、学習機会
やオンライン教材の提供等、教育へのアクセスを向上させている。

インターネット
による
教育資源への
アクセス

インターネット
により
オフライン教育の
質の向上

6

オンライン教材
により
学校の指導力が
向上

教育改善の結果
若年世代の
就職率が向上

教育水準の向上が
社会参加を促し、
経済効果を生む

インターネットアクセスの拡大によって
新たに6億4,000万人もの子供たちが教育を享受できると
デロイトは予測している
インターネットを通じて、中等・高等教育を受けられる機会が増加している。安価で柔軟性に富むオンライン講習は、従
来は発展途上国で学びの妨げとなっていた学費や、長時間労働による学習機会の損失等を解消する。
インターネットは、教師にも専門課程へのオンラインアクセス等、膨大なリソースを提供することができる。発展途上国
でのインターネットアクセスが拡大すれば、優れた費用対効果で教師を養成できるようになり、有資格教師の不足を補
う重要な改善策となる。限られた予算で教育の質を向上させようと懸命に努力を続ける発展途上国にとって、教師や生
徒を支援するICTの活用はとりわけ重要である。
インターネットは、学生と教師、双方に膨大な学習リソースを提供する。オンラインでの学習や相談の機会を設けること
によって対面授業を的確に補完する絶好のツールでもある。学生は、場所の制約を受けることなく、オンライン教材や
テストにアクセスできるようになり、従来発展途上国では入手不可能だったり、高価過ぎて一般的に手が届かなかったり
した教材に替わるものが、インターネットにより容易に手に入れることができる。
発展途上国で実施される教育支援を目的としたICTのイニシアチブやプログラムは、豊富な知識へのアクセスというメ
リットを併せ持っている。これらの活動は、まだ初期段階にあり、改善の余地は大きいが、ICTを取り入れた教育は、現時
点でも生徒の学力向上に一定の成果をあげており、適切な指導と組み合わせたICTは、教育の補完手段として有効であ
るといえる。例えば、コンピューター学習は、数学の学力向上に顕著な影響をもたらし、この学習法を導入した学校に
通った子供たちは未導入校の子供たちよりも数学の成績が向上したという調査結果が出ている。
教育をより広範で身近なものにするためには、インターネットをさまざまな手法と組み合わせることも必要である。例
えば、カリキュラムや教師対生徒比率の改善等、的を絞った教育政策をインターネットと組み合わせられれば、教師の指
導レベルと生徒の学力向上、雇用改善にまで効果が及ぶと考えられる。
教育水準の向上は、個人の収入や健康状態だけでなく、経済全体にも好循環をもたらす。インターネットが学習者の協
働を促進し、自律的な学びとアイデアの循環を生み出す可能性をもつことも極めて重要である。

インターネットによる公共サービスの改善、社会の調和、デジタル化の促進

ICT技術は、長年、個人や組織による政治・経済・社会的プロセスへの参加等、社会の結び付きを促進するものと見なさ
れてきた。ICT技術が社会参加を促す方法として、ICTのインフラストラクチャに立脚した効果的な公共サービスと、デ
ジタル化が進められてきた。ここでいうデジタルとは、すなわち、人々のIT活用力を意味しており、防災や食の安全、環
境をはじめ、市民運動や地域振興、そして自己表現や平等主義に至るまで、あらゆる次元に及んでいる。
行政は、オンラインによる情報伝達とアラートシステムの導入によって、災害救助対策の強化が可能となる。インター
ネットは、クラウドソーシングによる救助活動も可能にする。例えばフィリピンで台風が発生した際、被災者、目撃者、救
助者がウェブを活用し、無償のソフトをダウンロードしてインタラクティブな災害マップを作成したことで、被災者の混乱
が緩和された。
インターネットアクセスの拡大によって、地域社会の繋がりが強化され、社会的マイノリティにも行政の手が差し伸べられ
ている。例えばウガンダでは、登録担当官がインターネットを経由して、地域の病院から出生届を送信できるようになった。
世界中の人々が、インターネットを介して自分の意見を表明できるようになった。ソーシャルネットワークを通じて社会
と一体感を持ち、より積極的に地域や世界と関わるようになっている。インターネットアクセスの拡大は、個人が情報を
発信する機会を飛躍的に増大させた。例えば、ボイス・オブ・アフリカ・プログラムでは、ジンバブエ、マラウイ、ウガンダ、
南アフリカ等、異なる国や地域の若手レポーターに、それぞれの地域に関連性の深いテーマを選んでもらい、インター
ネットを通じたビデオニュースの制作、配信のトレーニングの機会を提供した。
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政府は、医療、教育、その他公共サービスの提供における
インターネット活用の重要性を認識し、地域社会の革新的な
ソリューション開発への投資を促進すべきである
進むべき方向
インターネットは、既に発展途上国の人々の生活に大きな変革をもたらしており、今後もインターネットアクセスが拡大
すれば、それだけ多くの便益が創出される。インターネットは医療、教育、防災等の基本的なサービスの提供を改善さ
せ、経済・社会の発展、そして生活水準の改善をもたらした。インターネットは社会貢献度の高いサービスに活用できる
ことを考えると、致死率の高い病気の撲滅や教育の完全普及等の国連ミレニアム開発目標に対しても有用な推進力と
なる可能性がある。
インターネットは市民と企業の枠を超えた情報循環を可能にし、世界中の経済構造を根本から変革する力を持ってい
る。多くの国々の産業構造は、依然として農業と天然資源を基盤としているが、インターネットは知識経済への道を切り
開くことを可能にする。発展途上国におけるインターネットアクセスが拡大されれば、国民と企業は専門性を高め、新し
いビジネスモデルに適応する柔軟性を育み、経済域内の職業構造も徐々に変化すると考えられる。発展途上国は先進
国で既に衰退した技術を回避し、インターネット対応端末を利用して、国家の需要に即した創造的なソリューション開発
を行うことも可能となる。さらにIT業界ではベンチャー企業の増加に伴って高度専門職への需要も高まると考えられる。
インターネットが地方にもたらす効果も非常に大きい。地方に十分な情報が行き届かなかった時代は、より大きな市場
や多様な雇用機会にアクセスすることは困難であった。しかし、モバイルとインターネットベースのアプリケーションを
活用すれば、地方にいてもビジネスサービスを提供することが可能である。都市と地方の格差を解消し、地方経済を活
性化させるためには、インターネットアクセスの拡充は不可欠なのである。
しかし、発展途上国や貧困地域、農村や遠隔地にインターネットアクセスを拡充させるにはまだ時間がかかるだろう。最
大の障壁はモバイル通信費用であり、農村や遠隔地におけるサービスの利便性が極めて制限されているのが現状であ
る。さらに、通信インフラを支援する投資への厳しい規制が負の影響を与えていることも多い。
社会的、経済的発展を可能にする「触媒」としてのインターネットの重要性を認識するならば、異なる分野における関係
者全員が連携して、インターネットアクセスを拡充する努力をしなければならない。経済的、そして社会的便益を提供す
るためには、政府やグローバル規模の組織、NGO、広域通信事業者、そしてテクノロジー事業者等がパートナーシップ
を結ぶべきなのである。
「Internet.org」とデロイトは、この研究が経済・社会的発展についての核心的議論の始まりに過ぎないと認識してい
る。インターネットアクセス拡大の重要性に焦点を当てた本報告書は、インターネットアクセスの障壁について論じる一
連の調査報告書の序章であり、政策、技術革新、進歩、ビジネスソリューション、イニシアチブ等についても論じている。
われわれは、参加者を募ってこの議論を進め、インターネットアクセス拡大に向けた活動方針を提案していきたいと考
えている。
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1. インターネットアクセスの拡大による
発展途上国の変革
インターネットは先進国の生活を劇的に変え、経済と社会に多大な便益をもたらした。発展途上国
においてもインターネットアクセスが拡充すれば、経済および社会の加速度的な成長が期待でき、
同時に資源依存型経済からの脱却と知識経済への転換が可能となる。
世界人口70億人のうち、インターネットアクセスが可能な人口はわずか27億人に過ぎず、残りの43億人はアクセスが
困難であり、また大半は発展途上国で生活している。また、インターネットアクセスの機会を持たない人々は、世界の中
でも貧困と不平等に最も苦しんでいる層でもある。1
インターネットアクセスの拡大は、先進国で得られているような便益を、発展途上国を含むより多くの人々と分け合うこ
とである。新しいコミュニケーションのあり方、ビジネスモデルそして産業を創出し、企業と労働者の業務効率改善等、
既に先進国が経験しているような大きな変革が発展途上国においても期待できる。ソーシャルメディアやサーチエンジ
ン、オンラインマーケットプレイス等が登場したことで、様々なオンラインプラットフォームが現実の諸活動と結びつき、
生産性を向上させ、経済成長や事業創出が促進されていくだろう。現在では多くの国々の政府が、インターネットアク
セスの拡大が経済の活性化と社会の発展に寄与するものと捉え、大胆な投資計画を構想している。米国のナショナル・
ブロードバンド・プランやヨーロッパのデジタル・アジェンダがその代表である。
発展途上国におけるインターネットアクセス拡大の効果は、先進国並みあるいはそれ以上の可能性を秘めている。フェ
イスブックは、世界的なパートナーシップとして「Internet.org」を立ち上げ、すべての人に対して、物理的にもコスト的
にもインターネットアクセスを可能にすることを目標としている。
同機関の委任により、本調査ではインターネットアクセスの拡大により発展途上国でどのような変革が起き、様々な次
元でもたらされる経済的、社会的価値を検証し、その重要性を確認することができた。また、インターネットアクセス拡
大に向けた対策が一切取られなかった場合の影響や、インターネットアクセスの拡大によって知識経済に移行する際に
起こり得る所得格差、貧困、保健等の問題についても予測している。
「Internet.org」とデロイトは、インターネットアクセスと経済的、社会的成長の関係が、動的な性質を持つものと認識し
ている。個人の所得水準とも関係があり、インターネットにアクセスして所得を増やすには、接続コストを賄うことので
きる所得水準の成長も求められる。インターネットは生活必需品そのものではなく、人々が距離や文化的背景に関わら
ずコミュニケーションを図り、知識や情報を分かち合い、変革に繋がるイノベーションや行動を促進するために有効な
ツールである。また、医療、教育、防災等の基本的なサービスの提供を補完する役割を果たし、社会的、経済的な豊か
さをもたらし、生活水準を大幅に向上させるための手段なのである。
本報告書は、
「Internet.org」が実施しているインターネットアクセスに関する一連の調査の一部であり、インターネット
アクセス拡大に対する既存の障壁や、政策、技術革新、ビジネスソリューション、そして様々なイニシアチブについて論
じている。最初に、インターネット普及率と彼らの社会経済的特徴、また先進国と同水準までインターネットが普及した
場合の総インターネット人口の予測から、世界のインターネットアクセスの現状を読み解いている。
（第2部）
その次に、インターネットアクセスの拡大がもたらす潜在的な経済効果について、所得水準の向上、新規雇用の創出、
その他様々な側面から分析を行い（第3部）、医療、教育、そして社会参画に及ぼす影響について論じている（第4部）。
そして結論として、発展途上国におけるインターネットアクセスの拡大に対する障壁および障壁を排除するための施策
について論じている（第5部）。
本調査は、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジア、インドの4地域に対象を絞っている。これらの地域には、インターネッ
トの普及によって実現し得る多様な成長の可能性があるものの、コストとインフラの両面で多くの障壁が残されてい
る。中東、中国等の地域は、固有の経済的地位を確保していること、国家財政に十分なインフラ投資を引き受ける力が
あることから対象外とした。次図は、各地域のインターネット普及率、人口、GDPを地域と比較したものである。
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ヨーロッパ
インターネット普及率：68%
人口：700百万
GDP：21兆ドル

北アメリカ
インターネット普及率：82%
人口：350百万
GDP：19兆ドル

中国
インターネット普及率：45%
人口：14億
GDP：9兆ドル

ラテンアメリカ
インターネット普及率：45%
人口：600百万
GDP：5.8兆ドル

アフリカ
インターネット普及率：20%
人口：11億
GDP：2.1兆ドル

インド
インターネット普及率：13%
人口：12億
GDP：1.8兆ドル

出所：ITU世界通信事業者データベースとIMFデータに基づきデロイトにて試算
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東南アジア
インターネット普及率：21%
人口：800百万
GDP：2.3兆ドル

2. 世界におけるインターネットアクセス
の現状
先進国では広く普及しているインターネットだが、アクセスの機会を持たない人々は今なお40億人
を超える。彼らのほとんどが貧困と不平等に最も苦しんでいる層である一方、インターネットの普及
による経済的、社会的便益が最も大きく見込める層でもある。
先進国経済2において、インターネット3は広く普及している。2013年4の普及率は75%近くに達しており、技術の進歩
によってコストが下がり、品質は向上し続けている。消費者は固定回線、モバイル通信、Wi-Fi等から接続手段を選択す
ることができ、高速ブロードバンドも広く普及している。
図1：世界のインターネット普及率（2013年）

80%

74%

60%
45%
40%

20%

0%

20%

21%

アフリカ

東南アジア

13%

インド

ラテンアメリカ

先進国

出所：ITU世界通信事業者データベースとIMFデータに基づきデロイトが試算

一方、先進国とは対照的に、本調査が対象とした発展途上国ではインターネットアクセスが可能な人口は約38億人中8
億人のみであり、2013年のインターネット普及率は22%にとどまった。これらの地域では、主にモバイルを介して通信
やインターネットアクセスが行われており、固定回線を利用できるのは全人口の3%程度でしかない5。これらの国々で
は、近年モバイル通信がかつてない成長を遂げており簡易式携帯電話の利用者が増加しているものの、3Gや4Gのよ
うなモバイルインターネット回線は、モバイル通信全体の25%以下6にとどまっている状況である。
インターネットアクセスの機会を持たない人々は、貧困や社会参加への制限等の困難に直面している。中でも、所得水
準はインターネットアクセスを妨げる最大の要因と考えられ、インターネット普及率が極めて低い国々と、1人あたり

GDPが最低水準の国々とはほぼ一致している。例えば、インドではインターネット普及率は5分の1で、1人あたりGDP
はヨーロッパの約20分の1である。また、アフリカではインターネット普及率は北米の約4分の1で、1人あたりGDPが
ほぼ20分の1となっている7。
インターネットアクセスが困難な人々は一般的に低所得層であるため、医療、教育、社会参画等、社会経済的な面で不
利な立場になっていることが多い。最も開発が遅れている国々は多くの地方人口を抱えており、広範で手頃な価格の
インターネットアクセスが実現すれば、極めて大きな便益を受けることができると考えられる。
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図2：インターネットアクセスと1人あたり所得
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出所：ITU世界通信事業者データベースとIMF数値（2012年現在）

発展途上国のインターネット普及率が先進国と同水準に達した場合、経済や社会はどう変化するか
発展途上国におけるインターネット普及率が、現在の先進国と同水準の約75%8に達した場合、インターネットユーザー
数は8億人から30億人と、3倍以上の規模に増加する。またその場合、新たなインターネットユーザー22億人のうち、7
億人がアフリカ、2億人がラテンアメリカ、13億人がアジア地域に分布することになる。
図3：発展途上国でインターネット普及率が75%に達した場合のユーザー数
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■アフリカ

出所：ITU世界通信事業者データベースとIMF・デロイト分析
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■インド

普及率75% ― 5年後
■ラテンアメリカ

本調査報告書における経済的、社会的インパクトの予測は、上述のシナリオに基づいて展開されている。同シナリオは、
特定の国におけるインターネット普及率による影響よりも、先進国、発展途上国間のインターネット普及率のギャップに
焦点をあてて構築されている。また、発展途上国でのインターネットリテラシーが、先進国のそれを完全に反映したも
のになる可能性については言及していない。
新規ビジネスモデルの登場や技術の進歩によってインターネットへのアクセス環境が大幅に改善されない限り、このよ
うな普及率は短期的には達成できない可能性が高い。世界銀行やITU等の国際機関は、インターネット普及率の予測を
発表していないものの、シスコ社9によれば、今後数年でインターネットの普及率が大幅に上昇することは考え難いとさ
れている。
本調査で提示される経済的、社会的影響の予測は、インターネットの普及に向けた施策が与え得る漸次的なインパクト
を表している。このシナリオは、経済や業界の分析に基づいており、調査対象地域における今後5年間のインターネット
ユーザーが、30%近く増加するものと想定している。普及率は、アフリカ23%、インド16%、東南アジア26%、ラテン
アメリカで50%以上と試算している。本調査報告書は、インターネットを当初の予想よりも速いペースで普及させるこ
とが、どのような付加的なメリットをもたらすのかについても示唆している。経済的インパクトの予測は、対象期間5年
以内に望ましい普及水準に到達することを前提としており、特に明記がない限り、年単位で報告を行っている。また、そ
のインパクトをモデル化するために必要なインターネットユーザーの増加は、いかなる技術の制限も受けないと考える
ものの、基本的にはモバイルブロードバンド通信の普及や、発展途上国で既に起こっている2Gテクノロジーの普及、ま
たこれらの国々の、特に地方をはじめとした各地域の固定回線インフラ不足の解消等が前提となっている。
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3. インターネットアクセスの拡大による
経済的インパクト
発展途上国は、インターネットアクセスの拡大によって経済成長を実現する機会を得るだろう。情報
へのアクセスは、人々とビジネスを結び付け、新たな市場を開き、経済を根本から改革し、成長への
基盤となるだろう。
発展途上国の経済状況は、依然として先進国に遅れをとっている。途上国の経済基盤は今でも農業や漁業、天然資源
であり、気候変動や環境問題の影響を受けやすい。また、先進国に比べて生産性が低く、特に農村や遠隔地では貧困が
深刻な問題となっていることが多い。
インターネットアクセスの拡大は、こうした地域に多大な経済的便益をもたらし始めている。情報の力に後押しされるよ
うに、経済成長は促され、生産性向上や雇用創出によって何百万人もの人々が貧困から脱却している。農漁業や小規模
事業、また消費者も、モバイル技術やインターネットサービスの導入によって効率化が進み、利益を獲得するための新
しい仕組みを構築し始めている。
インターネットは、経済成長をどのように発展させるのか。第3部では、学術論文やケーススタディに基づく予測を行い、
発展途上国においてインターネット普及率が先進国と同水準まで達した場合、それが所得水準、雇用創出、貧困脱却、
各産業分野等に与える影響について考察する。

3.1 経済全域での生産性向上
インターネットは、膨大な情報へのアクセスを可能にし、それによって市場の生産性向上や効率化が進む。様々な情報
は、モバイルデバイスを通じて送信することができ、物理的な移動時間やコスト削減により業務の効率化が可能となる。
インターネットアクセスの拡大に伴ってアイデアの伝播は加速し、ユーザーは世界規模で最新の研究結果や技術を利用
することが可能となる。インターネットアクセスの拡大は、参入障壁の緩和、業務処理コストの削減、そして透明性の増
幅に寄与し、市場の効率化に直結する。

生産性

モバイル通信のように多大な影響力を持つICT技術が生産性にもたらす変化は、数々の研究の中で指摘されている。
デロイトとGSMAは、モバイル通信の利用状況が発展途上国の生産性に及ぼす変化について調査を実施した。労働力
や資本等のインプットに基づく「生産性」は、
「効率化の度合い」を示す重要な指標と考えられ、経済における技術的な
ダイナミズムの測定基準として捉えることができる。この調査に基づき、デロイトは発展途上国のインターネット普及率
が先進国と同水準に達した場合、長期的な生産性が約25%向上すると予測している。このような効果は、生産性ある
いはインターネット普及率が依然として低い地域ほど顕著である。地域別の長期的な生産性はインドで約31%、アフリ
カで約29%、東南アジアで約26%、そしてラテンアメリカで約13%向上することが見込まれる。
インターネットアクセスの拡大は、さまざまな産業分野の生産性向上を可能にする。例えば、農業分野にモバイル技術
やインターネットを導入することで、気象情報、疾病予防、最新の栽培方法、家畜の個体識別管理等、重要かつ多岐にわ
たる情報へのアクセスが可能となり、農家の収入は約33%10も向上する余地がある。発展途上国全体における労働人
口の約40%は農家11であり、特にアフリカ地域では約60%を占める12。こうした生産性の向上によって、小規模小作農
に携わる3億6千万人もの人が便益を受けることになる13。
インターネットや携帯電話を通じて市場や価格に関する情報を入手できれば、小規模農家は費用のかかる仲買業者を
介することなく、市場に直接アクセスすることが可能となる。また、こうした便益は農家に限ったものではなく、物価が
下がって安定すれば、地域住民全員のメリットにも繋がる。
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事例： インドのケララ州では、携帯電話を介して気象情報や卸売価格の情報を活用した結果、漁業従事者の利益が約

8%増加し、消費者売価は約4%値下がりした14。
事例： 一方ブラジルでは漁業従事者が3G対応のモバイル端末を持ち、位置情報から気象情報までリアルタイムに更
新される専用ソフトを利用して漁業従業者の安全確保に取り組んでいる。更に、市場価格や需要に関するデータ
を逐一アップデートすることで、マーケティング精度の向上も図っている。
発展途上国の都市部におけるこうしたプラスの影響は、先進国よりも潜在的に大きい。なぜなら、市場が機能する上で
必要な物理面や運用面のインフラが不十分であるため、伸びしろが大きいからである。

3.2 中小企業とイノベーションを支えるインターネットアクセス
発展途上国のSMEもインターネットアクセスにより多大な便益を受ける。業務処理コストの削減や距離的な制約排除
によって参入障壁が取り除かれ、より大きな市場に手が届くようになるのである。
事例： ベトナム、メキシコ、マレーシア、アルゼンチン、
トルコ、台湾、ハンガリー、モロッコ等の国々で、インターネット
を利用したSMEが平均11%の生産性向上を達成したとされている15。

オンライン・モバイル
バンキング

インターネットは、見込客の拡大、コストの削減、時間の短縮等、SMEの成長を様々な形で支えている。例えば、モバイ
ルやオンラインバンキングによって仕入先への支払いが容易になり、従来の銀行手続きに必要だった手間が削減でき
る。例えば、従業員3人未満の事業が過半数を占める16アフリカのサハラ以南地域では、従業員がわざわざ業務から離
れて銀行手続きに行く必要がなくなった。またアフリカの「Mペサ」は世界有数のモバイル送金支援システムだが、新
たな雇用を生み出すだけでなく、必要な時にいつでも利用できる売上管理方法として、小規模事業の拡大17に繋がって
いる。オンラインバンキングは、経済成長を支えると同時に、ビジネスチャンスを発達させる潜在力を秘めている。
事例： カンボジアでの銀行口座保有者数は、人口1,400万人中50万人程度に過ぎない。そんな中、
「ウィングモバイ
ル」はモバイルバンキングによって、新たに26万人に金融サービスを提供することに成功し、その殆どは、1日の
収入が3ドル以下の人々18である。

イノベーション、
テクノロジーハブ

インターネットはイノベーションを支援し、新規事業創出の機会をもたらす。インターネットアクセスの拡大は、発展途
上国にラゴスやバンガロールのような「テクノロジーハブ」を形成するのに役立った。今日ではこのようなハブは、イノ
ベーターや起業家がアイデアを分かち合い、世界中の投資家との関係性を構築する一助となっている。そこから新た
な産業が生まれ、経済成長や雇用の起爆剤ともなっている。また、これらの新規産業は技術主導型で高い専門性が求
められるため、結果的に高賃金の人材需要の増加にも繋がる。
インターネットは、インドのバンガロールでも見られるような、都市の発展において中心的役割を果たした。インド国内
のIT企業の約40%が、同市に集中している。また同市は、スキルのある技術者を求める企業のアウトソーシングハブと
してだけでなく、大手の国際的IT企業、及び国内企業の研究開発部門の拠点にもなっているため、雇用や成長機会にも
恵まれている19。積極的な投資やイノベーションに重きを置く風土が多くの新規事業を成功に導き、テクノロジー・エコ
システムを実現させている20。
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デロイトは、イノベーションが先進国や発展途上国の経済に与えるインパクトについて調査を実施しており、近年では、
ロンドンのテクノロジー、メディア、通信産業がイギリス国内GDPの8%以上を占めていることが判明した。こうした産
業によって、クリエイティビティとテクニカルスキルを兼ね備えた人材が育成され、官学協業の推進、技術系企業の資金
調達の向上21が起きていることも判明した。一方別の調査でも、発展途上国市場におけるテクノロジーや通信分野の雇
用創出が、企業と人材のバリューチェーンを全国規模でつくり出せることが明らかになっている。例えば地方でサポート
サービスの需要がある場合には、現地採用を実施するなどである。
政府主導の投資イニシアチブが、技術由来のイノベーションの促進に有効であることも証明されつつある。ルワンダの
ように、インターネットアクセス拡充のためのインフラ投資を戦略的に実施した国では、国内投資が増加している。バン
ガロールのあるインドのカルナータカ州では、ICT開発を支援する行政ポリシーがバンガロールハブ22の成功に貢献し
ている。また、コロンビアのように、政府がインターネットアクセスの拡充やマイクロビジネスのインターネット活用に
重点的に投資をした国では、エレクトロニクス産業人口の顕著な増加が見られる。その人口は世界でも第6位となり、電
子政府の活用レベルではラテンアメリカ、カリブ海地域で第2位にまで躍進した23。

SMEの経営負担軽減や投資支援を目的とした様々な政策や事業活動は、バンキングに代表されるモバイル・インター
ネットベースのアプリケーションやイノベーションハブの成功を補完して、企業に更なる利益獲得への道を開き、地域経
済を発展に導いている。便益向上のために克服しなければならない課題はまだまだあるが、インターネットアクセスの
拡大は、発展途上国全体の経済構造を根底から変革する力を秘めている。

3.3 インターネットアクセスの雇用改善効果
インターネットは、様々な形で新規雇用を創出している。テクノロジー企業が雇用を創出し、これらのテクノロジー企業
を支えるエコシステムの拡大が間接的に雇用を惹起している。前者の例としてはネットワーク事業者や保守事業者、後
者としては広告等の専門的サービス事業者が挙げられる。重要なのは、インターネットには圧倒的な雇用創出の可能性
があるということだ。上述のバンガロールのケースのように、専門性の高い人材への需要が増加すれば、賃金上昇や労
働者の権利拡大に繋がっていくことが考えられる。
発展途上国におけるインターネットアクセスの拡大が雇用の増加に与える影響は、ITUによって分析されている。この
分析に基づくデロイトの試算では、インターネット普及率が先進国と同水準に達した場合、1億4,000万人の雇用が創
出され、現状比約9%の増加が見込めると予測している。雇用の大半は、インターネット普及率が急上昇する貧困地域
で創出され、アフリカでは少なくとも4,400万人、インドでは6,500万人に達する見込みである。
インターネットには雇用創出のみならず、専門性の高い人材の需要を増やし、労働者の責任と自律を高める24働きもあ
る。こうして知識経済への移行が推進され、情報技術やそれに付随する組織変更に投資した企業は、他社に先駆けて生
産性の向上を実現している25。

3.4 インターネットアクセスが促す経済成長
インターネットアクセスの拡大は、経済全般にわたる生産性向上やイノベーションをもたらし、更なる経済成長に繋がっ
ていく。その成長はインターネットサービス関連業界の発展に寄与し、やがて市場全体の需要、消費、税収等を刺激す
るといった波及効果も期待できる。
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情報の伝達速度や質の向上により
業務処理コストを低減

インターネットアクセスが
労働と資本の生産性を強化

情報共有

人材育成
人材登用と専門性向上

イノベー
ション

新たな組織モデルや
ビジネスプロセスを適用

起業
金融資本への
アクセス
起業やビジネス拡大、新規市場開拓

モバイルバンキング等のサービスに
より金融資本へのアクセス増強

インターネットの普及と経済成長との関連性は、多くの研究で調査されてきた。世界銀行の調査では、発展途上国でブ
ロードバンドの普及率が10%上昇すると、1人あたりGDPが1.3%上昇するといった結果も発表されている。この結果
に基づけば、発展途上国の個人の所得水準は飛躍的な増加を遂げる可能性を持っていると考えられる。一方デロイト
も、インターネットアクセスの拡大は、発展途上国において一人あたり年間450ドルから630ドルの価値を持つと見込
んでいる。これは、1人あたり平均所得が約15%も増加することを意味している。アフリカやインドのように個人所得が
低水準にある地域では、インターネットの波及効果が最も高いと予測され、1人あたりの所得は21%から29%増加する
と見られている。

GDP成長

上記の結果と人口増加の予測を元に、デロイトは発展途上国でのインターネットアクセスの拡大は、同地域のGDPを

2.2兆ドル（約15%増）押し上げる経済効果があると試算している。東南アジアとインドでは、追加経済効果がそれぞれ
約0.6兆円、アフリカで、0.5兆円以上増加すると見込まれる。発展途上国全体での、GDP上昇率は72%以上にも及び、
GDP成長率の倍増が期待されるインドを筆頭に、アフリカでは92%増、東南アジアでは75%増と続く。これらの数字
は、IMFから入手した今後数年間のGDP予測と比較した数値である。また、特にインドのように経済成長が今後急激に
減速すると予測される国や地域において、インターネットアクセスの拡大こそが成長を促進させ得る力を持っていると
も考えられる。

3.5 極度の貧困を脱却に導く知識経済
インターネットアクセスの拡大は、発展途上国の経済構造に根本的な変革をもたらす。農業や天然資源に依存している
多くの国々の経済を、情報を分かち合う知識経済へと転換していくのである。その場合に鍵となるのは、資源へのアク
セスそのものではなく、スキルやナレッジである。つまり、個人と企業がそれぞれ専門性を高め、新しいビジネスモデル
やメソッドを取り入れていく柔軟な姿勢が必要になるのである。ソフトウェア開発等の分野における様々な需要が増え、
イノベーションが活発化し、新技術を持つ企業が創出されれば、高度専門人材の需要も自然と高まることになる。
情報へのアクセス、起業・雇用機会の拡大、またその結果としての収入増加等により、極度の貧困から脱却できると考え
られる。
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極度の貧困からの
脱却

インターネットアクセスの拡大を契機とする急激な経済成長の結果、1日あたりの収入が1.25ドル未満の人口を、現在
の3分の2にまで削減できると考えられる。つまり、インターネットアクセスの拡大は、国連ミレニアム開発目標が掲げる
「貧困と飢餓の撲滅」に大きく寄与できる可能性を示唆している。
前述のようなインターネットアクセスの拡大に起因する収入増加によって、デロイトは約1億6,000万人が極度の貧困か
ら脱却できると予測している。この効果の大半はアフリカで起こると予測され、約1億2,000万人が極度の貧困から脱
却し、その貧困水準は30%低下すると試算している。同大陸は、他地域と比較しても極度の貧困の発生率が高いが、1
人あたりGDPの増加を実現できれば、それだけインパクトも大きく、貧困層が大幅に減少すると考えられる。同様の効
果は比較的発展した地域でも見られる。ラテンアメリカでは300万人、東南アジアでは2,000万人がインターネットア
クセスの拡大によって極度の貧困から脱却できる可能性を持ち、こうした地域における貧困水準は約28%低下すると
予測される。
インターネットアクセス拡大の効果は、地方社会ではとりわけ重要であり、技術革新がもたらすインパクトは、農業分野
だけにとどまらない。情報循環に制約がある社会では、広範な市場や幅広い雇用機会へのアクセスが制限されるが、イ
ンターネットベースのアプリケーションを活用すればアクセスが可能となる。インターネットは、地方の活動支援を行う
開発機構にとっても価値がある。マーケット情報の提供、地域に密着したアプリケーションやサービスの開発、開発戦略
を成功に導くナレッジの提供、組織における取り組みの効率化、観光誘致を目的とするマーケティングツールとしての
利用、小規模第二次産業や自営業の製品マーケティングへの活用等、多岐にわたる経済活動が実現可能となる。さら
に、インターネットは地方のNGO等の組織にもグローバルで活躍する機会を与え、活動資源や情報をオンラインで発
表したり、電子メール26を利用した寄付や支援の募集を活発化することも可能となる。インターネットアクセスの向上
は、都市と地方との格差を是正し、地方経済の成長に刺激を与える上で重要な役割を担っているのである。
図4：インターネットアクセスの拡大による、地域別の経済的インパクト

GDP成長率の
増加率

1人あたり
年間GDPの増加
雇用増加
極度の貧困減少
（ %）

アフリカ

ラテンアメリカ

インド

東南アジア

92%

37%

110%

75%

$450

$630

$500

$630

4,400万

500万

2,700万

6,500万

-30%

-13%

-28%

-16%

出所：IMF、ILO、世界銀行、デロイトによる分析
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4. インターネットアクセスの拡大による
社会的インパクト
インターネットアクセスの拡大が発展途上国に及ぼす影響は、経済成長のみにとどまらない。適切
な情報へのアクセスは、医療から教育、社会参画に至るまで幅広い社会的便益に繋がり、それによ
り生活水準の向上や社会参画に役立つスキルの習得も可能になる。
社会的発展と社会参画は、多くの発展途上国における主要課題である。インターネットは前述した経済的貢献に加え、
適切な情報へのアクセス、公共サービスの拡充、医療や教育の成果向上、社会参画の促進等によって、発展途上国で暮
らす人々の生活を向上させる可能性を持っている。インターネットは既に発展途上国の医療、教育、災害救助に効果を
上げており、先進国とは異なるニーズに沿って進化した使い方をされているケースも多い。
インターネットアクセスの拡大は、公共サービスの補完や利用率向上という形で、国連ミレニアム開発目標が定めた最
貧国の社会、経済状況を向上させ、国家の発展を促すという目標の有用な推進力となる可能性を示唆している。また
それは、貧困や飢餓、教育、男女平等、小児医療、母子保健、HIV／エイズ、環境、地方行政とサービス提供者との協働
等、多岐にわたる領域において貢献している。
第4部では、インターネット普及率が現在の先進国と同水準に達した場合の、発展途上国の社会的発展に及ぼす影響を
考察する。

4.1 医療への影響
発展途上国では、基本的な医療サービスの不足によって年間何十万もの人が死亡しており、依然として重要な課題と
なっている。インド、東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ27における小児死亡者数は2012年には合計350万人を超え、
発展途上国の妊婦死亡率28は、2013年時点で先進国の15倍29であったとされている。先進国と発展途上国との平均
寿命の格差30に関する原因は、80%以上が伝染病によるものと考えられている。
こうした死亡や疾病による被害の一部は、基本的な医療情報とサービスの整備により著しく改善できる可能性が高い。
しかし、発展途上国では財源及び人材の不足に加え、健康増進のための正しい知識が普及していないことも事実である。
インターネットを通じて患者や医療従事者に有益な情報を提供することは、疾病発生の抑制に繋がる等、健康という観
点から社会の質を高めることに寄与する。モバイルやインターネット技術の普及は、医師の移動時間短縮や業務の効率
化を促進し、患者と医療従事者の行動を改善させる可能性を持つ。オンラインで診察日や投薬日を個別に通知し、医療
関連情報を入手し、患者と医師、またはお互い離れたところにいる医師同士の連携を可能にすることで、医療サービス
に便益がもたらされる。

情報

患者と
医療従事者が
オンラインで
情報にアクセス

予防

健康への
意識向上により
疾病の発生を
抑制

診察

新技術により
遠隔診断を
実現

治療

医師による
効果的な
治療の提供

モニタリング

治療中の
患者への
支援・
モニタリング

従来の医療インフラではサービス提供が困難であった地域でも、患者の健康状態に関する情報を遠隔で病院と共有し、
適切な治療を提供することが可能となるため、このインパクトは地方社会で特に顕著となる。既に多数のeヘルスイニ
シアチブやパイロットプロジェクトが始まっており、地域単位での便益は既に実証済みで今後はより大きな人口を抱える
地域においても持続可能な便益の提供が期待される。
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4.1.1 患者と医療従事者に、より高度な知識を提供
医療情報やサービスを提供するオンラインアプリケーションにより、特に僻地のコミュニティでは他の手段では考えられ
ないほど有益な効果を得ている。患者も医療従事者も、インターネットを通じてタイムリーに必要な情報やツールを入
手できるからである。

救われる命

先進国ではインターネットが医療関連の重要な情報源であり、疾病予防に関する情報が提供されることで生活習慣・服
薬行動の改善にも繋がっている。また、インターネットを介した「啓発」によって、伝染病全般への感染率が低下31したこ
とも確認されている。例えば英国のある研究では、健康リテラシーの低い人の死亡リスクは、健康リテラシーの高い人
に比べて最大57%も高くなっているとされている。この研究は調査対象サンプルが少ないものの、健康意識の重要性
を的確に示唆している。この結果を鑑みると、人口の75%にインターネットアクセスが提供されれば、大幅な健康リテ
ラシーの向上が実現され、発展途上国で250万人近くの生命を救うツールになり得ると考えられる。特に、女性や医療
従事者に向けた情報提供には、小児死亡率を改善させる効果が期待できる。インドではインターネットアクセスが行き
届いている農村での小児死亡率は、アクセスのない村より14%も低い。この結果から、発展途上国でのインターネット
普及率が上昇すれば、小児死亡率が7%程度減少すると予想される。より多くの妊婦に、妊娠や出産に関する情報を提
供することで、生後1年以内に死亡する乳幼児が25万人減少すると推察されている。
既に多くのモバイル及びインターネットベースのアプリケーションが、健康リテラシーとその成果の向上に貢献している。
例えば、ノキアの「Life+」はスマートフォン向けの無料ウェブ情報サービスで、18カ国で展開され、栄養学、衛生学、一般
的な疾病の予防策32に関する情報を提供している。
「mHelp」というモバイル技術を活用したサービスもあり、医療従事
者向けにオンラインでのQ&A、
トレーニングの無償サービス、教材等を提供している。こうした活動は特に妊産婦の健康
と小児死亡率、そしてHIV対策に重点を置いており、国連ミレニアム開発目標33の推進をサポートするものと考えられている。

4.1.2 治療法の遵守と管理負荷の軽減
インターネットアクセスの拡大は薬の処方や治療等のサービスの質を向上させ、患者や医療関係者にメリットをもたら
している。

HIV／エイズと
寿命

医療情報の浸透や病気に対する意識の高まりによって、HIV／エイズ患者の治療に不可欠な抗レトロウイルス治療の順
守率が上がる34ことが、研究により判明している。地域差はあるものの、インターネットは治療法の順守率を22%上昇
させる35と見られている。デロイトの予測では、これらの調査結果とHIV／エイズ感染者の公称人数から、インターネッ
トアクセスが患者の意識や順守率に影響を与え、250万人以上の余命を延ばすポテンシャルを持っていると考えてい
る。アフリカは、HIV／エイズ患者比率が他の地域より高いが、インターネットの普及率が人口の75%に達すれば、200
万人以上のHIV／エイズ患者の余命に直接的な改善効果が及ぶと期待されている。eヘルスプログラムが、結核やHIV
／エイズ等の感染症に効果を発揮することは実証されている。実績に基づいて構築したSMSベースのSIMピルは、治
療法を順守しない患者を検出することで、順守率を94%まで上昇させた36。インターネットベースのアプリケーション
は更に高い数値を実現させる可能性を秘めている。
事例： 南アフリカでは、iDartというソフトを用いてHIV患者の抗レトロウイルス治療を支援し、薬品の在庫管理やサプラ
イチェーンに貢献している。2009年以来、毎月30万人のHIV患者の治療がこのソフトウェア37で管理されている。
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4.1.3 遠隔診療による医療サービスの提供
インターネットは、医療スタッフの生産性向上を可能にする。例えば、治療者の移動時間を削減し、患者の情報を病院
に送信して診断を仰ぐこと等が考えられる。WHOが提供する医療従事者数に基づく試算では、発展途上国のインター
ネットアクセスが先進国と同水準に達すれば、更に400万人の医療従事者が健康情報や遠隔診療等によって便益を享
受できると期待されている38。
多くの発展途上国では、顕微鏡や検査技師が不足している。そのことが、診察の遅れや誤診等、人命救助と医療コスト
にマイナスの影響を及ぼしている。モバイルブロードバンドによるインターネットアクセスは、地方在住者が新たなサー
ビスや情報を入手する強力なツールであり、従来の手段に代わる存在となっている39。例えば、ビデオ会議機能を活用
して離れた場所にいる患者と熟練の医師が対話することや、医師同士で研修を実施することが可能となるのである40。
「訓練を受けた地域医療従事者が携帯電話を持ち、治療に関するアドバイスを受信できるようになれば、地方の医療は
改善する。」ジョセフ・ヒメネス ノバルティス最高経営責任者41
また、インターネットは従来のものにとどまらず、最先端の医療機器を補完することも可能であり、今後も更なるサービ
ス強化や対象の拡大も期待できる。例えば、ウガンダの首都カンパラの医療従事者は、顕微鏡画像をカメラ付き携帯電
話で撮影し、セントラルサーバーにアップロードする。一方、臨床医はサーバーにアクセスし、画像からマラリアや結核
等の異なるバクテリアを識別し、診断を下す42ことができる。
図5：地域別に見たインターネットアクセス拡大が健康に与える影響

病気全般
（救われる命）

小児死亡率
（救われる子供）

HIV／エイズ
（生存可能な患者）

アフリカ

ラテンアメリカ

インド

東南アジア

1,000,000

160,000

775,000

460,000

130,000

6,000

85,000

25,000

2,200,000

130,000

200,000

160,000

出所：WHO、世界銀行、国連とデロイトの分析による。但し、結果ごとの影響は累計されていない。
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4.2 教育への影響
教育は人的資源と経済発展の要であり、経済の持続的成長に不可欠である。近年、発展途上国でも急速な改善が見ら
れているものの、依然として初等教育の完全普及は大きな課題であり、教育水準は様々な面で遅れをとっている。

2010年時点のニジェールやマリ等の識字率は約30%に過ぎず、アフリカ全体でも文字が読める人の割合は64%程度
にとどまっている43。これは識字率が概ね95%を超えている先進国からは程遠いと言わざるを得ないレベルである。
教育を万人に広めるには、物理的インフラや、教師の養成、適切な教材等をはじめとした投資が必要だが、インターネッ
トは、不利な条件下で生きる人々に対して、効率的に教育資源を提供し生涯学習をサポートするも有効な手段の一つで
ある。
インターネット学習を通じて読み書きや計算能力、問題解決力を高めることで、雇用機会も増加する。教育の成果が上
がると、個人の収入や健康状態44も、経済45同様に大きく向上する。こうした効果に加え、テクノロジーが協同学習を可
能にすることで、学生の学ぶ力と知の循環に大きな可能性が生じることも見逃せない。

インターネット
により
オフライン教育の
質の向上

インターネット
による
教育資源への
アクセス

オンライン教材
により
学校の指導力が
向上

教育改善の結果
若年世代の
就職率が向上

教育水準の向上が
社会参加を促し、
経済効果を生む

「発展途上国の学生は、今や世界中の一流大学の図書館にアクセス可能だ。失業者は再訓練を受けることで異業種で
の求職活動も可能になる。教師は他の教師が持つ知識や経験に学ぶこともできる。何れもインターネットアクセスによ
り実現可能となり、教育や対話、相互理解の深まりに大きな成果を上げている。」
ハマドゥーン トゥーレ（国際電気通信連合事務局長）
より多くの人に
インターネット
アクセスを

インターネットはオンラインで学習機会や教材を提供する。インターネットは地理的な制約を受けない知識の宝庫であ
り、アクセスさえできれば誰でも利用可能だ。また、従来の学校教育とは異なる方法で容易に教材の入手が可能だ。イ
ンドで実施されている「Hole

in the Wall」イニシアチブでは、生徒に自由にコンピューターを使用する機会を与えたと

ころ、教育面でプラスの影響が見られた46。
世界銀行が発表する就学年齢児童のデータを基にデロイトが実施した予測では、発展途上国のインターネット普及率が
先進国と同水準となった場合、6億4,000万人以上の子供たちがインターネットを通じて現状の4倍もの教育関連情報
にアクセス可能となる47。アフリカで約2億4,000万人、さらにインドでも約2億3,000万人もの子供たちがインターネッ
トによる便益を受けることになるのである。
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高等教育と
オープン・
ユニバーシティ

インターネットは、中等・高等教育の促進にも寄与すると考えられる。近年、発展途上国の初等教育普及率は上昇して
いるが、依然として中等・高等教育の普及率は低い。中等教育就学率は平均55%程度だが、アフリカでは34%である。
また、アフリカの高等教育就学率は10%前後で推移しており、インドや東南アジアでも20%程度である48。中等・高等
教育は、雇用機会や所得水準に大きな影響を与えるが、経済的負担が中等教育就学の大きな障壁となっている49。経
済的負担は授業料のみにとどまらず、労働に充てていた時間を学習に向けることによる機会損失からも発生する。安価
で柔軟性のあるオンラインコースは、こうした学生のニーズに対応している。現在、多くの教育機関や一流大学が様々
な科目のオンラインコースを提供しており、インターネットにアクセスできれば誰でも利用可能となっている。インター
ネットアクセスは、高等教育の便益を受けるための重要な役割を担っている。
発展途上国でも複数の大学が講座を公開しており、ナイロビ大学やタンザニア通信大学等は、大学院の講座までオン
ラインで公開している。タンザニア通信大学の入学者数は、1994年の創設以来8万人を超えた50。

教員の
指導力向上

インターネットは教師等の 専門職養成講座の提供も可能だ。発展途上国では費用対効果の高いこの方法で教師に能
力開発の機会が提供され、有資格教師が不足している地域では特に高い効果を上げている。コストを抑えて教育シス
テムの質を向上させたい発展途上国では、ICTの利用が教師と生徒の支援に重要な役割を果たすと認識されている。
ケニアやインドの事例からは、補助教師のいるクラスの学業成績はそうでない学校よりも良かったため、教師の追加が
教育効果を上げると推察している51。児童対教師の平均比率は、アフリカの小学校では1対39なのに対し、アメリカで
は1対14である。インターネットだけでは教師不足の問題は解決しないが、教師養成方法の改善によって学習効果や質
が向上した事例もある52。教師の質の向上は、生徒の読解や算数の成績にプラスの影響を与える。質の良い初等教育
は、社会経済的に不利な環境を覆すポテンシャルを持っている53。
教師養成プログラムは、学習の原則や指導方法を実演する等インターネットやビデオを活用して、教師が情報と知識を
創造的に活かすことを推奨している。インドのNGO「プラタム」のプログラムでは、学校にICTソリューションを導入する
と同時にそのテクノロジーを利用する教師に向けた研修も実施している54。
事例： 「トレーニング・アンド・ディベロップメント・コミュニケーション・チャネル」はビデオ、ビデオカンファレンス、サテ
ライト技術を活用し、インドの僻地に双方向型通信教育を提供している55。
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書籍と教材

発展途上国が抱える課題の1つに安価な学習教材の不足がある。2007年、教科書保有率85%が望ましいとされてい
た中、南アフリカと東アフリカにおける6年生の保有率は僅か42%であった56。近年のモバイルサービスの拡大を受け
て、オンライン教育イニシアチブがこのギャップを埋めている。例えばインドでは、アッターノとサムスンが幼児から大
学院生までを対象に、電子書籍、テスト、ビデオ等の包括的な学習教材を提供しており、搭載済みのスマートデバイス
や、スマートフォンのアプリストアからダウンロードする形で配布している57。ヨザ・セルフォーンストーリーズが制作した
読者参加型の短編ストーリーは、携帯電話でウェブサイトからダウンロードし、モバイルチャットでシェアが可能だ。ヨザ・
ストーリーを読書教材に採用した学校では、4年間に読まれた本の数が飛躍的に増加し、読み書きの学力強化が実現し
た58。これらは多数の事例のうちのほんの一部であり、発展途上国ではICTアプリケーションを用いた革新的な手法で、
教材不足という障壁を克服している。
教科書が英語版のみで現地語版がない地域では、不利な立場に置かれる学生がいる。例えば、ケニアでカリキュラムと
使用教材の評価を実施したところ、エリートや学力の高い生徒に有利であることが判明した59。インターネットはこのよ
うな地域に現地語の教材を提供し、より多くの学生の成績を向上させる可能性を秘めている。
イノベーションと
ローカル
コンテンツ

インターネットは学習方法を変革する。双方向型が進み、一人ひとりの学生に合わせた柔軟な個別指導が可能となり、
学生は自分のペースで学習できるようになる。パソコンやモバイル機器等の技術のおかげで、時間や場所を気にせず
学習教材やツールにアクセスすることが可能となる。例として、南アフリカには「MoMaths」というモバイル数学教育
サービスがあり、教師と学生に対して双方向型の数学学習教材を提供している。教材はソーシャルメディア・アプリケー
ションと接続されたモバイル型プラットフォームを通じて提供され、仲間同士で助け合って学習する仕組みである60。こ
のイニシアチブの評価を実施したところ、プログラムを利用した学生は数学の成績が大幅に向上し、基礎学力が14%も
上昇した61。
発展途上国では、インターネットによって自国語でのコンテンツ制作や配布が可能になり、そのことが学習機会を高め
ている。アシャンティ・アフリカ・ファウンデーションは、1,000本近い数学と科学のビデオをスワヒリ語に翻訳し、教育と
技術の資材が不足している東アフリカの地方の学校に提供している。スワヒリ語はケニアとタンザニアの国語であり、
世界に1億2,000万人以上の話者がいる62。
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パフォーマンス
と成果

発展途上国で実施されている、ICTを通じた教育支援を目的としたイニシアチブやプログラムは、インターネットによる
知識基盤活用の便益も受けている。こうした努力はまだ初期段階にあり改善が必要だが、これまでの結果から、ICTを
活用した教育は生徒の読み書き、計算能力その他の成績向上に有用であると考察できる。2005年、インドで実施され
た研究では、コンピューターの導入が数学の成績に大きく影響したとされている。コンピューター導入校の生徒は、未
導入校の生徒よりも良い成績を残した63。ICTは、校外でも教育水準の向上や性別による不公平の解消に活用されてい
る。パキスタンでは男女間で読み書きの能力に大きな差があるが、ユネスコが実施したモバイルを用いたプログラムに
よって、幅広い年齢の女性において読み書き能力が向上した。このプロジェクトでは2フェーズを完了した段階で、学習
者の読み書き能力に顕著な進歩が確認された64。

ICTと教育成果との関連は、先進国でも調査されている。教室や教育手法の違い等は考慮されていない65ものの、アメ
リカ合衆国教育省の研究では、オンライン学習と従来型教育の併用が対面授業以上に効果を上げたという指摘がある。
また、イギリスの研究では学校におけるICT利用と成績との関連が分析され、ICTの使用頻度が高いユーザーは、使用頻
度が低いユーザーよりも成績が良いという結果が出た。しかし、これを一般に適用するには更なる検証が必要である66。
国連ミレニアム開発目標の達成を目指すには、教育政策への新たなアプローチが極めて重要である。最近のレポート
では、初等教育と識字の完全普及という目標は達成に至らず、2004年以来進展していないと報告されている。問題は
教育機会だけでなく、質にもある。世界中で2億5,000万人の小学校就学年齢の子供たちが、読み書きや基礎的な計
算ができないと推定されるが、そのうち1億3,000万人は全日制の教育を受けている67。政府はインターネットベース
のアプリケーション開発を支援し、革新的なソリューションによって教育への取り組みを補完し強化すべきである。
インターネットが教育成果に及ぼす影響を評価するには量的な根拠が不十分だが、インターネットはカリキュラムの改
善や教師対生徒の比率向上を実現し、教育の質の向上、学力や習熟度の伸展、そして就職率上昇を増幅させる可能性
を秘めていると考えらえる。
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4.3 社会参画とインターネット
インターネットは先進国の社会構造に大きな影響をもたらす。便益の多くは不可視ではあるが、個人だけでなく、地域
社会規模で強いインパクトを与える力を持つものもある。モバイルとインターネットアクセスが推進する経済的、社会
的変革は、発展途上国が抱える社会課題を解決する力を持っている。

ICT技術は長年、社会参画を促進すると考えられてきた68。つまり、個人や組織単位で、社会の政治的、経済的、そして
社会的プロセスへの参加を促す力を持っているのである69。公共サービス、社会参加、そしてデジタル化の3つの側面
は密接な関係にあり、様々な次元でお互いに結びついている。災害救助、食の安全、環境問題はもちろん、市民運動か
ら地域振興、自己表現や平等主義にまですべて関わっている。
インターネットは、特に地方における行政サービスの効率を改善する潜在力を持つ。処理時間の短縮により、行政機関
の対応能力向上が期待できるからである。

災害救助と
食の安全

インターネットとモバイル技術は、防災意識の啓発、災害に対する備え、警報システムの開発、運用による組織の支援等
に活用されている。自然災害発生時には、ソーシャルメディアを通じた家族や友人との連絡手段となるほか、例えば援助
を行っている場所の確認や最寄りの防災センター、診療所、病院等の検索、また、救助活動への参加にも活用できる70。
また、インターネットは孤立した集落等に食糧やその他の救援物資の情報を提供し、地方自治体と中央政府との連携を
強化する71。
事例： ケニアの企業ウシャヒディ社は無償のダウンロードソフトを提供し、双方向型の災害マップを構築している。マッ
プは被災者や救助者が提供するSMS、eメール、そしてweb経由の情報を基に作成される。フィリピンの台風が
もたらした壊滅的な被害は、こうして地図上に記載された72。災害情報地図は、災害時に救助を受ける方法や情
報入手の場所を提示し、被災者向けの情報源を充実させることで、災害への備えとなる。

市民権

インターネットは、社会的弱者の社会における存在感を与える。これまでメディアに取り上げられる機会のなかった人々
に発言の機会を与え、社会の全構成員の社会参画を促している。例えば、アメリカの研究では、ブログやソーシャルメ
ディアを活用する、或いは政治的課題について知るためにインターネットを利用する高校生は、社会参画の意識が高い
傾向にあることが明らかになった73。
発展途上国や地方においては、投票や市民サービスのオンライン化は業務処理コストを削減すると同時に、事業者や
起業家は納税申告、調達、ペーパーレス取引、税関手続等をオンラインで行える利便性を得られる。インターネットは、
市民が主要な公共サービスの提供場所や利用方法を理解するのに最適なツールである。それを担う政府の電子ソ
リューションはサービス品質や対応力の面で目覚ましい進歩を遂げている74。
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社会参画と
社会連帯

コミュニケーションが密接になって孤独感が軽減され、人間関係が発達することで人々の結び付きは強まっていく。イ
ンターネットは、同じような興味や課題を抱える人同士でコミュニティを形成する機会を与え、家族や親戚の繋がりを支
えることもできる。この働きは、特に自然災害や紛争、伝染病発生時に強くなる。もっと細かく言えば、出生届のオンラ
イン提出が可能になる等、基本的な地域サービスの充実に繋がるとも言える。
事例： ウガンダでは、モバイル技術を利用した人口動向記録システムによって、農村と戸籍登録機関間の通信インフラ
の欠如を克服しようとしている。例えば、webベースのアプリケーションで接続された地方の病院を経由して、
農村の役場が出生届を携帯電話で受信できるようになったのもその試みの一環である75。

自己表現と
平等主義

より多くの人々が自主的に学習を継続し、社会との相互作用があらゆるレベルで容易に生まれている。インターネット
は社会的言動における自己表現、自己主張、集会の自由を支援している。ソーシャルメディアをはじめとするプラット
フォームを利用して、ユーザー間で経験を共有したり、意見を表明したりする人が増えている76。
事例： ボイス・オブ・アフリカ・プログラムでは、ジンバブエ、マラウイ、ウガンダ、南アフリカ出身の若いレポーターがイ
ンターネット機器を使ってビデオニュースを制作する訓練を受けた77。そして、自国の社会と関連が深いと考え
るテーマを選んで発信している。

環境問題の解決

オンラインキャンペーンによる環境問題への意識啓発が、低炭素経済への移行を促進している。革新的なソリューショ
ンが、エネルギー消費の削減とICTサービスとの連携や、多くの発展途上国のオフグリッド化を実現している。これは国
の電力網が行き届いていない地域や、電力供給が安定しない地域に向けたものである78。このようなエネルギー消費
の削減は、エネルギー効率の良いインフラの導入、通信や移動の効率化によるCO2削減等、その他様々な対策と組み
合わせることで実現可能となる。

金融への参画

インターネットは、地方における金融機関へのアクセスや経済活性化、雇用拡大等を支援している。前述の通り、イン
ターネット対応端末でのモバイルバンキングが実現したことで、利便性、セキュリティ、低コスト、クレジット等を享受で
きる人々が増加した。オンライン口座に設置したマイクロインシュアランスが金融不安を緩和し、インターネット上での
バンキングサービスが透明性を高め、不正を防止する働きをしている。
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5. インターネットアクセスの拡大方法に
関する議論
5.1 インターネットアクセスの意義
インターネットアクセスは現代社会に不可欠である。インターネットは先進国の経済モデルを知識経済に移行させるこ
とに成功した。それにより制約のない情報循環が実現し、経済、ビジネス、社会に発展と革新の機会をもたらした。発展
途上国においても、インターネットは既に社会的、経済的便益に貢献し、革新的なサービスによって早いペースで最新
技術の導入を可能にしている。
しかしながら、発展途上国は自国の持つ潜在力を更に実用化する必要がある。デロイトの予測では、インターネットアク
セス人口が現在よりも22億人増えれば、発展途上国のGDPは2.2兆ドル増加し、1億4,000万人の雇用が創出され、1
億6,000万人が極度の貧困状態から脱却できるとしている。

5.2 インターネットアクセスの様々な障壁
近年、発展途上国のインターネットアクセス環境は向上しているが、先進国の普及水準と比較すれば依然として取り組
むべき課題は多い。
インターネットアクセスの拡大には、モバイル通信事業者の成長をはじめ、多くの障壁が残っている。高額の利用料金
や利便性の悪さは地方では特に問題で、発展途上国のインターネットアクセス拡大における最重要課題である。また、
政府による規制が負荷となっているケースも多く、投資意欲が低下している現状もある。
現在、インターネット普及の第1の障壁となっているのは高額な接続料金である。ITUの見解では、未だモバイルブロー
ドバンドを利用できない人が全世界で30億人近く存在する79。所得水準が低く、所得格差が社会問題となっているよう
な地域では、インターネット接続料金が元々高いことから、インターネットは贅沢品とみなされ、さらに物品税がかかる
等普及を阻む悪循環が起きている。インターネットアクセスにかかるコストを下げて普及を加速させるには、端末を入
手し易くする、利用料を下げる、物品税を下げるという、3つの方法が考えられる。

手頃な価格の
端末

利用料の
値下げ

物品税を
下げる

まず、端末入手の問題を解決することで、事業者にネットワークのカバー率拡大と投資の機会がもたらされる。しかし発
展途上国では利用可能なサービスに大きな格差がある。3Gネットワークのサービスは、高所得で人口密度が高い地域
に優先的に展開される傾向があり、インターネットを低コストで導入できる新たなテクノロジーやネットワークはまだ殆
ど普及していない。
インターネット敷設コストが高騰する主な要因として挙げられるのは、事業者が負担するネットワークシステム構築コス
ト、スペクトル効率の低さに由来するネットワークコスト、そして基本サービスの提供に必要なデータの総量等である。
サービス利用可能エリアの拡大には、次の3要素を組み合わせた展開が考えられる。1つは信号が遠くまで届く、より効
率的なインフラネットワーク。例えば、低コストのオープンソースハードウェアを利用してネットワーク構築にかかる初期
費用を削減する等である。2つめはスペクトルのより効率的な利用。そして、3つめはデータ容量の軽いアプリケーショ
ンを使用する等、より効率的な方法でデータ転送を行うことである。

効率の良い
インフラ整備

スペクトル利用
の効率化
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効果的な
データ転送

発展途上国におけるインターネットアクセスは地域格差が大きく、貧困地域や農山漁村、僻地ほど深刻な状態にある。
人口密度の高い都市部では、所得水準の高い人しか利用できない傾向があるが、全般的にモバイルブロードバンドは利
用可能である。しかし地方ではネットワーク構築にかかる高コストに住民の所得水準の低さが重なり、インターネットア
クセスの普及が難しい状況だ。そういった理由から、都市と地方の情報格差は悪化の一途を辿っている。
インターネットアクセスの完全普及を達成するには、利用料金と利用可能地域を現在の水準から大幅に改善する必要が
ある。既存の障壁が解消されない限り、前述した経済的、社会的便益の達成は困難となる恐れがある。

5.3 インターネットアクセスを加速するには
「発展途上国で極度の貧困にある14億人のうち70%が地方在住者であり、その生活を根本から変革できるのがイン
ターネットである。インターネットによって、村の学校では情報と知識へアクセスすることができ、僻地のヘルスセン
ターでは遠隔医療の提供をして貰うことができる。農業・漁業従事者には正確な気象情報を提供し、生産者には最新
の市場情報を送信することも可能になる。」潘 基文 （国連事務総長）
前述した経済的、社会的便益を達成するためには、行動を起こし、発展途上国のインターネットアクセスを先進国と同水
準まで拡大させる必要がある。先進国の介入なしに、発展途上国のインターネット普及率を先進国並みにすることは不
可能だと考えられる。
政府や産業界、経済、企業、行政機関を横断したエコシステムが協働し、速やかに障壁を取り除く方法を発見するには
更なる分析が必要である。
立法機関は、インターネットアクセスの急速な拡大を意図して国内の通信市場を誘導する余地を持っている。コスト削
減や事業者の運用障壁の解消、エリアやサービスの拡大を行う事業者への報奨の強化、消費者に値下げを約束する等
の施策に焦点を絞ったイニシアチブが考えられ、政策調整の努力も求められる。なぜなら、国家ブロードバンド化計画
を採用した国は、計画を持たない国よりモバイルブロードバンドの普及率が約7.4%も上昇したという成果が確認され
ているからである。しかもその成果は、1人あたり平均所得の高さや市場の活性化、都市化等、潜在的な影響力を持つ
要素を差し引いて確認されているものである80。
通信及びテクノロジー産業はインターネットアクセスから実体のある成果を得ることも可能だ。発展途上国のユーザー
に焦点を合わせたビジネスパラダイムへとシフトして行けば、業界全体でオープンソースネットワークをサポートするよ
うなハードウェアやソフトウェアソリューション、手頃な通信デバイス、そしてデータ効率の高いソフトウェア等、持続可
能な産業の創出が可能となると考えられる。
国内及び国際機関、そしてこれらの地域で活動するNGO等の組織には、インターネットを活用した医療、教育サービス
による生活の改善や、社会参画を可能にする施策についての議論喚起の役割が期待される。

5.4 調和のとれた政策によるアクセス拡大の達成
この10年で、発展途上国におけるモバイル通信革命が起こっている。政府と事業者の協力により、モバイル通信ネット
ワークを利用した安価で便利なワイヤレス通信も普及した。基本的なモバイルサービス普及水準という点では、先進国
を上回っているケースも多い。
「Internet.org」とデロイトは、この研究が経済・社会的発展についての核心的議論の始まりに過ぎないと認識してい
る。インターネットアクセス拡大の重要性に焦点を当てた本報告書は、政策、技術革新、進歩、ビジネスソリューション、
イニシアチブ等、インターネットアクセスの障壁について論じる一連の調査報告書の序章である。今後は、参加者を募っ
てこの議論を進め、インターネットアクセスの拡大に必要な活動方針を提案していきたいと考えている。
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