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APEC 財務大臣への提言
金融包摂、イノベーション、統合を通じた包摂的成長の実現

（2019 年 ABAC 報告書）

提言要旨

１．金融包摂のためのデジタル・政策エコシステムの構築

金融イノベーションの促進：地域レベルの官民連携プラットフォームの役割
　APEC 参加国・地域の財務大臣は、規制当局と産業界と多国間機関が協力して、アジア太平洋
地域全域で金融イノベーションを推進する地域レベルの官民連携プラットフォームを構築・運営し、
互いにつながり、関与を深めるよう奨励すべきである。その第一歩として、APECは、銀行とフィンテッ
ク企業の国際連携を促すプラットフォームを構築し、革新的な金融商品の設計、試験、展開につ
なげてきたアジアの経験を共有するとともに、アジアのプラットフォームともつながる中南米のプラッ
トフォームという構想を発展させるべく、中南米で円卓会議を開催することを提案する。

金融包摂のためのデータ活用
　APEC 参加国・地域は、非構造化データ（ビッグデータ）だけでなく、個人信用に関するネガティ
ブ情報とポジティブ情報の両方を含む従来型データと代替データについても、より広範に収集・共
有することを推進するとともに、情報の入手可能性、連結性、質を向上させるための取り組みを進
めるべきである。

　APEC 参加国・地域は、それぞれの法律、政策、優先課題を考慮しつつ、域内各国・地域間
および域外主要国・地域との間で相互運用可能な個人情報保護制度の構築と域内における強固な
データセキュリティ環境の整備に協力して取り組むことによって、各国・地域間の広範なデータの
やりとりに対する信頼を醸成すべきである。

貿易・サプライチェーンファイナンスのデジタル化
　APEC 参加国・地域は、域内全域で貿易関連のデジタル文書に関する法規制枠組みが相互運
用可能なものになるよう必要な措置を講じ、市場慣行の標準化を支援すべきである。

最新の動産担保金融市場のためのエコシステムの構築
　APEC は、セブ行動計画（CAP: Cebu Action Plan）の金融インフラ開発ネットワーク（FIDN: 
Financial Infrastructure Development Network）の一環として、最新の動産担保金融市場の
構築に関心のある国・地域を対象として、市場開拓、デジタル化、グローバル化に重点を置いた
能力構築プログラムを立ち上げるべきである。

より広範な金融サービスへのアクセス拡大
　APEC 域内の途上国・地域は、デジタル技術を活用して地方遠隔地居住者や低所得者および
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零細企業による貯蓄、保険、年金の利用拡大を図るべく改革を推し進め、金融リテラシーの向上
を促すべきである。

包摂的な決済システムの構築
　APEC 域内の関心のある途上国・地域は、デジタル金融サービスを推進すべくデジタル ID や
相互運用可能な消費者 ID を導入し、消費者保護およびデータ保護を確実なものとすべく信頼でき
るデジタル金融サービス慣行を促し、デジタル金融部門の展開を監視するために調整役となる政策
機関を設置し、デジタル金融サービスの普及度合いを測定・追跡する「デジタル金融サービス共通
指標（Common Digital Financial Services Indicators）」を策定することで、代替決裁手段の開
発の加速化を促すべきである。

２．地域金融統合の促進

現地通貨建て債券市場の統合促進
　APEC 域内途上国・地域の規制当局者および民間部門は、長期の機関投資家が国境を越えて
現地通貨建ての社債に投資したり、現地市場で起債したりする際に直面する課題を解決すべく、
協力を強化して取り組むべきである。

APEC 域内で相互運用可能なファンド・パスポート制度の設計
　APEC 参加国・地域は、域内のファンド・パスポート制度の相互運用性を推進することに合意し、
目標達成に向けた手順を見出すべきである。

相互運用可能な即時決済システムの導入推進
　中央銀行と官民両部門の関係者は、国際基準に基づく強固で域内相互運用可能な即時決済イ
ンフラの構築に協力して取り組むべきである。

地域レベルの大災害債券市場の構築推進
　APEC 参加国・地域の財務大臣は、多国間機関との協力のもと、大災害債券（CAT ボンド）
を発行した太平洋同盟（Pacific Alliance）の経験に学び、2020 年以降、APEC 参加国・地域の
うちアジアの途上国・地域を対象とする大災害債券の発行を通じてアジア太平洋地域における大災
害債券市場の構築を促すべきである。

３．セブ行動計画および財務大臣会合プロセスの実施
　われわれは、APEC 参加国・地域の財務大臣に、アジア太平洋金融フォーラム（APFF: 
Asia-Pacific Financial Forum）、 アジア太平洋金融包 摂フォーラム（APFIF: Asia-Pacific 
Financial Inclusion Forum）、アジア太平洋インフラ・パートナーシップ（APIP: Asia-Pacific 
Infrastructure Partnership）の 2019 年進捗報告書にご賛同いただくようお願いする。

　また、アジア太平洋金融フォーラムが取りまとめ、APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC 
Business Advisory Council）が昨年提出した下記文書をご承認いただくようお願いする。これら
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の文書は、財務大臣・中央銀行総裁代理ならびに金融担当の高級実務者による議論を経て、本年、
最終版として確定したものである。
▪APEC の新たな金融サービスデータ・エコシステム構築に向けたロードマップ（An APEC 

Roadmap for a New Financial Services Data Ecosystem）
▪貿易・サプライチェーンファイナンスのデジタル化戦略（A Strategy for the Digitalization of 

Trade and Supply Chain Finance）
▪効 率 的 な 個 人 破 産 制 度 の重 要 な要 素（Essential Elements of an Effective Personal 

Insolvency Regime）
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APEC 財務大臣への提言
金融包摂、イノベーション、統合を通じた包摂的成長の実現

（2019 年 ABAC 報告書）

序言
　本年、APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）は、APEC
財務大臣への提言において、APEC が直面する最重要課題の２つを取り上げる。

　１つめの課題は金融包摂である。世界全体で 16 億人を超える成人が銀行口座を持っていない。
そのうち 40％にあたる５億 5600 万人は APEC 参加国・地域に暮らしている¹。世界銀行の推計
によると、中所得もしくは低所得に分類されるAPEC 参加国・地域では、約 7,000 万社の零細・
中小企業（MSME: micro, small and medium enterprises）（全体の 45％）が十分な信用供与を
得られていない ²。金融包摂は、貿易と投資の恩恵がアジア太平洋地域に暮らす人々に共有され、
支えられるものとなるような裾野の広い消費者・起業家基盤の形成に不可欠な要素である。

　２つめの課題は地域金融統合である。アジア太平洋地域における物品・サービス貿易の急拡大
が原動力となり、APEC 参加国・地域の統合が進んできた。しかし、この動きは、途上国・地域
における国境をまたぐ金融サービスの拡大を伴ってはこなかった。地域金融統合は、各国・地域
の国内金融市場の発展と域内全域における効率的な資金配分に不可欠である。

　ABAC は、上記２つの重要課題に取り組むべく提言を取りまとめることで、APEC 参加国・地
域の財務大臣会合プロセス（FMP: Finance Ministers’ Process）でセブ行動計画（CAP: Cebu 
Action Plan）の柱の１つである金融統合に関する内容を更新するにあたり、盛り込むべき目標を
特定する手助けをし、成長ビジョンの実現に貢献できることを願っている。

１．ベトナム、メキシコ、ペルー、フィリピン、インドネシアでは、人口の３分の１超が銀行を持っていない。各国における銀行口
座を持っていない人の比率は、ベトナムが 51.6％、メキシコが 45.4％、フィリピンが 43.8％、ペルーが 39％、インドネシアが
36.6％である。一部の APEC 参加国・地域はデータが存在しない。

　　World Bank, The Global Findex Database 2017 [https://globalfindex.worldbank.org/node]
２．APEC 参加国・地域のうち 11 カ国における借り入れが全面的もしくは部分的に制約されている零細・中小企業（MSME: micro, 

small and medium enterprises）のデータ（カッコ内は借り入れに制約のある MSME の割合）：チリ（22％）、中国（41％）、イ
ンドネシア（53％）、マレーシア（38％）、メキシコ（35％）、パプアニューギニア（32％）、ペルー（45％）、フィリピン（13％）、
ロシア連邦（48%）、タイ（55％）、ベトナム（15％）。「借り入れが全面的に制約されている企業」とは、信用供与を受けるのが
困難な企業のことをいう。「借り入れが部分的に制約されている企業」とは、外部の資金をそれなりに調達できているが、金融
機関から新規の融資申請を思いとどまるよう指示された企業や申請はしたものの結果が一部のみの承認もしくは拒否だった企業
のことをいう。世界銀行の推計によると、上記 11 カ国のうち９カ国における MSME の資金不足額（資金供給と借り入れ需要の
差）は 2.5 兆米ドルに上る。パプアニューギニアとフィリピンについては、資金不足額の推計値が示されていない。

　　出典：World Bank, MSME Finance Gap Report 2017, 2018-19 updates
　　[https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-financegap]
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I．金融包摂のためのデジタル・政策エコシステムの構築
　デジタル技術は、金融包摂を妨げる障壁を克服するうえで重要な役割を果たしてきた。今日の技
術 ³ は、リスクに基づく金融サービスの提供に活用できるデータ（特に非構造化データもしくはビッ
グデータ）の量の急増と相まって、銀行口座を持たない人々や零細・中小企業（MSME: micro, 
small and medium enterprises）の大多数にようやく金融サービスを届けることができるかつてな
い機会を提供している。

　しかし、アジア太平洋地域における金融イノベーションの速度は一様ではない。先進国・地域と
中国がイノベーションを先導してきたが、ほとんどの途上国・地域はそのペースについていけてい
ない。ASEAN諸国では、銀行の80％超がデジタル変革の推進に必要な研究所やアクセラレーター・
プログラムを有していない。これらの銀行が金融イノベーションの試作段階から試験段階に移行で
きる確率は低い（30 〜 40％）。ASEAN 諸国のフィンテック企業の場合、その確率はさらに低い
水準（10 〜 20％）にとどまっている⁴。

　もう１つの根本的な課題は、金融サービスに新たな技術を導入できるようにするためにやらなけ
ればならないことがたくさんあるということである。多くの国・地域においては、金融に関する法律、
政策、規制、制度については、さまざまな公共政策目的にかなうよう定められている。例えば、金
融の安定、消費者および投資家の保護、個人情報保護、公正な競争、犯罪者やテロリストによる
システム悪用の阻止といった目的である。それ以外の国・地域、とりわけ途上国・地域においては、
情報通信（IT）インフラだけでなく、信用情報、流動資産担保融資、決済のためのものを含む金
融インフラも、まだ十分に開発されていない。

　したがって、デジタル技術を利用して金融包摂を達成するには、さまざまな面での取り組みを同
時に進める必要がある。こうした取り組みには、途上国・地域の金融部門における技術の普及を
加速させる仕組みを見出すことが含まれる。また、金融サービスにデジタル技術を取り入れ、デー
タがより広く利用できるようにするために、法律、政策、規制、制度のエコシステムを近代化する
ことも含まれている。講じられる措置が必ずイノベーションの促進と整合性あるものとなるよう注意
する必要があるが、これを達成するには、一連の過程の中の後の方の段階で、最後の手段として、
あるいは市場全体での展開への明確な道筋を示すサンドボックスを通じて、規制のスタンスを決め
るのが最良の方法である場合があることに留意すべきである。

３．人工知能（AI）と機械学習、クラウド・コンピューティング、生体認証、分散型台帳技術（DLT）、高度データ分析（アドバンスト・
アナリティクス）、光学式文字認識（OCR）、モノのインターネット（IOT）などの技術。

４．Deloitte Research, and United Overseas Bank, State of Fintech in ASEAN 2017
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金融イノベーションの加速：地域レベルの官民連携プラットフォームの役割
　多くの途上国・地域において、金融サービス提供者にふさわしい技術を選び、商品の設計・開
発・試験を行うまでのプロセスは、往々にして長い時間と多額の費用を要する。この課題に対する
解決策として、金融イノベーションのための地域レベルの官民連携プラットフォームを開設すること
が考えられる。その一例として、ASEAN 銀行協会（ABA: ASEAN Bankers’ Association）、
シンガポール通貨局（MAS: Monetary Authority of Singapore）、IFC（世銀グループ）が共同
で立ち上げた ASEAN 金融イノベーション・ネットワーク（AFIN: ASEAN Financial Innovation 
Network）が挙げられる。

　AFIN は、2018 年に創設されて以降、アプリケーション・プログラミング・インターフェース・エ
クスチェンジ（APIX: Application Programming Interface Exchange）⁵というイノベーション・
サンドボックスを設立した。APIX は、金融機関が信頼できるフィンテック企業を発見・選別し、
これらの企業の協力を得て試作品の設計・試験を行い、革新的な商品やサービスを展開するため
の適切に管理されたプラットフォームを提供している。フィンテック企業にとっては、金融機関のニー
ズを見出し、解決策を提案するために安心して使えるプラットフォームとなっている。また、規制当
局は、APIX を通じて、こうした活動を監視し、それぞれの国・地域の市場に受け入れる要件を
満たす商品を検証・承認することができる。

　金融機関とフィンテック企業は、このプラットフォームを通じて協働し、革新的な商品をより迅速
に低いコストで開発し、展開することができる。また、プラットフォームに参画する規制当局はそこ
で繰り広げられる活動を監視することで、それぞれの国・地域の市場における金融イノベーション
に対する理解を深めることができる。それ以外のAPEC 域内国・地域の規制当局や業界団体は
こうした経験に学ぶことができる。これは、例えば、フィンテック企業と銀行がイノベーションの加
速と地域事業展開の拡大に向けた方法を模索している中南米諸国にもあてはまることである。

提言＃１－Ａ：
　APEC 参加国・地域の財務大臣は、規制当局、産業界、多国間機関が協力して、アジア太
平洋地域全域で金融イノベーションを推進する地域レベルの官民連携プラットフォームを構築・
運営し、互いにつながり、関与を深めるよう働きかけるべきである。その第一歩として、われ
われは APEC に対し、銀行とフィンテック企業の国際連携を促すプラットフォームを構築し、
革新的な金融商品の設計、試験、展開につなげてきたアジアの経験を共有するとともに、アジ
アのプラットフォームともつながる中南米のプラットフォームという構想を発展させるべく、中南
米で円卓会議を開催するよう提言する。

５．2018 年 11 月に創設されて以降、22 カ国・地域の市場からフィンテック企業 103 社と金融機関 38 社が APIX を活用してさまざ
まな革新的な商品を開発している（2019 年３月末現在）
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金融包摂のためのデータ活用
　急速な技術発展は、消費者や MSME に信用供与を受ける新たな機会を提供した。新たなビジ
ネス・モデルが生まれ、技術系企業が金融サービスに進出しつつある。多くの従来型金融機関は
事業プロセスと IT アーキテクチャの改革を進めている。これらの金融機関は、顧客の事業状況
の評価、早期警戒のためのリスク指標、信用判断に代替データを組み入れることを前提として、新
たなビジネス・モデルを採用しつつある。これらのプロセスは、内部のデータ・システムと外部のデー
タ・ソースの統合に依存しており、データへのアクセスの重要性を如実に示している。

提言＃１－Ｂ：
　APEC 参加国・地域は、非構造化データ（ビッグデータ）だけでなく、個人信用に関するネガティ
ブ情報とポジティブ情報の両方を含む従来型データと代替データについても、より広範に収集・
共有することを推進するとともに、情報の入手可能性、連結性、質を向上させるための取り組み
を進めるべきである。

　この目標を達成するための具体的な措置としては、以下のものが挙げられる。

▪ビジネスに関連する機密ではない公共部門データ：各国・地域の政府は、APEC 連結性ブルー
プリント（APEC Connectivity Blueprint）に従って、公共データの質と連結性の向上に向け
て主導的役割を果たすべきである。そのための具体的な方法としては、a）技術への投資を
増やし、情報システムの向上を図ることによって、デジタル能力を強化する、b）統一されたデー
タ規格や、データの収集、統合、適用、安全性に関する規則を通じて、データの質の向上と
共有を進める、c）公共データを共有するための具体的な措置や方法および共有範囲を定める、
d）データ共有のための統合ポータルを通じて、公共データをワン・ストップで入手できるよう
にする、といったことが考えらえる。

▪構造化データ：各国・地域は、信用情報に関する法規制枠組みを見直し、個人信用に関す
るネガティブ情報とポジティブ情報ならびに代替データを収集・共有できるようにするために、
必要な改革を実施すべきである。こうした改革は、世界銀行の「信用情報に関する一般原則

（General Principles for Credit Reporting）」を指針として実施されるべきである。その他の
措置としては、a）公的信用情報機関（PCR: public credit registry）の指導および能力構築、b）
ID 検証、本人確認（KYC: know your customer）、マネー・ロンダリング対策（AML: anti-
money laundering）、データセキュリティ・アプリケーションにおける信用情報の利用を進め
る、c）信用情報機関や信用情報局向けに金融インフラ開発ネットワーク（FIDN: Financial 
Infrastructure Development Network）のワークショップを開催し、必要に応じてさまざま
な問題を取り上げる、といったことが考えられる。

▪非構造化データ：各国・地域は、消費者保護と金融システムの完全性を確保しつつ、イノベーショ
ンを促す新興のデータ分析産業に対する均衡のとれた規制アプローチを構築すべきである。
そのような規制アプローチを構成する要素としては、a）個人情報保護に関する原則主義に基
づく包括的な法律もしくは規制、b）規則を実施・執行する能力のある一般個人情報規制当局、
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c）規制当局と協力して行動規範や市場基準の策定に携わる独立した自主規制業界団体、d）
裁判外手続きなど、効率的かつ低コストで苦情や紛争の解決を図り、是正を請求できる仕組
み、e）域内各国・地域間のデータ連携、調査、データのやりとりに関する規則、f）金融サー
ビス提供会社に対する具体的な業界規制および指針、などがある。

提言＃１－Ｃ：
　APEC 参加国・地域は、それぞれの法律、政策、優先課題を考慮しつつ、域内各国・地域
間および域外主要国・地域との間で相互運用可能な個人情報保護制度の構築と域内における
強固なデータセキュリティ環境整備に協力して取り組むことによって、各国・地域間の広範なデー
タのやりとりに対する信頼を醸成すべきである。

　これは以下の措置を講じることによって達成できるだろう。

▪APEC 越境プライバシー・ルール（CBPR: APEC Cross-Border Privacy Rules）：意欲ある
国・地域は、より多くの MSME がAPEC の CBPR 認証を取得できるようにするため、すべ
ての参加国・地域で説明責任を担う担当者を任命し、認証費用を引き下げ、意識向上を促す
など、さまざまな革新的な手段を通じて、より多くの企業と国・地域が CBPR に参加するよう
民間部門と協力して働きかけていただきたい。

▪MSME の個人情報保護規則遵守：APEC は、MSME の個人情報保護規則遵守を支援する
ための官民タスクフォースを設立すべきである。タスクフォースは、a）MSME が個人情報保
護要件を満たすのに役立つよう、レグテック（規制対応技術）やリーガルテック（法律対応技
術）の推進におけるベスト・プラクティスを構築する、b）MSME の指針となる中核データ規
格を策定し、各国・地域が適用できる限定的な免責条項を設定する、c）MSME がデータ
を収集、蓄積、共有するために利用できるプライバシー保護技術（PET: privacy enhancing 
technologies）を慎重に検討して特定する、といった取り組みを行うべきである。

▪地域内での個人情報保護法制度の相互運用性：意欲あるAPEC 参加国・地域は、相互運
用性の実現に必要な措置を特定するための基盤として、各国・地域の個人情報保護制度と
APEC プライバシー・フレームワーク（APEC Privacy Framework）とのギャップ分析を実
施すべく、パスファインダー・イニシアティブを確立すべきである。これらのギャップ分析には、
関連する機関および規制当局、民間部門、国際組織も参加すべきである。

▪欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR: General Data Protection Regulation）と
の相互運用性：APEC 電子商取引運営グループ（ECSG: APEC E-Commerce Steering 
Group）のデータ・プライバシー・サブグループ（DPS: Data Privacy Subgroup）は、意欲あ
るAPEC 参加国・地域を代表し、個人情報保護およびデータ保護について、企業が EU の
拘束的企業準則（BCR: Binding Corporate Rules）に基づく承認を受けるための自主的な仕
組みとして CBPR が認められるよう求めるなど、欧州委員会（EC: European Commission）
と引き続き協議し、協力方法を模索していただきたい。強固な個人情報保護法が整備された
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ら、それぞれの法制度が GDPRと同等であることが認められるよう、APEC 参加国・地域は、
EUと協議することが求められる。

▪データセキュリティのための能力構築：APEC は、途上国におけるデータセキュリティ枠組み
の改善を支援すべく、官民両部門と国際機関が地域レベルで連携するためのプラットフォーム
を構築すべきである。こうした能力構築の取り組みは、a）リスクに基づくセキュリティ基準も
含む関連のデータセキュリティ基準の導入格差を特定し、b）能力構築セミナーや技術支援を
通じて、かかる導入格差を縮小させ、相互運用性を推進し、c）域内のデータセキュリティ強
化に向けて長期的戦略を構築し、d）域内各国・地域間でより広範なデータのやりとりが可能
になるような新たな技術、とりわけ MSME にも利用可能で情報保護やデータ保護に関する要
件を満たす技術を活用して、革新的な地域イニシアティブを構築し、e）コンピューター緊急
対応チーム（CERT: computer emergency response team）やコンピューター・セキュリティ・
インシデント対応チーム（CSIRT: computer security incident response team）が組織され
ていない金融部門を対象とする対応チームを金融当局も巻き込むかたちで設置し、地域レベ
ルでのチーム間協力を推進する、ものであるべきである。

貿易・サプライチェーンファイナンスのデジタル化
　MSME のグローバル・サプライチェーンへの参画は、これらの企業がアジア太平洋地域の経済
統合の恩恵を享受し、統合に貢献するための重要な要素である。グローバル・バリューチェーンは、
大規模で活力に満ちた顧客・購入者基盤や大企業との取引を通じた学習経験、世界市場で競争
して勝ち抜くための技能と革新力を鍛える格好の環境を与えることによって、MSME が成長する
機会を提供している⁶。しかし、多くの途上国・地域で、MSME がこうした機会を活用するうえで、
運転資金や融資を得られないことが大きな妨げとなっていることがわかっている。

　2017 年の貿易金融の不足額（貿易金融の不足額は、拒否された貿易金融提案の額として各銀行
が報告した額に基づく）は約 1.5 兆米ドルに上るとアジア開発銀行（ADB）は推計している。貿
易金融申請を拒否された企業のほとんどはアジアや米州に拠点を置くMSME である⁷。これは主
に、従来型の貿易金融（L/C 決済）は依然として紙ベースの手作業が主流であり、そのためコスト
も高くなることに起因する⁸。従来型の書類ベースの取引は、特に MSME 取引によく見られるよう
な少額取引が数多く絡んでいる場合、運用コストが高くなるため、貿易金融の利用者は従来型の
L/C 決済取引から後払い決済（オープン・アカウント）取引へ移行しつつある。後者の場合、

６．ADB and Asian Development Bank Institute, Integrating SMEs into Global Value Chains: Challenges and Policy Actions in 
Asia (2017), pp. 3-5

７．零細・中小企業は貿易金融申請を拒否された企業の 74％を占めている。世界全体の拒否件数の 39％をアジア太平洋地域、23％
を米州が占めており、貿易金融の不足は APEC 域内の貿易に影響を及ぼしている。

　　Asian Development Bank, “2017 Trade Finance Gaps, Growth and Jobs Survey,” ADB Briefs No. 83 (September 2017)
　　[https://www.adb.org/sites/default/files/publication/359631/adb-briefs-83.pdf]
８．IBM 社と Maersk 社がケニアからロッテルダム港へ花を試験的に出荷したところ、ほぼ 200 種類の書類を処理しなければならな

かった。そのために要する費用の額は物理的な輸送コストの 20％に相当すると推計されている。
　　World Economic Forum and Bain & Company, Trade Tech – A New Age for Trade and Supply Chain Finance
　　[https://www.weforum.org/whitepapers/trade-tech-a-new-age-for-trade-and-supply-chain-finance]
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商品は代金が支払われる前に届けられ、リスクは販売側がほぼ全面的に負うことになる。多くの
MSME は依然として従来型の書類ベースの取引に依存しており、特に途上国においてはその傾向
が顕著である。

　実際の経験から貿易のデジタル化が恩恵をもたらすことはすでにわかっており、さまざまなデジ
タル化プロジェクトが立ち上げられ、それぞれが独自の規則、慣行、参加者のもとに運営されてい
る⁹。しかし、新たなコスト、新たな障壁、新たなリスクをもたらす「デジタル要塞」の拡散を防ぐ
ためには、こうしたプラットフォームを相互運用可能なものにする必要がある。複数の法域やデジタ
ル領域にまたがる保証もしくは所有権の引き受けに関するデジタル書類の有効性に不確実性がある
と、法域や領域を越えた後にデジタル書類から紙ベースの書類に再変換されて手作業で処理され
るなど、紙ベースの書類に依存し続けることになる。貿易金融の相互運用可能なデジタル化を実現
し、途上国・地域の MSME に広く恩恵を行き渡らせるには、特に、電子書類の法律上の取り扱
いに一貫性がなく不明瞭であることや、複数の法域に共通する標準プロセスが存在しないことなど、
政策面および技術面の主な障壁に対処する必要がある。

提言＃１－Ｄ：
　APEC 参加国・地域は、域内全域で貿易関連のデジタル文書に関する法規制枠組みが相互
運用可能なものになるよう必要な措置を講じ、市場慣行の標準化を支援すべきである。

　具体的な措置としては、以下のものが挙げられる。

▪APEC 参加国・地域は、３カ国・地域以上にまたがる特定のサプライチェーン回廊のデジタ
ル化に向けたパイロット・プロジェクトを立ち上げるべきである。このプロジェクトを通じて、
主な障壁や改革が必要とされる分野を特定する。例えば、複数国・地域にまたがるデジタル
文書の使用や権原移転を証明するデジタル文書上の電子署名の法的承認を促すために既存の
自由貿易協定を見直す必要がある場合や、共通基準を策定し、相互運用性を確立する必要
がある場合が想定される。

▪APEC 参加国・地域は、それぞれの法規制枠組みと自由貿易協定を見直すべきである。そ
のうえで必要に応じて、紙ベースの手作業プロセスのデジタル化を促すべく改革を実施すべ
きである。特に、各国・地域の法律を見直し、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL: 
United Nations Commission on International Trade Law）が策定した電子的譲渡可能記
録モデル法（MLETR: Model Law on Electronic Transferable Records）に準拠したもの
にすべきである。

９．SWIFT 社と TT Club 社が設立した Bolero 社（http://www.bolero.net/）、EssDOCS 社の貿易書類ペーパーレス化ソリュー
ション（https://www.essdocs.com/）、R3 コンソーシアムを構成する数行の銀行による Project Voltron（https://www.
ledgerinsights.com/blockchain-trade-finance-voltron-hsbc-letter-of-credit/）、Marco Polo ネ ッ ト ワ ー ク（https://www.
marcopolo.finance/）、 香 港 の e-Trade Connect（https://www.hkbea.com/html/en/bea-etradeconnect.html）、NTT デ ー タ
の貿易プラットフォーム（http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h30/190221-2.pdf）、シンガポールの
Networked Trade Platform（https://www.ntp.gov.sg/home/）、BCI (Thailand) Co., Ltd. のブロックチェーンを使ったタイの
電子信用状（e-LG: electronic Letter of Guarantee）ネットワーク（https://www.thailand-businessnews.com/banking/72952-
thailand-launches-blockchain-letters-of-guarantee-network-for-22-banks.html）など。



2019年 APEC首脳への提言 91

参考文書　APEC閣僚への書簡●

▪APEC 参加国・地域の財務大臣は、市場慣行や技術プロトコルの標準化、特に貿易金融に
関するデジタル規則の標準化に向けた業界の取り組みを支援するよう関係者に働きかけるべき
である。文書管理・交換のための確立されたデジタル・セキュリティ基準や技術基準を採用す
ることもこうした取り組みに含まれる。

最新の動産担保金融市場のためのエコシステムの構築
　先進国・地域の市場においては、動産の担保活用は中小企業の主要な資金調達手段となってい
る。しかし、多くの途上国・地域では、法的枠組みが十分に整備されておらず、動産担保登録機
関が存在しないため、あるいは存在しても不十分なものであるために、貸し手は従来より不動産し
か担保として認めてこなかった。2015 年以降、セブ行動計画の一環として、一部のAPEC 参加国・
地域が統一的な担保登録機関の設置に向けた法改正と具体的な行動に乗り出しており、そのうち
いくつかの措置は完了している。動産担保金融市場の構築を加速させ、デジタル時代にふさわしく、
地域統合というAPEC の目標にかなうものにするためには、新たなイニシアティブが必要である。

提言＃１－Ｅ：
　APEC は、セブ行動計画の金融インフラ開発ネットワーク（FIDN）の一環として、最新の動
産担保金融市場の構築に関心のある国・地域を対象として、市場開拓、デジタル化、グローバ
ル化に重点を置いた能力構築プログラムを立ち上げるべきである。

　具体的に言うと、こうした取り組みで対処されるべき課題は以下のとおりである。

▪市場開拓：この分野のイニシアティブは、a）規制当局者と貸し手の動産担保金融に関する理
解の深化と適切な政策・指針の提示 10、b）担保管理や信用・専門職賠償責任保険などの補
完的サービスの構築、c）銀行以外の市場参加者の開拓、を目指すべきである。

▪デジタル化：この分野のイニシアティブは、a）効率性の向上と相互運用に伴うコストの削減に
つながる分散型台帳も含む電子プラットフォーム 11 の構築に向けた環境整備、b）電子インボ
イスや電子倉庫証券のような電子金融証書の導入を目指すべきである。

▪グローバル化：APEC の適切なフォーラム 12 において、法域をまたいで安全性が確保された
金融システムの相互運用性が推進されるよう、途上国・地域との対話を進めるべきである。

10．流動資産担保融資やサプライチェーンファイナンスのような動産を活用した革新的アプローチにおける能力構築も含む。
11．例えば、売掛債権担保融資、倉庫証券担保融資、サプライチェーンファイナンスのための電子プラットフォーム。
12．具体的には、APEC 財務大臣会合プロセス（FMP: APEC Finance Ministers’ Process）、APEC 経済委員会（EC: APEC 

Economic Committee）の経済法制度整備（SELI: Strengthening Economic and Legal Infrastructure）調整グループ、APEC
中小企業作業部会（SME WG: APEC Small and Medium Enterprises Working Group）、アジア太平洋金融フォーラム（APFF: 
Asia-Pacific Financial Forum）。
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より広範な金融サービスへのアクセス拡大
　信用供与へのアクセス推進は、金融包摂に向けた取り組みの主眼とされてきた。しかし、信用
供与だけでなく貯蓄、保険、年金、決済も含む広範な金融サービスを利用しやすくすることが重
要であるとの立場から、より全体的なとらえ方がされるようになっている。このことは、金融サービ
スのあり方がデジタル技術や新たなビジネス・モデルによって大きく変容しつつあることを如実に示
している。貧困層、女性、障害者、若者、地方遠隔地居住者など、不利な立場に置かれた人々に
恩恵をもたらすために、デジタル技術を駆使した金融イノベーションが可能になるような環境を提
供するには、政策や規制の改革を進めることが極めて重要である。

提言＃１－Ｆ：
　APEC 域内の途上国・地域は、デジタル技術を活用して地方遠隔地居住者や低所得者およ
び零細企業による貯蓄、保険、年金の利用拡大を図るべく改革を推し進め、金融リテラシーの
向上を促すべきである。

　具体的な改革としては、以下のものが挙げられる。

▪貯蓄へのアクセス：a）各国・地域の政府は、より多くの貯蓄が正式なデジタル経路に向かう
よう、政府から個人（G２P: government-to-person）および個人から政府（P２G: person-
to-government）の金銭支払いの電子化に着手すべきである。b）各国・地域の政府は、銀
行口座を持たない世帯による電子商取引を推進し、口座開設を促すべきである。c）規制当

　局は、リモートで簡単に口座開設できるよう、段階的な KYC コンプライアンス手続きの構築
やオンライン本人確認（e-KYC）の利用を支援すべきである。d）規制当局および関連機関は、
金融やデジタル技術に関するリテラシーの向上と消費者保護を通じて、新商品の開発や地方
遠隔地域における情報通信インフラの改善に向けたイノベーションを支援すべきである 13。

▪保険へのアクセス：a）規制当局は既存の包摂的な保険に関する相互交流フォーラム（MEFIN: 
Mutual Exchange Forum on Inclusive Insurance）を活用して、政策枠組み、技術の利用
に関する均衡のとれた規制、拡張可能なビジネス・モデルを構築すべきである。b）各国・地
域の金融担当省庁は、主要な関係者による円卓会議を開催し、省庁間調整と官民協力のため
の仕組みを確立すべきである。

▪年金へのアクセス：a）各国・地域の政府は、教育と啓蒙、さらに、デジタル本人確認やロボ
アドバイザーのような技術に着目して、年金基金制度への加入を促すための戦略を構築すべき
である。b）適切な公的部門関係者（金融・労働担当省庁や主要な規制当局など）は円卓会
議を開催し、資本市場の発展やインフラ開発における年金基金の重要性について認識を促し、
協調して行動することを合意すべきである。

13．例えば、オンラインの回転型貯蓄信用講（ROSCA: rotating savings and credit association）のような商品面でのイノベーショ
ンやデジタル・エージェント・バンキングのような販売経路面でのイノベーション。
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包摂的な決済システムの構築
　決済システムは、企業や個人が日常的な金融活動を管理するのに不可欠な金融サービスを提供
している。決済サービスは、貯蓄、投資、融資といったその他の金融サービスへの入り口としての
役割も果たしており、こうしたサービスの効率的な提供に不可欠である 14。従来型の銀行システム
経由の送金はコストが高いことから、手頃な価格で利用できるリテール決済サービスへのアクセス
は、金融包摂実現に向けた主要課題となっている。このことは、特にデジタル技術が台頭してい
ることもあり、代替決済サービス提供事業者にとっては事業機会となっている。

　しかし、こうした代替決済サービスを開発するには、それを可能にする環境が必要である。そ
の主な要素は以下のとおりである。

▪相互運用可能なデジタルによる消費者の本人確認：公共デジタル・インフラは、当事者間の
信頼構築に不可欠な複数のアクセス・ネットワークにまたがる実現技術であるが、デジタル ID
はそのインフラを支える重要な基盤である。公共サービス、電子商取引、金融サービス、教
育、医療の提供など、さまざまな個人や機関の間のやりとりにおいて、電子 ID は要となる役
割を果たしている。ユニバーサル・デジタル ID をモバイル端末の利用と組み合わせれば、a）
口座開設に必要な書類要件の簡略化により、銀行口座を持っていない人々が口座を開設しや
すくなる、b）特にエージェントが生体認証と互換性のある技術を有しており、顧客や金融機

　関の従業員がその場にいる必要がない場合において、金融機関は、顧客デュー・デリジェン
ス要件の顧客本人確認に関する部分をコスト効率よく満たせるようになる、c）これまで金融サー
ビスを提供されてこなかった顧客の信用履歴が作成されることで金融部門の深化が進み、そ
の結果、サービス提供者は顧客行動や債務残高をより適切に監視できるようになり、融資や
保険などの新たな商品を提供できるようになる、といった効果がある。

▪消費者保護およびデータ保護のための信頼できるデジタル金融サービス慣行：代替的な決済
手段や販売経路にはさまざまな新たなサービスやビジネス・モデルがかかわっているが、こう
したサービスやビジネス・モデルは、サービスの個人化、利便性、取得・取引・決済費用の
安さを通じた金融包摂の実現に向けた機会を提供する。例えば、個人間や企業間のピア・ツー・
ピア（P２P: peer-to-peer）融資のためのプラットフォームや新たな信用格付け、あるいは、
デジタル化、データ分析、データ・ターゲティングの利用に伴う効率性向上によって可能になる
ことであるが、統合デジタル・チャネルを通じて政府交付金を支払うといったことが想定される。
とはいえ、顧客層を急拡大させれば、消費者とデータをより強力に保護する必要が出て

　くる。社会で最も弱い立場に置かれた人々についてはなおさらである。これは、新たな決済
手段に対する信頼を醸成し、その持続的な発展を確保するために重要なことである。

14．Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and the World Bank Group, Payment aspects of financial 
inclusion (April 2016)

　　[http://documents.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/107382-WP-REPLLACEMENT-PUBLIC-PAFI-
Report-final-in-A4.pdf]
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▪デジタル化構想が実現できる環境づくりにおける関係者間の協調：デジタル化構想が大量の
顧客獲得を通じた規模の拡大と市場ニーズに迅速かつ効果的に対応する能力の構築につなが
るような条件を整えるために、規制当局は敏捷に動き、政策形成の迅速化を図る必要がある。
部門横断的なデジタル化を進めるには、これまで縦割りで活動することの多かった政府内の
関係省庁・当局が互いに協力し、意思疎通を図る必要がある。コストや競争力は現地基準と
国際基準のいずれに従うかによって変わってくるし、複数の市場にまたがるサービスの流れは
規制の相互運用性によって決まるため、国や地域の枠を越えた協力が必要である。最後に、
政府以外の関係者を関与させることがますます重要になっている。デジタル化がもたらす破壊
と変革を何とか乗り切るための専門技術や知識の多くは民間部門が持っており、持続可能か
つ包摂的な取り組みとするためには、市民社会からの支持と積極的な参加が必要な場合が多
いからである。

▪影響の測定：何らかの取り組みを成功させ、効果を発揮させるためには、その影響を測定し、
評価する能力が重要である。こうした能力は政治的支援を確保し続けるためにも重要であり、
新規参入者が既存のサービス提供者に挑戦できるようにする取り組みや資源の地域間再配分
もしくは投下先の変更が絡む取り組みのように、政治的資本の投下に関する政治の意思決定
を要する場合は特に重要である。しかし、そのためには、一貫した効果的な測定指標が欠如
しているという問題を解決する必要がある。

提言＃１－Ｇ：
　APEC 域内の関心ある途上国・地域は、デジタル金融サービスを推進すべくデジタル ID や
相互運用可能な消費者 ID を導入し、消費者保護およびデータ保護を確実なものとすべく信頼
できるデジタル金融サービス慣行を促し、デジタル金融部門の展開を監視するために調整役と
なる政策機関を設置し、デジタル金融サービスの普及度合いを測定・追跡する「デジタル金融サー
ビス共通指標（Common Digital Financial Services Indicators）」を策定することで、代替
決済手段の開発の加速化を促すべきである。

　上記提言を実施するためには、以下の具体的行動をとる必要がある。

▪関心あるAPEC 参加国・地域は、最終的に APEC・ビジネス・トラベル・カード（APEC 
Business Travel Card）の新バージョンに採用する可能性もあるAPEC デジタル ID（APEC 
Digital ID）の実現可能性と要件について議論を始めるべきである。

▪関心あるAPEC 参加国・地域は、各国・地域のニーズに応じて以下の体制を確立すべきである。
• 金融担当省とデジタル経済政策にかかわる省庁が結集して、組織横断的な調整を行うデジ

タル金融タスクフォース（Digital Finance Task Force）。
• デジタル金融における消費者保護とデータ保護を徹底するための包括的な諮問機関。
• APEC デジタル金融指標（APEC Digital Finance Indicators）およびAPEC デジタル貿

易指標（APEC Digital Trade Index）の開発を監視するタスクフォース。指標の初期開発
が完了したら、APEC 参加国・地域は APEC 事務局に照合・分析のためのデータを収集・
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提供すべきである。

　さらなる詳細は、上記分析および提言の基礎となった決済状況に関する報告書をご覧いただき
たい。
https://www2.abaconline.org/assets/2019/Research/Payments_Landscape_Paper_2019.pdf.

II．地域金融統合の促進
　域内のほとんどの国・地域は、従来より相当程度、世界の主要金融センターに統合されている。
しかし、域内の金融統合は遅 と々して進んでおらず、特に途上国・地域の遅れが目立つ。途上国・
地域における貯蓄のかなりの部分は、アジア太平洋地域におけるインフラ整備や事業拡大のため
に必要な巨額の資金需要を満たすべく再利用される前に、先進国市場に流れている。アジア太平
洋地域のいくつかの国・地域は、欧州で組成された資金運用商品の重要な市場となっており、こう
した商品にはアジア太平洋地域に資金を投資するものも含まれている。地域金融統合を妨げてい
る要因が金融市場の発展を遅らせ、金融サービスは依然として高コストで不便なものになっている。

　アジア太平洋地域の金融市場の異なる部分を統合するさまざまな取り組みがなされている。例
えば、アジア債券市場育成イニシアティブ（ABMI: Asian Bond Markets Initiative）および
アジア債券基金（Asian Bond Fund）、ASEAN+3 債券市場フォーラム（ABMF: ASEAN+3 
Bond Market Forum）、ASEAN 経済共同体（AEC: ASEAN Economic Community）、太平
洋同盟（Pacific Alliance）のラテンアメリカ統合証券市場（MILA: Integrated Latin American 
Market）、アジア地域ファンド・パスポート（ARFP: Asia Region Funds Passport）、太平洋同盟ファ
ンド・パスポート（Pacific Alliance Funds Passport）などである。しかし、例えば、規制や市場
インフラの相互運用性の欠如、税制上の取り扱いが異なることに起因する意欲の喪失、市場参加
者の縦割り志向、書類や手続きに関する共通基準の欠如など、多くの問題が残されている。

　地域協力の強化は、APEC 参加国・地域間のみならず、アジア太平洋地域のAPEC 非参加国・
地域との間の金融システム統合に向けた動きを加速させる。その結果、証券市場の厚みと流動性
が増し、商品や分散投資機会の幅が広がり、アジア太平洋地域内で資金がより直接的かつ効率
的に投資に向かうようになるという意味で、アジア太平洋地域に恩恵がもたらされるだろう。この
ような地域協力によって、取引コストの低下と決済サイクルの短縮が促され、例えば保険リンク証
券市場のように、アジア太平洋地域で必要とされている新たな市場の創設が容易になり、当該地
域における洗練された金融サービスの拡大と金融センターの発展が可能になるかもしれない。

現地通貨建て債券市場の統合促進
　現地通貨建て債券市場はさまざまな理由で非常に重要である。このような債券市場は、経済成
長を支えるうえで欠くことのできないインフラ事業の資金調達の助けとなる。この地域における余
剰貯蓄をアジア太平洋諸国・地域で必要とされている長期投資に振り向けることができる。アジア
金融危機を引き起こす原因となった通貨と期間の二重のミスマッチを回避するのにも役立つ。各国・
地域の長期投資家基盤の形成を促し、厚みを増すためにも重要である。域内途上国・地域の現
地通貨建て債券市場が直面する最も重要な問題は、市場の厚みと流動性の欠如であるが、これ
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は主に、大規模で多様な投資家と発行企業の基盤がないためである。

　統一された枠組みに支えられ、越境投資や複数の市場における債券発行が拡大すれば、数多
くの多様な投資家が引き寄せられ、市場の厚みと流動性が増し、地域統合が促されるだろう。規
制当局、政府職員、民間部門が市場参加者に指摘された問題に対処すべく、協力を強化することで、
このプロセスを加速させることができる。

提言＃２－Ａ：
　APEC 域内途上国・地域の規制当局および民間部門は、長期の機関投資家が国境を越えて
現地通貨建ての社債に投資したり、現地市場で起債したりする際に直面する課題を解決すべく、
協力を強化して取り組むべきである。

　具体的な出発点として、規制当局と民間部門は、ABMF やアジア太平洋金融フォーラム（APFF: 
Asia-Pacific Financial Forum）のような地域プラットフォームを通じて、特に以下の分野で、より
緊密な協力を行うべきである。

▪債券市場に関する基準の整合性の確保、b）源泉課税のような税制面における負のインセンティ
ブへの対処、c）証券保管制度の確実性と透明性の向上、d）オンショアの為替・金利ヘッジ
手段を使えるようにすること、などの取り組みによって、海外の機関投資家による現地通貨建
て社債市場への投資を促す。

▪機関投資家や借り手の間で広く認められている市場主導型の共通起債形式の使用、b）規制
上の手続きの段階的統一による債券発行費用の低減 15、c）現在、アジアの社債発行企業に
支持されている米国のレギュレーション S（Reg S: Regulation S）やユーロ中期債（EMTN: 
Euro Medium Term Note）基準に照らした評価、といった措置を通じて、クロスボーダー
の起債を活発にする。

　中南米のAPEC 参加国は太平洋同盟のプラットフォームを使って会議を開き、ABMF の経験に
学ぶ教訓など、債券市場の統合について議論し、中南米諸国間の債券市場統合やアジア諸国・
地域の債券市場との相互運用性に向けた戦略を構築すべきである。

APEC 域内で相互運用可能なファンド・パスポート制度の設計
　 譲 渡 可 能 証 券 の 集 団 投 資 事 業（UCITS: Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities）を立ち上げ、推進してきた EU の経験と、その制度が最終的に成功し
たという事実に触発されて、アジア太平洋地域でいくつかの類似の取り組みが始まった。現在では、
中国本土・香港間のファンド相互承認制度（MRF: Mutual Recognition of Funds）、ASEAN 集
団投資スキーム（ASEAN Collective Investment Scheme）、アジア地域ファンド・パスポート、

15．例えば、同じ枠組みに参加している別の国・地域ですでに承認済みの債券を発行する場合は、コンプライアンスやデュー・デリジェ
ンスに要する追加的なコストを低減するなど。
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太平洋同盟ファンド・パスポートという４つのファンド・パスポート制度が存在する。アジア地域ファ
ンド・パスポートは、オーストラリア、日本、タイが今年２月に国内外のファンドからの申請受付を
開始し、すでに運用されている。アジア太平洋地域でファンドの組成と販売を手掛ける市場参加
者を引き付けるためには、上記各制度のさまざまな当事者が相互運用性を実現すべく取り組むこと
に合意する必要がある。

提言＃２－Ｂ：
　APEC 参加国・地域は、域内のファンド・パスポート制度の相互運用性を推進することに合
意し、目標達成に向けた手順を見出すべきである。

　第一歩として、アジア地域ファンド・パスポートと太平洋同盟は、さまざまな選択肢について議論
を始めるべきである。例えば、a）ある枠組みに参加する各ファンド・パスポート制度が相互認証
の取り決めの基本的要素の洗練度が共通しているという意味で、基本的条件の類似性に基づく相
互運用性 16、b）追加的な障壁（コンプライアンス要件や許可要件）を伴う相互運用性 17、あるい
は、c）制度を構成する各国・地域の二国間・地域間のパスポート制度を通じた相互運用性 18、と
いった選択肢が考えられる。

相互運用可能な即時決済システムの導入推進
　大量の少額送金を一括処理する電子資金振替（EFT）システムは、最も広く利用されている決
済手段の１つである。現金以外での支払いが急拡大するなか、市場参加者は、一括処理して翌日
決済する現行のシステムから、継続的な処理が可能で、システミック・リスクを低減させ、将来の
利用拡大にも対処でき、商業活動の拡大を促すシステムへ移行しつつある。多くのAPEC 参加国・
地域は、各国・地域内で即時決済の仕組みをすでに開発済みもしくは開発中である。しかし、そ
の多くは未熟なものだったり、利用が国・地域内に限られていたりする。つまり、各国・地域にお
ける既存の取り組みを発展させ、相互運用可能な決済システムにするために、さまざまな措置を講
じる余地があるということである。これは、地域統合、越境金融取引の効率性、イノベーション、
包摂性、決済システムの統合性にとって重要なことである。

16．基本的要素としては、a）制度の対象となる投資資産クラス、b）証券保管に関する取り決め、c）公開買付書類記載条件、d）登
録に関する取り決め、e）資産運用業務の認可、f）レバレッジの制限（該当する場合）、g）流動性の要件、h）顧客の獲得とマネー・
ロンダリング対策・本人確認（AML/KYC）に関する要件、i）課税（投資家、ファンド、投資に対する課税）、j）投資家保護と
紛争解決手続き、などが想定される。それぞれのファンド・パスポート制度の構成国・地域が相互運用の相手先制度の構成国・
地域について、例えば上記の基準に照らすなどして、十分成熟した業界を有しているという確信が持てた場合は、当該相手先制
度の全構成国・地域を受け入れ、その逆も同様とすることができる。

17．この選択肢においては、片方のパスポート制度の構成国・地域が経済の発展度と成熟度においてほぼ同レベルであるのに対して、
もう片方の制度の構成国・地域はもう少しばらつきがあるかもしれない。その場合、規制のアプローチ、投資家保護、認可要件
といった面で食い違いが出てくる可能性がある。こうした状況になると、パスポート制度は、個々の国・地域に対して制度への
参加を認められるために克服すべき追加的な障壁を設けるかもしれない。そうなると、求められる水準を満たしている国・地域
に参加を認める一方で、満たしていない国・地域を制度から締め出すことにもなりかねない。

18．場合によっては、より大きな枠組みに属する国・地域が別の枠組み内の法域の基本原則に反するかたちで行動する可能性がある。
このモデルにおいては、各国・地域がそれぞれのファンド・パスポート制度の要件を満たしていても、個々の法域は、何らかの
事情でそうする必要がある場合、域内ファンド市場から特定の国・地域を締め出すことができるだろう。
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●参考文書　APEC閣僚への書簡

提言＃２－Ｃ：
　中央銀行と官民両部門の関係者は、国際基準に基づく強固で域内相互運用可能な即時決済
インフラの構築に協力して取り組むべきである。

▪即時決済に関する能力構築プログラムを立ち上げ、各国・地域間の対話 19 と調整を促すべき
である。即時決済に関する取り組みは ASEAN ですでに進行中であることから、ASEAN
の決済システム作業委員会（WCPSS: Working Committee on Payment and Settlement 
Systems）のプラットフォームを活用して、銀行や決済サービス会社、それぞれの業界団体など、
民間部門の代表者の協力も得ながら、上記作業委員会を構成する中央銀行をメンバーとする
パスファインダー・グループを組織すべきである。同グループは以下のことを行う。
◦ASEAN 加盟各国の国内即時決済システムを分析し、地域全体の理解を深めるとともに、

域内各国間の能力格差と能力構築機会を見出す。
◦即時決済システム間の既存の連携を調査し、加盟国の集団的経験に基づく知見を特定する。

特に、参加国間における国際即時決済を拡大する方法について検討する。
◦将来的に範囲を広げてAPEC 地域でも活用できるよう、即時決済システムのさらなる成長

と拡大に向けた具体的な提言を取りまとめる。

▪アジア太平洋地域の即時決済システムに関する諮問グループを立ち上げ、APEC 全域を対象
とする能力構築プログラムを支援し、域内ベスト・プラクティスを特定する。同グループは、
官民両部門の代表者を構成メンバーとし、各国・地域が即時決済システムを構築するうえで指
針となる確立されたベスト・プラクティスの活用に重点を置くべきである。

▪APEC 参加国・地域は、メッセージングに関する国際基準の採用について合意すべく、民間
部門の関係者との対話を加速させるべきである。

地域レベルの大災害債券市場の構築推進
　2018 年の世界銀行による太平洋同盟大災害債券（CAT ボンド）発行の成功により、大災害債
券が各国・地域の災害リスクに備える資金調達枠組みにおける重要なギャップを埋める手段となり
得ることが示された。大災害債券に対する投資家の需要の大きさ（募集枠を超える購入申し込み
がある）は、より広範な金融市場全般とは相関せず、高い利回りを期待できる資産に対する市場
の需要を反映している。大災害債券は先進国・地域の市場では何年も前からよく活用されているが、
APEC 域内のほとんどの新興市場ではあまり活用されていない。

19．APEC 域内全域で一貫性ある考え方を構築するためには、a）一括決済システムからより決済頻度の高いものや 24 時間対応可能
なシステムへの転換、b）消費者保護、デジタル本人確認、透明性の向上のための適切な法的枠組み、c）システミック・リスク
の低減と公平な競争環境の確立につながる一貫性ある銀行・ノンバンク向け資本・規制要件、d）低廉な手数料や取引コストなど、
早期適用を促す強力なインセンティブ、e）消費者や企業の選択肢を向上させるべく即時決済手段に加える革新的で付加価値の
ある機能を構築する能力、といった点について対話がなされるべきである。
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参考文書　APEC閣僚への書簡●

提言＃２－Ｄ：
　APEC 参加国・地域の財務大臣は、多国間機関との協力のもと、大災害債券を発行した太
平洋同盟の経験に学び、2020 年以降、APEC 参加国・地域のうちアジアの途上国・地域を対
象とする大災害債券の発行を通じてアジア太平洋地域における大災害債券市場の構築を促すべ
きである。

　第一歩として、われわれは、APEC 財務大臣会合プロセス（FMP: APEC Finance Ministers’ 
Process）の自然災害リスクファイナンス・保険ソリューション作業部会（Disaster Risk Financing 
and Insurance Solutions Working Group）の作業プログラムに大災害債券を含めるよう提言する。
同作業部会は、2020 年の早い時期にワークショップを開催し、関心ある国・地域、多国間機関、
民間部門の専門家、潜在的な投資家も交えて、域内の途上国・地域に適した大災害債券の最適
な特徴について議論し、具体的な今後の方策を決定すべきである。われわれは、同作業部会の
支援のもと、2020 年に最初の大災害債券が発行されるよう作業を進めるよう提言する。

III．セブ行動計画および財務大臣会合プロセスの実施
　ABAC は、APEC 参加国・地域の財務大臣に、セブ行動計画（Cebu Action Plan）および財
務大臣会合プロセスにおけるその他のイニシアティブを引き続き実施していただくようお願いする。
われわれは、アジア太平洋金融フォーラム（APFF: Asia-Pacific Financial Forum）、アジア太平
洋金融包摂フォーラム（APFIF: Asia-Pacific Financial Inclusion Forum）、アジア太平洋インフ
ラ・パートナーシップ（APIP: Asia-Pacific Infrastructure Partnership）を通じて官民連携プラッ
トフォームづくりにかかわり、国際機関や公的機関と協力のもと、民間部門の力を結集してこの取り
組みに貢献できることを光栄に思う。ABAC は、APEC 参加国・地域の財務大臣に、アジア太
平洋金融フォーラム、アジア太平洋金融包摂フォーラム、アジア太平洋インフラ・パートナーシップ
の 2019 年進捗報告書を謹んで提出する。進捗報告書の要旨は本提言書に添付している。全文に
ついては下記リンクよりダウンロードできる。
https://www2.abaconline.org/assets/2019/AGFSCB_Reports/Complete_2019_Progress_
Report_of_APFF_APFI_F_and_APIP_Final_Version.pdf.

　われわれは、APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に、本提言にご賛同いただくようお願いす
る。また、アジア太平洋金融フォーラムによって作成され、ABAC が昨年提出した後、財務大臣・
中央銀行総裁代理ならびに金融担当の高級実務者による議論を経て、本年最終版として確定した
以下の文書についても、ご承認いただくようお願いする。

▪APEC の新たな金融サービスデータ・エコシステム構築に向けたロードマップ（An APEC 
Roadmap for a New Financial Services Data Ecosystem）

▪貿易・サプライチェーンファイナンスのデジタル化戦略（A Strategy for the Digitalization of 
Trade and Supply Chain Finance）

▪効率的な個人破産制度の重要な要素（Essential Elements of an Effective Personal 
Insolvency Regime）




