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APEC財務大臣への提言
パンデミック後の回復の加速と金融サービスの再構築

（2020 年ABAC報告書）

序言
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、アジア太平洋地域に深刻な影響を
及ぼしている。多くの人命が失われたことに加え、企業に大打撃を与え、雇用を破壊し、収入や
貯蓄を減少させ、官民の債務を急増させている経済ショックによって域内は大きく揺らいでいる。
回復を加速させることが早急な対応と行動を要する当面の最優先課題であり、特に雇用の主な担
い手であり、かつ地域経済の屋台骨である零細・中小企業（MSME：micro, small and medium 
enterprises）の立て直しは急務である。

　また、今回のパンデミックによって、各国・地域は新たな危機や災害に対して危険なほど脆弱な
状態にある。経済的に困窮した膨大な数の事業者や消費者が、いまや貧困の下方スパイラルに陥
るリスクにさらされている。破綻から抜け出すことを容易にし、多くの事業者が経済界に復帰でき
るような仕組みを整え、レジリエンスを強化することにより、この問題に対処する必要がある。災
害に備える保険を拡充するために、資本市場をはじめとする新たなリスクファイナンスの手段を活
用することも必要である。

　パンデミックの影響を最も受けるのは、金融環境の悪化によって金融へのアクセスがさらに困難
になる新興市場の経済的困窮者や MSME である。今回のパンデミックは、新興市場から世界中
の資金が大量に流出する動きを引き起こしている。投資家や貸し手がステークホルダーの環境・社
会・ガバナンス（ESG）への配慮により敏感になるなか、流出した資金を取り戻すことは今後一層
難しくなる。

　しかし、パンデミックは企業に対し、デジタル技術を活用してより環境にやさしい経営に舵を切
る方法も示している。同時に、パンデミックは従業員の福利厚生やサプライチェーン管理、より幅
広いコミュニティを支える方法についての懸念も顕在化させている。そのため、デジタル技術がも
たらす機会を活用し、より包摂的な金融サービスの実現に向けて金融サービス部門を再構築する
必要がある。また、企業が事業慣行を持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）と着実に整合させていくよう効果的に促し、アジア太平洋地域が今後も引き続き世界中の
資金を呼び込めるようにすることも不可欠である。

　パンデミックは多くの政策立案者や規制当局に対し、デジタル技術やデータを活用して域内の金
融サービスを再構築する必要性を一層の緊迫感をもって検証するよう促している。包摂的な金融イ
ノベーションやオープン・バンキング、デジタル本人確認（KYC：Know Your Customer）のプロ
セスは、政策立案者や規制当局の最大の関心事になりつつある。アジア太平洋地域、特に発展
途上国・地域に投資の流れを呼び戻すという課題は、ESG 金融への効果的なアプローチを構築
する必要性も明らかにしている。これには、柔軟性を備えたプリンシプル・ベースのグローバルな



2020年 APEC首脳への提言 85

参考文書　APEC閣僚への書簡●

ESG タクソノミーや、新興市場における持続可能性への移行の度合いとスピードのばらつきを受け
入れる基準が含まれる。域内企業の事業慣行を SDGsと着実に整合させていくよう効果的に促す
ためにも、こうした柔軟なアプローチが不可欠である。過去数十年間に世界が直面したなかで最
も厳しい今回の危機は、この緊迫感を原動力に関係ステークホルダーが団結し、改革プロセスを
加速させるまたとない機会をAPEC 参加国・地域の財務大臣に提供している。

　本報告書では、金融部門、特に新興市場の金融部門が回復に貢献し、より包摂的で回復の持
続可能性を効果的に高められる金融部門として再構築を果たせる環境を政策立案者と規制当局
がいかにして整えられるか、その方法に焦点を当てている。第１部では、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている企業の資金繰りニーズへの緊急対応措置、破綻した、あるいは自力での
存続が困難な小規模企業への対応、パンデミックなどの将来の災害に備えた保険の拡充に関する
われわれの見解について説明する。第２部では、金融サービス部門がデジタル化によってより包摂
的になり、域内企業が持続可能性を高めて貸し手や投資家にとって魅力的であり続けることにより
一層効果的に寄与する方法について提言を行う。

Ｉ．回復の加速
　MSME は新型コロナウイルス感染症のパンデミックがもたらした経済的影響により、大きな打
撃を被っている。この打撃は需要の急減、サプライチェーンの混乱、ロックダウン（都市封鎖）に
起因している。多くの小規模企業がすでに廃業を余儀なくされ、生き残っている企業も深刻な資
金繰り問題を抱えている。域内の多くの発展途上国・地域では、政府や規制当局によって有効な
措置が取られなければ、40 ～ 75％もの MSME が今後３～６ヵ月以内に破綻する見通しであると、
官民両部門のさまざまな情報筋がわれわれとの協議の席で述べている。

　多くの政府や規制当局は、企業が直面する資金繰りや支払い能力の問題を軽減するためにさま
ざまな金融措置、財政措置、銀行規制措置、政策措置を講じて対応している。しかし、こうした
取り組みは、財政の持続可能性やソブリン格付けへの影響、モラルハザードなどをめぐる懸念（「ゾ
ンビ」企業の増殖につながった過去の経験に基づく懸念など）によって抑制されている。各国・
地域は、近年発生した危機において小規模企業を支援し、破綻企業の再出発を後押しした他の国・
地域の経験から学ぶことができる。こうした経験に基づいて、新型コロナウイルス感染症が小規
模企業にもたらす影響への効果的かつ効率的な対応策を各国・地域が策定する際に役立つ提言を
以下にまとめた。

提言１－Ａ：
　MSME が深刻な資金繰り問題に直面しているAPEC 参加国・地域では、状況に応じて、
一時的な期限付き補助金、財政・規制措置、緊急融資制度など、幅広い対応策の導入を検討
すべきである。

　補助金には、賃金支援、消費の刺激を目的としたバウチャー、家賃・水道光熱費などの固定費
の補助、個人事業主や自営業者を支援する一般補助金などが含まれる。財政措置としては、税金
の一時的減免、税額控除の適用拡大、ならびに従業員の雇用維持に努め、MSME のテナントや
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サプライヤーを支援する大企業に対する税優遇措置などが挙げられる。規制措置には、非常時に
貸し手が消費を下支えできるようにするための銀行規制の一時的緩和などがある。

　保証や融資の形をとる緊急融資制度は、資金繰りの問題を抱えているが、それがなければ自力
で存続できる小規模企業の支援に重要な役割を果たすことができる。こうした制度を効果的に設
計するために、当局は過去から学んだ以下の教訓を検討する必要がある¹。

●危機に伴う不確実性が大きいため、市場や金融機関が単独でリスクを取ることは難しくなる。し
たがって、市場の機能不全を防ぐために政府の融資制度が必要になる。

●緊急融資制度は、非効率性やリスクを回避するためにもっと慎重に設計することが可能な、平時
における通常の融資制度とは異なる。緊急融資制度は迅速かつ大規模に展開する必要があるた
め、当局は正式な制度設計原則と早急な展開との間の妥協を多少受け入れなければならない。

●こうした制度は、決済と融資の既存インフラおよび引き受けの経験・スキルを有し、一般に政府
機関よりも迅速に動ける銀行とノンバンクの貸し手と協力して実施するのが最適である。

●当局は適切な条件での適切な融資を促すために、貸し手と協力して制度設計を行わなければな
らない。
○第一に、融資基準をどの程度緩和すべきかについて賢明な判断を下す必要がある²。ゾンビ

企業を生み出す可能性が高い、自力での存続が困難な企業への雇用の保全を目的とした融資
よりも、解雇された労働者に直接支払いをするほうがよい場合もある。資金繰り支援は、一
時的な資金繰り問題を抱える自力で存続できる企業に集中させるのが最も望ましい。破綻し
た、あるいは自力での存続が困難な小規模企業については、再出発を促すために、迅速に再建・
破産手続きができるような対応を行う方がよい（次の提言を参照）。

○第二に、融資基準を設定したら、企業への融資を金融機関に促すインセンティブを慎重に設
計すべきである。設計にあたっては（a）融資が設定した基準を満たし、かつ（b）貸し手を
融資への参加に導きながら、同時に適正なデューデリジェンスの実施を促す仕組みにしなけ
ればならない ³。

●適切な会計ルールによって、政策立案者は、コストに影響を及ぼす保証制度と融資制度などの
制度間のトレードオフについて賢明な判断を下すことができるようになる。米国の事例は、コスト
の経時的比較を有効に行うために正味現在価値（NPV：Net Present Value）を用いるメリット
を明らかにした⁴。

1. Douglas J. Elliott, Seven Lessons from my Book on Government Credit Programs, Oliver Wyman (https://www.
oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2020/apr/7-Lessons-from-my-book-on-government-credit-
programs.pdf).

2. 政府は通常、雇用を守り、サプライヤーや投資家の損失を回避するため、長期的に自力での存続が難しいとみられる企業を支援
しなければならないという政治的圧力に直面する。しかし、こうした支援はゾンビ企業を生み出し、たいてい長期的に高くつく
ことになる。

3. 米国発の世界金融危機のさなかには、例えば、中小企業局の支援制度に銀行を参加させるために、政府が融資額の 80％以上を保
証する必要があった。しかし当時、政府がテールリスク（まれにしか起こらないはずの想定外の事態が実際に発生するリスク）
に対する保証に重点を置くことが別の方法として提案された。この保証により、深刻な不況など一定の破滅的状況が発生した場
合は政府が介入すると理解したうえで、平常時により近い状態で融資を行うよう貸し手に促すことができる。

4. 1990 年連邦信用改革法（Federal Credit Reform Act）以前は、融資の支出は費用として、融資の回収は収入として処理されていた。
正味コストが時間の経過とともに高くなる可能性があっても、費用として処理される初期費用を回避できることから、この仕組
みは保証制度の利用を促した。連邦信用改革法のもとで導入された改正後の会計ルールでは、NPV を用いて将来のキャッシュ・
インフローとキャッシュ・アウトフローを予測し、国債金利を用いて現在ドルベースでその価値を計算する。これらの新ルール
は保証制度と融資制度の条件を平等にしている。
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●利用価値がすでに失われた融資制度を終了することの政治的な難しさは、過去の事例から明ら
かである。この問題に対処する３つの方法を以下に挙げる。
○制度終了の明確で合理的かつ客観的な基準を設定する。
○目的が達成された、あるいは期限が到来した時点で制度を終了するため、より大きい裁量を

持った中央銀行などの政治的に独立した機関と協力する。
○緊急事態終了後に緊急制度の後を引き継ぐ目的に適った制度を設計する。

　APEC 参加国・地域は、多国間開発銀行と協力して発展途上国・地域の中央銀行に融資を行い、
各中央銀行がそれぞれの国・地域内の銀行に対し MSME 支援のためのソフトローンを提供でき
るようにすることも可能である。

提言１－Ｂ：
　APEC 参加国・地域は、個人破産制度を整備することで自力での存続が困難な小規模企業
の早期再建を促すとともに、支援制度を通じて破綻企業の経営者の再出発を早めることにより、
支払い能力問題に対処すべきである。

　破綻企業や自力での存続が難しい企業の事業主の多くが経済界に復帰できるようにすることが
急務であるため、政策立案者は現時点から、過去の危機で使われたツールに加え⁵、期間限定ま
たは試験的に緊急措置を実施し、非常事態後にその措置を恒久化するか、もしくは後日十分に練
られた法案を採択すべきである。

　APEC 参加国・地域がこうした改革に着手する際に考慮すべき、効果的な個人破産制度の設計
に関する指針がすでに用意されている⁶。その主な特徴は以下のとおりである。

●個人破産制度は、債権者・債務者・社会の利益のバランスを取るべきである。
●破産した債務者の取り扱いにおいて、管財人がもっと大きな役割を果たすべきである。それによっ

て、破産手続きの際に裁判官に過剰な負担がかかることを回避できる。
●破産手続きを開始する基準は、明確で透明性が高く合理的なものであるべきであり、破産申請

を阻む高い障壁となることは避けなければならない。
●債務者ができる限り短期間で「再出発」できるよう、負債を帳消しにする免責手続きを迅速化

すべきである。
●破産した債務者は、生産的な仕事への早期復帰を可能にする財産の保全を認められるべきで

ある。
●破産管財人は、債務者の財務状況と個人的な行動を調査し、債務者の資産に関する情報にアク

セスする十分な権限を持つべきである。

5. 例えば、これまでの危機では、APEC 参加国・地域の政府は、不良債権を銀行から買い取って再編するために資産運用会社を設
立した。こうした仕組みは銀行制度が盤石であり続けることを可能にしたため、深刻な支払い能力問題への長期的な対応策の候
補の一つとみられている。

6. Essential Elements of an Effective Personal Insolvency Regime (https://www2.abaconline.org/assets/2018/APFF/Essential_
elements_Final.pdf).
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●資産台帳や担保台帳のほか、全必要情報を網羅したフルファイル・システム、包括的な信用情
報システムなど、債務者の資産や財務状況に関する十分な情報を取得するためのインフラを整備
すべきである。

●債権回収機関や債権回収実務に関する規制の枠組みと業界基準、刑法・民法、効果的な司法
手続きなどの執行の仕組みを構築すべきである。

　パンデミックは世界で最も脆弱な地域に数えられるアジア太平洋の各国・地域の自然災害に対す
るレジリエンスにも影響を与えている。保険業界と再保険業界は、（保有株式の株価の大幅下落や
パンデミック関連の大量の保険金請求により）バランスシートの資産と負債の両側に影響を受けて
いる。緊急支援措置によって政府の財政準備金も枯渇しており、自然災害がもたらす被害への対
応に使える財源が減少している。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う混乱の結果、個人や世帯、
企業の経済状況が不安定化していることを踏まえると、今後パンデミックの新たな発生や再燃を含
む大規模自然災害が深刻な危機を引き起こし、域内全域の多数の世帯を貧困の下降スパイラルに
陥らせるおそれがある。そのため、資本市場の活用によって災害リスクファイナンスの手段を拡充
することが重要である。

提言１－Ｃ：
　APEC 参加国・地域は多国間開発機関との協力のもと、域内の保険リンク債券（ILS：
insurance-linked securities）市場の成長を促すべきである。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APEC 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（APEC Disaster Risk Financing and 
Insurance Solutions Working Group）が、2020 年中に昨年のわれわれの提言を実行し、多
国間開発銀行との協力のもと、中南米のAPEC 参加国・地域の経験に学び、今後の ILS 発
行時にパンデミックを補償できる可能性も調査しながら、アジアの発展途上の参加国・地域を
対象とする大災害債券の発行に取り組むよう提言する。

II．金融サービスの再構築

Ａ．包摂的なデジタル化の加速

１．包摂的な金融イノベーション
　世界全体で 16 億を超える成人が銀行口座を持っていない。そのうち 40％に相当する５億 5,600
万人がAPEC 参加国・地域内に居住している⁷。十分な金融サービスを受けていない人 と々共に、
こうした不利な状況に置かれた人々は、金融環境の悪化によって金融へのアクセスがさらに困難に
なるため、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を最も受けることになる。金融包摂は、
貿易と投資の恩恵がアジア太平洋地域の人々に広く共有・支持される状況を実現する消費者と起
業家の幅広い裾野を生み出すためにも不可欠である。

7. World Bank, The Global Findex Database 2017 [https://globalfindex.worldbank.org/node].
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　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す。今日の技術は、
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）量の急増と相まって、銀行口座を持たない人々や十分な金融サービスを受けていない人々によ
うやく金融サービスを届けられるかつてない機会をもたらしている。新型コロナウイルス感染症の
パンデミックの影響は、紙での情報収集や対面での事業活動といった従来の方法を不可能にした
ことで、金融サービスのデジタル化を普及させる妥当性と必要性をも明らかにしている。デジタル
技術やデータをうまく活用して銀行口座を持たない人々や十分なサービスを受けていない人々に金
融サービスを届けるには、技術提供者や金融業界の企業・団体、政策立案者、規制当局の関与
が不可欠となる。

　発展途上のAPEC 参加国・地域に住む銀行口座を持たない人々にサービスを届けることに成功
した事例は、銀行サービスをより包摂的にするためのテクノロジーの可能性を明らかにしている。
テクノロジーによって、銀行は遠隔地でサービスを拡大し、国・地域内外の MSME のマッチング
を可能にし、与信処理時間を大幅に削減し、効率性を高めてサービス対象範囲を拡大し、貧困に
苦しむ地域の MSME が都市部の消費者に生産物を販売する電子商取引プラットフォームを提供す
ることができる⁸。しかし、そのためにはデジタル金融サービス提供者がこれらの市場にサービス
を届けられるようにするデジタル・インフラとデジタル本人確認が欠かせない⁹。

　別の事例は、コミュニティ内の銀行口座を持たない人々や十分な金融サービスを受けていな
い人 と々緊密に協力している、その市場を深く理解する専門家や非営利組織（NPO：non-profit 
organizations）の協力を得ることの大切さを明らかにしている。発展途上のAPEC 参加国・地域
で銀行口座を持たない人々に金融サービスを届けた事例は、多様なステークホルダー間の協力の有
効性を実証している 10。

8. 中国では、ある大手銀行が専任の金融包摂部門を有する広範な支店網と全国の地方銀行子会社・消費者金融子会社を活用してサー
ビスを拡大し、プロセスの一元化と標準化によって小規模企業融資の処理時間を従来の３ヵ月から１週間未満に短縮した。また、
この銀行はスマート・カウンター（セルフサービス端末の設置と従来型カウンター上での手続きのデジタル化）ならびに電子融
資と電子決済（融資の申請、承認、資金引き出しのオンライン処理、電子チャネルを通じた交通費・水道光熱費の支払い）の導
入や、自動化されたリスク評価と業務の検討・意思決定におけるビッグデータの活用も進めた。

9. デジタル・インフラの資金調達、特に民間資金の呼び込みが主要課題となり得る。この課題への対応に役立つ参考資料が 2017
年の APEC 財務大臣共同声明の別添 A「APEC 参加国・地域における資金調達源の多様化およびインフラ投資への民間部門の
関与促進（Diversifying Financing Sources and Fostering Private Sector Involvement in Infrastructure Investment in APEC 
Economies）」であり、APEC ビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）はこれに知見を提供した [http://
mddb.apec.org/Documents/2017/MM/FMM/17_fmm_jms_anxa.pdf］。地方のデジタル・インフラについては特に、政府の財
政支援が不可欠となる。他では融資を受けられない事業を商業的に採算がとれるものにするためのさまざまな施策として、先行
型補助金、事業採算性支援措置による収入保障、ブレンド・ファイナンス（譲許的資金をハイブリッド型資本構成内の一次損失
を負担するエクイティに分配することによって民間資本を「呼び込む」ことを目指すもの）などがある。

10. 一例として、主要国際 NPO が農村部にある国内銀行の協力のもとで支援しているインドネシアのプロジェクトが挙げられ
る。これは、地方の農業従事者や女性が、農業従事者団体（FGU: farmer group unions）のリーダーが代理店となって届ける
E-Cash（イー・キャッシュ）を活用した携帯電話を通して金融サービスにアクセスできるようにすることにより、その収入を増
やすことを目的としている。このプロジェクトは、金融サービスの供給側（代理店）と需要側（顧客）の両方でうまく機能した。
供給側では、プロジェクトが銀行と協力して FGU のリーダーをモバイル銀行の代理店にするための訓練を行い、その銀行の認
可無店舗銀行代理店となった FGU に技術支援を提供した。需要側では、女性の農業従事者と起業家、村の農業従事者、農業関
連労働者を対象に訓練を実施した。このプロジェクトは２年半で、銀行口座を持たなかった農業従事者の顧客 5,761 人（うち女
性は 61％）にサービスを提供し、地方の農業従事者の金融包摂と金融リテラシーの向上につながった。MercyCorps Indonesia, 
Agrifin Mobile Program in Malang, Indonesia: Branchless Banking and Participatory Gender Impact Study Report [August 
2018]. Link: https://www.mercycorpsagrifin.org/wp-content/uploads/2020/04/AgriFinMobile_Branchless-Banking-and-
Participatory-Gender-Impact-Study-Report_August18.pdf
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提言２－Ａ：
　政府は発展途上地域において情報通信技術（ICT：information and communication 
technology）インフラを構築し、（それがまだ存在しない場所では）デジタル ID を導入すべき
である。その両方が、こうした地域のコミュニティにサービスを提供する地方・コミュニティの
銀行やマイクロファイナンス金融機関による金融サービス、および包摂的なデジタル金融を支え
るインターネット・プラットフォームとモバイル・プラットフォームの普及実現の必要条件である。

提言２－Ｂ：
　各国・地域は、協調的な域内プラットフォームの活用によって成功している取り組みを拡大す
るとともに、銀行口座を持たない人々や十分な金融サービスを受けていない人々への金融包摂
の拡大を著しく進展させるために、政策立案者や規制当局、金融業界、金融テクノロジー部門、
NPO、多国間組織が着手できる具体的な行動を特定すべきである。

　われわれはこれらの提言を前に進めるために２つの具体的な行動を提案する。

提言２－Ｃ：
　関心のある金融当局や銀行、技術提供者、NPO は、ASEAN 金融イノベーション・ネッ
トワーク（AFIN：ASEAN Financial Innovation Network）のアプリケーション・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）・プラットフォームを用いて、発展途上のAPEC 参加国・地域内の金融サービスを
全くもしくは十分に受けていないコミュニティを特に対象とした革新的な金融商品を開発するパ
イロット・プロジェクトを開始すべきである。

提言２－Ｄ：
　金融当局や関心のある金融サービス提供者、その他の関係ステークホルダーは、ブルネ
イ、インドネシア、マレーシア、フィリピンで構成される東 ASEAN 成長地域（BIMP-EAGA：
Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area）において、国境をま
たぐ包摂的なデジタル金融に関するパイロット・イニシアティブを開始すべきである。イニシアティ
ブの設計にあたっては、MSME および金融サービスを全くもしくは十分に受けていないコミュ
ニティを対象とした越境金融サービスを支えるために必要なインフラや規制改革を特定できるよ
うにしなければならない。こうしたイニシアティブは、太平洋同盟（PA：Pacific Alliance）な
ど域内の他のグループでも取り入れることができる。

２．包摂的なデジタル本人確認（KYC）
　金融サービス提供者にとって、顧客本人確認（KYC：Know Your Customer）にかかるコスト
は増す一方であり、その平均年間支出額は 4,800 万米ドルと見積もられる。金融情報サービス会
社のリフィニティブによると、上位 12％の金融機関の年間支出額は１億米ドルを超え、なかには年
間支出額が 10 億米ドルを超える金融機関もあると言われている 11。コンプライアンス要件が顧客

11. Refinitiv, KYC Compliance: The rising challenge for financial institutions (https://www.refinitiv.com/content/dam/
marketing/en_us/documents/reports/kyc-compliance-the-rising-challenge-for-financial-institutions-special-report.pdf)
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オンボーディングのコストを押し上げており、MSME と低所得顧客層がその影響を最も受けている。
規制当局や銀行のコンプライアンス要件に機関や国・地域の垣根を超えた共通の基準がないこと
が、こうしたコストや摩擦の低減を妨げる障壁となっている。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、新興市場の規制当局や金融活動作業部会（FATF：
Financial Action Task Force）による最近の動きも相まって、KYC のデジタル化の加速を促して
いる。完全なデジタル化は KYC のプロセスをより安価に、より迅速に、よりリスクに基づいたもの
にすると見込まれる。しかし、MSME に関するデータ収集についてはまだやるべきことが多く残さ
れている。例えば、デジタル署名の承認に関する法的な枠組みづくり、信頼できる安全なデータ共
有の実現、デジタル・オンボーディングの整備、安定したオープンな基準の策定、事業主と規制当
局の教育などが挙げられる。

　KYC のデジタル化推進に成功している国・地域の事例は、政府一丸となったアプローチや民間
部門のイニシアティブ、官民連携の重要性を明らかにしている。また、分散化した枠組みのなかで
相互運用性を確保するための標準化に重点を置き、身元情報の信頼できる管理者として規制対象
の銀行部門に協力を求める戦略の価値も示している。

提言２－Ｅ：
　APEC は、2021 年に APEC 参加国・地域の財務大臣による検討に付すために、域内の政
策立案者や規制当局、銀行・テクノロジー部門、学術機関の専門家が KYC のデジタル化を加
速させる戦略を策定するためのプラットフォームを提供すべきである。

３．包摂的なオープン・バンキング
　オープン・バンキングは、21 世紀の金融サービスを再構築する決定的なイノベーションになると
見込まれる。さまざまな国・地域における昨今のオープン・バンキング導入に向けた取り組みは、
各銀行によるアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の公開から、業界全体の
API 基準の公表、規制上の義務の導入に至るまで多岐にわたる。オープン・バンキングはイノベー
ションと競争を促し、ユーザー・エクスペリエンスの向上やデータ管理の改善、製品・サービスの
選択肢拡大を通して消費者に恩恵をもたらす途方もない可能性を秘めている。金融包摂の観点か
らは、革新的な金融商品によって利便性とコスト効率により優れた金融へのアクセスに向けた道を
開くことができる。

　最近域内で実施された業界調査は、アジア太平洋地域のまだ大部分がオープン・バンキングの
発展の初期段階にあることを浮き彫りにしている。また、域内のどこでも効果を発揮する「万能の」
アプローチはないことも調査は明らかにしている。当局や産業界などのステークホルダーが協力し
て枠組みやアプローチの試行・改良を行いながら、地域の事情に最も適した形にアプローチを調
整することが、取り組みを前進させる最善の方法であることをこの結果は示唆している。相互運用
性を確保し、イノベーションを今後の取り組みの中心に据えることの重要性もこの調査で明らかに
なった。また、法的な枠組みや消費者保護、データ・セキュリティ、個人情報保護、API 基準など、
さまざまな政策領域で協調的な取り組みが必要とされている。
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提言２－Ｆ：
　アジア太平洋地域の関心のある政策立案者と規制当局は、第一歩として、産業界など民間部
門の関係ステークホルダーと API 標準化に向けた概念実証について包摂的な協議を始めるべ
きである 12。また、域内でのオープン・バンキングの発展を促すために、この協議をAPI や決
済の迅速化、デジタル ID・承認管理の取り組みを支えるルールについてのさらなる議論の出発
点とすべきである。

Ｂ．ESG 金融による持続可能なアジア太平洋地域の構築
　 最 新 の 国 連 貿 易 開 発 会 議（UNCTAD：United Nations Conference on Trade and 
Development）世界投資報告書（World Investment Report）13 で述べられているように、今回の
パンデミックによって投資フローが急減し、発展途上国・地域は最大の打撃を受けている。同報
告書では、世界の外国直接投資の減少は当面続くと予測する。国際金融協会（IIF：Institute of 
International Finance）による非居住者ポートフォリオのフローの追跡データは、2020 年第１四
半期に新興市場からの流出が過去最大を記録したことを明らかにしている。こうした傾向は発展途
上のAPEC 参加国・地域に明らかに影響を及ぼしており、各国・地域は回復と成長軌道への復帰
を加速するため、特にインフラ部門に投資を呼び戻すという課題に今後直面することになる。

　しかし、貸し手や投資家は現在、その投融資方針を持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals）と整合させるよう求めるステークホルダーからの高まる圧力にさらされている。
その結果、環境・社会・ガバナンス（ESG）の要素が融資や投資の判断に果たす役割は高まっている。
この動きは、資本市場での資金調達の活用を促す措置に加えて14、アジア太平洋地域の発展途上国・
地域が域内外から資金を呼び込む能力に影響を及ぼす。域内外から資金を呼び込むために、企業
と政府はその慣行をSDGsと一層整合させる必要がある。アジア太平洋地域の貸し手と投資家は、
融資や投資の判断に ESG 要素を組み入れることで借り手や発行体に SDGsとの整合性を着実に
とっていくよう促し、このプロセスの加速に一役買うことができる。

　ESG のタクソノミー（持続可能な成果につながっているとみなされる資産や活動の一般に認めら
れる定義）の策定がこの取り組みの中心になる。残念ながら、現在策定中の ESG のタクソノミー
はアプローチがそれぞれ大きく異なるため、分断化リスクの懸念が高まっている。特に多数の小規
模な新興市場を持つ地域では、タクソノミーの整合性の欠如と評価方法のばらつきが、サステナ
ブル・ファイナンス（持続可能な金融）の拡大を妨げる主な障害となっている。この課題には、柔
軟性を確保し域内全域での導入を容易にするために、プリンシプル・ベースのアプローチに沿った
タクソノミーや基準を策定するロードマップによって対処できる。

12. アジア新興決済協会（EPAA: Emerging Payments Association Asia）がアジア太平洋金融フォーラム（APFF: Asia-Pacific 
Financial Forum）の協力のもとで展開した概念実証を、議論の出発点と見なすことができるだろう（http://www2.abaconline.
org/assets/Proof_of_Concept_for_API_Standardization.pdf）。

13. https://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2020/.
14. 2017 年の APEC 財務大臣共同声明の別添 A を再び参照されたい。資本市場での資金調達の活用は、ポスト・コロナの環境下で

のインフラ構築の鍵にもなる。コロナ以前のアジアにおけるインフラ関連の資金調達ギャップは年間約 4,500 億米ドルとアジア
開発銀行（ADB: Asian Development Bank）によって試算されている。特に効果が期待できる取り組みとしては、資産リサイ
クルのスキーム（政府が売却可能なインフラを処分して新しい資産への投資資金を調達するもの）や債券補助金のスキーム（発
行体に政府還付金を、もしくは投資家に税額控除を提供するもの）、証券化ファイナンスの市場を振興する国内法の制定などが
ある。
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　もう一つの重要な課題は、ESG データと情報開示である。ここでも企業は、官民双方がさまざ
まな市場で構築・導入した複数の種類の情報開示の枠組み、インセンティブ構造、データ収集方法、
外部評価に対処している。認識や能力構築、調査疲れなど、企業報告や情報開示のさまざまな
障壁に取り組む必要がある。また、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures）の提言（ABAC が 2018 年に財務大臣に提言したもの）
の採用など、ESG 関連データの入手可能性、質、整合性、比較可能性を高める具体的な取り組み
に焦点を当てることが重要である。

　これには、教育やインセンティブ、投資家のエンゲージメントとスチュワードシップ、非上場企業
の包摂、情報開示の枠組みへのオープンソース・アプローチの採用などに対する協調的かつ包括
的なアプローチが不可欠となる。こうしたアプローチがイノベーション（例：サステナビリティ・リン
ク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンド）を推進し、競争原理を高め、分断を減らし、民間
部門の幅広い参加を促し、サステナブル・ファイナンスの継続的な成長を支える。

　ESG の要素は、主に指針の形で金融規制慣行に一層組み込まれるようになっている。しかし、
リスクと金融機関がグローバルな性格を持つ一方で、規制は依然として国・地域の枠にとどまっ
ている。分断化された規制環境は、国際金融機関や地域の金融機関が企業の慣行を SDGs と
整合させるよう促すうえでの深刻な障害となっている。現在特定の国・地域において、バーゼル
銀行監督委員会（BCBS：Basel Committee on Banking Supervision）、証券監督者国際機構

（IOSCO：International Organization of Securities Commissions）、保険監督者国際機構（IAIS：
International Association of Insurance Supervisors) などの基準設定機関、ならびに中央銀行
と金融当局が新たに組織した気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク（NGFS：Network for 
Greening the Financial System）によって、規制の枠組みに ESG 要素をより効果的に反映させ
る方法を検討する取り組みが行われている。こうした取り組みは有益な出発点であり、それを支え
るエネルギーは称賛に値するが、サステナブル・ファイナンスには、明確な目的を持ち、消費者と
サプライチェーンを保護し、市場の発展を支え、主要経済部門における移行を促す、世界的に調
和のとれた健全な政策と規制の枠組みが必要である。

　市場基準は現在進化の過程にある。多国間開発機関が最初にグリーンボンドを推進し、機関投
資家が最初に株式投資にサステナブル投資戦略を採用したころから大きな進展を遂げてきた。今
日では、SDGs に貢献するプロジェクトや企業への投資を促す基準の推進において、機関投資家
が規制当局と共に積極的な役割を担っている15。これを礎に、さまざまな機関が現地通貨建てグリー
ンボンドのエコシステム構築に向けた技術支援プロジェクトを導入している。これらのプロジェクト
は ESG 基準を満たした証券への投資を促すための指標と認証スキームを開発し、気候変動の軽
減策や適応策、移行策の数値化を進めている。こうした取り組みを通して、気候リスクの評価を容
易にする共通の手法をつくり出すことを目指しており、投資家もこれを支援することができる。

15. 国際資本市場協会（ICMA: International Capital Market Association）のグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステ
ナビリティボンド・ガイドライン、ならびに気候ボンド基準、ASEAN 資本市場フォーラムの ASEAN グリーンボンド基準など
の枠組みは、このプロセスにおいて極めて重要な役割を果たしている。
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　しかし、取り組みはまだ緒に就いたばかりであり、効果的な国際市場基準の策定に寄与するた
めに、政府と規制当局は、民間部門や多国間機関、基準設定機関、市民社会と手を携えて協力し
ていくべきである。国際財務報告基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）
の採択や比較可能な情報開示、専門用語の定義の標準化を推進し、強固で相互運用可能な法的
枠組みを提供するためには、まだやるべきことがたくさんある。整合性のとれた国際基準を策定す
る取り組みは、環境・社会・ガバナンスの３つの要素をすべて網羅しなければならない。

　重要なことだが、こうした取り組みでは、信用格付けなどの市場で利用できるリスク評価ツールと、
ESG 評価や持続可能性評価ならびに環境への配慮実績の外部検証とを区別する必要もある。こ
れらのツールは相互補完できる一方で、それぞれが市場関係者の異なるニーズを支える別個の役
割を果たしている 16。サステナブル・ファイナンスの行動項目を達成するには、各ツールの違いを理
解する必要があるが、これらのツールへのさらなる規制介入は必要ではない。

　アジア太平洋地域の政策立案者と規制当局は、域内の意見をもっと積極的に吸い上げ、国際的
な議論の場でより効果的に表明する必要がある。新興市場や証券規制当局の役割に関する提言の
適用にあたって、IOSCO17 は規制当局と市場参加者に対して、オープンな対話を維持し、各地の
状況や特定地域の市場の発展水準、サステナブル・ファイナンスの分野での国際的・地域的な取
り組みを考慮するよう促している。アジア太平洋地域が国際基準設定の場において EUと並ぶそ
の役割を確立したうえで、予期せぬ影響や起こり得る市場の歪みを十分考慮して基準が策定され
るようにし、国・地域を超えた整合性と相互運用性の確保を促すことが特に重要である。

　サステナブル・ファイナンスの発展の初期段階では分断が予想されるが、世界的な整合性の確
保に向けてステークホルダーが動き始めることができる決定的な転機が今まさに訪れようとしてい
る。多国間機関主導で各国政府と規制当局に働きかけるさまざまな取り組みや、グローバルな機関
投資家コミュニティを積極的に巻き込む国際イニシアティブを通じて、意義深い協力がすでに行わ
れている。また、幅広く支持されている既存の基準のなかには、オープンな国際基準の策定に使
うことができ、規制当局から採用され得るものもある 18。

16. これらのツールとそれぞれの役割は次のとおりである。
　・ESG 評価と持続可能性評価は、発行体が自身の活動に主要な持続可能性の要素をどの程度組み込み、管理し、情報開示している

かを測る。
　・外部検証者がグリーンボンド基準などの外部基準に照らして発行体や金融機関の実績を評価する。検証結果は通常二者択一であ

り、基準を満たしているか満たしていないかを検証者が判断する。
　・信用格付けは、関連する発行体や金融債務の相対的な信用リスク、つまり期日到来時に契約上の金融債務を返済する発行体の能

力と意思を評価するものである。企業が社会や環境に与える影響を測るものではないが、信用分析にかかわる場合は ESG への
配慮を考慮する。

17. IOSCO, Sustainable Finance in Emerging Markets and the Role of Securities Regulators. Final Report (https://www.iosco.
org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD630.pdf).

18. 例として、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI: Global Reporting Initiative）のサステナビリティ報告基準や、
サステナビリティ会計基準審議会（SASB: Sustainability Accounting Standards Board）と気候関連財務情報開示タスクフォー
ス（TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures）の取り組みが挙げられる。
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　整合性を確保する取り組みは、持続可能な慣行を促す貸し手や投資家の能力の中心となる課題
に重点を置くのが最も望ましい。こうした課題には、共通のタクソノミーと言葉遣い、リスク管理指
針、市場基準、情報開示が含まれる。能力構築措置が成果を生んでいるなか、規制当局が市場
への要求を増やす可能性を考慮しながら、規制当局による貸し手や投資家向けの明確な指針の策
定を目指すべきである。政府全体でのアプローチが国・地域内の政策決定の分断を回避し、その
明瞭さを確保する鍵となる。

　整合性を追求するプロセスには、銀行・証券・保険・年金・会計の各規制当局の国際的な議論
の場での協調と、市場参加者やそれ以外のステークホルダーとの国・地域レベルでの協議を含め
るべきである。投資家、投資先、市民社会、国・地方自治体といった多部門間の対話、特にイン
フラやエネルギーのような重要分野での対話が、認識の違いを埋め、政治リスクや規制リスクを低
減し、プロジェクトの質や持続可能性を確保するうえで重要である。

　APEC 参加国・地域の財務大臣は、サステナブル・ファイナンスを複数年にわたって行動項目と
して維持し、セブ行動計画の次回更新の主要部分として組み込むべき長期的なプロセスとして受
け入れる必要がある。域内の各国・地域の経験によれば、急速な進展は達成可能であり、定着
した慣行・習慣を変えるのが難しい先進国・地域よりも新興国・地域の方が有利な場合もあるが、
成熟した ESG 意識を育てるには何年もかかるため、長期的なスタンスで臨むことが重要である。
今後のサステナブル・ファイナンスの取り組みは、一連の戦術的措置（一部は同時に実施、それ以
外は順次段階的に実施するもの）を盛り込み、多彩なアプローチを組み合わせた明確な長期的戦
略とロードマップを必要とする旅と見なすべきであり、これには協調とガバナンスが欠かせない。

　投融資判断への ESG 要素の組み込みを促す取り組みに影響を与える、ハイレベルな原則に関
するわれわれの提言は以下のとおりである。

提言２－Ｇ：
　世界共通の ESG タクソノミー、もしくは実用的かつ全世界で適用可能であり、経済・社会・
政治の発展水準が異なるさまざまな国・地域全体の利用者のニーズに容易に適応できる一連の
基準の策定に向けて、各国・地域は尽力すべきである。こうしたタクソノミーや基準によって、
ESG 金融は特に域内の新興市場において、より持続可能な慣行への移行を加速させる効果的
なツールとなる。それは次のような特徴を持つ必要がある。
○ルールを規定するのではなく、プリンシプル・ベース 19。
○世界的に整合性がとれている。
○「グリーン」か「ブラウン」の二者択一ではなく、「グリーン」と「ブラウン」のさまざまな色

合いを認める柔軟なアプローチをとり、導入スピードのばらつきも受け入れる。
○テクノロジーの進化に伴う資産や活動の持続可能性水準の将来的な変化を考慮して機動的

に変化する。

19. だが一方で、シナジーを促し透明性を高めるために、各国・地域は原則と共に下位条項や指針も策定すべきである。
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○融通が利き、導入しやすい。
○幅広い活動や金融サービスを網羅する。
○包摂的で、誰一人取り残さないという国際的な誓約を守る 20。

提言２－Ｈ：
　銀行・証券・保険・年金・会計の各規制当局は、リスク管理の指針を提供し、市場基準や
情報開示を支えるため、包摂的プロセスによって、国際的な基準や枠組み、原則、ベスト・プ
ラクティスの策定に取り組むべきである。このプロセスには、国際協力と各国・地域の政府全
体での協調、市場参加者やその他の関係ステークホルダーとの協議が必要となる。

提言２－Ｉ：
　ESG タクソノミーや一連の基準、リスク管理指針、市場基準、環境ほど注目度は高くない
社会とガバナンスの要素に関する情報開示の枠組みのさらなる策定に十分力を注ぐべきである。
出発点としてふさわしいのが、アジア太平洋の多くの国・地域に特有の課題であり、数兆米ド
ル分の歳入、生産性、投資が失われる原因となっている汚職を防止する取り組みだろう。この
課題を既存の汚職防止の枠組みと整合した国際的な情報開示の枠組みに組み込むことが、強
固な贈収賄・汚職防止制度の構築に重要な役割を果たし得る。それによって、投資家や企業
に対して、幅広い責任についての情報開示や、体系化された贈収賄・汚職防止方針の策定、
行動規範や全社レベルのリスク評価の整備を促すことができる。

　われわれはまた、APEC 参加国・地域の財務大臣に対し、以下の具体的な行動も提言する。

提言２－Ｊ：
　APEC 参加国・地域の財務大臣は、サステナブル・ファイナンスの実現に向けたロードマッ
プを策定するプラットフォーム〔サステナブル・ファイナンス推進ネットワーク（Sustainable 
Finance Development Network）〕を構築すべきである。このロードマップは参加国・地域間
で ESG 金融へのアプローチの整合性をとり、国際的な基準や枠組みづくりにおけるアジア太
平洋地域の発言権を強化するための明確な長期戦略を提供すべきである。また、サステナブル・
ファイナンスを推進する指針や施策の策定・設計、ならびに技術の応用支援において参加国・
地域を支えるべきである。この取り組みは、関心のある関係閣僚、規制当局、国際組織、投資家、
貸し手、業界団体、専門家を巻き込むべきであり、セブ行動計画の次回更新の際に APEC 財
務大臣会合プロセス（FMP：APEC Finance Ministers’ Process）の複数年にわたる行動項
目に組み込まれるべきである。閣僚は、金融へのアクセス促進に金融インフラ開発ネットワーク

（FIDN：Financial Infrastructure Development Network）が果たす役割のように、このプラッ
トフォームの管理をアジア太平洋金融フォーラム（APFF：Asia-Pacific Financial Forum）に
任せることを検討してもよい。

20. 国連総会決議 70/1「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（Transforming our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development）」の前文。
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III．財務大臣の開発アジェンダの実行
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、APEC での改革実施と能力構築の取り組みを中
断させる一方で、こうした取り組みを完遂する重要性も明確にしている。近年の歴史において、こ
れほど金融へのアクセスの確保や、市場とそのインフラの構築、金融のレジリエンスと持続可
能性の重要度が増したことはなかった。過去数年にわたり、財務大臣はこれらの目標の達成に
必要な具体的行動を特定し、セブ行動計画やその他の財務大臣会合プロセス（FMP：Finance 
Ministers’ Process）における取り組みに盛り込んできた。今年も、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）がこうした成果を前進させるため、バーチャル会議技術を
活用して、官民両部門と多国間機関の連携のためのプラットフォームを引き続き提供している。
その成果ならびに進行中および予定されている活動については、共同進捗報告書に記載されて
いる 21。

提言２－Ｋ：
　われわれは財務大臣に対して、APFF、APFIF、APIP の 2020 年進捗報告書に留意し、
セブ行動計画やその他の FMP における取り組みの実施を加速させるために、これらのフォー
ラムとの協力を強化するよう関係当局に呼びかけることを推奨する。

結論
　アジア太平洋地域は現在、新型コロナウイルス感染症のパンデミックがもたらした困難な課題に
直面している。コロナ危機が域内の国・地域、特に多くの人々に雇用と生活の糧を提供している小
規模企業にもたらした甚大なダメージを手遅れになる前に修復するために、迅速かつ断固とした行
動が求められている。こうした行動は、回復の加速、包摂の促進、レジリエンスの強化、持続可
能性の達成に重点を置く必要がある。金融部門はこのすべてのプロセスで重要な役割を果たすが、
これらを実現するには画期的な司法改革、政治改革、規制改革が欠かせない。その多くが規模や
効果の増大につながるデジタル技術の採用と、越境・域内取引の円滑化と結びついている。

　われわれ ABAC は本報告書を通して、金融サービス部門が地域の発展や統合に大きな貢献を
果たすことを可能にする改革を成功に導く方法について、実務的かつ有益な指針を提供できること
を願っている。今日の困難な状況においても、アジア太平洋地域のより力強く、より包摂的で持続
可能なバランスのとれた成長を目指し、われわれは引き続きAPEC 参加国・地域の財務大臣の皆
様と協力していく所存である。

21. Seizing the Moment: Reshaping Financial Services to Build APEC’s Post-Pandemic Future. 2020 Progress Report of the 
Asia-Pacific Financial Forum, the Asia-Pacific Financial Inclusion Forum and the Asia-Pacific Infrastructure Partnership 
(http://www2.abaconline.org/assets/2020_Progress_Report_of_APFF_APFIF_and_APIP_2020-08-13_FINAL.pdf).


