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拝啓 
 APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に、われわれの今年の提言を APEC ビジネス諮問委員会
（ABAC：APEC Business Advisory Council）を代表して提出できることを光栄に存じます。 
 
 迅速かつ持続的な回復の促進、将来のパンデミックに対する強靭性の構築、持続可能なトランジ
ションを支援するファイナンス、包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築は、APEC
が対処する必要があるとわれわれが考える最も重要な金融上の課題です。これらすべてが、アジア
太平洋地域の持続的かつバランスのとれた包摂的な成長の実現に欠かせません。 
 
迅速かつ持続的な回復の促進 
 アジア太平洋の各国・地域は、生産性の低下に加え、記録的水準にある官民債務、財政余力の 
低下、中央銀行のバランスシートの膨張、インフレの再来といった課題に直面しています。回復が
十分でない国・地域を含んでいる途上国・地域は、大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックから
脱しつつあり、さまざまな外的リスクの高まりにさらされています。地政学的対立はインフレ圧力
を著しく増大させ、主要な一次産品の深刻な不足を引き起こしています。 
 
 われわれは、各国･地域が喫緊の主要優先課題として、インフレの固定化阻止に重点的に取り組む
よう提言します。中長期的には、各国・地域に対し、財政再建と債務削減に取り組みつつ、同時に
デジタル･イノベーションやグリーン化投資、世界的な温室効果ガス排出量削減、低所得消費者支援
のための資金を確保するために革新的な財政手段を用いるべきです。また、地政学的対立のより 
広範な影響と結果を検証し、必要な対策を講じる必要があります。 
 
 われわれは APECに対し、協調と協力、能力構築のための域内プラットフォームを構築し、持続
可能なトランジションや包摂的なデジタル化、強靭性を促す構造改革の推進に注力することを提言
します。特に注力すべき重要分野として、情報開示基準、データ、タクソノミー、デジタル格差、
零細・中小企業（MSME：micro, small and medium enterprise）のデジタル金融へのアクセス、 
貿易のデジタル化、域内で拡大するデジタル･フラグメンテーション（デジタル世界における分断化）
が挙げられます。 
 
将来のパンデミックに対する強靭性の構築 
 感染症流行の発生頻度や深刻度が増すなか、民間部門の資金供給の役割を活用した、持続可能 

した激動の時代において APEC 参加国・地域の回復を確かなものとするために、われわれは官民 
協力の強化を強く支持し、要請します。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 
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 われわれは APEC参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、ETS間の域内協力の土台として、国連
気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change）
の原則に記されているような先進国・地域と途上国・地域の責任に関するコンセンサス醸成を視野
に入れつつ、域内各国･地域の ETSを APECの作業プログラムに組み入れるよう提言します。この
取り組みは、国際機関の専門知識や APEC財務大臣プロセスにおける既存の政策イニシアティブを
活用して、（a）域内各国・地域の市場インフラの改善、制度構築、規制能力強化に向けた支援を 
すること、（b）能力構築、政策ガイダンス、技術研修におけるグローバルな協力の土台として、 
APEC 域内の ETS 間の通常の情報交換メカニズムとして機能することを目的として整備すること
が考えられます。自主的な炭素市場の創設と拡大を支援することによっても、ETS の構築を促す 
ことができます。 
 
 零細･中小企業の低炭素へのトランジションを手助けすることは、経済発展とビジネスの両面から
不可欠です。零細・中小企業のグリーン化において、金融機関はさまざまな課題に直面しており、
それには零細･中小企業側はグリーン化の情報が不足していることや、それを行うための管理コスト
が高いことや、そもそもグリーン化への認識が不足していることなどが含まれます。しかし、途上
国・地域の事例は、効果が実証されてきたソリューションに関する意義深いヒントをもたらして 
います。例えば、革新的な金融商品とデジタル測定ツールを活用したり、さまざまなリスク特性を
持つ多様な資金を集結させるといったソリューションが挙げられます。 
 
 零細・中小企業の持続可能なトランジションに要する資金を供給するためのエコシステム・アプ
ローチの設計に協力して取り組み、成功事例を共有し、規模拡大に向けた戦略を策定するため、 
官民の金融部門の関係者が一堂に会するプラットフォームを APEC が構築することを提言します。
この戦略に組み入れられうるものとして、零細・中小企業に適したタクソノミーの策定、持続可能
性や零細・中小企業、ジェンダー、包摂性を網羅したロードマップの策定があります。この取り組み
では、国際機関の専門的知見や FMP 下の既存の政策イニシアティブの活用も視野に入れることが
できるでしょう。 
 
包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築 
 オープン・データは、オープン・バンキングを拡張したものであり、市場参加者全体にわたる 
多方向のデータの流れを伴います。その中心にいるのは個々の消費者であり、各自が自身のデータ
を自分で完全にコントロールし、デジタル･チャネルを使って多種多様なサービスを使いやすくする
ためにデータの共有を許可することができます。適切に設計されたオープン・データ・システムは、
競争やイノベーションを促し、消費者にとってより好ましい結果をもたらし、金融包摂の拡大に 
寄与します。 
 
 オープン・データ・システムの構築、各国・地域内の規制と整合性のある基準や APEC域内全体
で適用されるオープン・データの共通原則を策定するために、金融業界、国際機関、公的部門の 
関係者の協力を促すことを APEC 財務大臣に提言します。その第一歩として、優先的に標準化 
すべきユースケース（例えば、相互運用可能なデジタル IDシステム、銀行口座・取引に関する情報
など）と域内各国・地域において基準の導入を促す方法を主催者が特定すべきです。 

かつ協調的なアプローチが一層求められます。現行のリスク･モデルは、新型コロナウイルス感染症
と同等以上の新たなパンデミックの発生確率が今後 10年以内で 28％、今後 25年以内で 57％にも
達すると予測しています。従来型の保険の手法では、保険の供給側ではリスクが蓄積しすぎてしま
うことと、保険の需要側では保険料が高すぎることが主な要因となり、パンデミック・リスクを 
吸収できません。これらの課題に対処するため、公的部門を含むキャパシティ（リスク引受能力）
提供者のより幅広い参加を可能にするエピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（Epidemic 
Risk Markets Platform）の設置を ABACは提案します。 
 
 われわれは APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、エピデミック・リスク・マーケット・
プラットフォームを APEC 参加国・地域の地域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（Working Group on Regional Disaster Risk Financing and Insurance Solutions for 
APEC Economies）の作業プログラムに組み込むよう提言します。この取り組みでは、域内や特定
の産業とのパイロット取引を通じて、エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォームの 
バリューチェーンを完全に実装し、公的部門による支援を受けながら、適切なレベルまで取引規模
拡大を図る準備を整えることを目指します。 
 
持続可能なトランジションを支援するファイナンス 
 2022 年から 2040 年までの間、アジア太平洋地域のインフラギャップを埋めるために 30 兆ドル
が必要になると試算されています。国連の持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）の達成という文脈に照らして考えると、持続可能なインフラの構築に向けてさらなる民間 
資金の投入が必要になります。この資金ニーズを満たすためには、プロジェクトに対する銀行融資
を可能にし、環境・社会・ガバナンス（ESG：Environment, Social and Governance）ファイナンス
の妨げになっている要因を取り除いて、既存のツールや資金供給メカニズムを活用する必要があり
ます。これには、G20グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（Global Infrastructure Hub）、
FAST-Infra イニシアティブ（Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure）、 
インフラストラクチャー・アジア（Infrastructure Asia）、持続可能なインフラ財団（SIF：Sustainable 
Infrastructure Foundation）が運営するインフラ支援プラットフォーム「SOURCE」などが含まれ
ます。 
 
 われわれは APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、アジア太平洋地域における標準化され
たデータの生成と持続可能なインフラ整備プロジェクトの強固なパイプライン構築に向けて、 
APEC 各国・地域による既存のツールや資金供給メカニズムの利用拡大を促すべく、APEC 財務 
大臣会合プロセス（FMP：Finance Ministersʼ Process）における既存の政策イニシアティブを 
活用したプラットフォームを構築するよう提言します。 
 
 炭素排出量取引制度（ETS：emissions trading scheme）によって、排出量削減の経済効率を大幅
に改善することができます。アジア太平洋地域は、炭素排出権の国際移転や複数の国・地域での ETS
の連結を企図するパリ協定第 6 条を実施することで恩恵を享受できます。各国・地域間の見解の 
相違や共通の炭素会計制度の欠如など、ETSの構築には課題がありますが、そうした課題を克服す
るために各国・地域が相互に学び得る有益な教訓もあります。 
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 われわれの提言の詳細は添付の提言書にまとめられています。これらの提言が協調した行動への
有意義なアイデアを提供していることを願っております。来る 10 月の財務大臣の皆様との対話を
楽しみにしています。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 
 
付録：APEC財務大臣への提言（2022年 ABAC報告書） 

 新型コロナウイルス感染症パンデミックは、零細・中小企業に大きな影響を及ぼしましたが、 
デジタル化が事業プロセスに与える強力なインパクトにも光を当てました。デジタル化の力と可能
性は、貿易・サプライチェーンファイナンスの分野において特に強くなり、これらの分野では、 
データが普及するほど可視性が高まり、より適切なリスク管理ができるようになります。デジタル
化は、二次請けや三次請けのサプライヤーなど零細・中小企業に対して、金融へのアクセスを改善
しています。こうした零細・中小企業は従来、発注から決済という一連の事業プロセスの初期段階
で与信を得ることが、不可能でないにしろ、極めて難しい状況でした。 
 
 われわれは APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、官民の関連ステークホルダーと国際 
機関に以下の分野での協力を要請します。それは、（i）デジタル・インボイスとそれを支える 
インフラの導入、（ii）適切なデジタル・ガバナンスの仕組みづくりに向けた参加国・地域の支援、
（iii）信頼できるデジタル IDシステム、電子本人確認（e-KYC）、金融サービスデータ・エコシス
テム、相互運用可能なデジタル決済システムの開発の加速、（iv）参加国・地域のデジタル・サプラ
イチェーン・プラットフォームの相互運用可能性の促進です。 
 
 中央銀行デジタル通貨（CBDC：Central Bank Digital Currency）は、各中央銀行の帳簿上にある
新しい形態のデジタル負債です。これには 2 つの明確に異なる利用形態があり、1 つはホール 
セール決済と金融政策の実施のための利用形態であり、もう 1 つは一般利用（リテール向け利用）
形態です。非常に複雑な仕組みであるため、クロスボーダー取引に用いられる相互運用可能な 
ホールセール型 CBDC の開発に関して、参加国・地域を支援するための共通原則について合意を 
目指した議論があります。金融包摂に資する大きな可能性を秘めたリテール型 CBDC に関しては、
政策立案者と規制当局が数々の課題についてより明確にする必要があります。 
 
 われわれは APEC参加国･地域の財務大臣の皆様に対し、ホールセール型 CBDCの検討にあたり、
官民の関連ステークホルダーが能力構築に取り組み、各参加国･地域の指針となる共通ガイドライン
の策定に向けて協力を促していくよう提言します。 
 
 われわれはまた、APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、参加国・地域の関連ステーク 
ホルダー、特に CBDC の制度設計と検証に携わる中央銀行の専門家が、民間部門や多国間機関の 
専門家とリテール型 CBDC に関する議論を行い、金融包摂を促進するための仕組み、満たすべき 
前提条件、内包されるリスクを特定するよう提言します。 
 
 上記の提言に加え、ABACは、APEC参加国･地域の財務大臣の皆様に、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 2022 年進捗報告書を提出いたしますことを嬉しく思います。進捗 
報告書の要旨は本書簡および提言書に添付しております。全文については下記リンクよりダウン 
ロードしていただけます。 
http://www2.abaconline.org/assets/2022/2022_Progress_Report_of_APFF_APFIF_and_APIP.pdf 
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 われわれの提言の詳細は添付の提言書にまとめられています。これらの提言が協調した行動への
有意義なアイデアを提供していることを願っております。来る 10 月の財務大臣の皆様との対話を
楽しみにしています。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 
 
付録：APEC財務大臣への提言（2022年 ABAC報告書） 
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専門家とリテール型 CBDC に関する議論を行い、金融包摂を促進するための仕組み、満たすべき 
前提条件、内包されるリスクを特定するよう提言します。 
 
 上記の提言に加え、ABACは、APEC参加国･地域の財務大臣の皆様に、アジア太平洋金融フォー
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