
の低下であるとの議論は続いている。加えて、追加刺激策や新たな危機への対応策を講じる政府の
能力が制約され、供給サイドの要因で物価が上昇し、失業率が高まっていることも、構造改革を求
める声をさらに差し迫ったものにしている。

は 年以降、着実に構造改革を進めてきたが 、さらなる改革が必要であるという幅広
い合意がある。太平洋経済協力会議（ ： ）が 年に
公表した 構造改革に関する声明のなかで明らかにしたのは、 域内各国・地域では世界
金融危機以降、構造改革に向けた取り組みが十分になされてこなかったという強い認識を政策専門
家が有しているという調査結果である。 ビジネス諮問委員会（ ：

）は、 構造改革担当大臣会合に提出した 年の報告書のなかで、技術革新や気候
変動への対応における中期的な課題だけでなく、新型コロナウイルス感染症からの回復という
差し迫った課題にも対処する構造改革に直ちに取り組む必要があると指摘した。本年の報告書では、

各国・地域が企業部門やその他の関係者と連携して協調行動をとるうえで、重点を置くべき
優先分野を示している。

本報告書の第 部では、迅速かつ持続的な回復について、マクロ経済および供給サイドの政策や、
実施すべき重要な構造改革といった観点から の認識を述べる。第 部では、将来のパンデ
ミックに対する強靭性の構築を取り上げる。第 部では、効果的な炭素排出量取引市場の構築、
零細・中小企業支援措置、持続可能なインフラ整備プロジェクトのパイプラインの構築を通じた
持続可能なトランジションのための資金供給について、 の見解と提言を示す。第 部では、
相互運用可能なオープン・データ・システムと中央銀行デジタル通貨（ ：

）の開発や零細・中小企業向けのサプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場
インフラの整備を通じてデジタル金融の実現を支援するエコシステムの構築について述べる。

本報告書の提言は、 が、 財務大臣プロセス（ ： ’ ）の
イニシアティブやさまざまな主体・機関と連携して数回にわたり開催したラウンドテーブルで、
産業界、多国間機関、政府・規制当局の専門家と重ねてきた議論を取りまとめたものである 。ラウ
ンドテーブルの報告書と要旨は本報告書の参考文献・資料として添付しており、ダウンロードも
できる。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

は 年に「首脳の構造改革実施アジェンダ（ ： ’ ）」を採択し、構造改革
に向けた取り組みを開始した。その後継として、 年に「 構造改革新戦略（ ： ）」、

年に「構造改革のための 改訂アジェンダ（ ： ）」、 年に「構造改革
のための 強化アジェンダ（ ： ）」が採択され、取り組みが続けられてきた。

銀行協会（ ： ’ ）、アジア太平洋金融フォーラム自然災害リスクファイナンス・保険ネットワー
ク（ ： ）、 金融市場インフラ･ネットワ
ーク（ ： ）、 サステナブル･ファイナンス推進ネットワーク（

： ）、アジア太平洋インフラ･パートナーシップ（ ：
）、アジア開発銀行（ ： ）およびアジア開発銀行研究所（ ：

）、アジア新興決済協会（ ： ）、 イニシアティブ（
）、グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（ ： ）、国際金融

協会（ ： ）、ミュンヘン再保険（ ）、タイ中小企業振興庁（ ： ）、
太平洋経済協力会議（ ： ）、 ファイナンス・フォーラム（ ）、持続
可能なインフラ財団（ ： ）、タイ銀行協会（ ： ’ ）などが参加した。

財財務務大大臣臣へへのの提提言言
協協調調行行動動のの要要請請

デデジジタタルル化化さされれ、、包包摂摂的的でで、、強強靭靭かかつつ持持続続可可能能なな のの未未来来ののたためめのの資資金金供供給給
（（ 年年 報報告告書書））

序言
新型コロナウイルス感染症パンデミックは、多くの国・地域でおびただしい数の人命を奪い、

巨額の事業損失と大量の失業をもたらし、新興国・地域、小規模企業、社会的に脆弱な立場にいる
人々により大きな影響を及ぼしている。各国・地域の政府と中央銀行のかつてない精力的な政策
対応によって、本格的な不況と危機は回避され、世界経済は何とか破綻をのがれ、回復への道が
切り拓かれた。しかし、まだショックから回復できていない国･地域も含め、各国・地域はこれから、
パンデミックの後遺症、すなわち、記録的水準に積みあがった官民債務、乏しい財政余力、膨れ
上がった中央銀行のバランスシート、インフレ再発といった問題に取り組む必要がある。

現在、先進国・地域と新興市場国・地域のいずれにおいても、これまでに比べてはるかに多くの
財やサービスに高インフレの影響が及んでいる。これは、パンデミックをきっかけとした財への
需要の拡大にサービス価格の上昇加速が加わったことによってもたらされている。通常、サービス
価格の上昇は財価格の上昇より執拗であり、高インフレを固定させる可能性がある。さまざまな
指標が示しているのは、世界経済が享受してきた、長期にわたる低インフレの時代に終わりが来た
ことである。物価が賃金の上昇に波及していることを示す初期の兆候もあり、この状況が続けば、
賃金と物価上昇の悪循環に陥る可能性が出てくる。

こうした動きは、アジア太平洋各国・地域の政府と中央銀行に深刻な問題を突き付けている。
政府と中央銀行はこれまで、経済を支え、回復を促す役割を担ってきた。しかし、新たな経済の
現実は、企業と金融市場、家計があまりにも長く緩和政策に依存しすぎてしまっている状況下で
より緊縮的な財政・金融政策を求めるか、それとも、必要な政策調整を怠り、将来、より大きな
つけを払うか、という厳しい選択を迫っている。

その一方で、各国・地域に持続可能な環境・社会・ガバナンス（ ：
）投資の枠組みへの移行を急ぐよう求める圧力も高まっている。新型コロナウイルス

感染症で脚光を浴びることになった現在進行中のデータとデジタル技術の革命は、企業と政府、
消費者にそれぞれの行動様式の大幅な転換を迫っている。アジア太平洋各国・地域はこれまで、
ほとんど政策協調を図ることなく、これらの困難な課題に個別に対応してきた。協調行動の欠如は
地域統合実現に向けた の取り組みの妨げになっている。

こうした新たな現実は、 が構造改革推進に取り組んでいるさなかに起きている。アジア
太平洋地域では、経済危機を契機として、急成長の時代から緩やかな成長の時代、あるいは停滞の
時代へ移行するのではないかとの危惧から、構造改革を求める域内の声は高まるばかりである。
今日の実体経済の根底にあるのは、世界金融危機に続いて多くの国・地域で表面化した潜在成長率
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各国・地域が企業部門やその他の関係者と連携して協調行動をとるうえで、重点を置くべき
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持続可能なトランジションのための資金供給について、 の見解と提言を示す。第 部では、
相互運用可能なオープン・データ・システムと中央銀行デジタル通貨（ ：

）の開発や零細・中小企業向けのサプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場
インフラの整備を通じてデジタル金融の実現を支援するエコシステムの構築について述べる。

本報告書の提言は、 が、 財務大臣プロセス（ ： ’ ）の
イニシアティブやさまざまな主体・機関と連携して数回にわたり開催したラウンドテーブルで、
産業界、多国間機関、政府・規制当局の専門家と重ねてきた議論を取りまとめたものである 。ラウ
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包摂フォーラム（ ： ）、アジア太平洋インフラ・パート

は 年に「首脳の構造改革実施アジェンダ（ ： ’ ）」を採択し、構造改革
に向けた取り組みを開始した。その後継として、 年に「 構造改革新戦略（ ： ）」、

年に「構造改革のための 改訂アジェンダ（ ： ）」、 年に「構造改革
のための 強化アジェンダ（ ： ）」が採択され、取り組みが続けられてきた。

銀行協会（ ： ’ ）、アジア太平洋金融フォーラム自然災害リスクファイナンス・保険ネットワー
ク（ ： ）、 金融市場インフラ･ネットワ
ーク（ ： ）、 サステナブル･ファイナンス推進ネットワーク（
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太平洋経済協力会議（ ： ）、 ファイナンス・フォーラム（ ）、持続
可能なインフラ財団（ ： ）、タイ銀行協会（ ： ’ ）などが参加した。

財財務務大大臣臣へへのの提提言言
協協調調行行動動のの要要請請

デデジジタタルル化化さされれ、、包包摂摂的的でで、、強強靭靭かかつつ持持続続可可能能なな のの未未来来ののたためめのの資資金金供供給給
（（ 年年 報報告告書書））

序言
新型コロナウイルス感染症パンデミックは、多くの国・地域でおびただしい数の人命を奪い、

巨額の事業損失と大量の失業をもたらし、新興国・地域、小規模企業、社会的に脆弱な立場にいる
人々により大きな影響を及ぼしている。各国・地域の政府と中央銀行のかつてない精力的な政策
対応によって、本格的な不況と危機は回避され、世界経済は何とか破綻をのがれ、回復への道が
切り拓かれた。しかし、まだショックから回復できていない国･地域も含め、各国・地域はこれから、
パンデミックの後遺症、すなわち、記録的水準に積みあがった官民債務、乏しい財政余力、膨れ
上がった中央銀行のバランスシート、インフレ再発といった問題に取り組む必要がある。

現在、先進国・地域と新興市場国・地域のいずれにおいても、これまでに比べてはるかに多くの
財やサービスに高インフレの影響が及んでいる。これは、パンデミックをきっかけとした財への
需要の拡大にサービス価格の上昇加速が加わったことによってもたらされている。通常、サービス
価格の上昇は財価格の上昇より執拗であり、高インフレを固定させる可能性がある。さまざまな
指標が示しているのは、世界経済が享受してきた、長期にわたる低インフレの時代に終わりが来た
ことである。物価が賃金の上昇に波及していることを示す初期の兆候もあり、この状況が続けば、
賃金と物価上昇の悪循環に陥る可能性が出てくる。

こうした動きは、アジア太平洋各国・地域の政府と中央銀行に深刻な問題を突き付けている。
政府と中央銀行はこれまで、経済を支え、回復を促す役割を担ってきた。しかし、新たな経済の
現実は、企業と金融市場、家計があまりにも長く緩和政策に依存しすぎてしまっている状況下で
より緊縮的な財政・金融政策を求めるか、それとも、必要な政策調整を怠り、将来、より大きな
つけを払うか、という厳しい選択を迫っている。

その一方で、各国・地域に持続可能な環境・社会・ガバナンス（ ：
）投資の枠組みへの移行を急ぐよう求める圧力も高まっている。新型コロナウイルス

感染症で脚光を浴びることになった現在進行中のデータとデジタル技術の革命は、企業と政府、
消費者にそれぞれの行動様式の大幅な転換を迫っている。アジア太平洋各国・地域はこれまで、
ほとんど政策協調を図ることなく、これらの困難な課題に個別に対応してきた。協調行動の欠如は
地域統合実現に向けた の取り組みの妨げになっている。

こうした新たな現実は、 が構造改革推進に取り組んでいるさなかに起きている。アジア
太平洋地域では、経済危機を契機として、急成長の時代から緩やかな成長の時代、あるいは停滞の
時代へ移行するのではないかとの危惧から、構造改革を求める域内の声は高まるばかりである。
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生産性向上と各国・地域の潜在成長率引き上げの鍵となる構造改革

回復を促すために財政政策や金融政策を発動できる余地が極めて限られていることを踏まえると、
構造改革により重点を置き、民間部門と市場が一層、経済発展に寄与する必要がある。各国・地域
の潜在成長力を引き上げ、結果的に自然利子率の水準を高めるには、構造改革を成功させることが
必須となる。主要国・地域で自然利子率が記録的低水準に落ち込んでいることが、近年、従来型の
金融政策が景気刺激策としての効果を発揮できない主たる原因であることを踏まえると、自然利子
率をノーマルな水準まで高められるような改革を実施することが、持続的で安定した成長促進に
向けた政策余地の回復につながると考えられる。

構造改革の推進は 各国・地域にとって重要な課題であり、長年にわたり、この目標に向け
た努力がなされてきた。しかしながら、多くの国・地域において、潜在成長力の長期的な低下傾向
を覆すためにやるべきことが数多く残っている。この傾向の大きな要因となっているのは域内人口
構成の変化であり、これによる負の影響を相殺するために、労働市場改革と生産性の向上が求めら
れている。

持続可能なトランジションと包摂的なデジタル化が構造改革で注力すべき重要分野である。これ
らは、巨額の設備投資と画期的なイノベーションを誘発し、そのいずれもが潜在成長率を高める
主要な原動力となるからである。金融市場は、これらの分野の構造改革を進めるうえで極めて重要
な役割を果たす。特に今日の状況においては、膨大な資金需要を賄うのに財政資金だけでは不十分
であることを考えると、各国・地域に必要な構造改革に取り組む意欲を持たせるような安定的で、
流動性が高く、厚みのある金融市場が必要である。

年までに排出量ネット・ゼロを達成するためのトランジションの要請は非常に重要であり、
新たな事業機会への相当大胆な資金再配分と、特に新興国･地域においては、技術的にも政治的にも
実現が難しい政策に対する支援が必要である。現行の取り組みは、各国・地域が新たな政策や規制
を導入するにあたり国際的な調整が行われていない点においても、情報開示基準、データ、タクソ
ノミー、能力構築措置などトランジションに関するさまざまな課題への対応策の多くが十分に調整
されていない点においても、分断（フラグメンテーション）という課題に直面している。

包摂的なデジタル化を推進するためには膨大な作業が必要である。デジタル格差の解消、零細・
中小企業の資金へのアクセスを改善するための環境づくり、現在ほとんど手作業によって紙で処理
されている貿易書類のデジタル化と自動処理化、域内で進むデジタル・フラグメンテーション
（データやデジタル・サービス、デジタル人材等が国境を越えて流通するのが妨げられて、これら
が分断されてしまうこと）への対処などである。また、パンデミックで多くの業務のデジタル化を
進めざるを得なくなった結果、さまざまな領域で規制が実態に追いついておらず、適切なデジタル・
ガバナンスの整備など、変化に対応するための構造改革が必要になっている。

ナーシップ（ ： ）の 年進捗報告書も本報告書に
参考文献・資料として添付している。

I．迅速かつ持続可能な回復の促進

財政・金融政策の役割

アジア太平洋各国・地域では、官民債務が記録的水準に積み上がり、財政余力が限られ、中央
銀行のバランスシートが大きく拡大し、インフレが再発している。新興国・地域は、先進国・地域
の金利上昇に伴うさらなる資本流出、輸出先国・地域経済の減速、エネルギー価格の高騰という
脅威にさらされながら、大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックを脱しつつある。グローバル
不均衡が拡大し、さまざまな市場で不安定性が高まり、一部のセクターで資産バブルが膨張し、
地域統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

地政学的対立がインフレ圧力を著しく増幅させ、主要な一次産品の深刻な不足を引き起こして
いる。その結果、世界経済や世界の経済・金融システム、さらには、 が目指す地域統合達成
の見通しにも、長期にわたり悪影響が及ぶ可能性が高い。

当面、マクロ経済政策においては、インフレの固定化を阻止すべく物価安定を最優先する必要が
ある。先進国・地域は金融引き締めによりインフレ期待を確実に安定（アンカー）させる必要が
ある。短期的には、物価高騰の衝撃を緩和するために財政政策による支援を行っても差し支えない
だろう。中長期的には、財政再建を図りつつ、持続可能性、包摂的なデジタル化、格差是正をはじめ
とする重要な政策目標を達成するために、財政余力を革新的な方法で活用する必要がある。

提言1－A：
当面の優先課題として、各国・地域がインフレの固定化阻止に取り組むことを提言する。現金

給付や的を絞った補助金などの財政措置で物価高騰の衝撃を緩和しつつ、必要に応じて金融政策で
インフレ期待を安定（アンカー）させ、賃金・物価上昇の悪循環に陥る可能性を遮断する。中長
期的な取り組みとしては、各国・地域が財政再建と債務削減を図るとともに、革新的な財政手段に
よって、デジタル・イノベーション、グリーン化投資、世界全体の温室効果ガス排出量削減、低所
得消費者支援を実施するために必要な財源を確保すべきである。

提言1－B：
地政学的対立がもたらす広範な影響と結果を検証し、それらに対処するために必要な措置を講じ

ることを提言する。

詳細については、“
”（ 年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営した

ラウンドテーブルの報告書）を参照。
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生産性向上と各国・地域の潜在成長率引き上げの鍵となる構造改革

回復を促すために財政政策や金融政策を発動できる余地が極めて限られていることを踏まえると、
構造改革により重点を置き、民間部門と市場が一層、経済発展に寄与する必要がある。各国・地域
の潜在成長力を引き上げ、結果的に自然利子率の水準を高めるには、構造改革を成功させることが
必須となる。主要国・地域で自然利子率が記録的低水準に落ち込んでいることが、近年、従来型の
金融政策が景気刺激策としての効果を発揮できない主たる原因であることを踏まえると、自然利子
率をノーマルな水準まで高められるような改革を実施することが、持続的で安定した成長促進に
向けた政策余地の回復につながると考えられる。

構造改革の推進は 各国・地域にとって重要な課題であり、長年にわたり、この目標に向け
た努力がなされてきた。しかしながら、多くの国・地域において、潜在成長力の長期的な低下傾向
を覆すためにやるべきことが数多く残っている。この傾向の大きな要因となっているのは域内人口
構成の変化であり、これによる負の影響を相殺するために、労働市場改革と生産性の向上が求めら
れている。

持続可能なトランジションと包摂的なデジタル化が構造改革で注力すべき重要分野である。これ
らは、巨額の設備投資と画期的なイノベーションを誘発し、そのいずれもが潜在成長率を高める
主要な原動力となるからである。金融市場は、これらの分野の構造改革を進めるうえで極めて重要
な役割を果たす。特に今日の状況においては、膨大な資金需要を賄うのに財政資金だけでは不十分
であることを考えると、各国・地域に必要な構造改革に取り組む意欲を持たせるような安定的で、
流動性が高く、厚みのある金融市場が必要である。

年までに排出量ネット・ゼロを達成するためのトランジションの要請は非常に重要であり、
新たな事業機会への相当大胆な資金再配分と、特に新興国･地域においては、技術的にも政治的にも
実現が難しい政策に対する支援が必要である。現行の取り組みは、各国・地域が新たな政策や規制
を導入するにあたり国際的な調整が行われていない点においても、情報開示基準、データ、タクソ
ノミー、能力構築措置などトランジションに関するさまざまな課題への対応策の多くが十分に調整
されていない点においても、分断（フラグメンテーション）という課題に直面している。

包摂的なデジタル化を推進するためには膨大な作業が必要である。デジタル格差の解消、零細・
中小企業の資金へのアクセスを改善するための環境づくり、現在ほとんど手作業によって紙で処理
されている貿易書類のデジタル化と自動処理化、域内で進むデジタル・フラグメンテーション
（データやデジタル・サービス、デジタル人材等が国境を越えて流通するのが妨げられて、これら
が分断されてしまうこと）への対処などである。また、パンデミックで多くの業務のデジタル化を
進めざるを得なくなった結果、さまざまな領域で規制が実態に追いついておらず、適切なデジタル・
ガバナンスの整備など、変化に対応するための構造改革が必要になっている。

ナーシップ（ ： ）の 年進捗報告書も本報告書に
参考文献・資料として添付している。

I．迅速かつ持続可能な回復の促進

財政・金融政策の役割

アジア太平洋各国・地域では、官民債務が記録的水準に積み上がり、財政余力が限られ、中央
銀行のバランスシートが大きく拡大し、インフレが再発している。新興国・地域は、先進国・地域
の金利上昇に伴うさらなる資本流出、輸出先国・地域経済の減速、エネルギー価格の高騰という
脅威にさらされながら、大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックを脱しつつある。グローバル
不均衡が拡大し、さまざまな市場で不安定性が高まり、一部のセクターで資産バブルが膨張し、
地域統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

地政学的対立がインフレ圧力を著しく増幅させ、主要な一次産品の深刻な不足を引き起こして
いる。その結果、世界経済や世界の経済・金融システム、さらには、 が目指す地域統合達成
の見通しにも、長期にわたり悪影響が及ぶ可能性が高い。

当面、マクロ経済政策においては、インフレの固定化を阻止すべく物価安定を最優先する必要が
ある。先進国・地域は金融引き締めによりインフレ期待を確実に安定（アンカー）させる必要が
ある。短期的には、物価高騰の衝撃を緩和するために財政政策による支援を行っても差し支えない
だろう。中長期的には、財政再建を図りつつ、持続可能性、包摂的なデジタル化、格差是正をはじめ
とする重要な政策目標を達成するために、財政余力を革新的な方法で活用する必要がある。

提言1－A：
当面の優先課題として、各国・地域がインフレの固定化阻止に取り組むことを提言する。現金

給付や的を絞った補助金などの財政措置で物価高騰の衝撃を緩和しつつ、必要に応じて金融政策で
インフレ期待を安定（アンカー）させ、賃金・物価上昇の悪循環に陥る可能性を遮断する。中長
期的な取り組みとしては、各国・地域が財政再建と債務削減を図るとともに、革新的な財政手段に
よって、デジタル・イノベーション、グリーン化投資、世界全体の温室効果ガス排出量削減、低所
得消費者支援を実施するために必要な財源を確保すべきである。

提言1－B：
地政学的対立がもたらす広範な影響と結果を検証し、それらに対処するために必要な措置を講じ

ることを提言する。

詳細については、“
”（ 年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営した

ラウンドテーブルの報告書）を参照。
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感染症リスクに特化した保険市場の構築を支援すれば、政府がリスクへの対応を強化している
という明確なサインを市場に送ることになる。エピデミック･リスク･マーケット･プラットフォーム
は、補助金を必要とせず、保険・銀行業界の既存のインフラを活用できるという点において、公的
部門にとっても魅力的スキームである。実現可能性についてはすでに実行された取引で証明済みで
ある。 参加国・地域は、（ ）市場価格での保険引受、（ ）市場価格でのコンティンジェント・
レンディング、（ ）その他のステークホルダーにリスク移転取引への参加を促すインセンティブの
提供、（ ）特定業界向けの政府の保険引受、といった措置を講じることで、プラットフォームの
構築と拡大を支援することができる。

提言2－A：
財務大臣のもとで行われている 参加国・地域のため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（
）の作業プログラムに、エピデミック･リスク･マーケット･

プラットフォームを組み入れることを提言する。この取り組みでは、域内の国・地域もしくは特定
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
整えることを目指す。

III．持続可能なトランジションを支援するファイナンス

持続可能なインフラ整備のための資金供給

参加国・地域におけるインフラギャップを解消するために、 ～ 年の間に 兆
ドルの資金が必要になると見込まれている。このギャップを解消しようとすることは、回復のため
に大いに必要とされている景気刺激策と同時に長期的な成長促進策を発動することになる。
参加国・地域が国連の持続可能な開発目標（ ： ）の達成に向
けて、より持続可能な方向への転換を図るという文脈に照らして考えると、各国・地域の強靭性と
包摂性の強化につながり、温室効果ガス排出量の削減に寄与する持続可能なインフラの整備に注力
することによりギャップを解消する必要がある。財政余力が限られ、資金調達力に制約があるなか、
新興国・地域は、この取り組みに必要な資金を確保するために相当規模の民間投融資を呼び込む
必要がある。そのためには、インフラ整備プロジェクトに対する銀行融資の妨げとなっているリス
クに対処し、その軽減を図るとともに、発展の度合いや化石燃料への依存度が大きく異なる多様な
地域において、 ファイナンスの活用を妨げている具体的な要因を取り除いていく必要がある。

詳細については、“ ’ ”（ 年 月 、
日、 、ミュンヘン再保険、 の共催により、 フィリピンと が運営したラウンドテーブルの報告書）を

参照。

提言1－C：
が協調と協力と能力構築のための地域プラットフォームを構築し、持続可能なトランジ

ション、包摂的なデジタル化、強靭化を促す構造改革の推進に注力することを提言する。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・中小企業の
デジタル金融へのアクセス、貿易のデジタル化、域内で進行するデジタル・フラグメンテーション
への対処が挙げられる。

II．将来のパンデミックに対する強靭性の構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックによって、大規模なパンデミックは自然災害と同じ
くらい甚大な影響を国・地域や企業に及ぼし得るということが明らかになった。また、企業が直面
する売上喪失はほとんど保険でカバーされていないことや、こうした損失を民間の保険で補償する
ことの難しさも明らかになった。第 の課題は、過去最大級の自然災害と比べても巨額な経済損失
の規模である。第 の課題は、パンデミック発生について各国・地域間に高い相関関係があり、
従来型の災害リスク保険のアプローチが適用できないことである。第 の課題は、パンデミック・
リスクにさらされている経済規模が増加傾向にあることである。現行の金融エコシステムに強靭性
が欠如しているため、各国・地域の政府はかつてない規模の財政政策と金融政策で対応せざるを
得ない状況に置かれている。

しかし、感染症の発生頻度が高まり、深刻さの度合も増していることから、より持続可能で協調
的なアプローチが求められる。平均すると、毎年、約 件の感染症が発生し、 種類の新たな
人獣共通感染症が報告されている。現行のリスク・モデルでは、新型コロナウイルス感染症と同等
以上の規模のパンデミックが 年以内に発生する確率は ％、 年以内だと ％に上ると予想
されている。世界経済への影響は、 兆ドル以上と推定されている新型コロナウイルス感染症パン
デミックを上回る可能性がある。

従来型の保険の技法ではパンデミック・リスクを吸収しきれない。その主な原因は、供給サイド
の蓄積リスク（膨大な補償ニーズに対して保険引受余力が限られている）と、予想される発生頻度
が高いために高額となる保険料の負担が重くなるという需要サイドの問題である。この つの困難
な課題を解決するために、 は、公的部門も含め、保険の引受手が広く参加できるリスク移転
プラットフォーム（「エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（

）」）の構築を提言する。保険契約者側の保険料支払い能力の問題については、保険とコン
ティンジェント・レンディング（緊急融資）という 種類の金融商品を組み合わせ、保険料に対
する補助金を支給することなく対処できる。この仕組みにより、リスクと備えの度合いに見合った
保険料を支払うインセンティブを維持することができる。

詳細については、“ ”（
年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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感染症リスクに特化した保険市場の構築を支援すれば、政府がリスクへの対応を強化している
という明確なサインを市場に送ることになる。エピデミック･リスク･マーケット･プラットフォーム
は、補助金を必要とせず、保険・銀行業界の既存のインフラを活用できるという点において、公的
部門にとっても魅力的スキームである。実現可能性についてはすでに実行された取引で証明済みで
ある。 参加国・地域は、（ ）市場価格での保険引受、（ ）市場価格でのコンティンジェント・
レンディング、（ ）その他のステークホルダーにリスク移転取引への参加を促すインセンティブの
提供、（ ）特定業界向けの政府の保険引受、といった措置を講じることで、プラットフォームの
構築と拡大を支援することができる。

提言2－A：
財務大臣のもとで行われている 参加国・地域のため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（
）の作業プログラムに、エピデミック･リスク･マーケット･

プラットフォームを組み入れることを提言する。この取り組みでは、域内の国・地域もしくは特定
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
整えることを目指す。

III．持続可能なトランジションを支援するファイナンス

持続可能なインフラ整備のための資金供給

参加国・地域におけるインフラギャップを解消するために、 ～ 年の間に 兆
ドルの資金が必要になると見込まれている。このギャップを解消しようとすることは、回復のため
に大いに必要とされている景気刺激策と同時に長期的な成長促進策を発動することになる。
参加国・地域が国連の持続可能な開発目標（ ： ）の達成に向
けて、より持続可能な方向への転換を図るという文脈に照らして考えると、各国・地域の強靭性と
包摂性の強化につながり、温室効果ガス排出量の削減に寄与する持続可能なインフラの整備に注力
することによりギャップを解消する必要がある。財政余力が限られ、資金調達力に制約があるなか、
新興国・地域は、この取り組みに必要な資金を確保するために相当規模の民間投融資を呼び込む
必要がある。そのためには、インフラ整備プロジェクトに対する銀行融資の妨げとなっているリス
クに対処し、その軽減を図るとともに、発展の度合いや化石燃料への依存度が大きく異なる多様な
地域において、 ファイナンスの活用を妨げている具体的な要因を取り除いていく必要がある。

詳細については、“ ’ ”（ 年 月 、
日、 、ミュンヘン再保険、 の共催により、 フィリピンと が運営したラウンドテーブルの報告書）を

参照。

提言1－C：
が協調と協力と能力構築のための地域プラットフォームを構築し、持続可能なトランジ

ション、包摂的なデジタル化、強靭化を促す構造改革の推進に注力することを提言する。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・中小企業の
デジタル金融へのアクセス、貿易のデジタル化、域内で進行するデジタル・フラグメンテーション
への対処が挙げられる。

II．将来のパンデミックに対する強靭性の構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックによって、大規模なパンデミックは自然災害と同じ
くらい甚大な影響を国・地域や企業に及ぼし得るということが明らかになった。また、企業が直面
する売上喪失はほとんど保険でカバーされていないことや、こうした損失を民間の保険で補償する
ことの難しさも明らかになった。第 の課題は、過去最大級の自然災害と比べても巨額な経済損失
の規模である。第 の課題は、パンデミック発生について各国・地域間に高い相関関係があり、
従来型の災害リスク保険のアプローチが適用できないことである。第 の課題は、パンデミック・
リスクにさらされている経済規模が増加傾向にあることである。現行の金融エコシステムに強靭性
が欠如しているため、各国・地域の政府はかつてない規模の財政政策と金融政策で対応せざるを
得ない状況に置かれている。

しかし、感染症の発生頻度が高まり、深刻さの度合も増していることから、より持続可能で協調
的なアプローチが求められる。平均すると、毎年、約 件の感染症が発生し、 種類の新たな
人獣共通感染症が報告されている。現行のリスク・モデルでは、新型コロナウイルス感染症と同等
以上の規模のパンデミックが 年以内に発生する確率は ％、 年以内だと ％に上ると予想
されている。世界経済への影響は、 兆ドル以上と推定されている新型コロナウイルス感染症パン
デミックを上回る可能性がある。

従来型の保険の技法ではパンデミック・リスクを吸収しきれない。その主な原因は、供給サイド
の蓄積リスク（膨大な補償ニーズに対して保険引受余力が限られている）と、予想される発生頻度
が高いために高額となる保険料の負担が重くなるという需要サイドの問題である。この つの困難
な課題を解決するために、 は、公的部門も含め、保険の引受手が広く参加できるリスク移転
プラットフォーム（「エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（

）」）の構築を提言する。保険契約者側の保険料支払い能力の問題については、保険とコン
ティンジェント・レンディング（緊急融資）という 種類の金融商品を組み合わせ、保険料に対
する補助金を支給することなく対処できる。この仕組みにより、リスクと備えの度合いに見合った
保険料を支払うインセンティブを維持することができる。

詳細については、“ ”（
年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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を促し、アジア地域におけるより新しく、環境に優しく、持続可能なインフラ整備プロジェクトに
振り向ける資金を増加させるアセットリサイクリングの取り組みを支援している 。

持続可能なインフラ財団（ ： ）の は、世界の
主要な国際開発金融機関の支援のもとに開発された多国間オンライン・プラットフォームである。
このプラットフォームでは、従来型および官民パートナーシップ型のプロジェクトに対する銀行
融資を可能にするうえで鍵となるものとして国際開発金融機関、投資家、金融機関が特定してきた
ガバナンス、技術、経済、法律、金融、環境、社会に関する要素を統合したデジタル版のプロジェ
クト準備支援ソフトを提供している。また、入念に準備されたプロジェクトを一貫性があり透明性
の高い方法で、世界の請負業者、投資家、金融機関に提供する役割も果たしている。さらに、プロ
ジェクトをそのライフサイクルを通じて記録・モニターできるようにすることで、プロジェクトに
関する情報発信の場となり、資金調達の円滑化にも寄与している。 はこれまでに、 カ
国・地域で 件のプロジェクトの準備を支援してきた。 参加国・地域が をより
広く活用すれば、域内における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の構築
につながるようなデータの生成を支援できる。

提言3-A：
財務大臣プロセス（ ：Finance Ministers’ Process）ですでに取り組んでいるアジア

太平洋インフラ･パートナーシップ（ ： ）やアジア太平洋
金融フォーラム（ ： ）のサステナブル・ファイナンス推進ネット
ワーク（ ）といった政策イニシアティブを活用するプラ
ットフォームを整備し、標準化されたデータの生成と域内の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、域内各国･地域による既存のツールや資金供給メカニズムの
さらなる活用を促すことを提案する。

効果的な炭素排出量取引市場の構築推進

炭素排出量取引制度（ ： ）は、排出量削減の経済効率性を向上さ
せることを目的とする気候変動に対する政策手段である。この制度は、カーボン・プライシングを

プロジェクト・ファイナンス書類は、シンガポール企業庁（ ： ）とシンガポール通貨庁（ ：
）の共同イニシアティブであるインフラストラクチャー・アジアが考案した。書類は、（ ） （共

通規約）のひな型、（ ） （プロジェクト・ファイナンス組成依頼書）のひな型、（ ） （タ
ームシート）のひな型で構成される。インフラ・プロジェクトを策定し、組み立てるためには、プロジェクト･ファイナンス・ローン
書類を作成する必要があるが、その中に記載される条件の約 ％が標準化されている。残りの ％は各プロジェクト固有のニーズや
各国・地域の社会経済状況に応じて変更できる。プロジェクト・ファイナンス書類は英語版、インドネシア語版、中国語版、ベトナム
語版があり、 参加国・地域であれば下記サイトから無料でダウンロードできる。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、 、
、 、 、 、 の共催により、 が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

主な障害として、カーボン・ニュートラルに移行するにあたり準拠すべきものとして一般的に
認められているタクソノミーもしくは基準が無いことが挙げられる。加えて、規範、指標、質の
高いデータもない。インフラ投資の持続可能性に関する側面を評価するための取り組みは、現在、
数多く実施されているが、こうした取り組みは、多種多様なアプローチを提供していることを除け
ば、 パフォーマンスを徐々に改善させるプロジェクトを推進するという意味においてはなお
限界がある。投資決定における重要な要素であるインフラに関するデータは、数社のデータ・ベン
ダーが有料で提供するのみである 。有益なデータのほとんどは先進国金融市場のデータに偏って
いる。インフラ部門におけるデータの信頼性は、依然として大きな課題として残っている。統計
データは同一の定義に基づいて収集されているわけではなく、また現行の評価手法は定量的アプ
ローチの利用を促してもおらず、 の評価方法や適切なデータついて何ら合意がない。そのため、
安定した長期的なリターンをもたらし得る持続可能なインフラへの投資に強い意欲を持っている
金融機関や機関投資家には、現時点では、どの資産が真に持続可能なのかを確かめるすべがないので
ある。

とはいえ、標準化されたデータの生成に寄与しつつ、プロジェクトの準備を支援する既存の
ツールや資金供給メカニズムがすでに存在する。例えば、 グローバル･インフラストラク
チャー・ハブ（ ： ）は、世界中のデータを収集・分析する。これに
よって、強固な裏付けのある実践可能な知見を形成し、ベスト･プラクティスやイノベーションに
関する情報を共有し、ステークホルダーを結び付け、インフラ関係者コミュニティに専門知識を
深める場を提供している。 （

）イニシアティブは、世界的に適用できるラベル制度（「 サステナブル・
インフラ・ラベル（ ）」）を構築した。この制度は、ラベ
ルを付した資産に対する投資家の信頼を高める効果を持ち、さらに、ラベル付きプロジェクトへの
資金を賄うために大規模な民間投資を呼び込むための資金供給メカニズムの構築も進んでいる。
インフラストラクチャー･アジア（ ）が開発した部分的に標準化されたプロジェ
クト･ファイナンス書類は、管轄国・地域をまたいで相互運用可能なプロジェクト・ファイナンス・
ローンの書類を利用できるようにすることで、インフラ・ファイナンスのセカンダリー市場の構築

経済協力開発機構（ ）はこれまでに、合わせて の取り組みについてその効果を評価している。評価対象となった取り組みは、
アジア開発銀行の「投資原則および適格性基準（ ）」「インフラのための統一サステナビリ
ティ指標（ ）」「 」、「赤道原則（ ）」「気候債券イニ
シアティブ（ ： ）」「気候政策イニシアティブ（ ）」「 グリーン・タクソノミー（

）」「グリーン・インベストメント・バンク（ ： ）」「グリーンボンド原則（ ：
）」「グリーンローン原則（ ： ）」「 」「気候ファイナンス追跡のための国際金融機関統一枠組

み（ ）」、米州開発銀行（ ： ）
の「持続可能インフラ枠組み（ ）」、国際金融公社（ ： ）の「気
候関連活動のための定義と指標（ ）」「環境・社会パフォーマンス基準（

）」「インフラストラクチャー･サステナビリティ･カウンシル･オブ･オーストラリア（ ：
）」、インスティテュート・フォー・サステナブル・インフラストラクチャー（ ：

）のグリーン格付け「 」「ソーシャルボンド原則（ ： ）」「サステナビリティ・リンク・
ローン原則（ ： ）」、国連の社会・環境基準、国連開発計画（ ）の 債向け「
インパクト基準（ ）」。

、リフィニティブ、 インフラ、ムーディーズ、 グローバルがインフラ資産関連のデータを管理している。現在、イン
フラ業界向けの （環境･社会･ガバナンス）アプローチを含むデータベースを有していることがわかっているのは、 とリフィ
ニティブのみである。
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を促し、アジア地域におけるより新しく、環境に優しく、持続可能なインフラ整備プロジェクトに
振り向ける資金を増加させるアセットリサイクリングの取り組みを支援している 。

持続可能なインフラ財団（ ： ）の は、世界の
主要な国際開発金融機関の支援のもとに開発された多国間オンライン・プラットフォームである。
このプラットフォームでは、従来型および官民パートナーシップ型のプロジェクトに対する銀行
融資を可能にするうえで鍵となるものとして国際開発金融機関、投資家、金融機関が特定してきた
ガバナンス、技術、経済、法律、金融、環境、社会に関する要素を統合したデジタル版のプロジェ
クト準備支援ソフトを提供している。また、入念に準備されたプロジェクトを一貫性があり透明性
の高い方法で、世界の請負業者、投資家、金融機関に提供する役割も果たしている。さらに、プロ
ジェクトをそのライフサイクルを通じて記録・モニターできるようにすることで、プロジェクトに
関する情報発信の場となり、資金調達の円滑化にも寄与している。 はこれまでに、 カ
国・地域で 件のプロジェクトの準備を支援してきた。 参加国・地域が をより
広く活用すれば、域内における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の構築
につながるようなデータの生成を支援できる。

提言3-A：
財務大臣プロセス（ ：Finance Ministers’ Process）ですでに取り組んでいるアジア

太平洋インフラ･パートナーシップ（ ： ）やアジア太平洋
金融フォーラム（ ： ）のサステナブル・ファイナンス推進ネット
ワーク（ ）といった政策イニシアティブを活用するプラ
ットフォームを整備し、標準化されたデータの生成と域内の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、域内各国･地域による既存のツールや資金供給メカニズムの
さらなる活用を促すことを提案する。

効果的な炭素排出量取引市場の構築推進

炭素排出量取引制度（ ： ）は、排出量削減の経済効率性を向上さ
せることを目的とする気候変動に対する政策手段である。この制度は、カーボン・プライシングを

プロジェクト・ファイナンス書類は、シンガポール企業庁（ ： ）とシンガポール通貨庁（ ：
）の共同イニシアティブであるインフラストラクチャー・アジアが考案した。書類は、（ ） （共

通規約）のひな型、（ ） （プロジェクト・ファイナンス組成依頼書）のひな型、（ ） （タ
ームシート）のひな型で構成される。インフラ・プロジェクトを策定し、組み立てるためには、プロジェクト･ファイナンス・ローン
書類を作成する必要があるが、その中に記載される条件の約 ％が標準化されている。残りの ％は各プロジェクト固有のニーズや
各国・地域の社会経済状況に応じて変更できる。プロジェクト・ファイナンス書類は英語版、インドネシア語版、中国語版、ベトナム
語版があり、 参加国・地域であれば下記サイトから無料でダウンロードできる。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、 、
、 、 、 、 の共催により、 が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

主な障害として、カーボン・ニュートラルに移行するにあたり準拠すべきものとして一般的に
認められているタクソノミーもしくは基準が無いことが挙げられる。加えて、規範、指標、質の
高いデータもない。インフラ投資の持続可能性に関する側面を評価するための取り組みは、現在、
数多く実施されているが、こうした取り組みは、多種多様なアプローチを提供していることを除け
ば、 パフォーマンスを徐々に改善させるプロジェクトを推進するという意味においてはなお
限界がある。投資決定における重要な要素であるインフラに関するデータは、数社のデータ・ベン
ダーが有料で提供するのみである 。有益なデータのほとんどは先進国金融市場のデータに偏って
いる。インフラ部門におけるデータの信頼性は、依然として大きな課題として残っている。統計
データは同一の定義に基づいて収集されているわけではなく、また現行の評価手法は定量的アプ
ローチの利用を促してもおらず、 の評価方法や適切なデータついて何ら合意がない。そのため、
安定した長期的なリターンをもたらし得る持続可能なインフラへの投資に強い意欲を持っている
金融機関や機関投資家には、現時点では、どの資産が真に持続可能なのかを確かめるすべがないので
ある。

とはいえ、標準化されたデータの生成に寄与しつつ、プロジェクトの準備を支援する既存の
ツールや資金供給メカニズムがすでに存在する。例えば、 グローバル･インフラストラク
チャー・ハブ（ ： ）は、世界中のデータを収集・分析する。これに
よって、強固な裏付けのある実践可能な知見を形成し、ベスト･プラクティスやイノベーションに
関する情報を共有し、ステークホルダーを結び付け、インフラ関係者コミュニティに専門知識を
深める場を提供している。 （

）イニシアティブは、世界的に適用できるラベル制度（「 サステナブル・
インフラ・ラベル（ ）」）を構築した。この制度は、ラベ
ルを付した資産に対する投資家の信頼を高める効果を持ち、さらに、ラベル付きプロジェクトへの
資金を賄うために大規模な民間投資を呼び込むための資金供給メカニズムの構築も進んでいる。
インフラストラクチャー･アジア（ ）が開発した部分的に標準化されたプロジェ
クト･ファイナンス書類は、管轄国・地域をまたいで相互運用可能なプロジェクト・ファイナンス・
ローンの書類を利用できるようにすることで、インフラ・ファイナンスのセカンダリー市場の構築

経済協力開発機構（ ）はこれまでに、合わせて の取り組みについてその効果を評価している。評価対象となった取り組みは、
アジア開発銀行の「投資原則および適格性基準（ ）」「インフラのための統一サステナビリ
ティ指標（ ）」「 」、「赤道原則（ ）」「気候債券イニ
シアティブ（ ： ）」「気候政策イニシアティブ（ ）」「 グリーン・タクソノミー（

）」「グリーン・インベストメント・バンク（ ： ）」「グリーンボンド原則（ ：
）」「グリーンローン原則（ ： ）」「 」「気候ファイナンス追跡のための国際金融機関統一枠組

み（ ）」、米州開発銀行（ ： ）
の「持続可能インフラ枠組み（ ）」、国際金融公社（ ： ）の「気
候関連活動のための定義と指標（ ）」「環境・社会パフォーマンス基準（

）」「インフラストラクチャー･サステナビリティ･カウンシル･オブ･オーストラリア（ ：
）」、インスティテュート・フォー・サステナブル・インフラストラクチャー（ ：

）のグリーン格付け「 」「ソーシャルボンド原則（ ： ）」「サステナビリティ・リンク・
ローン原則（ ： ）」、国連の社会・環境基準、国連開発計画（ ）の 債向け「
インパクト基準（ ）」。

、リフィニティブ、 インフラ、ムーディーズ、 グローバルがインフラ資産関連のデータを管理している。現在、イン
フラ業界向けの （環境･社会･ガバナンス）アプローチを含むデータベースを有していることがわかっているのは、 とリフィ
ニティブのみである。
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政府、非政府組織、企業（排出量を削減できない企業も含む）が認証されたサプライヤーからカー
ボン・オフセットを自主的に購入し、自らの排出量と相殺できるようにするもので、得られた収益
は炭素削減プロジェクトの費用を賄うために利用される。 は、企業のネット・ゼロへの移行
を前進させるとともに、機会とリスクについて市場参加者や公的部門の関係者を教育する役割も
果たしている。

新興国・地域が他の新興国・地域や先進国・地域から学べる重要な教訓がある。中国の経験から
得られる教訓は、明確で安定した炭素市場政策、関係者への教育と能力構築、効率的な取引インフ
ラが重要であるということである。強固で流動性が高く厚みのある排出量取引制度を構築するため
には、需要と供給の両方を増やし、価格の乱高下、投機、市場操作といった問題に対処する規制・
監督当局の能力向上が欠かせない。また、分散型台帳技術、人工知能（ ）、中央銀行デジタル通貨
のように、現在、金融市場を変革しつつあるイノベーションが の構築を容易にする可能性も
大いにある。

提言3－B：
間の域内協力を進める土台として、国連気候変動枠組条約（ ：

）の原則に記されているような先進国・地域と新興国・
地域の責任についてのコンセンサス醸成を視野に入れつつ、域内各国・地域における の構築を

財務大臣の作業プログラムに組み入れることを提言する。この取り組みは、国際機関の専門
知識や 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、（ ）域内各国地域
の市場インフラの改善、制度構築、規制能力強化を支援すること、（ ）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に向けた土台として、 域内の 間で通常の情報交換
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る。 の設立と拡大を
支援することによっても、 の構築を促すことができる。

零細・中小企業の持続可能なトランジション推進に向けた民間資金の活用

参加国・地域では、概して、零細・中小企業が全企業の約 ％を占め、全雇用の半数を
創出している。各国・地域でイノベーションと持続可能性向上の主たる原動力となってきた新規
事業ベンチャーやスタートアップ企業は、零細･中小企業である。零細･中小企業は、従事している
経済活動の領域の広さを踏まえると、農業から製造業やサービス業までさまざまな分野で、そして
何よりも重要なことに、十分なサービスを享受できていない農村部や遠隔地で、国連の持続可能な
開発目標（ ： ）の達成に貢献する大きな可能性を秘めている。
したがって、零細・中小企業がより持続可能で低炭素な発展経路へ移行するよう支援することは、
経済発展のためにも企業の成長にとっても不可欠である。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 と の共催により開催されたラウンドテーブルの報告書）を参照。

通じて対象となる企業に排出量削減に向けたインセンティブを持たせ、市場の役割を重視するメカ
ニズムを通じて全体の排出量を抑制し 、排出量削減の経済効率性と柔軟性を向上させる。さらに、
カーボン・プライシングを通じて実体経済の異なる分野に資金を配分できるようになり、効率的な
エネルギー利用が促され、低炭素投資やグリーン・トランジションが促進される。

のルールは国・地域によって異なる 。将来の世界炭素市場構築に向けた進展を促すために、
年 月に開催された に出席した各国・地域の代表者は、パリ協定第 条の

実施方針について大枠で合意され、提案されていた「炭素排出権の国際的移転の容認、複数の国・
地域の炭素取引市場の連結、各国・地域間の炭素クレジット取引で中心となる国連メカニズムの
構築」が盛り込まれることになった。こうした目標を達成するうえで大きな課題となっているの
は、先進国・地域と新興国・地域の姿勢に隔たりがあることである。例えば、欧州連合（ ）は
炭素国境調整メカニズム（ ： ）を通じた独自の基準を
推進してきたが 、新興国・地域は国連気候変動枠組条約（ ：

）に明記されている「共通だが差異ある責任（
）」という原則を支持している。

もう つの重要な課題は、共通の確立した炭素会計制度が存在しないことである。制度の対象
業種や適用対象の線引き基準、総排出枠、排出枠割当方針など、 を設計するうえで重要な
いくつかの要素は、データへのアクセスとデータの質に大きく依存する。現在、ほとんどの国・地域
において、排出量データ報告制度は不十分なもので、 の設計上および運営上の要件を満たして
いない。データの質のばらつき、評価と報告の不一致、個々に切り離されたデータ報告プラット
フォーム、不十分なインフラなどの広範な問題が、データの比較、統合、共有を困難にしてきた。
グローバルな炭素市場の構築を推進するためには、科学的根拠に基づいた排出量の会計処理方法を
構築し、データの質と監視に関する基準を策定し、しっかりとした炭素排出量のモニタリング・
報告・認証の仕組みを確立することが妥当である。

の構築は、政策・規制当局が注意深く慎重なアプローチをとっている場合、初期段階に留ま
る例もあるが、自主的炭素市場（ ： ）は協力やパイロット運用を
通じてこのプロセスを加速させるうえで補完的な役割を果たしつつある。 は、民間投資家、

では、各国・地域の政府がそれぞれの排出量削減目標に沿って年間排出量の上限（キャップ）を定め、その目標から排出枠を定
める。排出枠は対象主体に無償もしくは割り当てオークションを通じて配分され、セカンダリー市場で自由に取引できる。ある企業の
実際の排出量が配分された排出枠を下回った場合、差分は炭素資産として扱われ、 を通じで売却することで収益が得られる。逆
に、実際の排出量が配分された排出枠を上回った場合は、不足分を を通じて購入する必要がある。排出コストが高くつくため、
対象企業は温室効果ガスの排出量を減らし、グリーンで低炭素型の生産に移行するインセンティブが生まれる。
現在、いくつかの が実施されている。国際排出量取引制度が 件（ ）、国レベルの制度が 件（中国、ドイツ、カザフス
タン、メキシコ、ニュージーランド、韓国、スイス、英国）、連邦構成自治体・州・地方自治体レベルの制度が 件である。これらの
制度は、世界の排出量の ％、世界の人口の 分の 近く、世界の の ％をカバーしている。 年には、これらの制度を
すべて合わせた取引額が 億ユーロに上った。 年には、中国で炭素排出量取引市場が発足し、現在、世界最大の炭素市場に
なっている。さらに多くの国・が気候変動対策の重要な柱として の導入を検討している。
国連気候変動枠組条約第 回締約国会議

の炭素国境調整メカニズムは、電力、鉄鋼、セメント、アルミニウム、化学肥料の 業種について、輸入品も国内品と同等の炭素
排出コストを負担することになるよう、特定品目の輸入に課税するものである。
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IV．包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築

アジア太平洋地域における相互運用可能なオープン・データ・システムの開発促進

オープン・データとは、欧州連合（ ）の決済サービス指令第 版（ ：
）により欧州およびその他の一部の市場で導入されたコンセプトであり、オープン･バン

キングの拡張版である。従来のオープン・バンキングは、銀行が利用許諾された消費者のデータを
第三者サービス事業者に提供する、情報が一方向に流れる仕組みである。これに対し、オープン・
データでは、市場参加者間で情報が多方向にやりとりされる。オープン・データ・エコシステムの
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完全にコントロールし、デジタル･チャ
ネルを使う多種多様なサービスを使いやすくするためにデータ共有を許可することができる。

オープン・データ・システムは、適切に設計されれば、競争を生み出し、イノベーションの強化
につながる可能性がある。消費者はより優れたサービスを享受でき、フィンテック企業が銀行や
その他のサービス事業者と協働するエコシステムが生み出され得る。デジタル化とアクセス向上に
よって、オープン・データは金融サービスの利用拡大を支援する。インターネットへのアクセスが
改善し、デジタルと金融に関する知識が普及し、消費者が適切に保護されれば、新興国における
金融包摂を促すことができる。

つの要素がオープン・データ・エコシステム実現の鍵を握っている。第 は、異なる規制目的
を有する多くの当局間の協力とシナジーを確保するための政府全体での取り組みである。これは、
市場参加者のコンプライアンスの負担とコストを軽減するうえでも、国境を越えた相互運用可能性
の実現に向けた基盤を築くうえでも、重要である。第 は、世界規模で一貫性を強化して、企業が
技術や知識、経験を共有できるようにするために、オープン・データの基本的な構成要素の基準
承認とその調和のレベルである。、第 は、デジタル世界へのアクセスやリテラシーが不十分である
など、新興国・地域が直面するオープン・データ・エコシステムへの参加効果を高める上で課題に
対処する必要性の高まりである。第 は、企業がより大きな便益を消費者に提供できるようにする
ために、オープン・データの商業的側面に配慮した導入方法を採用することである。

アジア太平洋地域がオープン・データ・システムの恩恵を享受するためには、消費者の利益の
ために顧客情報を共有することについて、政府は関係省庁および民間機関に調和のとれた指針を示
す必要がある。これには、必要なインフラ整備を進める上で、また、法律、技術、運営上の重要な
問題を解決する上での共通基準に関する合意が含まれる。情報が自由に、信頼性を持って、安全に、
国・地域内で、そして最終的には国境を越えて、共有される世界の実現を促すためには、プライバ
シー、データ主権、個人の権利などに関する原則が統一性と一貫性をもって確立される必要がある。
世界経済におけるこの地域の重要性を踏まえると、 には、オープン・データについて域内
各国・地域間で共通の基準を策定し、基本的な実施方法を調和させ、最終的にはグローバル・エコ
システムの構築に向けて、決済サービス指令第 版（ ）を進めつつある欧州と調和を図る
うえで果たし得る潜在的な役割がある。

零細・中小企業のグリーン化を進めるうえで、金融機関はさまざまな困難な課題に直面している。
零細・中小企業は、自社の温室効果ガス排出量の把握や適切な情報の入手、十分な人材確保、クラ
イメート・フレンドリーな設備への投資資金確保に苦しんでいる状況にあり、最も根本的な課題は、
正確でタイムリーな情報を入手できないことである。第 の課題は、金融エコシステムのサステナ
ブル・ファイナンスの枠組みは零細・中小企業に対してうまく機能していないことである。零細・
中小企業の場合、利用コストが高く、デュー・デリジェンスの実施が難しく、採算の取れるかたち
で資金調達することが困難である。第 の課題は、零細・中小企業の側に、どうやって自社の事業
のトランジションを図るかという認識が欠如していることである。最後の課題は、零細・中小企業
は規模が小さいゆえに取引コストが割高になるということである。

それぞれの市場の規模と成熟度によって異なる制約に直面しているにもかかわらず、さまざまな
新興国・地域が、サステナブル・ファイナンス枠組みの構築とその主流化や従来型ファイナンスへ
の統合を順調に進めてきた。 つの手段がこの進歩を可能にした。 つは、零細・中小企業や低所得
層のニーズに合ったタクソノミーの開発である。比較的単純でわかりやすいものから始めて、後に
業種を追加し、より高度なものにした。もう つは、零細・中小企業、ジェンダー、包摂性といった
重要な要素を盛り込んだサステナブル・ファイナンス・ロードマップの策定である。

新興国・地域の経験は、課題解決の効果が実証されてきたソリューションに関するヒントも提供
している。例えば、（ ）リスクを軽減させるための革新的な手法を用いる、あるいは、サプライ
チェーンのグリーン化に取り組んでいる民間企業との共同投資を実現する、（ ）炭素排出量の測定
と炭素クレジットの算定を行うためのデジタル・ツールを導入して、これをインセンティブとして
金融への優先的アクセスに活用する、（ ）さまざまなリスク特性を有する（銀行、マイクロファイ
ナンス機関、資本市場の投資家、フィンテック企業、開発金融機関、政府などの）多様な資金を
集結させて、零細・中小企業のトランジションを促すために、複合的な解決策を提供する、などで
ある。

提言3－C：
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を協力

して設計し、成功体験を共有し、規模拡大に向けた戦略を策定すべく、官民金融部門の関係者が
一堂に会するプラットフォームを が構築することを提言する。ここでは、零細・中小企業に
適したタクソノミーの策定や持続可能性、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、さらには、デジタル・ツールや革新的な金融商品の活用などが検討されよう。この
取り組みは、国際機関の専門的知見や 財務大臣プロセスですでに実施している政策イニシア
ティブの活用も視野に入れることができよう。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、
、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 の共催により、 タイ、タイ銀行協会、タイ中小

企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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IV．包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築

アジア太平洋地域における相互運用可能なオープン・データ・システムの開発促進

オープン・データとは、欧州連合（ ）の決済サービス指令第 版（ ：
）により欧州およびその他の一部の市場で導入されたコンセプトであり、オープン･バン

キングの拡張版である。従来のオープン・バンキングは、銀行が利用許諾された消費者のデータを
第三者サービス事業者に提供する、情報が一方向に流れる仕組みである。これに対し、オープン・
データでは、市場参加者間で情報が多方向にやりとりされる。オープン・データ・エコシステムの
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完全にコントロールし、デジタル･チャ
ネルを使う多種多様なサービスを使いやすくするためにデータ共有を許可することができる。

オープン・データ・システムは、適切に設計されれば、競争を生み出し、イノベーションの強化
につながる可能性がある。消費者はより優れたサービスを享受でき、フィンテック企業が銀行や
その他のサービス事業者と協働するエコシステムが生み出され得る。デジタル化とアクセス向上に
よって、オープン・データは金融サービスの利用拡大を支援する。インターネットへのアクセスが
改善し、デジタルと金融に関する知識が普及し、消費者が適切に保護されれば、新興国における
金融包摂を促すことができる。

つの要素がオープン・データ・エコシステム実現の鍵を握っている。第 は、異なる規制目的
を有する多くの当局間の協力とシナジーを確保するための政府全体での取り組みである。これは、
市場参加者のコンプライアンスの負担とコストを軽減するうえでも、国境を越えた相互運用可能性
の実現に向けた基盤を築くうえでも、重要である。第 は、世界規模で一貫性を強化して、企業が
技術や知識、経験を共有できるようにするために、オープン・データの基本的な構成要素の基準
承認とその調和のレベルである。、第 は、デジタル世界へのアクセスやリテラシーが不十分である
など、新興国・地域が直面するオープン・データ・エコシステムへの参加効果を高める上で課題に
対処する必要性の高まりである。第 は、企業がより大きな便益を消費者に提供できるようにする
ために、オープン・データの商業的側面に配慮した導入方法を採用することである。

アジア太平洋地域がオープン・データ・システムの恩恵を享受するためには、消費者の利益の
ために顧客情報を共有することについて、政府は関係省庁および民間機関に調和のとれた指針を示
す必要がある。これには、必要なインフラ整備を進める上で、また、法律、技術、運営上の重要な
問題を解決する上での共通基準に関する合意が含まれる。情報が自由に、信頼性を持って、安全に、
国・地域内で、そして最終的には国境を越えて、共有される世界の実現を促すためには、プライバ
シー、データ主権、個人の権利などに関する原則が統一性と一貫性をもって確立される必要がある。
世界経済におけるこの地域の重要性を踏まえると、 には、オープン・データについて域内
各国・地域間で共通の基準を策定し、基本的な実施方法を調和させ、最終的にはグローバル・エコ
システムの構築に向けて、決済サービス指令第 版（ ）を進めつつある欧州と調和を図る
うえで果たし得る潜在的な役割がある。

零細・中小企業のグリーン化を進めるうえで、金融機関はさまざまな困難な課題に直面している。
零細・中小企業は、自社の温室効果ガス排出量の把握や適切な情報の入手、十分な人材確保、クラ
イメート・フレンドリーな設備への投資資金確保に苦しんでいる状況にあり、最も根本的な課題は、
正確でタイムリーな情報を入手できないことである。第 の課題は、金融エコシステムのサステナ
ブル・ファイナンスの枠組みは零細・中小企業に対してうまく機能していないことである。零細・
中小企業の場合、利用コストが高く、デュー・デリジェンスの実施が難しく、採算の取れるかたち
で資金調達することが困難である。第 の課題は、零細・中小企業の側に、どうやって自社の事業
のトランジションを図るかという認識が欠如していることである。最後の課題は、零細・中小企業
は規模が小さいゆえに取引コストが割高になるということである。

それぞれの市場の規模と成熟度によって異なる制約に直面しているにもかかわらず、さまざまな
新興国・地域が、サステナブル・ファイナンス枠組みの構築とその主流化や従来型ファイナンスへ
の統合を順調に進めてきた。 つの手段がこの進歩を可能にした。 つは、零細・中小企業や低所得
層のニーズに合ったタクソノミーの開発である。比較的単純でわかりやすいものから始めて、後に
業種を追加し、より高度なものにした。もう つは、零細・中小企業、ジェンダー、包摂性といった
重要な要素を盛り込んだサステナブル・ファイナンス・ロードマップの策定である。

新興国・地域の経験は、課題解決の効果が実証されてきたソリューションに関するヒントも提供
している。例えば、（ ）リスクを軽減させるための革新的な手法を用いる、あるいは、サプライ
チェーンのグリーン化に取り組んでいる民間企業との共同投資を実現する、（ ）炭素排出量の測定
と炭素クレジットの算定を行うためのデジタル・ツールを導入して、これをインセンティブとして
金融への優先的アクセスに活用する、（ ）さまざまなリスク特性を有する（銀行、マイクロファイ
ナンス機関、資本市場の投資家、フィンテック企業、開発金融機関、政府などの）多様な資金を
集結させて、零細・中小企業のトランジションを促すために、複合的な解決策を提供する、などで
ある。

提言3－C：
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を協力

して設計し、成功体験を共有し、規模拡大に向けた戦略を策定すべく、官民金融部門の関係者が
一堂に会するプラットフォームを が構築することを提言する。ここでは、零細・中小企業に
適したタクソノミーの策定や持続可能性、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、さらには、デジタル・ツールや革新的な金融商品の活用などが検討されよう。この
取り組みは、国際機関の専門的知見や 財務大臣プロセスですでに実施している政策イニシア
ティブの活用も視野に入れることができよう。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、
、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 の共催により、 タイ、タイ銀行協会、タイ中小

企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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また、中央銀行デジタル通貨（ ： ）によって、国境をまたぐ
決済をより迅速に、より効率的に、零細・中小企業にとってより有利な条件で行えるようになると
いう希望もある。 については、今後、さまざまな問題を慎重に検討する必要があり、規制
当局や政策立案者はこれらの問題に十分配慮すべきである。また、各国・地域の政府と は、
責任あるデータ共有における協力を促すオープン・エコシステムの構築を目指し、短期的な解決策
とはなり得るものの、長期的には競争や継続的イノベーションを制約するおそれのあるデータの
サイロ化への支援から距離を置くべきである。概して言えば、政策立案者は信頼できるオープン・
データ・エコシステムの核となる基盤の構築に注力し、その基盤の上で民間部門が新たなイノベー
ションを生み出せるようにすべきである。

貿易のほうがサプライチェーンファイナンスより規模が大きいことを考えると、金融当局は、
物流、契約、決済、税関のシステムがデジタル化され次第すぐに相互運用できるよう、関係当局と
調整する必要がある。これは、 が域内各国･地域の取り組みを促し、支援するためのプラット
フォームとなり得る分野である。こうしたシステムをすべて網羅する単一の共通基準はおそらく
必ずしも必要ではないが、零細・中小企業が市場と資金にアクセスしやすくするためには、信頼性
が高く責任あるかたちでデータをシステム間で共有するためのインフラが不可欠である。

提言4－B：
以下について、域内各国・地域の官民両部門の関係者と国際機関に 財務大臣が協力を促す

ことを提言する。
⚫ 資金や技術ソリューションを提供する市場参加者その他のステークホルダーと協力して、域内の
すべての国・地域における電子インボイスの導入とその使用を支えるインフラの構築を推進する。

⚫ 適切なデジタル･ガバナンスの整備や、信頼性の高いデジタル とオンライン本人確認、データ
のスムーズな流れを可能にする金融サービスデータ･エコシステム、デジタル化された取引と業務
のための相互運用可能な決済システムなど、デジタル経済におけるインフラを支える重要な柱と
なる技術の開発促進に向けた域内各国・地域の取り組みを支援する。

⚫ 域内各国・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を高める
べく、 域内で地域協力を促す。具体的には、相互運用可能な電子インボイスの基準の策定
ならびに電子文書の利用や域内各国・地域の市場インフラをつなぐ取引清算機関（ビジネス・
クリアリング・ハウス）のような仕組みに関する法的枠組みの構築に共同で取り組む。

効果的かつ相互運用可能な中央銀行デジタル通貨の開発推進

中央銀行デジタル通貨（ ： ）とは、新たな形態の中央銀行の
帳簿上の負債であり、通常、ある国・地域の通貨単位で表示され、その通貨の紙幣や硬貨と等価で

詳細については、“ ”（ 年 月 、
日、 、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 金融インフラ開発ネットワークの共催により、

タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

提言4-A：
オープン・データ・システムの構築、各国・地域内規制と整合性のある基準の開発、 域内

全域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 財務大臣に提言する。その第一歩として、優先的に標準化を
進めるべきユースケース（相互運用可能なデジタル システムや銀行口座・取引に関する情報など）
と域内各国・地域で基準の導入を促す方法を主催者が特定すべきである。

零細・中小企業向けサプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場インフラの構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、これまでに起きたあらゆる重大な危機がそうで
あったように、零細・中小企業に大きな影響を及ぼしたが、その一方で、デジタル化が事業プロセス
にもたらし得る強力なインパクトにも光をあてた。パンデミックが発生して対面での取引ができな
くなった場合でも、零細・中小企業が事業活動を継続できるすべを提供するだけでなく、デジタル・
プロセスは自動化を可能にし、コスト削減と資金アクセスの拡大につながり得るデータ・フローを
生み出す。貿易を支えてきた従来型のシステムや貿易金融が零細・中小企業には使いにくいもので
あることは今般のパンデミックが起きる前からわかっていたとしても、新型コロナウイルス感染症
は、これらが時代遅れであるという事実を明らかにする役割を果たした。

デジタル化の力が発揮され、潜在的な可能性が特に高い分野は、貿易金融やサプライチェーン
ファイナンスである。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る。二次請けや三次請けのサプライヤーのように従来型の融資では
受注から決済に至るまでのサイクルの早い段階で与信を得るのが不可能ではないにしても非常に
困難だった零細・中小企業の金融へのアクセスをデジタル化は可能にしつつある。今日、自動化に
よって与信の事務コストを抑制できるようになり、少額の融資を行う貸し手にとっても、また、
少額の信用状を発行する銀行にとっても、採算に合うようになった。

電子インボイス、デジタル 、オンライン本人確認（ ： ）
の開発を促すことは、適切なデジタル・ガバナンスの整備、デジタル署名を含む異なるバージョン
のデジタル契約書の受け入れ、そして不必要な紙媒体の文書作成を可能な限り撤廃するとともに、
デジタル・サプライチェーンファイナンスの重要な基盤となる。デジタル・データを基盤とし、
国・地域内および国境をまたぐサプライチェーンに従事している小規模企業を対象に魅力的な条件
の資金調達機会を生み出すようなプラットフォームを構築する複数の取り組みが政府支援のもとに
進められている。分散型台帳技術は、各国・地域がそれぞれの貿易管理システムを維持したまま、
国境を跨ぐサプライヤーや卸売業者等（ディストリビュータ）へのファイナンスが可能になるよう
な、透明性が高く、信頼できるシステムを提供する。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 、アジア新興決済協会、 銀行協会、 の共催により、アジア新興決済協会が運営
したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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また、中央銀行デジタル通貨（ ： ）によって、国境をまたぐ
決済をより迅速に、より効率的に、零細・中小企業にとってより有利な条件で行えるようになると
いう希望もある。 については、今後、さまざまな問題を慎重に検討する必要があり、規制
当局や政策立案者はこれらの問題に十分配慮すべきである。また、各国・地域の政府と は、
責任あるデータ共有における協力を促すオープン・エコシステムの構築を目指し、短期的な解決策
とはなり得るものの、長期的には競争や継続的イノベーションを制約するおそれのあるデータの
サイロ化への支援から距離を置くべきである。概して言えば、政策立案者は信頼できるオープン・
データ・エコシステムの核となる基盤の構築に注力し、その基盤の上で民間部門が新たなイノベー
ションを生み出せるようにすべきである。

貿易のほうがサプライチェーンファイナンスより規模が大きいことを考えると、金融当局は、
物流、契約、決済、税関のシステムがデジタル化され次第すぐに相互運用できるよう、関係当局と
調整する必要がある。これは、 が域内各国･地域の取り組みを促し、支援するためのプラット
フォームとなり得る分野である。こうしたシステムをすべて網羅する単一の共通基準はおそらく
必ずしも必要ではないが、零細・中小企業が市場と資金にアクセスしやすくするためには、信頼性
が高く責任あるかたちでデータをシステム間で共有するためのインフラが不可欠である。

提言4－B：
以下について、域内各国・地域の官民両部門の関係者と国際機関に 財務大臣が協力を促す

ことを提言する。
⚫ 資金や技術ソリューションを提供する市場参加者その他のステークホルダーと協力して、域内の
すべての国・地域における電子インボイスの導入とその使用を支えるインフラの構築を推進する。

⚫ 適切なデジタル･ガバナンスの整備や、信頼性の高いデジタル とオンライン本人確認、データ
のスムーズな流れを可能にする金融サービスデータ･エコシステム、デジタル化された取引と業務
のための相互運用可能な決済システムなど、デジタル経済におけるインフラを支える重要な柱と
なる技術の開発促進に向けた域内各国・地域の取り組みを支援する。

⚫ 域内各国・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を高める
べく、 域内で地域協力を促す。具体的には、相互運用可能な電子インボイスの基準の策定
ならびに電子文書の利用や域内各国・地域の市場インフラをつなぐ取引清算機関（ビジネス・
クリアリング・ハウス）のような仕組みに関する法的枠組みの構築に共同で取り組む。

効果的かつ相互運用可能な中央銀行デジタル通貨の開発推進

中央銀行デジタル通貨（ ： ）とは、新たな形態の中央銀行の
帳簿上の負債であり、通常、ある国・地域の通貨単位で表示され、その通貨の紙幣や硬貨と等価で

詳細については、“ ”（ 年 月 、
日、 、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 金融インフラ開発ネットワークの共催により、

タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

提言4-A：
オープン・データ・システムの構築、各国・地域内規制と整合性のある基準の開発、 域内

全域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 財務大臣に提言する。その第一歩として、優先的に標準化を
進めるべきユースケース（相互運用可能なデジタル システムや銀行口座・取引に関する情報など）
と域内各国・地域で基準の導入を促す方法を主催者が特定すべきである。

零細・中小企業向けサプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場インフラの構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、これまでに起きたあらゆる重大な危機がそうで
あったように、零細・中小企業に大きな影響を及ぼしたが、その一方で、デジタル化が事業プロセス
にもたらし得る強力なインパクトにも光をあてた。パンデミックが発生して対面での取引ができな
くなった場合でも、零細・中小企業が事業活動を継続できるすべを提供するだけでなく、デジタル・
プロセスは自動化を可能にし、コスト削減と資金アクセスの拡大につながり得るデータ・フローを
生み出す。貿易を支えてきた従来型のシステムや貿易金融が零細・中小企業には使いにくいもので
あることは今般のパンデミックが起きる前からわかっていたとしても、新型コロナウイルス感染症
は、これらが時代遅れであるという事実を明らかにする役割を果たした。

デジタル化の力が発揮され、潜在的な可能性が特に高い分野は、貿易金融やサプライチェーン
ファイナンスである。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る。二次請けや三次請けのサプライヤーのように従来型の融資では
受注から決済に至るまでのサイクルの早い段階で与信を得るのが不可能ではないにしても非常に
困難だった零細・中小企業の金融へのアクセスをデジタル化は可能にしつつある。今日、自動化に
よって与信の事務コストを抑制できるようになり、少額の融資を行う貸し手にとっても、また、
少額の信用状を発行する銀行にとっても、採算に合うようになった。

電子インボイス、デジタル 、オンライン本人確認（ ： ）
の開発を促すことは、適切なデジタル・ガバナンスの整備、デジタル署名を含む異なるバージョン
のデジタル契約書の受け入れ、そして不必要な紙媒体の文書作成を可能な限り撤廃するとともに、
デジタル・サプライチェーンファイナンスの重要な基盤となる。デジタル・データを基盤とし、
国・地域内および国境をまたぐサプライチェーンに従事している小規模企業を対象に魅力的な条件
の資金調達機会を生み出すようなプラットフォームを構築する複数の取り組みが政府支援のもとに
進められている。分散型台帳技術は、各国・地域がそれぞれの貿易管理システムを維持したまま、
国境を跨ぐサプライヤーや卸売業者等（ディストリビュータ）へのファイナンスが可能になるよう
な、透明性が高く、信頼できるシステムを提供する。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 、アジア新興決済協会、 銀行協会、 の共催により、アジア新興決済協会が運営
したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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リテール型 は金融包摂につながる大きな可能性がある。しかし、数々の重要な問題に
ついて、政策立案者や規制当局が十分に理解しているとは言えない状況が続いている。問題として
挙げられるのは、例えば、どういう設計上の特性が金融包摂の推進に最も役立ち、そうした特性を
確立された規制枠組みや法的枠組みのもとでどう取り扱うかということ、リテール型 は
中央銀行が現在実施している金融包摂に向けた取り組みを補完するかどうかということ、リテール
型 を国際送金に用いることは法律・規制上どういう意味を持つかということ、代替技術
ソリューションに比べた場合、リテール型 はどれほど効率的かということ、銀行システムの
仲介機能にどういうリスクが伴うかということ、である。こうした問題に関する理解が深まるよう
になれば、効率的かつ相互運用可能なリテール型 の設計に向けた域内各国・地域の取り組み
を支援することになるだろう。

提言4－C：
官民両部門の関係者が能力構築に着手するとともに、ホールセール型 の開発に向けた

域内各国・地域の取り組みの指針となり、デジタル通貨開発に伴う重要な課題に対処するための
共通ガイドラインの策定に協力して取り組むよう、 財務大臣が奨励することを提言する。

提言4－D：
財務大臣として、中央銀行デジタル通貨の設計と試験に携わっている中央銀行の専門家を

中心に、域内各国・地域の関係者に対し、以下を行うために民間部門や多国間機関の専門家と協議
するよう奨励することを提言する。
（ ）リテール型 のどの特性が金融包摂に最も効果的かを検討
（ ）デジタル金融包摂を実現するために満たすべき前提条件を特定
（ ）リテール型 の導入に伴うリスクとそのリスクを最も適切に管理する方法を特定

結論
アジア太平洋各国・地域は現在、新型コロナウイルス感染症パンデミックがもたらしたさまざま

な経済的影響に直面している。官民債務が記録的水準に積み上がり、財政余力が限られ、中央銀行
のバランスシートが大きく拡大し、インフレが再発し、地政学的対立がインフレをさらに悪化させ
ている。新興国・地域は大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックを脱しつつあり、非常に困難な
課題に直面している。資本流出を招きかねない金利の上昇、先進国・地域経済の減速、主要輸出先
市場の成長鈍化、エネルギー価格の高騰など、さまざまな外部要因が新興国・地域に重くのしか
かっている。グローバル不均衡が拡大し、通貨市場が混乱に陥り、長期停滞（ ）
の傾向が続き、地域経済統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

詳細については、“ –
”を参照。

詳細については、“
”（アジア開発銀行がアジア開発銀行研究所と の協力のもとに作成）を参照。

交換できる。 は、中央銀行の準備預金・当座預金残高を使って大口資金決済や金融政策を
実施する場合（ホールセール型）と中央銀行の負債として計上されている現金を一般に利用される
場合（リテール型）という つの明確なユースケースを想定して考案されてきた 。世界の中央
銀行の大半が、自らの国・地域内で使用するリテール型 を中心に、積極的に検討している。
しかし、最近の調査では、デジタル通貨を設計するにあたり、国境を越えた相互運用可能性を考慮
する中央銀行が増えていることが示されている。リテール型 は、貿易や外国送金といった
国境をまたぐ決済など、さまざまな政策目標の達成に寄与する可能性がある。リテール型に関する
取り組みは、ホールセール型に先行し、開発の初期段階にあることが各種年次調査で明らかになって
いる。ホールセール型 の発行を今後 年以内に計画している中央銀行は全体の ％未満、
年以内でも約 ％のみである。ホールセール型への関心は主に、国境をまたぐ決済における恩恵

に向けられる傾向にある。

同時に、多くの国・地域で、トークン化した証券の受け渡しを行うアトミック決済と中央銀行に
おける決済へのアクセス拡大を中心に、ホールセール型 の国・地域内での使用が模索されて
きた。しかし、国・地域それぞれの内部プロジェクトのほとんどにおいて、分散型台帳技術（ ：

）をベースとした、国・地域のそれぞれの内部での使用を想定した
ホールセール型 は説得力に欠けることがわかった。その理由は、一元管理型の即時グロス
決済システム（ ： ）への階層的アクセスの効率性や規制面および
技術面における証券保管機関と決済の結びつきにある。その一方で、国際的に一元管理された

台帳は存在しないことを踏まえると、 を使った国際向けのホールセール型 は、
スムーズな決済の妨げとなっている要素を軽減する可能性がある。その結果として生じるコルレス
銀行間の一連の取引は、さまざまなリスクや費用、例外をもたらす。数々のクロスボーダー・ホー
ルセール型 のモデルやモデル間の相互運用可能なものへの統合については、スムーズな国際
決済の妨げとなっている要因の軽減に向けて が果たし得る役割も含めて検討されている。
しかし、 などによって、国境をまたぐ資金の流れを容易にすれば、特にガバナンスに関して、
新たなリスクと複雑さをもたらすことになる。

ホールセール型 を開発しようとすると、それがいかなる取り組みであろうと、多くの複雑な
問題が待ち構えており、それには、国・地域内外の金融政策、プライバシー、技術的基盤、異なる
目標、分散とガバナンスのモデル、先進国・地域市場と新興国・地域市場、法的枠組みなどが含ま
れる。そのため、合意に基づく共通原則の策定が、相互運用可能なホールセール型 の開発に
向けた域内各国・地域の取り組みを支援するために必要であるとの議論もある。この諸原則は、
ホールセール型 の導入に関して国・地域によって異なる目標の橋渡しをするとともに、用語
や目的を明確に示すものであるべきである 。

ホールセール債務についてはすでにデジタル化されており、通常、中央銀行の一元管理型台帳で即時グロス決済（ ）処理される。
中央銀行のホールセール債務はすでにデジタル化されているので、ホールセール型 という場合、一般的に、分散型台帳技術を
使って発行・取引された債務のことを指す。リテール型 は現在デジタル化されておらず、台帳のインフラは モデルにな
るかもしれないし、分散型台帳技術モデルになるかもしれない。
例えば、デジタル資産や暗号資産の定義やリテール型とホールセール型両方の の導入のさまざまな留意事項（相互運用可能性
とシステムの統一、民間部門の役割、プライバシー基準とセキュリティ基準、 （ ） （

）および制裁に関する要件の遵守、アクセスに関する実行可能性確保と包摂性、既存決済方法との競合と共存、
民間の信用創造への影響など）が含まれ得る。
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リテール型 は金融包摂につながる大きな可能性がある。しかし、数々の重要な問題に
ついて、政策立案者や規制当局が十分に理解しているとは言えない状況が続いている。問題として
挙げられるのは、例えば、どういう設計上の特性が金融包摂の推進に最も役立ち、そうした特性を
確立された規制枠組みや法的枠組みのもとでどう取り扱うかということ、リテール型 は
中央銀行が現在実施している金融包摂に向けた取り組みを補完するかどうかということ、リテール
型 を国際送金に用いることは法律・規制上どういう意味を持つかということ、代替技術
ソリューションに比べた場合、リテール型 はどれほど効率的かということ、銀行システムの
仲介機能にどういうリスクが伴うかということ、である。こうした問題に関する理解が深まるよう
になれば、効率的かつ相互運用可能なリテール型 の設計に向けた域内各国・地域の取り組み
を支援することになるだろう。

提言4－C：
官民両部門の関係者が能力構築に着手するとともに、ホールセール型 の開発に向けた

域内各国・地域の取り組みの指針となり、デジタル通貨開発に伴う重要な課題に対処するための
共通ガイドラインの策定に協力して取り組むよう、 財務大臣が奨励することを提言する。

提言4－D：
財務大臣として、中央銀行デジタル通貨の設計と試験に携わっている中央銀行の専門家を

中心に、域内各国・地域の関係者に対し、以下を行うために民間部門や多国間機関の専門家と協議
するよう奨励することを提言する。
（ ）リテール型 のどの特性が金融包摂に最も効果的かを検討
（ ）デジタル金融包摂を実現するために満たすべき前提条件を特定
（ ）リテール型 の導入に伴うリスクとそのリスクを最も適切に管理する方法を特定

結論
アジア太平洋各国・地域は現在、新型コロナウイルス感染症パンデミックがもたらしたさまざま

な経済的影響に直面している。官民債務が記録的水準に積み上がり、財政余力が限られ、中央銀行
のバランスシートが大きく拡大し、インフレが再発し、地政学的対立がインフレをさらに悪化させ
ている。新興国・地域は大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックを脱しつつあり、非常に困難な
課題に直面している。資本流出を招きかねない金利の上昇、先進国・地域経済の減速、主要輸出先
市場の成長鈍化、エネルギー価格の高騰など、さまざまな外部要因が新興国・地域に重くのしか
かっている。グローバル不均衡が拡大し、通貨市場が混乱に陥り、長期停滞（ ）
の傾向が続き、地域経済統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

詳細については、“ –
”を参照。

詳細については、“
”（アジア開発銀行がアジア開発銀行研究所と の協力のもとに作成）を参照。

交換できる。 は、中央銀行の準備預金・当座預金残高を使って大口資金決済や金融政策を
実施する場合（ホールセール型）と中央銀行の負債として計上されている現金を一般に利用される
場合（リテール型）という つの明確なユースケースを想定して考案されてきた 。世界の中央
銀行の大半が、自らの国・地域内で使用するリテール型 を中心に、積極的に検討している。
しかし、最近の調査では、デジタル通貨を設計するにあたり、国境を越えた相互運用可能性を考慮
する中央銀行が増えていることが示されている。リテール型 は、貿易や外国送金といった
国境をまたぐ決済など、さまざまな政策目標の達成に寄与する可能性がある。リテール型に関する
取り組みは、ホールセール型に先行し、開発の初期段階にあることが各種年次調査で明らかになって
いる。ホールセール型 の発行を今後 年以内に計画している中央銀行は全体の ％未満、
年以内でも約 ％のみである。ホールセール型への関心は主に、国境をまたぐ決済における恩恵

に向けられる傾向にある。

同時に、多くの国・地域で、トークン化した証券の受け渡しを行うアトミック決済と中央銀行に
おける決済へのアクセス拡大を中心に、ホールセール型 の国・地域内での使用が模索されて
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使って発行・取引された債務のことを指す。リテール型 は現在デジタル化されておらず、台帳のインフラは モデルにな
るかもしれないし、分散型台帳技術モデルになるかもしれない。
例えば、デジタル資産や暗号資産の定義やリテール型とホールセール型両方の の導入のさまざまな留意事項（相互運用可能性
とシステムの統一、民間部門の役割、プライバシー基準とセキュリティ基準、 （ ） （

）および制裁に関する要件の遵守、アクセスに関する実行可能性確保と包摂性、既存決済方法との競合と共存、
民間の信用創造への影響など）が含まれ得る。
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年 月 、 日開催。 ビジネス諮問委員会（ ： ）、太平洋経済協力会議（ ：
）による共催。 日本と大和総研が運営。

年 月 、 日開催。 と による共催。 日本と大和総研が運営。

’
年 月 、 日開催。 、ミュンヘン再保険（ ）、アジア太平洋金融フォーラム自然災害リスクファイナンス・保険ネット

ワーク（ ： ）による共催。 フィリピンと
が運営。

年 月 、 日開催。 、 サステナブル・ファイナンス推進ネットワーク（ ：
）、アジア太平洋インフラ･パートナーシップ（ ： ）、 、グローバル・インフラ

ストラクチャー・ハブ（ ： ）、持続可能なインフラ財団（ ： ）による共催。
が運営。

年 月 、 日開催。 と による共催。

年 月 、 日開催。 、 ファイナンス･フォーラム（ ）、タイ中小企業振興庁（ ：
）、 による共催。 タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営。

年 月 、 日開催。 、アジア新興決済協会（ ： ）、 銀行協会（ ：
’ ）、 金融市場インフラ・ネットワーク（ ： ）による共催。

アジア新興決済協会が運営。

年 月 、 日開催。 、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 金融インフラ開発ネットワーク（
： ）による共催。 タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営。

–

アジア開発銀行（ ： ）がアジア開発銀行研究所（ ： ）および と協力
のもとに作成。

としては、インフレを固定化させないために物価安定を図ることと、地政学的対立に
よって、域内各国・地域と地域経済統合に向けた意欲にさらなる深刻な影響が及ばないようにする
ことが、目下の優先課題であると考えている。中長期的に、各国・地域の政府は財政再建を図り、
構造改革に向けた重要目標を達成すべく財政余力を革新的な方法で活用し、市場と民間部門の経済
発展への貢献を高める必要がある。将来のパンデミックに対する強靭性を構築し、持続可能なトラ
ンジションに要する資金を確保し、デジタル金融の実現を後押しするエコシステムを整備するため
に、構造改革をより重視する必要がある。

これらの目標のほとんどは、国・地域内および国・地域間、官民の協力なしには達成できない。
だからこそ、 は、今日われわれが直面している困難な課題を 地域が克服できるように
するために、協調行動をとることを要請する。アジア太平洋地域が、より力強く、包摂的かつ持続
可能で、バランスのとれた成長を遂げられるよう、 は引き続き、 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。
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