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アジア太平洋金融フォーラム 

2017年 APEC財務大臣宛進捗報告書 

要旨 

現在進められているグローバル化についての議論では、構造改革の重要性が重視されて

いるが、構造改革の成果を各国内で、また各国間でより幅広くかつ公平に享受するため

には、貿易および投資の自由化も同時に進めていく必要がある。多くの国・地域で社会

階層間や地域間の所得格差が拡大するとともに、巨額の貿易不均衡の恒常化によってア

ジア太平洋地域における摩擦が一層激しくなったことで、過去 10 年でグローバル化に

対する一般の支持は目に見えて後退している。しかし、こうした課題に対する答えは保

護主義ではなく、法律・政策・規制の枠組みを 21 世紀の経済の現実に適応させること

で、一部の社会だけではなく全ての社会が、グローバル化の機会を獲得できるようにす

るための取り組みを進めるとともに、そうした取り組みを実施するための能力構築を進

めることである。 

「世界金融危機」（GFC：Global Financial Crisis）の後、APECビジネス諮問委員会（ABAC：

APEC Business Advisory Council）は「2009 年 APEC 財務大臣宛進捗報告書」の中で、

「（アジア発展途上国の）国内需要を喚起するとともに、過去数十年で積み上がった巨

大な世界的不均衡を是正する必要性」に注目するよう求めた。このため同報告書におい

て、「APEC金融包摂イニシアティブの立ち上げ、および政府、企業、国際金融機関によ

る地域的パートナーシップをつうじたインフラ整備の推進」、ならびに「社会保険およ

び年金制度を含む社会的セーフティーネットの充実、および消費者金融の成長支援に向

けた信用調査レポート制度の強化」を提言した。 

その後こうした提言は、APEC財務大臣により、2010年の「成長戦略とファイナンスに

関する京都レポート」や「アジア太平洋金融包摂フォーラム」の立ち上げ、2011年の「ア

ジア太平洋インフラ・パートナーシップ」（APIP：Asia-Pacific Infrastructure Partnership）

創設、2013年の「アジア太平洋金融フォーラム」（APFF：Asia-Pacific Financial Forum）

の設立、その他「財務大臣会合プロセス」（FMP：Finance Ministers Process）における金

融アクセスの拡大、インフラ投資、金融市場の整備と統合に向けた様々な取り組みに反

映された。2015 年に APEC 財務大臣は、民間部門からの主な提言を「セブ行動計画」

（CAP：Cebu Action Plan）に取り入れ、APFFに対して、金融統合、金融強靭性、イン

フラという CAP の柱におけるいくつかの取り組みの推進に、積極的に関与するよう求

めた。 

この「進捗報告書」は、この取り組みの現状を報告するものである。CAPの取り組みと

しては、零細・中小企業（MSME）を伸ばす金融環境の整備（貿易、サプライチェーン、

代替的資金調達法等）、金融包摂と金融リテラシーの向上、「アジア地域ファンド・パス

ポート」（ARFP：Asia Region Funds Passport）による国際的資金提供の促進、地域全体に

おける災害リスク・ファイナンシングと保険（DRFI: Disaster Risk Financing and Insurance）
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の整備、APEC各国・地域における現地通貨建て債券市場と金融インフラ整備に向けた

工程表との整備、および融資可能なインフラ・プロジェクトやそれに対する長期投資の

推進に向けた様々な取り組みがある。 

APFFでは現在、こうした取り組みの推進に向けた活動を進めている。こうした活動の

うち、昨年までに着手したものとしては以下のものがある。 

• 関連各国・地域に対して、MSMEによる信用へのアクセスを促進・拡大することを

目的として、金融インフラ、特に信用情報制度、有担保取引制度、倒産制度の整備

を支援するための能力構築への協力。 

• 関連諸機関、金融機関、およびグローバル・サプライチェーン参加者が、貿易金融

やサプライチェーン・ファイナンスにおける障害や、このような課題への革新的な

対策、協力への機会を見極めることができるよう支援するための地域ワークショッ

プ。 

• 先進的金融技術（フィンテック）、特に融資、ペイメント、および規制対応技術（レ

グテック）の分野における技術について、規制当局、業界からの参加者、専門家の

間で、バランスの取れた規制手法の整備に向けた協力を促進するための地域の官民

セクター間の対話。 

• 各国・地域の関係ステークホルダー（規制当局や業界からの参加者等）が、債券市

場の厚みや流動性の向上を目的として、レポ取引や店頭（OTC）デリバティブの活

用を促進する際の、法律・政策・規制・市場の問題を見極め、これに対処できるよ

う支援するためのワークショップ。 

• アジア地域ファンド・パスポートへの参加推進と拡大の支援に向けた、規制当局や

業界との協力。 

• 関係各国・地域の規制当局が、資本市場投資家にとっての情報の入手可能性と質の

向上を目的として、3 つの主要分野、つまり発行者の情報開示、債券市場データ、

および倒産における投資家の権利について、APFF 自己評価テンプレートを実施す

る際の助言。 

• 年金基金および保険業界の、インフラ・プロジェクトや資本市場における長期投資

家としての役割拡大に向けた提言の策定。 

• イスラム金融機関がインフラへの国際投資を拡大する際の、政策上および実務上の

障害に対処するための議論と会議。 

• 更に広範なグローバルおよび地域的問題や、それがアジア太平洋地域における金融

市場の整備や統合に与える影響について議論するための国際会議。 
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更に今年、APFFは CAPにもとづく 2つの取り組みのための活動を開始した。 

• 地域の金融市場インフラ整備に向けたロードマップの策定。 

• アジア太平洋地域の発展途上国におけるマイクロ保険カバレッジ拡大に向けたロー

ドマップの策定。 

最後に APFF は現在、民間災害保険制度の確立と振興、地域的なリスク分担策の整備、

および災害リスク・ファイナンシングと保険における民間部門の役割拡大に向けたロー

ドマップの策定という CAPのマンデートを推進するための方法を計画している。 

また本レポートでは、APEC参加各国・地域における民間部門との幅広い分野での協力

に対する関心の高まりに注目するとともに、地域の経済発展における CAP の重要性も

確認した。今年の APFFの進展として、様々な国・地域との間で資本市場整備（中国お

よびタイ）や、信用情報および有担保取引（ベトナム）などで新たな協力活動を開始し

たことがある。アジア太平洋地域における金融インフラ整備や、マイクロ保険のカバレッ

ジ拡大に向けたロードマップにもとづく活動を開始したことで、CAPの目標推進におけ

る官民両セクターの協力分野が更に拡大した。 

また引き続き進展が見られたものとして、フィリピンとタイにおける信用情報および有

担保取引に関する活動、メコン地域における信用情報の国際共有に向けたパイロットプ

ロジェクトの推進、フィンテックに関する官民対話のプラットフォーム整備、アジア地

域ファンド・パスポートへの支援、イスラム金融機関によるインフラ国際投資の拡大を

可能にするためのプラットフォームの創設、インフラにおける年金基金と保険会社の役

割拡大、および災害リスク・ファイナンシングと保険に対する民間部門からの一層積極

的な参加の促進のために続けられた活動がある。 

今後数年間における CAPの実施推進を支援するため、本レポートでは APEC財務大臣

に以下の提言を行う。 

1. 関係政府職員および規制当局による、以下の APFF の能力構築活動への協力を図

る。 

o 厚みと流動性のある債券、レポ、およびデリバティブ市場の振興。 

o 信用情報制度、バリュエーション制度、有担保取引制度、および倒産制度の現

代化。 

o 国際的サプライチェーン・ファイナンスのパイロットプログラムの整備。およ

び 

o インフラ整備における長期投資家の役割拡大。 

2. 包摂的で健全かつ効率的な金融制度を創設するための、フィンテックの活用に関す

る官民対話の地域的プラットフォームの整備に向けた、APFFの取り組みを支援す

る。 

3. 2018年に金融担当高級実務者が、CAPで想定されているロードマップの完成に向
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けて、以下で APFFと協力するよう図る。 

o 地域の金融市場インフラの整備。 

o マイクロ保険のカバレッジの拡大。および 

o 災害リスク・ファイナンシングと保険における民間部門の参加拡大の促進。 

4. より多くの国・地域でアジア地域ファンド・パスポート（ARFP）に関する検討会

を開催し、そこに APFFが規制当局、業界、国際機関、および学術団体の専門家を

招集できるよう図る。 

5. イスラム金融機関によるインフラへの国際投資の拡大を支援する、「イスラム・イ

ンフラ投資プラットフォーム」（I3P）を目指す作業プログラムの 2018年中の完成

に向けて、関係当局が APFFと協力するよう推奨する。 
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アジア太平洋金融フォーラム 

2017年 APEC財務大臣宛進捗報告書 

はじめに 

グローバル化に関する議論は、既に解決して久しいものと考えられてきたが、最近の政

治的な議論において、決定的に重要なテーマとして再び登場してきた。こうした議論は

論点が複雑に絡み合っているが、その多くは、先進国における開放的な経済政策や、企

業が事業拠点や雇用場所を選べる自由の拡大によって、自分たちが悪影響を受けている

と考える、一部の有権者の不満を背景に勢いを増している。 

グローバル化は、企業や消費者が、比較優位も競争優位も異なる様々な発展段階の複数

の市場をまたいで機会を手にすることができるという意味において、破壊的にもなりう

る。アジア太平洋地域の場合、このことは国際投資やサプライチェーンの成長に反映し

ている。またこのことは、各国・地域間の巨額の貿易不均衡や、先進国から発展途上国

への、特に伝統的製造業における、雇用の流出にもつながっている。 

予想されるように、貿易協定や貿易慣行は貿易不均衡の原因として格好の非難の的となっ

ており、論理的な反応として保護主義的な施策が奨励されている。しかし、同じグロー

バル化された体制にありながら、先進国間でパフォーマンスにばらつきがあるという事

実からは、企業の国際競争力に影響を与える政策や規制のエコシステムが、貿易政策以

上とは言えないまでも、それと同じくらいそうした結果に関係していることが示唆され

る。 

発展途上国はグローバル化からとりわけ恩恵を受けてきたと思われるが、輸出と輸出関

連投資に主軸を置いた成長戦略は、長期的に持続可能でないことも理解されるようになっ

てきている。世界金融危機に続く先進国における消費者需要の落ち込みが新興国に深刻

な影響を与えたことで、こうした再検討が進み、ひいては「成長戦略とファイナンスに

関する京都レポート」の採択という、2010年の APEC財務大臣による決定に反映される

こととなった。1 

こうした再考における重要な要素の 1つは、経済の中で輸出や投資に対して国内消費の

役割を高めるという、よりバランスの取れた経済成長戦略への移行に向けた動きであり、

さらに貿易不均衡への対応に効果が見込まれる。この点については課題が多い。GDPに

占める家計消費の割合は、現在、北米の 67%に対して、東アジア太平洋地域では 49%と

                                                        
1「こうした背景において、本日我々は「成長戦略とファイナンスに関する京都レポート」について議論

し、これを採択した。我々はこれが、APEC首脳の成長戦略の議論に寄与するものと確信する。我々はこ

のレポートで、将来における強力かつ持続可能でバランスの取れた成長の重要性、および特に人口の高齢

化に伴う公共財政上の課題を考慮した健全な財政運営の推進の重要性を強調した。また、成長、競争力、

雇用、および貧困削減の重要要素としての適切な金融の確保、特にインフラ・ファイナンスの強化と零

細・中小企業や一般世帯の金融アクセスの改善の重要性に注目するよう求めた。」 APEC財務大臣「成長

戦略とファイナンスに関する京都レポート」（2010年）。 
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なっている。GDPに占める輸出と総資本形成の割合の合計は、北米の 35%に対して、東

アジア太平洋では 63%になる。2 

アジア新興国の多くで家計消費の水準が低いことの背景にある要因は、複雑で多岐にわ

たる。中国は現在、国内消費の促進に努めているが、様々な研究では、国内消費の拡大

を妨げている主な要因として、年金や健康保険の未整備3、消費者金融へのアクセスの欠

如、MSME の成長や雇用機会拡大能力に対する金融面の制約4、農村部におけるインフ

ラや投資の不足5、などが挙げられている。 

こうした問題に対処する上で、金融は重要な役割を果たしており、「セブ行動計画」（CAP：

Cebu Action Plan）にそれに即したイニシアティブが多数含まれていることは、特筆に値

する。具体的には、零細・中小企業（MSME）を伸ばす金融環境の整備（貿易、サプラ

イチェーン、代替的資金調達法等）、金融包摂と金融リテラシーの向上、「アジア地域ファ

ンド・パスポート」（ARFP：Asia Region Funds Passport）による国際的資金提供の促進、

地域全体における災害リスク・ファイナンシングと保険（DRFI）の整備、APEC各国・

地域における現地通貨建て債券市場と金融インフラ整備に向けたロードマップとの整備、

および融資可能なインフラ・プロジェクトやそれに対する長期投資の推進に向けた様々

な取り組みがある。 

APFFでは現在、CAPにおける多数の取り組みの推進に向けた活動を進めている。こう

した活動のうち、昨年までに着手したものとしては以下のものがある。 

 関連各国・地域に対して、MSMEによる信用へのアクセスを促進・拡大することを

目的として、金融インフラ、特に信用情報制度、有担保取引制度、倒産制度の整備

を支援するための、能力構築への協力。 

 関連諸機関、金融機関、およびグローバル・サプライチェーン参加者が、貿易金融

やサプライチェーン・ファイナンスにおける障害や、このような課題への革新的な

対策、協力への機会を見極めることができるよう支援するための、地域ワークショッ

プ。 

                                                        
2 世界銀行「世界開発指標」 

3 例えば、中国の出稼ぎ労働者の消費に関する以下の最近の研究を参照。ここでは、年金や健康保険の未

整備が、出稼ぎ労働者層の国内消費水準が低い主な原因と結論付けている。Xin Meng, Sen Xue and 

Jinjun Xue, “Consumption and Savings of Migrant Households 2008-14,” in Ligang Song, Ross Garnaut, 

Cai Fang and Lauren Johnston (Eds), China’s New Sources of Economic Growth: Reform, Resources and 

Climate Change, Volume 1 (Canberra: ANU Press 2016), pp. 159-196. 

4 これについては以下に記述がある。Zeng Gang and Li Guangzi, “Consumer Finance and its 

Significance,” in Guogang Wang, Gang Zeng and Xuan Xiaoying (Eds), Development of Consumer 

Demand in East Asia (Palgrave MacMillan 2017).著者はまた、消費者金融に(a)返済、(b)リスク管理、(c)

信用、(d)貯蓄を含めて定義している。 

5 また中国の都市部と農村部における消費パターンの分析では、近年の政府による農村の輸送、電気、通

信等のインフラ整備に向けた取り組みにより、小規模な町や農村部で消費が刺激され、消費おける都市・

農村格差が、特に家電製品や家庭用耐久消費財で大幅に縮小したと結論付けている。Li Chunling, 

“Urbanization and the Urban-Rural Consumption Divide,” Zheng Yongnian, Zhao Litao, Sarah Y. Tong 

(Eds.), China's Great Urbanization (London and New York: Routledge 2017), p.52. 
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 先進的金融技術（フィンテック）、特に融資、ペイメント、および規制対応技術（レ

グテック）の分野における技術について、規制当局、業界からの参加者、専門家の

間で、バランスの取れた規制手法の整備に向けた協力を促進するための、地域の官

民セクター間のダイアローグ。 

 各国・地域の関係ステークホルダー（規制当局や業界からの参加者等）が、債券市

場の厚みや流動性の向上を目的として、現先（レポ）取引や店頭（OTC）デリバティ

ブの活用を促進する際の、法律・政策・規制・市場の問題を見極め、これに対処で

きるよう支援するためのワークショップ。 

 アジア地域ファンド・パスポートへの参加推進と拡大の支援に向けた、規制当局や

業界との協力。 

 関係各国・地域の規制当局が、資本市場投資家にとっての情報の入手可能性と質の

向上を目的として、3 つの主要分野、つまり発行者の情報開示、債券市場データ、

および倒産における投資家の権利について、APFF 自己評価テンプレートを実施す

る際の助言。 

 年金基金および保険業界の、インフラ・プロジェクトや資本市場における長期投資

家としての役割拡大に向けた提言の策定。 

 イスラム金融機関がインフラへの国際投資を拡大する際の、政策上および実務上の

障害に対処するための議論と会議。および 

 更に広範なグローバルおよび地域的問題や、それがアジア太平洋地域における金融

市場の整備や統合に与える影響について議論するための国際会議。 

更に今年、APFFは CAPにもとづく 2つの取り組みのための活動を開始した。 

 地域の金融市場インフラ整備に向けたロードマップの策定。 

 アジア太平洋地域の発展途上国におけるマイクロ保険カバレッジ拡大に向けたロー

ドマップの策定。 

最後に APFF は現在、民間災害保険制度の確立と振興、地域的なリスク分担策の整備、

および災害リスク・ファイナンシングと保険における民間部門の役割拡大に向けたロー

ドマップの策定という CAPのマンデートを推進するための方法を計画している。 
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本レポートは次の 5つのセクションで構成され、それぞれで上記イニシアティブの進捗

状況について報告する。 

 MSMEの金融アクセスの拡大 

 厚みのある、流動性の高い、統合的な資本市場の整備 

 地域の長期投資家基盤の拡大 

 金融強靭性の高いコミュニティーの育成 

 将来の金融規制に関する継続的な対話と研究 
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MSMEの金融アクセスの拡大 

アジア太平洋地域各国・地域において、雇用とイノベーションに最も貢献しているのは、

零細・中小企業（MSME：Micro-, small and medium enterprises）である。それゆえ、MSME

が経済活動とグローバルなバリューチェーン（国内の商業活動と、国際市場や輸出機会

へのアクセスを含む）に効果的に参加できるようにすることは、APECにとって常に重

要な目標となってきた。ほとんどの MSME にとって、金融へのアクセスが重要な課題

となっているが、その大きな原因として、取引データを利用したリスクベースの融資や、

特に動産の担保利用を支援するための法的・組織的インフラが不十分なことがある。 

財務大臣はこうした問題を優先課題と認め、CAP の中に盛り込んでおり、CAP におい

ては、参加各国・地域による信用情報制度、有担保取引制度、および倒産制度の整備を

支援するための民間部門、財務省、規制当局、その他のステークホルダー間の協力に向

けたプラットフォームとして、APFFの下に「金融インフラ開発ネットワーク」（FIDN：

Financial Infrastructure Development Network）を設立することが求められていた。FIDNは

2015年に設立され、それに引き続きフィリピンや中国、ブルネイ、タイ、ベトナムで様々

な活動が実施された。 

貸手が動産を担保として利用したり、事業主の取引データを活用したりすることで、

MSMEへの与信を拡大できるようにする金融インフラに加えて、金融における先端技術

（フィンテック）の開発から生まれた新たなビジネスモデルによっても、事業活動への

資金提供の機会が拡大している。財務大臣はこうした機会を認識し、CAPをつうじて、

MSMEを対象とした新たな金融商品の開発促進、デジタル・モバイル・革新的金融に対

する規制上の障壁への対応、オルタナティブ・ファイナンスに関する政策枠組みの整備

を求めた。 

最後に、財務大臣は、MSMEによる国際貿易やグローバル・サプライチェーンへの参加

を妨げている課題に対処する必要性も認めた。MSME 輸出業者は、顧客デューディリ

ジェンスに関する規則など、金融機関が貿易金融を行う際の規則に違反した場合のペナ

ルティーが引き上げられたことに伴うコストとリスクの増大によって、とりわけ大きな

影響を受けてきた。CAPには、国際的な貿易金融とサプライチェーン・ファイナンスを

促進するための、一貫性のある域内ルールの整備に向けた取り組みが含まれていた。ま

た CAP では、電子サプライチェーン管理プラットフォームの利用拡大や、デジタル・

モバイル・革新的な運転資金管理技術の推進も求められた。 

信用情報制度 

国内信用情報制度の整備に向けた能力構築 

FIDNは 2015年から、民間部門、国際機関、および開発機関の専門家を集め、複数の国・

地域の政策担当者や規制当局に対して、信用情報エコシステムの創設または改良のため

の改革について助言する活動を続けてきた。2017年も引き続き、「アジア太平洋信用連

合」（APCC：Asia-Pacific Credit Coalition）や「政策経済調査協議会」（PERC：Policy and 

Economic Research Council）をつうじて、現在、信用情報制度の整備を進めているフィリ
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ピンのステークホルダーを継続して支援してきた。APCCと PERCは、4月 24日にマニ

ラの「信用情報公社」（CIC：Credit Information Corporation）でデータ共有プラットフォー

ムが暫定的に立ち上げられた際、CIC によって、今後国内の MSME や個人による金融

アクセスの拡大につながるデータのレポジトリーへの収集が進んでいることを確認した。 

FIDN はフィリピンでの活動に加えて、オーストラリアでも企業経営陣や政府職員との

対話を進めてきた。2012年にオーストラリアとニュージーランド両国は、プライバシー

関連法を改正し、貸手や金融機関以外の債権者が、期日どおりの返済と滞納のいずれに

ついてもデータを民間の信用調査機関に提供できるようにした。APFFはこの立場を支

持している。ニュージーランドでは信用情報制度が着実に進歩しているが、オーストラ

リアでは滞納限定の信用調査レポート体制のままである。 

2017 年 6 月に、オーストラリア生産力強化委員会は中間報告書を発表し、業界に対し

て、民間信用調査機関へのフルファイル（full-file）データの報告を加速するか（2017年

6 月までにカバー率 40%を目標として設定）、あるいはその義務付けを受け入れるよう

を求めた。7 月に公表された同委員会の最終報告書では、カバー率目標の期日が 12 月

31 日まで延期された6。こうした展開を受けて、現在 FIDN では、パプアニューギニア

（PNG）が APEC議長国となる 2018年に、オーストラリアにおけるフルファイル信用

調査レポートと、国際的信用情報共有の双方に積極的に取り組むことを検討している。

オーストラリアとパプアニューギニアなど他の太平洋島嶼国の間の信用データ国際フロー

についても、関心が高まっている。 

プライバシー体制の整備と信用情報 

ABAC、世界銀行グループ国際金融公社（(IFC/WBG：International Finance Corporation of 

the World Bank Group）、中国人民銀行（PBOC：People’s Bank of China）などの FIDNス

テークホルダーは合同で、「個人データ保護と信用調査レポート」に関する会議を北京

で開催した。この会議では、金融機関がより多くのデータを収集、処理し、利用を拡大

している中で、そうした新たな環境におけるデータプライバシーのあり方という、重要

性の高まりつつあるテーマに焦点を当てた。複数の PBOC幹部が基調講演を行い、中国

における信用調査レポート市場の発展の方向性の見直しについて報告した。会議には政

策担当者や規制当局者、企業の役員など約 150名が出席し、APEC参加国・地域（韓国、

香港、タイ、ニュージーランド、米国）から発表者や参加者が訪れた。会議については

メディアでも幅広く報道された。 

中国では近年、データ事業者やアナリティクス事業者が多数現われ、その多くが、信用

調査レポートや信用照会を行っているとされる。2日間の議論をつうじて、信用調査機

関とデータ会社やリスク管理会社の違いなども明らかになった。議論では、企業の利益

と消費者のプライバシーのバランスを図る現代的な個人データ保護枠組みの必要性が強

調された。中国市場は、少数の真に包括的な信用調査機関と、一定数の専門信用調査レ

ポート会社、その他多数のデータ会社やリスク管理会社からなる複層構造へと、徐々に

                                                        
6 オーストラリア政府生産性委員会。Data Availability and Use [Productivity Commission Inquiry Report 

No.82, 31 March 2017], http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/data-access/report/data-access.pdf 



7 

 

進化していくものと予想される。 

将来の国際的信用情報共有に向けた方策の準備 

現在 FIDNは、域内における共通データ・ディクショナリの整備を目指す CAPの取り組

みに向けた準備作業を行っており、これは国際的信用情報共有を可能にする上で重要な

ステップになる。「APEC金融担当高級実務者会合」にあわせて 5月 16日にニンビン（ベ

トナム）で開かれた「国際的信用情報共有に関する APEC セミナー」や、7 月 13 日に

ABACと IFC/WBGがホイアン（ベトナム）で開催した「メコン地域国際信用情報円卓

会議」で、参加者がデータ・ディクショナリの概要について議論した。 

また FIDNは、APEC参加国 3か国（中国、タイ、ベトナム）とその他 2か国（カンボ

ジア、ラオス）のメコン地域 5か国が参加する、国際的信用情報の共有に関するパイロッ

トプロジェクトについての議論も主催しているが、これは他の AEPC参加国・地域に対

して今後の針路を示すものになる可能性があり、また情報共有が国際的に事業を行う

MSME にもたらす恩恵を評価する上で役立つであろう。2016 年 7 月にバンコクで開催

された初回ワークショップに続いて、ABAC、IFC/WBG、およびベトナム国立銀行は、

前記のニンビンセミナーを合同で開催した。 

セミナーの主な目的は、(a)地域内の国際的信用情報交換の促進、(b)国際的信用情報交換

制度の主要要素への対応、(c)国際的信用情報交換に関するメコン・イニシアティブの提

示、および(d)今後のステップについての議論であった。セミナーには、APEC参加 21か

国・地域の中央銀行、世界的な信用調査レポート事業者（CRSP：credit reporting service 

provider）、業界団体、現地ステークホルダー、その他国際機関から 100人近くが参加し

た。 

セミナーの中で発表者が取り上げた話題は、(a)貿易や海外直接投資、域内移民の増大を

受けた国際的信用情報の必要性、(b)前記の話題についての各国・地域の見方、(c)国際的

信用情報交換に関する世界銀行グループの一般原則、(d)制度の成功に必要な法的および

データ的な要素、および(e)今後の針路であった。 

参加者の間ではメコン地域に加えて欧州での経験、特に国際的信用情報交換の促進にお

ける規制当局の役割、信用調査レポートと一般的データ保護をそれぞれ監督する規制当

局同士の関係、および CRSP が規制当局に主張すべき内容に関する経験が共有された。

業界団体や地域 CRSPの発表者は、国際的情報共有の成功の条件や、データ対象者が不

正確な情報を修正する権利を外国で行使するための仕組みについて議論した。 

参加者は、2016 年 7 月のバンコクの会議で 8 つの域内 CRSP が基本指針について合意

したことや、国の異なる 2つの CRSPが覚書案の文言に合意したことに続く、今後のス

テップについて議論した。 

7月 13日にホイアンで開催された円卓会議でも、更に議論が行われた。参加者は、信用

情報の国際提供を禁じている一部の国・地域の法律によって生じる課題や、明確な法律

がないことを理由に規制当局がこうした情報の国際共有の許可を控えることによって生

じる課題について、議論した。パイロットプロジェクトの進展に向けた今後のステップ
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として挙げられたものには、(a)既に実施されて成功を収め、参加国・地域で認められて

いる CRSP間の文書交換のような、非公式な仕組みの活用、(b)主な規制当局に対する非

公式の働きかけ、および(c)参加国・地域の主な政策決定者を対象に、国際的信用情報共

有のメリットを発信することに重点を置いた、アドボカシー活動の継続がある。 

最後に、APEC 参加 21 か国・地域間の信用情報共有の現状に関するベースライン分析

が、現在 PERCとAPCCによって FIDNのために進められている。調査手法については、

IFC/WBGと業界のアドバイザーからの情報をもとに、現在PERCが設計を進めており、

2017年後半に実施される。ベースラインの結果は、2017年末または 2018年始めに公表

される。 

有担保取引と倒産制度 

FIDNの有担保取引改革（STR：Secured Transactions Reform）サブストリーム（分科会）

は、経済発展と包摂的成長のための明確かつ予測可能な法的枠組みを基礎とした支援的

環境を推進している。その取り組みとしては、MSMEや市場インフラ・プロジェクト、

国際貿易と国際サプライチェーンを対象とした多様な金融ソリューションの促進に特に

重点を置いている。ABAC、IFC/WBG、民間の協力団体、および OECDが、関係国・地

域内の国際機関、公的機関、民間企業、学術組織などの幅広い団体と協力している。 

同サブストリームは、ワークショップや政策担当者への直接的な働きかけ、対話、調査

をつうじて、以下を目指している。 

o APEC参加国・地域における有担保取引制度および倒産の枠組みの改革と整備を支

援する。 

o 有担保取引法制に関するグッドプラクティスや国際的に認められた諸原則を推進す

る（適格担保の包括的な定義、資金調達を目的とした債権の自由譲渡、その他MSME

の信用の便宜を図るための規定など）。 

o 効果的な現代的担保登記所の設立および整備を促進するとともに、個別／中央／オ

ンライン担保権通知提出システム、および当該国・地域内の動産、売掛金、その他

の形態の無形資産に対する担保権の包括的採用を推進する。 

o 地元経済ステークホルダーとの提携をつうじて、動産、買掛金、その他の形態の無

形資産にもとづく信用の組成、実施、および管理における貸手の能力の向上を図る

とともに、第三者担保管理業や電子金融プラットフォーム、信用補完サービスなど

の必要な運営インフラの整備を進め、MSMEや農業事業者、国内および国際取引業

者、インフラ企業などを対象に、こうした信用の拡大を支援する。 

FIDNは 2015年 11月の設立以降、参加国・地域を支援するため、有担保取引改革の指

導的専門家のネットワークを整備してきた。このネットワークには、国際開発機関、主

要業界団体、民間の貸手、学術シンクタンクや大学、指導的な法律家、担保登記所職員

が含まれる。この多様性豊かなネットワークをつうじて、参加国・地域は、以下に挙げ

るような現代的な有担保取引改革の達成に必要な要素全体にわたる、グローバルなベス

トプラクティスや専門的知見に容易にかつ費用効率的にアクセスできるようになる。 
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• 立法／モデル法令：FIDNのメンバーには IFC/WBG、UNCITRAL、米国国務省、香

港司法省、米国国際開発庁（USAID：United States Agency for International 

Development）、全米法律センター（NLC：National Law Center）、大学教授、および

各国・地域で現代的有担保取引制度の整備に向けた業務経験のあるコンサルタント

が参加している。 

• 担保登記所の整備：FIDN のメンバーにはオーストラリア金融担保局（AFSA：

Australian Financial Security Authority；担保登記機関）、メキシコ経済省、フィリピン

司法省土地登記局が参加している。 

• 訓練／能力構築：FIDNのメンバーには資産担保型融資の有力業界団体であるコマー

シャル・ファイナンス協会（CFA：Commercial Finance Association）と、世界の指導

的ファクタリング業界団体として統合された国際ファクタリング・グループ／国際

ファクタリング協会（IFG-FCI：International Factors Group/Factors Chain International）

が参加している。これら業界団体、またそれに加えて IFC/WBG およびその専門家

は、貸手やファクタリング事業者を対象とした訓練や能力構築を世界的に行うため

のリソースと経験を豊富に持っている。 

また FIDNは、APEC参加国・地域全体における改革の取り組みを促進するため、APEC

経済委員会の経済法制インフラ強化（SELI：Strengthening Economic Legal Infrastructure）

グループと積極的に協働している。SELIのメンバーは、FIDNの報告会やワークショッ

プに積極的に参加してきた（代表的な例は 2016年 3月にマニラで、また 2017年 7月に

ホイアンで開催された「FIDN信用インフラ会議」）。更に FIDNのステークホルダーは、

「サプライチェーン・ファイナンスの契約執行強化を目的とした国際規約の活用に関す

るグローバル企業（SMEを含む）のための APECセミナー」（2017年 2月、ニャチャン

（ベトナム））にも参加した。 

2016年の立法と法改正 

2016年にはブルネイとタイの 2か国で、現代的な有担保取引法が施行され、ブルネイは

2016年 12月に現代的な担保登記所を設立した。同年 7月にはフィリピンで、新たに現

代的な有担保取引法が国会に提出され、2017年中の成立が見込まれている。ベトナムで

は、現代的な新法が 2017年 1月 1日付けで施行された。 

UNCITRAL は「有担保取引モデル法」の作業を完了し、これは 7 月の総会で採択され

た。更に、既に採択されている「国際債権譲渡条約」（2001年採択、未批准）がオバマ

前米国大統領によって上院に提出され、批准を求められている。米国で批准されれば、

他の国連加盟国でも速やかに批准が進み、発効への道が開けるだろう。 

2016-17年 FIDN活動要旨 

FIDN は創設以来、フィリピン、ブルネイ、中国、ベトナム、タイなど関係参加国・地

域に専門的知見を提供してきた。「2016年 APEC財務大臣宛進捗報告書」で概要を報告

したいくつかの活動を受けて、FIDNは有担保取引と倒産の分野で、様々なフォローアッ

プ活動を実施した。 
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2016年 8月にはタイ銀行と共同でワークショップを開催し、タイ銀行協会の協力の下、

最近制定された有担保取引法の「事業担保法」について、政策担当者、規制当局、業界

からの参加者を対象に、サプライチェーン・ファイナンスに重点を置きつつ、その導入

を支援した。 

2016年 10月には IFC/WBG、ベトナム政府、ベトナム銀行協会との協力により、「サプ

ライチェーン・ファイナンス」ワークショップをホーチミン市で開催し、同国の貸手や

SME を対象に、最近施行された有担保取引法について、一層の能力構築と意識向上を

図った。 

2016年 11月には IFC/WBGおよびベトナム最高人民裁判所との協力により、「アジア・

倒産制度改革フォーラム」（FAIR：Forum for Asian Insolvency Reform）をハノイで開催

し、地域全体での現在の有担保取引改革の取り組みにおける、域内の倒産対応実務者の

間の専門をまたいだ支援の構築を図った。 

2016 年 12 月にはメコン地域における動産担保金融の促進のため IFC/WBG を支援し、

域内における現代的有担保取引法と関連インフラの整備に向けて、引き続き能力構築、

意識向上、および支援構築を図った。 

2016年 12月には再びフィリピン政府との協力により「第 3回 FIDN信用インフラ会議」

をマニラで開催し、2日間の会議に政策担当者、規制当局、金融機関、MSMEが幅広く

参加した。会議では国会で審議中の立法の進捗状況に焦点を当てるとともに、フィリピ

ンで整備が進められている MSME の信用へのアクセスを拡大するための独自の関連す

る金融インフラ支援が紹介され、引き続き整備の拡大と能力構築が進められていること

が示された。 

FIDNは、ペンシルバニア大学ロースクールと全米法律センターが主催する「第 1回有

担保取引調整会議」（Secured Transactions Coordination Conference）に参加した。会議に

は研究者、専門職、国際開発機関の専門家が集まり、ベストプラクティスを共有すると

ともに、世界的な有担保取引改革の実効性の向上を図った。 

2017年 2月にはタイ銀行協会と協力し、効果的なMSMEファイナンシング・エコシス

テムの構築に向けた APFFの会議に参加した。会議では民間企業、公的機関、および国

際組織の豊富な知識と実務経験を活用して、デジタル・ファイナンスや、国際的ファイ

ナンスにおけるデジタル決済プラットフォーム、政策向上のベストプラクティスの共有、

MSME への銀行融資の阻害要因に対処するための規制などの分野において、MSME の

金融アクセス拡大に向けた戦略を見極める機会を与えることが図られた。 

2017年 7月 12日には APFF、ベトナム国立銀行、および IFC/WBGが共同で、「第 4回

FIDN 金融インフラ改革会議」をホイアンで開催した。会議では域内全体および APEC

主要参加国・地域における有担保取引改革に注目し、特にベトナムとフィリピンでの進

捗に焦点を当て、両国から多くの参加者を集めた。主要な部会においては、立法府にお

ける法制度改革への取り組み、現代的有担保法の主要条文、司法支援、解釈と執行、お

よび有担保取引改革実施におけるバリュエーション実務の重要性などの議論が行われた。
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会議では、規制当局や政策担当者、民間部門の実務者など、幅広い参加者から意見が提

示された。 

また現在 FIDN は SELI と協力し、SELIの第 5 回会議に向けた準備作業を行っている。

作業の重点としては、オンライン紛争解決、9月 11日にホーチミン市で開催する「APEC 

SME金融フォーラム」と 10月 17日にタイで開催する「APFF貿易金融とサプライチェー

ン・ファイナンスに関するワークショップ」への参加、フィリピンやブルネイ等の参加

国・地域におけるワークショップや円卓会議の開催に向けた追加支援の実施がある。 

また FIDNのステークホルダーは、特に"Global Trade Review"誌が香港とシンガポールで

開催した会議などの、業界の主要な会議に積極的に参加し、APECにおける有担保取引

法改革への支援拡大の後押しを図った。 

FIDNは 2015年 11月の設立後短期間で、フィリピンで専門家の幅広いネットワークを

組織し、改革の取り組みへの支援を強化・拡大するとともに、ブルネイ、タイ、ベトナ

ム、中国で支援活動を開始した。FIDN ではワークショップや能力構築の継続により、

各国・地域とともにこうした成果をさらに積み上げるとともに、他の関係参加国・地域

にも支援を広げていきたいと考えている。 

貿易金融およびサプライチェーン・ファイナンス 

今年の「貿易金融とサプライチェーン・ファイナンスに関する APFF ワークショップ」

は 2017年 4月 7日にシンガポールで開催され、デジタル取引に焦点を当てた。議論の

背景となったのは、グローバルな貿易環境が緊縮財政の継続によって形作られ、政治的

な逆風に直面しているということであった。景気の循環的な回復は見られるものの、将

来については不透明感が残っている。太平洋経済協力会議（PECC：Pacific Economic 

Cooperation Council）が APECの政策担当者を対象に行った調査では7、成長（需要サイ

ド）にとっての最大のリスクとして、世界市場（特に中国）の低迷と、構造転換の実施

に失敗することが挙げられていた。保護主義については、拡大傾向にあると指摘された。

供給サイドについても、インフラ、制度の質、教育、および能力などの制約があった。 

ワークショップの議題としては、紙ベースの手作業や、リアルタイム情報の欠如のよう

なデジタル取引の阻害要因ともに、解決策となることが期待される「モノのインターネッ

ト」（IoT）や、分散台帳技術（DLT）など、台頭しつつある手法が取り上げられた。参

加者の間では、デジタル取引が単にデジタル・ツールにとどまるものでないことや、テ

クノロジーやビジネスの実務に法律や規制が追いついていないという点で、結論が一致

した。またデジタル取引における法務リスクを低減し、長期的な持続可能性を確保する

上で、法制インフラの現代化が鍵になるという点で、意見が一致した。ワークショップ

では、以下の 3つが主要な論点とされた。 

 サプライチェーン・ファイナンスの法制環境。参加者の間では、サプライチェーン・

ファイナンスと、それを支援する新たな技術を促進する法制環境が必要だという点

                                                        
7 Pacific Economic Cooperation Council (PECC), State of the Region 2016-2017. 
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で、意見が一致した。発表者の 1人から説明があったように8、サプライチェーンの

活動には、銀行、貿易業者、輸送機関、税関職員等が関わっている。それゆえ、支

援的な法制環境では、サプライチェーン・ファイナンスに影響を与える個別の法律

分野をタコツボ的に扱うのではなく、新たな「サプライチェーン包括的」アプロー

チが必要になる。このアプローチは、デジタル／暗号通貨、電子的移転可能書類（電

子船荷証券等）、サイバーセキュリティ、ならびに国際データ・フロー、税務、およ

びデジタル文書の証明力と、それが裁判所やその他商事仲介裁判所で持つ最終的な

執行可能性の諸問題を規定する、全ての関連法を含むものでなければならない。デ

ジタル取引書類の法的な位置付けは、国際デジタル取引を促進する基本的な要因と

して重要である。 

 サイバーセキュリティ。サイバーセキュリティは新たな「信頼」であり、デジタル

取引の推進要因である。サイバーセキュリティに関係するものとしては、国際的な

データ転送とデータ保存がある。アジア太平洋地域では、サイバーセキュリティ・

リスクに対処するため、現在様々な措置の導入が進められているが、国際的データ・

フローのコストや手間が極めて大きくなれば、こうした措置は新たな複雑性を招く

だけの結果に終わる可能性もある。サイバーセキュリティと国際的な経済データ・

フローとの間で、適切なバランスを図る必要がある。 

 マネーロンダリング対策（AML）の貿易エコシステム的アプローチ。貿易金融にお

ける効果的な AMLの取り組みには、税関当局や輸送会社、銀行など、貿易エコシ

ステム全体にわたる幅広い参加者の協力が必要になる。銀行が扱うのは金融書類で

あって、その書類に記載されている物品そのものではない。銀行には、物品の価格

表示に間違いが無いことや、出荷された物品の品質と送り状の記載内容に齟齬がな

いこと、あるいは他の同様な手法によって貿易ベースのマネーロンダリング（TBML：

Trade-Based Money Laundering）が行われていないことを確認する手段はない。銀行

は貿易ベースの AMLの必要性を認識し、その取り組みに投資している。しかし貿

易ベース AMLが実効性を持つには、貿易エコシステム・アプローチが不可欠であ

り、これを大きく促進することができるのが、デジタル取引である9。 

総括と提言 

ワークショップの参加者は議論をつうじて、以下の結論に達した。 

 貿易とサプライチェーンのデジタル化が進む中、効果的な規制アプローチには、様々

な専門的知見とスキル、および貿易エコシステムに対する全体論的な視野が求めら

れる。国際的デジタル取引に対する需要が高まるとともに、その採用が拡大するこ

とで、このニーズは更に高まっていく。 

 国際デジタル取引の健全な成長を促すため、エコシステム横断的な知見を最初期段

階から活用して、デジタル取引関連法、サイバーセキュリティ、および貿易ベース

                                                        
8 シンガポールマネージメント大学ロースクール Locknie Hsu教授。 

9 Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), Combatting Trade Based Money Laundering – 

Rethinking the Approach 2017. 
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AMLの整備を図るべきである。このことは、各種問題意識をより幅広くかつ密接に

共有するとともに、より正しい知識にもとづく検討をつうじて、成長重視の措置に

つなげるよう推進する上で、重要になる。 

フィンテックに関する定期的官民対話のプラットフォーム 

先進的な金融技術（フィンテック）10の急速な発達にともない、現在、規制当局は重大

な課題に直面している。新たなビジネスモデルや、伝統的金融サービス事業者が長らく

支配していた市場に参入する新たな事業者、また伝統的事業者による新たなテクノロジー

の採用といったことが、金融の安定性の促進、消費者とプライバシーの保護、および金

融システムの健全性（integrity）の維持という規制当局の任務に影響を及ぼしつつある。 

しかし、フィンテックは機会ももたらす。イノベーションによって、銀行口座を持てな

い個人や零細企業が金融にアクセスできるようになりつつある。新たな応用によって、

清算や決済、コンプライアンス、リスクマネジメント、資金管理といったビジネスプロ

セスが強化されて行く。ブロックチェーンや人工知能などの技術によって、金融サービ

ス事業者は効率性を高め、顧客のニーズに迅速に対応できるようになって行く。現代化

を一気に実現したいと望む新興市場はこうしたイノベーションの恩恵を受けるが、新た

に生じるリスクや懸念に十分対応しなければならない。 

フィンテックの影響が最も喧伝されているのは先進国、特に欧州と北米であり、これら

には新興企業に有利な環境があることに加え、金融分野の多様化も進んでいる。アジア

などの新興市場においては、フィンテックの発展にはばらつきがあり、決済と信用の分

野、特にマーケットプレース・レンディングあるいはピア・ツー・ピア（P2P）レンディ

ングに集中している。既にフィンテックの影響は、金融へのアクセス拡大が更に多くの

国で実現していくという形で現われている。アジアでは、フィンテック与信の分野で中

国の占める割合が依然として圧倒的に大きいが、ペイメント・フィンテックは、より幅

広い市場で大きな発展を遂げている。11 

依然として、アジア新興市場ではフィンテックの進化と成長が加速し続けており、政策

面でも規制面でも注目しておく必要がある。2016年に APFFが主催した 2つの円卓会議
12で、政策担当者や規制当局は、重要な問題が発生した場合に速やかにこれを特定でき

                                                        
10 このカテゴリーには、ペイメント、保険、プランニング、融資とクラウドファンディング、ブロック

チェーン、貿易と投資、データとアナリティクス、セキュリティなどが含まれる。以下参照。OICV-

IOSCO, IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech), February 2017., p.4. 

11 以下参照。Sean Creehan and Nicholas Borst, “Asia’s Fintech Revolution,” Asia Focus (Federal 

Reserve Bank of San Francisco, February 2017).上記論考からは、ワークショップの構成設計や、本節に

も反映されている討論を導く際の貴重な洞察を得ることができた。APFFは、ここに筆者に謝意を表す

る。 

12 以下の 2つの円卓会議。APFF Roundtable on Financial Innovation: How can we harness 

innovation to build bigger, robust and inclusive financial markets?  (24 February 2016, PayPal 

Corporate Campus, Silicon Valley, California, USA)、および APFF Roundtable on Financial Innovation: 

Fintech 2016: Challenges and Opportunities for Asian Industry and Regulators (15 July 2016, Co-

organized by ABAC and ASIFMA and Co-hosted by the Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong, 

China). 
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るよう、官民両部門のステークホルダーを集めた規制プラットフォームを設立する必要

性があることで意見が一致した。こうしたステークホルダーとしては、新興フィンテッ

ク企業と大手金融機関、関連サービス会社・協会・専門家、政府機関と規制当局者、関

連国際組織の代表などがあるだろう。 

この合意を実現するため、ABACと ADBは合同で、2017年 7月 5日に ADB本部で「イ

ノベーションの奨励、包摂の促進、リスクの管理」をテーマに APFFワークショップを

開催し、主要なステークホルダーを集めて、こうしたニーズへの対応について議論した。

このワークショップは「ASEAN+3 債券市場フォーラム」（ABMF）にあわせて開催され、

ASEAN+3各国・地域の金融規制当局者が参加した。 

ワークショップでは、既に域内で大規模な破壊（ディスラプション）が発生し、規制当

局の関心が最も高い 2つの領域、つまりペイメントとフィンテック与信に着目した。ま

た、規制対応技術（レグテック）についても議論が行われた。レグテックの分野では、

いくつかの重要分野のソリューション開発が業界で進められるとともに、規制当局によ

る検証または採用が進んでいる。ワークショップはレギュラトリー・サンドボックス

（regulatory sandbox）の経験を共有し、規制のアプローチや制度設計に関する更に幅広

い疑問について議論する機会となった。 

フィンテック与信 

フィンテック与信（マーケットプレース・レンディングまたは P2Pレンディング、証券

化を伴うプラットフォーム・ローン、およびインボイス取引を含む）は、伝統的金融機

関から融資を受けることができない多くの世帯や零細企業の金融ニーズに応えるために

登場した。アジアでは、借手と投資家を結び付けるオンライン・プラットフォームの形

態が大部分を占めている。アジアのフィンテック融資においては、中国が圧倒的に大き

な市場であり、消費者向け融資（企業向け融資ではなく）や個人投資家（機関投資家で

はなく）が主流を占める点などが、他のアジア諸国とは異なる特徴になっている。 

ただし、成長が続くフィンテック与信も信用市場全体に占める割合は依然として小さく

（中国の場合は 3%）、銀行もオンライン・プラットフォームの拡大や、新興企業への投

資によって、プレゼンスを拡大している。規制は極めて緩やかであるか無いに等しいが、

中国はアジア市場の中でリスク管理や詐欺防止、消費者保護に最もきめ細かく注力する

一方で、規制が容易ではない極度に細分化した市場の課題に取り組んでいる。しかし、

フィンテック与信が規模の面でも重要性の面でも地域全体で拡大するにともない、政策

担当者や規制当局は、ますます注意を払う必要が出てくるだろう。 

参加者はこの問題について、消費者および企業へのフィンテック与信の分野におけるテ

クノロジーの進化、ビジネスモデル、規制側の対応や、金融取引の際の身分確認の整備

におけるデータ・アナリティクスとアルゴリズムの利用に焦点を当てて議論した。 

ペイメント 

ペイメント分野におけるフィンテックの発展は、かつては主に銀行部門の補助的役割を

演じていたノンバンクが、スマートフォン技術やアジアの巨大なペイメント市場、旧来
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の決済技術を飛び越えようとする取り組みに後押しされる形で、革新的金融サービスの

提供を拡大しつつあるなか、アジア各国・地域市場全体で大きな問題になっている。こ

のような携帯電話プラットフォームを利用した新サービスの多くは、伝統的な銀行口座

やクレジットカードもしくはデビットカードとともに機能しており、決済システムの基

本構造を変えるものではない。しかしそうではなく、銀行やカードネットワークと手数

料収入を争うデジタルウォレットを提供するものや、保険や投資などの新サービスを提

供するものは、より破壊的であると見込まれる。 

分散台帳技術はまだ初期段階であるものの、貿易金融や国際送金、シンジケート・レン

ディングの清算や決済の迅速化と効率化を実現する可能性を秘めており、スマートコン

トラクトによって、自動決済や自動送金が大きく普及する可能性もある。こうした技術

革新の普及が進めば、クリアリングハウスなどの信頼できる第三者機関（TTP：Trusted 

Third Party）を含め、現在使用されているレガシー金融インフラに取って代わるものと

なり、破壊的な影響を与えるだろう。モバイル決済サービスや、仮想通貨、プリペイド

が銀行送金に取って代わることができれば、送金コストは低下するであろう。 

しかし、こうした新技術の普及には、規制枠組み（AML規則の遵守等）や、支援インフ

ラの欠如（決済カードリーダーの設置等）、技術に内在する問題（仮想通貨の交換レー

トの変動等）といった課題がある。アジアの規制当局はこうした課題に様々な方法で対

応するとともに、調査を進め、実験を行っている。参加者はこうした問題や規制上の対

応について、特に小口決済や、清算・決済のための分散台帳技術、デジタル通貨を中心

に議論した。 

レグテック 

フィンテックに関しては、その破壊的な影響に注目が集まってきたが、その一方で、主

要な規制目標をより効果的かつ効率的に達成できるようにするとともに、規則や規制の

コンプライアンスについても、規制対象にかかるコストを削減し、包摂的で需要に即し

た金融サービスを実体経済に提供するという使命によりふさわしいものにする技術の開

発も進んでいる。レグテック13・ソリューションは、コンプライアンスや規制に関する

多くの問題に対処できる可能性があり、こうした問題としては、例えば、リスクデータ

集計、モデリングやシナリオ分析と将来予測、ペイメント取引のモニタリング、顧客や

法人の身元確認、規制対象機関の社内文化や行動のモニタリング、金融市場における取

引、および新たな規制の特定などがある。 

こうしたソリューションが存在する分野としては、例えば、機械学習、ロボティクス、

人工知能、暗号技術、生体認証、分散台帳技術、アプリケーション・プログラミング・

インターフェース（API）と共同利用型のユーティリティ機能、およびクラウド・アプ

リケーションなどがある。14 参加者は、業界内でこれまでに開発され、現在規制当局が

                                                        
13 レグテックとは、国際金融協会（IIF：Institute of International Finance）の定義によれば、「規制上およ

びコンプライアンス上の要件により効果的かつ効率的に対応することを目的とした、新たな技術の活用」

である。以下参照。Institute of International Finance, Regtech: exploring solutions for regulatory 

challenges, Washington DC, October 2015. 

14 Institute of International Finance, RegTech in Financial Services: Technology Solutions for Compliance 
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動向を注視しているレグテック・ソリューションや、初期段階の結果とこれまでの反応、

将来の動向に関する見込みについて議論した。 

規制の枠組みとアプローチ 

域内ではフィンテックの進化が続き、現在の初期的発展段階を脱しつつあることから、

規制当局は今後を見据えた対応を取り始めており、これは特にペイメントとフィンテッ

ク・レンディングの領域について言える。一部の規制当局は、信頼できるパートナーに

よるイノベーションを支援する一方で、それが消費者や金融の安定性に与える影響を詳

しくモニタリングし、管理することができる、レギュラトリー・サンドボックスのアプ

ローチを検討している。またフィンテックの登場にともない、金融取引の際の身分確認

や、技術の標準化、また既存の規制を新たなノンバンク系の市場参入者にどのように適

用できるかといった主要な問題に対する実践的な対策の策定が、一層急がれることとなっ

た。 

多くの規制当局では、金融機関の種類ではなく事業の種類に応じて規制を行うよう変更

すべきか、金融セクター内の異なる部門や技術の監督を所管する各種機関の間で効率的

な規制を実施するにはどのようにすべきか、またイノベーションを推進しつつ適切なリ

スク管理を可能にする規制方法はどのようなものか、といった基本的な問題が問い直さ

れている。参加者の間で経験と知見が共有されたことで、フィンテックという課題への

対応方法について、規制当局に有益な洞察がもたらされた。 

またワークショップでは、フィンテックによって実現した新たなビジネスモデルの登場

に対する規制当局の様々な対応についても、議論された。規制当局と業界からの参加者

の間では、現在も技術の急速な進歩が続いていることや、フィンテックのクレジット・

サイクルがまだ一巡していないことから考えて、域内におけるこうした新たなビジネス

モデルの規制の今後について、最終的な結論を出すのは時期尚早だということで意見が

一致した。ただし規制当局委は、新たに設置された「ASEAN金融イノベーション・ネッ

トワーク（AFIN：ASEAN Financial Innovation Network）や、APFFのプラットフォーム

を活用した業界や専門家との対話の継続など、フィンテックに対する理解を深めること

を目的とした協力の仕組みを創設することで対応を進めている。 

  

                                                        
and Reporting, Washington DC, March 2016. 
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厚みのある、流動性の高い、統合的な資本市場の整備 

資本市場は、一国・地域の金融システムにおいて特に重要な要素である。資本市場は、

金融の安定、経済成長、およびインフラなどの長期資産への投資に対する長期性資金の

効率的な供給の促進において、決定的に重要な役割を果たす。それゆえ資本市場の発展

は、金融統合、強靭性、およびインフラの促進という CAPの目標実現に不可欠である。 

「アジア金融危機」は、現地通貨建て債券市場が存在しないことが主な原因の1つであっ

た。この危機は、多くの国・地域において、収益が現地通貨建てとなる長期投資の資金

調達において、外貨建ての銀行融資に過度に依存したことによって引き起こされた（ダ

ブルミスマッチ問題）。この危機を受けて、ABAC は財務大臣に対して現地通貨建て債

券市場の整備を提言した。数年後には様々な制度が立ち上げられてその実現に向けた動

きが加速し、これがアジアにおいて、資本市場の発展過程の重要な一段階である国債市

場の急速な成長につながった。 

次に進むべき段階は、民間部門による発行や市場内・市場間の投資の拡大などであり、

そのためには、市場の厚みと流動性の拡大が重要になる。APEC財務大臣は、この目標

を達成するための主要な取り組みを CAP に盛り込んでいる。こうした取り組みとして

は、流動性の高いレポ市場、リスク軽減を促進する法的・情報管理インフラ、資本市場

の透明性、ファンド・パスポート制度、および資本市場への国境を越えた投資を促進す

る地域の証券投資エコシステムの整備がある。 

古典的な債券レポ市場と店頭デリバティブ市場の整備 

APFFは今年も引き続き、市場の流動性向上に役立つ効果的なヘッジ商品、特にレポ取

引と店頭（OTC）デリバティブを市場参加者に提供するための実務的なステップについ

て、民間部門が規制当局や政府職員と対話するプラットフォームを提供した。 

古典的な債券レポ市場の整備は、域内の資本市場と実体経済の厚みを増す上で極めて重

要である。レポ市場は、現地通貨建て債券市場の流動性向上、利用可能な資金プールの

拡大、域内での担保の活用、政府・年金基金・資産運用会社その他長期投資家の資金調

達コストの低減、およびリスク管理に役立つヘッジ手段の提供において、重要な役割を

果たす。 

店頭（OTC）デリバティブも重要な役割を果たしている。企業は店頭デリバティブを利

用して、貸借対照表の負債やキャッシュ・フローを管理したり、金利リスクや外国為替

リスクなど、さまざまな経済リスクをヘッジしたりしているからである。透明性の向上、

システミック・リスクの軽減、市場濫用の防止のために導入された新しい規制のいくつ

かは、これらの商品を取り巻く状況を変化させており、ヘッジ・コスト、呼び値スプレッ

ド、取引のしやすさへの影響の面で意図せずして課題をもたらしてもいる。アジアの新

興国は、比較的少ない取引量を扱う非常に多くの清算システムの出現によって断片化が

進むという、さらなるリスクにも直面している。 

これまでにこうした対話のためにフィリピンのマニラ（2015年 11月）とインドネシア

のジャカルタ（2016年 4月）で開催したセミナーに続いて、ABACとアジア証券金融市
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場協会（ASIFMA：Asia Securities Industry and Financial Markets Association）、国際スワッ

プデリバティブ協会（ISDA：International Swaps and Derivatives Association）は、他のパー

トナー機関との協力により、2017年 2月 22日にタイのバンコクで、2017年 3月 16日

～17日に中国の北京でセミナーを開催した。 

タイにおけるレポ市場と店頭デリバティブ市場の整備に向けた主要問題に関する
APFFワークショップ 

このワークショップは、タイ銀行協会が主催し、タイにおける古典的なレポ市場の開設

に向けてこれまでに実施された様々な措置の検証が行われた。官民両部門の参加者が、

レポ市場の厚みと流動性の更なる拡大に向けて残る措置について検討した。ワークショッ

プには、業界・民間部門と政府・規制機関から専門家が出席し、こうした分野について

議論を行った。 

参加者は、中央銀行が参加せずにディーラー間またはディーラーと顧客の間でレポ取引

が行われる、民間レポ市場の整備について議論した。タイの民間レポ市場には、「グロー

バル・レポ取引基本契約書」（GMRA：Global Master Repurchase Agreement）の使用や一

括清算ネッティング採用など、古典的なレポ市場の整備に不可欠な特徴が多く備わって

いる。 

それにもかかわらず、市場での取引が活発に行われていない原因としては、主に 3つの

問題がある。第 1に、市場参加者は国境を越えたレポ取引を行うことができない。第 2

に、レポ取引によるものも含め預金に対してタイ銀行から課される 0.46%のサーチャー

ジが、取引水準の低迷に影響している。最後に、証券取引委員会が、国内籍ファンド（国

内最大の投資家）による債券在庫の貸出し（一種の「資金」借入れと見なされるため）

を制限しているために、レポ取引に利用できる債券が少なくなっている。 

また参加者は、GMRA2000の基本的規定の要旨、GMRA2000と GMRA2011の主な相違

点、2011GMRAプロトコル、および GMRAやレポ契約書にかかわる最近の判例法につ

いても議論した。 

店頭デリバティブ取引に関する議論の重点は、バーゼル銀行監督委員会（BCBS：Basel 

Committee on Banking Supervision）と証券監督者国際機構（ IOSCC： International 

Organization of Securities Commissions）が合意した中央清算されないデリバティブ取引に

係る証拠金規制と、バーゼル資本改革であった。参加者は ISDAから、証拠金規制の世

界的な規制実施のスケジュールや、国・地域ごとの最終的なルールの比較、タイの金融

機関への影響について説明を受けた。 

議論の主な結論は、以下のとおり。(a)タイの銀行は取引パートナーの関係上、外国の規

制の対象になる。(b)外国の取引パートナーは、タイ国経済におけるヘッジ需要を満たす

上で重要な流動性を提供している。(c)新たなクレジット・サポート・アネックス（CSA）

（デリバティブ取引の担保差入れに関する契約書）の交渉に必要な時間を、過小評価し

てはならない。(d)国際的な流動性へのアクセスを維持するため、まず 1つまたは複数の

国際的カウンターパートとの契約締結を優先するよう、提言する。(e) 市場参加者は、

証拠金決済の「T+1」化による業務上の課題に対応できるよう準備すべきである。 
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バーゼル資本改革に関する議論の内容としては、バーゼル Iからバーゼル IIへの進化の

考察、主な考慮事項、および「トレーディング勘定の抜本的見直し」（FRTB：Fundamental 

Review of Trading Book）やレバレッジ比率、安定調達比率（NSFR：Net Stable Funding 

Ratio）に関する業界の懸念があった。議論から得られた主な結論は、新たなバーゼル資

本規制は新興市場への影響が極端に大きく、健全性監督機関（Prudential Regulator）は

バーゼル委員会での投票の前に、こうした提案を慎重に検討すべきだ、ということであ

る。15 

中国における社債、レポ、デリバティブ市場の整備に関する APFFワークショップ 

ASIFMAは、2017年 3月 16日～17日に北京で、ABAC、ASIFMA、ISDAと合同で APFF

ワークショップを開催した。このワークショップは基本的に、中国における債券市場の

整備、店頭デリバティブ市場の整備、およびレポ市場の整備の 3つのパートで構成され

た。レポ市場整備パートでは、集中的かつ統一的なレポ市場が中国でどのように機能し、

また現在 3種類のレポ取引が可能な中国のレポ市場の発展にどのように作用するか、お

よび古典的なレポ市場の整備に向けて直面する課題が主に扱われた。結論として得られ

たのは、市場取引では依然として質入れ型（pledged）レポが圧倒的であり、一括清算ネッ

ティングの透明性に欠けるということであった。メッセージング標準の採用や、証拠金

管理を扱うインフラへの投資などが、中国における古典的なレポ市場の整備に有効な分

野として特定された。 

また参加者は、レポ取引の契約書についても議論し、中国銀行間市場取引者協会

（NAFMII：National Association of Financial Market Institutional Investors）のレポ契約書と

GMRAのレポ契約書を比較して、その類似点や相違点について議論した。レポ市場に影

響する様々な租税についても、全てその概要が提示された。 

 

ISDAはワークショップの期間中に、2つのパネルを開催した。1つは、資本市場整備に

おける破産処理改革と相殺・決済ファイナリティ認識の重要性や、その他担保にまつわ

る法律上の問題に関するものであり、もう 1 つは、証拠金規制に関するものであった。

前者のパネルでは、中国の「企業破産法」の文言を、契約上の相殺権に対して持つ意味

という観点から詳しく検討した。また、相殺の執行可能性をめぐる不確実性に対処する

ための自衛的な契約の改善や、法改正または規制改正の可能性についても議論した。ま

た、相殺を認めない法的枠組みにおける取引のコストと非効率性の幾つかについて議論

                                                        
15 具体的には、議論の結論は以下のようなものであった。(a)バーゼル IVには、銀行勘定業務とトレー

ディング勘定業務の分離が伴う。標準的なアプローチは、従来の方式に代えて、新たに内部モデルを一般

的に利用することである。(b) 市場の調査からは、バーゼル IVの結果として、リスク加重資産が全体で

40%～65%増加することが示されている。(c) FRTBによる資本コストの増加は、新興市場の取引商品の

負担が極端に大きい。(d) 自己資本規制（CRR）IIにより 3%のレバレッジ比率要件が義務付けられる

が、これを Tier 1資本で満たさなければならない。(e) デリバティブ取引は、担保相殺が認められないた

め、レバレッジ比率が過大になるのが一般的である。これはクライアント・クリアリング実施に悪影響を

与えてきたため、清算を促進するという G20の目的に反する。(f) レバレッジ比率では、高品質流動資産

が適格な変動証拠金として認識されない。(g) NSFRでは、資金化可能（fundable）な担保が、バーゼル

IIIのレバレッジ比率計算で相殺可能（nettable）な現金担保に限定されている。エンドユーザーは証券を

担保に提供できることを前提にしているのが一般的であるため、影響を受けることになる。 
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の対象となった。 

後半のパネルでは、以下のような事情がある中で、中国側カウンターパーティーと規制

に則した新たな CSA を締結する上での実務上の課題を中心に議論した。(a)この要件は

国際的な規制に基づいているが、この規制が国内規制に反映されていない。(b)相殺の執

行可能性がないために、中国側カウンターパーティーが米国や欧州の規制要件の下で不

利になる。(c)中国の規制当局は、中国側カウンターパーティーが「不平等」な契約条件

に同意することを望まない。および(d)新たな CSA条件に合致しない場合、国際的カウ

ンターパーティーの多くは、（延期されていた）要件が発効する 2017年 9月 1日以降、

中国側カウンターパーティーと取引できなくなる。 

資本市場における情報 

情報の質、比較可能性、入手可能性は、債券と株式のいずれにおいても、買い手と売り

手を引き合わせるうえで重要な要素であり、それゆえ資本市場の厚みを確保する上で極

めて重要である。APFF では16、投資ライフサイクルをカバーする下記の 3 つの自己評

価テンプレートを作成している。 

 投資前：（開示）会社または証券の情報 

 投資中：（債券市場データ）個別銘柄および全体の情報、および 

 投資回収：（倒産時の投資家の権利）所有権、倒産手続き 

テンプレートの策定に当たっては、以下の 4つの原則に従った。第 1に、公的な政策担

当者が策定した規則は、適切に機能する資本市場に不可欠である。第 2に、民間部門と

の対話をつうじて、最も効果的な政策への洞察を得ることができる。第 3に、ビッグバ

ン的なアプローチよりも、斬新的な手法の方が管理しやすく、かつ効果的である。第 4

に、アジア太平洋地域の市場間には発展段階のばらつきがあることから、いかなる成熟

段階にある資本市場にも適用できるアプローチをとらなければならない。 

このテンプレートは、2015年 3月にフィリピン証券取引委員会の職員に提示され、当該

職員がその採用に取り組んだ。フィリピンとの取り組み成功に続いて、APFは他の国・

地域の規制当局ともいくつか接触し、テンプレートの存在を認識してもらうとともに、

記入を働きかけている。現在までのところ他の国・地域からの反応はないが、このワー

クストリームを担当している運営委員会では見直しを進めるとともに、前進に向けた今

後の対応策を議論していく。 

アジア地域ファンド・パスポート（ARFP）の支援 

ARFPは、地域の参加エコノミー間で投資ファンドの国境を越えたマーケティングを促

進するために、多国間で合意された枠組みの提供を目指すプログラムである。ARFPの

                                                        
16 APFF資本市場情報サブストリーム（Capital Markets Information Sub-Stream）を管理する運営委員会

は、Moody'sの代表が主導し、Deloitte、アジア開発銀行、ハワイ大学、HSBC、野村ホールディングス、

Standard Chartered、Clifford Chance、西村あさひ法律事務所、PwC、Ernst & Young、CFA Institute、お

よび CLP Holdingsの代表が補佐している。 
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導入を成功させるために、ARFPに関する APFFサブストリームが設けられた。APFFに

基づいて創出された官民連携チャネルにより、ARFPサブストリームは、参加する国・

地域数がクリティカル・マスに達するためのARFP早期拡大策や、他の域内相互承認ファ

ンド・フレームワークとARFPの相互運用性をめぐる議論を促進することができている。 

APFFは過去数年にわたり、国際的な資産運用・金融業界の代表や、法務・コンサルティ

ング分野や国際組織の専門家と何度か議論を行い、ARFPの促進に取り組む規制当局や

政府に業界からのフィードバックを提供した。同意を得た見解の中には次のようなもの

がある。 

• ARFPの拡大：ARFP拡大の柔軟性は、この構想の効果と成功にとって極めて重

要である。とりわけ、当初から ARFPに可能な限り多くのエコノミーからの参

加を得、将来の発展の機会を広げれば、金融サービス提供者による ARFPへの

積極的な参加を促進し、ARFPの提供範囲を広げて域内資本市場の統合を推進

するとともに、その利益をより広く享受できるようにすることができるだろう。

ARFPの拡大によって投資の選択肢が増え、規模の経済を通して国境を越えた

投資のコストが削減される。 

• 互恵主義：参加エコノミーは ARFPファンドの促進を国内籍ファンドと同等に

優先し、国内籍ファンドと同様に取り扱われるようにすべきである。この互恵

の精神によって、ARFPは金融統合を促進することができる。 

• 紛争解決：欧州におけるファンド・パスポートの取り決めである UCITS（譲渡

可能証券の集団投資事業）では、欧州証券市場監督局（ESMA）が、UCITS指

令の解釈などの問題をめぐる紛争や、自国・地域の規制当局者と受け入れ国・

地域の間で、または規制当局者と投資家の間で生じた紛争を解決するためのメ

カニズムが存在する。ARFP運用の過程で生じ得る不確実性や紛争、誤解への

取り組みを支援する紛争解決メカニズムの創出が強く求められている。 

• 手数料とパフォーマンス表示の標準化：ARFPファンドの目論見書でパフォー

マンス表示と手数料の計算・開示方法に関する規則を定め、投資家が利用可能

な ARFPファンドを公正に比較できるようにするよう提案する。 

• ARFPファンドの国際承認：参加エコノミーにとどまらず ARFPファンドの国

境を越えた販売を促進するために、APFF が非参加国の規制当局者に働きかけ

始めるよう提案する。非 EU参加国でも UCITSファンドを販売できるように、

最終的には、非参加エコノミーにも ARFPファンドの販売が認められるように

すべきである。 

APFFは「税制タスクフォース」を設置し、ARFPに実際に参加しているか参加が見込ま

れる国・地域における主要な税制指標の評価を実施した。これを実施したのは、この評

価を参加国・地域の規制当局に提供することにより、ARFPによる税制への影響を詳し

く理解できるよう支援するためである。この評価に基づいて、税制タスクフォースは以

下の主な所見を述べ、ARFPの実施にあたって考慮するよう提案している。 
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• パスポート対象ファンドと外国ファンド運用会社のいずれか一方または両方が

設置した恒久的施設（PE）がなければ、一般にそのパスポート対象ファンドと

外国ファンド運用会社のいずれか一方または両方に対する税制面の悪影響が抑

えられることについては合意があるようだが、課題は何が PE とされるのかに

関する規則や指針を整理することであろう。 

• 各国・地域の税法規には明白な違いがある。ARFP制度に参加するさまざまな

エコノミーにおけるファンドの税制措置の整合を期待するのは現実的ではない。

そうではなく、それぞれの参加エコノミーの内部で国内籍ファンドとパスポー

ト対象ファンドの税制措置の整合性を確保することが合理的であると考えられ

る。 

• タスクフォースは、国内籍ファンドとパスポート対象ファンドの税制措置に不

一致がありそうなエコノミーで、現地当局が課税規定を再検討して変更し、居

住者である投資家の課税の中立性を達成することを期待している。 

最近、域内の二国間相互承認協定が増加している。その例として、以下のものがある。 

• 2017 年 7 月、香港証券先物事務監察委員会（SFC： Securities and Futures 

Commission）とフランス金融市場監視局（AMF：Autorite des Marches Financiers）

は、フランス・香港間の「ファンド相互認証協定」（MRF：Mutual Recognition 

of Funds）に関する「覚書」（MOU）を締結した。この取り決めにより、香港の

適格な公募ファンドとフランスのUCITSファンドを、簡易な承認手続きで相手

国市場の個人投資家に販売することができるようになる。適格な香港籍ファン

ドとフランス籍ファンドの販売に係る規制枠組みを定めたこの協定は、香港と

欧州連合加盟国の間では初めてのものである。 

• 2016年 12月、SFCとスイス金融市場監督機構（FINMA：Swiss Financial Market 

Supervisory Authority）は、香港・スイス間の MRFに関する覚書を締結し、こ

れにより両者間における資産運用会社の承認が可能になるとともに、公募ファ

ンドの相互承認の枠組みが定められた。 

ARFPについては、香港・中国間のMRFや、「ASEAN集団投資スキーム（CIS）フレー

ムワーク」、その他の様々な取り組みや制度の将来的な収れんを促進する二国間の枠組

みなど、他の域内投資スキームとの相互運用性を担保する十分な柔軟性を備えることが

重要である。他の地域制度との相互運用性は、より多くのエコノミーの ARFPへの導入

と同様に、より大きな規模の経済を生み出し、市場の細分化を抑え、金融市場の統合を

改善し、個人投資家に常に選択肢を提供する。 

APFFは、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、およびタイによる、ARFP

の創設と実施に関する「協力覚書」への署名と、2016年 6月の発効を歓迎した。上記参

加国は 18か月以内に、ARFPのルールに沿った国内制度上の対応を実施する。ARFPは

2018 年はじめの制度運用開始が見込まれている。長期的な目標は、他の全ての適格な

APEC参加国・地域が ARFPに参加できるようにすることである。 
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APFF協力者は、香港、シンガポール、マレーシア、チャイニーズ・タイペイの規制当

局者と非公式協議を行うともに、業界のイベントで講演し、他の加盟エコノミーによる

ARFP参加を奨励した。また APFFは、南米地域で同様のパスポート制度を開始する可

能性を見据えて、太平洋同盟（Pacific Alliance）との間で、ベストプラクティスや業界の

見解、関連する ARFP資料の共有を行った。最後に、APFFステークホルダーは、パス

ポート参加国・地域間のファンド業務の標準化（例えば登録手続き、用語、プラットフォー

ムなど）に向けた、「金融市場インフラ」（FMI：Financial Markets Infrastructure）ワーク

ストリームが進めている取り組みを支持する。 

ARFPの推進に向けて、以下の点を考慮するよう提言する。第 1に、協力覚書の締結に

よって、より多くの加盟エコノミーが ARFP に参加すべきである。APFF は、ARFP 参

加の検討を決定したエコノミーの規制当局者および業界との対話に、民間部門の人的貢

献を提供する機会・提案を歓迎する。第 2に、参加規制当局者が、ARFPの実施に関し

て民間部門に関与し続けるよう勧める。第 3に、域内に様々なファンド相互認証イニシ

アティブが存在する（香港・中国MRF、ASEAN CIS、ARFP、二国間イニシアティブ）

ことから、ARFPでは、各種イニシアティブ間のシナジーと規模の経済の実現に向けて、

相互運用性を探究すべきである。 

アジア太平洋金融市場インフラの整備 

「金融市場インフラ」17（FMI：Financial Market Infrastructure）は、市場の健全性（integrity）

と進歩を支える柱である。世界金融危機（GFI：global financial crisis）の際、FMIは極端

な変動と取引量という圧力に耐えたが、それ以来、FMIの重要性とその頑健性の再強化

が政策上、規制上の考慮における優先事項となっており、それが最もよく表れているの

が、CPMI-IOSCO の「金融市場インフラのための原則」である。また近年 FMI は、グ

ローバルな規制の取り組みとして取引の透明性の拡大や、金融商品の標準化等が推進さ

れるなかで、新たな役割も増えてきている。FMIは引き続き、市場の混乱に対する防波

堤となっている。 

こうした FMI の役割拡大は、市場の持続可能性と規模の経済をより高い水準で実現す

るために、新たな複雑性と高まるコストをより適切に理解し管理する必要への反応であ

るといえる。例えば新興資本市場は、まだ初期段階のデリバティブ市場に中央清算機関

（CCP）を導入することについての経済合理性と、国内銀行のバランスシートに懲罰的

なコストが課されることを回避しなければならない必要性との板挟みで、対応に苦慮し

うる。 

こうした新たな変化に加えて、海外投資家には依然として口座開設手続きや投資回収に

                                                        
17 伝統的「金融市場インフラ」（FMI：Financial Market Infrastructure）には、システム上重要な決済シス

テムや、証券集中保管機関（CSD：Central Securities Depository）、証券決済システム（SSS：Securities 

Settlement System）、中央清算機関（CCP：Central Counterparty）、取引情報蓄積機関（TR：Trade 

Repositor）など様々な制度やシステムが含まれる。FMIは、金融市場における取引の清算や決済、資金

や証券の移動、および世界各地にまたがるカウンターパーティ・リスクの集中管理の中核にある。大口資

金決済システム（LVPS：Large Value Payment System）の問題については、域内の通貨政策問題とあわ

せて別途議論することから、本レポートでは扱わない。 
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求められる書類手続きが負担であるため簡素化が求められており、ファンドの設定解約

に伴う紙中心の業務サービスの現状は、電子化が進んだ投資取引のスピードとは対照的

である。サイバーセキュリティへの懸念と対応によっても、こうした複雑性が増大して

いるが、その結果として個々の市場が孤立したデジタル要塞と化し、国境を越えた投資

フローが阻害される恐れがある。こうした例を含む様々なジレンマには、いずれについ

ても明快で簡単な答えは存在しない。 

まず各国・地域は、FMIや金融市場、仲介機関、国際投資家が直面するいくつかの主要

問題を検討する必要がある。これには以下のものがある。 

 標準化された共通の取引報告プラットフォームによる、透明性の向上 

 国際的データ・フローの促進による、市場の協調的監視の改善 

 必要な透明性を妥当なコストで、かつ有意義な形で提供する、国際送金制度へのア

クセスの維持と拡大 

 市場慣行、口座構造（非居住者口座に係る重層構造）、運営・処理モデルの標準化 

 国内取引と国際取引で一貫性のある税制措置 

規制の透明性と官民協力が、こうした複雑性を解消することによって新たな価値を実現

する際の鍵になると思われる。 

アジア開発銀行が「2016 年アジア経済統合報告書」（Asian Economic Integration Report 

2016）で報告しているように、「AEC［ASEAN経済共同体］にふさわしい内容であると

同時に、世界的なベストプラクティスも取り込んだ、FMI整備戦略を実行することが不

可欠である。域内 FMIの整備には、どこにでも適用できる画一的なアプローチは存在し

ない。…それゆえ、バランスの取れた域内 FMI整備過程を促進できるよう、官民両部門

にとって支援的かつ慎重な政策環境を実現するため、既存の多国間イニシアティブを強

化すべきである。」これは ASEANに関する記述ではあるが、他のアジア太平洋地域にも

そのまま当てはまる。 

こうした協力の取り組みによる潜在的なメリットや目的としては、市場における流動性

の向上（域内債券市場の成長にとって鍵となるイシュー）、不要なコストや市場の細分

化の軽減、規模の経済の実現、各国・地域の包摂および市場参加者の関与、資金調達と

投資の促進、および国際資本市場からの資金調達コストの低減がある。 

2015 年に APEC 財務大臣は、資本市場への国際投資を促進し市場の厚みを増すととも

に、規模の経済を拡大するため、域内の FMIを改善し域内証券投資エコシステムを創設

するロードマップを作るべきと提言した。この任務は、APECにおける金融部門発展を

目指す財務大臣の複数年計画である CAP に盛り込まれた。2017 年 4 月 25 日に、世界

各地から官民両部門の代表が参加する APFFシンポジウムがソウル（韓国）で開催され

た。18 シンポジウムのパネルで挙げられた主要問題やメッセージは以下のとおりである。 

                                                        
18 アジア太平洋金融フォーラム・シンポジウム「APECにおける金融市場インフラの整備」（企画：
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域内における FMIの役割 

パネルでは、世界金融危機以降、FMIの役割に注目が集まっていることを確認した。世

界金融危機を契機に、G20各国は新たに一連の規制を導入し、その影響を受けてグロー

バル金融市場は変革した。G20の提言には、市場におけるカウンターパーティ・リスク

や流動性リスクの管理において、CCPの活用を含むものであった。しかし国内 CCPは、

APEC内のすべての市場に適するとはいえない可能性がある。世界金融危機以後の規制

や規則によって、金融取引における担保の利用が拡大しているが、市場参加者からは、

高品質流動資産（HQLA：high quality liquid asset）19の不足が報告されている。現地通貨

建て担保は、高格付けの国債などでも、国際取引で受け入れられない場合が多い。 

その結果、多くの分野で標準化を強く求める声が広く聞かれ、パネルの見解としては、

標準化について、それがむしろ自明と思われる（例えばメッセージングにおける ISO20022

の使用のように）テクニカルな面だけではなく、業界の期待の面においても検討すべき

である。例えば、発行書式のハーモナイゼーションによって、発行者は複数国での発行

を簡素化できるとともに、投資家の間でも国際投資をつうじた分散に対する需要が高ま

るであろう。同時に参加者は、APEC参加国・地域の資本市場は発展水準のばらつきが

大きく、画一的なアプローチは適さないことも認識した。 

他方、パネルでは、中央銀行が相互に連携しているのと同様に、FMIが相互協力するよ

う図るべきであるという見解が示された。こうした相互協力は大口資金決済や証券決済

のシステムだけでなく、国際的な相互接続が必要になる電子決済（eペイメント）でも

行われるべきである。もっとも、域内イニシアティブにおいて市場間の相互運用性を実

現するためのアクセス・プログラムや活動を含めているが、市場間の相互連結が強化さ

れることにより、システミック・リスクが高まる可能性に留意すべきである。 

パネルは、関係する当局に対して以下のことを働きかけるよう提言した。 

(a) 発行書式のハーモナイゼーションや、証券・税務規則（最終的な受益者の効率的開

示枠組み等を含む）の透明性向上における規制当局や関係政府組織の取り組みを、カス

トディ組織の連携（custody chain）をつうじて支援する。 

(b) 域内の市場参加者との連携により、先進国の規則が国外に与える影響をモニターす

るとともに、法律と経済性の背反の可能性について、特に小規模な国・地域において、

国際的なベストプラクティスの採用などをつうじてこれに対処する方法を検討する。 

(c) 特に現在、世界的なテーパリングの可能性が明瞭になってきたことを念頭に、域内

の HQLA 担保にまつわる検討事項に対処する諸々の問題の理解を深めることを目的と

したワークショップの開催に向けて、国際機関と協力する。 

(d) リスクをより効率的に軽減し、かつコンプライアンス・コストの上昇によるデ・リ

スキングつまり金融包摂の阻害を減らすため、FMI間および金融仲介機関等の参加者間

                                                        
APECビジネス諮問委員会（ABAC）。主催：韓国全国経済人連合会（FKI）。協賛：PayPal、野村総合研

究所（NRI）） 

19 HQLAとは、換金を容易かつ速やかに実施できる可能性の高い資産を言う。 
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の相互運用性を促進するとともに、市場間の相互連結の効果とその潜在的な影響の評価

を行う。 

アジア太平洋地域における金融市場インフラ整備のロードマップ 

APFFシンポジウムの参加者は、その前後をも含めた議論をとおして、「アジア太平洋地

域における金融市場インフラ整備のロードマップ」案の文言に合意した。このロードマッ

プは本レポートの「付録 1」として添付されているが、その内容は、「証券市場の取引後

エコシステム」、「非居住者口座、税制、投資家身分確認、および透明性」、「レポおよび

証券貸借、ならびにデリバティブにおける市場の効率性の向上」、および「ファンド業

務」を扱った諸節からなる。 

証券市場：ポストトレード・エコシステム 

旧来の要件に加え、過去 10 年の間に新たな規制要件がグローバルレベルおよび各国・

地域レベルで導入されたことや、またその執行により、取引後業務のランニングコスト

と複雑性の水準は、今や大幅に上昇している。常々、域内市場の相互連結性の拡大が持

つポテンシャルについての分析が行われているものの20、国際的な市場参加者は、国境

を越えた活動の水準向上の妨げとなりうる高いコストに直面するであろう。 

パネルは以下の提言を行った。: 

(a)国内・国際投資家を問わず作成が義務付けられているKYC/AMLなどに係る口座開設

書類や税務申告について、官民両部門は協力して域内の状況を評価し標準化を推進する。

標準化の活動が有意義な効果を発揮するためには、業界全体での実行が地域レベルで確

保されることが不可欠である。 

(b) こうした標準文書の保存、管理、関係する組織によるアクセス支援に係る第三者業

界ユーティリティ（「文書管理業界ユーティリティ」（documentary industry utilities））の

活用について、例えば明確なガイドラインなどによって、規制上の支援を行う。また官

民両部門は、こうした文書情報の地域レベルでの再利用／ポータビリティの実現性を探

るとともに、この目標を実現するための方策、およびそのスケジュールを議論する。 

非居住者口座、税制、投資家身分確認、および透明性 

資本市場において、口座構造とはオムニバス（混蔵保管）口座または受益人名義による

直接保有のことを指し、その要件は、管理、国際税務、透明性、報告、および運用上の

要件に関するマクロプルデンシャルな配慮にもとづいて決定される場合が多い。このパ

ネルでは、国際投資の文脈において口座構造について議論し、仲介の様々な段階を対象

とした。 

パネルは、関係当局に対して以下について検討するよう働きかけることを提言した。 

                                                        
20 「アジアにおける国際的な資産・負債の保有状況からは、依然として域内よりも域外との金融的な結び

付きが強いことが分かる。」 Asian Economic Integration Report 2016, Asian Development Bank. 
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(a) 各国・地域内における口座構造として、直接保有、オムニバス口座、またはその組

み合わせがあり、その選択を変更する必要はない。海外からの投資フローを自国・地域

市場に呼び込むためには、オムニバス口座が好ましい選択肢となる。二つの口座構造は

共存し得る。理想的には、オムニバス口座構造とノミニー概念の法的構造を組み合わせ

るべきである。 

(b) 国際的な投資の増加に寄与する要素として、「無税」または「簡素な税制」（つまり

基準日原則による源泉徴収税）の検討、価格差にもとづくキャピタルゲイン税や保有期

間に基づく課税（国際的には管理不能）の廃止、還付（納税後の修正に限定すべき）で

はなく源泉での課税。納税証明書の収集については、年間証明書または納税ごとの証明

書ではなく個別証明書（one-time certificate）とし、納税証明書または証憑書類の現地で

の公証を求めない。 

(c) 透明性と市場の効率性との適切なバランスを定義する。関係当局は、法的枠組みが

投資家情報の報告要請を支援できるものであるかを検討し、そうでない場合には法制度

の改革を実施する。証券規制当局は、債券の目論見書について、投資家情報の報告要請

を容易にすることを要件として導入する。 

市場の効率性の向上：レポ／証券貸借に特有の課題 

流動性があり適切に機能するレポ市場と証券貸借市場は、金融システムにおける資本や

担保の効率的な配分と移動に不可欠である。また、各国・地域の様々なタイプの市場参

加者の間でリスクの分散を促進する上でも、重要な役割を演じている。アジア太平洋の

市場は成長段階のばらつきが比較的大きいことから、一貫性のある実務の整備には、地

域特有の問題や課題が生じる。 

パネルは、関係当局と市場参加者の双方に対して以下のことを働きかけるようを提言し

た。 

(a) 国際的なベストプラクティスの普及・促進や、行動規範の策定などの様々な取り組

みを引き続き実施するとともに、資本調達と投資に関する規制上の期待についての極め

て明確な原則を確認することで、市場の整備と改善を更に進める。 

(b) 現地の実務において GMRA（Global Master Repurchase Agreement）や GMSLA（Global 

Master Securities Lending Agreement）などの国際的な標準契約文書に準拠しているかどう

か点検し、していない場合は、現地の要件を標準契約文書に付属文書などの形で反映す

ることなどを含めて、準拠する方向で市場実務者や、業界団体などの幅広いステークホ

ルダーと協力して普及活動を行う。 

 (c) APFFや環太平洋証券貸借協会（PASLA：Pan Asia Securities Lending Association）、国

際資本市場協会（ICMA：International Capital Market Association）、ASIFMA、ABMFなど

の官民プラットフォームをつうじた業界の代表者との継続的な対話を支援し、現在の政

策および実務が障壁として機能する可能性があるかを確認し、そうである場合には改革

を実施する。 

市場の効率性の向上：デリバティブに特有の課題 
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店頭デリバティブ市場における規制（当局へ）の透明性の向上は、2009 年 9 月の G20

ピッツバーグ・サミットで文書化された主要な政策目標の 1つである。透明性を向上す

るためには、いくつかの重要な中間目標を達成する必要がある。幅広いステークホルダー、

つまり規制当局や市場参加者、市場インフラ提供者からの積極的な支援や協力が必要に

なる。 

パネルは、資本市場規制当局に対して以下のことを働きかけるよう提言した。 

(a) 報告要件のハーモナイゼーションが実現しているか、市場参加者からのデータ要件

の簡素化が可能であるか、国・地域の内部および相互間で一貫性があるかを検討し、そ

うでない場合には規制改革を実施する。 

(b) デリバティブ報告の標準を採用するとともに、まだ規則を導入していない場合、独

自の要件を採用することは回避する。 

(c) 現在の規制がデリバティブ取引情報の国際共有の妨げとなっているかを調査し、そ

うである場合には改革を実施する。 

(d) 相互の規制制度において、同等の決定を行ったときに意図する結果の間に整合性が

あるのであれば、それぞれの制度を尊重する。 

(e) 取引情報蓄積機関（TR：trade repository）間の相互運用性の水準を確認し、データ共

有を促進、奨励する。 

(f) 他の当局との間で目標達成に向けた協力を推進する。これには教訓の共有に加えて、

データ集計の仕組み整備の先頭に立つ各国・地域、域内、およびグローバルレベルのリー

ダーを任命することによるデータの共有を推進する。 

またパネルは、規制当局間におけるデータや情報の共有の障害を除去することも提言し

た。 

ファンド業務 

退職所得を目的とした投資家が増え、ARFPなどのファンド・パスポート制度によって

提供されるファンドの多様性からメリットが得られる時代において、こうした投資家の

活動を促進する上で業界のコスト管理はいっそう重要である。また設定解約書類の処理

の遅さや、煩雑な手続きの非効率性と、電子投資取引の高速処理との「ミスマッチ」を

解消するには、自動化も必要である。 

個人の資産管理や年金積み立て、ドローダウン（引き出し）を支援するこの重要産業の

発展には、規制当局の支援を得たファンドのバックオフィス処理ユーティリティが必要

になる。とりわけ積み立てや引き出しにおいては、リターン確保のために不要なコスト

の削減が重要になる。 

域内の様々なファンド業務について理解を深め、標準化された業務に向けた提言を策定

することが求められたことから、2015 年に CSD（証券集中保管機関）の協議機関とし

て、「アジアファンド標準化フォーラム」（AFSF：Asia Fund Standardization Forum）が設
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立された。ただし、標準化の活動が有意義な効果を発揮するためには、業界全体での実

施を域内全体で推進することが不可欠であり、これができない場合、調和の欠けた複数

の標準が併存する結果になることに注意することが重要になる。 

パネルは、資本市場規制当局に対して以下のことを働きかけるよう提言した。 

(a) 規制緩和のメリットが市場で実感されるよう確保するため、パスポート参加国・地

域間で標準化されたファンドの登録手続きを定める。 

(b) 市場参加者が国際取引における意思疎通や報告を効率的に実施できるようにするた

め、ファンド市場間で使用される用語の標準化を主導する。 

(c) 業界のファンド・プラットフォーム・ユーティリティの整備を支援する。 

データ管理とテクノロジー 

シンポジウム参加者は FMIに注目した議論に加えて、金融市場におけるデータ管理とテ

クノロジーの分野で台頭しつつある問題について、その現状と域内の官民プラットフォー

ムで取り組むべき優先課題に関する共通の理解を促進するための議論を行った。 

フィンテック 

先進的金融技術（フィンテック）は、金融サービスについて顧客への提供に加え、金融

機関内部での管理や、金融市場全体としてのモニタリングのあり方を急速に変えつつあ

る。議論で取り上げたのは 3つの主要領域、つまり顧客確認（KYC）、電子決済、サイ

バーセキュリティであった。 

破壊的革新技術／新たな FMI類似機関 

分散台帳技術や、ロボアドバイザー、あるいは人工知能などの破壊的革新技術は、デー

タ管理の改善や、データアクセスの高速化、そうした情報の利用によるコスト削減が有

望視され、より広い金融商品顧客層にデジタル化のメリットをもたらす。 

しかし同時に、こうした新たなテクノロジーにはリスクも伴い、例えば、システムが未

成熟なことによって生じる技術的および運用上のリスクや、本格的利用や国際的利用に

必要な技術標準やデータ標準の未整備による細分化リスク、サイバーセキュリティやデー

タ機密性に関するリスク、および特に国際的取引でそれを使用した際の既存の規制の下

での不確実性や、利用できる法的保護（特に顧客関連で）を考えた場合の法的リスクな

どがある。 

それゆえパネルは FMIと民間部門に対して、引き続き実験を行うとともに、成熟度の課

題の克服に向けて、業界の意識と知識への貢献を継続するよう要請した。規制当局との

協働により、新たな規制枠組みが求められているギャップの解消につながるであろう。 

パネルは以下の提言を行った。 

(a) FMI は実験を行うとともに、成熟度の課題の克服に必要な研究開発の実施に貢献す
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る。また規制当局や金融業界、更にはより幅広い公的部門と協働する。こうした協力に

もとづく実験は、これらの技術の一層の成熟に寄与するだけでなく、それをより適切に

理解し、解決を目指すべき正しい問題に集中し、またリスクを特定して理解するために

も重要である。それはまた、実施の決定をどの時点で行うことが必要かについて、必要

な同意を得る上でも役立つ。 

(b) また規制当局と FMIは、こうした新たなテクノロジーの実施を支援する調和の取れ

た国内法の枠組みについて合意を得るとともに、国際的な規制の確実性を確保するため、

市場をまたいで協力することも必要である。 

本レポートで提示したほとんどの提言については、将来を見据えた、堅固で円滑な資本

市場を更に育てていくことを目的として、2～3年以内の着手が提案されている。 
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地域の長期投資家基盤の拡大 

退職所得と長期投資 

保険会社や年金基金は、資本市場の発展やインフラの資金調達において、重要な機能を

果たしている。保険会社や年金基金が持つ長期負債は、将来の危機や退職ニーズに応え

る十分なリターンを生み出すことができるインフラなどの長期資産と、理想的な組み合

わせである。 

保険会社や年金基金がこうした大量の長期資本のプールをアジアの長期インフラ投資の

資金調達のために動員すれば、消費者、金融部門および APEC参加国・地域の三者の「ト

リプル・ウィン」が見込める。 

 消費者は長期貯蓄から安定した高いリターンを受け取る。 

 金融部門はインフラ投資のために、より厚みのある資本市場にアクセスできる。 

 政府は多額の偶発財政債務から救済される。 

この「トリプル・ウィン」は、APEC参加国・地域において保険・年金加入拡大と資本

市場整備の両方を著しく制限している3つのギャップに取り組むことで達成できると考

えられる。 

 年金／保障ギャップ：2015年と 2016年の「APEC財務大臣宛進捗報告書」では、

退職所得制度の整備を促進するとともに、十分な退職貯蓄と十分な生涯退職年金を

確保するためのハイレベルな提言と措置を提示し、このギャップに対処するための

主な方法として、次の 3つを取り上げた。(a)退職生活の資金を確保できる十分な所

得代替率の退職貯蓄の強制加入規定。(b)長期貯蓄商品を奨励するための税軽減措置。

(c)商品と販売のイノベーション、および金融意識。全体として、この制度は一般の

金融意識を高め、急速に増加している地域の退職者のために、多様な退職所得商品

と金融的保証の改善を確保する。 

 インフラ／投資ギャップ：不十分なインフラ投資は（中国以外の）アジアの新興国

で長年の懸案となっている。同時に、アジアの巨額の貯蓄は今なお、主として短期

銀行預金と成熟（先進国）市場の政府証券に向けられている。2016年の APFF報告

書では、アジアの投資可能資産、特にインフラの不足に対処する方策の可能性とし

て、次のものを挙げた。（a）インフラ投資を確立したされた投資資産クラスとして

促進する。（b）発展途上国・地域に適したマクロ経済パラメーターの枠内で、アジ

アの主権国による財政支出を増やす。（c）長期インフラ投資を促進する幅広い官民

協力枠組みに基づき、各種の金融商品を採用する。 

 規制／会計ギャップ：「2016 年 APFF 進捗報告書」では、APEC エコノミーに対し

て、退職貯蓄とインフラ投資の開発を支援する会計、ソルベンシー、投資および証

券基準を採用するよう提言した。保険会社や年金基金が長期投資と退職ソリューショ

ンに関与するよう奨励するために、規制・会計の障壁を取り除き、長期事業に適し

た政策を促進しなければならない。グローバルなソルベンシー基準や会計基準は、
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企業によるリスクマネジメントの改善やベストプラクティスの採用を奨励する形で

立案すべきである。APFF が、特に保険会社や企業年金基金に関して特定した主な

規制上の問題としては、(a)銀行中心の規制、(b)短期志向の経済制度、および(c)画一

的なモデルがある。それ以外に APFFが特定した主要な会計上の問題として、(a)集

計の水準、(b)変動手数料アプローチの範囲、(c)移行がある。 

 また、APEC財務大臣が、すべての関連公共部門ステークホルダーが民間部門との

対話に参加し、長期投資の障壁に取り組むよう奨励することを提言した。APFFは、

必要な会議への民間部門の積極的な参加を促進し、地域でワークショップを招集し

て多様なステークホルダーを関与させるつもりである。 

上記 3分野それぞれの 2017年活動計画と、その進捗状況について、以下に説明する。 

年金／保障 

APFFはグローバルな取り組み（OECD、世界経済フォーラム（WEF）21）や、年金業界

（アジア太平洋投資家協力会議（APIC：Asia Pacific Investors Cooperation））と協調し、

年金規制当局および保険規制当局の両者と対話を行うつもりである。 

 APFF/APIC地域年金基金・社会保障システムサミット（2017年 12月 5日～6日、

香港（中国））APICサミットは非公開の会議であり、アジアの年金基金や社会保障

システムを包括的に、かつ深く掘り下げて取り上げ、政策担当者、規制当局、資産

保有者（年金基金、社会保障制度、保険）、年金加入者、投資運用会社の幹部など、

主要なステークホルダーの参加と支持を得た。今年、年金・退職制度については収

益と持続可能性に重点を置く必要性が強く感じられていることから、APIC の年金

基金ネットワークにおいても、インフラ投資に重点を置くことにしている。出席者

は、APICネットワークのメンバー（中央銀行、財務省、財務大臣、年金基金、社会

保障制度、信託会社、保険会社）と、これに相当する世界の機関・組織である。APIC

サミットは、戦略や、革新的資産配分実施の成功、年金業界に影響を与える問題に

ついて非公開で議論する、会員限定の会議である。サミットで特に注目されるもの

として、資産保有者とステークホルダーが協働してインフラその他のオルタナティ

ブ資産に投資に成功した事例の発表がある。ここで規制当局と資産保有者は、年金

加入者に提供するファンドの選択肢の最大化に向けた最近の取り組みを発表する。

また、主なアジア新興国の政策・資本市場代表者による、ハイレベルの議論と発表

も行われる。「APIC地域年金基金インフラ投資調査」も発表される。APFFはサミッ

トの共催者として、APEC財務大臣や関係分野の主だった指導者がサミットで講演

し、参加できるよう招待することとしており、それによりサミット参加者に重要な

メッセージを伝えるつもりである。 

APFFは引き続き、一部 APEC参加国・地域の調査と、退職所得や長寿化対策における

ギャップとその解決策の可能性についての検討を進める。以下に域内における最近の展

                                                        
21 世界経済フォーラムの年金白書を参照 

（http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_to_100.pdf）。 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_to_100.pdf
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開の例をいくつか挙げる。 

 タイ政府による新たな強制的プロビデント・ファンドの導入：タイ政府は、既存の

任意制度の低加入率という問題に対処するため、新たな強制加入年金ファンド制度

の導入を計画している。2016年時点で、タイの労働人口 3,800万人のうち、任意制

度に加入している民間雇用者は 280万人にすぎない。新制度案では、従業員 100人

以上の企業で同等の年金制度を持たないものには、制度開始時点（2018年見込み）

で加入を義務付け、従業員数が 100人未満の企業については、後日加入を義務付け

ることとしている。新たな強制加入制度では、最初の 3年間、雇用主と被用者が折

半でそれぞれ給与の 3%を拠出するよう義務付ける（月間拠出額は 6 万バーツを上

限とする）。その後、雇用主と被用者双方の拠出率を毎年 1%ずつ引き上げ、7年間

で最大 10%まで引き上げる。 

 マレーシアの「被用者退職金準備ファンド」（EPF）が退職アドバイザリーサービ

スに対するイノベーション賞を受賞：マレーシアの EPF（Employees Provident Fund）

が 2016 年世界年金サミットで、退職アドバイザリーサービス（RAS：Retirement 

Advisory Service）に対して、コミュニケーション部門イノベーション賞を授与され

た。2014年 7月 1日に導入された RASは、EPF加入者が EPFの専門職員から、EPF

貯蓄や退職計画について無料で個別の助言を受けられるプレットフォームになって

いる。この取り組みはその後急速に拡大し、現在は全国の RAS18箇所で 43社（者）

のアドバイザーが会員にサービスを提供している。RASは助言と投資カウンセリン

グに加え、基本的な金融と退職計画に関する啓蒙と教育のプログラムも実施してい

る。RASは EPFがサービス提供を強化し、それにより伝統的な取引サービスモデル

から、アドバイザリーをベースとした顧客との関係に転換するための取り組みであ

る。 

 オーストラリア政府によるディスカッションペーパーを用いた意見募集：最近オー

ストラリア政府は、老齢年金基金における退職段階の枠組み整備に向けて（1ペー

ジにまとめたファクトシートを参照22）、ディスカッションペーパーによる意見募集

を行った。オーストラリア政府は、退職者が複雑な金融上の意志決定に直面してお

り、自分の退職貯蓄をどのように扱うべきか確信を持てない場合が多いことを認識

していた。その上、退職後に長寿リスクを管理できる選択肢はごく限られている。

その結果、存命中に貯蓄を使い果たすことを恐れて、退職者の年金貯蓄のドローダ

ウン（引き出し）は極めて保守的になる。オーストラリア政府はこれに対処するた

め、3つの条件、すなわち所得、リスク管理、柔軟性を満たす枠組みを模索してい

る。そうした商品は、高い所得を実現し（口座型年金（ABP：Account Based Pension）

を 15～30%上回る）、柔軟性を持ち、存命中に貯蓄を使い果たすリスクの増加を回

避できるものになるはずである。 

 香港の終身年金制度：香港は平均寿命が世界最長であり（女性 87 歳、男性 81 歳。

2016年日本政府推計による）、退職者にとっては、積み立て段階で十分な貯蓄をす

                                                        
22 https://consult.treasury.gov.au/retirement-income-policy-division/comprehensive-income-products-for-

retirement/supporting_documents/CIPR%20Factsheet.pdf 
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ることが重要である。しかし、退職後の安定した受給を実現するという究極的な目

標にかんがみれば、支給段階に注目することも同様に重要である。香港政庁の委託

を受けて、香港モーゲージコーポレーション（HKMC：Hong Kong Mortgage Corporation 

Limited）は、2017年 4月、公的年金制度を開始することを発表した。これは、退職

者が一時払い金を収めることで終身受給できるようにする、第一歩となる。この制

度の下で、年金受給者（65歳以上の香港永住者）は存命中、毎月定額の年金支給が

保証される。HKMCへの一時払い金の額は、暫定的に、上限が 100万香港ドル、下

限が 5 万香港ドルに制限されている。独立のコンサルタントが、内部収益率が 4%

になることを検証・認定し、拠出額 100万香港ドルあたりで男性は 5,800香港ドル、

女性は 5,300香港ドルの定額年金が毎月支給される。またこの制度には、死亡給付

金の規定がある。各年金受給者は、拠出額の 105%に相当する月次年金額を受け取

ることが保証され、拠出額の 105%を受給する前に死亡した場合、その受益者が残

りの未払月次年金額、あるいは一時払い金を受け取ることになる。この制度は、香

港金融管理局（HKMA：Hong Kong Monetary Authority）の支援と、保険業規制当局

の承認を条件に、2018年半ばの開始を見込んでいる。 

インフラ／投資 

APFFは、グローバル・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

（GIH：Global Infrastructure Hub）、OECD、WEF）や ASEANイニシアティブ（ASEAN

保険協議会（AIC：ASEAN Insurance Council））、および保険業界（ASIFMA）と協力する

とともに、一部 APEC参加国・地域（インドネシア、ベトナム、タイ）と対話を行って

いく。 

 APFF/APIPとインドネシア政府との廃棄物管理における PPPに関する対話（3月

14日、ジャカルタ）： APFFは、APIP、日本政府、およびインドネシア政府との間

で、インドネシアにおける廃棄物処理を目的とした、融資可能な PPPプロジェクト

のパイプライン推進に向けて、能力構築のための協力を行った。 

 PPPへの長期投資に関する APEC財務大臣会合プロセス・セミナー（5月 17日、

ニンビン）：APFFは、FMPの作業のために、PPPのリスク配分、融資可能なインフ

ラ廃棄物・エネルギー転換プロジェクトのパイプライン開発、ならびに年金基金、

保険会社、およびイスラム金融機関によるインフラへの長期投資の促進について、

インプットを提供した。 

 インフラ長期投資に関する円卓会議（7 月 25 日、トロント）：23機関投資家は、人

口の高齢化と長寿化、低金利環境のなかで、ポートフォリオのさらなる分散と、長

期債務に見合った高い収益性のある投資商品を求めている。この円卓会議は、多く

の発展途上国の公的部門には融資可能なプロジェクトを市場に出す能力が欠けてい

ることや、インフラへの長期投資において一般的な経路である厚みのある流動性の

                                                        
23 APFFの「環太平洋インフラ長期投資機会拡大」円卓会議（APFF Roundtable on Expanding Trans-

Pacific Opportunities for Long-Term Investment in Infrastructure）（共催：ABAC、カナダ・アジア太平洋

基金（Asia-Pacific Foundation of Canada）。協力：GIH、OECD、世界銀行グローバル・インフラストラ

クチャー・ファシリティー。協賛：カナダ政府、オンタリオ州政府） 
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高い現地通貨建て債券市場の不足、および特に発展途上国においてほとんどの年金

基金や保険会社にインフラ資産を直接運用する能力がないことなどの問題への対応

を支援するため、公的部門、投資業界、インフラ専門家、国際機関や専門組織から

主なステークホルダーを集め、インフラへの投資を直接促進できる協力の形態を見

いだそうとするものである。 

APFFは引き続き、一部 APEC参加国・地域の調査と、金融商品、グリーンファイナン

ス、インフラ投資案件の調査など、長期投資家を呼び寄せるための解決策の可能性につ

いての検討を進める24。 

 PPPにおけるリスク配分の再考：過去 10年の間にインフラへの資金フローは大幅

に増加しており、現在の予想では、今後数年、増加が続くと考えられている。Preqin

社の報告によれば、運用資産（AUM）は 2005年の 250億米ドルから 2015年の 3,320

億米ドルに増加している。インフラへの配分も増加し、2011年の実績 3.5%が 2015

年には実績 4.3%になっている。それでも目標配分率は依然未達であり、2015 年の

目標平均配分率 5.7%に対して、実績の配分率は 4.3%にすぎない。アジアで需要を

満たすだけの資本の流入を妨げているボトルネックとしては、投資家の意識不足や、

法律・規制の枠組みの未整備、プロジェクトの構成の未熟さや準備不足、不公平な

リスク配分、政府のプロジェクト管理能力不足、リスクとリターンのアンバランス

などがある。2016年にリマで行われた「APEC財務大臣とのエグゼクティブ・ダイ

アローグ」で、財務大臣らは、各政府は PPPにおける官民両部門間のリスク配分の

あり方を再考する必要があることを認めた。インフラへの長期投資を拡大し、イン

センティブを与える上で鍵となるのは、政策担当者が、様々な投資家のリスク選好

をより深く理解することである。PwCは投資家の視点を明らかにするために定性的

調査を実施し、5 月 17日にニンビンで開催された「APEC長期投資セミナー」で、

中間結果を発表した。セミナーでは、規制、為替、建設、その他各種のリスクによっ

て投資が阻害されることのないよう、その対応方法について、ステークホルダー間

の更なる対話の必要性が強調された。 

 IFC/WBGによるインフラ PPP：IFC/WBGは、保険会社の Prudentialと Allianzと提

携し、機関投資家がリスクを管理しつつ新興市場インフレへの投資を拡大できる、

新たなファンドを立ち上げた。機関投資家は、IFCと共同で新興市場インフラに投

資を行うための特別目的事業体（SPV：special purpose vehicle）を設立し、資金を拠

出する。IFC/WBGがインフラ・プロジェクトに融資を行う場合、新規融資ごとにそ

の一部を、IFC/WBG の融資と同じ期間と条件で、SPV に提供する。このアプロー

チは、機関投資家がインフラへの資産配分を増やす上での主な障害の 1つ、つまり

投資適格なリスク／リターン・プロフィールを好む、あるいはそれが規制上の要件

となっているという問題を克服するのに有効である。この問題に対応するため、こ

の共同ファンドでは、スウェーデン国際開発協力庁（SIDA：Swedish International 

Development Cooperation Agency）から保証を受けて、各パートナーのポートフォリ

                                                        
24 APICは ASEAN地域におけるインフラ投資案件の調査を実施中であり、12月 5日～6日に香港で開催

される「APFF/APICサミット」で結果を発表することにしている。 
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オの最大 10%に相当する第一次損失トランシェ（first-loss tranche）を提供する。こ

のパートナーシップでは、IFC/WBGと SIDAの投資額 1米ドルあたり 8～10米ドル

を第三者から追加調達できる。East Spring Investments（Prudential plcのアジア資産

管理会社）は、このファンドのために 5億米ドルを調達した。 

規制／会計 

APFFは、必要な規制上および会計上の問題を議論するため、国際的および域内の会議

等に参加することとしている。以下に APFFがインプットを行った、または行う予定の

外部会議の例をいくつか挙げる。 

 資本市場と金融改革に関する OECD/ADBI円卓会議（東京、3月 2日～3日） 

 インドネシア・インフラ・ファイナンス会議（ジャカルタ、5月 17日～18日） 

 OECD/NAIC保険・年金会議（バンコク、9月 20日～21日） 

 中国保険国際会議（上海、9月 22日～23日） 

 OLISシンポジウム（東京、10月 25日～26日） 

 IAIS年次総会（クアラルンプール、11月 2日～3日） 

 FIDES会議（エルサルバドル、11月 12日～15日） 

 CNSF国際会議（メキシコシティー、11月 16日） 

 太平洋保険会議（香港、11月 19日～22日） 

 ASEAN保険監督官会議（ラオス、11月（確認中）） 

 NAICアジア太平洋国際フォーラム（ホノルル、11月 29日～12月 1日） 

APFFは 2014年中間報告で、保険会社や年金基金による長期投資・長寿ソリューション

を促進するアプローチを実施するために、規制・会計問題とハイレベル勧告を確認した。

APFFは、2015年 1月 20日のリスクベースのグローバルな保険資本基準（ICS）に関す

る保険監督者国際機構（IAIS：International Association of Insurance Supervisors）へのコメ

ント・レター、2013 年 10 月 10 日の保険契約に関する IASB/FASB へのコメント・レ

ター、財務報告のための概念的枠組みに関する IASBへのコメント・レターの作成でも

ABACを支援した。2015年と 2016の「APFF進捗報告書」でも強調したように、APFF

は、特定した問題や提言のリストにもとづき、政策担当者、規制当局、会計基準設定主

体、国際機関（IAIS、IASB、OECD、世界銀行）、域内機関（ADB、ASEAN、NAIC、ASSAL）

への働きかけや対話を継続して行っている。 

 リスクベースのグローバル ICSに関する IAISの活動：IAISは 7月 21日に、フィー

ルドテストの拡大に向けて、リスクベースのグローバルな「保険資本基準」（ICS）

バージョン 1.0を公表した。これは 2019年末の ICSバージョン 2.0の整備に向けた

重要な一歩となる。ISC バージョン 1.0 によるフィールドテストの拡大を受けて、

ISCバージョン 2.0では世界的一体性の拡大が期待されており、IAISは、国・地域
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の境を越えて実質的に同一の結果を実現する単一のグローバルスタンダードという

最終目標に向けて、引き続き進んでいく。 

 IAISとの対話：APFFは、IAISの事務局や主要メンバーとそれぞれ二者会談を行う

とともに、様々な IAIS 会議等に参加し、アジア太平洋地域の主要問題に関する活

発な議論に関与した。APFF の主なメッセージの内容は次のようなものであった。

(a)ICSでは保険業の特殊な性格を考慮し、銀行中心の資本加重ルールを回避すると

ともに、長期債務を支える長期資産の特徴と資産分散の効果を考慮すべきであるこ

と。(b) 経済ベースの制度は、長期的視点を持つべきである。短期志向の時価評価

は長期事業に大きなボラティリティをもたらすので、長期的義務を果たす保険会社

の能力に適していないことがある。保険会社は、インフラ投資など、長期的成長機

会のある資産への投資を認められるべきであること。(c)国際基準は原則主義を採用

すべきであり、地域の多様性を考慮して、それに応じた成果の達成を目指すべきで

ある。規制当局者は、総じて APFFが挙げたこれらの問題に気づいており、長期事

業や長期投資に対する悪影響を緩和するために各種の措置を現在検討しているとこ

ろである。域内の IAISメンバーの多くが、長期投資や事業の促進における APFFの

提言の妥当性を認め、APFFに更なるインプットを行うよう求めた。 

 IASB の IFRS 第 17 号公表：IASB は 5 月 28 日に、保険契約に関する新たな基準

「IFRS第 17号『保険契約』」を公表した。これにより保険債務は現在履行価値で測

定が義務付けられ、保険契約に関する一貫性のある原則主義の会計基準が定められ

る。IFRS第 17号は IFRS第 4号「保険契約」に代わるものであり、2021年 1月 1

日に発効するが、IFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」と IFRS第 9号「金

融商品」の両方を適用済みである場合、上記発効日より前に採用することも認めら

れる。 

 IASBとの対話：APFFは、IASB理事の一部とそれぞれ二者会談を行い、主要問題

ついて建設的な議論を行っており、これは最終的に、域内における IFRS の実施推

進に資すものと思われる。その結果、最終的な IFRS第 17号には 2013年の「公開

草案」から改善が見られた。例えば、任意 OCIの許可や、企業体が参加保険契約者

から得られることが予想される将来の手数料の見積もりの変更が CSM に対して調

整される一定条件下での加入契約測定モデル（いわゆる「変動手数料アプローチ」）、

移転時の CSM に代わるアプローチなどである。これらの変更は APFF が特定した

問題のいくつかに対処するだろう。残っている主要問題は集計の水準と、変動手数

料アプローチの対象範囲である。IASB はこれらの領域でいくつかの改善を行って

いるが、まだ技術面および実務面で対応すべき点がある。APFF は、同様の関心を

共有しているヨーロッパや北米の代表と協力して解釈・実施プロセスに関与すると

ともに、IASB が経済的実態と事業の長期性を反映させ、保険会社の長期投資・事

業の意欲を妨げないよう、支援するつもりである。 

 域内の規制当局との対話：APFF はブルネイ、中国、チャイニーズ・タイペイ、香

港、インドネシア、日本、マレーシア、シンガポール、タイ、米国など域内の保険

規制当局と、規制および会計上の問題について意見交換するための対話を推進した。 
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 ASEANとの協調：APFFと ASEAN保険協議会は、一貫性のある提言を行うととも

に、ASEAN保険監督官との意思疎通のため協調した。 

 その他ステークホルダーとの協調：APFFは、ジュネーブ協会、国際金融協会（IIF：

Institute for International Finance）、Hub Groupがそのグローバルな立場でアジア太平

洋の視点を適切に反映するよう、協調した。 

APFFは、引き続き、一部 APEC参加国・地域の調査と、規制上および会計上の問題の

検討を行い、実施支援の可能性について検討を進める。 

 保険規制・会計に関する APFF円卓会議（10月 31日、香港）：APFFは、新たに公

表された保険契約の基準である IFRS第 17号や、ICS、域内の新たなソルベンシー

制度など最近の発展に関して、主要問題について理解を深めるとともに、その実施

を支援するため、IASB や香港科技大学、官民両分野の主要ステークホルダーの協

力により、意見交換を行うとともに、域内の保険規制および会計の主要問題につい

て議論する円卓会議を開催する。欧州の「ソルベンシーII」と異なり、アジア太平

洋地域の現地規制当局の多くは IFRS第 17号をソルベンシー・バランスシートの基

準と見なしており、この場合、IFRS第 17号の影響は、財務報告の範囲を超えるこ

とになり、意図せざる結果を招くことも考えられる。APFF はこうした間接的影響

の分析や、問題の特定（割引率の選択、CMS／リスク調整の扱い）、一部 APEC参

加国・地域における対策の可能性の検討を支援するつもりである。 

コミュニケーション戦略 

APFFは、主要なメッセージに集中することでステークホルダーとのコミュニケーショ

ンを強化するとともに、APEC参加国・地域の多様性に即した持続可能、頑健、かつ包

摂的な発展を促進するための、様々な効果的なコミュニケーション・ツール（ビデオ・

インタビュー、短編映画、ミュージックパフォーマンス）を模索するつもりである 

イスラム金融機関によるインフラへの国際投資の拡大実現 

イスラム金融には、インフラ・プロジェクト向けの長期的資金ニーズに応える大きな潜

在能力があり、これはインフラ・プロジェクトが、資産担保型（asset-based）でリスク

分担的なイスラム金融の性格に適しているためである。フィリピンのセブで開催された

2015 年 APEC 財務大臣会合で、閣僚と民間部門は、イスラム機関の資本動員を促進し

て地域全体でインフラに資金を供給するために、イスラム・インフラ投資プラットフォー

ム（I3P）の開発をめぐり討議した。 

ブルネイ政府は 2015年 10月、APECビジネス諮問委員会（ABAC）ブルネイ、アジア

太平洋インフラ・パートナーシップ（APIP）およびアジア太平洋金融フォーラム（APFF）

と協力してワークショップを開催した。マレーシア政府は 2016年 5月、ABACマレー

シアと協力して APFFワークショップを主催し、I3P の構成とミッションに関する具体

的な提案の策定に取り組んだ。ABACタイとタイ財務省は 2017年 2月、バンコクにお

いて、この取り組みの今後の進め方に関する議論を主導した。議論の参加者は、I3Pの

特徴に関する以下の案に合意した。 
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 I3P は、公共・民間・国際・学術各分野の専門家が連携して、イスラム金融機関に

よる APECエコノミーのインフラ・プロジェクトへの国境を越えた投資、特に長期

投資の拡大を妨げる主な障害に取り組むための基盤を提供する。 

 I3Pは当初は APFFのもとで、ブルネイ、マレーシア、タイ、その他の関係 APEC参

加エコノミーの支援を受けて整備されるが、発展していく中で他の APEC参加国も

参加できるようになる。I3P が主要問題にうまく取り組むことができれば、参加エ

コノミーの間で国境を越えたインフラ投資が増え、主要イスラム金融センターから

域内への投資も増加すると期待される。 

 ステークホルダーとしては、アジア開発銀行、世界銀行グループ、イスラム開発銀

行、サステナブル・インフラ基金、APFFの退職所得・保険ワークストリーム、APIP、

機関投資家、金融機関、業界団体、法律・会計事務所、政府機関、学術団体、規制

機関、その他関連機関から招いた専門家などになる。 

 I3P は先駆的エコノミーが合意した場所に小さな事務局を置く予定である。事務局

の資金は、公共部門もしくは民間部門またはその両方が提供するか、既存の組織が

負担する見込みである。初期段階では、ブルネイの民間部門が主導する小規模なAPFF

タスクフォースが暫定事務局の役割を果たし、事務局の設立に向けて活動や議論を

行う。事務局の役割は主に、連絡調整、イニシアティブに参加する専門家の名簿維

持管理、ならびに定義、プロジェクト、その他イニシアティブの目標達成に必要な

事項に関する情報の収集・管理になるであろう。 

 実際の作業はステークホルダーがボランティアで引き受け、先駆的エコノミーが合

意したボランティア・シェルパが主導するいくつかのワークストリーム別に編成さ

れる。活動を実施するための資金は、自己調達となる。参加組織には、活動を主催

することが奨励される。参加者は各自の機関やスポンサーを通して旅費や宿泊費の

調達に責任を負う。研究プロジェクトや調査のように多大な時間と労力を要するプ

ロジェクトの場合は、適切な資金源に出資を求めることもある。 

参加者は、専門のワークストリームで対応する必要がある優先事項として、以下を特定

している。 

 全ての先駆的エコノミーが受け入れ可能な、シャーリア準拠インフラ・プロジェク

トと金融商品の共通の定義の整備 

 イスラム・ヘッジ商品の開発。 

 イスラム年金基金やタカフルによるインフラ投資に適した金融商品の開発。 

 先駆的エコノミーにおける差別的租税政策と、その是正に向けた活動の特定。 

 参加国・地域における今後のパイロットプロジェクトのための、プロジェクト準備

ツールの開発。 

2017年中に APFFの会議を招集し、上記優先事項の具体的な対応方法について議論する

とともに、I3Pのための当初の活動プログラム案を策定する。  
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金融強靭性の高いコミュニティーの育成 

アジア太平洋は地球上で最も災害の多い地域である。過去数十年で記録された自然災害

の数はこの地域が最も多い。その経済的な影響は甚大である。原因としては、人口や経

済活動の災害多発地域への集中が進んでいることが挙げられる。自然災害に対する脆弱

性に加えて、零細・中小事業者など社会の低所得層に属する多くの人々は、保険サービ

スにアクセスできない。 

この問題に対処するため、APEC 財務大臣は、APFF が加盟国・地域におけるマイクロ

保険のカバレッジを拡大するため支援を行うことにより、民間災害保険制度を創設・振

興するとともに、ロードマップと専門家ネットワークを整備するための成果物を、CAP

に盛り込んだ。本レポートでは、災害リスク・ファイナンシングと保険（DRFI：disaster 

risk financing and insurance）およびマイクロ保険に関して APFFで実施中の活動に焦点を

当てる。特に、APFFは今年、域内のマイクロ保険カバレッジ拡大に向けたロードマッ

プ草案を策定した（本レポートの「付録 2」として添付）。 

APECにおけるマイクロ保険カバレッジ拡大に向けたロードマップ 

マイクロ保険を利用した効果的なリスク管理は、特に発展途上国において、低所得者や

零細・小規模企業にとって決定的に重要である。しかし現在、世界の新興市場において、

マイクロ保険の加入率は人口の約 5.2%にすぎない。これとの関連で、アジア太平洋地域

の政策担当者は、世界で最も災害の多いこの地域で自然の惨禍の影響を軽減するための、

金融商品を開発する必要がある。APFF「マイクロ保険サブストリーム」25は、CAPのマ

イクロ保険に関する成果物の実施を支援するため、マイクロ保険の専門家や実務者、規

制当局からなる国際的なグループを招集し、域内のマイクロ保険カバレッジ拡大に向け

たロードマップ（以下「マイクロ保険ロードマップ」（MIR：Microinsurance Roadmap））

を作成した。 

  

                                                        
25 この APFFサブストリームは、ドイツ国際協力公社（GIZ）が主導する「アジアにおける貧困層向け保

険市場振興規制枠組み」（RFPI Asia：Regulatory Framework Promotion of Pro-poor Insurance Markets in 

Asia）。 



41 

 

表 1：APECマイクロ保険ロードマップの作成過程 

活動／年月日／場所 協力者 成果 

1. アジア太平洋新興市場

のマイクロ保険整備

ロードマップに関する

APFFワークショップ／

2017年 3月 16日／ハ

ノイ（ベトナム） 

ドイツ国際協力公社（GIZ）

「アジアにおける貧困層向け保

険市場振興規制枠組み」（RFPI 

Asia）、財務省 ISAベトナム、
ABAC 

 MIRが取り組む問題を

特定 

 MIRの要素を定義 

 暫定 MIR起草グルー

プ（DG：drafting 

group）を設置 

2. 「災害保険・リスク管

理サミット」のパネル

セッションにおける

MIRのコンセプトにつ

いての議論／2017年 5

月 23日～24日／シン

ガポール 

オーガナイザー：Equip Global  意識の向上 

3. MIRの起草と DGとの

協議会／2017年 6月～

7月／各地 

GIZ RFPI Asia、MIR DG  MIRの草案を作成。

GDとの協議会でコメ

ントを収集 

4. MiNメンバー6月例会の

MIRのコンセプト発表

／2017年 6月 28日／

ルクセンブルク 

マイクロ保険ネットワーク

（MiN：Microinsurance 

Network） 

 意識の向上 

 MIR起草グループのボ

ランティア募集 

5. ABAC金融包摂フォー

ラムのMIRパネルセッ

ション／7月 11日／ホ

イアン（ベトナム） 

GIZ RFPI Asia、開発協力財団

（FDC：Foundation for 

Development Cooperation)、

ABAC、ベトナム中央銀行 

 MIRの起案に向けて、

専門パネリスト 4名と

ABAC金融包摂フォー

ラムの参加者からイン

プットとコメントを収

集 

 DGに新メンバーを追

加 

 APFFの 2017年

APEC財務大臣報告で

の記載に向けて、MIR

を ABACに提出 

6. 予定– APFF MIR円卓会

議／2017年 11月 7日

／リマ（ペルー） 

GIZ RFPI Asia、ペルー保険協会

（APESEG）、マイクロ保険

ネットワーク（MiN）、ミュン

ヘン再保険基金、金融保険監督

庁（SBS）、ABAC 

 MIRの起案に向けて、

南米諸国のステークホ

ルダーからインプット

とコメントを収集 

* 起草グループ（DG）は、アジアの保険監督当局、域内保険会社、保険監督当局の国際
的ネットワーク、マイクロ保険ステークホルダーの国際的ネットワーク、国際的基金、
国際的コンサルティング／サービス会社、国際的開発団体のボランティア職員で構成さ
れる。 
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MIRは、以下の問題への対応を目的としている。 

1. マイクロ保険を支える応答的政策と比例的規制の欠如 

2. 大規模アグリゲーターやフィンテックを活用できるスケーラブルなビジネスモデル

の不足 

3. 主なステークホルダーにマイクロ保険に関する情報提供と教育を行う、持続可能な

財務リテラシー措置の必要性、および 

4. 官民の協力不足と、機関横断的な協力不足 

 

それゆえ MIR では、包摂的保険市場の整備において APEC 参加国・地域の指針となる

4つの成果分野、つまり柱を定義している。これは以下のとおり。 

1. 包摂的な保険とマイクロ保険のための、政策および比例的規制の確立 

2. 包摂的保険に向けてフィンテックを活用する、スケーラブルなビジネスモデルの採

用と模倣 

3. 包摂的保険を支援する、機関横断的協力と官民協力の仕組みの創設、および 

4. 保険加入者を対象とした、金融リテラシーと消費者保護のための措置の採用と実施 

 

MIRでは、参加国・地域の支援的環境の水準に応じて短期的、中期的、または長期的に

実施することができる、複数の優先的行動計画を提案している。MIR草案の全文は「付

録 2」を参照。 

APFFとしては、現在のベトナムと 2018年のパプアニューギニアの APEC議長国任期中

に、以下の「提言」を行うことを望んでいる。 

1. MIRを「財務大臣会合プロセス」の 2018年議題、および「2018年経済リーダー会

議」に盛り込む。 

2. 各自のAPEC参加国・地域におけるMIRの採用と実施を支援するステークホルダー

の特定に向けて、APFFと協力する。 

3. MIRの実施に寄与する官民のリソースを動員する。および 

4. MIRの実施を指導・観察する監督グループを各参加国・地域で組織する。 

災害リスク・ファイナンシングと保険 

アジア太平洋は依然として地球上で最も災害の多い地域である。2016年には、日本の九

州とニュージーランド南島で大地震、米国南部と中国で洪水、カナダで大規模な山火事、

オーストラリアで暴風雪があった。その経済的な影響は甚大である。その原因としては

人口や経済活動の災害多発地域への集中が進んでいることが大きい。その多くでは、復
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旧までに数年かかるだろう。これは経済活動を低迷させるだけでなく、ソブリンリスク

の格付けにも悪影響を与える可能性がある。APEC財務大臣はこのような状況を認識し

ており、協調的災害リスク管理戦略の整備の必要性、および地域の強靭性の構築手段と

なる「災害リスク・ファイナンシングと保険」（DRFI：Disaster Risk Financing and Insurance）

に対するアプローチの改善の必要性を認めている。 

それゆえアジア太平洋地域の政策担当者は、災害の影響を事前に軽減する上で有効な金

融商品の開発を目指している。これは、従来からの災害対応および災害リスク管理戦略

の取り組みを補完するものである。それゆえ、APEC財務大臣が DRFIを CAPの優先課

題の 1 つに選んだのは偶然ではない。またそれに向けた取り組みと期待される成果物、

および今後 10 年間の短期・中期・長期目標におけるその実行方法を確認した。特筆す

べきは、CAPでは民間部門の役割を認め、官民両部門の密接な協力の重要性を強調して

いることである。以下の 3組の成果物が明記された。 

 民間災害保険制度の設立と促進（中期／長期）。 

 各国・地域内での保険の普及、および地域的なリスク分担策の整備（長期）。 

 加盟各国・地域におけるマイクロ保険のカバレッジと災害リスク・ファイナンスの

拡大に向けたAPFFの支援をつうじたロードマップの策定と専門家ネットワークの

整備（中期）。 

CAPの中で災害リスクデータベース構築の可能性を調査するよう求められたことを受け

て、データベースの内容の範囲と粒度の検討から着手する必要があると見なされた。こ

の際、既存の取り組みとの活動の重複や反復を避けるため、リソースの制約を念頭に置

いたアプローチが必要になる。同時に APFF は、DRFI 関連の政策立案に向けた取り組

みを支援するため、アジア開発銀行（ADB：Asian Development Bank）や OECD、WBG、

保険整備フォーラム（IDF：Insurance Development Forum）、ジュネーブ協会、その他国

際機関との協力を今後も維持していく。 

また APFFは、ASEAN保険協議会（AIC：ASEAN Insurance Council）の作業部会である

ASEAN自然災害調査作業シェアリング（ANDREWS：ASEAN Natural Disaster Research 

and Works Sharing）とも協力している。APFFの DRFI専門家が、2016年 11月 23日に

ジョグジャカルタ（インドネシア）で開催された「第 2回 ASEAN保険サミット」に招

待され、DRFI について重点的に議論した。ここでは、両組織が知識と経験の共有に向

けて密接に協力することで合意した。 

2016年にペルーが AEPC議長国となった際に、同年 10月の「APEC財務大臣会合」の

一環として開催された APFFの「APEC財務大臣ダイアローグ」で、DRFIが取り上げら

れた。APFFは開会のあいさつの中で、災害準備金やリスクベース資本（RBC）の制度

を例に挙げて、民間企業が容易に自然災害リスクの保険を引き受けられるようにする、

支援的規制制度の必要性を訴えた。日本、チリ、およびニュージーランドの財務大臣は、

大規模自然災害が発生した際の、自国・地域の災害保険制度の対応の有効性について、

それぞれの経験を出席者と共有した。財務大臣は、国内のニーズに応える事前の災害リ

スク保険制度を設計すると同時に、民間保険会社がもっと自然災害リスクの保険を引き
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受けられるようにする、支援的規制制度を整備することの重要性を認識した。 

APFFは各国・地域に対して、災害リスクに関する金融リスク管理の戦略を策定するよ

う勧めてきた。ペルー経済金融省は、「ペルー：自然災害に対する金融保護の総合戦略」

と題する報告書を公表し、この点でリーダーシップを発揮した。 この報告書には、特

にペルーのために策定された戦略行動方針（Lines of Action）が示されているが、災害の

多い他の国・地域が国内の DRFIを推進する際に、ベンチマークとして参照することも

できる。 

APFFは、財務大臣が示したハイレベルの関心に対応して、また自らの進展にもとづき、

APEC-FMPにかかわる政府職員や、関係ステークホルダーとの対話の継続をつうじて、

引き続き見解と専門的知見を提供していく。 

今後の取り組みの機会の可能性の 1つとして、APFFは、2017年 11月 27日に仙台で開

かれる「世界防災フォーラム」で、マルチステークホルダー・ダイアローグの開催を計

画している。このフォーラムには、世界中から政府職員、学識経験者、災害リスク実務

者の参加が見込まれている。APECと APFFには、災害リスクに関する知識の蓄積があ

り、自然災害から生じる金融上の懸念をより軽減する方法について、現実的で徹底した

議論を可能にするために非常に多くのものを提供できる。 

APFFは、引き続き 2015年と 2016年の「進捗報告書」に記載した提言にもとづいて活

動していく。それ以前の DRFIに関する APFFの提言は現在も有効であるが、スケジュー

ルについては、CAPとその進捗にあわせて、以下のように調整し、改定している。われ

われの重点は、引き続き、DRFI 制度を設計する際に優先すべき国・経済とリスクの特

定に置かれている。この目的のため、APFF は、現実的な DRFI 対策の策定に向けた公

的部門の職員と民間部門の専門家の建設的な対話への協力を続けていく。 
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CAP成果物 APFFの活動 

スケジュール案 

2017年 

（ベトナム） 

2018年 

（パプアニュー

ギニア） 

2019年（チ

リ） 

1.民間災害保険

制度の設立と促

進 

 

APEC DRFIセ

ミナーに協力 

民間部門の考

え方を提示

（APFFマイク

ロ保険WS、3

月 16日、ハノ

イ（ベトナ

ム）） 

年間の取り組

みとして継続 

 

年間の取り組

みとして継続 

 

APECが優先的

に対処すべき

国・地域や危険

を特定する際に

支援 

APEC財務省

職員との協議を

開始 

 優先的に対

処すべき国・地

域と危険を特定
*3 

 実施に向け

て関係政府職員

と連絡 

2.各国・地域内

での保険の普

及、および地域

的なリスク分担

策の整備。 

リスクエクス

ポージャ・デー

タの入手可能性

を強化（世界銀

行と協力） 

 リスクエク

スポージャ・

データの入手可

能性の現状調査

を開始*1 

 現状調査完

了*4 

 APEC参加

国・地域間のリ

スクプールを調

査 

3.ロードマップ

と専門家のネッ

トワークを整

備。 

専門家グループ

を承認 

 中核的専門

家メンバーを招

へい*2 

地理的範囲を

拡大 

ネットワーク

拡大の取り組み

を継続 

ロードマップ草

案作成に協力 

マルチステー

クホルダー・ダ

イアローグの計

画と組織（世界

防災フォーラ

ム、仙台、

2017年 11月） 

草案作成作業

を開始 

ロードマップ

完成 

*1 現状調査のテンプレートを設計（年末に開催予定の DRFI SS専門家の直接会談で行う

のが理想的）。 

*2 APFFの DRFIサブストリームはこれまで、OECD、世界銀行、ジュネーブ協会、

ASEAN自然災害調査作業（Natural Disaster Research and Works）、Citi、Munich Re、

Swiss Re、東京海上日動から支援を受けている。 

*3 2番目の成果物である「保険の普及」、およびそこでの優先的に対処すべき経済・地域

と危険の特定と合わせて実施（自然災害に弱い国・地域の財務省職員が出席するワーク

ショップ形式の会議（2018年上期開催予定）で行うのが理想的）。 

*4 現状調査のテンプレートを完成（上記ワークショップ形式の会議（2018年上期開催予

定）で行うのが理想的）。 
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将来の金融規制に関する対話と研究 

APFFは、金融市場・規制の現在の状況と今後の方向性に関する研究や討議の基盤であ

り続けており、当局と業界が市場に関する知識を深め、新たな問題を予想するうえで役

立っている。今年は Melbourne 大学チームが主導する「アジア金融規制プロジェクト」
26において、様々なステークホルダーによる研究や議論が行われた。このプロジェクト

は、アジアにおける金融規制の地域的構造、特に域内の協力と統合を強化するための様々

な手法について、多分野的な観点から調査することを目的としている。 

以下に、現在までに得られたハイレベルの提言と結論を示す。 

 協力の目的や重点は分野によって異なる。画一的な方法が全てに当てはまることは

ない。例えばシャドーバンキングの場合、重点は情報共有や監視にあり、それに対

して消費者金融紛争解決の場合、重点はベストプラクティスの収れんや協調の促進

に置かれる。 

 域内協調の拡大を実現するために、既存の域内組織のマンデートを活用し、また拡

大することにはメリットがある。例えば、シャドーバンキングの分野における

ASEAN+3 マクロ経済リサーチオフィス（AMRO：ASEAN+3 Macroeconomic Research 

Office）や、銀行破綻処理の分野における SEACEN調査研修センター、消費者金融

紛争解決の分野における ASEAN消費者保護委員会などである。 

 発展水準の違いを考慮するとともに、様々な市場が異なるペースで発展していくこ

とを認める柔軟なアプローチ（つまりマルチトラック・アプローチ）を採用する必

要がある。これは、発展段階の高い国にはより早いペースで地域統合の推進を可能

にする一方で、発展段階の低い国には能力が備わった時点で改革を実施することを

認めるマルチトラック・アプローチを備えた、ASEANの協力モデルとも一致する。

マルチトラック・アプローチは、能力構築とリソース援助で支援する必要がある。

世界金融危機後の規制対応によって、重要分野で規制の分岐化が進み（例えば Basel 

III）、また規制対象や規制当局に新たに大きな負担が加わったことにより、能力に大

きな違いがある国・地域間で実施の分岐化も拡大した。ASEAN の柔軟なアプロー

チは、必然的な対応と言える。 

 ASEAN 銀行統合フレームワーク（ABIF：ASEAN Banking Integration Framework）

は、域内における金融部門の発展の違いや、規制上および制度上の措置の正確の違

いのために、その執行において重大な問題に直面すると思われるが、ABIF につい

ては更なる調査が必要である。 

これまでの調査分野としては、銀行監督に関するバーゼル準拠と国際基準、アジア地域

ファンド・パスポート（ARFP）制度、シャドーバンキング、銀行破綻処理制度、店頭デ

リバティブ市場改革、金融ベンチマーク、サービス貿易、消費者金融、国際貿易協定に

おける慎重な条項などがある。研究報告書と雑誌記事が発表されており、プロジェクト

                                                        
26 チームは以下のメンバーで構成されている。Kevin Davis教授（ファイナンス）、Andrew Walter教授

（国際関係）、Andrew Mitchell教授（法学）、Ian Ramsay教授（法学)、Andrew Godwin准教授（法学）。 
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のウェブサイトで入手可能：https://government.unimelb.edu.au/financial-regulation-in-asia 

現在調査が進められている分野としては、フィンテック（協調とレギュラトリー・サン

ドボックス）、預金保険制度、システム上重要な銀行の規制をめぐる政治的な変化、ア

ジアにおける金融規制の制度的構造、銀行破綻処理制度、イスラム金融、金融法制の収

れん、国際的倒産、金融包摂、IOSCO 多国間覚書（MMoU：Multilateral Memoranda of 

Understanding）にもとづく監督と執行、協調と統合の方法、国際商事裁判所と協調など

がある。 

もう 1つ、APFFとの関連で現在調査と議論が行われている分野として、イスラム金融

がある。ハーバード大学のイスラム金融に関する研究プログラムは、「資本協力プロジェ

クトグループ」との協力で進められており、引き続き、インフラなど長期的な必須サー

ビス・プロジェクトへの投資とその開発に向けた、イスラム資本活用のための政策メカ

ニズムに重点を置いている。 

資本協力プロジェクトグループが現在策定を進めている提言は、イスラム投資家のイン

フラとインフラ関連企業に対する関心の喚起や、イスラム投資家の目標とニーズに即し

たインフラの特徴付けや位置付けに関するものである。 これらの提言は、資本協力プ

ロジェクトグループが、シャーリアに即したインフラや実物資産の解釈に関して以前に

行った提言を、補完するものになる。この提言は、APEC参加国・地域におけるインフ

ラ投資が、イスラム金融の文脈と、イスラム資本と一般資本の統合という文脈の両面で

持つ重要な意味を反映している。 

「価値とイスラム金融の諸価値」（"Value and Values of Islamic Finance"）と題されたハー

バード大学の論文（2017年 8月末完成予定）では、現在策定中の提言の基礎が提示され

る。 

 

 

  

https://government.unimelb.edu.au/financial-regulation-in-asia
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結論 

本レポートでは、APEC参加各国・地域における民間部門との幅広い分野での協力に対

する関心の高まりに注目するとともに、地域の経済発展における CAP の重要性を確認

した。今年の APFFの進展として、様々な国・地域との間で資本市場整備（中国および

タイ）や、信用情報および有担保取引（ベトナム）などで新たな協力活動を開始したこ

とがある。また APFFは CAP の 2 つの成果物、つまりアジア太平洋地域における金融

市場インフラの整備に向けたロードマップと、マイクロ金融のカバレッジ拡大に向けた

ロードマップ（それぞれ本レポートの付録に収録）にも取り組んだ。 

また引き続き進展が見られたものとして、フィリピンとタイにおける信用情報および有

担保取引に関する活動、メコン地域における信用情報の国際共有に向けたパイロットプ

ロジェクトの推進、フィンテックに関する官民対話のプラットフォーム整備、アジア地

域ファンド・パスポートへの支援、イスラム金融機関によるインフラ国際投資の拡大を

可能にするためのプラットフォームの創設、インフラにおける年金基金と保険会社の役

割拡大、および災害リスク・ファイナンシングと保険に対する民間部門からの一層積極

的な参加の促進のために続けられた活動がある。 

今後数年間における CAPの実施推進を支援するため、本レポートでは APEC財務大臣

に以下の提言を行う。 

6. 関係政府職員および規制当局による、以下の APFF の能力構築活動への協力を図

る。 

o 厚みと流動性のある債券、レポ、およびデリバティブ市場の振興 

o 信用情報制度、バリュエーション制度、有担保取引制度、および倒産制度の現

代化 

o 国際的サプライチェーン・ファイナンスのパイロットプログラムの整備、およ

び 

o インフラ整備における長期投資家の役割拡大 

7. 包摂的で健全かつ効率的な金融制度を創設するための、フィンテックの活用に関す

る官民対話の地域的プラットフォームの整備に向けた、APFFの取り組みを支援す

る。 

8. 2018年に金融担当高級実務者が、CAPで想定されているロードマップの完成に向

けて、以下で APFFと協力するよう図る。 

o 地域の金融市場インフラの整備 

o マイクロ保険のカバレッジの拡大、および 

o 災害リスク・ファイナンシングと保険における民間部門の参加拡大の促進 

9. より多くの国・地域でアジア地域ファンド・パスポート（ARFP）に関する検討会

を開催し、そこに APFFが規制当局、業界、国際機関、および学術団体の専門家を

招集できるよう図る。 
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10. 関係当局が、イスラム金融機関によるインフラへの国際投資の拡大を支援する「イ

スラム・インフラ投資プラットフォーム」（I3P）を目指す作業プログラムの 2018年

中の完成に向けて、APFFと協力するよう図る。 

 


