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Statement of G7 Finance Ministers and 

Central Bank Governors 

[03/03/2020] 

(1) We, G7 Finance Ministers and Central Bank Governors, are closely monitoring the spread of

the coronavirus disease 2019 (COVID-19) and its impact on markets and economic

conditions.

(2) Given the potential impacts of COVID-19 on global growth, we reaffirm our commitment to

use all appropriate policy tools to achieve strong, sustainable growth and safeguard against

downside risks.  Alongside strengthening efforts to expand health services, G7 finance

ministers are ready to take actions, including fiscal measures where appropriate, to aid in the

response to the virus and support the economy during this phase.  G7 central banks will

continue to fulfill their mandates, thus supporting price stability and economic growth while

maintaining the resilience of the financial system.

(3) We welcome that the International Monetary Fund, the World Bank, and other international

financial institutions stand ready to help member countries address the human tragedy and

economic challenge posed by COVID-19 through the use of their available instruments to the

fullest extent possible.

(4) G7 Finance Ministers and Central Bank Governors stand ready to cooperate further on timely

and effective measures.
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G7財務大臣・中央銀行総裁の声明（仮訳） 

（2020年 3月 3日） 

我々G7財務大臣・中央銀行総裁は、新型コロナウイルス（COVID-19）

の感染拡大とその市場や経済状況に与える影響を緊密に監視している。 

新型コロナウイルスが世界経済の成長に与える潜在的な影響に鑑み、

我々は、強固で持続可能な成長を実現するために、また、下方リスクか

ら守るために、全ての適切な政策手段を用いるとの我々のコミットメン

トを再確認する。医療サービスを拡充する努力を強化するとともに、G7

の財務大臣は、この局面において、ウイルスへの対応を支援し、経済を

支えるため、適切な場合には財政措置を含め、行動をとる用意ができて

いる。G7の中央銀行は、引き続き自らのマンデートを履行し、もって金

融システムの強靭性を維持しつつ、物価の安定と経済成長を支える。

我々は、国際通貨基金や世界銀行、その他の国際金融機関が、利用可

能な措置の最大限可能な範囲での活用を通じ、加盟国が新型コロナウイ

ルスによって惹起された人道的な悲劇と経済的な挑戦に対処することを

支援する用意があることを歓迎する。

G7財務大臣・中央銀行総裁は、適時かつ効果的な施策について、更な

る協力を行う用意ができている。 
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Statement on COVID-19 
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors 

6 March 2020 

We are deeply saddened by the human tragedy caused by the spread of 
COVID-19. We fully support countries’ ongoing measures to contain the 
outbreak, treat those affected and prevent further transmission.  

As agreed in our February meeting, we are closely monitoring the evolution of 
COVID-19 including its impact on markets and economic conditions. We 
welcome the measures and plans put forward by countries to support 
economic activity. We are ready to take further actions, including fiscal and 
monetary measures, as appropriate, to aid in the response to the virus, support 
the economy during this phase and maintain the resilience of the financial 
system.  

We will be working with the international community to assist developing 
countries to cope with the impact of the outbreak. We welcome the steps 
taken by the International Monetary Fund (IMF), the World Bank Group (WBG) 
and other international organizations to help member countries by using their 
available instruments to the fullest extent possible, including emergency 
financing, policy advice and technical assistance as part of a coordinated 
global response.  

We underscore the need for cooperation to mitigate risks to the global 
economy from unexpected shocks. To this end, we are working closely with 
the IMF, the WBG, the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) and the Financial Stability Board (FSB), and support 
strong coordination with the World Health Organization (WHO), in particular 
with a view to sharing information, assessing needs and devising policy 
options that countries can implement in response to COVID-19 outbreak.   

The G20 is an important forum for driving a global response during times of 
uncertainty. We reiterate our commitment to use all available policy tools to 
achieve strong, sustainable, balanced and inclusive growth, and safeguard 
against downside risks. We will continue to review our individual and 
coordinated actions in response to COVID-19.  
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新型コロナウイルス（COVID-19）に関する 

G20 財務大臣・中央銀行総裁声明（仮訳） 

（2020 年 3 月 6日） 

我々は、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大がもたらした人

道的な悲劇を深く悼んでいる。我々は、感染拡大を防ぎ、感染患者を治

療し、更なる伝染を防ぐために、各国が取り組んでいる措置を全面的に

支持する。 

我々は、２月会合にて合意したように、市場や経済状況に与える影響

を含め、新型コロナウイルスに係る進展を注意深く監視している。我々

は、経済活動を支えるために各国が打ち出した措置や計画を歓迎する。

我々は、ウイルスへの対応を支援し、この局面において経済を支え、金

融システムの強靭性を維持するため、財政・金融政策を含め、適切に更

なる行動をとる用意ができている。 

我々は、国際社会と協働し、発展途上国が新型コロナウイルスの流行

の影響に対処することを支援していく。我々は、協調された国際的な対

応の一部として、緊急融資、政策助言、及び技術支援を含め、利用可能

な手段を最大限用いた、国際通貨基金（IMF）や世界銀行グループ

（WBG）、その他の国際機関による加盟国を支援する取組を歓迎する。 

我々は、予想外のショックがもたらす世界経済のリスクを軽減するた

めの協力の必要性を強調する。このため、我々は、IMF、WBG、経済協力

開発機構（OECD）、及び金融安定理事会（FSB）と緊密に連携するととも

に、特に、情報共有、ニーズの評価、及び各国が新型コロナウイルスの

流行に対して実施できる政策オプションの立案のために、世界保健機関

（WHO）との強固な協力を支持する。 

G20 は、不確実性がある時期に国際的な対応を推進する上で重要なフ

ォーラムである。我々は、強固で持続性があり均衡のとれた包摂的な成

長を実現するため、また、下方リスクから守るために、全ての利用可能

な政策手段を用いるとの我々のコミットメントを再確認する。我々は、

新型コロナウイルスに対する各国個別の、及び協調された対応を引き続

き吟味する。 
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G7 Leaders’ Statement, March 16, 2020 

We, the Leaders of the Group of Seven, acknowledge that the COVID-19 pandemic is a human tragedy 
and a global health crisis, which also poses major risks for the world economy.  We are committed to 
doing whatever is necessary to ensure a strong global response through closer cooperation and enhanced 
coordination of our efforts.  While current challenges may require national emergency measures, we 
remain committed to the stability of the global economy.  We express our conviction that current 
challenges related to the COVID-19 pandemic need a strongly coordinated international approach, based 
on science and evidence, consistent with our democratic values, and utilizing the strengths of private 
enterprise. 

We are committed to marshalling the full power of our governments to: 

Coordinate on necessary public health measures to protect people at risk from COVID-19; 
Restore confidence, growth, and protect jobs; 
Support global trade and investment; 
Encourage science, research, and technology cooperation. 

By acting together, we will work to resolve the health and economic risks caused by the COVID-19 
pandemic and set the stage for a strong recovery of strong, sustainable economic growth and prosperity. 

Accelerate Our Response to COVID-19 

We will work hard to protect the health and safety of everyone in our countries.  Stepping up the response 
to the outbreak remains our foremost priority.  We will coordinate our efforts to delay the spread of the 
virus, including through appropriate border management measures.  

We will enhance our efforts to strengthen health systems in our countries and globally.  We fully support 
the WHO in its global mandate to lead on disease outbreaks and emergencies with health consequences, 
leaving no geographical vacuum, and encourage all countries, international organizations, and the private 
sector to assist global efforts such as the Global Preparedness and Response Plan. 

We stress the value of real-time information sharing to ensure access to the best and latest intelligence, 
improving prevention strategies and mitigation measures. 

We will pool epidemiologic and other data to better understand and fight the virus. 

We will increase coordinated research efforts, including through voluntary support for the global alliance 
Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation.  We will support the launch of joint research 
projects funded by both public and private resources, and the sharing of facilities, towards rapid 
development, manufacture and distribution of treatments and a vaccine, adhering to the principles of 
efficacy, safety, and accessibility.  

We will make efforts to increase the availability of medical equipment where it is most needed. 

We will coordinate with online platforms to maximize public access to the latest correct and relevant 
official information, in recognition that millions of citizens receive information and news via social 
media. 
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To implement these objectives, and adapt measures if necessary, will require efforts across all parts of our 
governments, and we ask our health ministers to continue to coordinate on a weekly basis. 

Forcefully Address the Economic Impact of the Outbreak 

We resolve to coordinate measures and do whatever it takes, using all policy tools, to achieve strong 
growth in the G7 economies, and to safeguard against downside risks.   

To this end, we are mobilizing the full range of instruments, including monetary and fiscal measures, as 
well as targeted actions, to support immediately and as much as necessary the workers, companies and 
sectors most affected.  This is particularly important for small and medium businesses and working 
families. 

We also ask our central banks to continue to coordinate to provide the necessary monetary measures in 
order to support economic and financial stability, and to promote recovery and growth. 

We ask our finance ministers to coordinate on a weekly basis on the implementation of those measures 
and to develop further timely and effective actions.  

We reinforce the importance of coordination among international organizations even in the face of 
challenges to business continuity.  We call on the IMF and the World Bank Group and other International 
Organizations to further support countries worldwide as part of a coordinated global response, focused on 
this specific challenge.  We also ask our finance ministers to work closely with International 
Organizations to design and implement swiftly the international financial assistance that is appropriate to 
help countries, including emerging and developing economies, face the health and economic shock of 
COVID-19.  

We will address disturbances to international supply chains and continue our work to facilitate 
international trade. 

Restore and Expand Growth 

We will continue to work together with resolve to implement these measures to respond to this global 
emergency.  In facing the economic challenge, we are determined not only to restore the level of growth 
anticipated before the COVID-19 pandemic but also to build the foundation for stronger future growth.  
We will continue to coordinate through the G7 Presidency including at the G7 Leaders’ Summit and call 
upon the G20 to support and amplify these efforts. 
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Ｇ７首脳声明（2020 年 3 月 16 日）（仮訳） 

我々，Ｇ７首脳は，新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックが，人道的な悲劇

かつ世界的な衛生上の危機であり，世界経済にも大きなリスクを与えることを認識する。

我々は，より緊密な協力と強固な連携を通じ，強いグローバルな対応を確保するために必

要なことは全て行うことをコミットする。現下の情勢は，国家的な緊急措置を必要とする

かもしれないが，我々は国際経済の安定に引き続きコミットしている。我々は，新型コロ

ナウイルスのパンデミックに関連する現下の困難への対処のため，科学と根拠に基づき，

かつ，我々の民主的な価値観及び民間企業と整合的な，国際的に連携されたアプローチを

取ることが必要であるとの確信を表明する。 

我々は，政府の全ての力を集結させて，以下を行うことにコミットする。 

新型コロナウイルスのリスク下にある人々を守るための必要な公衆衛生上の手段を調

整する。 

市場の信認及び成長を回復し，雇用を守る。 

国際貿易及び投資を支援する。 

科学，研究及び技術協力を促進する。 

我々は，ともに行動することで，新型コロナウイルスのパンデミックによって生じる保

健及び経済リスクを解決し，力強く持続可能な経済成長と繁栄の力強い回復のための土台

をつくるために取り組む。 

新型コロナウイルスに対する我々の対応の加速化 

我々は，我々の全国民の健康と安全を守るために精力的に取り組む。現在の新型コロナ

ウイルスの流行への対応を加速化することが，引き続き我々の最重要課題である。我々

は，適切な国境管理措置を含め，新型コロナウイルスの拡散を減速させるために協調して

取り組む。 

我々は，我々の国内及び国際的な保健システムを強化するための努力を増進する。我々

は，衛生的な影響を伴う感染症の流行及び緊急事態に際して対応を主導し，地理的な空白

を生じさせない形で，ＷＨＯの国際的マンデートを完全に支持し，全ての国，国際機関及

び民間企業が，感染症グローバル準備・対応計画などの世界的な取組を支援することを奨

励する。 

我々は，予防戦略と緩和措置を向上させるため，最新かつ最適な情報へのアクセスを確

保するための即時情報共有の重要性を強調する。 

我々は，ウイルスをより良く理解し，闘うために，疫学及びその他のデータを蓄積す

る。 

我々は，グローバルな連帯である感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)に対する自

発的な支援を通じたものを含め，協調的な研究の取組を強化する。我々は，効率性，安全
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性及びアクセス可能性の原則に則して，治療法及びワクチンの迅速な開発，製造及び流通

に向け，公的及び民間資金により出資された共同調査プロジェクトの立ち上げやファシリ

ティの共有などの協調的な調査努力を促進する。

我々は，最も必要とされている場所での医療機器の入手可能性の向上のための努力を継

続する。 

我々は，何百万人もの市民がニュースやソーシャル・メディアを通じて情報を得ること

ができることを認識し，最新の正確で適切な公式情報へのアクセスを最大化すべくオンラ

イン・プラットフォームと協力する。

これらの目標を実行に移し，要すれば措置をとるためには，政府全体での取組が必要と

なる。そのため，我々は保健大臣に対して，引き続き，週に一度調整を行うよう求める。 

新型コロナウイルスの流行による経済への影響に力強く対応する 

我々は，Ｇ７における力強い成長を達成し，下方リスクに対して備えるために，あらゆ

る政策的手段を用いて，方策を調整し，できる限りの対応を行うことを決意する。 

このため，迅速にかつ必要な限りの，影響を最も受ける労働者，企業及び産業を支援す

べく，金融，財政政策及び的を絞った措置を含めた，あらゆる手段を動員する。これは，

中小企業や労働者世帯にとって特に重要である。 

我々はさらに，中央銀行に対して，経済及び金融の安定を支え，経済の回復と成長を促

進するために，必要な金融面での措置について引き続き協調していくことを求める。 

我々は，財務大臣に対して，このような政策の実施について週に一度調整を行い，更に

時宜を得た効果的な対応を策定することを求める。 

我々は，ビジネスの継続性に関する課題に直面する中において，国際機関間の調整の重

要性を改めて強調する。我々は，ＩＭＦ，世界銀行グループ及び他の国際機関に対して，

この特別な課題に焦点を当て，協調的な国際的対応の一環として，世界の国々を更に支援

することを要請する。我々はさらに，財務大臣に対して，新型コロナウイルスによる公衆

衛生上及び経済的な打撃に直面した新興国及び発展途上国を含む国々を支援するために，

適切な国際的財政支援を迅速に計画・実施すべく，国際機関と緊密に連携することを要請

する。 

我々は，国際的サプライチェーンの混乱に対処し，国際貿易を促進するための作業を継

続する。 

成長を回復し拡大する 

我々は，この国際的な非常事態に対応するために必要な措置を実施することを決意し，

共に取り組むことにコミットする。我々は，経済的な課題に直面する中，新型コロナウイ

ルスのパンデミックの前に想定されていた経済成長の水準を回復するのみならず，将来の

より強い成長に向けた基盤を作ることを決意する。我々は，Ｇ７サミットを含め，Ｇ７議

長国を通じて引き続き協力するとともに，Ｇ２０に対して以上の取組を支援し更に促進す

ることを要請する。 
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 Press Release 
G20 Finance Ministers & Central Bank Governors 
Virtual Meeting – 23 March 2020  

The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met virtually on Monday 23 
March 2020, under the Saudi G20 Presidency, to discuss the impact of COVID-19 
pandemic on the global economy and coordinate their efforts in response to this 
global challenge. They also discussed the preparation for the virtual G20 Leaders’ 
Summit, which the Saudi G20 Presidency is convening in a few days to coordinate 
international efforts to address this pandemic and the related economic and social 
impacts.  

Mr. Mohammed Aljadaan, the Saudi Finance Minister, opened the virtual meeting by 
stressing the need to step up the G20 joint efforts and act decisively and in a 
coordinated manner to provide support to people and businesses, safeguard the 
stability of the global economy and financial markets, restore confidence, and prevent 
deep and prolonged negative economic impacts. He highlighted that “since the last 
meeting of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors in February, the global 
economy outlook has significantly deteriorated and that the evolution and global 
spread of the COVID-19 pandemic has impacted the global economy at the backdrop 
of disruption in elements of both supply and demand.” 

During the meeting, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors agreed to 
closely monitor the evolution of the COVID-19 pandemic, including its impact on 
markets and economic conditions and take further actions to support the economy 
during and after this phase. They also agreed to develop a joint G20 Action Plan in 
response to COVID-19, which will outline the individual and collective actions that G20 
has taken and will be taking to respond to the COVID-19 pandemic.  Furthermore, G20 
Finance Ministers and Governors discussed ways for stepping up coordinated efforts 
by bilateral and multilateral creditors to address the risks of debt vulnerabilities, 
especially in low-income countries, amid the COVID-19 pandemic. They also discussed 
the role of the IMF, working closely with the World Bank Group and other 
International Financial Institutions, to deploy all available resources and explore 
additional measures needed to support financial stability and alleviate liquidity 
constraints for emerging markets and developing economies.   

The Saudi Finance Minister concluded the virtual meeting by emphasizing the need 
for G20 to enhance its cooperation in addressing the COVID-19 pandemic. He 
highlighted that the G20 should be ready to undertake further emergency response 
to address this global crisis and set a vision for the medium- and long-term actions 
that will foster a rapid recovery in the economy and catalyze the potential for stronger 
economic growth.  

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors will meet virtually on a regular 
basis to continue their discussion and take urgent actions needed to address the 
global challenge presented by the COVID-19 pandemic.  
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G20 財務大臣・中央銀行総裁テレビ会議 

に関するプレスリリース（仮訳） 

（2020年 3月 23日） 

G20 財務大臣・中央銀行総裁は、新型コロナウイルス（COVID-19）の

パンデミックが世界経済に与える影響について議論し、このグローバル

な課題に対する各国の取組を調整するため、議長国を務めるサウジアラ

ビアの下、2020年 3月 23日にテレビ会議を行った。大臣・総裁はま

た、このパンデミック及び関連する経済的、社会的影響への対処に向け

た国際的な取組を調整するため、G20議長国のサウジアラビアが数日以

内に召集する、G20首脳テレビ会議に向けた準備を議論した。 

ムハンマド=アルジャダーン・サウジアラビア財務大臣は、人々や企

業への支援を提供し、世界経済及び金融市場の安定性を守り、市場の信

認を回復し、深く、長期にわたる負の経済的影響を防ぐため、G20の共

同の取組を強化し、果断に、かつ協調した形で行動する必要性を強調

し、会議の幕を開いた。サウジアラビア財務大臣は、「2月の G20財務大

臣・中央銀行総裁会議以来、世界経済の見通しは著しく悪化し、新型コ

ロナウイルスのパンデミックの進展及び世界的な拡大は、供給及び需要

の両面の混乱を背景に、世界経済に影響を与えている。」と強調した。

この会議の中で、G20 財務大臣・中央銀行総裁は、市場や経済状況に

与える影響を含む、新型コロナウイルスのパンデミックについての進展

を注意深く監視すること、及び経済を支えるためにこの局面及びその後

に更なる行動をとることに合意した。また、大臣・総裁は、新型コロナ

ウイルスのパンデミックに対し、これまで行ってきた、及び今後行って

いく、個別及び共同の行動について示す共同の G20行動計画を作成する

ことに合意した。さらに、G20 財務大臣・中央銀行総裁は、新型コロナ

ウイルスのパンデミックの中で、特に低所得国の債務脆弱性のリスクに

対処するため、二国間及び多国間の債権者による協調された取組を強化

する方策を議論した。また、大臣・総裁は、世界銀行グループやその他

の国際金融機関と緊密に連携しつつ、金融安定性を支え、新興国及び発

展途上国にとっての流動性の制約を緩和するために必要な、利用可能な

全てのリソースを活用し追加的な措置を模索する IMFの役割を議論し

た。

12



サウジアラビア財務大臣は、G20が新型コロナウイルスのパンデミッ

クに対処するための協力を強化することの必要性を強調し、会議を締め

くくった。サウジアラビア財務大臣は、この国際的な危機に対処し、経

済の急速な回復を促進し、より強固な経済成長に向けた潜在力を触媒し

ていくような、中長期の行動に関するビジョンをつくるため、G20が更

なる緊急対応策を実施する用意をするべきであると強調した。

G20 財務大臣・中央銀行総裁は、議論を継続し、新型コロナウイルス

のパンデミックにより引き起こされたグローバルな課題に対処するため

に必要な緊急の行動をとるため、テレビ会議を今後も定期的に行ってい

く。 
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Statement of G7 Finance Ministers and Central Bank Governors 

1. Consistent with the direction from G7 Leaders, we are taking action and enhancing

coordination on our dynamic domestic and international policy efforts to respond to the

global health, economic, and financial impacts associated with the spread of the coronavirus

disease 2019 (COVID-19).  Collectively, G7 nations have already enacted a wide-ranging set

of health, economic, and financial stability measures.  We will do whatever is necessary to

restore confidence and economic growth and to protect jobs, businesses, and the resilience of

the financial system.  We also pledge to promote global trade and investment to underpin

prosperity.

2. Our nations are working together to fight the COVID-19 outbreak and mitigate its impact,

treat those affected, and prevent further transmission.  G7 finance ministries are helping

advance this effort by providing the funding needed to respond to the situation.  In particular,

we recognize the urgent need to increase support for the rapid development, manufacture,

and distribution of diagnostics, therapeutics, and a vaccine for COVID-19.  We are providing

bilateral and multilateral assistance to strengthen foreign governments’ prevention efforts and

their health and emergency response systems.

3. The G7 is committed to deliver the fiscal effort necessary to help our economies rapidly

recover and resume the path towards stronger and more sustainable economic growth.

Alongside our nations’ efforts to expand health services, G7 finance ministries are

undertaking, and recommend all countries undertake, liquidity support and fiscal expansion

to mitigate the negative economic impacts associated with the spread of COVID-19.

4. We have each quickly introduced substantial and complementary packages of measures to

help companies remain in business and keep people in jobs through this period of economic

disruption.  We are cooperating closely to share experiences and strategies so that we may

effectively target our efforts to support our citizens and businesses.  We are instituting new

policies such as providing assistance for employment, telework, and vulnerable populations,

and expanding access to childcare and unemployment benefits.  We are also providing

liquidity enhancements, guarantees, subsidized loans, tax deferrals, and loan repayment

deferrals and, where appropriate, grants for affected companies, especially small and

medium-sized businesses.

5. G7 central banks are taking exceptional action, consistent with their mandates, to put in place

a comprehensive package of monetary policy measures to support economic and financial

stability.  We are taking actions to improve liquidity and overall market functioning of the

financial system, including through swap lines among our central banks and with those of

other nations.  We pledge to maintain expansionary policies for as long as needed and stand

ready to take further action, using the full range of instruments consistent with our mandates.

G7 central banks and finance ministries will maintain close contact, regularly sharing

information on economic and financial developments, to inform the response to COVID-19.

6. The global financial system today is in a better position to withstand shocks, maintain market

functioning, and sustain the supply of financing to support the real economy because of
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reforms since the global financial crisis.  We will stay vigilant and take necessary steps to 

ensure that the financial system can continue to support the economy, including by working 

with other relevant regulators and supervisors to release available capital and liquidity 

buffers, making use of the flexibility within existing international standards, and working 

with the private sector to address operational challenges.  We encourage financial institutions 

to use this flexibility to address the financial needs of consumers and firms harmed by 

COVID-19.   

7. We recognize that disruptions to global supply chains caused by COVID-19 could further

exacerbate the economic and health fallout.  We support our trade ministries’ efforts to

address the disruptions to international trade, logistics, and market uncertainty resulting from

the pandemic.  We call on oil-producing countries to support international efforts to promote

global economic stability.

8. We support efforts by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to address

their members’ economic and health needs.  We will work with international financial

institutions to implement swiftly an ambitious, coherent, and consistent response to the

human cost and economic challenges posed by COVID-19.  This includes by providing

flexible and timely policy advice, technical assistance, and emergency financing, including

through the IMF’s overall lending capacity of around $1 trillion.  We encourage them to

address any gaps in their toolkits building upon existing instruments and expertise.    As a

near-term measure, we stand ready to contribute further resources to multilateral efforts

aimed at helping the most vulnerable and least developed countries.

9. Consistent with the direction from the G7 Leaders, finance ministries will coordinate on a

weekly basis on the implementation of these measures and take further timely and effective

actions.
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G7財務大臣・中央銀行総裁の声明（仮訳） 

（2020年 3月 24日） 

我々は、G7首脳の方針と整合的に、新型コロナウイルス (COVID-19) 

の伝染に関連した世界的な医療及び経済・金融への影響に対応するため

に、我々のダイナミックな国内及び国際政策取組みに関し、行動をと

り、協調を強化している。全体として、G7諸国は既に広範な医療及び経

済・金融施策を実施している。我々は、信認及び経済成長を回復し、雇

用、ビジネス及び金融システムの強靭性を守るために必要な全てのこと

を行う。我々はまた、繁栄を支えるためにグローバルな貿易及び投資を

促進することを誓う。 

G7諸国は、新型コロナウイルスの流行と闘い、その影響を緩和し、感

染患者を治療し、そして更なる伝染を防ぐために協働している。G7の財

務省は、この状況に対応するために必要な資金を提供することにより、

この取組みの推進を支援している。特に、我々は新型コロナウイルスの

診断体制、治療薬及びワクチンの迅速な開発、製造及び流通に対する支

援を増加することが喫緊の課題であると認識している。我々は、外国政

府の予防努力と医療・緊急対応体制を強化するため、二国間及び多国間

の援助を提供している。 

G7は、我々の経済が急速に回復し、より強固で持続可能な経済成長へ

の道を再び歩み始めることを助けるために、必要な財政的取組みを行う

ことにコミットしている。医療サービスの拡大に向けた各国の取組みと

ともに、G7の財務省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う負の経済

的影響を緩和するために、流動性支援及び財政拡大を実施するととも

に、他の国に実施するよう勧めている。 

我々は、この経済的混乱の中で、企業が事業を継続し、雇用を継続す

ることを支援するために実質的かつ補完的な措置のパッケージを迅速に

導入した。我々は、我々の取組みが市民やビジネスを支援するため効果

的に的を絞ったものとなるよう、経験や戦略を共有するために緊密に協

力している。我々は、雇用、テレワーク、脆弱な人々への支援の提供

や、育児・失業給付へのアクセスの拡大など、新たな政策を打ち出して
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いる。我々はまた、流動性強化、保証、助成付き貸付、税務上の申告・

納付期限の延長、融資返済の猶予や、必要に応じて、影響を受けた企

業、特に中小企業向けに補助金を供与する取組みを行っている。 

G7各国の中央銀行は、それぞれのマンデートと整合的に、経済及び金

融の安定性を支えるための金融政策上の措置の包括的パッケージを導入

するため、異例の行動をとっている。我々は、G7及び他国の中央銀行の

間のスワップ・ラインを含め、流動性及び金融システムの全般的な市場

機能を向上させるための行動をとっている。我々は、必要な限りの期

間、拡張的な政策を維持することを誓い、マンデートと整合的なあらゆ

る手段を用いて、更なる行動をとる用意がある。G7の中央銀行及び財務

省は、緊密な連絡を維持し、定期的に経済・金融情勢に関する情報を共

有しつつ、新型コロナウイルスへの対応を通知し合う。 

今日のグローバルな金融システムは、世界金融危機後の改革により、

ショックに耐え、市場機能を維持し、実体経済を支持するための資金供

給を持続させることがより容易に行える状況にある。我々は、既存の国

際基準に内在する柔軟性を活用して、利用可能な資本・流動性バッファ

ーを活用するために他の関連する規制当局及び監督当局と協働するこ

と、及び実務上の課題に対処するために民間セクターと協働することを

含め、金融システムが引き続き経済を支えられることを確保するため、

警戒を続け、必要な措置をとる。我々は、金融機関に対し、新型コロナ

ウイルスによって被害を受けた消費者及び企業の資金需要に対処するた

めに、この柔軟性を活用することを奨励する。

我々は、新型コロナウイルスによって生じるグローバル・サプライチ

ェーンへの混乱が経済及び医療への悪影響を更に悪化させ得ることを認

識している。我々は、パンデミックによる国際貿易、物流及び市場の不

確実性への混乱に対処するという、G7の貿易省の取組みを支持する。

我々は、産油国に対し、世界経済の安定性を促進するための国際的な取

組みを支持することを求める。 

我々は、国際通貨基金 (IMF) 及び世界銀行による、加盟国の経済及

び医療ニーズに対処するための取組みを支持する。我々は、新型コロナ

ウイルスによって惹起された人的コストと経済的な挑戦への野心的で一
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貫性があり、かつ整合的な対応を迅速に実施するために、国際金融機関

と協働する。これは柔軟で適時の政策助言、技術支援及び 1兆ドル規模

の IMFの全体的な融資能力を通じた緊急融資を含んでいる。我々は、既

存の手段及び専門性に基づくツールキットのあらゆるギャップに対処す

ることを奨励する。短期的な措置として、我々は、最も脆弱で後発開発

途上国を支援することを目的とした多国間の取組みに更なる資金を貢献

する用意がある。 

財務省は、G7首脳の方向性と整合的に、これらの措置の実施について

週に一度調整し、更なる適時かつ効果的な行動をとる。 
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G7 Finance Ministers and Central Bank Governors 

Chair’s Summary 

1. Consistent with direction from G7 Leaders, Finance Ministers and Central Bank Governors

met virtually on April 14 to reaffirm our close coordination to fight the pandemic and

mitigate its impacts, including by enacting wide-ranging health, economic, and financial

stability measures in our respective countries.  Ministers and Governors reiterated their

pledge to do whatever is necessary to restore economic growth and protect jobs, businesses,

and the resilience of the financial system.  They continue to work closely together in other

fora—such as the G20, the International Monetary and Financial Committee, the

Development Committee, and the Financial Stability Board (FSB)—to advance the

international response to COVID-19.

2. The scale of this health crisis is generating unprecedented challenges for the global economy.

Ministers and Governors recognize that an extraordinary and well-coordinated international

response is critical to reducing the depth of the crisis.  Further, there is a large-scale need for

resources and technical assistance as countries around the world strive to enhance their health

systems and mitigate the economic fallout.  Ministers and Governors remain committed to

use all available policy tools to achieve strong, sustainable, balanced, and inclusive growth.

3. Ministers and Governors discussed the challenges that the pandemic will create for many

emerging markets and developing countries.  They are working together closely to address

the global economic shocks caused by this crisis and provide support for affected countries.

The International Monetary Fund (IMF) stands ready to deploy its $1 trillion lending

capacity to help its members overcome the crisis.  Ministers and Governors support the

measures taken by the IMF, World Bank Group, and regional development banks to enhance

their toolkits to provide flexible and rapid financing in response to the crisis, including the

IMF’s temporary expansion of access to rapid-disbursing emergency financing instruments

and proposed introduction of a short-term liquidity line.  Ministers and Governors call for

more and urgent contributions to the IMF’s Catastrophe Containment and Relief Trust and

the Poverty Reduction and Growth Trust to address critical funding needs.

4. Ministers and Governors noted that a number of the most vulnerable and poorest countries

will face acute health and economic challenges related to the fallout of COVID-19.

Ministers and Governors support multilateral efforts to assist these countries and stand ready

to provide a time-bound suspension on debt service payments due on official bilateral claims

for all countries eligible for World Bank concessional financing, if joined by all bilateral

official creditors in the G20 and as agreed with the Paris Club.  This initiative would provide

liquidity support to help these countries deal with the health and economic impacts of the

crisis.  Ministers and Governors also support the G20’s work with the Institute of

International Finance to call on private creditors to provide comparable treatment, on a

voluntary basis.  To improve the effectiveness of this initiative, beneficiary and creditor

countries should work with the World Bank and IMF to enhance debt transparency and

implement appropriate monitoring and reporting on the use of the freed resources.
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5. Ministers and Governors exchanged views on the efforts of the FSB and its member

jurisdictions to mitigate the financial stability risks posed by the pandemic, including swift

actions to support market functioning globally, along with regulatory and supervisory

measures to enable the financial system to continue to support the economy.  Ministers and

Governors reiterated their commitment to international regulatory standards.  They expressed

support for the FSB’s work to regularly share information, undertake forward-looking

assessments of global financial vulnerabilities, and coordinate policy responses among its

members and the standard-setting bodies.  Ministers and Governors also expressed support

for FSB’s work to encourage the use of flexibility within existing international regulatory

standards and encourage the continuity of critical functions in financial services.

6. Consistent with the direction of Leaders, Ministers and Governors will continue to consider

further near-term actions to stabilize the global economy.  Once the immediate impacts of the

crisis abate, Ministers and Governors will return to other priority agenda items, such as

further promoting debt transparency and sustainability, addressing tax challenges resulting

from the digitalization of the economy, addressing illicit financial flows, and setting proper

frameworks for digital assets and cybersecurity of the financial sector.
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議長総括：G7財務大臣・中央銀行総裁会議（仮訳） 

（2020年 4月 14日） 

G7首脳の方針と整合的に、財務大臣・中央銀行総裁は、それぞれの国

において広範な公衆衛生及び経済・金融安定化策を実施することによ

り、パンデミックと闘い、その影響を緩和するための緊密な協調を再確

認するため、4月 14日にヴァーチャル形式で会合した。財務大臣・中央

銀行総裁は、経済成長を回復させ、雇用、ビジネス、金融システムの強

靭性を守るために必要な全てのことを行うという誓いを再確認する。財

務大臣・中央銀行総裁は、G20、国際通貨金融委員会、世銀・IMF合同開

発委員会及び金融安定理事会（FSB）といった他のフォーラムにおい

て、新型コロナウイルスへの国際的な対応を前進させるために、引き続

き緊密に共働する。 

今回の公衆衛生上の危機の規模は、世界経済に対して過去に例を見な

い課題をもたらしつつある。財務大臣・中央銀行総裁は、危機の深刻さ

を軽減するためには、例外的かつよく協調された国際的な対応が重要で

あることを認識する。さらに、世界各国が公衆衛生システムを強化し、

経済への悪影響を緩和するために努力する中で、資金と技術支援への大

規模な需要が存在する。財務大臣・中央銀行総裁は、強固で持続性があ

り均衡のとれた包摂的な成長を実現するため、全ての利用可能な政策手

段を用いることに引き続きコミットする。   

財務大臣・中央銀行総裁は、パンデミックが多くの新興市場国及び発

展途上国にもたらす課題について議論した。財務大臣・中央銀行総裁

は、今回の危機によって引き起こされたグローバルな経済的な打撃に対

処し、影響を受けた国々に支援を提供するために緊密に協働している。

国際通貨基金（IMF）は、加盟国がこの危機を克服するのを支援するた

めに、1兆ドルの融資能力を活用する用意がある。財務大臣・中央銀行

総裁は、IMFによる迅速な緊急資金支援の手段へのアクセスの一時的拡

大及び短期流動性ラインの導入提案を含め、IMF、世界銀行グループ及

び地域開発銀行による、この危機に対応して機動的かつ迅速な資金支援

を提供するために、各々の融資制度を強化する措置を支持する。財務大

臣・中央銀行総裁は、重要な資金ニーズに対処するための、IMFの大災
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害抑制・救済基金及び貧困削減・成長基金に対する更なる緊急の貢献を

求める。 

財務大臣・中央銀行総裁は、最も脆弱な最貧国の多くが、新型コロナ

ウイルスの悪影響に関連して、深刻な公衆衛生及び経済の課題に直面す

ることに留意した。財務大臣・中央銀行総裁は、これらの国を支援する

ための多国間の取組を支持し、パリクラブとの合意に従って、G20の全

ての公的な二国間債権者が、参加する場合には、世界銀行の譲許的資金

を受ける資格のあるすべての国に対し、公的二国間債権にかかる返済期

日が到来した債務に対する時限的な支払い停止を提供する用意がある。

このイニシアティブは、これらの国がこの危機の公衆衛生及び経済に対

する影響に対処することを助けるための流動性支援を提供する。財務大

臣・中央銀行総裁はまた、民間債権者による自主的な同等の取扱を求め

るための、G20による国際金融協会との作業を支持する。このイニシア

ティブの実効性を高めるために、受益国及び債権国は、債務の透明性を

高め、自由になった財源の利用に対する適切な監視及び報告を実施する

よう、世界銀行及び IMFと協働すべきである。

財務大臣・中央銀行総裁は、グローバルな市場機能を支援するための

迅速な行動や、金融システムが経済を引き続き支えられるようにするた

めの規制監督上の措置を含む、パンデミックによる金融安定性のリスク

の緩和に向けた FSB及びその加盟法域の取組について意見交換を行っ

た。財務大臣・中央銀行総裁は、国際的な規制基準へのコミットメント

を再確認した。財務大臣・中央銀行総裁は、定期的な情報の共有、国際

金融上の脆弱性に関する先を見据えた評価の実施、メンバー及び基準設

定主体の間の政策対応の調整などの FSBの作業に支持を表明した。財務

大臣・中央銀行総裁はまた、国際的な規制基準に内在する柔軟性の活用

を促し、金融サービスにおける中核的機能の継続を促す FSBの作業に対

しても、支持を表明した。 

首脳の方針と整合的に、財務大臣・中央銀行総裁は、世界経済を安定

させるために、更なる短期的な行動を引き続き検討する。この危機の当

面の影響が和らげば、財務大臣・中央銀行総裁は、債務の透明性及び持

続可能性の更なる促進、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対

応、違法な資金フローへの対処、デジタル資産及び金融セクターのサイ

22



バーセキュリティのための適切な枠組の設定といった他の優先課題の議

論に戻るだろう。 
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 Communiqué 
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting 
15 April 2020 [Virtual] 

Our urgent collective priority is to overcome the COVID-19 pandemic and its intertwined 
health, social and economic impacts. We are determined to spare no effort, both individually 
and collectively, to protect lives, bring the pandemic under control, safeguard people’s jobs 
and incomes, support the global economy during and after this phase and ensure the 
resilience of the financial system. 

We have taken immediate and exceptional measures, domestically and internationally, to 
address the COVID-19 pandemic and its impacts, including by implementing unprecedented 
fiscal, monetary and financial stability actions and ensuring that the International Financial 
Institutions (IFIs) can provide critical support to developing and low-income countries.  

Our efforts must continue and be amplified. We commit to use all available policy tools to 
support the global economy, boost confidence, maintain financial stability and prevent deep 
and prolonged economic effects. As mandated by the extraordinary G20 Leaders’ Summit, 
we endorse the G20 Action Plan in response to the COVID-19 pandemic, which sets out the 
key principles guiding our response, and our commitments to specific actions to drive forward 
international economic cooperation as we navigate this crisis and look ahead to a robust, 
sustained and inclusive global economic recovery.  

We welcome the important steps already taken by the International Monetary Fund (IMF), 
the World Bank Group (WBG) and other IFIs to help countries in need, using all instruments 
to the fullest extent possible as part of a coordinated global response. We support the further 
adoption and swift implementation of a strong financial response to help countries in need 
and to uphold global financial stability and resilience. As outlined in our Action Plan, this 
financial response includes: delivering a comprehensive IMF support package; 
implementing urgently the support proposed by the WBG and multilateral development 
banks amounting to more than USD 200 billion; addressing debt vulnerabilities in low-income 
countries due to the pandemic; and enhancing coordination among international 
organizations to maximize their impact and optimize the use of resources.  

We support a time-bound suspension of debt service payments for the poorest countries that 
request forbearance. We agreed on a coordinated approach with a common term sheet 
providing the key features for this debt service suspension initiative, which is also agreed by 
the Paris Club. All bilateral official creditors will participate in this initiative, consistent with 
their national laws and internal procedures. We call on private creditors, working through the 
Institute of International Finance, to participate in the initiative on comparable terms. We ask 
multilateral development banks to further explore the options for the suspension of debt 
service payments over the suspension period, while maintaining their current rating and low 
cost of funding. We call on creditors to continue to closely coordinate in the implementation 
phase of this initiative. 

We welcome the IMF’s rapid and enhanced deployment of access to emergency financing, 
including a temporary doubling of the annual access limit under the Rapid Credit Facility 
(RCF) and the Rapid Financing Instrument (RFI). We support the IMF’s adoption of a new 
Short-Term Liquidity Line, including a review in 2022, for members with very strong 
fundamentals and policies. We also call on the IMF to explore additional tools that could 
serve its members’ needs as the crisis evolves, drawing on relevant experiences from 
previous crises. We welcome the immediate financial contributions pledged to strengthen 
the IMF crisis response capacity and call for more and urgent contributions to address critical 
funding needs. We reiterate our commitment to ensure a stronger global financial safety net 
with a strong, quota-based, and adequately resourced IMF at its center, and will keep 
demands on the IMF resources under close review.   
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 Communiqué 
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting 
15 April 2020 [Virtual] 

We have taken immediate and exceptional measures to support global financial stability and 
resilience, including the deployment and expansion of bilateral swap lines and the 
introduction of repo facilities by central banks in line with their mandates. We also have taken 
regulatory and supervisory measures to ensure that the financial system continues to 
support the economy. We remain vigilant and ready to take additional measures as needed. 
We ask the Financial Stability Board’s (FSB) to continue monitoring financial sector 
vulnerabilities and coordinating on regulatory and supervisory measures between its 
member countries, international organizations and standard-setting bodies, using the 
existing flexibility within international regulatory standards without compromising on the 
previously agreed reforms, and draw from members’ experiences to share best practices on 
policy measures taken. In this respect, we support the principles set out in the FSB’s COVID-
19 report to the G20.   

The Action Plan endorsed by us will be reviewed regularly as the impact of the COVID-19 
pandemic unfolds. We will track the implementation and report on this plan, and any further 
updates to it, at the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting in July 2020 
and for the G20 Leaders’ Summit in November 2020. We stand ready to act promptly and take 
any further action that may be required. We reiterate our commitment to use all available 
policy tools to safeguard against downside risks, ensure a swift recovery and achieve strong, 
sustainable, balanced and inclusive growth, while continuing to tackle the global challenges, 
notably those related to addressing the tax challenges arising from the digitalization of the 
economy and enhancing access to opportunities.   
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20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳） 

（2020年 4月 15日） 

我々の緊急の共同の優先事項は、新型コロナウイルス（COVID-19）の

パンデミックと、それが医療、社会、及び経済へ複合的に与える影響を

克服することである。我々は、個別的及び集団的に、生命を守り、パン

デミックを制御下に置き、人々の雇用と収入を守り、当面及び今後の世

界経済を支え、金融システムの強靭性を確保するために、努力を惜しま

ないことを決意する。 

我々は、新型コロナウイルスのパンデミックとその影響に対処するた

め、前例のない財政政策、金融政策、及び金融安定化政策を実施し、国

際金融機関（IFIs）が開発途上国及び低所得国へ極めて重要な支援を提

供できるようにすることを含め、国内外において、即時かつ例外的な措

置を講じてきた。 

我々の取組は継続され、拡充されなければならない。我々は、世界経

済を支え、信認を強化し、金融の安定性を維持し、深く長期にわたる経

済への影響を防ぐため、全ての利用可能な政策手段を用いることにコミ

ットする。先日の G20首脳テレビ会議でのマンデートに基づき、我々

は、新型コロナウイルスのパンデミックに対する G20行動計画を承認す

る。これは、我々の対応の道しるべとなる重要な原則を定めており、

我々がこの危機を切り抜け、強固で持続的かつ包括的な世界経済の回復

を見通すうえで、国際経済協力を推進するための具体的な行動への我々

のコミットメントを示すものである。 

我々は、国際通貨基金（IMF）、世界銀行グループ（WBG）及びその他

国際金融機関が、連携されたグローバルな対応の一環として、全ての手

段を最大限用いて、支援を必要とする国々を支援するために行った措置

を歓迎する。我々は、支援を必要とする国々を支援し、グローバル金融

システムの安定性及び強靭性を維持するため、強力な金融上の対応の更

なる導入及び迅速な実施を支持する。我々の行動計画に示されていると

おり、この金融上の対応には、IMFによる包括的支援措置の実現、WBG

及び国際開発金融機関により提案された 2000億ドルを越える支援の早

急な実施、低所得国におけるパンデミックによる債務脆弱性のリスクへ
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の対処、国際機関のリソースの利用を最適化し、影響力を最大化するた

めの、国際機関間の連携強化が含まれている。 

我々は、猶予を求める最貧国のための債務返済の時限的な猶予を支持

する。我々は、パリクラブでも合意されている、債務返済猶予イニシア

ティブの主要点を提供する共通の条件概要と、協調的なアプローチに合

意した。全ての二国間の公的債権者は、各国の国内法及び内部手続きと

整合的なかたちで、このイニシアティブに参加する。我々は、国際金融

協会を通して、民間債権者に対し、同等の条件でこのイニシアティブに

参加することを要請する。我々は、国際開発金融機関に、現在の格付及

び低い資金調達コストを維持しながら、猶予期間中の債務返済猶予にか

かるオプションを更に模索することを求める。我々は、債権者に対し、

このイニシアティブの実施段階において、緊密に調整を続けることを要

請する。

我々は、ラピッド・クレジット・ファシリティ（RCF）、ラピッド・フ

ァイナンシング・インストルメント（RFI）の一時的な年間アクセス上

限の倍増を含む、IMFの迅速かつ強化された緊急資金へのアクセスの展

開を歓迎する。我々は、IMFによる、2022年に見直しを行うことを含

め、非常に強固なファンダメンタルズ及び政策を持つ加盟国のための、

新たな短期流動性ラインの採択を支持する。我々はまた、IMFに対し、

過去の危機から関連する経験を参考にし、危機の進展に応じて、加盟国

の資金ニーズを満たす追加的手段を模索するよう要請する。我々は、

IMFの危機対応能力を強化するため誓約された、即時の資金貢献を歓迎

するとともに、極めて重要な資金ニーズに対応するため、更なる迅速な

貢献を要請する。我々は、強固で、クォータを基礎とし、かつ、十分な

資金基盤を有する IMFを中心とした、より強固なグローバル金融セーフ

ティ・ネットを確保するという我々のコミットメントを再確認する。

我々は、中央銀行による、そのマンデートと整合的な、二国間スワッ

プ・ラインの展開及び拡大、並びにレポ・ファシリティーの導入を含

め、グローバルな金融の安定性と強じん性を支えるための、迅速で例外

的な措置を実施してきた。我々はまた、金融システムが経済を支え続け

ることを確保するための規制監督上の措置も実施してきた。我々は、警

戒を続けるとともに、必要に応じて追加的な措置を講じる用意がある。
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我々は、FSBに対し、引き続き金融セクターの脆弱性をモニターし、以

前に合意された改革を損ねることなく国際的な規制基準に内在する柔軟

性を活用しながら、メンバー国、国際機関、基準設定主体の間で規制監

督上の措置の連携を図ること、及び実施された政策措置のベスト・プラ

クティスを共有するべくメンバーの経験を引き出すこと、を要請する。

この観点から、我々は FSBの G20向け新型コロナウイルス・レポートに

示されている原則を支持する。

我々が承認した行動計画は、新型コロナウイルスのパンデミックの影

響が進展するにつれて、定期的に見直される。我々は、2020年 7月の

G20財務大臣・中央銀行総裁会議及び 2020年 11月の G20首脳会議にお

いて、この計画の実施状況を捕捉し、計画の更なるアップデートを報告

する。我々は迅速に行動し、必要に応じて更なる行動をとる用意があ

る。我々は、グローバルな課題、特に経済のデジタル化に伴う課税上の

課題への対応や得られる機会の向上に関連する課題に引き続き取り組み

つつ、下方リスクから守り、迅速な回復を確保し、強固で持続性があり

均衡のとれた包摂的な成長を実現するため、全ての利用可能な政策手段

を用いるとの我々のコミットメントを再確認する。 
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Statement of the G7 Finance Ministers on Debt Transparency and Sustainability 

We continue to work together to advance the international economic response to the COVID-19 

pandemic, with a focus on the poorest and most vulnerable countries.  COVID-19 has 

exacerbated existing debt vulnerabilities in many low-income countries, highlighting the 

importance of debt sustainability and transparency to long-term financing for development.   We 

welcome efforts of the international financial institutions (IFIs) to amplify their support for the 

most vulnerable countries.   

In this context, we are committed to implementing the Debt Service Suspension Initiative (DSSI) 

agreed by the G20 and the Paris Club, by suspending official bilateral debt payments for the 

poorest countries to year-end 2020 and possibly longer, providing those countries fiscal space to 

fund social, health, and other measures to respond to the pandemic.  In line with the G20 and 

Paris Club DSSI agreements, we will implement the DSSI across our export credit agencies and 

other public lending agencies, and call on all official creditors to do so, too.  Given the 

importance of private financing for sustainable development, we welcome leadership by the 

Institute of International Finance (IIF) in coordinating private sector participation, and look 

forward to follow-up.  We look forward to multilateral development banks providing further 

details on how they will support DSSI beneficiary countries.  

We welcome the focus on debt transparency in the DSSI, as essential to debt sustainability and 

economic growth.  We strongly support the commitment by DSSI beneficiary countries to 

strengthen debt reporting, which facilitates better-informed investment decisions, enhances 

public accountability, and supports long-term sustainable development.  We welcome that the 

International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group will monitor creditor 

participation, public debt disclosure, and use of additional fiscal space, and we look forward to 

public reporting of these results.   

Beyond the DSSI, the IFIs have an important role to play in helping borrowing countries 

improve practices to promote debt transparency and sustainability, as outlined in the framework 

of the IMF and World Bank’s multipronged approach for addressing emerging debt 

vulnerabilities.  We call on the IFIs, borrowers, and creditors to work together on strengthening 

public reporting of debt data used in debt sustainability analyses, including a breakout by 

external creditor and more thorough coverage of contingent liabilities, state-owned enterprise 

debt, and collateralized financing.  The IFIs can encourage and support borrowing countries’ 

efforts to enhance public debt disclosure, limit non-concessional borrowing when necessary, and 

reduce debt vulnerabilities.    

We also look to the IFIs to step up efforts to provide technical assistance to reduce public debt 

vulnerabilities, strengthen debt management capacity, and enhance debt reporting practices.  In 

this regard, we welcome renewed support for the World Bank and IMF’s Debt Management 

Facility III and the IMF’s Data for Decisions Fund.   

Creditors also bear responsibility for their lending decisions and must rise to the occasion.  We 

strongly endorse the G20 Operational Guidelines for Sustainable Financing (the Guidelines) and 

call on all creditors to take lending decisions consistent with the borrower’s debt sustainability.  
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Official creditors should implement these guidelines, drawing on best practices provided by the 

IMF and the World Bank.  We urge creditors to disclose fully the terms of public debt in line 

with the Guidelines, while refraining from collateralized transactions that use assets or revenues 

unrelated to projects.  Creditors should also limit the use of confidentiality clauses, including for 

state-owned enterprises.  We welcome the IIF’s Voluntary Principles for Debt Transparency and 

urge quick progress on creating a repository to host data on private sector loans to low-income 

countries.   

We remain committed to assisting low-income countries in their responses to the COVID-19 

pandemic.  We will continue to work with the G20, Paris Club partners, the IMF, the World 

Bank, and other creditors to secure debt sustainability and transparency, including promoting 

timely creditor coordination and fair burden sharing.   
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債務の透明性及び持続可能性に関する G7 財務大臣声明（仮訳） 

（2020 年 6 月 3日） 

我々は、最貧国及び最も脆弱な国に焦点を当てた、新型コロナウイル

ス(COVID-19)のパンデミックへの国際的な経済対応を前進させるため

に、 引き続き協働する。新型コロナウイルスは、多くの低所得国にお

ける既存の債務脆弱性を悪化させ、長期の開発金融にかかる債務の持続

可能性及び透明性の重要性を強調している。我々は、最も脆弱な国々に

対する支援を拡充する国際金融機関（IFIs）の取組を歓迎する。

こうした中、我々は、最貧国のために、公的な二国間の債務の支払を

2020 年末まで、場合によってはそれよりも長く猶予することで、G20 及

びパリクラブで合意された債務支払猶予イニシアティブ（DSSI）を実施

していくことにコミットしており、これによりパンデミックに対処する

ための社会面、保健面及びその他の施策のための財政余地をこうした

国々に与えている。G20 及びパリクラブによる DSSI の合意に沿って、

我々は、我々の輸出信用機関やその他の公的な貸付機関を通じて DSSI

を実施するとともに、全ての公的債権者にも実施を求める。持続可能な

開発における民間資金の重要性に鑑み、我々は、民間セクターの参加を

調整する国際金融協会（IIF）のリーダーシップを歓迎し、フォローア

ップを期待する。我々は、国際開発金融機関が、どのように DSSI の受

益国を支援していくかの更なる詳細を提供することを期待する。  

我々は DSSI において債務の透明性に焦点をあてることを歓迎する。

なぜなら、債務の透明性は債務持続可能性と経済成長にとって不可欠だ

からである。我々は、債務の報告を強化するという DSSI の受益国によ

るコミットメントを強く支持する。これにより、より良い情報に基づく

投資判断を促進し、公的な説明責任を高め、長期の持続可能な開発をサ

ポートすることとなる。我々は、国際通貨基金（IMF）と世界銀行グル

ープが、債権者の参加、公的債務の開示、及び追加的な財政余地の利用

を監視することを歓迎し、それらの結果の公表を期待する。 

DSSI を越えて、 国際金融機関は、新たに生じつつある債務脆弱性に

対処するための IMF と世界銀行による「様々な角度からのアプローチ」
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の枠組みに示されているように、債務国が債務の透明性及び持続可能性

を促進するための取組を改善するのを助ける重要な役割を持つ。我々

は、外部の債権者の内訳及びより完全な偶発債務、国有企業債務、担保

付貸付の捕捉を含め、債務持続可能性分析において利用される債務デー

タの公表の強化に向けて、国際金融機関、債務者、及び債権者が協働す

ることを求める。国際金融機関は、公的債務の開示の強化、必要に応じ

た非譲許的借入の制限、債務脆弱性の低減に向けた債務国の取組を促し

支援することができる。

我々はまた、国際金融機関が公的債務の脆弱性を低減させ、債務管理

能力を強化し、債務報告の取組を向上させるための技術支援を提供する

努力を強化することを期待する。この点に関し、我々は、世界銀行と

IMF の債務管理ファシリティ第 3フェーズ及び IMF の決定のためのデー

タ基金への新たな支援を歓迎する。

債権者は、自身の貸付の決定に対して責任を負っており、臨機応変の

対応をとらなければならない。我々は、「G20 持続可能な貸付に係る実務

指針」（以下、指針）を強く承認し、全ての債権者が債務者の債務持続

可能性と整合的な貸付判断を行うことを求める。公的債権者は、IMF 及

び世界銀行が提供するベストプラクティスを踏まえながら、この指針を

実施するべきである。我々は、債権者に対して、プロジェクトと無関係

の資産や収入を使った担保付取引を行わないようにするとともに、公的

債務の条件を指針に沿って完全に開示することを求める。債権者はま

た、国有企業も含め、守秘義務条項の利用を制限すべきである。我々

は、国際金融協会の「債務透明性のための任意の原則」を歓迎し、低所

得国への民間セクター融資に関するデータの保存先の創設について、速

やかな進捗を求める。 

我々は、低所得国による新型コロナウイルスのパンデミックへの対応

を支援することに引き続きコミットする。我々は、時宜を得た債権者間

の調整と公平な負担分担の促進を含め、債務の持続可能性及び透明性を

確保するために、G20、パリクラブ関係国、IMF、世界銀行、及び、その

他の債権者と協働を続ける。 
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（参考１）G7・G２０における共同声明

（参考２）DSTに関する議論について
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DSTを巡る⽶国と欧州等との対⽴(通商法301条調査)

○ ⽶国は、各国がデジタル・サービス・タックス（DST）を導⼊する動きに対し、⽶国のデジタル企業を
狙い撃ちするものとして、下記10カ国・地域（注）に通商法301条に基づく調査を開始 (6⽉2⽇)
（注）オーストリア、ブラジル、チェコ、EU、インド、インドネシア、イタリア、スペイン、トルコ、英国

○ ⽶国通商代表部（USTR）は、ライトハイザー代表名で下記内容の声明を公表
・トランプ⽶⼤統領が⽶国企業に差別的な税制に懸念を⽰している
・これらの措置に対し⽶国はあらゆる対抗⼿段を⾏う準備がある

2019年 7⽉10⽇ フランスDSTに対する301条調査開始の声明
8⽉19⽇ 公聴会
12⽉2⽇ 301条調査報告書の公表/報復関税の導⼊表明

2020年 1⽉21⽇ 両国⾸脳の電話会談により、報復関税の導⼊及びDST徴税を2020年末まで⾒送ること
で合意

(参考１) ⽶国通商法301条調査について
⽶国通商法は、第301条で、外国の法律・政策・慣⾏が「⾮合理または差別的で⽶国に商業上の負担や制約

を課すもの」と判断された場合等には、USTRは⼤統領権限の下、貿易協定の撤回やその協定の特典の⾮付与
、関税や輸⼊制限等の対抗措置、等を⾏うことができると規定。

(参考２) フランスのDSTに対する301条調査のスケジュール
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平衡税（Equalization levy）
• 2016年6⽉から外国法⼈に⽀払うオンライン広告等の⽀

払いに６％を源泉徴収
• 2020年4⽉から新たにeコマースの提供等を⾏う外国法

⼈の収⼊に２％を課税

デジタル・サービス・タックス（ＤＳＴ）
• 対象ビジネスの域内売上に２％を課税
• 現在議会で法案審議中。2020年4⽉から適⽤予定

デジタル・サービス・タックス（ＤＳＴ）
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税
• 2020年２⽉法案を閣議決定。今後、法案を国会で審

議予定

デジタル・サービス・タックス（ＤＳＴ）
• 2019年3⽉にＥＵでの合意を⼀旦断念
• 2020年5⽉、COVIT-19の復興計画案において財源と

してＤＳＴの検討を表明

USTRが指摘した10カ国・地域（2020年６⽉３⽇時点）

ＥＵ

イギリス

スペイン

デジタル広告税
• 域内のオンライン広告売上に５％課税
• 2019年10⽉法案が可決。2020年1⽉施⾏

ウェブ・タックス
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税
• 2020年1⽉施⾏。今後施⾏令等を公表予定

デジタル・サービス・タックス（ＤＳＴ）

• 対象ビジネスの域内売上に7.5％課税
• 2019年12⽉公布。2020年３⽉施⾏

デジタル特定財源負担⾦（ＣＩＤＥ digital）

• 対象ビジネスの域内売上に最⼤３％を課税
• 2020年５⽉に法案を議会に提出

デジタル・タックス法案
• 対象ビジネスの域内売上に７％を課税
• 2019年11⽉法案を閣議決定。2020年中旬の施⾏を

⽬指す

電⼦取引税（Electronic transaction tax)
• 外国のデジタル企業に対して所得税または電⼦取引税を

課税。2020年４⽉より適⽤。今後、税率等詳細を公表
予定

オーストリア

イタリア

トルコ

インドネシア

インド

チェコ共和国
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