
2020年2月22日から23日にかけて、サウジアラ
ビアの首都リヤドにおいて、G20財務大臣・中央銀
行総裁会議（以下、「G20」）が開催された。日本から
は麻生副総理兼財務大臣と黒田日本銀行総裁が出席
し、2日間にわたり、世界経済、インフラ投資、国際
租税、デジタル通貨等、広範な分野にわたって議論が
行われた。

G20は、昨年12月1日より、サウジアラビアが議
長国を務めており、今回は、サウジアラビア議長下で
最初の財務大臣・中央銀行総裁会議だった。2020年
のG20の議長国を務めるに当たりサウジアラビアは、
Enhancing Access to Opportunities for All（全ての
人々の機会へのアクセス向上）をはじめ、いくつかの
優先議題を設定している。今回の会議の主たる成果
は、サウジアラビアの優先議題を中心とした年間ア
ジェンダの設定と、今後1年間の議事進行スケジュー
ルについて、大臣レベルで議論・承認できたことであ
る。以下、主な議論の概要を紹介したい。

1  世界経済
G20では通例、個別の議題とは別に独立したセッ

ションを設け、世界経済の現状と見通しについて各国
財務大臣・中央銀行総裁の意見を交換することとなっ
ている。今回のG20は、昨年10月のワシントンでの
会議以来、4カ月ぶりに各国財務大臣が一堂に会して
世界経済を議論する場であった。

世界経済については、昨年12月に米中貿易交渉の
「第一段階の合意」が結ばれ、貿易を巡る緊張は緩和
の兆しが見られている。しかし、足元では、新型コロ
ナウイルス（COVID-19）の感染が急拡大しており、
世界経済へ影響を与えるリスクとして急浮上してい
る。今回のG20でも、議論は新型コロナウイルスに
集中した。

会議後に承認されたG20コミュニケでは、世界経
済について「2020年及び2021年に緩やかに上向く
ことが見込まれる一方、見通しに対する下方リスクは
根強い」との2019年6月G20福岡会議の認識を踏襲
した。特に、新型コロナウイルスについて、監視を要
するグローバルなリスクの中で唯一具体的に記載し
た。その上で、これらの下方リスクに対処するため、
更なる行動をとる用意があり、引き続き、全ての利用
可能な政策手段を用いることを表明した。

（参考） 20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明 
（仮訳）（抜粋）

１ ．2019年末に安定化の兆しが見られた後、世界
経済の成長は2020年及び2021年に緩やかに上
向くことが見込まれる。この回復は、緩和的な金
融環境の継続及び貿易を巡る緊張についてのいく
つかの緩和の兆しによって支えられている。しか
しながら、世界経済の成長は鈍いままであり、地
政学的な及び残り続ける貿易を巡る緊張や政策に
関する不確実性からくるリスクを含む、見通しに
対する下方リスクは根強い。我々は、新型コロナ
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ウイルス（COVID-19）の最近の流行を含む、グ
ローバルなリスク監視を強化する。我々は、これ
らのリスクに対処するための更なる行動をとる用
意がある。

２ ．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つ
つ、我々の潜在成長力を高めるために構造改革の
実行を継続することに引き続きコミットする。債
務残高対GDP比が持続可能な道筋にあることを
確保しつつも、財政政策は、機動的に実施し、成
長に配慮したものとすべきである。金融政策は、
引き続き、中央銀行のマンデートと整合的に、経
済活動を支え、物価の安定を確保するべきであ
る。我々は、国際的な貿易及び投資が、成長、生
産性、イノベーション、雇用創出及び開発のため
の重要なエンジンであることを改めて強調する。
我々は、大阪サミットでの貿易及び投資に関する
首脳の合意を再確認する。我々は、国際的な協力
及び枠組みを強化するために、引き続き共同行動
をとる。我々はまた、2018年3月に行った我々
の為替相場のコミットメントを再確認する。我々
は引き続き金融の脆弱性を監視し、必要に応じ引
き続き対処する。我々はまた、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。

2国際租税
個別の議題の中で、今回のG20において最も注目

を集めたのが国際租税である。経済のデジタル化に対
応した国際的な法人課税ルールについて、2020年末
の最終合意に向けて、G20/OECD「BEPS包摂的枠組
み」を中心に議論が進められている。今年1月には、
G20/OECD「BEPS包摂的枠組み」において、第1の
柱（市場国への課税権配分）の統合的アプローチに係
る「制度の大枠」について合意がなされ、第2の柱

（国際的な最低税負担水準の設定）の進捗報告書が提
出された。しかし、その一方で昨年末、米国は企業側
が現行ルールと新ルールのどちらに従うかを選べるよ

うにすべきだとした「セーフハーバー（選択制）」の
提案をする等、国ごとの意見の隔たりは残っている。

今回のG20では、こうした状況を踏まえ、まず、
G20/OECD「BEPS包摂的枠組み」において合意され
た、第1の柱の統合的アプローチに係る制度の大枠を
交渉の土台として承認するとともに、第2の柱の進捗
報告書を歓迎した。その上で、両方の柱について残さ
れた相違点を乗り越えた更なる進捗を奨励し、2020
年末までの最終報告書によるコンセンサスに基づく解
決策に向けた我々のコミットメントを再確認した。さ
らに、年末の最終合意を前に、政治的合意の基礎をな
すグローバルなコンセンサスに基づく解決策の主要事
項について、G20/OECD「BEPS包摂的枠組み」が
2020年7月までに合意することの重要性を強調した。

（参考） 20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明 
（仮訳）（抜粋）

８ ．我々は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題
への対応に係る最近の進捗を歓迎する。我々は、
G20/OECD「BEPS包摂的枠組み」において合意
された、第1の柱の統合的アプローチに係る制度
の大枠を交渉の土台として承認するとともに、第
2の柱の進捗報告書を歓迎する。我々は、両方の
柱について残された相違点を乗り越えた更なる進
捗を奨励し、2020年末までの最終報告書による
コンセンサスに基づく解決策に向けた我々のコ
ミットメントを再確認する。我々は、政治的合意
の基礎をなすグローバルなコンセンサスに基づく
解決策の主要事項について、G20/OECD「BEPS
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包摂的枠組み」が2020年7月までに合意するこ
との重要性を強調する。我々は、この作業を完了
し税の安定性を確保するための国際協力の重要性
を再確認する。我々は、国際的に合意された税の
透明性基準の実施に係る進捗を歓迎する。我々
は、その基準を満足に実施していない法域の更新
されたG20/OECDによるリストに留意する。リ
ストに載った法域に対しては、防御的措置が検討
される。我々は、「税に関する協働のためのプラッ
トフォーム（PCT）」を通じた協調を含む、開発
途上国における税に関する能力構築を引き続き支
持する。我々は、全ての法域に対し多国間税務行
政執行共助条約に署名及び批准するよう求める。

3金融セクター関連
今回のG20では、金融セクター関連の課題につい

てもいくつか重要な合意がなされた。
まず、昨年10月のG20プレスリリースでも取り上

げられたグローバル・ステーブルコイン等をはじめと
する金融技術革新について、金融安定、消費者及び投
資家保護、マネーロンダリング及びテロ資金供与への
対策、及び通貨主権に係る問題等マクロ経済上のイン
プリケーションに関するリスクを含め、潜在的なリス
クに引き続き警戒を続けることが表明された。

その上で、より安価で、迅速な資金移動を促進する
よう、送金を含むグローバルなクロスボーダー決済を
改善する必要があるとの認識を共有した。

また、LIBORからの円滑な移行の必要性や、金融
市場の分断等への対処の継続にも言及がなされた。

（参考） 20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明 
（仮訳）（抜粋）

９ ．合意された国際基準に基づく、開かれた、強靭
な金融システムは、持続可能な成長を支えるため
に極めて重要である。我々は、合意された金融規
制改革の完全、適時かつ整合的な実施に引き続き
コミットしている。我々は、これらの規制改革の
影響を引き続き評価し、「大き過ぎて潰せない」
問題に対する改革の影響についてのFSBによる
評価を期待する。我々は、ノンバンク金融仲介に

関するものを含め、金融安定性に対する脆弱性と
生じつつあるリスクについて、引き続き特定し、
注視し、必要に応じ対処する。状況に応じ、マク
ロ・プルーデンス政策はツールキットの一部にな
りうる。我々は、規制・監督上の協力等により、
意図せざる、悪影響をもたらす市場の分断に対処
するべく、引き続き取り組む。我々はまた、サイ
バーの強靭性を高める努力を続け、サイバー攻撃
への対応や復旧のための効果的な取組に関する
FSBのツールキットを期待する。我々は、コルレ
ス銀行関係の解消の原因及び結果と、銀行サービ
スへの送金業者のアクセスにかかる課題につい
て、引き続き監視し、対処する。サステナブル・
ファイナンスの動員、及び金融包摂の強化は、世
界の成長と安定にとって重要である。FSBは気候
変動が金融安定に与えるインプリケーションの調
査を行っている。我々は、こうした分野における
民間部門の参加と透明性を歓迎する。

10 ．我々は、市場が2021年末より前にLIBORから
代替参照金利に移行する必要があることを強調す
る。したがって、広く利用されているLIBOR指
標の見込まれている公表停止に対する関係者の準
備が不十分であった場合に生じうるリスクを考慮
すれば、この移行を成し遂げるため、公的部門に
よる支援の下、民間部門による緊急の取組が必要
である。この移行までに残された時間の短さを考
慮すれば、潜在的な金融安定リスクに対処するた
め、2020年中に大きな進捗が必要である。我々
は、FSBに対し、2020年7月までに指標の移行
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に関する残された課題を特定するとともに、それ
らに対処する方法を模索することを求める。

11 ．我々は、技術革新は、金融システム及びより広
く経済に重要な便益をもたらし得るという我々の
見解を再確認し、デジタル時代における規制・監
督上の課題の枠組みを構築する取組を支持する。
そのため、我々は、BigTechの金融分野への進出
の高まりに関連したインプリケーションを検討す
るために、関連する各金融規制基準設定主体も関
与させながら、FSBの地域諮問グループを活用す
る包摂的なアプローチを歓迎する。我々はまた、
FSBに、技術が可能とする規制・監督上の解決策

（RegTechやSupTech）への異なるアプローチに
ついて報告することを要請する。我々は、金融安
定、消費者及び投資家保護、マネーロンダリング
及びテロ資金供与への対策、及び通貨主権に係る
問題などマクロ経済上のインプリケーションに関
するリスクを含め、金融技術革新に伴う潜在的な
リスクに引き続き警戒を続ける。2019年の首脳
宣言を基礎として、我々は、最近採択された仮想
資 産 や 関 連 業 者 に 対 す る 金 融 活 動 作 業 部 会

（FATF）基準を実施するよう各国に促す。我々
は、リスクはサービス開始前に吟味され、適切に
対処される必要があるとした、所謂‘グローバ
ル・ステーブルコイン’とその他の類似の取組に
関する2019年10月の声明を再確認し、これら
の取組に関する規制上の提言を作成するFSBの
取組を支持する。このため、我々は、FSB、
IMF、そしてFATFの報告を期待し、また、マ
ネーロンダリング及びテロ資金供与への対策の基
準を適用するとのFATFの声明を歓迎する。我々
は、送金を含む、より安価で、迅速な資金移動を
促進するよう、グローバルなクロスボーダー決済
を改善する必要性を認識する。我々は、FSBに、
決済・市場インフラ委員会（CPMI）やその他の
関係基準設定主体や国際機関と協調して、2020
年10月までに、グローバルなクロスボーダー決
済を改善するためのロードマップを作成すること
を要請する。

4その他のトピック
Enhancing Access to Opportunities for All（全て

の人々の機会へのアクセス向上）や国内資本市場の発
展、インフラ技術の活用をはじめとする、議長国サウ
ジアラビアの優先議題についても、取組を進めること
が合意された。

また、昨年、日本議長下のG20で取り上げたアジェ
ンダについても、継続的に議論がなされた。具体的に
は、日本議長下で承認された「質の高いインフラ投資
に関するG20原則」において示されているG20の戦
略的方向性と高い志に向けた取組を前進させることと
した。また、債務の透明性及び持続可能性について、
債務者及び公的・民間の債権者双方による協働の重要
性を再確認するとともに、債務脆弱性に対処するため
の更なる取組を奨励した。

（参考） 20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明 
（仮訳）（抜粋）

４ ．インフラは経済の成長と繁栄の原動力であり、
それは技術を通じてさらに高められ得る。インフ
ラにおけるより幅広い技術の活用がもたらす潜在
的な便益は大きい。それは、ライフサイクルを通
じた投資の意思決定を改善し、インフラ・プロ
ジェクトの価格に見合った価値を高め、社会、経
済、環境面でよりよい成果をもたらすよう、質の
高いインフラを建設、運営、維持管理する際の効
率性を向上させる。我々は、インフラにおける技
術の活用を後押しするため、インフラ技術（イン
フラテック）のアジェンダを策定することに合意
する。我々は、これまでのコミットメントと努力
を再確認するとともに、「質の高いインフラ投資
に関するG20原則」において示されている我々
の戦略的方向性と高い志に向けた取組を前進させ
る。我々はまた、インフラ投資における民間部門
の参加のための規制枠組みに焦点を当てることを
含め、「投資対象としてのインフラに向けたロー
ドマップ」の実施を引き続き前進させていく。

７ ．我々は、債務の透明性及び持続可能性を向上さ
せるための、債務者及び公的・民間の債権者双方
による協働の重要性を再確認するとともに、債務
脆弱性に対処するための更なる取組を奨励する。
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この点に関し、我々は、IMFの債務上限ポリシー
及び世銀グループの持続可能な開発金融ポリシー
の見直しの文脈の中で、新たに生じつつある債務
脆弱性に対処するための「様々な角度からのアプ
ローチ」の実施について、担保付貸付の慣行の分
析を深める作業のアップデートを含め、IMF及び
世銀グループによるアップデートを期待する。
我々は、IMF、世銀グループ及びその他の国際開
発金融機関（MDBs）に対し、債務の記録・監
視・報告、債務管理、公的財政管理、国内資金動
員の分野における債務者の能力強化のための取組
を継続することを求める。我々は、「G20持続可
能な貸付に係る実務指針」の実施に関するIMF
及び世銀グル－プのノートで強調されている課題
についての議論を前進させていく。我々はまた、
国際金融協会の「債務透明性のための任意の原
則」の実施に関し、データ保存先を特定する取組
を含め、アップデートを期待する。我々は、低所
得国（LICs）の債務に関してIMF、世銀グルー
プ及びパリクラブによって現在行われている取組
と、債権者たる新興国のより幅広い関与に向けた
パリクラブにおける継続した取組を支持する。

出張者小話
世界有数の原油産出量を誇る、中東のイスラム原理

主義国家、サウジアラビア。名前は聞いたことはあっ
ても、訪れたことがある人はほとんどいないのではな
いか。実際、昨年10月までは、長らく観光ビザの発
給が停止しており、今でも観光で訪れる人はほとんど
いない。国内では厳格なイスラム法解釈に基づく統治
が行われ、女性は数年前まで自動車の運転すら許され
ず、今でも9割近くが真っ黒なアバヤで目以外全身を
覆っている。

日本から、ドバイを経由して17時間。中東の王国
サウジアラビアは遠い。空港に降り立って、まず目に
入るのは、広大な砂漠である。聞けば、850km先の
サウジアラビア第二の都市、ジェッダまで、一本の木
も生えていない広大な砂漠が延々と続くという。リヤ
ドも、砂漠の上に作られた計画都市である。

しかし、そんな砂漠の真っただ中にあって、リヤド
は絢爛豪華な現代都市であった。今回の会場となった

のは、キング・アブドゥルアズィズ国際会議場。もと
もと王家の宮殿だったところを、払い下げられたらし
い。オイルマネーにあかせて贅の限りを尽くした中
東・ヨーロッパ折衷式の大宮殿は、お伽の国に迷い込
んだかのように美しかった。長い廊下には小型自動車
ほどの巨大なシャンデリアがいくつも吊り下げられ、
競うように輝いている。4階建のビルがすっぽり収ま
りそうな高い丸天井には、美しい文様が彫られ、色と
りどりに塗り飾られている。豪華で、それでいて上品
な、素晴らしい宮殿だった。ビューイングルームで必
死でメモ取りしている時も、コミュニケドラフティン
グのさなかに廊下を走り回っている時も、見上げれば
世界でここにしかない眺めが広がっている。間違いな
く当代有数の見事な建築であり、現代のヴェルサイユ
宮殿といえるような会議場だった。

観光客にはもちろん開放されておらず、大臣級の会
議でもなければ使われない会議場。サウジアラビアで
もう一度G20が開かれでもしない限り、二度と訪れ
ることはないだろう。世界一の金持ち王国だからこそ
実現できる、この世のものとは思えない宮殿での国際
会議を目に焼き付けて、アラビア出張は終わった。
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