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資料（１） 国際会議の共同宣言等（2008 年 9月以降） 

 

国際金融市場の動揺に関する７か国財務大臣・中央銀行総裁声明のポイント

（2008 年 9 月 22 日） 

Ｇ７は、最近の金融市場について本日電話会談を行った。国際金融システムの堅実性を

守り、市場の流動性と円滑な機能を促進するという、我々が共有する強いコミットメント

を再確認。これらは、世界経済の健全性を支えるために不可欠。 

金融市場の安定性を高め、信用への懸念に対処するために米国がとった異例の措置‐特

に、金融機関を不安定にしている流動性のない資産を取り除くプログラムの実施を意図し

ていること‐を強く歓迎。また、他のＧ７各国によりとられた措置を強く歓迎。主要中央

銀行は、資金調達市場における流動性の逼迫に対処するため協働してきたが、これは、国

際金融市場の混乱に対処するため極めて重要である。また、いくつかの規制当局は、金融

関連株の空売りの一時的禁止を含め、市場の不適切な操作に対抗し金融市場を安定化させ

るため、断固たる措置を実施してきた。 

規制をより実効性あるものとし、流動性のある安定した市場に投資家を呼び戻すことの

重要性を認識。国際金融システムをより長期的に堅固なものとするため、金融安定化フォ

ーラム（ＦＳＦ）の提言を完全かつ迅速に実施することに引き続きコミット。健全性に係

る監督・規制の強化、金融機関のリスク管理慣行の改善、開示と透明性の向上、会計に係

る枠組みの強化、といった諸点の進捗についてＦＳＦの今秋の報告を期待。 

我々は、国際経済と世界市場における課題に対処するために国際的な協力を強化すること、

財務省、中央銀行及び規制当局の間の非常に緊密な協力を継続することをプレッジ。我々

は、個別にあるいは共同して、国際金融システムの安定性を確保するため必要となりうる

あらゆる措置をとる用意がある。 

（出所：財務省） 

 

７か国財務大臣・中央銀行総裁の行動計画(2008.10.10 於：ワシントンＤ．Ｃ．) 

 

Ｇ７は本日、現下の状況は緊急かつ例外的な行動を必要としていることに同意する。我々

は、世界経済の成長を支えるため、金融市場を安定化させ、信用の流れを回復するために

共同して作業を続けることにコミットする。我々は、以下のことに同意する。 

 

１．システム上の重要性を有する金融機関を支援し、その破綻を避けるため、断固たるア

クションを取り、あらゆる利用可能な手段を活用する。 

 

２．信用市場及び短期金融市場の機能を回復し、銀行及びその他の金融機関が流動性と調

達資金に広汎なアクセスを有していることを確保するため、すべての必要な手段を講じ
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る。 

３．銀行やその他の主要な金融仲介機関が、信認を再構築し、家計や企業への貸出しを継

続することを可能にするに十分な量で、必要に応じ、公的資金、そして民間資金の双方

により資本を増強することができるよう確保する。 

 

４．預金者がその預金の安全に対する信認を引き続き保つことができるよう、各国それぞ

れの預金保険・保証プログラムが、頑健であり一貫していることを確保する。 

 

５．必要に応じ、モーゲージその他の証券化商品の流通市場を再開させるための行動をと

る。資産の正確な評価と透明性の高い開示、及び質の高い会計基準の一貫した実施が必

要である。 

 

これらの行動は、納税者を保護し、他国に潜在的な悪影響を与えないような方法で行わ

れるべきである。我々は、必要かつ適切な場合には、マクロ経済政策上の手段を活用する。

我々は、今回の混乱により影響を受ける国々を支援する上でＩＭＦが果たす決定的に重要

な役割を強く支持する。我々は、金融安定化フォーラムの提言の完全な実施を加速し、金

融システムの改革の差し迫った必要性にコミットする。我々は、この計画を完遂するため、

協力を一層強化し、他の国々と協働する。 

（出所：財務省） 

G20 財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明のポイント 

 

20 カ国の財務大臣・中央銀行総裁は、本日、ブラジルのマンテガ財務大臣を議長として、

ワシントン D.C.の IMF 本部にて臨時の会合を開催した。 

 

 世界経済の安定と成長に関連する重要な事項についての先進国と新興市場国の間の率直

かつ建設的な意見交換を促進するという、G20 の中核的使命に従って、財務大臣及び中央

銀行総裁は、現在の金融市場危機及びその世界経済への影響について議論した。財務大臣

及び中央銀行総裁は、今回の金融危機を乗り越えるために協働し、国際金融市場の規制、

監督、総合的な機能を向上させるための協力を深めることについての決意を強調した。財

務大臣及び中央銀行総裁は、現在の危機が世界に与える影響により、国際的な協力と共に、

必要な国においてはマクロ経済政策、流動性供給、金融機関の強化、個人預金者の保護な

どの重要な分野において、継続した取り組みを行う必要性が強くなったことを強調した。 

 

 財務大臣及び中央銀行総裁は、金融市場が安定し、良く機能することを確保するため、

全ての経済的・金融的手段を用いることにコミットした。また、財務大臣及び中央銀行総

裁は、ある国の措置が他国または金融システム全体の犠牲の上になされることがないよう、
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緊密な連絡の上で行動することにコミットした。 

 

 財務大臣及び中央銀行総裁は、本日発表された IMF の国際通貨金融委員会の声明を支持

した。 

 

 財務大臣及び中央銀行総裁は、引き続き問題に取り組み、密接に連絡を取り合い、11 月

8 日・9 日にサンパウロにて再会することに期待している。次回会合では、これらを含む様々

な課題につきさらに議論されるであろう。 

 

ワシントン D.C. 2008 年 10 月 11 日 

（出所：財務省） 

７か国財務大臣・中央銀行総裁声明（2008 年 10 月 27 日） 

 

我々は、強固かつ安定した国際金融システムが我々の共通の利益であることを再確認する。

我々は、最近の為替相場における円の過度の変動並びにそれが経済及び金融の安定に対し

て悪影響を与え得ることを懸念している。我々は、引き続き為替市場をよく注視し、適切

に協力する。 

（出所：財務省） 

 

20 か国財務大臣・中央銀行総裁会議（G20）コミュニケのポイント［2008 年

11 月 8、9 日 ブラジル・サンパウロ］ 

 

○ 20 か国財務大臣･中央銀行総裁は、世界経済が数十年に一度の金融危機に直面している

中、ブラジル･サンパウロで、第 10 回会合を開催。  

○ 2008 年 11 月 15 日にワシントンで予定される金融市場及び世界経済に関する首脳会合

の開催を歓迎。  

   

（金融市場安定化と世界経済） 

○ 現在の金融危機は、金融市場における過度のリスク負担やずさんなリスク管理慣行、一

貫性に欠けるマクロ経済政策、及び先進国における不十分な金融規制・監督の結果。  

○ 金融市場を安定させ、信用供与の流れを回復させ、世界の経済成長を支えるため、多く

の国においてとられた大胆かつ断固たる措置を歓迎。先進国・新興国双方における短期

金融市場・信用市場の正常な機能を回復するために、必要なあらゆる行動を実施。  

○ 各国は、過度のレバレッジに関連したリスクに対処し、金融規制や監督体制の改善を実

施する必要。格付会社を含む金融システム上重要な主体をよりよく把握し、適切な監督

を確保するよう検討する必要。金融産業のすべての部門が適切に規制・監督の対象とな
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ることを確保すべき。金融の規制監督における景気変動増幅に対処すること、過大な短

期的利潤とリスクテイクをもたらす報酬体系を回避するような措置をとることに合意。

規制監督当局は国境を越えた取引の流れへの警戒と協力を強化すべき。  

○ 拡大する国際的な金融危機が、貿易、信用、為替のチャネルを通じて実体経済に及ぼす

影響を懸念。インフレなき安定した持続可能な成長を助長すべく各国が実情に応じ必要

なあらゆる手段をとる決意を確認。すべての国が貿易・投資における保護主義的圧力を

退けることを慫慂し、ドーハラウンドの迅速かつ成功裡の妥結に対する我々の強固な支

持を確認。  

○ 新興国・途上国が信用へのアクセスを回復し、持続可能な成長と開発に不可欠な民間資

本の流入が再開されるための方策を検討すべき。 

  

（金融危機に対する財政・金融政策の対応）  

○ 財政政策は、現下の金融危機に対応する上で重要な政策手段として作用。経済を安定化

させ、市場及び経済活動に対する金融危機の負の影響を緩和する上で重要な役割。いく

つかの国は経済刺激のための追加的な財政措置を検討している。財政の持続可能性の重

要性は認識しつつも、各国の状況に応じて政策の柔軟性を活用すべき。  

○ 市場の深刻な混乱により、景気変動に対応するための財政政策に必要な資金が調達でき

ない場合、国際開発金融機関は、良好な経済実績と健全な政策を有する国々に対して必

要に応じて支援の手当てを確保しなければならない。  

○ 最近における世界経済の減速と一次産品価格の低下は特に先進国においてインフレ圧

力を減尐させ、中央銀行に金融緩和の決定を許容。金融当局は、必要に応じて適切に行

動するため、レバレッジの解消を含む経済動向を引き続き注意深くモニターする必要が

ある。  

     

（国際的なガバナンスと G20 の実効性の向上）  

○ 世界経済におけるウェイトの変化をより良く反映し、将来の課題に対応できるように、

ブレトンウッズ機関を包括的に改革する必要。これらの機関の正統性や実効性を高める

ため、更なる改革を行うとのコミットメントを強調。  

○ IMF、世銀及びその他の国際金融機関は、国際金融システムの安定・強化、開発のため

の国際連携、及び危機の影響を受ける国々への支援に関し、重要な役割。そのため、我々

は、これらの機関の資金基盤が十分であるかを検証し、必要に応じこれを増強する用意

を有するべき。IMF が、現下の金融危機に対応してその融資の役割を見直し、加盟国の

ニーズに十分応えるよう貸出手段の適応や改変を継続することを慫慂。  

○ IMF は、その幅広い加盟国構成及びマクロ・金融に関する専門性に鑑み、今回の危機か

ら政策的な教訓を引き出し、市場の信認と安定を回復し、将来の危機のリスクを最小限
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に抑える上で主導的な役割を果たすべき。早期警戒機能、サーベイランス及び政策アド

バイスの強化が重要。  

○ 国際金融情勢から提起される課題に対応して、より広範な新興国を含むよう、金融安定

化フォーラムの参加国を拡大すべき。  

○ G20 は、世界経済が直面する課題への対応にあたり決定的な役割を有しており、その実

効性を最大限に発揮すべき。ブレトンウッズ機関の会合の前に G20 会合を開催すること

を検討。必要に応じ緊急の大臣会合を開催する柔軟性を持つことも検討。  

   

（その他）  

○ 今年の議長国のブラジルに感謝。来年、英国の議長の下で、G20 においてより効果的に

協調がなされることを期待。韓国を 2010 年の議長国として歓迎。  

（以 上） 

（出所：財務省） 

 

危機の克服－短期、中期、長期の対策－ 麻生太郎の提案 （要約・金融・世界

経済に関する首脳会合にて）（2008 年 11 月 15 日） 

（問題の根底） 

金融資本市場の安定確保は、現在の経済政策の最優先事項である。 

今次の金融危機の発生には、新たな金融商品の出現やグローバル化に、各国政府による

監督・規制が追い付いていけなかったという問題がある。 

しかし、この問題の根底には、グローバルなインバランスの問題があり、基軸通貨国ア

メリカへの世界中からの資本流入という形で、アメリカの赤字がファイナンスされている

という根本があることを忘れてはならない。 

 

（金融危機防止のための国際協調） 

自由な市場原理に基づく競争、資本フローが、今後とも成長の基礎であり続けることは

言うまでもない。 

今や、各国における規制の在り方に、尐しでも差があった場合に、資本移動が瞬時に起

こりうるほど、資本移動がグローバル化している。こうした状況の下で、金融危機の再発

を防止するために、各国の様々な政策努力を収斂させるべく、いかに協調した行動をとる

かは、いまや不可避の課題であろう。 

 

１． 短期的な金融市場安定化策 

―公正な価格評価と、信頼できる基準に基づいた不良債権の早期開示と、バランスシート

からの切り離し。 

―信用供与の仕組みと、経営者責任の範囲を明確化したうえでの、公的資金による資本注
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入。 

―金融機関の不良債権処理と、借り手企業の過剰債務解消との一体的処理。 

―中央銀行による流動性供給、特にドル流動性の円滑な供給と、地域内でのドル供給メカ

ニズムの進展。 

 

２． 中期的な金融危機防止策 

（グローバル・インバランス問題の是正） 

－過剰消費・借入依存の国における過剰消費抑制策と、外需依存度の大きな国における自

律的な内需主導型成長モデルへの転換。 

（国際金融機関改革） 

－ＩＭＦの、金融市場の動きに対するモニタリング機能、あるいは、金融・経済危機を早

期に発見するための早期警戒機能の向上。 

－今後とも世界の成長の牽引役を期待される新興国に対し、ＩＭＦが必要な支援を行うた

めに、ＩＭＦに対する加盟国による出資総額を、例えば、倍増することを提案。 

増資が実現するまでの当面の対応として、外為特会よりＩＭＦに対し、最大 1,000 億ド

ルの資金融通を行う用意がある。 

－国際開発金融機関も、積極的に役割を果たすべき。特に、融資余力が尐ないアジア開発

銀行に関しては、一般増資を早急に実施すべき。 

－ＩＭＦ、世銀、規制・監督を巡る国際的なフォーラムのガバナンス構造（発言権、投票

権シェア）を、今日の経済実態を反映するように、見直すことを提案。 

（その他） 

－各国の金融監督当局、財政当局、中央銀行の合議体である金融安定化フォーラムを、バ

ーゼル委員会等セクター毎の基準設定国際組織の上位組織として明確に位置付け、その

機能とＩＭＦとの協働を強化するとともに、新興国をメンバーとして再構成。 

－各国の会計基準を収斂する作業が、国際会計基準審議会を中心に進められているが、こ

の作業に、当局、企業、投資家等の関係者が関与することで、客観的な、かつ公正な基

準作りが迅速に進められるべき。 

－証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）を中心に、格付け機関の自主ルールが強化されてい

るが、各国当局に法的権限をもたせる方向の議論を提案。 

―格付け会社について、グローバルな格付け会社だけではなく、各地域にそれぞれローカ

ルな格付け会社を育成することも、域内の債券市場の発展にとって重要。 

３． 長期的な通貨体制 

―米国の経済力が低下し、世界最大の債務国となった現在、果たしてドル基軸通貨体制は

今後とも安定的に持続するのか、という声がある。しかし、我々としては、現在の国際

経済・金融システムが依拠している、ドル基軸体制を支える努力を払うべき。 

―他方で、それぞれの地域において域内の経済協力を推し進め、たとえば東アジアにおけ
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る貿易、金融両面における統合プロセスを推進していくことは重要。開かれた地域主義

は、グローバリズムを積極的な意味で補完。 

（出所：首相官邸） 

 

金融・世界経済に関する首脳会合 宣言（骨子・仮訳）（平成 20 年 11 月 15 日、

米国ワシントン DC 

今次危機の根本的な原因 

・高い成長、資本フローの伸び、安定が続いた期間に、市場参加者はリスクの適正評価無

しに高利回りを求め、脆弱な引受け基準、不健全なリスク管理慣行、複雑で不透明な金

融商品と結果としての過度のレバレッジが、システムを脆弱にした。いくつかの先進国

では、政策・規制当局はリスクを適切に評価せず、金融の技術革新についていけなかっ

た。背後にある主な要素は、一貫性と調整のないマクロ経済政策と不十分な構造改革な

どであり、これらが世界的マクロ経済上の持続不可能な結果を導いた。  

 

とられた措置及びとるべき措置 

・努力の継続と金融システム安定に必要なあらゆる追加的措置の実施。  

・適切と判断される場合における金融政策による支援の重要性を認識。  

・財政の持続可能性の維持に資する政策枠組みを確保しつつ、状況に応じ、即効的な内需

刺激の財政施策を活用。  

・新興国・途上国の資金調達を支援。危機対応における IMF の重要な役割を強調し、新た

な短期流動性ファシリティを歓迎。  

・世銀、国際開発金融機関が開発支援にその能力を活用するよう奨励。  

・IMF、世銀、国際開発金融機関が危機克服で引き続きその役割を果たすために、十分な

資金基盤を確保。  

 

金融市場の改革のための共通原則 

・危機の再来を防止するため、金融市場と規制枠組みを強化する改革を実施する。規制当

局間の国際連携、国際基準の強化及びその一貫した実施が必要。金融機関もまた混乱の

責任を負い、その克服のために役割を果たすべし。  

・我々は以下の改革のための共通原則と整合的な政策の実施にコミット。  

○透明性及び説明責任の強化：複雑な金融商品に関する義務的開示の拡大、金融機関の

財務状況の完全・正確な開示の確保を含め、金融市場の透明性を強化。インセンティ

ブは、過度のリスクテイクを回避するよう調整されるべし。  

○健全な規制の拡大：すべての金融市場・商品・参加者が、状況に応じて適切に規制さ

れ、あるいは監督の対象となることを確保することを誓約。合意され強化された国際

的行動規範に整合的に、信用格付会社に対する強力な監督を実施。規制枠組みを景気



Copyright ©2009 JETRO. All rights reserved. 

 

循環に対してより効果的にする。国内規制制度の透明性の高い審査にコミット。  

○金融市場における公正性の促進：投資家・消費者保護を強化し、利益相反を回避し、

不法な相場操縦、詐欺行為、濫用を防止し、非協力的な国・地域から生じる不正な金

融リスクへの対抗などにより、世界の金融市場の公正性を保護することにコミット。  

○国際連携の強化：各国・地域の規制当局が規制、その他の措置を整合的に策定するよ

う要請する。規制当局は、国境を越える資本フローを含め金融市場のすべての部門に

おいて、協調・連携を強化すべし。規制当局等は、優先課題として危機の予防・管理・

解決のための連携を強化すべき。  

○国際金融機関の改革：世界経済における経済的比重の変化を適切に反映できるようブ

レトンウッズ機関の改革推進にコミット。最貧国を含め新興国・途上国がより大きな

発言権と代表権をもつべし。金融安定化フォーラム（FSF）は新興国に早急に加盟国を

拡大すべし。  

 

閣僚及び専門家への指示 

・財務大臣に G20 指導国（伯、英、韓）の調整により、プロセス・スケジュールの開始を

指示。具体的な措置の最初のリストとして、2009 年 3 月 31 日までに完結すべき優先度

の高い行動を含めて添付の行動計画に規定。他の経済国や既存の機関が任命する専門家

の提言も参考にしつつ、各国の財務大臣に対し、以下の分野を含む追加的な提言の策定

を要請。  

○規制政策における景気循環増幅効果の緩和。  

○市場混乱時の複雑な証券についての国際会計基準の見直しと調整。  

○信用デリバティブ市場の強靱性と透明性の強化及びシステミック・リスク軽減。  

○リスクテイクと技術革新へのインセンティブに関連する報酬慣行の見直し。  

○国際金融機関の権限、ガバナンス及び資金需要の検討。  

○システム上重要な機関の範囲を定義し、その適切な規制・監督の決定。  

・我々は、金融システム改革における G20 の役割にかんがみ、今次原則と決定の実施をレ

ビューするため、2009 年 4 月 30 日までに再び会合する。  

 

開放的な世界経済へのコミットメント 

・保護主義を拒否し、内向きにならないことの決定的重要性を強調。この観点から、今後

12 ヶ月の間に、投資・貿易に対する新たな障壁を設けず、新たな輸出制限を課さず、WTO

と整合的でない輸出刺激策もとらない。  

・WTO ドーハラウンドを成功裏に妥結に導くモダリティについて本年合意に至るよう努力。

貿易大臣に対してこの目標の達成を指示し、必要に応じ直接支援する用意をする。  

・現下の危機が途上国に与える影響に留意。ミレニアム開発目標の重要性、開発援助に関

するコミットメントを再確認。     （出所：外務省） 
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日中韓首脳会議（国際金融及び経済に関する共同声明、仮訳、平成 20 年 12 月

13 日 福岡） 

 

日中韓の三か国首脳は、世界経済及び金融市場が深刻な課題に直面している今、これに効

果的に対応するために、三か国が協力を強化する必要があることで一致した。 

 

日中韓の三か国首脳は、金融市場を安定化し、世界の経済成長を回復させるための一連の

国際会議と協調的努力の重要性を強調した。特に、三か国首脳は、「改革のための原則を実

行するための行動計画」を含む、金融・世界経済に関する首脳会合宣言を実施するとのコ

ミットメントを改めて確認した。 

 

日中韓の三か国首脳は、金融市場の混乱に対応するために、地域協力を一層強化していく

ことの重要性を強調した。三か国首脳は、2008 年 11 月 14 日にワシントン D．C．で行わ

れた日中韓財務大臣会合の結果及び日中韓の二国間通貨スワップ取決めの規模の拡大に関

する最近の決定を歓迎した。また、三か国首脳は、2008 年 12 月 10 日に公表された、三か

国中央銀行総裁による定期会合の立ち上げを歓迎した。三か国首脳は、チェンマイ・イニ

シアティブのマルチ化のプロセスを加速し、地域経済及び金融市場を効果的にモニタリン

グするためのサーベイランス・メカニズムを強化するため、ＡＳＥＡＮメンバーと共に取

り組んでいくとのコミットメントを改めて表明した。アジア開発銀行（ＡＤＢ）は、アジ

ア地域において金融危機の影響を受けた途上国を支援するため、特にインフラ開発及び貿

易金融に関して重要な役割を果たす。このため、三か国首脳は、ＡＤＢの第５次増資に関

して早期に決定が行われることを求めた。 

 

日中韓の三か国首脳は、現在の金融危機が世界経済に与えうる悪影響を最小化するための

努力が強化されるべきであり、地域の貿易・投資を促進し、地域協力を推進する必要があ

ることで一致した。三か国首脳は、世界経済の退潮傾向を反転させ、再び持続的成長の軌

道に戻すために、アジア諸国は「世界の成長センター」としての役割を果たすことが期待

されていることで一致した。この観点から、三か国首脳は、三か国がより重要な役割を果

たすべきであることを確認した。三か国首脳は、「日中韓ビジネス環境改善アクション・ア

ジェンダ」が公表されたことを歓迎した。 

 

日中韓の三か国首脳は、金融・世界経済に関する首脳会合宣言及び世界経済に関するＡＰ

ＥＣ首脳リマ声明に記された投資及び物品・サービス貿易に関するコミットメントを改め

て表明した。さらに、三か国首脳は、保護主義に対抗するため、野心的かつバランスがと

れた包括的な形でドーハ開発アジェンダをできるだけ早期に妥結させるよう三か国の政府
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が努力をしていくことで一致した。また、三か国首脳は、今後 12 か月の間に、三か国の政

府が投資及び物品・サービスの貿易に対する新たな障壁を設けず、新たな輸出制限を課さ

ず、ＷＴＯと整合的でない輸出刺激策を講ずることを自制することで一致した。 

 

日中韓の三か国首脳は、金融セクターのみならず、実体経済においてもアジア諸国におい

て協力を促進する重要性を強調した。三か国首脳は、成長力強化及び内需拡大につながる

措置の重要性を確認し、現下の国際金融危機による悪影響を克服するとともに、アジアに

おける持続的成長を達成するため、アジア諸国の努力を促進する三か国協力を共に強化す

ることを決意した。この関連で、三か国首脳は、ＡＳＥＡＮ統合が着実に進められるよう

支援していくことの重要性を改めて確認した。 

 

2008 年 12 月 13 日、福岡において。 

 

（出所：外務省） 

 

 


