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○重 総合目標５：我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国

際的な協力等に積極的に取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際

金融システムの安定及びそれに向けた制度強化、アジアにおける地域協力の

強化、開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指す。特

に、我が国を含むアジア諸国が共に成長するため、アジアにおける「新成長

戦略」を推進する 

 

 

１．「政策の目標」に関する基本的考え方 

経済のグローバル化が進む中で、通貨に対する信認を確保しつつ、我が国経済の健全な発展を実現
するためには、国際金融システムを安定させ、強固で持続可能かつ均衡ある世界経済の成長を生み出
すとともに、保護主義に陥ることなく国際貿易の秩序ある発展を図ることが重要となっています。ま
た、貧困や地球環境問題、テロ・大量破壊兵器の拡散といった問題にも国際社会が協力して積極的に
取り組む必要があります。我が国は、こうした国際的協力において主体的な役割を果たしていきます。
特に、急速な成長を遂げているアジア地域において、環境やインフラ分野等で我が国の固有の強みを
生かすこと等により、アジア全体の活力ある発展をさらに着実なものとしつつ、アジアの成長を日本
の成長に結実させていきます。 
本目標は、以下に掲げる内閣の基本的な方針を踏まえ、特に重要な取組として推進していきます。 

 

２．内閣の基本的な方針との関連 

第179回国会 総理大臣所信表明演説 

第180回国会 総理大臣施政方針演説 

第180回国会 財務大臣財政演説 

包括的経済連携に関する基本方針（平成22年11月９日閣議決定） 

日本再生の基本戦略（平成23年12月24日閣議決定） 

 

３．重点的に進める業績目標・施策 

該当なし 

 

４．平成23年度の事務運営の報告 

施  策 総5-1：世界経済の持続的発展等に向けた国際的な協力への取組 

［平成23年度実施計画］ 

平成20年秋の金融・世界経済危機に対する各国の協調的かつ断固たる措置の結果、世界経済及び
金融の情勢は改善しているものの、ユーロ圏周辺国における財政懸念に端を発する信用不安や、一
部新興市場国における景気過熱による与信の急激な伸びや資産価格の高騰、先進国における中期財
政健全化計画の具現化の遅れ、経常収支の持続可能な水準の維持などの課題があります。こうした
中、金融危機の再発を防止するとともに、国際金融システムの安定を実現し、更に、開発途上国に
おける貧困の問題や地球温暖化をはじめとした地球環境問題やテロ・大量破壊兵器の拡散といった
問題の解決を図ることにより、強固で持続可能かつ均衡ある世界経済の成長を生み出すため、我が
国は、Ｇ20、Ｇ７等の国際会議に積極的に参画し、国際機関および各国の財務金融当局等との政策
対話も積極的に行います。我が国との関係が深いアジア諸国経済の持続的発展に貢献することは、
我が国経済の発展にもつながる重要な取組であるため、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）＋３
（日中韓）（平成23年は我が国が共同議長国）、ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）等の多国間の
フォーラムで主体的役割を果たしていきます。また、日中財務対話、日韓財務対話等の二国間の会
議を通じて、アジア諸国等との関係を更に深化、拡大させていきます。 
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［事務運営の報告］ 

① 外国為替市場の安定に向けた取組 

     平成23年度においても、日常的な国際金融市場のモニタリング、各国通貨当局との意

見交換や緊密な協力等を通じて、外国為替相場に関する情報の収集・分析を行い、その

安定に向けて取り組みました。 

     特に、Ｇ７（７か国財務大臣・中央銀行総裁会議）やＧ20（20か国財務大臣・中央銀

行総裁会議）、金融・世界経済に関する首脳会合（Ｇ20サミット）等の国際会議におい

て、国際金融市場の動向や各国の対応等について議論を行いました。 

なお、平成23年度には、為替市場の投機的な動き・無秩序な動きへの対応に万全を期

し、日本経済への下振れリスクを具現化させないため、平成23年８月４日に４兆5,129

億円、同年10月31日から11月４日にかけて９兆916億円の為替介入をそれぞれ実施しま

した（いずれも、米ドル買い日本円売り介入）。 

また、平成23年８月に発表した「円高対応緊急パッケージ」において、急激な円高の

進行に対し、民間円資金の外貨への転換（いわゆる円投）の促進による為替相場の安定

化と、長期的な国富の増大のため、外国為替資金特別会計（外為特会）のドル資金をＪ

ＢＩＣを経由して活用する「円高対応緊急ファシリティ」を創設するとともに、為替相

場の安定を図るための為替市場のモニタリング強化を目的に、平成23年９月末までの間、

主要金融機関からの「外国為替の持高報告」を求めることとしました。本報告について

は、その後の市場動向に鑑み、平成24年６月末まで継続予定としています。 

また、外為特会については、「特別会計改革の基本方針」（平成24年1月24日閣議決

定）を踏まえ、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定し、第180回

通常国会に提出したところです。 

我が国の対外的な資金の流れについても、国際収支統計等を通じモニタリングを行っ

ていますが、平成23年度は、東日本大震災や円高の影響を受け、貿易収支が現行統計で

は初めて赤字になった他、平成24年１月には経常収支が３年ぶりに赤字となりました。 

 

② 国際金融システムの安定に向けた制度強化に関する国際的な取組への参画 

イ 国際金融システムの安定（Ｇ２０サミット、Ｇ７等を通じた取組） 

（ａ）Ｇ20サミット等への参画を通じた取組 

平成23年４月に開催された20か国財務大臣・中央銀行総裁会議（米国・ワシント

ンＤ．Ｃ．）では、世界経済、強固で持続可能かつ均衡ある成長のための枠組み

（フレームワーク）、国際通貨システム改革、一次産品価格の変動などについて議

論を行いました。本会合では、フレームワークについて、「継続した大規模な不均

衡」について詳細な評価を行う対象国を選定するための「参考となるガイドライ

ン」に合意しました。ＩＭＦ・世銀総会等の一連の会合の機会を利用して開催され

た９月の20か国財務大臣・中央銀行総裁会議（米国・ワシントンＤ．Ｃ．）では、

欧州の政府債務問題が深刻化し、経済の先行きへの不透明感が拡大する中、世界経

済情勢、特に欧州の情勢を中心に議論が行われ、ユーロ圏が、次回のＧ20パリ会合

までに欧州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）の柔軟化や、金融機関における十
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分な資本の確保など、金融の安定化に必要な措置をとることなどを確認しました。 

11月のＧ20 カンヌ・サミットの準備会合として開催された10月の20か国財務大

臣・中央銀行総裁会議（フランス・パリ）では、３週間前のワシントン会合でユー

ロ圏が行ったコミットの達成を歓迎するとともに、危機の伝播を回避するための更

なる作業に期待することを確認しました。フレームワークについては、カンヌ・サ

ミットにおけるカンヌ・アクションプランの策定に向けた活発な議論が行われまし

た。Ｇ20カンヌ・サミットでは、引き続き、欧州政府債務問題をはじめとする世界

経済の諸課題などの幅広い議題について議論を行いました。本会合では、10月26日

の欧州首脳会合での、危機の伝播を回避するためのファイアウォールの構築などを

含む包括的な計画の決定を歓迎し、その早期の具体化を促すとともに、成長の促進

や財政健全化を図るためのＧ20各国のコミットメントを集約した「カンヌ・アクシ

ョンプラン」に合意しました。 

平成24年２月に開催された、20か国財務大臣・中央銀行総裁会議（メキシコ・メ

キシコシティ）は、メキシコが議長国となって初めてのＧ20であり、世界経済、フ

レームワーク、国際金融アーキテクチャー（制度設計）の強化、金融規制、一次産

品などについて議論を行いました。本会合では、ＩＭＦの資金基盤強化について、

ユーロ圏諸国が、３月にユーロ圏の支援ファシリティの強固さを再評価すること、

これが、ＩＭＦの資金動員に関する検討にとって重要な判断材料を提供することが

確認されました。 

（ｂ）Ｇ７（７か国財務大臣・中央銀行総裁会議）への参画を通じた取組 

平成23年度は、対面会合としては、平成23年４月（米国・ワシントンＤ．Ｃ．）、

９月（フランス・マルセイユ）と、合計２回のＧ７が開催されました。４月の会合

では、我が国から、東日本大震災直後の為替市場の変動に対応した３月18日の協調

介入への協力に感謝を述べ、引き続き、市場を注視しながら適切な協力をしていく

ことを呼びかけました。９月の会合では、その議論の大半が欧州政府債務問題で占

められ、金融安定化のために必要な措置、資金調達の方法を中心に議論が行われる

とともに、財政問題が金融市場に極めて悪影響を与えることが強く認識されました。 

また、Ｇ７は電話会議で日頃から意見交換を行っており、平成23年８月には声明

を発表しました。声明では、米国の財政赤字削減策やユーロ圏首脳会議において決

定されたギリシャ支援などのための包括的なパッケージを歓迎するとともに、為替

については、為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対

して悪影響を与えることを確認し、為替市場における行動に関して緊密に協議し適

切に協力することを確認しました。 

（ｃ）国際金融システムの濫用への対応 

また、我が国は、Ｇ７や、ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）における取組等への積

極的な参画を通じて、国際社会における資金洗浄、テロ資金対策及び大量破壊兵器

拡散防止等促進に向けた様々な作業に貢献しました。日本国内においてもＦＡＴＦ

の対日相互審査報告書の結果を踏まえ、関係省庁と副大臣級会合を開催するなど、

政府全体として必要な対応を進めていきます。 
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特に、イランについては、平成19年２月以降、累次の国連安保理決議に基づき、

核開発等に関与する者に対する資産凍結等の措置を講じてきたところですが、これ

に加え、平成22年６月の国連安保理決議第1929号の履行に付随する措置として、資

産凍結等対象者の追加、資産凍結等によるコルレス関係の停止措置を実施しました。 

なお、米国の国防授権法等、イランに対する各国の制裁措置が我が国金融機関等

に与える影響についても適切に対処しました。 

   

    ロ ＩＭＦ改革 

平成20年秋の金融・世界経済危機後、ＩＭＦでは、主に危機予防を目的とした新た

な融資制度の議論を行い、平成23年度には、①実際の資金ニーズがある場合でも利用

可能、かつ②短期のプログラム期間（６ヶ月）でも利用可能にしたＰＬＬ（Precauti

onary and Liquidity Line）を創設しました。 

また、ＩＭＦの資金基盤増強については、平成22年末に合意されクォータ見直しを

含めた包括的なＩＭＦ改革につき、我が国は、このＩＭＦ増資等に応じるため、平成

23年３月に行ったＩＭＦ増資への同意通知に続き、所要の国内手続きを経て、同年８

月にＩＭＦ協定改正の受諾通知を行いました。 

さらに、平成23年４月には、我が国を含む有志の参加国がＩＭＦに貸付を行うため

の多国間の枠組みである新規借入取極（ＮＡＢ：New Arrangements to Borrow）を拡

大・柔軟化し、資金基盤は更に拡充されました。平成23年11月のカンヌ・サミットで

は、現下の欧州債務危機によるグローバルな資金ニーズの増加を受けて、ＩＭＦが加

盟国全体の利益となるようその責任を果たすための十分な資金基盤強化を確保するこ

とに合意し、我が国は、追加的な資金基盤強化の必要性に関するＧ２０やＩＭＦ理事

会等での議論に積極的に貢献しました。 

我が国は、ＩＭＦの低所得国支援にも積極的に貢献しており、平成23年９月の国際

通貨金融委員会(ＩＭＦＣ)において、ＩＭＦの低所得国向け融資のための信託基金

（ＰＲＧＴ：Poverty Reduction and Growth Trust）に、利子補給金として2014年ま

でに2,880万ＳＤＲ（約39億円）を追加貢献することを表明し、これまでに約10億円

の貢献を行いました。 

ＩＭＦの組織のあり方については、ＩＭＦの正当性、有効性、信頼性を高めるため

に、ＩＭＦスタッフの出身地域、学業・職業の経歴等を多様化することを、国際通貨

金融委員会（ＩＭＦＣ）等の場で主張してきました。 

後に、ＩＭＦのミッション（使命）とマンデート（権限）の見直しについては、

今般の危機を受けてＩＭＦに求められる役割が拡大している現状を踏まえ、ＩＭＦの

現在の活動・今後の機能強化に一層の正当性を与えるため、「金融システムの安定」

を協定上の目的に追加し、サーベイランス（政策監視）に関係する規定の見直しや資

本フローの分野でＩＭＦに明確なマンデートを与えることを検討すべきとの主張をＩ

ＭＦ理事会やＩＭＦ・世銀年次総会等の場で行ってきました。 
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③ アジアにおける地域金融協力の推進 

イ ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣プロセスにおける地域金融協力の取組 

チェンマイ・イニシアティブについては、平成22年３月にマルチ化したチェンマ

イ・イニシアティブの有効性を高めるべく、規模の増額を含む現行の危機対応機能の

強化、及び危機予防機能（平成23年５月開催のＡＳＥＡＮ＋３財務大臣会議において

研究を進めることに合意）について議論を進めました。また、域内の経済監視を行う

常設機関であるＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済リサーチ・オフィス（ＡＭＲＯ）が、平成

23年４月にシンガポールを本部として活動を開始しました。 

アジア債券市場育成イニシアティブ（ＡＢＭＩ）では、平成22年11月に設立された、

アジア域内企業の社債に保証を供与し、域内債券市場の育成に貢献する「信用保証・

投資ファシリティ（ＣＧＩＦ）」について、その活動開始に向けて、スタッフの採用

や業務計画の策定等の準備を進めました。 

また、ＡＳＥＡＮ＋３債券市場フォーラム（ＡＢＭＦ）では、ＡＳＥＡＮ＋３域内

のクロスボーダー債券取引の障害となっている各国の規制、市場慣行に関する情報収

集、並びに取引慣行及び決済上のメッセージ・フォーマットの調和化に向けた検討課

題について調査を行い、包括的な「ＡＳＥＡＮ＋３債券市場ガイド」の作成を進めま

した。 

ＡＳＥＡＮ＋３各国政府・中央銀行関係者及び民間の研究者・研究機関から構成さ

れる「リサーチ・グループ」では、中長期的な地域金融協力の更なる強化のための研

究の実施及びその報告を行っています。平成23年度は、我が国の提案により、「ＡＳ

ＥＡＮ＋３地域の金融システムにおける銀行セクターの役割と機能」等、地域金融協

力に関する様々な調査・研究を進めました。 

 

ロ 日中韓３か国の枠組みにおける取組 

平成23年５月に日中韓財務大臣会議を開催し、地域及び３か国の経済情勢について

の意見交換を行った他、地域金融協力に３か国が引き続き緊密に協力していくことを

再確認しました。 

 

ハ ＡＰＥＣの枠組みにおける地域金融協力の取組 

平成23年11月のＡＰＥＣ財務大臣会合（米国・ホノルル）において、安全で信頼で

きる金融サービスへのアクセス拡大にむけた金融力の向上など、アジア・太平洋地域

における経済・金融分野の協力について議論を行いました。 

 

ニ 二国間における情報交換・意見交換等 

国際的な金融危機による諸課題に対応し、アジア地域の経済回復を確かなものとす

るため、アジア各国当局と緊密に情報交換・意見交換を行いました。 

韓国との間では、平成23年７月に日韓財務対話を開催し、世界・地域経済、日韓両

国の経済、両国・両省間の協力等の議題について意見交換を行いました。また、欧州

情勢等グローバル経済が不安定な中、金融市場の安定のため、平成23年10月には二国
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間通貨スワップ取極の総額700億ドルへの拡充に合意しました。 

中国との間では、平成23年12月の日中首脳会談において、両国の金融市場における

相互協力を強化し、両国間の金融取引を促進することに合意し、また、平成24年２月

の安住財務大臣と王岐山副総理との会談においても、タイムリーな政策協調を強化す

べきであるとの見解が共有されました。これらを受け、両国実務者による合同作業部

会を設置し、両国間のクロスボーダー取引における円・人民元の利用促進や、円・人

民元間の直接交換市場の発展支援等について議論を行っています。 

インドとの間では、平成23年12月の日印首脳会談において、二国間通貨スワップ取

極の150億ドルへの拡充に合意するとともに、デリー・ムンバイ産業大動脈構想を推

進するため、日印共同の資金支援ファシリティの設置等に合意しました。 

また、他のアジア諸国とも意見交換を行いました。 

 

④ 開発途上国の経済社会の発展 

イ 途上国支援 

我が国は、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の達成等に向けて、積極的に途上国支

援に取り組みました。また、途上国にとって必要不可欠な経済・社会インフラの整備

等のための有償資金協力を積極的に行ったほか、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の海外投

融資について、「パイロットアプローチ」の下、具体的な案件審査と制度設計等の手

続きを進めました。なお、ミャンマーについては、同国の民主化等の進展を見守りつ

つ、我が国や国際機関等に対する延滞債務問題の解決に向け、全体的な道筋を付けて

いく努力を行いました。 

 

ロ 国際開発金融機関（ＭＤＢｓ）の強化に関する取組 

国際開発金融機関（ＭＤＢｓ：世界銀行グループ、アジア開発銀行、米州開発銀行、

アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行）は、途上国の開発支援のため、加盟国からの

出資を基に市場からの資金調達を行い、これを原資として長期に亘る低利融資等を行

っています。またＭＤＢｓには、低所得国の貧困削減のため、超長期・低利（又は無

利子）の融資等を行う機関・基金も設けられています。 

平成23年度においては、アジアの低所得国向けの支援を行う基金であるアジア開発

基金（ＡＤＦ）の第10次増資交渉の成功に向け、積極的に議論に参加しました。また

中東・北アフリカ地域での改革の動きを踏まえ検討された欧州復興開発銀行（ＥＢＲ

Ｄ）の業務地域拡大のための議論にも積極的に貢献しました。平成23年度５月のドー

ヴィルサミット（フランス・ドーヴィル開催）では、｢アラブの春｣を主要課題として

議論が行われ、ＥＢＲＤマンデートの地理的範囲を適切に拡大することについて合意

し、国際社会とＥＢＲＤの同地域の持続可能かつ包括的な成長を支援するコミットメ

ントの重要性も確認されました。この合意を受け、平成23年９月のＥＢＲＤの総務決

議において、ＥＢＲＤの地理的業務範囲を地中海の南部および東部まで拡大すること

が承認されました。さらに、アフリカ開発銀行（ＡｆＤＢ）に関して、世界の成長セ

ンターであるアジアとアフリカとのパートナーシップの促進や、アフリカやＡｆＤＢ
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の活動についての広報活動、ビジネス促進のための仲介役としての機能が期待される

東京事務所の設立が平成23年９月に決定され、その開設に向け鋭意準備を進めました。 

 

ハ 地球環境保全・改善に向けた開発途上国の取組支援 

気候変動や、生物多様性の危機等、将来の世代に重大な影響を及ぼすような地球環

境問題が、国際的に大きな課題として取り上げられるようになっています。財務省は、

外務省などの関係省庁と緊密に連携して、これらの影響に脆弱な開発途上国等におけ

る環境の保全・改善のため、二国間・多国間の協力を進めました。 

二国間の協力としては、ベトナムなどの気候変動対策に取り組んでいる途上国に対

して、ＪＩＣＡを通じて気候変動対策円借款の供与を行った他、ＪＢＩＣを活用して

環境投資を支援しました。 

多国間の協力としては、緑の気候基金（ＧＣＦ）の詳細設計の議論に参加したほか、

世界銀行の信託基金である地球環境ファシリティ（ＧＥＦ）及び気候投資基金（ＣＩ

Ｆ）を通じた支援に積極的に参画しました。なお、ＧＥＦについては、我が国より次

期ＣＥＯ候補として石井菜穂子副財務官が立候補しています。 

 

⑤ アジア成長戦略の推進 

近年のアジア諸国の急速な成長を踏まえ、我が国のアジア市場における取引活動を拡

大し、アジアの内需を日本の内需として取り込むことにより、我が国自身の成長機会を

創出することが重要となっており、こうした観点から、新成長戦略の柱の１つであるア

ジア経済戦略について、財務省は、関係省庁と連携しつつ積極的に推進しました。 

我が国システムの海外展開の促進をファイナンス面から支援すべく、ＳＴＥＰ（本邦

技術活用条件）案件の推進を含む、円借款の一層の積極的な活用に取り組みました。ま

た、ＪＢＩＣに期待される新たな役割に対応するための機能強化及び日本政策金融公庫

からの分離を定めた「株式会社国際協力銀行法」が平成23年４月に成立し、５月に公

布・施行されました。 

また、ＣＧＩＦの設立やＡＢＭＦの設置等により、アジア債券市場の構築支援を進め

るなど、アジア域内の貯蓄をアジアの成長に向けた投資につなげるための取組を推進し

ました。  

 

施  策 総5-2：国際貿易の秩序ある発展に向けた国際的な協力への取組 

［平成23年度実施計画］ 

現下の経済情勢に鑑みれば、貿易拡大を通じた世界経済の成長が必要です。 
財務省としては、我が国経済の成長と世界経済の持続的な発展のため、ＷＴＯ（世界貿易機関）

ドーハ・ラウンド交渉の早期妥結を目指して引き続き積極的に取り組みます。財務省においては、
この取組の中で、特に貿易手続の透明性・予見可能性・公平性の向上、簡素化・迅速化等を進める
貿易円滑化交渉を積極的に推進していきます。 
また、我が国経済の成長・発展基盤の再構築のため、「国を開く」観点から、「包括的経済連 

   携に関する基本方針」に沿って、世界の主要貿易国との間で、世界の潮流から見て遜色のない高い
   レベルの経済連携を積極的に進めていきます。 
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［事務運営の報告］ 

① ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉への参画を通じた取組 

ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉では、年初より集中的な協議が行われましたが、５月末

の段階で年内の一括妥結は実質的に断念しました。その後、後発開発途上国向けの優遇

措置を中心とするパッケージとして部分合意が目指されましたが、７月末にはこの部分

合意についても断念しました。このような経緯を受け、11月のＧ20カンヌ・サミットや

ＡＰＥＣ閣僚会議・首脳会議では、交渉を進めるために、斬新で信頼性のあるアプロー

チを追及する必要性が指摘されました。12月のＷＴＯ第８回閣僚会議では、当面一括妥

結の見込みは少ないことを認めつつも、 終的な一括妥結は断念しないこと及び部分的

な先行合意等の新たなアプローチを探求することが合意されました。更に平成24年１月

にはダボスにて非公式閣僚会合が開催され、合意可能な具体的分野を特定すべく、ジュ

ネーブで作業を行うよう指示することで意見の収斂をみました。 

このような中、財務省は、関係省庁と協力しつつ交渉に参画し、特に、貿易手続の透

明性の向上、簡素化等を進める観点から、貿易円滑化交渉を積極的に推進しました。 

 

② ＥＰＡへの参画を通じた取組 

平成23年度には、インド（平成23年８月）及びペルー（平成24年３月）との間のＥＰ

Ａが発効しました。 

平成22年11月に閣議決定された「包括的経済連携に関する基本方針」及び平成23年12

月に閣議決定された「日本再生の基本戦略」等に基づき幅広い国々と戦略的かつ多角的

に経済連携を進めるという方針に沿って、日豪ＥＰＡ交渉を推進するとともに、日韓Ｅ

ＰＡ交渉再開に向けた協議、ＥＵとの交渉開始に向けたスコーピング作業（交渉の範囲

及び野心のレベルを定める作業）やＡＳＥＡＮ＋３、ＡＳＥＡＮ＋６といった広域経済

連携の早期交渉等に向けて取り組みました。環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定

については交渉参加に向けた関係国との協議を進めました。また、日中韓ＦＴＡ産官学

共同研究を平成23年12月に完了し、平成24年３月に報告書を公表しました。カナダ、モ

ンゴルとの間では、平成24年３月にＥＰＡの交渉開始に合意しました。 

財務省は、発効したＥＰＡの円滑な運用に重要な役割を担っており、ＥＰＡに基づく

関税率、原産地規則等の適正な運用に引き続き努めました。 

 

５．平成22年度政策評価結果の政策への反映状況 

（１）世界経済の持続的発展等に向けた国際的な協力への取組 

我が国は、Ｇ20、Ｇ７等の枠組みにおける国際会議への積極的貢献を通じて、世界経済

の持続的発展、国際金融システムの安定、開発・貧困削減、気候変動、アジアにおける地

域金融協力の強化やテロ資金対策等の諸問題への取組を行いました。 

世界経済や国際金融の状況については、欧州の政府債務問題が深刻化し、経済の先行き

への不透明感が拡大しました。こうした中、国際金融システムの安定を図るとともに、強

固で持続可能かつ均衡ある成長を実現するため、適切な政策措置を各国と積極的に議論し

ました。また、国際会議等の場で、日本の経済・金融情勢等について、各国の理解が高ま
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るよう取り組みました。特に、東日本大震災について、我が国からの輸出品への風評被害

に関して冷静な対応を呼びかけ、これまで通りの我が国への訪問を要請するとともに、復

旧・復興と財政健全化目標の達成の両立への取組を説明しました。 

ＩＭＦに関しては、危機予防・対処の両面からＩＭＦが引き続き重要な役割を果たせる

よう、我が国は、融資機能の更なる改善についての議論をリードし、平成23年11月の融資

制度改革の合意に貢献しました。また、サーベイランス機能の強化についての議論にも積

極的に参画しました。平成22年11月にＧ20ソウル・サミットで合意されたＩＭＦクォー

タ・ガバナンス改革については、我が国は増資・協定改正に係る手続きを速やかに実施し

ました。アジアにおける地域金融協力の強化については、ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣・中央

銀行総裁プロセスにおいて、積極的に取り組んでおり、平成23年はインドネシアとともに

共同議長国として、主導的な役割を担いました。 

平成23年４月には、域内の経済監視を行う常設機関であるＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済リ

サーチ・オフィス（ＡＭＲＯ）がシンガポールに設立され、活動を開始しました。また、

昨今の欧州危機の中で、アジア地域経済の安定的成長を確保するため、危機予防機能の導

入を含むチェンマイ・イニシアティブの強化に合意し、具体的な強化策について検討を進

めました。 

平成22年11月に設立された、アジア域内企業の社債に保証を供与し、域内債券市場の育

成に貢献する「信用保証・投資ファシリティ（ＣＧＩＦ）」について、その活動開始に向

けて、スタッフの採用や業務計画の策定等の準備を行いました。また、アジア債券市場育

成イニシアティブを通じて、クロスボーダー債券取引の促進に向けた取組等を進めるとと

もに、地域金融協力の中長期的な課題について、積極的に議論を進めました。ＡＰＥＣに

おいても、安全で信頼できる金融サービスへのアクセス拡大にむけた金融力の向上など、

ＡＰＥＣの枠組みが持つ特色を踏まえつつ、アジア・太平洋地域における経済・金融分野

の協力について議論を行いました。 

テロ資金対策については、各国がＦＡＴＦ勧告に則った取組を進める一方で、テロリス

ト等が取組の脆弱な部分を悪用する可能性が指摘されており、Ｇ７の協調等を通じて国際

的な対策を講じました。 

ＯＤＡについては、開発途上国における安定的な経済社会の発展に寄与するため、我が

国の厳しい財政状況や国民のＯＤＡに対する見方も踏まえつつ、効果的かつ効率的な資金

協力等を実施しました。 

ＭＤＢｓは気候変動対策や防災対策、貧困削減等の開発課題への対応に重要な役割を果

たすことから、23年度においても、我が国は、その活動に積極的に関与・貢献しました。

たとえば、アジア開発銀行（ＡＤＢ）がアジアの 貧国向けに支援を行う基金であるアジ

ア開発基金（ＡＤＦ）の第10次増資交渉の議論に積極的に参加しました。また中東・北ア

フリカ地域での改革の動きを踏まえ検討された欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）の業務地域

拡大のための議論に積極的に貢献しました。さらに、ＭＤＢｓ理事会や政策対話等を通じ

て、ＭＤＢｓへの出資が一層有効かつ効率的に活用されるよう、我が国のＯＤＡ政策・開

発理念をＭＤＢｓの戦略に反映させていくこと、及び業務改革や合理化努力を通じて、各

機関が一層効率の高い支援を行う体制を強化すること等を求めました。また、ＭＤＢｓに
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おいて日本人職員が一層活躍できるよう、世界銀行において将来の正規職員となるために

必要な知識・経験を積む機会を提供するプログラムを引き続き実施するなど、各機関とと

もに取組を行いました。 

気候変動については、気候変動枠組条約第16回締約国会議（ＣＯＰ16）で設立が決定し

た緑の気候基金（ＧＣＦ:Green Climate Fund）の基本設計を議論する移行委員会（ＴＣ:

Transitional Committee）のメンバーとして、第２回ＴＣ会合を東京で主催するなど、Ｔ

Ｃにおける議論に積極的に参加しました。また、世界銀行の信託基金である地球環境ファ

シリティ（ＧＥＦ）及び気候投資基金（ＣＩＦ）を通じ、途上国の気候変動支援にも取り

組みました。さらに、気候変動に脆弱なアフリカ及び島嶼国に対する支援プログラムの検

討を行いました。 

 

（２）関税に関する国際的な取組 

ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の早期妥結に向けて、関税制度・税関手続を所管する立場

から、関係省庁と連携しつつ、引き続き取り組みました。 

また、「包括的経済連携に関する基本方針」に沿って、市場として期待ができるアジア

諸国や新興国、欧米諸国、資源国等との経済連携、とりわけ世界の主要貿易国との間での

高いレベルの経済連携を積極的に推進しました。ＴＰＰ協定については、「包括的経済連

携に関する基本方針」や「日本再生の基本戦略」等に基づき、情報収集を継続するととも

に、交渉参加に向けて関係国との協議に入るなど適切に対応しました。 

 

（３）アジア成長戦略の推進（新成長戦略） 

   新成長戦略の柱の１つであるアジア経済戦略を推進するため、我が国システムの海外展

開の促進に向けて、ＳＴＥＰ（本邦技術活用条件）案件の推進を含め、円借款の一層の積

極的な活用やＪＢＩＣの投資金融などの枠組みの活用を通じ、ファイナンス面からの支援

に努めました。（なお、新成長戦略に盛り込まれている「パッケージ型インフラの海外展

開」の支援等、ＪＢＩＣに期待される新たな役割に対応するための機能強化及び日本政策

金融公庫からの分離を定めた「株式会社国際協力銀行法」は、平成23年４月に成立、５月

に公布・施行。） 

また、アジア債券市場の構築支援を通じ、アジア域内の貯蓄をアジアの成長に向けた投

資につなげるための取組を積極的に推進しました。 

 

６．目標を巡る外部要因等の動向 

（１） 近の世界経済の動向 

近の世界経済の動向は以下のとおりです。 
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○参考指標 総5-1： 近の世界経済動向 

実質ＧＤＰ成長率

(％） 

消費者物価上昇率

(％） 
失業率(％) 

経常収支 

(10億ドル)  

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

世界 -0.6 5.3 3.9 3.5 2.5 3.7 4.8 4.0 - - - - 207.929 315.292 373.52 292.782

日本 -5.5 4.4 -0.7 2.0 -1.3 -0.7 -0.3 0.0 5.1 5.1 4.5 4.5 141.751 195.856 120.241 130.037

米国 -3.5 3.0 1.7 2.1 -0.3 1.6 3.1 2.1 9.3 9.6 9.0 8.2-376.551 -470.898-473.439 -509.911

ドイツ -5.1 3.6 3.1 0.6 0.2 1.2 2.5 1.9 7.7 7.1 6.0 5.6 195.769 199.92 205.449 180.325

フランス -2.6 1.4 1.7 0.5 0.1 1.7 2.3 2.0 9.5 9.8 9.7 9.9 -39.56 -44.657 -62.007 -52.455

英国 -4.4 2.1 0.7 0.8 2.1 3.3 4.5 2.4 7.5 7.9 8.0 8.3 -31.784 -75.089 -46.469 -42.324

ユーロ圏 -4.3 1.9 1.4 -0.3 0.3 1.6 2.7 2.0 9.6 10.1 10.1 10.9 6.212 37.468 40.952 93.644

ＮＩＥＳ諸国 -0.7 8.5 4.0 3.4 1.3 2.3 3.6 2.9 4.3 4.1 3.6 3.5 123.815 137.161 134.845 127.774

中国 9.2 10.4 9.2 8.2 -0.7 3.3 5.4 3.3 4.3 4.1 4.0 4.0 261 305.3 201 181.719

新興アジア 7.1 9.7 7.8 7.3 3.0 5.7 6.5 5.0 - - - - 300.625 303.581 201.306 145.902

中南米 -1.6 6.2 4.5 3.7 6.0 6.0 6.6 6.4 - - - - -22.4 -55.2 -68.2 -107.2

ＣＩＳ諸国 -6.4 4.8 4.9 4.2 11.2 7.2 10.1 7.1 - - - - 41.754 72.437 112.453 106.17

サハラ以南アフリカ 2.8 5.3 5.1 5.4 10.6 7.4 8.2 9.6 - - - - -27.8 -24.6 -21.1 -25.6

   （出所）ＩＭＦ “World Economic Outlook”（2012.４） 

       （http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf） 

（注） ＮＩＥＳ諸国：香港、韓国、シンガポール、台湾。 

 

（２）テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数 

   国際社会の平和と安全を脅かすテロリストの活動を防止することは、国際社会全体の課

題であり、テロ資金が国際金融システムを濫用する形で移転していくことを防止すること

も必要となってきています。財務省としては、国連安保理決議を受けて、外為法に基づき、

これまで累次にわたりテロリスト等に対する資産凍結等の措置を行ってきています。 

 

○参考指標 6-1-7：テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数（Ｐ319に

掲載） 

 

（３）途上国の貧困削減状況 

１日1.25ドル以下で生活する人口が1996年の1,704百万人から2008年には1,289百万人に

低下する等、開発途上国全体の貧困削減については改善が見られますが、地域的な進ちょ

く状況は一様ではありません。 

このような状況に対処するため、我が国は、開発途上国に対する多国間・二国間の協力

に取り組み、開発途上国の貧困削減や安定的な経済社会の発展に貢献しています。 
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○参考指標 総5-2：途上国の貧困削減状況 

１日1.25ドル以下で生活している人口（数）           （単位：百万人） 

 1996年 1999年 2002年 2005年 2008年 

東アジア・太洋州 

（除 中国） 

640

(197)

656

(210)

523

(160)

332

(120)

284

(111)

南アジア 631 619 640 598 571

欧州・中央アジア 18 18 11 6 2

中東・北アフリカ 12 14 12 10 9

サブサハラ・アフ

リカ 
349 376 390 395 386

中南米 54 60 63 48 37

合  計 

（除 中国） 

1,704

(1,261)

1,743

(1,297)

1,639

(1,276)

1,389

(1,177)

1,289

(1,116)
（出所）世界銀行 World Development Indicators 2012 

（http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2012-ebook.pdf） 

 

（４）我が国の貿易動向 

平成23年の我が国の貿易動向についてみると、輸出額は、65兆5,465億円（対前年比2.

7％減）と２年ぶりに減少しました。これは、震災や円高の影響、海外景気の下振れ等を

背景として、自動車や半導体等電子部品等が減少したことによるものです。一方、輸入額

は、68兆1,112億円（対前年比12.1％増）と２年連続で増加しました。これは、燃料価格

の高止まりや原発事故に伴う火力発電燃料の需要増により、原粗油や液化天然ガス等が増

加したことによるものです。 

この結果、輸出額から輸入額を引いた差引額については、▲２兆5,647億円と31年ぶり

で赤字となりました。 

 

○参考指標 総5-3：輸出入額及び貿易バランス（対ＧＤＰ比を含む）の推移 

（単位：億円、％） 

 平成19年 20年 21年 22年 23年 
対前年比 

伸率 

輸出額 

（対GDP比）

839,314

(16.3)

810,181

(16.0)

541,706

(11.5)

673,996

(14.1)

665,465

(14.2％)

▲2.7％

輸入額 

（対GDP比）

731,359

(14.2)

789,547

(15.6)

514,994

(10.9)

607,650

(12.7)

681,112

(14.5％)

12.1％

差引額 

（対GDP比）

107,955

(2.1)

20,633

(0.4)

26,712

(0.6)

66,347

(1.4)
▲25,647

(▲0.5％)

‐

（出所）財務省貿易統計、内閣府ＧＤＰ統計 

（注１）輸出入額の対ＧＤＰ比は、「輸出入額／名目ＧＤＰ」で算出。 

（注２）平成21年の名目ＧＤＰは、第２次速報ベース。 

 

（５）関税負担率の推移とその国際比較 

関税率の水準を示す代表的な指標としては、関税負担率（関税収入額の総輸入額に対す

る比率）があります。我が国の関税負担率は、国内産業保護の必要性にかんがみ比較的高
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い関税率が設定されている品目がある一方で、無税品目も多いため、参考指標 総5-4のと

おり、主要先進国との比較において同等もしくは低い水準となっており、平成22年度にお

いては1.3％となっています。 

 

○参考指標 総5-4：関税負担率の推移とその国際比較          （単位：％） 

年度 
2005 

(平成17) 

2006 

(平成18) 

2007 

(平成19) 

2008 

(平成20) 

2009 

(平成21) 

日 本 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4

米 国 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4

Ｅ Ｕ 1.5 1.4 1.4 1.2 1.4

カナダ 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9

オーストラリア 3.0 3.1 3.0 3.3 2.5

韓 国 2.4 2.4 2.7 1.9 2.2

（出所）関税局関税課調 

（注１）年度は各国の会計年度（但し、ＥＵは暦年）。 

（注２）関税負担率＝関税収入額／総輸入額。 

（注３）諸外国の負担率については、ＯＥＣＤ「REVENUE STATISTICS」及び「Monthly Statistics of Internat

ional Trade」を基に計算したものである。 

（注４）ＥＵの負担率は域外からの輸入額に係るものであり、関税収入額には農産品に対する輸入課徴金を含む。 

なお、ＥＵの2004年から2007年までの数値は、ＥＵ加盟国のうち、ＯＥＣＤに加盟している19か国の

各年における関税収入額と域外からの輸入額を用いて計算した関税負担率である。 

 

７．今後の政策等に反映すべき事項 

   企画立案に向けた提言 

① 世界経済の持続的発展等に向けた国際的な協力への取組 

我が国は、今後とも、Ｇ20、Ｇ７等の枠組みにおける積極的貢献を通じて、世界経済

の持続的発展、国際金融システムの安定、開発・貧困削減、気候変動、アジアにおける

地域金融協力の強化やテロ資金対策等の諸問題への取組を行います。 

世界経済の持続的発展、国際金融システムの安定については、引き続き、平成23年夏

ごろから深刻化した欧州の政府債務問題の解決に向けた取組みを行うとともに、強固で

持続可能かつ均衡ある世界経済の成長を実現するため、各国と一層協働して国際金融シ

ステムの安定に向けた取組みを進めていきます。 

また、国際会議等の場で、日本の経済・金融情勢等について、各国の理解が高まるよ

う取り組みます。ＩＭＦに関しては、危機予防・対処の両面からＩＭＦが引き続き重要

な役割を果たせるよう、我が国は、資金基盤の強化やサーベイランス機能の強化につい

ての議論に積極的に参画していきます。さらに、新しいＮＡＢの主要貢献国として、ま

たＩＭＦとの間の 大1,000億ドル相当の融資契約の維持を通じ、我が国はＩＭＦの資

金基盤の拡充・確保を支援していきます。本年10月には東京でＩＭＦ・世銀総会が開催

される予定であり、ＩＭＦや関係機関等との協力を一層進めていきます。 

アジアにおける地域金融協力の強化については、平成24年５月のＡＳＥＡＮ＋３財務

大臣・中央銀行総裁会議（於：マニラ）においてチェンマイ・イニシアティブ（ＣＭＩ
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Ｍ）の強化策に合意したことを受け、現行のＣＭＩＭ契約及び実務ガイドラインの必要

な改正を進めていきます。ＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済リサーチ・オフィス（ＡＭＲＯ）

については、組織能力強化策の検討、関係国際金融機関との連携強化、ＡＭＲＯの国際

機関化に向けた準備を進めていきます。また、アジア債券市場育成イニシアティブでは、

信用保証・投資ファシリティにおける第1号の保証案件の組成やＡＳＥＡＮ＋３債券市

場フォーラムにおける域内での債券共通発行プログラムの策定等を進めてまいります。

ＡＰＥＣなどの地域協力の枠組みにおいても、その特色を踏まえた地域協力への取組を

推進していきます。平成23年12月に日中首脳間で合意された日中金融協力の強化につい

て、両国の金融市場における相互協力の強化や、両国間の金融取引の促進に向けて、両

国実務者による合同作業部会での協議等を通じ、具体的な取組を進めていきます。 

テロ資金対策については、各国がＦＡＴＦ勧告に則った取組を進める一方で、テロリ

スト等が取組の脆弱な部分を悪用する可能性が指摘されており、今後ともＧ７の協調等

を通じて国際的な対策を積極的に講じます。 

ＯＤＡについては、開発途上国における安定的な経済社会の発展に寄与するため、我

が国の厳しい財政状況や国民のＯＤＡに対する見方も踏まえつつ、効果的かつ効率的な

資金協力等を実施していきます。 

ＭＤＢｓについては、主要出資国として業務運営に積極的に参画し、我が国のＯＤＡ

政策・開発理念をＭＤＢｓの政策に反映させるとともに、我が国の開発援助にＭＤＢｓ

の専門的知見や人材を活用していきます。また、各機関相互や他の援助主体との間の協

調・連携の推進、重点分野の明確化、結果を重視した援助の取組、援助効果の評価の推

進を図ることにより、支援の効率性・有効性を高めるＭＤＢｓの取組を積極的に支援し

ていきます。さらに、ＩＭＦやＭＤＢｓにおいて、日本人スタッフの増加を含む職員の

多様性確保に引き続き取り組んでいきます。 

気候変動については、資金に関する国連の気候変動交渉をフォローするとともに、我

が国がこれまで行ってきた二国間・多国間の支援を引き続き実施していきます。具体的

には、我が国が主要な拠出国となっているＧＥＦ及びＣＩＦの運営や、気候変動枠組条

約第17回締約国会議（ＣＯＰ17）で基本設計文書に合意した緑の気候基金（Green Clim

ate Fund）の詳細設計に係る議論に積極的に参画していきます。 

 

② 関税に関する国際的な取組 

多角的貿易体制の維持・強化に向け、開発途上国の関心や懸念にも配慮しつつ、同交

渉へ積極的に取り組みつつ、特に貿易手続の透明性・予見可能性・公平性の向上、簡素

化・迅速化等を進める貿易円滑化交渉を積極的に推進していきます。 

また、「包括的経済連携に関する基本方針」及び「日本再生の基本戦略」等に沿って、

幅広い国々と戦略的かつ多角的に経済連携を進めていくこととしています。 

アジア太平洋地域においては、日韓・日豪のＥＰＡ交渉を推進し、日中韓、日カナダ、

日モンゴル、ＡＳＥＡＮ＋３，ＡＳＥＡＮ＋６といった経済連携の早期交渉開始等を目

指します。また、アジア太平洋地域以外では、日ＥＵ等との早期交渉開始を目指します。

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、交渉参加に向けた関係国との協
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議を行い、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、ＴＰＰにつ

いて結論を得ていきます。 

 

③ アジア成長戦略の推進（新成長戦略） 

新成長戦略の柱の１つであるアジア経済戦略について、財務省は関係省庁と連携しつ

つ、積極的に推進していきます。 

そのため、我が国システムの海外展開の促進のため、ＳＴＥＰ（本邦技術活用条件）

案件の推進を含む、円借款の一層の積極的な活用やＪＢＩＣの投資金融などの枠組みの

活用を通じて、ファイナンス面から支援していきます。また、「パッケージ型インフラ

の海外展開」の支援等、ＪＢＩＣに期待される新たな役割に対応するための機能強化及

び日本政策金融公庫からの分離を定めた「株式会社国際協力銀行法」が、平成23年４月

に成立し、５月に公布・施行されました。これを受け、平成24年４月、ＪＢＩＣは日本

政策金融公庫から分離して新たな組織となり、業務機能も強化される予定であるところ、

我が国企業による海外事業展開がより積極的に行われることが期待されます。 

また、アジア債券市場の構築支援を通じ、アジア域内の貯蓄をアジアの成長に向けた

投資につなげるための取組を更に推進していきます。 


