0

C20
政策
提言書
2019

C20 政策提言書 2019

C20 政策提言書 2019
目

次

コミュニケ 

4

平和、人権および民主的ガバナンスに関する東京宣言：SDG16+ 達成の
ための市民社会スペース改善に向けて 

5

政策提言書 

7

反腐敗 

8

教育 

13

環境・気候・エネルギー 

18

ジェンダー 

23

国際保健 

28

インフラ 

33

国際財政構造 

37

労働・ビジネスと人権 

41

地域から世界へ 

46

貿易・投資 

51

デジタル経済タスクグループによる提言 

55

基本情報 

60

3

コミュニケ
根本的な変革が必要とされている
この世界をより平等で民主的、平和的、持続可能なものとするために

2030 年まであと 10 年、既存の経済開発モデルがすでに持続不能との烙印を押されている中、私たちの世界は、
致命的な落差に直面しています。それは、
「持続可能な開発目標」
（SDGs）に関連してなされた様々な約束と実
際の行動、また、目標達成に向けて立ちふさがる様々な課題の巨大さとの落差です。問題はあまりに大きく、多
国間主義と民主的多元主義は危機に瀕しています。環境に関わる危機は鋭く増幅され、圧倒的多数の人々が経済
開発の恩恵から取り残されている間に、不平等は劇的なレベルにまで到達し、基本的な人権すら脅威にさらして
います。一握りの大富豪たちの有する富が世界の下半分の人たちの持つ資産の合計と同レベルに達しました。こ
うした不均衡により、腐敗や不法資金流出は深刻化し、債務は持続不能の段階に達し、次の経済危機へのリスク
は高まっています。基礎的なインフラや財、サービスへの人々のアクセスは阻害され、不公正な労働慣行が常態
化し、ジェンダー格差や周縁化された人々への差別は耐え難いものとなり、教育や保健、デジタル化や技術への
アクセスはますます不均等なものとなっています。持続可能な開発に向けた旗艦的な多国間フォーラムとして、
G20 参加国は、2030 年までの SDGs の達成に向けて積極的な役割を果たすべきです。
この文脈において、G20 各国は、途上国への相当額の支援を含め、SDGs の達成に向けて必要な支出を行わなけ
ればなりません。これらの資金メカニズムにおいては、途上国の国内資源の活用を優先すべきですが、そのため
には、既存の地球規模の租税の仕組みを変え、また、ODA に関わる誓約を実現し、包括的な債務持続性の基準
について同意しなければなりません。G20 は、次の経済危機が世界に襲来するのを防ぐ手立てを講じなければな
りません。
地球規模で共有された問題は、地球規模で共有された解決を必要とします。既存の国際秩序は、限られた一部で
はなく、すべての人の利益となるように、根本的な改革がなされねばなりません。私たちが直面する共通の課題
と問題には、持続可能で正義に基づいた、民主的な参画を基礎とした解決が必要です。この民主的な参画におい
ては、健康的で平和的な社会を創造する上で重要な役割を果たすものとして、
「市民社会スペース」が他と対等で
適切なステークホルダーとして位置づけられなければなりません。世界の指導者たちは、地球規模の共有された
課題に対して、確実で効果的な解決をもたらすために集まる必要があります。
「誰一人取り残さない」ためには、真に民主的で参画型のアプローチが必要です。この観点から、人権と「誰一人
取り残さない」原則は、包摂的な成長を実現するための意思決定と行動の双方において、最優先されるべきです。
しばしば遠ざけられ、姿も見えず、声も聞こえないところに置かれがちな人々、例えば女性、LGBTQI、障害者、
先住民、世系に基づく社会グループ、民族的・言語的・宗教的マイノリティ、難民と国内避難民、移住者、高齢
者など、しばしば周縁化され、最も声が届きにくく可視化しにくい人たちが、市民社会組織（CSO）とともに自
分たちの課題を主張でき、政府に説明責任を求める力を身につけられるようになるべきです。各国政府は、その
声に耳を傾け、
自らの責任を果たさなければなりません。
現在、
市民が民主的な方法で行動するための空間が狭まっ
ており、否定的な効果を生んでいます。若者たちの抗議行動を禁止したり、犯罪化したりすることで、社会は全
体として脆弱になっています。G20 のすべての指導者たちは、G20 各国をはじめとする世界各国、また多国間
機構において、
市民社会の活動環境を向上させ、
人々の声を政策に反映する市民社会の取り組みを保障すべきです。
いつにもまして、意思決定における参加と透明性の確保が、G20 の優先課題とされなければなりません。
演説と約束は、世界の課題に責任を持って取り組む、確実で的確、現実的な行動に移されなければなりません。
世界の市民社会は、G20 の指導者たちと対話を続け、より包摂的で、よりよい世界のために、共有された課題へ
の共有された解決方法を見出し、ともに働いていきたいと考えています。市民社会は、社会の最も脆弱で忘れら
れた部分に有効な働きかけをする上で、G20 の指導者たちにとっても有用な存在です。約束を行動に移すとき、
それは今なのです。
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平和、人権および民主的ガバナンスに関する東京宣言：
SDG16+達成のための
市民社会スペース改善に向けて
2019 年 4 月 21 日、東京で開催された C20 サミットの一部である
東京デモクラシー・フォーラムにて採択
2019 年の C20 サミット初日に開催された東京デモクラシー・フォーラム（TDF）の参加者は、
1. 2018 年 1 月 24 日に開催された、アジアの平和・正義・包摂的社会に関する釜山宣言および 2019 年 2 月 28
日に開催されたアジアの平和・正義・包摂的社会に関するウランバートル宣言（SDG16+）を想起し、
2. G20 各国・地域を含む世界各地から 200 名を超える市民社会の参加者を歓迎し、
3. 共催者である民主主義共同体（CoD）事務局、アジア民主主義ネットワーク（ADN）
、アジア開発連盟（ADA）
、
並びに日本政府、国際協力機構（JICA)、フリードリヒ・エーベルト財団（FES）の支援に感謝の意を表明し、
4. 地球と人類にとって決定的な重要性を意味する 2030 年までの行動を要請する 17 の目標と 169 のターゲット
が含まれる、国連総会で採択された文書（A/70/L.1）である「我々の世界を変革する：持続可能な開発のた
めの 2030 アジェンダ」の重要性を再確認し、
5.「我々はいかなる恐れや暴力も無い、平和で、正義が貫かれる包摂的社会を促進する」
「人権、人間の尊厳、法
の支配、平等、非差別が普遍的に尊重される世界を想定する」
「持続可能な開発は、平和・安全なしには実現
できず、平和・安全は、持続可能な開発なくては危機にさらされる」
「誰も取り残さない」ことを決意した文
章を含む「国連 2030 アジェンダ」の原則を再確認し、
6. 途絶えることのない紛争や人道危機、恐ろしいほどの人権侵害、法の支配の崩壊、司法へのアクセスの否定、
民主的ガバナンスの悪化を懸念し、
7. 市民が自由に活動できるスペースや人権、
（特にアジアにおいて）言論・表現・結社・集会の自由に関する規
制の強化、市民社会組織の財政や安全への規制の強化、人権擁護者への攻撃、ジェンダー不平等、LGBTQI の
人々に対する差別、民主的ガバナンスに関わる腐敗や崩壊、市民社会に負の影響を与えかねない科学技術（特
に人工知能や生物工学の分野）による混乱のリスク、虐待・搾取・人身売買・拷問・子どもに対するあらゆる
形態の暴力を懸念し、
8. SDG16 は、あらゆる SDGs の達成を可能にし、また促進させるものであり、すべての政府（特に G20 各国・
地域の政府）や他の公式エンゲージメント・グループとともに行動することを表明し、
持続可能な開発のための、
平和で、包摂的な社会を促進させる、SDG16 とその 12 のターゲットの完全な達成を確実なものにし、すべ
ての人々の司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおける、効果的で、説明責任を果たせる、包摂的な
機関を設立することを宣言し、
9. 2019 年 6 月 28 日、29 日に開催される G20 大阪サミットに対し、以下の提言を 2019 C20 コミュニケの
一部として、提出します。
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提言
A) G20政府は、
一定の期間中に、
過去および現在のすべてのC20による提言を考慮し、
実現しなければなりません。
B) G20 政府は、持続可能な開発のための国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）において、SDG16 を恒久的
かつグローバルで横断的な優先分野とすることを、
あらゆる手段を講じて行い、
SDG17 で行なっているように、
毎年、SDG16 をレビューしなければなりません。
C) アジアにおける市民社会スペースに関し、すべての G20 政府は、市民社会が不可欠で、権利を持った独立し
た存在であり、市民社会の多様な声は、政策決定を豊かなものにするとともに、市民社会組織を規制している
法制度と政策は、組織を制約・管理するのではなく、多様性かつ自由な活動を可能にするべきもの、と認識す
べきです。関連する政府は、市民社会と意味のあるパートナーシップを構築（市民社会の要請に応じて財政や
他の支援を行う）し、
（結社・集会・表現の自由、政府の関与がなく独立した活動ができる権利を含む）国際
人権基準を尊重すべきです。
D) ジェンダーおよびセクシュアリティに関し、G20 政府は、SDG16 の実現につながり、SDG5 を達成するた
めの包括的な計画を立案・実施しなければなりません。これを実施する際、女性をあらゆる平和プロセスに関
与させ、参加・主導できるよう支援し、ガバナンス・システムから等しく恩恵を受けられるようにし、女性や
LGBTQI の人々に対する差別やジェンダーに起因する暴力（紛争下における性的および他の暴力を含む）を禁
止する法律を制定・実施し、女性や LGBTQI の人々のニーズに十分見合った公共サービスを提供し、女性に
課題に適切に対応した法整備やセキュリティ機関・施設の改革を行わなければなりません。
E) 腐敗と民主的ガバナンスに関し、透明性と市民参加に欠ける不平等を伴った社会システムや制度が腐敗を引き
起こすことを、G20 政府は認識しなければなりません。腐敗で苦しむ市民社会や脆弱な人々を含む様々なス
テークホルダーと一緒に、説明責任と実効性を担保するための、十分な法制度や行政機構および社会的手段を
整備・強化しなければなりません。国境を超える課題に対しては、グローバルな協力が鍵であり、G20 政府は、
腐敗を防止するために国境を越えてともに活動しなければなりません。
F) 市民社会組織に対する金融とセキュリティの規制に関し、G20 政府は、金融に関する法整備や行政の支援は、
市民社会組織の設立と活動を促進させることを確実なものとしなければなりません。市民社会組織や人権活動
家が必要な活動を自由に実施できるよう、法律や規制環境を評価しなければなりません。金融活動作業部会と
金融包摂のためのグローバル・パートナーシップを含むグローバルなシステムの運営とともに、非営利組織に
対する銀行のリスク回避がもたらす負の影響を把握・緩和するために市民社会組織と協力しなければなりません。
G)科学技術と市民社会に関し、G20 政府は、科学技術（特に人工知能）の発展を規制する、普遍的で包摂的なメ
ンバーシップによる政府間のプロセスを策定しなければなりません。政府は、移行的な政策策定のために国内
において、労働者の再教育、教育課程の改定、STEAM（科学・技術・工学・芸術・数学）の教育コースや職
業における女性・女子の参画の促進、デジタル・オーナーシップの新しい形態の支援（デジタル化の恩恵を包
括的に共有するデータを提供・使用するために、ユーザーや労働者に対して、安全で説明できるスペースを提
供する共同プラットフォームなど）に、様々なステークホルダーとともに取り組まなければなりません。
H) 子どもに対する暴力に関し、G20 政府は、子どもへのあらゆる形態の暴力は、断じて許されないこと、この
ことは、
「子どもを守るために、あらゆる適切な立法上、行政上、社会上、教育上の手段を講じなければなら
ない」とする子どもの権利条約第 19 条と同様に、SDG16 における平和・校正・民主的社会の根本的原則と
して、
「2030 アジェンダ」に明確に規定されていることを認識しなければなりません。G20 政府は、子ども
への暴力を廃絶させるための重点的な行動を通じ、共通の課題に対応するためのリーダーシップを発揮しなけ
ればなりません（例えば、あらゆる場面での体罰の禁止や、子どものケアに対する子どもの権利をベースとし
たアプローチの促進）
。
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政策提言書

反腐敗

関連する G20 のコミットメント

インフラ

「インフラは、腐敗に対して特に脆弱な分野であり、G20 腐敗対策ワーキンググループ（ACWG）は、この分野
におけるインテグリティと透明性の確保に必要とされる重要な腐敗対策を特定することで国際アジェンダに寄与
する。
」
（G20 腐敗対策行動計画 2019-2021）
公益告発
「G20 は、腐敗と闘う国際的な取組に対して実際的かつ価値のある貢献を引き続き行い、腐敗に立ち向かう公益
告発者の保護およびその他の重要分野において、模範を示し得る。
」
（G20 腐敗対策行動計画 2010）
「公益告発者の保護：ACWG はベストプラクティス、実践における欠落、およびさらなる保護対策の可能性を評価・
特定する。
」
（G20 腐敗対策行動計画 2019-2021）
G20 の腐敗対策の有効性
「G20 は、過去のコミットメントを速やかに実施する必要があり、ACWG はこれを今後 3 年間の優先事項のひと
つとする。
」
（G20 腐敗対策行動計画 2019-2021）
「重複を避けつつ、他の関連する作業の流れとの相互関係・協調を強化する。
」
（G20 腐敗対策行動計画 20192021）
「市民社会、学術社会、ビジネス界との関係を強化する。
」
（G20 腐敗対策行動計画 2019-2021）

ジェンダー
「ACWG は、引き続きジェンダーと腐敗の関連性について理解を深めると共にとり得る対策について議論する。
また、ACWG は腐敗対策プログラムや政策にいかにジェンダーという面を組み込み得るかを議論する。
」
（G20
腐敗対策行動計画 2017-2018）

課題
腐敗は、G20 が直面している、持続可能な世界の発展の推進・貧困の根絶・不平等の是正・SDGs の達成に対す
るもっとも大きな障害のひとつです。
腐敗は、貧困層、特に女性に最も大きな影響を及ぼし、不平等の悪化を招きます。国・分野・企業を問わず、腐
敗の対象とならないものはありません。よって、インフラ分野において透明性とインテグリティを強化すること
は不可欠です。政府は、このような建設事業に推定平均 9.5 兆米ドルを毎年費やしています 1。2030 年までに世
界の建設事業の価値は 8 兆米ドル増し、17.5 兆米ドル／年に達すると言われており、腐敗や管理不行き届き、非
効率性により、この投資額のうちほぼ 6 兆米ドルが毎年失われています 2。
公益告発者は、腐敗やその他の不正を暴く重要な役割を果たします。そのような不正行為に関する情報を開示す
ることにより、公益告発者は多くの人々を救い、公的資金の負担を何十億ドルも軽減してきました 3。OECD に
よれば、
「公益告発者の保護は、社会的利益を保障する最終防衛線 4」です。しかし、公益告発者はしばしば高い
個人的リスクにさらされます。つまり、彼らは解雇、告訴、制裁対象者認定、逮捕、脅迫、あるいは最悪の場合
には襲撃・殺害などのリスクを負っているのです。G20 参加国の多くが公益告発者保護制度を設けていますが、
関連する法律には重大な抜け道があり、ベストプラクティスと言えるものではありません 5。

1 Caroline Spruill, “Open Contracting: Factivists ghting Procureaucrats”, 2013:
2 https://www.open-contracting.org/2013/12/09/open_ contracting_factivists_ ghting_procureaucrats/ https://www.transparency.org/
whatwedo/publication/model_monitoring_agreement_and_integrity_pact_for_infrastructure, 2018
3 US Department of Justice, ‘Justice Department Recovers $ 2.4 Billion in False Claims Cases in Fiscal Year 2009; More than $ 24
Billion Since 1986’, Press Release, 19 November 2009, https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-recovers-24- billion-falseclaims-cases- scal-year-2009-more-24-billion
4 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Committing-to-Eective-Whistleblower-Protection-Highlights.pdf
5 Whistleblower Protection Laws in G20 Countries. Priorities for Action, 2014, http://transparency.org.au/wp-content/ uploads/2014/09/
FINAL__-Whistleblower-Protection-Laws-in-G20-Countries-Priorities-for__-Action.pdf
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これまでに G20 腐敗対策ワーキンググループ（ACWG）が開発してきたリソース、特に資産回復、受益所有権
の透明性、公人の資産開示、および公共調達におけるオープン・データおよびインテグリティは有意義な出発地
点となります。しかし、現在必要とされているのは、これらを実施し分野間の協調を確保することです。

解決手段
過去の G20 のコミットメントの実践、反腐敗アジェンダの影響力の増強 6、および B20・C20 の要請の実施の
促進という目標に対して、ACWG は、既存の G20 のコミットメントや腐敗対策のグッドプラクティスの実践に
注力すべきです。さらに、ACWG はアカウンタビリティを改善し、その取り組みの影響を拡大すべきです。
公益告発、ジェンダー、腐敗といった重要分野において、G20 は効果的な腐敗対策を採用・実施することで模範
を示し得ます。私たちは、G20 参加国は以下の提言を実施しなければならないと考えます。

提言

インフラ
G20 参加国は、これまでのコミットメントの実践を促進し、OECD 多国籍企業行動指針を遵守し、人権・労働者
の権利・環境・贈収賄に関する有害な影響を回避するとともに対策を講じ、インフラ・プロジェクトにおける腐
敗の主要リスクへの対策を講じるために G20 参加国間の対話の機会を確保すること。
◦ 受益所有権の透明性および利害相反：インフラの資金調達において、すべての入札者が公平な扱いを受ける
べきです。公的資金は、特定の個人や企業を優遇するために使われるべきではなく、利害相反は特定・対処
されるべきです。これは以下の手段で実現できます。
◦ 公契約の入札をする企業に受益所有権に関する情報を公表させること。これにより、潜在的な利害相反
を特定し、関連企業の結託の機会を減じ、企業間の公平な競争の機会をつくり、公的資金の最終的な受
益者に関する情報を十分に把握すること。
◦ すべての入札者の素性および受益所有権を、中央公共調達ポータルを通して開示すること。これにより、
コストや重複を削減するとともに、検索・分類可能でプラットフォームに制限されず、機械で読むこと
ができ、広く利用されている非独占的な様式で、登録データの無料利用を可能にすること。G20 参加
国は、Open Ownership が開発しているグローバル受益所有権データ基準を導入すべきです。
◦ ベストプラクティスの原則に沿って、公人の資産申告システムを設置すること 7,8。資産申告にあたり、
企業やその他の法的組織に対する受益所有権に関する関係性を開示しない公人は処罰の対象とすること。
◦ ロビー活動を規制し、インフラに関する政策決定が特定の利益団体や個人を優遇することを阻止するこ
と。この規制は、ロビー活動登録、回転ドア式の癒着の規制、透明性のあるバランスのとれた顧問団の
確保を含みます（訳注：回転ドアとは、規制を実施する政府機関の高級官僚が規制される側の民間企業
の幹部として職を得る一方、同企業の幹部が高級官僚の職を得るような形で、両組織間で影響力のある
地位の人材が入れ替わり続ける癒着関係のこと）
。
◦ 公選された役職者が、自身の政治的キャンペーンに献金した請負業者に利する特定の投資をすることに
対する防止策を講じること。これは、例えば、政治献金およびそれに関する銀行業務の開示や、すべて
の政治的キャンペーンの経済的動きをオンラインで登録・報告するメカニズムの設置によって実現され
ます。
◦ 市民参加および公的情報へのアクセス：公的情報へのアクセスの向上、透明性の確保や調達プロセスの監視
における市民社会の役割の増強、およびインフラ・プロジェクトの影響を受けるコミュニティ、特に女性へ
の働きかけ 9 は、腐敗の問題に取り組む上でインフラ・プロジェクトのいずれの段階においても重要です 10。
これらは以下の手段で実現できます。
6 G20 行動計画 2019-2021
7 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_1_2014_asset_declarations_an_e ective_tool
8 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/asset_declarations_in_morocco_illicit_enrichment_and_con icts_on_interest
9 OECD’s Recommendation of the Council on Public Procurement, Integrity Framework for Public Infrastructure
10 初期プロジェクト特定フェーズ、実行可能性調査による評価、プロジェクト計画立案および入札書類の準備、入札評価および
落札、契約の実施・管理、最終監査・評価
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◦ 公契約手続きのすべてを確実に「デフォルトで公開」すること。
◦ OC4IDS などの契約に関するオープン・データを使用し、正確な情報を速やかに公表すること。
◦ 大規模インフラ・プロジェクトの市民社会による第三者監理を支援すること。その手段として、政府が
透明性に関するコミットメントや効率的で責任ある調達を確実に実行していく一助となるインテグリ
ティ協定およびその他の同様の手段が挙げられます。
◦ 入札前の段階を含め、プロジェクトに影響される人々のニーズを考慮して意思決定を行うために、政府、
産業界および市民社会、特に影響されるコミュニティのステークホルダーに開かれた、効果的かつ建設
的なフィードバック経路を確立すること。
◦ 効果的な公益告発制度を施行すること。これにより、インフラ・プロジェクトを頓挫させかねない非倫
理的な振る舞いに対して、市民や公務員が異議申し立てできる手段を確保すること。

公益告発
すべての G20 参加国は公益告発に特化した包括的な法律をもつべきです。ACWG は、トランスペアレンシー・
インターナショナルの公益告発制度に関する原則や政府説明責任プロジェクトの公益告発者に関する政策のため
の国際ベストプラクティスなどの国際基準やベストプラクティスに沿った G20 公益告発に関するハイレベル原
則を採択・実施すべきです。G20 参加国は、2 年後に進捗を報告することを約束すべきです。G20 公益告発に関
するハイレベル原則は、以下の点を含むべきです。
◦ 適用の範囲：幅広いカテゴリーにおける不正が対象とされ、公益告発者について広範な（伝統的な労使関係
を超えた）定義が提供されるべきです。民間・公共の両方の分野が対象とされるべきです。保護が認められ
るか否かは、公益告発者が真実であると信じる情報を通報する際の動機にまったく左右されるべきではあり
ません。
◦ 保護について：法的手続きにおける保護を含む報復に対する総合的な保護が提供されるべきです。公益告発
者の身元に関しては守秘義務が保証されるべきであり、匿名による告発を許可することも考慮されるべきで
す。通報の阻害や公益告発者に報復を試みた者は罰せられるべきです。
◦ 通報手続きと事後対応について：複数の通報手段が用意されるべきです。公益告発者は、所属組織内部で、
あるいは管轄当局に直接通報できるべきです。特定の状況下においては、公衆に向けての開示も容認される
べきです。幅広い公共・民間分野の組織において、内部告発メカニズムおよび公益告発者の保護手続きの設
置が義務付けられるべきです。さらに、相応な期間、通報された事象の追跡と公益告発者への情報提供が義
務付けられるべきです。
◦ 救済措置について：不当な扱いによる直接的・間接的、過去・将来のすべての影響について、経済面に限ら
ず包括的な救済措置がとられるべきです。公益告発者が被ったいかなる被害についても、それが通報された
事象と無関係であることを立証する責任は雇用主が負うべきです。公益告発者に対する法的・経済的援助が
検討されるべきです。
◦ 公益告発機関について：適切な権限とリソースを与えられた独立機関が公益告発者保護の効果的導入・実行
を担うべきです。

ジェンダーと腐敗
◦ 性的な脅迫（
「セクストーション」
）を含む、腐敗の女性に対する特異的な影響についてジェンダー別のデー
タを収集すること（訳注：セクストーションとは、性的搾取の一形態であり、被害者から非身体的手段で性
行為を強要する、
あるいは被害者の性的画像などを使った脅迫により金品を強要すること）
。これにより、
ジェ
ンダーの観点を腐敗防止政策によりよく反映させ、エビデンスに基づくジェンダーに配慮した腐敗対策イニ
シアティブに有用な情報を提供すること。
◦ 女性が腐敗を通報し、アカウンタビリティを追及するための確固たるジェンダー対応型の通報メカニズムを
確立すること。
◦ セクストーションをジェンダー関連の腐敗・暴力の形態として認識し、対処すること。
◦ ジェンダーを腐敗対策プログラムの本流に組み入れ、腐敗防止政策の形成、導入、監視、評価への女性の関
与を確実なものとすること。
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G20 の腐敗対策の有効性
◦ アカウンタビリティ
◦ G20 各国は、オーストラリアが議長国を務めた時と同様に、自国のアカウンタビリティ報告書を発行
すべきです。共同報告書では、進捗をモニタリングするには不十分であり、結果的に欠落を生み出して
しまいます。
◦ 究極的には、既存の G20 のコミットメントを実践し、進捗・課題について報告することに注力しなけ
ればなりません。コミットメントの実現に向けての各国の具体的な取り組みに関する情報は極めて限ら
れたものであり、反腐敗に取り組むコミュニティ全般において、ACWG の取り組みの有効性や大望に
対する信頼が損なわれる要因となっています。
◦ ACWG の取り組みの拡大およびコミュニケーションの改善：外部へ働きかけやコミュニケーションの不備、
変更され続ける中央プラットフォーム、報告メカニズムの弱さにより、G20 の取り組みは、最終的に非常
に少数の人々や組織にしか伝わっていません。これについて、私たちは以下の点を提言します。
◦ G20 作業部会会合の追加セッションに、一回の短いセッションではない形で、NGO やビジネス界の代
表を招待し、テーマ別に知見やガイダンスを提供させること。
◦ すべての G20 参加国が ACWG 会合に先立って各国で市民社会グループとの会合を持つことを G20 の
方針として採択すること。私たちは、すでに年間を通してビジネス界や市民社会との会合を設けている
各国政府の取り組みを歓迎します。

参考文献
Transparency International, Model monitoring agreement and integrity pact for infrastructure: an
implementation guide for civil society organisations. Available in: https://www.transparency.org/
whatwedo/publication/model_monitoring_agreement_and_integrity_pact_for_ infrastructure
Transparency International, From Open to Clean Contracting: A collective agenda to end corruption in
public procurement and infrastructure and support sustainable development. Available in: https://www.
transparency.org/files/content/feature/Clean_Contracting_Manifesto.pdf
OECD/G20 Study on G20 Whistleblower Protection Frameworks: Compendium of Best Practices and
Guiding Principles for Legislation. Available in: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/48972967.pdf
Transparency International, A best Practice Guide for Whistleblowing Legislation, 2013. Available
in: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/best_practice_guide_for_whistleblowing_
legislation
Transparency International, International Principles for Whistleblowing Legislation, 2018. Available
in: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_
legislation
Government Accountability Project, International Best Practice for Whistleblower Policies, 2016.
Available in: https://www.whistleblower.org/international-best-practices-for-whistleblower- policies/
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教 育

教育に公正を ―持続可能な開発戦略として−
背景／G20 のコミットメント
「教育へのアクセスは人権の一つであるとともに、より包摂的で、繁栄し、かつ、平和な社会の発展のための戦略
的公共政策分野である。
我々は、
女児教育の重要性を強調する。
我々の市民が社会的および技
（術的なイノベ）
ーショ
ンの利益を享受できるようにするため、我々は、雇用政策と、衡平で質の高い教育に関する政策との協調を促進
する。それにより我々は、
幼少期から生涯学習の観点で、
学び方の学習や、
基礎能力およびデジタル技能などのキー・
コンピテンシー（訳注：主要な能力）を促進する包括的な戦略を構築することができる。
」
（2018 年 G20 首脳宣言）
私たちは、SDG ４とこれに関係する目標、
「教育 2030 インチョン宣言」と「教育 2030 行動枠組み」を順守す
る重要性を強調します。

課題
社会における公正を、教育という観点から見た時に重要となるのが、教育における公正です。一人ひとりに、教
育課程の修了のみならず生涯において質の高い学びを享受するために必要な機会が提供されていること、それが
教育における公正が目指していることです。教育が公正であれば、
より公平な社会の実現につながります。コミュ
ニティ／社会の構築を協働して進めていく過程において、学びたい・得たいと感じた知識や技術をすべての人々
が得て、それらをより高めていくことが、より公平な社会を創り出すことにつながります。
教育における衡平性を改善するために、必要な資金を投入していくことがぜひとも必要です。より追加的な資金
拠出に加え、
インチョン宣言にて設定された国際基準を満たすレベルの国家予算・教育予算の増額も求められます。
教育施設、教員に対するトレーニングや十分な給与、情報通信技術（ICT）を利用した適切な教育手法、そしてジェ
ンダーや人種、民族、障害、社会経済状況に基づく差別のない、安全な学びの環境づくりに資金を投入すること
が必要です。最も周縁化され、取り残された人々を最優先にし、かれらが安全で、ジェンダーに配慮した、子ど
もや障害をもった人々に優しく、包摂的で、多文化による学びの環境において、質の高い教育を受けられるよう
にしなければならないのです。2018 年 12 月にブリュッセルで開催された
「グローバル教育 2030 会合」
において、
「グローバルでいくつかの進捗は見られるものの、このままでは 2030 年までに SDG 目標４は達成できない」
（ブ
リュッセル宣言、2018 年）ことが指摘されています。また、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）の報
告書においても、急速な経済発展が必ずしも平等に分配されてきていないため、2000 年に比較して格差は拡大
しつづけていると述べられています（アジア・太平洋地域における SDGs 進捗報告書／ UNSCAP、2017 年）
。
2018 年ブリュッセル宣言で指摘されたように、
「
（前略）いまだ 7 億 5,000 万人の若者・大人が読み書きできず、
その 3 分の 2 が女性です。そして、
2 億 6,200 万人の子ども・若者が学校に通えていません。また、
6 億 1,700 万人、
あるいは世界の 58％の子ども・青少年が、その多くが学校に通っているにも関わらず、読むことも基本的な計算
をすることもできないことも、憂慮すべきです」
。生涯を通して教育を受ける権利を保障する義務の履行者は国家
ですが、その履行義務を他に転嫁することはできません。国家は、すべての子どもたちが就学前からはじまる教
育の道筋をたどれるようにすることを宣言しなくてはなりません。就学前教育や、子ども時代の教育、識字教育、
成人教育、ディーセント・ワークのための技術等の分野は、
「万人のための教育」アジェンダや「ミレニアム開発
目標（MDGs）
」では重視されてきませんでしたが、それら分野において、学校やその他の教育機関へのアクセ
スを改善されれば、それは最も注目に値すべき改善となるでしょう。若い人々、特に女の子たちにとって最も困
難なことは、初等教育のあと継続して中等教育を受けることです。多くの研究が、中等教育がそれまでの教育と
様々な点で異なっており、義務教育ではないこと、また、社会・文化的な文脈や社会（仕事の世界）のニーズに沿っ
ていないことが原因ではないかと述べています。
現状の教育制度は、若い人々がたどるであろう教育の道筋を分岐のない一本の道とみなし、多くの若者が直面す
る困難や置かれた様々な環境を無視した言説に基づいて設計されています。だからこそ、私たちは誰ひとり取り
残されないことを確実にし、どのような社会的、経済的、環境的な状況に若者が置かれていようとも、かれらの
多様性を考慮した、多様に分岐した教育修了までの道を、教育制度は提供しなければなりません。私たちは、女
の子、女性、移民、難民、遊牧民、障害のある人々、先住民族、そして紛争や災害による危機のもとで暮らす人々
を特に重視しています。緊急下においても教育が受けられるようにするという約束は、
特に重要です。というのは、
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学校に通えていない子どもたちの 3 人に 1 人は紛争や災害の影響を受けた国々に暮らしており、子どもたちの発
達が危機にさらされているからです（ユニセフ、2018 年）
。さらに、労働に従事する子どもたちや若者、そして
法を侵したことにより（少年院などに収監され）教育の機会を奪われた子ども・若者にも注意を向ける必要があ
ります。
「
（前略）子どもの権利条約の原則にのっとった制度は、社会への再統合を容易にし、社会にとってもよ
り良い制度だと経験上いえるでしょう。というのは、そうした再統合のシステムは、常習的な犯行や暴力を減少
させますし、多くの場合、こうした方策の方が（長期的にみて）経済的なコストも低く抑えることができるから
です。
（中略）教育、スポーツ、そして青少年の健康を促進するような方策は、若者の犯罪を防ぐための最も適切
な戦略です（ユニセフ、2018 年）
。
」
持続可能な開発目標（SDGs）にて掲げられたように、教育制度から社会（仕事の世界）への移行を保障してい
くことが必要です。教育における格差は、雇用や収入における格差につながります。私たちは、基礎的な技術、
職業能力、様々な職場で応用できるスキルを持つことが、ディーセント・ワークへの就業を可能にすることも理
解しています。教育制度は、こうした重要なスキルを形成することに注力する必要があります。そうすれば、若
い人々が自身の可能性を十分に発揮し、コミュニティに意義ある貢献を行う機会が与えられるでしょう。生涯に
わたる技術を身につけるプログラムを提供し、ディーセント・ワークおよび生計手段へのアクセスを拡大するよ
うな教育制度が強化されれば、若者はより生産的な仕事を見つけ、自分たちの生活に影響を及ぼす決定を行い、
意思決定やリーダーシップにかかわれるようになります。これらはすべて、生産性を高め、雇用を増やし、そし
て持続可能な開発を進めることにつながるのです。

提言
人権の原則に根差した、社会的により公正な世界を可能にするための具体的な行動を示すことが、G20 各国の責
任です。すでに述べた課題を考慮し、C20 教育ワーキング・グループは 4 つの柱に沿って、以下を提言します。

1. 持続可能な成長にむけた質の高い教育
幼児教育 : 子どものウェル・ビーイング（権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態に
あること）の権利を保護し、統合的な教育政策をつくり、また、必要な“遊び”を保障してください。包摂的な
幼児期のケアを促進し、すべての子どもに対して（教育行動としての）
“刺激”を与えうる政策、特に疎外された
子どもたちに重点を置いた政策を策定してください。そうした政策に、母親に対しても教育の修了を保障するよ
うな方策を盛り込んでください。また、子どもたちにとって質の高いケアと教育が、訓練を受けた専門知識を有
する者により、適切な設備と入手可能な教材や学用品が提供され、障害をもった子どもたちも不自由なく利用で
きる施設にて実施されること保障してください。
フォーマル教育（学校教育）
、ノンフォーマル教育（学校外教育）
、インフォーマル教育における、持続可能な開
発のための教育（ESD）およびグローバル・シティズンシップ教育（GCED）: SDG ターゲット 4.7 で目指され
ているように、平和、公正、人権、文化的多様性、そして社会的結束を促進するための ESD および GCED を推
進する政策やプログラムを制定してください。ESD /GCED のプログラムが、すべての教育レベルにおいて確実
に主流化される（教育 2030、ユネスコ、2016 年）ようにしてください。
フォーマル／ノンフォーマル教育および訓練を通じた識字教育 : 識字および基礎的な算数能力は、日々の生活の
基礎となるスキルです。すべての人々が教育を受けた結果として、デジタルリテラシ―、メディアリテラシー、
情報リテラシーを含む機能的識字
（社会において不自由なく生活できるレベルの能力）
を確実に身につけられる
（ブ
リュッセル宣言、2018 年）よう取り組んでください。
文化的な多様性や異なる社会的な文脈を考慮した基礎教育システム：学校カリキュラムにおいて、異なる文化的
価値観や言語、基準が考慮されるようにしてください。移民の人々を考慮に入れた、地域そしてグローバルレベ
ルの認証制度をつくってください。また、法を侵した若者や遊牧民、移民の人々の社会への再統合のケースなど
を考慮にいれ、様々な教育の道筋が可能になるようにしてください。
質の高い教育、質の高い授業：質の高い教員、教育者、トレーナーの数を増やしてください。そして、教員訓練、
職能訓練、労働環境および社会的対話の改善を進めてください。多様な背景や能力、言語を尊重するため、異な
る社会的バックグラウンドやコミュニティ出身の教員や教育者の訓練を行うよう、強いインセンティブのある制
度を取り入れてください。
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2. イノベーションを生む教育
生活のためのならびに働くためのスキル : 幼児期をはじめとしてすべてのレベル・課程のカリキュラムの一部に、
社会性や感情の学習、ライフスキルを取り入れ、継続して行い、そして認定するようにしてください。他分野に
応用の利くスキルや、就職に必要な特別なスキルを、教育システムにおいて習得できるようにし、生徒たちを社
会（仕事の世界）につなげる（G20 首脳宣言、2017 年）ようにしてください。また、職業選択を可能にするよ
うにしてください。これらには、ディーセント・ワークに関する知識を得ることや、経済のニーズに合致し、若
者の雇用を促進するような、スキル開発のプログラムも含まれます。
女性の職業スキル改善ためのイニシアティブ : 周縁化された人々や女の子が、科学、技術、工学、芸術、数学
の分野（STEAM）への道を進めるようにし、また、そうするようにインセンティブを与えてください。また、
2018 年の G20 デジタル経済大臣会合の大臣宣言（付属文書２）にて示された施策を実施することにより、デジ
タルにおけるジェンダー格差をなくすよう、取り組んでください。
多部門連携による参画 : カリキュラム策定、意思決定および制度の変更の際には、教育システムの重要なアクター、
特に生徒および教員のリーダーシップを強化するようにしてください。青少年・若者を、変化の担い手として認
識し、かれらが習得を望む知識・技術が何か、参加を望む機会はいつか等の意思決定には、必ずかれらが参加す
るようにしてください。
（正規の教育課程とは）別の方法での関わり・参画を望む生徒たちを包摂するための戦略
としてコミュニティ組織と協働し、社会教育に関する政策やノンフォーマル教育を促進してください。
STI（科学技術イノベーション）と教育 : G20 各国は、様々な文脈・背景を考慮した、革新的な「SDGs 達成の
ための科学技術イノベーション（STI for SDGs）
」を策定してください。それぞれの国やコミュニティで異なる
文化的背景を理解することが不可欠であり、世界各国で画一的なカリキュラムを導入するのではなく、入手可能
な技術を用い、地域のカリキュラムに沿った形でそれらの技術が導入されるようにしてください。

3. 公正で包摂的な未来をつくるための教育
ジェンダー平等を志向する国家教育計画 : 教育におけるジェンダー平等を最優先にし、女の子が学校に通えない
ような文化社会的障害がある場合は、安全な学校設備や通学手段の確保をはじめとして、女性の教員を雇い、異
なる性的指向、性自認、性表現あるいは身体的差異を包摂する、ジェンダー平等を志向するカリキュラムを推進
してください。包括的な性や人間関係に関する教育をカリキュラムに取り入れ、双方の同意に基づいた健康的な
関係や、有害なジェンダーに対するステレオタイプな見方、規範や慣習をなくしていくことに重点をおいたカリ
キュラムの内容にする必要があります。
障害のある人にとって、平等で安全、かつアクセスできる包摂的な教育機会 : 教育施設あるいは学びのための施
設はすべて、障害を持つ子ども・大人を包摂し、その参加を可能にする適切なインフラ、設備および教材を備え
ているべきです。教員、保護者、そしてコミュニティにとって適切な訓練ツールを取り入れ、障害のある生徒た
ちが包摂されるようにしてください。同時に、障害をもつ人たちの教育を促進しうる、包摂的で経済的なインセ
ンティブのあるカリキュラムを策定してください。
紛争および災害による緊急下であっても子どもたちの教育は継続されなければなりません : 自然災害や戦争によ
る危機の見舞われた人々に対応する教育政策を策定してください。そして、緊急下の子どもたちや若者が継続し
て教育を受けられるようにしてください。教育を継続することにより、子どもや若者が再び正規の教育システム
に復帰することが容易になりますし、武力紛争から学校や生徒たちを保護することにもつながります。
児童労働のリスクにさらされる子どもたち : 教育の権利を保証するために、児童労働の防止、青少年の強制労働、
および女の子に不当に影響を与えることが多いあらゆる形態の現代の奴隷制度に関する規制について、さまざま
な主要関係者（家族、
教育者、
雇用主および組合）が、
知識を持ち、
それらに敏感に反応できるようにしてください。
家庭が子どものための教育を優先することができるように、経済的支援を含む政策を策定してください。
法を侵した子どもたち、青少年および若者をきちんと社会に復帰させ、再犯を防ぐためのシステム : 子ども、青
少年および若者の自由を制限することは、例外的な措置でなければなりません。かれらが社会的に再統合される
ことに焦点を当て、社会への参加を促進し、犯罪の抑止力として、青少年および若者に教育の機会、職業訓練お
よびレクリエーションの機会を提供するべきです（ユニセフ、2018 年）
。子どもたち、青少年および若者の収監
とそれによる自由の剥奪に関して、教員および職員の訓練を含むようなシステムを策定してください。
学校における暴力やいじめをなくす : 安全でポジティブな学校の雰囲気や教室環境を促進するための確固たる政
策の枠組みを策定してください。その枠組みには、教員の支援を拡充し、学校における暴力やいじめを報告・監
視する効果的なシステムも含まれます（UNESCO、2019 年）
。
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4. 教育への資金拠出
教育における民間アクターを規制し、教育の商業化を終わらせる : 公的教育への投資を最優先にし、教育におけ
る公正を確保するために、民間企業による教育を規制してください。少なくとも 12 年間の無償かつ安全で、質
の高い就学前、初等および中等教育の修了を保障してください。12 年間の初等・中等教育における授業料やその
他の隠れた諸経費をなくし、最も周縁化された、特に緊急下にある女の子・男の子を含む、すべての子どもたち
と若者が教育を受けられるようにしてください。
教育への資金を増額する : 教育への資金拠出をアジェンダの最優先とし、国内資金、二国間および多国間援助に
よる投資を確保してください。
国家予算支出および ODA: インチョン宣言（韓国、2015 年、以下文科省仮訳をベースに一部変更）にて各国が
行った以下の約束を実施してください。
「
（前略）GDP の少なくとも 4- 6％そして／または総公共支出の少なく
とも 15-20％を効果的に措置する（後略）
」と同時に、
「
（前略）多数の先進国が開発途上国へ配分する政府開発
援助（ODA）を国民総生産（GNP）の 0.7％目標を実現することを含め、発展途上国への ODA に関わるすべて
のコミットメントの達成はきわめて重要であると認識しています。それらのコミットメントを踏まえると、まだ
行っていない先進国に対して開発途上国へ配分する ODA を GNP の 0.7％に実現するように要求します。
多国間資金が必要 : 二国間および多国間協力、
特に
「教育のためのグローバル・パートナーシップ
（GPE）
」
および
「教
育は待てない基金（ECW）
」
、そして南南協力の強化を通じて、教育資金の増額を優先化してください。ただし、
いかなる意味においても、教育への資金拠出が国の債務増加や、国家主権に基づく決定を左右する能力、および
教育の民営化に結び付いてはなりません。国際協力からの資金は、営利のあるいは非営利であっても私立学校を
支援するために、また教育自体あるいは教育を通して、あらゆる形態の営利行為のために決して使われてはなり
ません。
グローバルな税のシステムを改革し、公正で累進的な税システムを構築する : 教育のための国内資金動員を妨げ
ないようにするために、グローバルな税のシステムを、累進的で公平であり、かつ透明性のある方法で徴税され、
国際社会の調和を確実にするような、権利と義務のバランスの取れているシステムに基づいた制度にしてくださ
い。そして、租税回避を防ぎ、税の不透明性と闘うためのメカニズムも導入してください。
債務の持続可能性 : 途上国が対外債務を負わないようにすることが重要だということをさらに強調してください。
債務がある場合、債務返済が教育予算を左右することがないようにしなければなりません。
参考文献
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
The Incheon Declaration for Education 2030 and the Education 2030 Framework for Action (2015)
G20 Leaders’declaration Building consensus for fair and sustainable development (2018)
G20 Education Ministers’Declaration (2018)
G20 Initiative for Early Childhood Development Building human capital to break the cycle of poverty and
inequality (2018)
Buenos Aires Update: Moving Forward the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development
(2018)
C20 POLICY PACK and other 7 documents, joint statement on Education (2018)
G7 Charlevoix Declaration on Quality Education for Girls, Adolescent Girls and Women in Developing Countries
(2018）
UNGEI, Make it Right: Ending the Crisis in Girls’Education http://www.ungei.org/MakeItRight_Report_07.pdf
Foreign Policy, Argument: Here Come the Young (2016) https://foreignpolicy.com/2016/08/12/here-comes-theyoung-youth-bulge-demographics/
UNESCO, Discover the new Right to education handbook (2019)
https://en.unesco.org/news/discover-new-right-education-handbook
UNESCO, Behind the numbers: ending school violence and bullying (2019)
Brussels Declaration, outcome document of the Global Education Meeting (2018)
Human Rights Council resolutions A/HRC/29/L.14 and A/HRC/32/L.33
UN ESCAP. Asia and the Pacific, SDG Progress Report (2017)
UNESCO, Behind the numbers: ending school violence and bullying (2019)
Brussels Declaration, outcome document of the Global Education Meeting (2018)
Human Rights Council resolutions A/HRC/29/L.14 and A/HRC/32/L.33
UN ESCAP. Asia and the Pacific, SDG Progress Report (2017)
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環境・気候・エネルギー

政治的背景
G20 各国は、世界全体の温室効果ガス排出の約 80％を占めており、気候変動への取り組みにおいて、決定的に
重要な役割と全体責任を有しています。気候変動はすでに自然や人類文明、人権に悪影響を及ぼしており、イン
フラや生活に数十億ドルもの経済的な損失をもたらしています。さらに、最も貧困で脆弱な人々は、生活基盤を
自然資源に大きく依存しており、かれらこそが気候変動の影響や生態系サービスの低下に適応することが難しい
状況にあります。
環境、気候変動、エネルギー転換は、G20 そして G7 の議題として位置付けられています。ハンブルグとブエノ
スアイレスの G20 サミットにおいては、気候変動が現在および将来にわたり重要な地政学上の要素であること
が立証されたところです。
パリ協定（PA）の実施指針が 2018 年に合意され、政府はまさに、これから気候変動対策を加速させなければな
らないときにあります。G20 は、気候変動がシステム全体にもたらすリスクを認識し、エネルギーと金融に関す
る決定が、社会経済政策における気候行動を相互に強化するものとしなければなりません。分断の加速、自然や
農業システム、海洋生態系への損害やそれらの過剰利用は、気候変動と生物多様性の危機の両方を悪化させます。
生物多様性を保全するという気候変動枠組条約およびパリ協定の規定を想起し、土地、森林、海洋における気候
行動が生物多様性の危機に立ち向かうことを確保することが重要です。

政策提言
私たちは、気候変動のリスクと影響に対応し、誰も置き去りにしない視点に立った持続可能な発展と経済の近代
化の機会をつかむために、G20 各国が、次に掲げる事項を採択することを求めます。
最も深刻な気候変動の影響を回避するために、緊急に野心を強化する必要があることを認識すること：2017 年
の G20 の「成長のための気候・エネルギー行動計画」
、2018 年の「G20 首脳宣言」
、
「1.5℃に関する IPCC 特別
報告書」に示された緊急性、さらに、
「気候の野心とタラノア対話に関する COP24 カトヴィツェ会議」の成果を
踏まえ、私たちは G20 各国に次のことを求めます。
◦

パリ協定の目標達成に対し現在の約束の水準が全く不十分であることを認識し、国別約束（Nationally
Determined Contributions：NDC）を 2020 年までに強化することを約束すること。

◦ パリ協定の 1.5℃の気温目標と整合的に温室効果ガス排出量を削減する速やかな行動を取ること、そして、
2019 年の国連事務総長による気候サミットにおいて、気候変動に対する全体としての行動を拡大させるプ
ロセスを具体的に発表すること。
◦ 途上国における NDC の強化プロセスのために、
バランスの取れた予見可能な気候資金の拡大支援を行うこと。
◦ パリ協定の 1.5℃目標および 2050 年までに温室効果ガス排出をネットゼロとすることと整合する意欲的か
つ包括的な国別の長期戦略（LTS）を 2020 年までに策定し、国連に通報すること。そして、持続可能な開
発目標（SDGs）を達成するために、
すべてのステークホルダーに政策の安定性と予見可能性を提供すること。
◦ NDC の見直しと更新および長期戦略の策定におけるマルチステークホルダーによる、包摂的かつ参加型の
対話の機会を持つことを公表すること。そして、先住民の人権、ジェンダー平等、食料安全保障、公正な移行、
世代間衡平、生物多様性の保全を含む、人権の統合やエコシステムの完全性、その他の原則を確保すること。
クリーンで持続可能、
環境にやさしく、
分散型のエネルギーシステムへのエネルギー転換を加速させ、
すべての人々
が安全で持続可能なエネルギーへのアクセスができることと同時に、再生可能エネルギー 100％の未来に向けて
公正な移行を確保すること。
◦ エネルギー政策が意欲的な長期戦略に沿ったものであることを約束すること。またその中には、各国のエネ
ルギーミックスが発展するための脱炭素化オプションや技術、パリ協定の 1.5℃目標と整合的な脱炭素化の
道筋を含めること。
◦ 化石燃料や原子力などの従来型のエネルギー源から、エネルギーシステムを速やかに転換し、石炭からの
フェーズアウトを約束し、民間金融機関に対する規制を整備すること。
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◦ 国内外を問わず、2020 年までに新規の石炭火力発電所への融資を止めること。またそのために、政府組織・
国際開発金融機関、開発銀行、民間銀行を含む、G20 各国における官民の金融機関に対する規制を実施す
ること。
◦ 2030 年までに G20 各国全体に再生可能エネルギーを急速に普及させるための国内政策を実施することを
約束し、1.5℃目標への道筋に沿ってエネルギー源を脱炭素化すること。
◦ エネルギー効率改善を 2 倍にするという SDG7.3 を達成するための政策を 2020 年までに開始し、2030 年
までにその割合を達成すること。
◦ 再生可能エネルギー 100％の未来に向けて、公正な移行のプロセスを活発化させるための国・地域レベルの
対話において、ステークホルダーや市民の参加を確保し、加速度的で、労働者・コミュニティ主導で、強靭
なエネルギー転換を先導すること。
◦ イノベーションと技術は、環境にやさしい方法で行われなければならず、現状維持のために行動を先送りす
るためには使用しないこと。二酸化炭素固定・利用技術（CCS・CCU）は、化石燃料の開発を継続させる
ために用いるべきではなく、ジオエンジニアリング（訳注：気候工学）技術は用いるべきではありません。
◦ 水素生産や、新たな再生可能エネルギー源などの他の技術は、多様化され、かつ統合されたエネルギー源に
貢献するために、さらに開発されるべきです。
化石燃料補助金（FFS）の段階的全廃：今年は、G20 がピッツバーグ宣言において化石燃料補助金からの段階的
全廃に合意をしてから 10 年を記念する年です。これについて G20 各国の進捗が欠如していることは、
エネルギー
転換への大きな脅威です。G20 各国は、これ以上遅れることなく、2025 年までに化石燃料補助金を完全にまた
衡平に全廃するという目標年を緊急に定め、2020 年までにそのためのロードマップを策定するべきです。
◦ 化石燃料補助金を衡平に全廃するために、すべての G20 参加国は 2020 年までに化石燃料補助金に関する
評価を完了させるよう目標年と明確な指針を策定すること。
◦ エネルギー関連の国内外の公的資金支援を、費用効果的でクリーンで、健全で人権に配慮し、安全な環境社
会的な事業にのみ振り向けることを開始するプロセスを策定すること。
気候資金の拡大と、資金フローをパリ協定と SDGs に合致させること。
◦ 適応と緩和への資金を均衡させるために追加的な適応への資金を提供し、低開発途上国に少なくとも 25％
を振り向けることを通じて、2020 年までに、年 1,000 億 US ドルに向けた気候資金の全体としての拡大の
進捗を証明すること。
◦ 緑の気候基金（GCF）の 2019 年の増資およびグローバルリスク資金ファシリティ（GriF）などの他の多国
間のメカニズムへの資金支援を確約し、規模を拡大させること。
◦ 貧困で脆弱な人々に対し、官民の資金が適切で十分であることを確保するための革新的メカニズムを奨励す
ること。
◦ 持続可能なファイナンスを、G20 の資金トラックの常時の焦点とすること。そこには、持続可能なファイ
ナンスに関する研究グループを作業グループに格上げすること、国際開発金融機関（MDB）や国際金融機
関（IFI）を通じてすべての貸付が 2020 年までに SDG に沿うよう確保すること、さらに、パリ協定の 1.5℃
目標と整合する資金フローとすることを含むこと。
◦ 炭素集約型の企業の契約者と受領者への資金フローのすべての情報開示と気候関連財務情報の開示に関する
タスクフォース（TCFD）の勧告の実施を通じた気候リスクの完全な情報公開を要請し、市場とグローバル
ファイナンスにおける完全なる透明性と説明責任を確保すること。
◦ 強力で効果的なカーボンプライシングの実施により、市場に環境社会的外部費用が適切に内部化されること
を確保すること。カーボンプライシングは前進的で、主に化石燃料企業および富裕層の消費者に負担を課す
ものであるべきであり、低所得者に課すべきものではありません。グローバル市場において共通の基盤を確
保しつつ、カーボンプライシングを導入しない管轄権がより環境的に責任を持つようインセンティブを与え
る国境税調整について研究すること。
インフラが低炭素で、包摂的で、環境保全型で、気候レジリエントであることを確保すること：化石燃料インフ
ラへの投資は環境と社会への重大なリスクであり、大量の温室効果ガスの排出を長期にわたって固定化するもの

20

であり、パリ協定がめざす目標と整合しません。
◦ レジリエントではない化石燃料インフラ（CCS 付きの石炭、天然ガス、シェール、タールサンドなど）が
高コストな座礁資産になるリスクを最小化するため、パリ協定の 1.5℃目標に整合しないエネルギー関連の
インフラ開発をやめること。
◦ すべての公的金融機関が、直接・間接を問わず、化石燃料の上流開発・下流開発、高炭素な事業や資産並び
に技術、原子力、大規模バイオエネルギーや大規模水力のためのインフラや政策的な支援を 2020 年までに
確実にやめること。
◦ インフラに関する決定は、上流の、システム規模な地理空間計画によって、厳しい環境上・社会上の開発基
準を確実に満たすようにすること。またインフラに関する決定は、貧困層を救う視点や、包摂的で、気候レ
ジリエントで、ジェンダー課題にも対応した視点から評価されることが必要です。また、農業の目的のため
に貴重な生態系を損なうようなインフラ開発は避けなければなりません。そのような開発による土地利用変
化は、大幅な温室効果ガス排出の増加を引き起こす恐れがあります。
◦ インフラ投資に関する、民主的な監視・反映のプロセスを確立すること。
世界規模でレジリエントな経済・生態系・社会への転換を支援すること。
◦ 経済・生態系・自然・人々および社会が人間活動による変化に脆弱であることを認識し、政策や資金的・財
政的措置を通じて、G20 やパートナーの国々のレジリエンスのギャップに対処すること。
◦ 毎年の進捗を監視し報告することで、レジリエンスを向上させるための作業計画を強化し、実施すること。
◦ 資金の流れを拡大し、専門的な知識や技術を共有できるようにすることを通じて、脆弱な国々（特に小島嶼
開発途上国や後発開発途上国）に対する支援を強化すること。
生物多様性を守り、生態系の完全性および安定性を確保すること。
◦ 完全性が高く、比較的安定している炭素に富んだ地球の生態系の保護および復元を強化し、これ以上の分断
および破壊を防ぐことによって、
生物多様性を保護するための国際的な合意を取り付け、
目的を達成すること。
◦ 2020 年までに森林破壊および生態系の改変をゼロにすること。
◦ 生態系の保全と回復に配慮した持続可能なファイナンスを確保すること。
◦ 農業、水産養殖業、林業の分野における適切な管理を通して、生物多様性の強化を図ること。
◦ 先住民族および地域の知識の重要な役割を認識するとともに、現在の破壊的な土地の利用から、持続可能か
つ気候変動対応型農業（Climate-Smart Agriculture：CSA）への迅速な移行計画を策定し、実行すること。
◦ 生態系保護、景観修復、食品廃棄物削減などの食料安全保障政策と連携する消費と環境行動の好循環を推奨
すること。生態系を保護・回復することは、将来にわたってすべての人間に持続可能な食料を供給するため
に不可欠です。
海洋プラスチック汚染を削減すること。G20 は、新たなプラスチックの生産を削減し、プラスチックが海洋に流
出するのを抑止するために、2018 年の G7 イニシアティブと 2017 年の G20 海洋ごみ行動計画にもとづき、行
動すること。
◦ G7 シャルルボワサミットの海洋プラスチック憲章に賛同して参加し、内容を実現させることを約束するこ
と。海洋プラスチック汚染との戦いのための新たに国際的に合法的に取りつけた合意を支持すること。
◦ 1 回だけしか使わない（訳注：使い捨ての）プラスチック（袋、皿、ナイフ、フォーク、スプーン、箸、ストロー、
風船の棒、綿棒、マイクロビーズ、酸化型生分解性プラスチックを材料とした製品、発泡スチロールの包装
やファーストフードの容器など）を 2021 年までに廃止することに向けて、段階的に削減するために毎年の
目標を設定すること。
◦ プラスチック製品を急速に減らしていく法律を導入すること。1 回だけしか使わないプラスチックの製品の
禁止、再充填、再利用可能な容器の開発への投資や、ごみになりやすい包装を減らすような新たな製品配給
システムの革新およびレジンペレット、人工芝の破片の流出の規制を含みます。
◦ 2025 年までに、飲料ボトルの分別回収や完全なリサイクルを行うことにより、リサイクルを加速すること。
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農業用のプラスチック製品の使用を減らし、プラスチックで被覆された肥料を禁止すること。
◦ マイクロ・プラスチック・ファイバーの発生源対策を実施すること（衣類、洗濯機、乾燥機からマイクロ・
プラスチック・ファイバーを簡単に発生させないこと）
。
◦ 生分解性／バイオマスプラスチックに対して予防的アプローチを取ること。特に、原料を考慮した持続可能
性（訳注：食料と競合せず、熱帯林を破壊しない範囲でバイオマスプラスチックを使用すること）を考慮し、
生分解性プラスチックはクローズドシステムで使用すること（訳注：環境に放出させず、分別回収し、処理
すること）
。
◦ リサイクル率に廃棄プラスチックからのエネルギーリカバリーを除外すること。2030 年までに廃止すること
に向けて、二酸化炭素も発生させるプラスチックの焼却を段階的に削減するために毎年の目標を設定すること。
◦ 海洋ごみは、人間の食べ物（海産物に限らず塩を含む）に脅威を与える深刻な環境汚染のひとつであるとい
う警告を行うこと。マイクロプラスチック、化学物質、重金属が含まれています。
◦ 海洋の生物多様性にもとづく生態系サービスという自然資源を持続可能に利用（漁業・観光など）するよう
に注意を払うこと。
◦ 大量の漂着、漂流する海洋ごみの脅威から海での生業や経済活動を保全すること。海洋ごみは、漁場やスポー
ツの場を物理的に覆ってしまうという障害物となっています。海や陸の景観にもダメージを与えています。
このような状況は、沿岸域の伝統的なコミュニティや沿岸域の文化を崩壊させかねません。
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IPCC (2018) Global Warming of 1.5C
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ジェンダー

背景／G20 のコミットメント
C20 は G20 各国が行ったジェンダー平等を実現し、女性の経済的なエンパワーメントを完全な形で保障するた
めの各種コミットメントを確認し、賞賛します。
2018 年の G20 ブエノスアイレス首脳宣言で G20 の指導者たちは「ジェンダー平等は経済成長及び公正で持続
的な発展のために極めて重要である」
ことを確認しました。宣言では G20 が労働への参加率に見られるジェンダー
格差を 2025 年までに 25% 削減するという、
従来のコミットメントを再確認しつつも「更なる取組が必要である」
ことが強調されました。G20 首脳宣言では、
「すべての人の労働条件の改善」と「女性と少女に対するあらゆる
形態の差別及びジェンダーに基づく暴力を終わらせることを目的としたイニシアティブの推進」へのコミットメ
ントも行われました 11。
G20 腐敗対策作業部会は、2019-2021 行動計画のなかで、ジェンダーと腐敗のつながりについて理解を深める
とともに、腐敗対策のプログラムと政策にジェンダーの視点を組み入れることについて検討することを明記して
います 12。2018 年の G20 首脳宣言において、デジタル経済担当の G20 各国の大臣により、ジェンダーに基づ
くデジタル・ディバイドを埋めるために推奨される行動をまとめた包括的なリストが提示されました 13。
C20 はこれらの G20 のコミットメントを歓迎し、アルゼンチンが議長国を務めた 2018 年の G20 の議題を通じ
てジェンダー主流化戦略を取ったことを賞賛します。
一方で、G20 は未だ差別や暴力を過度に受けている LGBTQI（性的マイノリティ）14 の人々の人権と経済参加に
関するコミットメントは行っていません。

課題
G20 およびその他の国際的な議論の場では、女性の経済的なエンパワーメントが課題として取り上げられてきた
にも関わらず、女性の経済的な選択、所得・資産を所有し、管理する権利は男性と平等ではありません。2017
年のグローバル・ジェンダー・ギャップ報告書で、世界経済フォーラムは経済的なジェンダー格差を解消するに
は今後、217 年かかるだろうと指摘しています 15。
ジェンダー平等の達成および女性と少女の人権の確立は、倫理的にも、経済的にも喫緊の課題です。ジェンダー
平等は持続可能な開発目標（SDGs）の中核です（ジェンダー平等は SDGs の 1 項目であるだけでなく、他の目
標にとっても必須要素でもあります）
。G20 各国は、世界人権宣言、そして自らが締約国である様々な人権に関
する国際条約に基づいてジェンダー平等を保障することを求められています。
ジェンダー不平等の存続は、家族、コミュニティ、社会全体に著しい社会的・経済的コストを生じさせる一方、女性
の権利とエンパワーメント促進への投資は社会と経済にプラスの効果をもたらすことが明らかになっています。
ILO は労働への参加率に見られるジェンダー格差を 2025 年までに 25% 削減できれば、GDP が 5.3 兆米ドル増
える可能性がある、と試算しています。女性に対する暴力を予防し、セクシュアル / リプロダクティブ・ヘルス /
ライツを実現することにより生産性が向上し、投資がプラスの収益を生むことも研究で明らかになっています 17。

11 G20. G20 Leaders’ Declaration: Building Consensus for Fair and Sustainable Development, 2018.
12 G20 Anti-Corruption Working Group. G20 Anti-Corruption Working Group Action Plan 2019-2021, 2018.
13 G20 Digital Economy Ministerial Declaration, 2018.
14 Lesbian, gay, bisexual, trans, queer, questioning, intersex.
15 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2017, 2017.
16 International Labour Organization. Economic Impacts of Reducing the Gender Gap (What Works Research Brief No. 10), 2017.
17 Care International. Counting the Cost: The Price Society Pays for Violence Against Women; 2018; Universal Access Project.
BRIEFING CARDS: Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) and the Post-2015 Development Agenda, 2014.
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G20 各国が労働への参加率のジェンダー格差を削減しようとするなら野心的な行動が必要です。
女性およびジェンダーにおける少数者と周縁化された人々、すなわち現実のあるいは他者に認識された性的指向、
性自認、性表現、性徴などによって差別されている人々の、経済的正義を阻害する根本原因と構造的障害に立ち
向かうよう、C20 は G20 各国に呼びかけます。根本原因と構造的障害には、ジェンダーや周縁化された人々に
関する有害な社会的、文化的、宗教的規範と慣習が含まれます。これらは、無償のケアと労働の不平等な分配、ジェ
ンダーに基づく賃金格差、仕事の場におけるものを含むジェンダーに基づく暴力とハラスメント、デジタル経済
からの女性の排除など、女性と LGBTQI の人々にとっての経済的な正義の実現を阻む主要な原因となっています。
こうした背景を踏まえ、国連事務総長の「女性の経済的エンパワーメントのためのハイレベルパネル」は、
「女性
の経済的機会を拡大するためには 2030 アジェンダのトップに規範の変革を掲げるべきだ」と述べました 18。
同様に、有害なジェンダー規範と固定観念は、他の交差的・複合的差別とともに、LGBTQI の人々の教育、就業
機会、就業後の経験に有害な影響を及ぼします 19。2014 年の調査では、現実のあるいは他者に認識された性的
指向、性自認、性表現、性徴に基づく差別は経済に悪影響を及ぼすことが分かっており、また「LGBT の人々が
法的権利を獲得することはより高いレベルの経済発展に結び付く」ことも判明しています 20。
高齢化、デジタル経済の成長、仕事の質の変化との関連では、すべての女性と LGBTQI の人々を中心に置き、政
策策定が行われることが重要です。女性は平均すると男性より 5 年長く生きるため、男性よりもユニバーサル・
ヘルスケアや社会保障の不備の影響をより強く受けることになります。無償のケア労働を生涯にわたって担って
きたことにより、適切な収入を手にしてこなかった高齢女性の年金の問題は特に深刻です。また、デジタル経済
における経済的な機会には、育児休業や雇用保障などの社会保障を脅かすリスクを抱えており、女性にとっては
デジタル・ディバイドと STEM 領域（科学・技術・工学・数学の教育分野）への参加の低さから、不平等の拡大
につながる可能性があります。
すべての女性と LGBTQI の人々（これには若者、
先住民、
移民、
難民、
高齢女性、
寡婦、
障害者、
少数者を含む）のニー
ズに応える行動がとられなければ、意味のある進歩はありません。これに加え、G20 各国は、誰一人取り残さな
いため、すべての分野において差別および不平等を無くすための強力な立法と政策枠組みを導入すべきです。

提言
すべての女性と LGBTQI の人々の経済的正義を実現するため、C20 は G20 各国に以下の項目を提言します。
1. 労働への参加率に見られるジェンダー格差を 2025 年までに 25% 削減するための国家実施計画を策定し、実
施すること。ディーセント・ワークに重点を置き、交差的・複合的差別を視野に入れたアプローチを取り、下
記に提言される行動を取り入れたものとすること。
2. ジェンダーに基づく暴力の防止、対応、監視に必要な資源を増やし、草の根の運動や組織と協力して成功事例
の規模を拡大して実施し、少年や若い男性とともに有害なジェンダー規範や固定観念を除去し、各国が仕事の
場における暴力とハラスメントを防止、対応、解決するための ILO 条約と ILO 勧告を批准・採択するよう支
援すること。
3. コミュニティと国内レベルにおける交差的・複合的差別と有害なジェンダー規範を撤廃すること。子どもと若
者に焦点を当て、少年と若い男性を巻き込みながら、スティグマ（訳注：汚名）と固定観念から解放されるよ
うに働きかけ、ジェンダー役割にまつわる差別的な態度と行動を生み出し続ける連鎖を止めること。
4. G20 の議題全般にわたりジェンダー主流化戦略（多様な性的指向、性自認、性表現、性徴を含む）を制度化し、
アカウンタビリティを保障するための適切なメカニズムを整備すること。メカニズムには、データ収集やジェ

18 UN Secretary-General’s High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment. Leave No One Behind: A Call To Action For
Gender Equality And Women’s Economic Empowerment, 2016.
19 International Labour Organization. Gender Identity and Sexual Orientation: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of
Work: Results of the ILO’s PRIDE Project, 2017.
20 USAID & The Williams Institute. The Relationship Between LGBT Inclusion and Economic Development: An Analysis of Emerging
Economies, 2014.
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ンダーに関する閣僚級作業部会の設立（透明性を確保した適切な資源確保、モニタリング、評価を通じたアカ
ウンタビリティの確保）を含み、将来にわたる継続を確約すること。

ディーセント・ワークと交差的・複合的差別を視野に入れたアプローチに焦点をあてた、労働参加率のジェ
ンダー格差削減のための国家実施計画：
2018 年、C20 は L20、W20、T20、S20、Y20 と共同声明を発表し、2014 年に約束した労働参加率におけるジェ
ンダー格差の削減のために、具体的で効果的な行動を取るよう求めました 21。
C20 は、市民社会、使用者、ジェンダー格差によって影響を受ける多様なグループに属する個人とのパートナー
シップのもと、2025 年までに労働参加率のジェンダー格差を 25% 削減するための国家実施計画を策定・導入す
るよう G20 に再び呼びかけます。策定にあたっては、G20 各国は、すべての女性と LGBTQI の人々にとって効
果的な取り組みになるよう、これまでに得られた教訓と成功事例、効果的な計画に求められる要素、革新的なア
プローチ（新しい技術や行動学的な知見を含む 22）を活用すべきです。
国家実施計画はディーセント・ワーク（ILO のディーセント・ワーク指標に準拠）と社会的保護に特に焦点を当
てるべきです。また計画は、交差的・複合的差別を視野に入れ、すべての女性と LGBTQI の人々、なかでも特に
脆弱な人々（移民、難民、寡婦、障害者、先住民、若者、高齢者、少数者グループを含む）のニーズに応じるも
のでなければなりません。
国家実施計画には進捗を測るための目標や指標が必要です。そのため、G20 各国はデジタル技術を活用し、ジェ
ンダー、年齢、性自認、性表現、性的指向、性徴、民族、障害など、関連する要素ごとのデータを収集・分析・
公表すべきです。
G20 各国は国家実施計画を実施するために必要な資金を適切に提供し、各項目に対し支出した金額を具体的に示
すべきです。

国家実施計画の内容
各国の国家実施計画は、持続可能な開発目標（SDGs）に合致し、その達成に貢献する政策・行動・法制度を備
えたものでなければなりません。また、国連事務総長による「女性の経済的エンパワーメントに関するハイレベ
ルパネル」が設定した、女性の経済的エンパワーメントを推進する 7 つの主要項目の実現を目標とするものでな
ければなりません 23。
加えて、実施計画には、以下の政策と行動が含まれるべきです。
a) あらゆる場におけるジェンダーに基づく暴力とハラスメントを根絶すること。
b) 女性の無償のケア労働を認め、減らし、再分配するとともに、女性と LGBTQI の人々が安全に経済機会にア
クセスできるよう支援すること。その一端として、G20 各国は次の事項への投資を増加すべきです。
◦ アクセスしやすく質の高いケアおよび社会サービス
◦ 包括的な社会保障制度（普遍的な年金制度とあらゆるジェンダーの人々が保護者として取得可能な有償の
育児休業制度を含む）
◦ 時間と労働力の節約になり、女性と LGBTQI の人々の仕事の場における安全を守るための技術とインフ
ラの整備（水、衛生、輸送、エネルギーのためのインフラを含む）
c）腐敗が女性に対して偏った影響を及ぼすことを認識し、G20 がすでに合意している反腐敗のコミットメント
を実施し、ジェンダー視点を主流化すること。性的脅迫（
「セクストーション」
）をジェンダー化された腐敗と
暴力の一形態として認め、対処すること。腐敗によるジェンダー別の影響を理解し、監視できるようにジェン

21 Joint Statement by the C20, L20, S20, W20 and Y20 on Addressing Gender Labour Gaps, 2018.
22 Behavioural insights is an approach to policy making that uses behavioural science to develop trials, which, if proven to be effective,
are scaled up.
23 Ibid., UN Secretary-General’s High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment. 2017.

26

ダー別にデータを収集し、根拠に基づいた、ジェンダーに配慮した腐敗対策の取り組みを提案すること。
d) すべての人にセクシュアル / リプロダクティブ・ヘルス / ライツに関する情報、教育とサービスを提供するこ
と。これには同意、セクシュアリティと人間関係についての教育に関する（多様な性的指向、性自認、性表現、
性徴を含む）包括的な教育とキャンペーン、避妊法と安全な中絶サービスの提供が含まれます。
e) 2018 年 G20 デジタル経済大臣宣言（付属文書 2）に書かれている方策の実施により、ジェンダーに基づく
デジタル・ディバイドを是正すること。
f ）交差的・複合的差別に特別な注意を払いつつ、意思決定への女性の平等な参加を促進すること。女性の選挙権、
被選挙権の行使を促進すること、憲法に規定された委員会・議会・行政・司法などの統治機構における代表
者の増加を支援することが含まれます。
g) 女性と LGBTQI の人々、特に障害を持っていたり、農村部に住んでいたり、その両方だったりする人々の将
来の労働への準備としての質の高い教育を受ける機会が保障されるようにすること。
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国際保健

背景
G20 各国は、
他のすべての国連加盟国とともに「持続可能な開発目標」
（SDGs）を採択し、
ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ（UHC）を 2030 年までに達成することを決意しました。しかし、現状は目標からはほど遠く、少な
くとも世界の人口の半数は必須の医療サービスにアクセスできず、また高額な医療費負担により生活が追い込ま
れる人の数は増加しています。一方で、政府首脳たちが宣言した公約は数限りなく存在しており、例えば 2018
年だけでも、G20 の保健大臣および首脳らによる宣言によって次のような取り組みが表明されました。
◦ 高い水準の研究開発への投資を奨励する。特に「ワン・ヘルス」アプローチに基づく新しい抗菌薬、
診断技術、
ワクチンや代替的な予防対策への投資を奨励する。また、必要とするすべての人々への公平かつ適切な価格
の医療へのアクセスを促進する。
◦ 国連結核ハイレベル会合の成果を歓迎し、150 万人の薬剤耐性結核患者を治療することを、最初の世界的な
薬剤耐性対策の目標として認識する。
◦ 「第 3 回国連非感染性疾患（NCDs）ハイレベル会合」の成果と、非感染性疾患対策強化のための一連の行
動に関する公約を歓迎する。
◦ 小児の体重超過および肥満に焦点を当て、栄養不良問題に取り組む。
◦ UHC の取り組みを前進させることを目的に、安全で質の高い保健医療（ヘルスケア）へのアクセスを改善
するための保健システム強化の必要性を支持する。
◦ 公衆保健の緊急事態の予防、発見、対応を定めた「国際保健規則」
（IHR）が求めるコアキャパシティ（最低
限求められる能力）をあらゆる国で強化する。
◦ グローバルファンド（世界エイズ・結核・マラリア対策基金）の 2019 年の増資を成功させ、HIV/ エイズ、
結核、マラリアの終息に専心する。
G20 は、世界最大級の経済規模を誇り、世界の疾病負担の大きな部分を占める地域の連合体として、他にはない
影響力と権力を有しており、SDG3（あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する）
の達成に向けて世界を軌道にのせるため、
必要な変革を担う責任を有しています。2019 年から 2020 年にかけて、
これを行うための貴重な機会が以下の通り存在します。
◦ 2019 年 6 月 28 日、初めての G20 保健・財務大臣合同セッションが開催されます。
◦ 2019 年 9 月 23 日、UHC に関する国連ハイレベル会合が開催されます。
◦ 日本は G20 の議長国であり、
グローバルヘルスを牽引する国であることが認識されています。例えば日本は、
2017 年に UHC フォーラムを開催し、2018 年には結核ハイレベル会合の共同議長を務めたほか、2020 年
には世界栄養サミットを開催する予定です。日本は、これまでハイレベルな場で示された誓約事項への説明
責任を果たし、今後の様々な機会に向けて気運を高めるべく、議長国としての地位を活用すべきです。
◦ 2019 年と 2020 年には、グローバルファンドや「Gavi ワクチン・アライアンス」など、主要な世界規模の
保健プログラムや多国籍機関の増資が複数予定されています。
◦ G20 は、特にプライマリーヘルスケア、不平等の是正、グローバルファンドの十分な資金確保について、
G7 の議論と決定に働きかけるべきです。
G20 の議長国として、日本は保健ワーキング・グループの 3 つの優先分野を特定しました。UHC、健康で活力
ある高齢社会、そして保健安全保障です。そこで、C20 保健ワーキング・グループでは、これら 3 つの分野に沿っ
て私たちの提言を策定しました。

1. ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
背景：UHC とは、すべての人が、財政的なリスクを負うことなく、必要とされる質の保健医療サービスを受けら
れることであるとされています。UHC は様々な保健分野の目標に横断的に関わり、保健安全保障、公平性、長期
的な経済発展の促進にも貢献する。
議長国日本のもと、
G20 では初の G20 保健・財務大臣合同セッションを開催し、
マルチセクターの観点から UHC にアプローチすることになります。
◦ UHC への資金供給：援助国政府は、GNI 比で少なくとも 0.7％を政府開発援助（ODA）に投資し、特に国
際保健の課題を優先して時宜を得た能力およびリスク評価、援助移行分析を行い、必要な技術的支援を提供
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し、投資の持続可能性を確保すべきです。またすべての政府は、GDP の 5％以上を保健医療に支出すると
いう目標を達成するため、公平な公的資金を増額すべきです 24。地域の保健サービスや地域保健従事者を含
む人的資源への持続可能な資金供与を国家計画に取り入れ、市民社会そして脆弱な疎外されている人々が計
画段階から確実に関与できるようにしなければなりません。予防、診断、および治療技術の格差を埋め、感
染症や顧みられない熱帯病（NTDs）を継続的に排除し、薬剤耐性問題に取り組むために、すべての国が研
究開発（R&D）投資を増額することが求められます。
◦ 公平性：すべての人の健康を達成することは、最も貧しく、最も脆弱で疎外されているコミュニティを取り
残している現状に挑戦するという国の政治的意思の試金石となります。これらのコミュニティは市民社会と
ともに、政策立案、意思決定、実施、モニタリング、評価、説明責任に主体的に関与できなければなりません。
またその関与は実質的な意味を持ち、十分な財政的な支援が行われ、法的に可能でなければなりません 25。
UHC の枠組みはすべて、人権に基づくアプローチに根ざし、プライマリーヘルスケアを優先し、母子保健
（MCH）とジェンダーの平等を含む性と生殖に関する健康と権利（SRHR）26 を守り、健康と発展にとって
栄養が不可欠であることを認識し 27、すべての保健施設できれいな水、公衆衛生、清潔な状態が保たれるこ
と（WASH）を優先し 28、
安全で良心的な価格の外科、
産科および麻酔ケアへのアクセスを確保し、
多くはジェ
ンダーに基づく暴力 29 に対処するものでなければなりません。G20 は、明確かつ具体的で、期限を伴い、必
要な資金をかけ、公知された計画と目標を定めること、またその計画と目標は、市民社会を含む包括的なマ
ルチステークホルダー間の対話を通じて策定されるものでなければなりません。また G20 は、UHC の文脈
において、政治的および経済的危機、あるいは重い疾病負荷を負う国々を置き去りにするべきではありません。

2019 年から 2020 年に、G20 に求められる具体的な取り組み：
◦ 以下において増額を伴う志の高い資金提供を約束すること。
◦ 「グローバルファンド」
（世界エイズ、結核、マラリア対策基金）2019 年増資 - 保健医療システムの強化、
感染症による不必要な死の防止、薬剤耐性への取り組みにおける重要な役割を認識する 30。
◦ 「Gavi アライアンス」の 2020 年増資 - 包括的なプライマリーヘルスケアの一環であり、UHC 構築お
よび薬剤耐性防止における優先事項のひとつとしての予防接種を認識する。
◦ 世界ポリオ根絶イニシアティブ最も脆弱な立場の人々に届ける保健医療サービスの入り口になってきた
こと、最後のひとりに届くまで継続されなければならないことを認識する。
◦ WHO 第 13 次総合事業計画（2019-2023）-「すべての人に健康な生活と福祉を保証するための世界行
動計画」実施への公約を含む。
◦ UNITAID および「
『女性と子どもの健康の実現に向けたグローバル戦略』実現のためのグローバル・ファ
イナンシング・ファシリティ」
（GFF）などその他の資金提供の機会。
◦ 2020 年に世界栄養サミットを日本に再招集し、世界規模の栄養不良の課題に取り組むための新たな財政的
および政策的公約を通じて、栄養に関して再び新たなリーダーシップを発揮すること。
◦ 国連総会の UHC ハイレベル会合への首相または首脳級の出席を約束し、女性、子ども、青少年、および顧
みられない病気の人々を含む、脆弱で見過ごされている人々のニーズを満たす UHC の進捗状況を測定する
24 政府は、前払い、強制累進課税、購買力を高めるための共同出資、強制健康保険制度の創設など、公正な方法で保健医療およ
び栄養システムに対する収入を増やすべきです。
25 コミュニティと市民社会の支援運動や政策提言、サービス提供、アウトリーチ、モニタリング、研究によってこそ、最も届き
にくいコミュニティのニーズを満たし、ニーズに対応できる保健プログラムの策定が可能になります。もっとも届きにくい人々
には、不法滞在者、移民、難民、国内避難民、移動人口、先住民、身体的または社会的に孤立した人々、障害のある人々、子ど
もおよび若者、高齢者、薬物使用者、セックスワーカー、男性と性行為をする男性（MSM）レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、
トランスおよびクイアのコミュニティ、獄中者を含む拘禁中の人々が含まれます。こうした人々の人権を保護し、差別や偏見を
終わらせることも地域社会の保健医療への対応という観点から強調されるべきです。
26 女性と女児は世界の人口の 51％を占めますが、生涯のほとんどの期間において男性と比べ高い貧困率に直面しています。
27 低栄養は子どもの死亡の 45％を占めます。2017 年、5 歳未満の子どもたちの間で 22.2％は発育不全、7.5％が低体重、5.6％
が過体重でした。
28 低所得国および中所得国の医療施設のほぼ 40％に水がなく、3 分の 1 以上が手指衛生施設を持っていません。
29 10 億人の子ども（2 〜 17 歳）が、身体的、性的、感情的暴力を経験しているか育児放棄されています。これは生涯にわたる
健康と幸福に悪影響を及ぼし、脳神経系の発達を損ない非感染性疾患にも関連しています。
30 グローバルファンドにおける投資は、3 つの疾病に取り組むための公平な保健システムへの投資です。例えば、結核は主に社
会の最貧困層、脆弱な立場の人々、犯罪者、偏見により疎外された人々の病気であり、その国の医療制度の公平性の強い指標と
なります。現在、結核患者の約 40％は正式に診断されていません。グローバルファンドの投資案件を参照すると、目標の 140
億ドルから 1 億ドルずつ上乗せして調達すると、
10 万人以上の命が救われ、
健康増進により 18 億ドルの経済的収益が得られます。
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指標に合意すること。
◦ SDG ターゲット 3.3 に沿って、全世界で感染症の診断、治療、および監視能力を拡張するという G20 イニ
シアティブに同意すること。これには、2022 年までに 4,000 万人の結核患者を診断し治療するという結核
に関する国連ハイレベル会合の政治宣言の公約が含まれており、その実現を目指すこと。このようなイニシ
アティブは、WHO がその他の優先的に取り組むべき病原体に特定しているマラリア、性感染や顧みられな
い熱帯病に対処する国の能力を大いに高めるものです。新しい診断方法、薬剤、ワクチンの研究開発を実施
し、すべての人がそれらにアクセスできる革新的な資金調達メカニズムを通じて協働を促進し、合理的にイ
ノベーションが推進される研究環境を育むこと。

2. 健康で活力ある高齢社会
背景：WHO は、非感染性疾患（NCDs）31 を人々の健康を脅かす主要な脅威に特定しました。この脅威は、
NCDs が妊娠期や乳幼児期の対応に始まり、高齢期にはとりわけ多くみられるなど、生涯を通して影響します（低
所得国・中所得国においては、高齢者が抱える疾病の 90% が NCDs です）
。2018 年には世界の 60 歳以上の人
口が 10 億人を超えることを鑑みれば 、保健システムにとっての高齢化の影響を G20 の議題に上げることは必
要不可欠です。また、女性は男性の平均寿命に比べ平均 5 年程度、長く生きることが明らかになっており、性差
に合わせた行動が求められています。
◦ NCDs： 健康増進から疾病予防、検査、診断、リハビリテーションや緩和ケアに至るまで継続的なケアを含む
生涯を通じたアプローチが人々の健康を守り、NCDs とともに生きる人々のニーズを満たすために必要です。
◦ 認知症：世界で認知症の人は現在 5,000 万人、2050 年には 1 億 5,200 万人に達すると予測されています。
男性に比べ平均寿命が長い女性は、認知症のケア負担という点でも、大きな影響を受けています。現在の認
知症にかかる費用は年間 1 兆 US ドルにのぼり、2030 年には倍増すると予想されます。
◦ 栄養不良：健康と NCDs 予防のためのライフコース・アプローチには、適切な栄養が含まれなければなり
ません。子どもの死亡のうち低栄養によるものは 45％を占め、一方で体重超過や肥満の 5 歳未満の子ども
は 4,100 万人にのぼります。世界銀行でもこの驚くべき数字を人的資本の決定要因として認識し、また社会
経済的に低い人口層ほど肥満が増加する傾向にあることを認めていることを念頭に、UHC 達成に向けた枠
組みや設計において、栄養が健康および発展の鍵を握ることを意識しなければなりません。
◦ ジェンダーへの対応：年齢およびジェンダーに対応した質の高い継続的なケアへの高齢女性のアクセスを改
善し、介護者として、また高齢女性としての両方のニーズを満たす国レベルの医療インフラ投資が必要です。

2019 年から 2020 年に、G20 に求められる具体的な取り組み：
◦ 急速な高齢化に対応するための保健システムの整備を約束した「NCDs に関する国連ハイレベル会合 2018」
の公約を、UHC に関する国連ハイレベル会合の場で再確認すること。これにはたばこ、アルコール、不健
康な食生活、環境汚染および運動不足などの主な危険因子への曝露が含まれます。人口の高齢化と長期的な
ケアへの支出を UHC の枠組みや計画策定の不可欠な要素として考慮すること。
◦ 認知症に関するグローバル・アクション・プラン 2017-2025 の指針に従い、認知症の本人とその介護者、
市民社会、企業などが連携し、保健、社会サービス、教育、雇用、司法、住宅などセクターを超えて認知症
に対するマルチステークホルダーでの対応を保障する。これには、資金調達の保証および権利擁護に基づい
た認知症国家計画 33、実践の結果報告やデータ収集などが必要です。認知症国家計画には、認知症にやさし
い地域社会など、ケアへの革新的なアプローチが含まれるべきです 34。すべての国は 2020 年の WHA で認
知症国家計画に基づく進捗状況の報告を準備すべきです。
◦ 健康に良くない食品の消費を減らし、健康的な食品の消費を促進するための効果的な政策を制定すること。
例えば、食品表示の採用、健康に良くない食品への課税、塩分、砂糖および脂肪分の多い食品の販売制限、

31 NCDs には心血管疾患、癌、慢性呼吸器疾患および糖尿病が含まれます。
32 WHO の NCDs の予防と管理に関する世界行動計画、2011 年、2014 年、および 2018 年の国連の NCDs に関する政治宣言
や SDG3.4 など、NCDs の予防と管理およびそれらの共通のリスク要因については、すでに多くの公約が存在しています。
33 認知症国家計画は、この課題に戦略的に対応し、健康と医療への備えを測定するために不可欠なツールです。現在、G20 の 8
カ国が国家計画を持っています。認知症国家計画を作成しているのは WHO 加盟国の 15％未満です。
34 日本は画期的な認知症サポーターキャラバンを導入してこの分野で先行し、現在では 1,100 万人が地域で研修を受けました。
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健康的な学校環境の整備、健康的な食品の利用しやすさ、価格設定、許容性を向上させること。

3. 保健安全保障
背景：
◦ 薬剤耐性（Antimicrobial-resistance：AMR）
：細菌、ウイルス、真菌および寄生虫によって引き起こされ
る薬剤耐性感染症は喫緊の課題です。例えば、結核は薬剤耐性菌感染症において唯一、空気感染が可能で、
AMR 関連死亡の 3 分の 1 を占めます。多剤耐性結核の人のうち、正しく診断され治療を受けている患者は
20％を満たしません。結核に関する国連ハイレベル会合の政治宣言は、世界的な AMR 目標を初めて設定し
「2018 年から 2022 年までの間に 150 万人の薬剤耐性結核患者に診断と治療を提供することを約束」しま
した。G20 は、
AMR および保健安全保障への取り組み一環として、
結核に関する思い切った公約を打ち出し、
実現に向けて世界を牽引していかなければなりません。AMR との戦いにおいては、グローバルファンドに
対する十分な資金供与が不可欠です。例えば、大メコン圏における薬剤耐性マラリアの出現は、封じ込めに
尽力している国やグローバルファンドなどの連携機関にとって深刻な脅威です。毎年 2 億人を超える人々が
マラリアに感染しているこの地域で感染が広がり続ければ、公衆衛生上の破滅的な結果を引き起こすことに
なるでしょう。
◦ 保健緊急事態：保健システムは、
保健緊急事態に対する適切な備えを持つものでなければなりません。例えば、
コンゴ民主共和国はこの 7 ヶ月間、エボラの流行に直面しており、特に危機にさらされやすい不安定な地域
での適切なサーベイランス体制の構築と対応能力の必要性が再確認されています。またその対応は、保健シ
ステムへの不信感を募らせないよう、人やコミュニティを中心としたものでなければなりません。今回の大
流行により、エボラ、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルク病などの急性ウイルス感染の予防、
診断、治療のための研究開発の一層の協調が必要であることが明らかになっています。
◦ 研究開発（R&D）
：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジは、技術、人的資源、インフラにおいて、効果的な
診断や治療を妨げている格差を埋めなければ達成できず、一方、深刻化する薬剤耐性の脅威に取り組むこと
も求められています。公衆衛生上の優先事項と、適切な価格設定、有効性、効率性、公平性の原則に基づいて、
新しい診断方法、薬剤、ワクチンを開発することは、個人の健康、そして保健システムの質とレジリエンス
（訳注：回復力）の両方に大きく貢献します。

2019 年から 2020 年に、G20 に求められる具体的な取り組み：
◦ AMR に対応するための新しい抗生物質治療および AMR を検知するための診断方法を確立するため、ニー
ズを重視し実証に基づいた公衆衛生の研究に資金を提供し、支援すること。最適な保全のため既存および
新規に開発された抗生物質の責任ある使用を促進し、必要とするすべての人々に公平なアクセスと適正使
用を確保するとともに、
「薬剤耐性に関する組織間連携グループ」
（Interagency Coordination Group on
Antimicrobial Resistance：IACG）の勧告を実行すること。また、
研究開発を主導するにあたり、
デ・リンケー
ジ・アプローチ（訳注：開発費用を最終価格に転嫁しないアプローチ）を取り入れ、適切な価格、有効性、
効率性、公平性の原則を基本とすること 35。
◦ 2022 年までに 4,000 万人の結核患者と 150 万人の薬剤耐性結核患者を診断し治療することを含め「結核に
関する国連ハイレベル会合」の宣言内容の実現に向けた具体的な行動計画を策定すること。2019 年のグロー
バルファンド増資への十分な資金供与も含まれます。さらに、結核の研究開発への「適切な」貢献の定義を
研究開発総支出の 0.1％で合意し、この目標を達成することが求められます。それにより、G20 各国は診断
方法、薬剤、ワクチンの試験開発など共通の目標達成に向けた資金を醸成し運用できるようになります。
◦ 新たに創設された資金調達機関（例：CFE および PEF）
、多国間および二国間援助機関、政府、民間部門、
並びに市民社会を含め、保健緊急事態および集団発生時の対応における既存の利害関係者の実績と協力体制
の見直しを行うこと。

35 G20 は、国際保健の研究開発のための革新的な資金調達モデルを支援すべきです。これには、CARB-X、グローバル抗生物質
研究開発パートナーシップ、革新的医薬品イニシアティブ、AMR に関する共同プログラミングイニシアティブ、および感染症
流行対策イノベーション連合が含まれます。
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インフラ

背景／G20 のコミットメント
2016 年の G20 杭州サミットにおいて、G20 首脳は、
「我々は、社会・環境面での影響に対応し、経済・開発戦
略と整合性をとりつつ、ライフサイクル・コストから見た経済性、安全性、自然災害に対する強じん性、雇用創出、
能力構築および相互に合意した条件での技術とノウハウの移転の確保を目指す、質の高いインフラ投資の重要性
を強調する」と合意しました 36。この合意に加えて、2018 年 12 月に、G20 首脳は、
「インフラを投資対象とす
るためのロードマップ」と「インフラ・プロジェクト組成段階に係る G20 原則」に合意しました。また、2019
年に「質の高いインフラ」を進捗させることで合意しています 37。これらのコミットメントをもとに、2019 年
の G20 開催国である日本は、質の高いインフラに関する原則のアップグレードを行おうとしています。加えて、
4 つの項目、すなわち、1）開放性、2）透明性、3）ライフサイクル・コスト分析を含む経済効率性、4）債務の
持続可能性を提案しています。また、日本は質の高いインフラに関するガイダンスノートを作成することを計画
しています 38。

課題
質の高いインフラが持続可能な開発目標（SDGs）の達成、気候変動の影響への対処、すべての人々の発展のた
めに不可欠であることは広く認識されています。しかし、質の高いインフラの重要性を認識することは、それを
実践する能力と同じではありません。質の高いインフラに関するアプローチの整合性の確保、幅広い支持、実用
的な有用性を確保するためには、政策立案者や実務家に向けた明確な原則が必要です。

提言
2019 年 6 月の G20 サミットで合意予定の「質の高いインフラ」に関する原則において、以下の点を含めること
を提案します。
◦ 持続可能な開発目標（SDG）およびパリ協定を含む主要な国際目標および協定との整合性：インフラ投資は、
貧困根絶、人権尊重、環境保護のための国際的なコミットメントを果たすべきです。これには、インフラの
建設サイクルのすべての段階において、経済的・社会的・環境的影響の詳細な検討が必要です。パリ協定に
関しては、1.5℃目標との整合性を確保するために、新たなエネルギーおよび交通インフラ開発による生涯
にわたる直接的、間接的な温室効果ガス排出量を評価するべきです。
◦ 持続可能な開発のための国家戦略および優先事項との整合性：インフラ投資は、貧困根絶、人権尊重、環境
保護に関する国家のコミットメントに貢献するべきです。政府は、インフラの建設サイクルにおけるすべて
の段階において、経済的、社会的、環境的影響を考慮する必要があります。かれらはまた、意思決定のあら
ゆる段階で市民や市民社会の組織を巻き込み、進捗状況を報告し、監査を行い、公に対して説明責任を果た
すべきです。
◦ 包摂性：すべての人々がインフラの設計、建設、運用、および維持から恩恵を受けるべきです。そのために
は包括的なアプローチが考慮されなければなりません。例えば、ステークホルダーや地域社会の意味ある参
加、女性の経済的エンパワーメントの促進、障害者を含めたすべての人のためのユニバーサルデザインの導
入、安全管理の導入、女性と少女を守る安全な公共スペースづくりなどです。
◦ 社会的および環境的保護：インフラ投資は、社会的および環境的影響を特定し、軽減し、管理するのに役立
つ参加型プロセスを通じて、設計および実施がなされるべきです。これらの措置は、実践のすべての段階の
意思決定において取り入れられなければなりません。すべての金融機関は適切な環境社会配慮政策を策定す
るべきです。政府は、持続可能な銀行ネットワーク（SBN）および気候変動リスク等に係る金融当局ネット
ワーク（NGFS）を通じて、金融規制当局や公的金融機関の間の協力を強化するべきです。

36 G20 Leaders' Communique - Hangzhou Summit, September 5, 2016
37 G20 Leaders' Declaration - Building consensus for fair and sustainable development, December 1, 2018
38 Government of Japan, SDGs Action Plan 2019, December 21, 2018

34

◦ 労働基準：建設労働者は、適切な賃金や待遇を受ける権利、安全や健康に配慮した適切な労働環境を提供さ
れる権利、労働組合へ加入する権利、団体交渉を行う権利、期限内に支払いを受ける権利を有します。移住
労働者は特に脆弱であり、カファラ制度（訳注：雇用者が保証人となって外国人労働者に職を提供し、ビザ
を発給する制度。強制労働、契約の書き換え、高額な就職斡旋料、雇用主によるパスポートの没収などが行
われることがある）または同様の雇用枠組みのような制限や差別を受けるべきではありません。
労働者の権利を保護するためには、建設業に関連する国際労働基準に批准し、効果的に実施することが必要
です。特に 1988 年の建設業における安全健康条約
（ILO 第 167 号条約）
および 1949 年の労働条項
（公契約）
条約（ILO 第 94 号条約）があり、公契約における労働条項、調達プロセス、および入札文書を含めること
が必要です 39。
◦ 腐敗防止：インフラ投資は、ほとんどのプロジェクトが千差万別で、多数のアクターや複雑な取引チェーン
があり、政府によるライセンスなどの許可が求められることから、特に腐敗が起きやすい特徴があります。
インフラの建設サイクルの様々な段階で、贈収賄の機会があります。したがって、腐敗防止対策は、インフ
ラの計画、建設、運用、および保守に不可欠な要素です。
これまでの B20 と C20 の共同声明 40 で示されたように、G20 各国は、受益所有権、透明性、オープン・データ、
資産開示など、これまで合意した 60 以上の腐敗防止策を実施する必要があります。これらの約束を実行し、既
存のツールとリソースを利用することで、インフラ投資に関連する汚職リスクを大幅に減らすことが可能です。
◦ 透明性と説明責任：平均して、インフラへの投資の 30％は、腐敗、不適切な管理、業務の非効率性によっ
て失われています。追加的な資金動員に重点が置かれていますが、これらの損失を減らすことで、追加的資
金を動員せずに投資を 30％増やすことができます。この課題を解決するには、透明性と説明責任の改善が
必要です。
公共投資に関する情報および公共インフラを提供するための民間投資に関する情報は、意思決定者の責任
を問えるよう、公に開示されるべきです 41。CoST と Open Contract Partnership は、インフラへの投資
に関するデータの開示を導く主要な国際標準である OC4IDS42 を推進するために、それぞれ Infrastructure
Data Standard と Open Contract Data Standard を提供しています。これは、自動的な読み込みと相互
互換性を持ったオープン・データ形式でのデータ開示です。OC4IDS は G20 で支持され、広く適用される
べきです。
G20 各国は、データ開示だけではなく、クリーンな契約に向けて、政府の効率的で透明性があり説明責任
を確保した公共調達へのコミットメントを確実に果たすよう Integrity Pacts43 や同等の手段を通して、市民
社会による大規模インフラ事業のモニタリングを支援するべきです。
◦ 資金調達：質の高いインフラ投資は、民間資金と比べて費用がかからず、より持続可能で、市民に対して説
明責任がある公的資金の便益を認識しながら推進するべきです。しかし、G20 が PPPs や「インフラを投
資対象とするためのロードマップ」を通じた民間資金の呼び込みに力を入れているため、公的資金は少なく、
国際レベルでの対応が不十分となっています。
この民間資金を優先するアプローチは、インフラ投資が本質的に高リスクで不採算である可能性が高いため、
投資家にとって魅力的ではないことを認識していません。そのため、特に途上国における民間資金量が非常
に低いままです。民間資金が資金ギャップを埋め、
「一人も取り残さない」という目標に不可欠なインフラ
39
40
41
42
43

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—sector/documents/meetingdocument/wcms_458150.pdf
https://civil-20.org/c20/b20-c20-joint-statement-calling-g20-members-to-adopt-national-anti-corruption-strategies/
https://www.transparency.org/files/content/feature/Clean_Contracting_Manifesto.pdf
http://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts
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を提供できると考えるのは非現実的です。
G20 は公的資金確保のため、脱税の取り締まり強化、債務の持続可能性の評価基準の設定や効果的な債務
解決メカニズムの開発を通しての持続不可能な債務への対処、ODA コミットメントの達成、準備金に関す
る国連の提案や Robin Hood Tax（訳注：国際連帯税）の提案を通して、新たな資金を確保することができ
ます。
◦ 官民パートナーシップ（PPP）
：G20 および国際機関による民間資金優先のバイアスを取り除き、公的投資
の質の向上と改善に重点を置くべきです。PPP が高価で、リスクがあり、不透明であるという証拠は年々増
えています。多くの PPP 失敗例が示しているように、民間資金によるインフラは最終的にしばしば公的な
買収、補助金拠出、リスク保証の形で公的資金が負担することになっています 44。PPP の財政リスクを評価
するための効果的なツールが必要であり、それらは債務の持続可能性評価に含まれるべきです。
PPP も透明性の高いものでなければなりません。これには、契約金額や保証および偶発債務の詳細の公表
が含まれます。これを達成するためには、PPP フレームワーク 45 のための OCDS などの国際基準を取り入
れるべきです。

44 https://eurodad.org/HistoryRePPPeated
45 http://standard.open-contracting.org/profiles/ppp/latest/en/overview/
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国際財政構造

G20 のコミットメント
金融透明性、違法金融フロー、課税と不平等
G20 は、違法金融フローとの闘いにおける方策として透明性の増進を図ることを表明しました。具体的には、(i)
法人および信託の実質的所有者に関する透明性増進、
（ii）自動的情報交換の実施、および（iii）税の透明性に関す
る国際基準を遵守したい法域への防御的措置の検討、です。
G20 は、デジタル経済への課税、グローバルに公平かつ最新の国際課税制度構築、OECD が進める税源浸食・利
益移転に関する報告書（BEPS リポート）の実施、そして発展途上国における徴税能力育成支援への取り組みを
表明しました。
金融規制、金融包摂、債務
金融セクター全体に対し効果的な規制を図るという G20 の 2008 年の約束は実行されていません。G20 サミッ
トによるコミットメントには、金融システムへの混乱を防止することを目的とする「大き過ぎてつぶせない」銀
行への規制およびシャドー・バンキングからのリスクへの取り組みが含まれています。G20 は現在、送金に伴う
問題など、
（訳注：原因ではなく金融取引に伴う）結果部分に係る措置の実行および対応に焦点を当てています。
過大債務を避けることを目的とし、G20 は『持続可能な貸付に係る実務指針』を採択しました。より多くの情報
を IMF と共有することを G20 貸付国に求めるものですが、
メディア・議会・市民社会との共有を求めてはいません。
2019 年、G20 は債務透明性の増進および債務持続性の確保に関する措置の議論を行っています。

課題
金融透明性、違法金融フロー、課税と不平等
タックス・ヘイブン、
とりわけ主要な金融センターにおいては、
秘匿環境は継続、
そして、
（金融透明性の基本である）
自動的情報交換、実質的所有者登記および国別報告の実施へ向けての取り組みを強いられることもありません。
国際金融・課税システムは、国家間および国内において拡大する不平等という問題に対し、解決策を示していま
せん。デジタル化は国際課税レジームの根本的欠陥を悪化させ、多国籍企業による租税回避を促進しています。
BEPS 報告からの提言は現行のルールを取り繕いはしましたが、多国籍企業への「経済活動が行われ、価値が創
出される場」における課税の実現には至っていません。また課税システムがジェンダー・ニュートラルでないこ
とを裏付ける証拠も増えています。
金融規制、金融包摂と債務
今日の金融セクターは、金融危機前に比べてより拡大し、またその相互関連性も高まっています。シャドー・バ
ンキングは未だに適切な規制のもとにはなく、マネー・ロンダリング対策は非営利組織に対する制約となり、金
融サービスからの排除をもたらしました。グローバル経済の高度金融化が進む一方、
発展途上国の特定の金融ニー
ズへの取り組みは進んでいません。これは現存の不平等および女性の金融アクセスへの構造的制約のさらなる悪
化を生み出しています。全体として金融における発展は、人類および地球のための持続的開発要求とは相容れな
い方向に向かっています。増大する金融リスク、金融市場ボラティリティー（訳注：価格変動の度合い）
、下降経
済見通しはすべて新たな金融不安およびグローバル危機への懸念を生み出しています。気候変動への対処に必要
な投資および持続不可能な活動からの投資撤収が追加的課題となっています。G20 は、規制緩和が進み国際協力
も不十分な中、慎重な歩みおよび生ぬるい規制を越えた、協調下の大胆な行動を起こす必要があります。
ここ数ヶ月、物価、金利、為替レート・ショックおよび不安定な通貨の組み合わせによる憂慮される状況が見ら
れます。多くの国で債務支払および持続不可能な債務レベルのリスクが増大しています。債権者および債務の種
類の多様化が債務再構成および債務不履行への解決策の実施をより困難にしています。
提言
金融透明性および違法な金融フロー
G20 は、すべての国が対等に発言できるような真の民主的制度のもと、ミニマム・スタンダード（訳注：最低限
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実施すべき措置の基準）を定める多国間協定の策定において、すべての国に対する次の要件を含む提言を行うべ
きです。
a) すべての当事者との情報交換（必要に応じて、移行期間中の発展途上国との非相互的交換を含む）における
「OECD の自動的情報交換に関する共通報告基準」の適用。
（訳注：税法上の）居住地を管轄する当局による、
（法的および実質的）口座所有者の各国領土（訳注：
「世界中」を意味する）に存在する預金の総額に関する統
計の公表。
b) すべての法的主体（会社、組合、信託、財団など）の実質的所有者の登記制度を構築し、オープン・データ形
式でオンライン上に無料公開し、登記情報の確認が図られるようにすること。
c) 自国に本拠地を置くすべての多国籍企業の国別報告書を公表し、オープン・データ形式でオンライン上に無料
公開すること。
d) 主要な金融センターを始めとする非協力的な法域に対する（グローバル・サウスおよび市民社会団体からの提
言を考慮に入れて策定された）集団的対抗措置の創設を図るとともに、実施においては低所得国に対しては時
間的猶予を与え、技術的・財政的支援を行うこと。
課税と不平等
すべての会社および高所得者による適切な納税を確実なものとするため、G20 各国は、高度にデジタル化したい
くつかの大企業に適用される「修復」のみではなく、21 世紀に合った下記の措置を含む包括的課税改革の達成に
コミットすべきです。
a) 法域内にある多国籍企業のすべての関連会社による総合的な貢献を考慮に入れることを目的とし関係法域に利
益を帰属させる包括的アプローチの発展および経済実体に基づく新たな納税主体の定義の策定。
b)（i）生産要素および消費要素の均衡を図ることにより公平で、
（ii）納税者、
徴税当局への遵守コストを削減でき、
ビジネスにとっての確実性を担保できる運営が容易な、
（訳注：利益の）配分に関する原則への合意。
c) BEPS プロジェクトの多国間協定の規定をすべて受け入れるか、そうでなければ留保する理由を公に説明する
こと。
d) 自国の税制および他国、特に発展途上国との関係における二国間租税条約への課税への影響評価を含む、波及
効果分析の実施。
e) 租税措置におけるジェンダー分析の実施およびジェンダー・ギャップへの対処。
f ）不平等の測定、不法金融フローの特定（富の源泉を証明できない人々）および必要に応じての富裕税の適用を
可能とする世界規模の資産登録制度の開発。
金融規制および金融包摂
自称「世界の金融安定のための番人」として、G20 には、新たな世界金融リスクおよび危機を防ぐための新しい
協調戦略が必要です。加えて、銀行部門および金融システム全体が持続的社会および経済を支え、そして SDGs
を含む、発展途上国の財政優先課題に適応するため、さらなる金融改革を進めるべきです。G20 は下記を含む
特定の措置に合意することができます。
a) 一方的な規制緩和措置を控え、
「システム上重要な金融機関 (SIFIs)」については（訳注：適用される）規模、
相互関連性、複雑性の縮小を図るためのさらなる規制の速やかな実施。
b) 証券化および派生商品取引の新たな拡大、規制されていないシャドー・バンキング、格付け会社の集中および
フィンテックの急速な発展を厳格に監視、規制、監督および制限し、また加えて暗号（例：ビットコイン）を
発行、取り引きまたは交換する主体による暗号通貨の実質的所有者を特定するための顧客管理の実施およびマ
ネー・ロンダリング対策規定の適用を確認することによる、新たなシステム上の脅威および金融リスクに対す
る措置。
c）中央銀行による協調的・効果的な資金フロー管理、外部的環境への対応および金融危機が発生前にホットマネー
の流入の抑制を図るための資本フロー管理に関する IMF の見解の柔軟な解釈、そして貿易・投資協定の資本
フローの柔軟な管理を禁止する条項の改正による、新興・発展途上国の通貨に悪影響を及ぼす急激な資金流出
問題への取り組み。
d) 銀行による「マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）
」に関する法令遵守におけるリス
クとコストの回避を背景とする非営利団体に対する金融サービスへのアクセスからの排除の動きを、金融活動
作業部会（FATF）
、金融包摂のためのグローバル・パートナーシップ（GPFI）
、世界銀行および非営利団体の
専門家との連携のもとの効果的手段による、G20 各国による反転。
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e) 下記の措置による、パリ合意を支える慎重な資金フロー監督のための協調的措置および国際基準に関する合意、
SDGs 達成、および貧困層に配慮した包摂的経済開発の推進など。
◦ 社会的・環境的に資する活動および企業に対し投資および貸付を再配向させるためのポリシーおよび規則
の設計、実施および促進。
◦ 社会的・環境的影響評価を投資家および銀行によるリスク評価および投資判断に組み入れることに法的拘
束力のある義務とすること、このような影響評価を中央銀行の金融政策にも適用させること。
◦ すべての大企業が、少なくとも金融安定理事会（FSB）主導の気候関連財務リスクの情報開示に沿った報
告を行うこと。
◦ SDG の実施および金融資産の投機性と高頻度の取引を抑制するため（価格変動の度合いによる累進課税
の適用）の金融取引税（FTTs）
、航空券連帯税を含む、自国および複数の法域での国際連帯税の導入。
f) すべての国で、地域・地方レベルでの公有銀行および開発銀行、さらには協同組合銀行、貯蓄銀行、倫理的銀行、
その他非営利組織などの多様な銀行システム構築の推進を図るための基準への合意。銀行システムは、女性の
金融包摂におけるジェンダー・バリアおよびギャップの問題への対処、および地方経済、中小企業、インフォー
ラム・セクター、貧困層、また一般に軽んじられている人々への金融を確保すべきです。
g) G20 財務大臣は、金融構造における公益の促進および改革のための議論のため、B20 との対話に加え、より
広範なステークホルダー、特に C20 とも意見交換を行うべきです。
債務
貧困および格差の拡大から債務危機を防ぐためには、次のような大胆な行動を必要とします。
◦ 適時のしっかりした債務危機解決また包括的な債権国間調整、さらに長引く債務危機がもたらす財政的・社
会的悪影響を防ぐための独立した多角的な透明性のある債務再編メカニズムの構築を図るための新たな議論
を開始すべきです。
◦ 債務持続可能性評価は、国内債務、民間対外債務、官民連携（PPP）
、
「アセット・クラスとしてのインフラ」
における債券発行を含むすべての債務を対象とすべきであり、また歳入に比例する公共債返済総額などの主
要指標を含むべきです。
◦ （あらゆる所得レベルの）政府に対するすべてのローン、または政府保証付ローンについては、供与された
際に公開し、議会・メディア・市民社会が政府に責任を求めることを可能とすべきです。この実現のため、
G20 は一般に公開されるローンおよび債務の登録制度を構築し、ローンの詳細を開示し、そしてすべての
関係する議会において、貸し手側に対政府ローンについての登録を義務付ける法律を採択すべきです。
◦ G20 は公的および民間債権者が状態依存債権（SCDI）を導入するように促進すべきです。
民間セクターが負う債務は、救済措置によって政務負担が公共セクターに移ることもあり、公的債務と同等もし
くはそれ以上に危険を伴います。G20 は民間債務リスクへの政府の関与を支援するべきです。社債発行の増加に
伴い、社債約款の債務再編成条項に関する「決まり文句」の見直しが必要です。

参考文献
BEPS Monitoring Group on Digital Economy
https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/2017/10/18/tax-challenges-of-the-digital-economy/
Tax Justice Network’s reports on AEOI, BO and CBCR
http://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/TJN_AIE_ToR_Mar-1-2017.pdf
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/01/Beneficial-ownership-verification_TaxJustice-Network_Jan-2019.pdf
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2016/12/Access-to-CbCR-Dec16-1.pdf
Latindadd on Debt
http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2018/06/PAPELES-POL%C3%8DTICOS.-Riesgos-delendeudamiento-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
Inter-Agency Task Force on Financing for Development
https://developmentfinance.un.org/iatf2018
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労働・ビジネスと人権

背景／G20 のコミットメント
合意した今こそ実行の時
「グローバル・サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスと透明性を推進するために、我々は、ビジネス
界とのエンゲージメントの向上を図り、企業によるサプライチェーンの包括的なリスク分析と強固な社会的コン
プライアンス制度の実施を奨励する。そして、サプライチェーン上にいる全ての人々がその恩恵を享受するため
に、企業による、サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンス促進のためのマルチステークホルダー協定
を奨励する。さらに、デュー・ディリジェンスの実施の際は、2018 年に採択された責任ある企業行動に関する
OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンスを踏まえることを奨励する。
ジェンダー・ギャップに関する調査では、労働市場におけるジェンダー・ギャップは依然として根強く残ってい
る一方で、ジェンダー平等達成への進展を加速させる見込みのあるイニシアティブがあることが示されている。
この点においても、民間部門を含み、ジェンダー別データの収集及び分析を奨励する。
また、社会保護の分野における労働者と雇用者の一連の権利と責任の明確化を通し、国内法で定義されている雇
用形態に応じて、労働者の雇用形態の誤分類の防止を含み、法的枠組みの遵守の促進及びモニタリングのための
メカニズムを改善する。
」
（G20 労働雇用大臣宣言、2018 年）
「仕事の未来は政府だけで創れるものではありません。雇用者や被雇用者、すなわち、仕事に携わる全ての人を第
一に考えるような仕事の世界を作っていく上で、企業と労働は重要な役割を担っています。
」
（第 10 代 ILO 事務
局長 ガイ・ライダー）
「我々は、
（中略）労働者に新しい技能を身につけさせ、
あらゆる雇用形態における労働環境を改善することを含め、
ディーセント・ワーク、職業訓練、及び能力開発を促進することにより、包摂的で、公正で、持続可能な仕事の
未来を構築することに引き続きコミットしている。
」
（G20 ブエノスアイレス首脳宣言、2018 年 )
「我々は、2025 年までに全ての市民がデジタル上連結されることを確保するよう努め、この点に関し低所得国に
おけるインフラ開発を特に歓迎する。
」
（G20 ハンブルク首脳宣言、2017 年）

課題
世界人権宣言の採択から 70 年以上が経つにも関わらず、いまだに多くの企業が人権を尊重していないという現
状があります。
国連ビジネスと人権に関する指導原則の実行に伴い、
グローバル・サプライチェーンにおけるディー
セント・ワークは、国連ビジネスと人権に関する指導原則を実行することによって、今すぐにでも最優先事項と
されなければなりません。
継続した経済的不平等と気候変動の脅威
地政学的緊張の高まりと第 4 次産業革命の加速に伴い、マルチステークホルダーが協働して対応する必要に迫ら
れています。SDGs は、人を中心に置き、誰一人取り残さないための新しい機会です。
グローバル・サプライチェーンにおける経済成長の鈍化と貿易制限
様々な方法で仕事の世界を形作るテクノロジーの進歩とイノベーションは、私たちに複雑に絡み合った未来を予
感させます。
非常に多くの人々（特に女性と若者）の排除
労働者のなかでも特に女性や若者の状況は、定期所得のある安定した仕事を見つけることが難しく、社会保護へ
のアクセスも限られているため、来たるテクノロジーの進歩に先立って重要な課題とみなされるべきです。
インフラの金融化
アセット・クラスとしてのインフラへのロードマップで概説されているインフラの金融化は、公共の利益よりも
市場動向を優先し、環境保護と労働者の保護に関する取り組みを妨げています。特に、世界的情勢における市民
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の自由に対する制限の拡大、環境・人権擁護者・内部告発者への攻撃の増加、地域コミュニティの参画・協働に
対する脅威は、インフラ・プロジェクトの文脈においても増大しています。
自動化やロボット化などの新しい生産テクノロジーのブーム
人間労働に対する需要の減少は、底辺へ向かう競争を助長し、労働者の賃金と福利厚生を最低水準にまで低下さ
せます。その悪影響を受ける可能性が最も高いのは、
グローバル・サプライチェーンにおけるスキルのない労働者、
女性、伝統的な慣習上の被差別民、周縁化された人々です。
環境と開発に関する専門スキルについて
グリーンな仕事には、環境意識と適切な技能研修の統合が必要です。十分に研修を受けた労働力なしには、環境
にやさしい経済への移行はあり得ません。科学とテクノロジーの発展が人に害をなす世界は想像に絶します。そ
れゆえに、労働の自動化やロボット化は、労働者の生活の質を高めるためのツールであるべきであり、同様に、
自動化やロボット化によって生産された商品・サービスは環境にも配慮されているべきです。何千何百という労
働者が、代替案のないまま、グローバル・サプライチェーンから排斥されるという状況を安易に受け入れるべき
ではありません。それは同時に、世界の平和が危険にさらされた未来へ向かっていくことに他ならないのです。
だからこそ、重要な役割を担うステークホルダーを考慮に入れた上で、人権の枠組みを正しく再構築し、新しい
社会に相応しい協定が必要とされています。私たちは、責任感と良識のある健全な判断力に基づいて、世界中の
すべての人々、特に最も貧しい国にいる人々を考慮し、彼らの権利も尊重される未来を作らなければなりません。
より人間的な世界をつくることは可能である、と具体的な行動で示すことは G20 参加国の責任です。

提言
ディーセント・エンプロイメント（訳注：働きがいのある人間らしい雇用）を支援する政策
◦ G20 参加国に対し、インターンの受け入れを促進するような、企業を対象としたインセンティブ制度の導
入を求めます。その際、若者に対して優先的に枠を取る方針と社会情緒的能力を強化するような研修を含め
るべきです（G20 コミットメント、2017 年）
。
◦ G20 参加国に対し、労働者の権利と社会保障の枠組みの中で、あらゆる組織形態（雇用、自営業、協同組合
運動など）を対象とした、若者の雇用を保護する制度の導入を求めます。2025 年までに、労働市場におい
て置き去りにされるリスクが最も高い若者の割合を、15% 削減させるという G20 目標も含むべきです。
◦ その上で、G20 参加国に対し、置き去りにされるリスクのある若者の割合とその削減目標達成率を記した
報告書を提出することを求めます。
◦ G20 ハンブルク首脳宣言、G20 ブエノスアイレス首脳宣言、G20 労働雇用大臣宣言において合意された、
児童労働・強制労働・人身売買・現代奴隷を根絶するための具体的な措置を講じることを強く求めます。こ
の具体的措置には、貿易政策・公共調達政策や人権デュー・ディリジェンスの実施の促進を含み、
「グローバル・
サプライチェーンにおける透明性の確保」の文脈で理解されなければなりません。
◦ G20 参加国に対し、ディーセント・ワークを前提とした労働市場における包摂と女性の社会保障の充実が
図られるような公共政策（インセンティブや特別枠などを含む）の実施を求めます。この中には、2014 年
の G20 ブリスベン・サミットにおいて述べられた、2025 年までに雇用における男女格差を 25％削減する
という目標の達成も含むべきです。また、この公共政策は、女性だけでなく、LGBTQI の人々と障害のある
人々に対しても同様に実施されなければなりません。
◦ G20 参加国に対し、ディーセント・ワークに重点を置くとともに、2025 年までに雇用におけるジェンダー・
ギャップを 25% 削減するという目標へ向けての取り組みとその成果を報告することを求めます。その取り
組みにおいては、様々な種類の仕事・労働への参画を考慮に入れた上で、階層別データ（性別・民族・身体
障害の有無・その他の関連するアイデンティティなどを含めた分類項目）を収集・分析し、普及しなければ
なりません。
◦ 女性、非正規労働者、移住労働者／移民労働者／外国人労働者、高齢者、その他の社会的・経済的に周縁化
されている人々を法的かつ社会的に保護するための枠組みを導入し、彼らのディーセント・ワークを前提と
した正規の労働市場へのアクセスを確保することを求めます。この枠組みの中には、様々な社会保障制度と
安価なケアサービス制度を含めるべきです。
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国連ビジネスと人権に関する指導原則を実行するための政策
◦ 国連ビジネスと人権に関する指導原則には、
「責任ある企業行動」のより広範な概念の一部として、人権を
尊重し、保護するための明確なロードマップが示されています。国連ビジネスと人権に関する指導原則の実
行は、持続可能な世界へ向けたビジネス界とのエンゲージメントの文脈でも見られるように、SDGs ロード
マップにおける重要事項として認識されるべきです。端的に言って、SDGs を達成するためには、国家はビ
ジネスに関連する人権侵害から人々を保護する義務を果たし、同時に、ビジネスは人権を尊重する企業的責
任を果たすことが必要です。
◦ すべての G20 参加国に対し、ビジネスと人権に関する国別行動計画の策定を強く要請します。また、この
国別行動計画の中には、人権デュー・ディリジェンスの義務と多国籍企業およびその他の企業に対して、法
的拘束力のある法令の策定を含むべきです（C20 教育・雇用・包摂）
。
◦ グローバル・サプライチェーンにおける人権尊重・人権保護の確保と ILO 条約の遵守の徹底を強く求めます。
国際労働権基準の実施と強化、ディーセント・ワークの実現、生活賃金の実施、サプライチェーン全体にお
ける透明性の確保が含まれなければならず、加えて、来たる「仕事の世界における暴力とハラスメントに関
する条約」の採択も求めます。
◦ 人権デュー・ディリジェンス・プロセスにおける市民社会と地域社会の有意義な参加を確保すべきです。こ
のプロセスには、人権擁護者や不正告発者の保護を含み、投資決定などの企業活動に関連するものに関して
は、プロジェクトの設計段階からの地域社会との協働を地域社会のペースと優先順位に従って行うことを求
めます。その際、情報へのアクセスの確保、十分な情報を得た上で合意する権利、またその自由を有してい
ることを前提として進められるべきです。
◦ 企業活動に被害を受けたコミュニティを対象とした実効的な救済措置の確保と実施を強く求めます。
◦ 国連ビジネスと人権に関する指導原則および OECD 多国籍企業行動指針に基づき、被害を受けたコミュニ
ティのある本国以外の国で発生した場合も対象とし、司法的および非司法的な救済メカニズムの強化も含ま
れるべきです。
◦ 金融仲介機関を含むすべての公的金融機関・民間金融機関の行動における透明性が確保されるような基準・
方針・規制の策定を要請します。特に、社会的・環境的リスクとその影響の評価過程には、融資や投資の短
期的価値に影響を及ぼす要因以上に、より高い透明性が求められるべきです。また、それらを管轄するため
の正式な独立機関・メカニズムを設け、サステイナビリティ評価を推進し、融資や投資に起因する社会的・
環境的影響がサプライチェーン全体にわたって評価され得るように取り組むことを求めます。さらに、その
ようなメカニズムや規制は、社会的・環境的影響が確実に回避されるよう設計されていなければなりません。
包摂的なデジタル社会のための政策
◦ 家庭におけるテクノロジーの有無やジェンダー不平等などを考慮に入れた上で、障害者・女性・僻地などの
多様なニーズに応えるべく、現代テクノロジーの使用に関するユニバーサル研修を教育システムに組み込む
ことを求めます。
◦ 2018 年の G20 アルゼンチン・デジタル経済大臣宣言（付属文書 2）でも述べられている男女間のデジタル
格差を埋めるための取り組みを実施すべきです。
◦ 労働者がデジタル化された世界の経済的変化に対応できるよう、国家と企業の連携による継続的な研修の提
供を求めます。この研修には、農山漁村の労働者や女性の参加を促進するために、対面式研修およびバーチャ
ル研修システムを含むべきです（G20 ハンブルク首脳宣言、2017 年）
。
◦ デジタル経済における競争が、サステイナビリティを前提として行われるような制度設計を求めます。また、
市場は新規参入者（特に中小企業、自営業者、社会的な経済主体）に対して開かれており、消費者の不公平
な慣行からの保護がなければなりません。
◦ コミュニティ・ネットワークを介したものも含め、すべての人々がインターネットを手頃な価格で利用でき
る社会の実現を求めます。
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地域から世界へ

背景／G20 のコミットメント
「人間中心の、包摂的で先を見すえたアジェンダを通じて、公正で持続可能な発展のためのコンセンサスを構築す
るため」
（G20 2018 首脳宣言）
「コンセンサスの構築には、社会全体のコミットメントを必要とする」
（G20 2018 首脳宣言）
「我々は、急速に変化する世界に効果的に対応できる、ルールに基づく国際秩序を改善するために共に取り組むこ
とへの我々のコミットメントを新たにする。
」
（G20 2018 首脳宣言）
課題
市民社会組織（CSO）は、力強い民主主義と包括的社会の発展にとって不可欠です。CSO は、長期的な持続可
能な開発目標（SDGs）に対する創造的で機動的な対応や、緊急の自然災害や人道的危機への対処に貢献します。
CSO は、政策決定においてイノベーションを推進するのに役立つだけでなく、多くの場合、現地コミュニティの
ニーズに合わせて現場でサービスを提供する責任もあります。さらに、これらの団体は、サービスの提供者とし
てだけではなく、国内総生産に対する経済的貢献としても、一国の経済において重要な役割を果たしています 46。
これらの役割を効果的に果たすために、CSO は合法的に設立され、運営されるための政策環境を必要とします。
私たちは、強固な市民社会と市民参加を通して 2030 アジェンダの可能性を引き出すには、市民社会スペースが
鍵となる、と考えています 47。市民社会スペースは、各国の憲法や G20 各国ほかによって批准された国際人権
文書によって保障された表現・結社・平和的集会の自由を中心としています。しかし、法的規制によって CSO
の合法的な設立や多様の任務の遂行が妨げられると、市民社会スペースが制約を受け、持続可能な開発が損なわ
れます。
これらの根本的な自由に対する制限は、ますます世界的な傾向になりつつあります 48。2018 年には、世界 111
カ国で市民社会が深刻な攻撃を受けていることがデータで示されています 49。国際人権メカニズムによって、
CSO の法的規制におけるベストプラクティスは、簡易な届け出制度を通じたものであることが明らかにされてい
るにも関わらず 50、多くの政府が、曖昧で高度に恣意的な法律や手続きに基づいた事前認証制度を導入し、費用
や行政上の負担、そして法人格を取得し維持するための時間を増加させています。
これらの制限的な規則は、時には強硬な官僚的監視の文化に根ざし、時には市民社会の批評家を沈黙させるとい
う明らかな意図をもって、登録・資金調達・情報へのアクセス・政策提言の障壁を高めることで、市民社会に悪
影響を及ぼしています。場合によっては、政府当局は、法的根拠のない、もしくはまったく正当性のない理由に
基づいて、登録を拒否したり、規約の変更を要求したりします。さらには、公平で独立した裁判所において、登
録拒否に対して異議を申し立てるために組織が利用できる有効な救済策がないこともあります。
46 According to a study by the Johns Hopkins University, the non-profit workforce makes up 7.4% of the total workforce on
average in the thirteen countries on which data was collected; placing it ahead of a number of major industries. See The
state of global civil society and volunteering. Available in: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/
JHU_Global-Civil-Society- Volunteering_FINAL_3.2013.pdf
47 The 2030 Agenda for Sustainable Development includes commitments to civic space; for example, Target 16.7 on
responsive, inclusive, participatory and representative decision making.
48 In Turkey, more than 1,300 NGOs have been permanently closed down under the state of emergency for vague links to
“terrorist”organisations, while in Mexico journalists and activists continue to be attacked and killed for reporting on crime
or criticising officials. India routinely denies UN accreditation to CSOs in their country and Indonesia systematically cracks
down on peaceful protests in the region of West Papua. See CIVICUS Monitor 2018. Available in:
https://monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2018/
49 The CIVICUS Monitor 2018 reflects 23 countries with a closed civic space, 35 countries in the repressed category; and
53 in the obstructed category. This means that civic space in almost six out of ten of the world’s countries is under attack.
Available in: https:// monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2018/. The International Center for Not-for-Profit Law
(ICNL) also tracks legislation affecting CSOs. According to ICNL’s tracking data, 94 countries have proposed or enacted
more than 269 legislative initiatives impacting civic space since 2013. Of these initiatives, 67% are restrictive and 33% are
enabling; 82 countries have proposed or enacted more than 181 restrictions on civil society since 2013. (See http://www.
icnl.org/)
50 See, for example, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
Maina Kiai, A/ HRC/20/27, May 2012, Para. 58.
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政府はしばしば、
「国家または非国家主体によるスティグマを与えるような言説、明白な脅威や脅迫、監視と嫌
がらせ（例えば、事務所の査察や閉鎖、個人の恣意的な拘禁などを通じて）を含む法外な手段や暴力を通じて」
CSO を取り締まります 51。政府はまた、国際的なフォーラムへのアクセスを制限し、国際機関の前で独立した
CSO の信用を傷つけるために、政府関連の CSO を活用するという法外な手段を通じて、CSO の声を抑制して
います 52。
発生しつつある法的動向は、腐敗の問題を対処するための国際法基準や「マネー・ロンダリングおよびテロ資金
供与対策（AML-CTF）
」が、市民社会スペースを狭めるよう要求しているとして、政府によって誤って適用され
ていることを反映しています 53。政府は、
資金源や流通経路、
使途に基づいてますます規制を強めています。特に、
海外からの寄付を制限することにより、
CSO は貴重な資金源を奪われ、
多くの組織は自国の脆弱で疎外された人々
を支援する業務を大幅に縮小または中止せざるを得なくなっています。
市民社会スペースに影響を及ぼしている問題のひとつは、銀行のリスク回避問題です。現金振替の過度の遅れ、
面倒なデュー・ディリジェンス要件、銀行口座の開設不可および恣意的な閉鎖などが挙げられます 54。非営利団
体（NPO）にとって銀行のリスク回避を後押ししているのは、金融活動作業部会（FATF）の改正勧告第 8 項と
解釈指針を政府が適切に実施しなかったことです。この勧告は、すべての NPO をテロ資金調達に脆弱であると
画一的に扱うのではなく、セクターにおける合法的な慈善事業を制限することなく、リスクが高いと認識された
NPO のサブセクターに沿った法律や措置を制定すべきである、としています 55。この FATF 改革にも関わらず、
世界中の政府は、テロ資金調達の濫用リスクが高いという根拠のない議論に基づいて、すべての NPO に同一の
法的規制を課しています 56。銀行のリスク回避の第二の推進力は、デュー・ディリジェンス措置の高いコストを
説明したり、不履行に対する厳格な制裁措置を持つ AML-CTF の曖昧な規則と衝突するリスクを犯すことに比べ
て、銀行サービスを NPO に提供するための利益率が低過ぎる、と金融機関がしばしば認識することです 57。銀
行のリスク回避は、平和活動・平和構築、公共保健、開発・貧困削減、人権・民主主義の醸成、および人道的救
援に関して活動している NPO に過度に悪影響を及ぼしている、と伝えられています 58。
それゆえ私たちは、セクターとして重要性と経済にもたらす価値および、より強固な民主主義を築くことに重点
を置き、CSO の活動を促進し支援する政府を必要としています。私たちは、G20 各国に対し、結社の自由を保
障し促進する国際法に沿った法的枠組みを実施するよう要請します。さらに、G20 各国に対し、その目的を達成
するために必要な（国際的および国内的）資源へのアクセスを保障することにより、CSO の持続可能性を促進す
るよう要請します。

51 ICNL, Effective Donor Responses to the Challenge of Closing Civic Space May 2018, p. 10. Available in:
52 See id., pp. 11-12.
53 For example, governments point to the need for transparency to justify“(1) burdensome requirements for reporting and
for disclosure of private information (e.g., in Bulgaria, Panama, Uganda); (2) mandatory disclosure of private assets of CSO
directors and/ or officers (e.g., in Ukraine and India); (3) limiting public advocacy by categorising CSOs as lobbyists or
political activists (e.g., in the United Kingdom and Ireland); (4) disclosure of private and international funders (e.g., in Hungary
and Mexico); and (5) disproportionate penal provisions linked to non-compliance with reporting and disclosure requirements
(e.g., in Egypt and Russia).”See id., p. 11.
54 See Human Security Collective and European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) At the Intersection of Security and
Regulation: Understanding the Drivers of‘De-Risking’and the Impact on Civil Society Organizations. Available in:
http://ecnl.org/wp-content/uploads/2018/05/Understanding-the-Drivers-of-De-Risking-and-the-Impact-on-Civil-SocietyOrganizations_1.pdf
55 See ICNL FATF Toolkit, http://www.icnl.org/programs/lac/fatftoolkit.html
56 See CIVICUS The International Anti-Terrorist Financing Syatem's Negative Effect on Civil Society Resources Available in:
http://www. civicus.org/images/SOCS2015_ESSAY9_AntiTerroristFinancingEffectsOnCS.pdf The UN Special Rapporteur
on the rights to freedom of peaceful assembly and association has said that FATF fails to provide for specific measures to
protect the civil society sector from undue restrictions to their right to freedom of association which includes the right to
seek, receive and use resources from domestic, foreign, and international sources. See https://www.ohchr.org/Documents/
that-n/
57 See Hayes, van Broekhoven, Skoric, De-risking and non-profits: How do you solve a problem that no-one wants to take
responsibility for? Available in: https://www.opendemocracy.net/en/de-risking-and-non-profits-how-do-you-solve-problemthat-n/
58 See http://blogs.worldbank.org/psd/de-risking-impedes-access-finance-non-profit-organizations

48

提言
私たちは、G20 各国に以下の措置を講じることを要請します。
市民社会のための行動の自由を支援する政策：
◦ 2018 年に採択 70 周年を迎えた世界人権宣言に明記されている表現・結社・平和的集会の自由の原則に対
する政府のコミットメントを再確認すること。また、市民社会の人々を暴力から守る義務、CSO メンバー
による権利の侵害申し立てを調査し、責任ある人々が説明責任を完遂し、そして違反防止と再発防止のため
の措置を講じる、という既存の約束を遵守すること。
◦ 国家と非国家の両方の主体による人権擁護家の犯罪化およびスティグマ化に終止符を打つために具体的な行
動を取ることを公約すること。
CSO の合法的な設立と運営を促進する政策：
◦ 無関係な事務処理、高い手数料、煩わしい要求を排除することにより、CSO を設立し運営するための法律
と申請手続きを促進すること。団体が法人登記をするための事前承認を要求する法規制を廃止または大幅に
改正し、人権擁護家や CSO と協議した上で、手ごろな価格または無料で提供される、簡易でアクセスしや
すい、差別のない届け出制度に置き換えること。
◦ FATF や「世界金融連携のためのグローバル・パートナーシップ（GPFI）
」などの世界的メカニズム、
および、
FATF に関するグローバル NPO 連合などの組織化された市民社会と協力して、NPO セクターにもたらす
AML-CTF 規制の悪影響に対処すること。
◦ 銀行のリスク回避が NPO にもたらす悪影響を認識・調査し、取り得る対応戦略を検討すること。
◦ 機関レベルのグッドプラクティスを明らかにして奨励するために、NPO の財政的アクセスに関する
G20-GPFI サブグループを設定すること（または既存のものの権限を拡大すること）
。
◦ FATF において、NPO および金融機関のために、リスクに基づくアプローチに関するより包括的な指
針を作成するよう促すこと 59。
◦ CSO が事前の承認または過度の干渉を受けることなく、様々な国内・国際的な資金源を探し、受け取り、
活用するという権利を法律によって保障することで、CSO が国際・国内の資金源にアクセスできるよう促
進すること。
◦ 国連やその他の国際的なフォーラムにおいて、阻止するのではなく、CSO が参加できるようにすること。
◦ 結社の自由に対するより広い障壁、例えば、慈善寄付を禁止する税法やボランティア活動を妨げる労働法な
どを特定するために、CSO と協力して、組織運営に関する全体的な法的環境を評価すること。
開発のための持続可能なパートナーシップを生み出すメカニズムを可能にする政策：
◦ 市民社会を合法的な主体として認識し、市民社会が包括的かつ民主的な方法で意思決定プロセスに参加でき
るような政策を実施すること。
◦ CSO・政府の連携のためのロードマップを含む、包括的なパートナーシップのための手順とチャネルを採
用すること。
◦ CSO と協力して能力開発を支援することを約束すること。二国間および多国間援助国は、CSO とのパー
トナーシップのための政策枠組みの中で政策環境を強調すべきであり、CSO のための資金調達方法は CSO
の多様性を尊重し、CSO イニシアティブに対応したものであるべきです。
◦ SDG 17 に記載されているように、CSO が関与するためのチャネルを改善し、公共政策の策定への全面的
な参加を通じて、2030 アジェンダを達成するために開発のためのマルチセクター・パートナーシップを構
築し、強化すること 60。
59 See G-20: Access to Financial Services for Non-Profit Organizations
60 Restrictions on free association rights can severely impede CSO contributions to SDGs, with grave consequences. Eritrea
lost all but one of its international CSOs after a 2005 proclamation placed onerous and restrictive regulations on them.
As a result, the country now faces the increasingly severe concern of malnutrition. See Closing Civic Space: Impact on
Development and Humanitarian CSOs at 3.
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貿易・投資

G20 のコミットメント
国際市民社会は、G20 議長国として日本が経済的不均衡およびその対策について論じることを本年のサミットの
議題に組み込んだことを歓迎します。巨額の収支不均衡は、
世界的な経常収支の不均衡
（グローバル・インバランス）
の表れであり、貿易紛争の引き金になりかねません。
2018 年のブエノスアイレス行動計画において、G20 は「国内外における過剰な不均衡は、安定した世界経済・
金融に対するリスクとなる」(#8）ことを認識し、また、
「この体制は現在、その目的を達成するには及ばず、改
善の余地がある。したがって、我々は、WTO の機能を改善するために必要な、WTO 改革を支持する。我々は次
回のサミットにおいて進捗をレビューする。
」
（#7）とし、貿易における重大な問題も認識しました。
2017 年のハンブルグ G20 首脳宣言においては、
「我々は、国際的な貿易及び投資の利益が十分広く共有されて
いないことを認識する。我々は、経済のグローバル化がもたらす機会及び利益を我々の国民がより良く獲得でき
るようにする必要がある。我々は、貿易及び投資の自由化並びに科学技術の変化に伴う調整コストの緩和、並び
に適切な国内政策に関する経験を共有するとともに、包摂的かつ持続可能な世界の成長に向けて国際的な協力を
強化することに合意する。我々は、ルールに基づく国際的貿易体制の極めて重要な役割を強調する。我々は、二
国間、地域間及び複数国間の協定が、開かれた、透明性があり、包摂的であり、かつ WTO と整合的であること
の重要性に留意するとともに、それらの協定が多国間貿易協定を補完することを確保するよう取り組むことにコ
ミットする。
」
（#3、4）ことが宣言されました。

課題
今日、グローバル化に対する民衆の不快感が、ほぼすべての民主的な G20 参加国において顕在化しています。
それにも関わらず、各国政府は、数十年来変わらず旧態然とした方向性・目的の貿易協定を追求しています。さ
らなる規制緩和、グローバル化、市場開放が目指され、社会経済的開発・発展や格差の是正は軽視されているの
です。この新自由主義的アプローチは、劇的に経済格差を拡大し、一握りの億万長者が全人類の半数の資産に匹
敵する富を掌握するような事態を引き起こしただけでした。工業生産のグローバル化は、広範な新たな貿易ルー
ルや貿易協定によって政治的に支えられてきました。現在交渉中の数十もの新たな貿易協定は、主に農業とサー
ビスの自由化と「規制の調和」を目指すものです。しかし、これは地域経済や人々の暮らし、地球環境に資する
ものではなく、多国籍企業を利するものでしかありません。
世界中の家族・小規模農家が危機的状況にあり、国内ばかりか国境を越えた、農村部から都市部への大規模な人
口流出の主要因の一つとなっています。家族・小規模農家は、世界人口への食料供給という課題に対して農業の
工業化・グローバル化よりもより良い解決策を提供します。その基盤は地域市場であり、アグリビジネス企業と
の激しい価格競争にさらされる国際市場ではありません。家族・小規模農家、そして農村地域は、適正に機能す
る地域市場を必要としており国際市場を必要としていません。よって、国際市民社会は農業市場をさらにグロー
バル化する貿易協定に反対します。
サービス・セクターは、推進されている新たな貿易協定によって影響を受けるもう一つの主要なセクターです。
150 年にわたる労働運動の成果が激しい攻撃にさらされている不安定な低賃金労働セクターは拡大し続けてお
り、サービスの自由化によって労働者はこの労働セクターへと押しやられています。その主な原因として、デジ
タル化などの科学技術の発展だけでなく、
政治的に推進されているサービス・セクターの規制緩和やグローバル化、
および非営利公共サービスの商業的民間セクターへの変換が挙げられます。現在交渉されている新たな貿易協定
は、サービス・セクターのさらなる規制緩和、グローバル化、商業化を共通の目的としており、労働者や消費者
の負担によって「株主価値」を引き上げ続けることで資本家階級の飽くなき利益追求に応えようとするものです。
この世界は、多国籍企業によるこれ以上の市場支配を必要としていません。
人々の暮らしと地球環境のための持続可能な経済への変革および国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成には、
各国政府による公共の利益のための積極的な規制が必要です。1980 年代の新自由主義革命以前は、誰もこのこと
に挑んできませんでした。世界中の社会・市民運動が、公共の利益のためにビジネス・セクターを規制する行動主
義に基づく国家への回帰を、政府に求めています。しかし、G20 各国が交渉している自由貿易協定は、いわゆる「規
制協力」を目指すものであり、実践においては公共の利益の規制を、不可能ではないにせよ困難にするものです。
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ダボスでの「世界経済フォーラム」で提案された電子商取引に関する新たな協定は、日本の安倍総理大臣によっ
てデジタル経済の要として推進されています。しかしこのような協定が、一握りのデジタル企業だけでなく一般
市民に実際にどのように利益をもたすのかは明確にされていません。デジタル企業を規制し、ローカルなデータ・
ストレージを義務付け、市民のプライバシーを守り、多国籍デジタル企業に課税するという各国政府の権利は制
限されてはなりません。国境を越えた「自由なデータの流通」という概念は、特定の業界関係者が規制を回避す
るために推進しているアジェンダであり、公共の利益に資するものではありません。
投資家保護のための協定の下、
「利益の逸失」
、
「間接収用」
、
「不公平な扱い」という不確かな理由で、多国籍企業
だけが政府を提訴することができます。
これは、
国家の法制度とは別の法的制度を多国籍企業に与えるものであり、
公共の利益に資する規制を妨げるさらなる手段となります。この制度を使って、多くの規制に対する異議申し立
てがなされており、多くの政府は数百万ドルの賠償を求められることを恐れ、公共の利益のための政策を採用で
きなくなっています。EU は、多国間での投資家対国家紛争の仲裁廷を設置することを提案していますが、これ
は企業専用の特別な法制度を正当化するものにすぎず、
解決策とはなりません。最近の G20 諸国の動きとしては、
一部の参加国（特に南アフリカ、インド、インドネシア）が既存の二国間条約（BIT）を打ち切り、同時に政策
改革を進めることで BIT 体制の改革へ向けてポジティブな措置を講じています。
新たな貿易協定における標準的なターゲットとなっているのは、
医薬品に対する知的財産権（IPRs）の強化であり、
WTO の TRIPS 協定を超える内容となっています。その結果、多くの発展途上国で貧困層の薬へのアクセスが制
約される事態になっています。これは、
「TRIPS 協定および公衆衛生に関するドーハ宣言に応じて、必須医薬品・
ワクチンへの安価なアクセスを提供する」ことを求める SGDs の目標３に矛盾します。IPRs は弱すぎるのでは
なく、すでに強化されすぎていると考えます。

提言
グローバル化した経済において「国内」経済政策と「国際」経済政策とを分けて考えることはもはや不可能です。
貿易政策は経済政策の一機能であり、それだけを再構築することはできません。優先順位や求められる結果は違
えど、G20 諸国の経済政策の再設定は急務です。
2015 年に世界各国の政府に満場一致で採択された国連の 2030 アジェンダ／持続可能な開発目標は、現状の資
源集約的な経済システムを維持、あるいは拡張することで実現できるものではありません。人々の暮らしと地球
環境のための経済政策とは、環境の有限性を人間が変えることのできない自然の摂理として尊重し、少数のすで
に十分に裕福な、あるいは裕福すぎる人々ではなくすべての人々に利益をもたらすことを目的としたものです。
新たな経済政策と持続可能な成長のために必要なものは、これまでとは異なる規制、税制、社会システム、労働法、
および環境法です。
◦ 貿易協定は、貿易自体を目的として推進されてはならず、喫緊に必要とされる変革をもたらす一助となる限
りにおいて、推進されるべきです。
◦ 貿易協定は、地域市場が社会面・環境面のニーズを満たすことに有効である場合、政府による地域市場の保
護を許容しなければなりません。
◦ 貿易協定は、搾取労働による不当に安価な製品を排除することで労働者の権利を保護しなければなりません。
また、貿易協定は人権に関する義務と整合的でなければなりません。
◦ 貿易協定は、政府が環境汚染や環境破壊、あるいは労働者の搾取（多くの場合は女性）による不当に安価な
製品を排除することで、持続可能な生産者を支援・奨励することを許容しなければなりません。
◦ G20 は、発展途上国を、相互性を必要としない一方的な市場アクセスを与えることで支援しなければなり
ません。
◦ 貿易・投資協定は、他の社会集団に対して不公平な優位性を投資家に与えてはなりません。労働者、市民社
会、消費者および他の市民以上の「権利」を投資家に与えることのない法制度が必要です。つまり、このよ
うな協定によって、人々の暮らしや地球環境、および持続可能な経済への変革のための貿易・投資の規制が
弱体化されてはなりません。よって、国際市民社会は、G20 参加国が既存の投資家対国家紛争解決（ISDS）
条項を破棄することを求めます。
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◦ デジタル経済は、一握りの強力な多国籍企業にのみ利益を与えるのではなく、利益は平等に分配されるも
のでなければなりません。G20 が電子商取引に関する協定によってデジタル経済を規制するのであれば、
WTO の制度外ではなく、その制度内にて協調的に行うべきです。
◦ G20 は、少数の先進国による直近の WTO の改革・近代化を承認してはなりません。この動きは、貧困国
および発展途上国の必要に応える、特別かつ異なる待遇のような既存のルールを弱体化させかねません。先
進国と発展途上国に同じルールが等しく適用されれば、すでに顕在化している世界の経済格差は拡大してい
くでしょう。
◦ 貿易交渉は、交渉権限が策定される初期段階から、民主的な説明責任や透明性が確保されるべきです。業界ロ
ビイストのみが影響を与えつつ秘密裏に交渉された協定は、
ほぼ確実に社会的に受容されないものとなります。

合理的な結論は、一連の新たな二国間・地域間・分野別の貿易協定ではなく、上記の提案に沿った
WTO の包括的改革です。「自国優先」主義は、解決策になりません。「保護貿易 対 自由貿易」は偽り
の二項対立であり、本当の問題は「新自由主義的な市場原理主義 対 人々と地球環境のための持続可能
性」なのです。新自由主義モデルによるグローバル化が唯一の発展モデルとして世界の人々に押し付
けられている限り、多国間アプローチは機能しません。持続可能性、正義、市民社会の民主的参加が
その答えであり、権威主義、ナショナリズム、新自由主義から解決策は得られません。21 世紀の困難
を乗り越えることは可能です。国連の 2030 アジェンダ／持続可能な開発目標こそが G20 の指導原則
でなければなりません。
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デジタル経済タスクグループ
による提言

背景／G20 のコミットメント
デジタル経済は、2016 年の G20 杭州サミットで初めて議題にのぼり、貧困層をエンパワーすることおよび経済
成長の達成を目的とした金融包摂のためにデジタル・サービスの可能性を有効利用することを目指す「デジタル
金融包摂に関する G20 ハイレベル原則」が採択されました。杭州サミットでは、G20 デジタル経済タスクフォー
ス（TFDE）が立ち上げられ、
「革新的な成長のための G20 ブループリント」の策定に着手し、2016 年に採択さ
れた「G20 デジタル・エコノミー発展と協力イニシアティブ」および「G20 新産業革命行動計画」と整合的に
取り組みが進められることになりました。
「G20 デジタル経済発展及び協調イニシアティブ」に重要な協力分野
がまとめられ、具体的には、ブロードバンド通信の拡張および質の向上、情報通信技術（ICT）セクターへの投資、
アントレプレナーシップの支援、
電子商取引における協力の推進、
デジタル包摂の強化が挙げられています。また、
知的財産権、規制と基準、デジタル経済に関する政策決定における透明性、デジタル社会における信頼性といった、
さらなる議論が必要とされる重要課題が特定されました。
デジタル経済大臣会合は 2017 年にデュッセルドルフで初めて開かれ、
「G20 デジタル経済大臣宣言：相互に連
結された世界のためのデジタル化の形成」が採択され、グローバルなデジタル化の可能性を包摂的な成長と雇用
創出に活かすこと、生産活動のデジタル化を推進すること、そしてプライバシー、個人情報、消費者の権利保護
の重要性を認識し、デジタル社会における信頼性を強化することが方向性として打ち出されました。2018 年の
ブエノスアイレスサミットでは、デジタル経済に関する議論がさらに深められ、ICT の活用をプライバシーおよ
びデータ保護に関する各国の枠組みを尊重しつつ政府の能力・戦略を再形成するものと位置付けた「G20 デジタ
ル・ガバメントに関する原則」が「デジタル経済大臣宣言」取り入れられ、これに沿って G20 アジェンダの優
先順位や方向性がより詳細に示されました。また、この大臣宣言は、意識向上を通してデジタル経済関連のジェ
ンダー間の格差の是正に努めること、女性のアントレプレナーシップを支援すること、科学・技術・工学・数学
（STEM）分野における女性・女児の参画の強化、女性・女児に対するジェンダー関連の暴力（サイバー・バイオ
レンス）に対策を講じること、これらの分野における進捗を追跡・評価するためにジェンダー別に分類されたデー
タ収集を促進すること目的とする報告書も取り入れています。また、同宣言ではデジタル経済に関して測定の重
要性が強調され、エビデンスに基づく政策決定を支援するための測定手段を提案し、デジタル経済における課題
や機会を評価するにあたり各国の参考となることを目的とし、公共政策が対策となりえる課題を特定し、標準化
された測定活動の導入を支援する「G20 デジタル経済測定のためのツールキット」が取り入れられました。
本年のサミットおよびアジェンダについて、議長国である日本は一貫してデジタル経済を強調してきました。安
倍首相は、デジタル化の可能性と破壊的技術を掌握することで社会的課題に取り組むという展望に基づく「ソサ
エティ 5.0」のコンセプトを 2019 年 1 月に開催された世界経済フォーラムで推奨しました。デジタル経済に対
する世界的な期待感の高まりやセキュリティ、安全性に対するデジタル化の影響に関する最近の懸念すべき出来
事から、将来の世界の発展を形作る上でデジタル・プラットフォームの役割が戦略的に重要、あるいはゲーム・チェ
ンジさせかねないものであることは明らかです。

課題
G20 がデジタル経済に関する方向性を定め、デジタル社会において人びとが直面している最も重要な課題に取り
組みはじめるにあたり、G20 は以下の同様に重要な課題についてサミットで議論すべきです。

1) 権利の課題について
デジタル社会における人権保護の基本的価値は、プライバシーや個人情報に関する懸念の根幹に関わるものです。
G20 は、この重大な懸念事項に言及してきましたが、意見・経験を共有し、デジタル・セクターの成長や経済的
な可能性を決定的に阻害しかねない規制を警戒する以上のことをしていません。一方で、世界の人びとは、プラ
イバシーの侵害、個人情報の同意なき商業利用、セキュリティ上の懸念、監視、暴力と犯罪の助長、世界中の女
性・女児に対するサイバー・バイオレンスなどの深刻な影響に為す術もないままに対処しようとしています。現
在、政府や国際機関がこのような急速な科学技術の進歩に対するガバナンスの枠組みについて取り組みを進めて
いますが、その間、個人情報の濫用の防止や電子商取引における消費者の権利保護に関する規制は事実上存在し
ないままになっています。誰もがつながり、情報へのアクセスを保証されるデジタル社会の展望は、皮肉にも電
子商取引企業の事業運営の不透明性や、消費者データの利用や商業化についての情報開示に関する不明瞭な方針
といった課題に満ちています。G20 諸国における政治や選挙活動に関わる最近の出来事からも、デジタル・プラット
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フォームにおける消費者・利用者データの所有権・利用の課題は明らかです。
労働者の権利保護は、デジタル経済の投資や雇用に関する可能性を有効活用することと同様に重要です。生産や
サービスのオートメーション化、デジタル化に伴い、労働条件、労働時間、職業上の危険、労使関係に関する一
連の課題が生じます。また、人間疎外や転職の困難化（転職自体できればですが）の課題も生じます。税制、あ
るいは人間の労働の喪失を補うためのビジネスに対するオートメーション化抑制策に関しては、韓国をはじめと
する G20 諸国の近年の経験を踏まえ、税制や財政に対する潜在的影響についても議論が必要です。

2) 社会の課題について
デジタル経済が社会全体、価値観や文化、そして人びとやコミュニティの関係性に与える影響は最も広範に及ぶ
ものでありながら、ほとんど議論されていません。
「G20 デジタル・ガバメントに関する原則」にはデジタル経
済の社会的側面を扱った原則は含まれておらず、
「G20 デジタル経済測定のためのツールキット」にもデジタル
化の社会的影響を評価するための指針については一切触れられていません。また、これらの原則やツールは、世
界中でソーシャルメディアを通じた「フェイクニュース」の拡散や政治的見解の操作が確認される中、世界的に
増加しつつあるデジタル化の社会的影響への政治的反動に関する懸念を払拭するものでもありません。
製造業、農業、サービス業における失業の問題は、技能の再教育、再訓練、教育カリキュラムの改善、女性・女
児の STEM 分野・職業への参画強化の推進によってのみ対処できるものではなく、産業革命と科学技術の変化に
伴う現実として向き合うべきものです。コミュニティや各種産業分野に波及するこのような失業・移行の影響は、
社会経済的ショックを緩和する社会保障制度や長期的開発計画を提供し、必ずしも新たな雇用を生み出すわけで
もなく、周辺化された人びとに資する真の経済発展をもたらすわけでもないというデジタル革命特有の性質を考
慮して対処する必要があります。
デジタル経済に対する過度な期待やその悪影響に対する懸念を軽視する傾向は、人びとに資する共同作業に基づ
くイノベーションの、資金・人材などの分配や政治的関心における優先順位を引き下げてしまいます。また、
「イ
ノベーション」や「テクノロジー」の定義を「ハイテク」に限定してしまうと、先住民・伝統的コミュニティや
周辺化されたセクターにおいて人びとが何世紀にもわたって開発の課題に取り組み、適応を支えてきた知識体系
やそれによるイノベーションは除外され、解決策を多様な知識に基づいて形成する可能性は著しく制限されてし
まいます。

3) 環境の課題について
デジタル経済の環境影響に関する議論は皆無に等しく、ドローンを活用したより効率的な水利用や化学薬品の散
布など、気候変動や資源の枯渇への対策として多くのデジタル技術が推奨されているという点で、これは皮肉な
ことです。デジタル経済は、スーパーコンピューター、メガサーバー、クラウド・ストレージによって支えられ
ていますが、そのすべてが膨大なエネルギー消費によって賄われています。例えば、2017 年のビットコイン（金
融技術、いわゆるフィンテックで使用される暗号通貨）の電力消費量は同年のシンガポールの年間電力消費量と
同等でした。将来的に世界のスーパーコンピューター、メガサーバー、クラウド・ストレージの半分が再生可能
エネルギーに依るものになったとしても、すべてのデジタル需要を満たすには太陽光・風力発電、高効率電池な
どの鉱物資源を必要とする設備・機器を生産しなければならず、そのためには大規模な鉱物やレアアースの採掘、
採取、加工が必要になります。大多数の人びとがデジタル経済の外で暮らす現状において、電子機器のライフサ
イクルの課題、電子廃棄物の管理・処分はすでに深刻な問題となっています。

4) 平等性の課題について
デジタル経済の拡大は、世界人口の 1% が世界の富の 82% を支配するという極端な世界の経済格差と無縁ではあ
りません。食品・農業産業におけるビッグデータ掌握の競争は、わずか４社が世界の農薬市場の 75%、世界の種
子市場の 70% を独占するという経済的影響力の集中をもたらしました。ビットコインやフィンテックは自由主
義者に支持されていますが、すべてのビットコインの 97％はわずか 4 つのアカウントに所有されています。世
界の最富裕層の人びとの資産はデジタル経済から得られたものであり、世界人口の下層 50% の保有する資産と
同等の資産を世界で最も裕福な 20 人が保有しています。G20 は、富裕国と貧困国間、男女間の明らかなデジタ
ル経済に関連する格差（デジタル・ディバイド）について正しく認識してきた一方で、デジタル経済を支配する
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人びとへの富の集中やその他の人びとの周辺化については課題を認めていません。
生物へのデジタル技術の応用における平等性も同様に懸念すべき課題です。遺伝子情報のデジタル化や、地域・
先住民コミュニティや野生生物から得られた生物、生物多様性、遺伝資源に関する非物質化情報の商業化は、新
たな形態のバイオパイラシー（生物資源の盗賊行為）を生み出し、このような資源に対するコミュニティのコン
トロールが軽視されることにつながります。遺伝子の配列や関連するアルゴリズムのデジタル情報に対する特許
権、著作権、企業秘密を含む知的財産権（IPR）の適用は、生物資源や先住民の知識の商業的占有を強化します。

5) ガバナンスの課題について
現在、デジタル経済を対象とするグローバルなガバナンスあるいは規制の枠組みは存在せず、各国政府は、デジ
タル経済を扱う適正な政策手段を持ちません。デジタル・プラットフォームを形成するデジタル技術でさえほぼ
無規制の状態です。ドローンの民間利用について各国政府が法律や規制を整備したのは極めて最近のことです。
また、ロボットに対する税制・抑制策を講じたのは現時点では韓国だけです。ビッグデータシステムの開発・利
用を管理するルールのないまま、巨大デジタル企業は人工知能を活用し、機械学習を進めるために公的統計やか
れらが所有権・占有権を持つソフトフェアやアルゴリズムで得た消費者データを利用しています。民間が所有す
るすべてのビッグデータは、公的に得られた小規模なデータ群によって成り立っていますが、その利用に関する
許容範囲や、濫用や同意なき商業利用に対する個人情報やプライバシーの保護に関するルールは存在しません。

提言
上述の課題を鑑み、C20 は G20 デジタル経済タスクフォースおよび首脳会議に対して以下を提言します。

１）権利の課題について
デジタル社会におけるプライバシー、個人情報、同意、情報に対する権利、および人権を保護するためのグロー
バルな枠組みの採択を検討すること。
◦

製造業、農業、サービス業のデジタル化における労働者、農民、若者や女性の権利を保護するための原則・
指針を採択すること。

◦ デジタル企業が所有権・占有権をもつプラットフォームに起因するプライバシー、同意、情報に対する権
利や人権の侵害について、このような権利侵害を抑制するための国家政策を講じたドイツをはじめとする
G20 諸国の例に倣い、デジタル企業のアカウンタビリティや責任を確保するルールの導入を推奨すること。
◦ G20 大阪サミットにおいて、ジェンダー関連のデジタル・ディバイド対策の導入について、国家レベルの
取り組みを評価すること。
◦ 2018 年のデジタル経済大臣宣言はサイバー・バイオレンスからの保護に関する女性・女児の権利に言及し
ていますが、実際の達成度を確認し、発生し続けているプライバシーや権利を侵す行為に対して国家レベル
で講じられている対策を共有する必要があります。ソーシャルメディアや人工知能のアルゴリズムにおける
ジェンダー・ステレオタイプや差別の常態化のようなデジタル化の女性・女児に対するよりとらえにくい影
響についてはさらなる行動をもって対処する必要があります。

２）社会の課題について
◦ 「G20 デジタル・ガバメントに関する原則」および「G20 デジタル経済測定のためのツールキット」を評価し、
デジタル経済の社会的側面および社会・文化に対する潜在的影響に対応すべく改訂すること。
◦

農業のようなデジタル化に脅かされているセクターにおける、しばしば女性によって受け継がれてきた、先
住民の知識や伝統知識の貢献・価値に関する調査を考案すること。

３）環境の課題について
◦ 「G20 デジタル・ガバメントに関する原則」および「G20 デジタル経済測定のためのツールキット」を評価し、
デジタル経済の環境面に対応すべく改訂すること。
◦ デジタル経済における持続可能な生産・消費に対するコミットメントの実践を強化すること。
◦ デジタル経済、あるいはモノのインターネット（IoT）
、デジタル農業、製造のオートメーション化など、そ
の構成分野のエネルギー消費および関連する環境影響に関する一連の調査を準備すること。
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4) 平等性の課題について
◦ 確実に誰一人取り残さないための手段を講じるべく、強く忌避されている、富の集中の問題における電子商
取引およびデジタル経済の役割を認めること。
◦ 電子商取引およびデジタル・プラットフォームの対象範囲や性質に対応すべく国家の税法や国際政策を改訂
し、発生した財政上の利益を社会保障制度のための財源として確保すること。
◦ 遺伝子バンクや自然環境から得られる遺伝子情報のデジタル化の現状および発展途上国や地域コミュニティ
への影響を評価すること。

5) ガバナンスの課題について
◦ デジタル経済における関係主体のアカウンタビリティ、透明性、責任を確保するにあたり、デジタル経済の
越境的性質を考慮すれば、すべての国家が参加したグローバル・ガバナンスのためのメカニズムが必要とさ
れます。
◦ デジタル技術を、その開発・導入に先立って評価する、参加型の包摂的で透明性のあるグローバルな、ある
いは地域レベルのメカニズムが喫緊に必要であると認めること。
参考文献
G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion（デジタル金融包摂に関する G20 ハイレベル原則）杭州、
2016 年 9 月
G20 Blueprint on Innovative Growth（革新的な成長のための G20 ブループリント）杭州、2016 年 9 月
G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative（G20 デジタル経済発展及び協調イニシアティブ）杭州、
2016 年 9 月
G20 New Industrial Revolution Action Plan（G20 新産業革命行動計画）杭州、2016 年 9 月
G20 Digital Economy Ministerial Declaration: Shaping Digitalisation for an Interconnected World（G20 デジタル経
済大臣宣言：相互に連結された世界のためのデジタル化の形成）デュッセルドルフ、2017 年 4 月
G20 Digital Economy Ministerial Declaration（G20 デジタル経済大臣宣言）ブエノスアイレス、2018 年 8 月
G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy（G20 デジタル経済測定のためのツールキット）ブエノスアイレス、
2018 年 8 月
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C20について
市民20（訳注：Civil

20、以下「C20」と表記）は、G20に関わる8つのエンゲージメント・グループの

一つです。世界の異なった地域から参加する市民社会組織が、G20に対して組織だった持続可能な方法で
貢献し得る固有の空間として特徴づけられており、このC20の存在によって、世界の指導者たちは、単に
政府やビジネス・セクターの声を聴くだけでなく、市民社会の提案や要求に耳を傾けることができるのです。
このエンゲージメント・グループの目的は、G20に対して影響を与えるために、透明で包摂的なプロセス
を通じて、G20に提出する政策文書を作成するための空間を構築することです。
G20と同様に、C20は恒常的な構造を持ちません。それゆえ、常設の事務局や事務所、代表を持つわけで
はありません。毎年、持ち回りで議長が交代します。近年、C20は様々な課題について深く提案する特定
のワーキング・グループ制度を採用し、G20に対して政策提言書を作成し、提出しています。
G20とC20が地球規模の空間であることを考慮し、地球規模課題について議論してG20に影響を与えたい
と考えるすべての国内外の組織はC20に参加できます。
C20によるすべての作業の最終結果は、コミュニケに反映されます。

C20の構造
議長、共同議長、シェルパ
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Transparency International
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Climate Action Network
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反腐敗
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Japan NGO Center for
International Cooperation
(JANIC)

Ms. Maria Emilia Berazategui
Transparency International
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Liga Iberoamericana de
Organizaciones de la Sociedad Civil

環境・気候・
エネルギー

Ms. Tomoko Hoshino
Environmental Partnership
Council (EPC)

Mr. Enrique Maurtua
Konstantinidis
Fundación Ambiente y
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Amnesty International
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Tax Justice Network Japan
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Steering Committee for
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貿易・投資

デジタル経済タスクグループ・コーディネーター
Ms. Shoko Uchida, Pacific Asia Resources Center (PARC)
Ms. Neth Daño, Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC Group)
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本書は、2019 年の C20 サミットにおいて発表された「C20 POLICY PACK 2019」の
全訳です。C20 サミットの開催に先立ち、G20 サミットの議長を務める日本の安倍晋三
総理大臣に手渡されました。原文は以下からダウンロード可能です。
https://civil-20.org/c20-policy-pack-2019-is-out-now/
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