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拝啓

　ドミンゴ閣下におかれましては、ボラカイでの貿易担当大臣会合の準備に余念なきもの
とお察し申し上げます。私どもＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ：APEC Business 
Advisory Council）の委員一同は、閣下と各国・地域の貿易担当大臣が、未だに継続する
世界経済の脆弱さと依然としてわが地域の随所に残る不平等を背景に、ＡＰＥＣが本年目指
す『あまねく広がる成長』という目標に向かっていかに前進していくか検討されることを認識
しております。

　ＡＢＡＣは、閣下及び担当実務者の皆様とともに、これらの諸問題に対する革新的かつ実
際的な解決策を見出していきたいと思っております。開かれた、予見性と透明性が高い、物品・ 
サービスの貿易と投資の環境は、あらゆる分野の持てる力を増大させ、社会に新たな可能性
をもたらすものである、との確信に基づき、ＡＢＡＣの見解を述べます。

　第一に、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of Asia-Pacific）に向かっ
て意義ある歩みを刻みたいとの閣下の思いを心より支持いたします。ＡＢＡＣでは、ＦＴＡＡＰ
に向けた北京ロードマップの具体的な第一歩として、現実的なビジネスの視点をＡＰＥＣ共同
の戦略的研究に反映するべく作業をしております。ＦＴＡＡＰに向けた道筋および他の実践的
な工程に関しては、私どもは太平洋同盟の実現に勇気づけられており、環太平洋パートナーシッ
プ（ＴＰＰ：Trans-Pacific Partnership）協定と東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ：
Regional Comprehensive Economic Partnership）の参加国・地域にも交渉を完結するよ
う要請します。これらの交渉は相互補強的で質も高く、意欲的で包括的であるべきです。

　第二に、我々の地域をも資するような、貿易に関するグローバルなルール作りが急がれるこ
とは明白です。私どもはＷＴＯ貿易円滑化協定（ＴＦＡ：Trade Facilitation Agreement）
を実施することの重要性に鑑み、関係国・地域が可及的速やかに批准の手続きを完了され
るよう要請します。ＴＦＡが締結されることで、ジュネーブにおけるポスト・バリのドーハ開
発アジェンダ関連作業が効率化され、進展することを期待します。情報技術協定（ＩＴＡ：
Information Technology Agreement）については、商業的に有意な拡大と、鍵を握る参
加国・地域の間で停滞している交渉が早急にそして確実に完結されるようにＡＰＥＣ国・地域
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がリーダーシップを発揮することを強く希望します。同様に、ＡＰＥＣ参加国・地域が 2015
年末までに 54 の環境物品の実行関税率を５％以下に引き下げるとの約束は絶対に守るべき
です。このことは、2012 年にＡＰＥＣ首脳が承認して以降、毎年再確認されており、この期
限を逸脱することは許されません。

　第三に、新サービス貿易協定（ＴｉＳＡ：Trade in Services Agreement）はグローバル
なサービス貿易において意欲的で高度な水準を設定する潜在力を持っています。現時点では
11のＡＰＥＣの国・地域がこの交渉に参加しています。より多くの国・地域がこの交渉に加わ
り、そして既参加者が、高水準の協定を支持する用意がある新規の参加希望者を受け入れる
よう要請します。私どもはＡＰＥＣサービス協力体制の提案を歓迎します。これは地域内のサー
ビス貿易の活発化に寄与すると思われます。大臣各位におかれましてはＯＥＣＤのサービス貿
易障壁指標（ＳＴＲＩ: Services Trade Restrictiveness Index）のようなデータの透明性
を促進させる分析手法を検討されることを要請します。一方ＡＢＡＣは引き続きサービスに関
する官民対話を開催し、同様な主義主張をもつビジネス団体と呼応してＡＰＥＣサービス団体
連合を創設しました。このような活動を通じてサービス分野に関する我々の関心を他にも広め
ていけると考えております。

　第四に、私達は、効果的な地域経済統合は効率的で強力な連結性がなければ成り立たな
い、ということを認識しております。グローバル・バリューチェーン、インフラ投資、グローバル・
データ・スタンダード、インターネット経済を促進するデジタル・エコノミーの活用、災害リスク・
ファイナンス、そして私どものEarn, Learn, Return Initiative（“稼ぐ、学ぶ、戻る”イニシ
アティブ）における各種労働技能への域内需要に対応するための労働力移動等を助長する政
策を通じて、物品とサービスのより効率的な移動が促進されるようＡＰＥＣ首脳への提言を作
成しています。

　第五としては、この地域の活力は地域全体の企業数の 97％、雇用の 60－ 90%を占める
零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, small and medium enterprises）の状態によるところ
が大きい、ということです。ＭＳＭＥの、イノベーション、金融アクセス、グローバル市場へ
の参加、そして強靭性を高めるような政策を取るようＡＰＥＣに参加するすべての国・地域に
対して呼びかけます。同様に、次世代の女性の起業家とビジネス・リーダーのエンパワーメン
トによって持続力のある企業と成長が可能となる新たな分野が創出されるのではないでしょ
うか。

　最後に、この地域内での法の支配の促進のために民間部門が貢献できることを特定する私
どもの活動にご注目いただきたいと思います。健全なビジネス環境の基本的な構成要素として
は、開かれた透明性の高い政府、腐敗の不在、規制の執行、基本的な権利と秩序そして安定・
安全が保障されていることなどが挙げられます。今後、法の支配の重要性につき引き続き話を
させていただきたいと思います。
あまねく広がる成長を基本的な指針として、様々な分野における努力がビジネスの大小に関わ
りなく適用され、経済統合とグローバルな貿易が万人に繁栄をもたらすように活動いただくよ
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う要請します。詳論については別添付属書をご覧いただければ幸いです。

　ボラカイにおいて、閣下が主催される会議でこれらの提言についてさらに詳細に議論させて
いただけることを期待しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

2015年ＡＢＡＣ議長
Doris Magsaysay Ho
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ＡＢＡＣ関連活動に関するＡＰＥＣ貿易担当大臣宛進捗状況報告

　持続する経済成長と包摂性、強靭さと持続性の促進に関わる課題と取り組むべく我々は『強靭
であまねく広がる成長：万人に公平・公正に』、をテーマとして採用し、優先事項として、“地域
経済統合とサービス・アジェンダの前進”、“連結性の強化”、“零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, 
small and medium enterprises）のグローバル市場への参入の促進”、“イノベーションと人間の可
能性の極限までの追求”、“住環境が整い、持続可能で強靭な都市の促進”、を掲げ、テーマと課
題に焦点を当てていく。

地域経済統合について

１．アジア太平洋自由貿易圏の実現化
　ＡＢＡＣは北京ロードマップに明記されている、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free 
Trade Area of Asia-Pacific）実現に向けての進展を歓迎する。このため、ＡＢＡＣは、地域
経済統合に関する画期的なこのイニシアティブの実現に向けての最初の具体的な一歩としての 
ＡＰＥＣ共同の戦略的研究（APEC Collective Strategic Study）を支持し、参加することとした。
ＡＢＡＣの関心はビジネスの観点から、既存ＦＴＡの対象範囲に入らない事項を特定し、既存 
ＦＴＡで活用されていない条項がある場合はその原因を究明しそして次世代型貿易投資課題を特
定することにある。ＡＢＡＣは太平洋同盟（ＰＡ：Pacific Alliance）実現における進展に勇気づけ 
られ、環太平パートナーシップ（ＴＰＰ：Trans-Pacific Partnership）協定、東アジア地域包括的
経済連携（ＲＣＥＰ：Regional Comprehensive Economic Partnership）や地域経済統合を促進
するその他の実際的な仕組みの交渉が一日も早く妥結するよう要請する。これらの交渉は相互補
完的で、質が高く意欲的で包括的な協定を目指すべきである。

２．多角的貿易体制の支援
　ＡＢＡＣは有効に機能する多角的貿易協定が国際貿易システムを改善するための要であり続ける
と確信している。ＡＢＡＣは、モノの移動とサービスの供給のコストの低下と効率の向上をもたらす
世界貿易機関（ＷＴＯ）の貿易円滑化協定（ＴＦＡ：Trade Facilitation Agreement）の発効の重
要性を強調する。ＡＢＡＣは各国・地域に対して、貿易担当大臣会合までに批准のための国内手
続きを終了し、ＴＦＡの発効に向かって早急に行動することを要請し、ＴＦＡの成立によりジュネー
ブでのドーハ・ラウンド関連のポスト・バリ作業がより効率的に進められるようになるものと期待し
ている。

　情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）は、先進国・途上国の双方に
おいて成長、イノベーションそして雇用を生み出しており、ＷＴＯの中でももっとも商業的に成功し
ている通商協定の一つである。この協定の最大の受益者となったのはＡＰＥＣ地域の消費者であり、
革新的でより手頃な価格の情報通信技術製品を入手することができるようになった。更に、ＩＴＡ
は、価値の高いＩＣＴ製品に必要な部品へのアクセスを提供し、これらの装置の製造に関わるグロー

付録
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バル・バリューチェーンの統合を促進している。1996 年以降も大きな技術的イノベーションが続き、
ＩＣＴ分野の製品構成は大きく変容し、何千もの新しいＩＣＴ製品が市場に登場してきたにもかか
わらず、この19 年間、ＩＴＡには新しい関税品目がただ一つでさえ追加されることはなかった。

　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳による力強いリーダーシップにより、昨年11月の首脳会議の後、交渉
参加国・地域はＩＴＡ拡大交渉の完了に向けて取組むものと確信していた。しかし、今は、交渉
が失速し、勢いを失いかけているのではないか真剣に懸念している。交渉の中心的な国・地域間
でのこれらの交渉の迅速な完了を強く要請する。

３．新たなサービス・アジェンダの追求
　サービスと投資の自由化・円滑化は、人々の生活の向上をもたらす地域経済統合と連結性、発
展と包摂的成長において重要な要素であるので、ＡＢＡＣは、予てからその必要性の高さを強
調してきた。域内のサービス産業の成長を妨げる要因を特定するためには、信頼できる包括的
なデータの利用が不可欠である。ＡＢＡＣはサービス分野における貿易のデータ（付加価値貿
易（ＴiＶＡ : Trade in Value Added）およびサービス貿易制限指標（ＳＴＲＩ: Services Trade 
Restrictiveness Index））が全てのＡＰＥＣ参加国・地域を対象とするように範囲を拡張する手
段が優先的に、確実に講じられるよう要請する。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣサービス貿易アクセス要件 
（ＳＴＡＲ : Services Trade Access Requirements）データベースが 21の全てのＡＰＥＣ参加国・
地域とより多くのサービス分野を対象とし、さらに、多様なサービス分野における市場参入のため
の市場アクセスや国内措置に関する包括的な情報を提供するように拡張されることを期待する。同
様にＡＢＡＣは、域内のサービス貿易の障壁に関する情報は、各国・地域内の適切に構成されたサー
ビス団体によって最適に提供されると認識しているので、新たなサービス・アジェンダの推進のた
めにＡＰＥＣサービス団体連合を設立することを提案する。

４．効果的なグローバル・バリューチェーンの構築
　ＡＢＡＣは、グローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ: Global Value Chains）を強化すること、そ
して域内の経済統合と連結性の促進にあたってサービスが果たす不可欠な役割に注目してきた。
ＡＢＡＣは、インフラ投資チェックリストとインフラ投資を円滑化させるイニシアティブ、特にアジ
ア太平洋インフラ・パートナーシップ（ＡＰＩＰ: Asia-Pacific Infrastructure Partnership）タス
クフォースの推進を継続する。ＡＢＡＣは、ＴＰＰやＲＣＥＰといった包括的経済連携協定の締結
が域内のＧＶＣの果たす役割を深化させる大きな手助けになると認識している。これら協定が確
実に包摂的になり、経済的利益が拡大するために、私たちはＡＰＥＣ大臣がそれぞれの自国・地
域が交渉に参加することを支持し、交渉妥結を加速化するよう要請する。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣの 
ＧＶＣ戦略的ブループリントと付加価値貿易（ＴｉＶＡ）のデータの収集を進めるためのさらなる協
力を歓迎する。　　　

　ＡＢＡＣは、製造業サプライチェーンにおいて、製造過程そのものよりもサービスの要素の方が
価値創出への貢献が大きいことを認識しつつ、ＡＰＥＣの政策支援ユニットの「サプライチェーン／
バリューチェーンにおける製造業関連サービス」に関する調査に協力している。グローバルなデー
タ規格（ＧＤＳ：global data standards）をはじめとするメカニズムの検討を進めることで、ビジネ
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スが災害や経済危機などの困難を乗り越えられるようにＧＶＣの強靭性を高め、その過程において
特にＭＳＭＥへの影響の大きさに配慮することを要請する。

５．環境物品・サービスの貿易促進
　域内における環境物品・サービスの貿易を促進するＡＰＥＣの先見の明とリーダーシップを 
ＡＢＡＣは称賛する。しかし、その取り組みを最後まで貫徹しなければＡＰＥＣの信頼性と評価が
損なわれる危険があるばかりではなく、ＡＰＥＣが歓迎したＷＴＯにおける環境物品交渉の進展に
も悪影響を及ぼしかねない。従い、ＡＰＥＣ首脳が 2012 年に承認し、以後毎年確認し続けてき
た環境物品 54品目の実行関税率を５％以下へ低減するという合意を確実に履行する必要がある。
ＡＢＡＣはまた、ＡＰＥＣが環境サービスの障壁に対して断固たる対応をとることを要請する。 

６．インフラ投資におけるギャップの補完
　世界経済フォーラムによると、グローバルにみてインフラの債権及び株式に対する投資の不足額
は少なくとも年間１兆ドルに達すると見積もられている。ＡＢＡＣはＡＰＥＣが連結性のブループリ
ントを実行する試みの一部として物理的連結性の障害を分析することによりこのギャップに焦点を
当てた努力を称賛する。私たちは、この努力を補完するものとなるインフラ投資チェックリストの実
施を通じて、この試みを支援することを心待ちにしている。ＡＢＡＣはメキシコ、ニュージーランド、
フィリピン、ロシア、アメリカ合衆国の各政府がチェックリストにある自己査定を完了し、ＡＢＡＣ
とその結果を共有したことを称賛する。私たちはＡＰＥＣ各国・地域の全政府が、チェックリスト
を今年中に完了することによりビジネス界と連携することが出来るこの重要なツールを利用していく
よう働きかけていく。

　資金供与可能なプロジェクトの仕掛在庫の不足が多くの国・地域における民間部門によるイン
フラ投資の主要な障害になっている。様 な々仕組みを通じて官民はこの課題に対応するために連
携しているが、それらの仕組みには、アジア太平洋インフラ・パートナーシップ（ＡＰＩＰ：Asia-
Pacific Infrastructure Partnership）、ＡＰＥＣ官民パートナーシップ・センターのネットワーク、そ
してＰＰＰ専門家アドバイザリー・パネルがあり、これらはインフラ開発と投資のための複数年計画
（ＭＹＰＩＤＩ：Multi-Year Plan on Infrastructure Development and Investment）における第
３の柱を実行している。同様に、ＡＰＩＰとＡＢＡＣインフラ・チェックリストもそれらの仕組みに含
まれるものである。ＡＢＡＣはＡＰＥＣ首脳が2016年に完了することを目指したＭＹＰＩＤＩの第１、
第２の柱をＡＰＥＣが順次確実に進め、透明で予見可能な規制フレームワークと統合された計画メ
カニズムを提供することを推奨する。ＡＢＡＣはまた、ＡＰＥＣが第４の柱を継続して推進すること
を要請する。これは長期投資を推進するものであるが、ｉ）深く、流動性があり、統合された資
本市場を発展させること、また株式及び債券による資金調達手段を開発すること、これらを通じて
機関投資家がインフラ投資を行う資金を出資できるようにすること、ii）地域における多様性やビジ
ネスモデルを考慮し、保険会社や年金ファンドが長期資産に投資する動機を与える規制及び会計上
のフレームワークの採用を推奨すること、iii）高齢化する社会のニーズに応える退職金制度改正を
通じた継続的長期資産の積み上げを推進すること、が含まれる。
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７．地域における投資運用実績の強化
　ＡＢＡＣは地域投資分析グループ（ＲＩＡＧ：Regional Investment Analytical Group）を設立
し、初回会合を３月初旬に行ったが、地域における投資推進と円滑化を担当する政府機関からの
政策立案者、国際開発金融機関、国際機関および学会からの主要投資専門家が参集することとなっ
た。ＲＩＡＧは地域における投資政策のフレームワークと運用実績をＡＰＥＣ参加国・地域におい
て選定したセクターへの海外直接投資の数量的指標を用いて、また投資推進担当政府機関の政策
実践を通じて評価する業務を行うことになる。ＡＢＡＣは本業務の結果をＡＰＥＣ政府高官および
大臣に報告する予定である。

８．サプライチェーン・コネクティビティの強化
　ＡＢＡＣは、国境を越えた物とサービスの取引をより容易により安価にそしてより迅速にするこ
とにより、域内の競争力を高めるというＡＰＥＣの継続的な取り組みを称賛する。2013 年の世界
経済フォーラムの報告では、全ての国・地域が国境手続きおよび輸送・通信インフラに関するサ
プライチェーンのパフォーマンスを世界のベストプラクティスの半分の水準に引き上げれば、世界の 
ＧＤＰを約 2.6 兆米ドル、輸出を約1.6 兆米ドル増加させると推計している。

　ＡＢＡＣは、2010 年の首脳による目標であるＡＰＥＣ域内において取引の時間と費用、そして不
確実な域内輸送を10％削減するとのサプライチェーン・パフォーマンスの改善をＡＰＥＣ各国・地
域が 2015 年末までに達成することを求める。ＡＢＡＣはモデルＥ－ポートネットワーク及び上海に
ある実務センターのような分野における進展を歓迎し、途上国においてサプライチェーン・パフォー
マンスの向上やＷＴＯの貿易円滑化協定（ＴＦＡ）の導入を支援するＡＰＥＣの革新的なキャパシ
ティ・ビルディング・イニシアティブを支持する。これらのプロジェクトを支援するために、ＡＢＡＣ
はサプライチェーン・コネクティビティ・サブファンドへの追加資金を要求する。また、ＡＢＡＣは、
各国・地域と連携してキャパシティ・ビルディング・イニシアティブとそのプロジェクトを前進させる
官民フォーラム、  ＡＰＥＣサプライチェーン・コネクティビティ連携（Ａ２Ｃ２：APEC Alliance for 
Supply Chain Connectivity）への更なる民間部門の参加を求める。更に、ＡＢＡＣはＡＰＥＣ参
加国・地域にＴＦＡに対するコミットメントを早めるためのツールとしてＡ２Ｃ２の利用を推奨する。

　ＡＢＡＣは参加国・地域による、飲料、食料品や医薬品に特化したグローバル・データ・スタン
ダードのパイロット・プロジェクトを構築し前進させたことを歓迎する。このような規格は、サプライ
チェーンのコネクティビティ、トレーサビリティーと完全性を担保する実際的な手段であり、結果的
に域内サプライチェーンを改善し、ＡＰＥＣの貿易円滑化という目標に近づく。この分野に貢献す
べく、ＡＢＡＣは医薬品のシリアル番号制度や認証制度のための共通データ規格によって達成され
る利便性や効率性の向上によって測定される患者の安全性向上を目的としたパイロット・プロジェク
トを主導している。
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零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, small and medium enterprises）の強化

９．ＭＳＭＥのグローバル市場参加の強化と促進
　ＡＰＥＣ地域における零細企業は雇用、輸出、ＧＤＰにおいて主要なシェアを占めている。国際
的な市場へ参加することによりＭＳＭＥは多くのビジネス機会が得られる。これらの機会には、ニッ
チ市場、規模の経済、範囲の経済、物量の経済、技術的優位の経済を有効に活かす可能性、リ
スクを分散化する手段、費用を低減や分担、そして多くの場合ファイナンスへのアクセス改善が含
まれる。

　ＡＢＡＣはＭＳＭＥがグローバル化する過程は以下の施策を通じて実現されるものであると信じ
る。それらは、（i）イノベーションと最先端技術の商業化を推進する政策、（ii）ＭＳＭＥが国境を
越えた取引を探索し実行することを支援する電子商取引・プラットフォームやオンライン・ポータル
といったインターネット上のツールを採用していくことを促進する能力構築構想、（iii）サプライチェー
ンとグローバル・バリューチェーンをＭＳＭＥが利用することを推進するためのオンライン・ツール
並びにカリキュラム、（iv）ＭＳＭＥが種々の危機（例えば金融危機、自然災害、経済的不安定性）
に対しての回復力を強めるための持続可能な資金調達、である。

　ＡＢＡＣはまた、ＭＳＭＥの成長の重要な阻害要因となっているファイナンスの利用可能性を段
階的に強化していくことを求める。個別の手段としては以下が考えられる：

（ａ）　サプライチェーン・ファイナンスを推進することによるグローバル・サプライチェーンの利用 
　　　可能性向上
　サプライチェーン・ファイナンスはＭＳＭＥの地域及びグローバル貿易への参加拡大を支援する
機会を提供する。特に現在の環境においては、ＭＳＭＥにとって運転資金の利用とその費用が、
資本、流動性、及び取引先の審査に関するより厳しいルールにより大きな影響を受けている。な
かんずく、（サプライチェーンの利用を）可能とさせる政策環境の不在により影響を受けている。 
ＡＢＡＣは（i）動産を裏付けとする資金調達を推進する法的並びに制度的改革、（ii）電子 
商取引・プラットフォーム、革新的運転資金管理ツール、及び国境を越えた取引の支払と決済で
の地域通貨の利用、を提言する。

（ｂ）　ＭＳＭＥファイナンスのための貸出基盤の構築
　無形資産や動産を担保として広く利用することを可能にする法的及び政策環境の不在は、地域
の多くのＭＳＭＥにとって大きな課題となっている。そうしたＭＳＭＥは概して貸手が通常選好する
不動産担保を有していないからである。消費者及び営利企業双方の全必要事項を登記するシステ
ムや包括的な信用情報システムがあれば、企業家は物的担保や正規の金融機関の口座が無くとも、
金融取引や非金融取引を通じた個人信用情報のプロファイルや、当該企業の取引及び支払データ
を利用することにより金融サービスを利用することが可能になる。動産を担保にした貸出やファクタ
リングを可能にする堅固な法制度があり、債権者の権利を保護するための明確で効力のある法執
行の仕組みが整っていること、対抗要件の具備や先取権の優先取扱いに根拠を与える効率的な（例
えば、中央管理されており、唯一の機関であり、電子的に利用可能である）担保登記が出来ること、
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また法執行の優先順位や債権譲渡について明確なルールがあることによって、ＭＳＭＥはローンの
担保として動産（例えば設備や在庫）、売掛債権、知的財産そしてその他の無形資産を用いること
が可能になる。ＡＢＡＣはパスファインダー・イニシアティブを立上げ、信用情報システムと有担保
取引／動産を裏付けとするファイナンスのための実効的かつ効率的な運用が可能なインフラを開発
していくことを提言する。

（ｃ）　ＭＳＭＥのための革新的ファイナンス手法の推進
　データによって個別企業の信用力を評価することにより可能になるファイナンス手法を通じ、 
ＭＳＭＥ市場において銀行に積極的な役割を維持することを奨励すると同時に、革新的で多様化
したファイナンス・モデルを支持する一連の政策及び規制上の選択肢を進展させることにより、ファ
イナンス上の選択肢を広げ、成長段階が異なるＭＳＭＥのニーズに応えることを支援することが可
能になる。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣが重要課題を対象にしたＭＳＭＥエコシステムの点検を開始する
ことを推奨する。これらの課題は、規制フレームワーク、株式を基礎としたファイナンスの選択肢（例
えば、エンジェル・キャピタル、シード・キャピタル、ベンチャー・キャピタル）及びイスラム金融の
為の環境、クラウド・ファンディングとデジタル・ファイナンス（例えば、顧客データ、個人信用情報
保護の慣習、顧客保護、及び電子マネー、データ収集並びにサイバー・セキュリティーといった課
題に関する金融リテラシー教育）の責任ある成長のための経済性に特化したフレームワーク、及び
官民一体の資金調達手段を可能にする政府の役割、といったものを含む。

10．イノベーションの醸成
　21世紀において、市場に新しいアイディアを呼び込みイノベーションを醸成する上で、ＭＳＭＥ
はきわめて大きな役割を果たすとＡＢＡＣは認識している。しかし、そのためには起業を支援し 
ＭＳＭＥのイノベーション創出力を高めるエコシステムの構築が必要である。効率的にイノベーショ
ンを推進するための戦略の一環として、大企業や中小企業、そして官を含むイノベーションシステ
ム間のパートナーシップやネットワーク形成を支援していく必要がある。各国・地域には、イノベーショ
ンに資する環境を整え、イノベーションを刺激し、イノベーションへのＭＳＭＥの貢献を高めるよう
な施策を導入することを要請する。

11．女性の経済参画の活用
　ＡＰＥＣ域内で女性の経済参画が低いことが著しい経済的社会的損失を招いていることは、各
種調査が一貫して示すところである。ＡＢＡＣは女性の経済参画を推進する施策を称賛する一方、
ＡＰＥＣの各大臣には、機運を逃さず成果を基にさらに前進するよう求める。ＡＢＡＣは 2015 年、
官民を巻き込み、女性の経営参画、家族に対する企業責任（Corporate Family Responsibility）、
そして女性経営事業のグローバル・サプライチェーン進出に関するベストプラクティスをまとめる活
動に取り組んでいる。ＡＢＡＣは、女性の完全な経済参画を実現するためにＡＰＥＣと連携してい
くことを期待している。

12．良き規制慣行の推進
　近年、自由な貿易・投資にとって不必要な非関税障壁をもたらす国内規制に対処することが必
要との認識が高まっている。ビジネス、特にＭＳＭＥにとって、コンプライアンス費用の増加は国
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際競争力の低下を招き、経済資源の最も効率的な活用を困難にする。
　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳によってホノルル宣言で同意された三つの良き規制慣行（ＧＲＰ：
Good Regulatory Practices）並びにＡＰＥＣのバリ宣言で特定された三つのＧＲＰツールの実施
を強化することを要請する。これに関連して、ＡＢＡＣは、インターネット時代における規制提案に
関する市民との協議に関するＡＰＥＣアクションの北京での合意を称賛し、参加国・地域がキャパ
シティ・ビルディングを通じてこれらのアクションを実施するのを支援できることを期待している。特
に、ＡＢＡＣはＡＰＥＣ参加国・地域の規制をより世界のベストプラクティスに沿ったものとし、規
範よりむしろ実績に基づく規制を活用し、貿易促進的な規制を推進する規制制度を策定し、アカ
ウンタビリティを強化し、相互学習を推進し、ベストプラクティスを奨励する意見聴取のメカニズム
の活用を通じて官民協力を強化させる努力を支持する。
 
持続可能な発展について

13．食料安全保障の確保
　食料安全保障は域内の包摂的な成長の実現に不可欠である。食料や農産品の市場へのアクセ
ス、投資、そして効率的な流通を阻む貿易障壁を引き続き軽減するようＡＢＡＣは要請する。食料
安全保障の解決には民間部門も政府と連携する形で関与する必要がある。ＡＰＥＣ食料安全保障
政策パートナーシップ（ＰＰＦＳ：APEC Policy Partnership on Food Security）ではビジネス界
の声を十分に反映させることは困難であることが判明している。ＡＢＡＣはＰＰＦＳを引き続き支持
する用意はあり、また民間部門の関与とリーダーシップを強化する案を提示している。

14．グリーン成長の促進
　再生可能エネルギー源の開発、エネルギー効率の改善と省エネ技術の利用は、環境上持続可
能な経済成長の鍵である。ＡＢＡＣは各国・地域政府に対し、再生可能エネルギーやエネルギー
効率と省エネを推進し、再製造をはじめとする省エネ機器や技術の活用を拡大し、そのような物品・
サービスの自由貿易を促進する施策を導入するよう改めて提言する。

15．エネルギー安全保障の取り組み
　エネルギー安全保障は経済成長の要である。最近の世界情勢をみると、エネルギー価格の劇的
な変動や供給の不確実性、そして需要パターンの変動など、経済成長を脅かしかねない状況にあ
る。ＡＰＥＣ全体では世界最大のエネルギー純輸入者であり、各国・地域の政府は、地域全体の
長期的な経済の安定と環境上の持続可能性を向上させるために協調的な政策目標や戦略計画を地
域としてまとめる必要がある。ＡＢＡＣは各大臣に対し、ｉ）エネルギー生産、低炭素な再生可能
エネルギー技術（先端クリーン・コール・テクノロジーや二酸化炭素の回収・貯留などの環境物品サー
ビスを含む）に関する関税・非関税障壁の排除と知的所有権の保護強化、ii）天然ガス（ＬＮＧ）
の仕向地条項緩和と貿易と投資の環境整備、iii）多様かつフレキシブルなＬＮＧ取引メカニズム促
進、iv）エネルギーの真のコストを歪曲する非効率な化石燃料への補助金の段階的廃止、を提言
する。



2015年 APEC首脳への提言��

●APEC首脳への提言「強靭であまねく広がる成長：万人に公平・公正に」

16．従業員の健康
　急激な高齢化と非伝染性疾患の負担増大は、持続可能な経済成長が直面する難題である。こ
うした傾向は、地域社会の福祉や長期的な介護費用、そして労働の生産性と労働力確保に大き
な影響を及ぼす。健康に起因する常習的欠勤、障害や体調不良がもたらす生産性の低下や早期
退職は、官民双方にとって重大な懸念である。2014 年にＡＢＡＣとＡＰＥＣ生命科学イノベーショ
ン・フォーラム（ＬＳＩＦ：APEC Life Sciences Innovation Forum）が共同で行った調査による
と、対象６カ国・地域の生産性損失は、2010 年はＧＤＰの3.5%から5.3%であった。同調査では、
2030 年にはこの数値がＧＤＰの 6.1%にまで拡大すると予測している。各政府には、本調査結果
を契機に従業員の健康増進に積極的に投資し、民間と共同で革新的な解決策を生み出すことを要
請する。 

17．鉱業分野の協業の場としてのＡＰＥＣの可能性を拡大
　鉱業分野は、生み出す投資や域内貿易という形ですべてのＡＰＥＣ参加国・地域の経済的成功
に大きな役割を果たしている。政府と民間が緊密に協力することで、ビジネスにやさしい規制環境
ならびに持続可能なマイニングのベストプラクティスを推進し、投資家、各国・地域そして地域社会
に望ましい成果を生み出すことが可能となる。

　ＡＰＥＣが実施したＡＰＥＣ鉱業タスクフォース（ＭＴＦ：APEC Mining Task Force）の独立
評価にも記されていた通り、マイニングのライフサイクルはＡＰＥＣのすべての参加国・地域に関わ
るものであり、ＡＰＥＣは地域として世界の鉱物と金属の６割を消費し、７割を生産している。そ
の中でＭＴＦは、域内の主要な生産国・地域と消費国・地域が集まる場として重要な役割を有する。
ＡＢＡＣは、ＭＴＦの任務を延長したＡＰＥＣと、2015 年に第２回の官民対話開催を決定した議
長国フィリピンの決断を称賛する。2014 年に中国の北京で開催されたＡＢＡＣとＭＴＦの官民対話
およびＭＴＦサブファンドの創設は、この重大なトピックに関してより活発な議論を実現するための
重要なステップである。

18．貿易金融の利用機会促進
　貿易金融はアジア太平洋地域の貿易成長にとって不可欠のものである。貿易金融は国境を越え
て安全かつ即時に支払を行うことを可能にし、流動性と資金調達手段を提供し、貿易に関連した
リスクを低減することに役立ち、取引情報の取得を容易にする。しかしながら、法律、規制そし
て市場慣行を含む幾多の要因により、貿易金融の利用は制限を受け、費用も影響を受ける。継続
的な貿易金融の利用を担保し費用を削減するために、ＡＢＡＣは金融監督者が継続的に対話を行
いながら、徐々に資本、流動性、取引先審査及び類似ルールをその地域において整合的に導入す
ることを推奨する。そのことにより、結果的に納入業者と購入者が運転資金を無理なく利用するこ
とに対し意図しない影響を緩和できるからである。

19．マイクロ保険と災害リスク・ファイナンスを通じた強靭な共同体と小企業の構築
　アジア太平洋地域は数十年にわたり最大規模の自然災害を経験し、重大な経済上の影響が出
た。しかしながら、人 と々ビジネス活動の危険に晒されやすい地域への集中度合いは引続き増大
している。地域における脆弱な低収入人口はその大部分がセーフティ・ネットを利用できないで
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いる。（保険によりカバーされている低収入者の割合は、アジアにおいては4.3%、ラテン・アメリ
カにおいては 7.6%。）共同体と小企業の金融包摂性と回復力を構築することを手助けするために、 
ＡＢＡＣはＡＰＥＣがマイクロ保険と災害リスク・ファイナンスが発展する道筋を、民間セクターと国
際組織からの専門家と共に策定することを推奨する。

20．都市インフラ・ネットワークの支援
　都市インフラ・ネットワーク（ＵＩＮ：Urban Infrastructure Network）は 2014 年に設立され
ＡＢＡＣにより支援されているが、その作業は持続可能な都市インフラ開発のための包括的政策フ
レームワークとアクション・プランを順調に発展させることである。ＵＩＮの作業は３つの小作業グ
ループで構成されており、（ａ）持続可能な都市インフラ政策及び計画、（ｂ）プロジェクト推進及
び実施、（ｃ）インフラ・ファイナンスに焦点を当てている。政策フレームワークとアクション・プランは、
地域政策立案者が都市計画と都市政策、都市インフラ納入のためのプロジェクト開発施設、地域
政府、地域経済政府、地方政府が利用可能な財政及び資金調達の選択肢並びに手段の持続可能
性を評価するための提言が含まれている。ＵＩＮはＡＰＥＣ大臣及び首脳に対し2015 年末までに
政策フレームワーク及び提言の草稿を報告することが期待されている。

コネクティビティについて

21．法の支配の維持
　ＡＢＡＣは、投資を呼び込み、雇用を創出し、発展が人々に行きわたるようにするためには健全
なビジネス環境を創出することが必要であることを認識している。こうした健全なビジネス環境の
基本要素の一つが、法の支配とその特徴でもある開かれた透明性のある政府、腐敗の不在、規
制の執行、基本的権利、秩序と安全等である。ＡＰＥＣ参加国・地域の半数以上が、法の支
配における取り組みが思わしくない状況にあり、これらの国・地域は、主に投資を受ける側であ
る。一方で、投資をする側の国・地域は法の支配において上位を占める。腐敗はビジネスや政府
が効果的かつ倫理的に活動する上でマイナスの影響があることを認識し、ＡＢＡＣは昨年11月に 
ＡＰＥＣ首脳が合意したＡＰＥＣコーポレート・コンプライアンス一般原則を支持する。民間部門は、
腐敗防止において重要な役割を担っており、これら原則を各々のビジネス界にて共有することを約
束する。また、ＡＢＡＣは全てのＡＰＥＣ参加国・地域に対し、腐敗に対する法を厳格に執行する
こと、そして新設されたＡＰＥＣ汚職防止当局・法執行機関ネットワーク（ACT－NET）に積極
的に参加することを奨励する。

22．デジタル／インターネット・エコノミーの推進
　ここ数年、デジタル／インターネット・エコノミーは、ＡＰＥＣにおける議論の大きなポイントとなっ
てきた。ＡＢＡＣはインターネット・エコノミーに関する高級実務者レベルのグループの設立を支持
し、このグループへの民間部門の強い関与を期待する。2014 年にＡＢＡＣは、ＡＰＥＣのデジタル・
エコノミーに関する取り組みに対して、民間部門独自の視点を提供すべく、コネクティビティ作業部
会にデジタル・エコノミーのワークストリームを構築した。また、ＡＢＡＣは、デジタル・エコノミー
におけるＭＳＭＥの包摂を促進し、モノのインターネット、ビッグデータとデータ分析、ブロードバ
ンド開発を含む強固なデジタル／インターネット・エコノミーを実現し、デジタルデバイドを解消する
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政策をＡＰＥＣが推進することを支持する。

23．域内における労働力の効果的な管理の推進
　長年、ＡＢＡＣは域内における3千万人以上の国際的な労働力移動の管理を改善することを追
求してきた。ＡＢＡＣは、域内における最も深刻で困難な労働力不足を理解するために重要な基盤
となるＡＰＥＣ域内スキルマップへのデータ提供をＡＰＥＣ参加国・地域に強く求める。また、域
内の労働力移動の管理の改善に関わる最近のＡＰＥＣの取組みを強く支持し、2014 年に立ち上が
り、承認された「稼ぐ、学ぶ、戻る（Earn, Learn, Return）」イニシアティブのさらなる検討を推
奨する。

24．域内移動の円滑化
　現在、15万人以上のビジネス関係者がＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ：APEC 
Business Travel Card）による便益を享受している。ＡＢＡＣは、ＡＢＴＣの有効期間の5年へ
の延長を称賛すると共に、2015 年にはＡＰＥＣにカード発行における簡素化と迅速化を狙ったオ
ンライン申請を正式に承認するよう働きかける。ＡＢＴＣを発展させてきた経験から、ＡＢＡＣは 
ＡＰＥＣに対し域内移動を円滑化させるさらなるカードの活用方法に関する検討を推奨し、 
ＡＰＥＣ旅行円滑化イニシアティブと緊密に協力することを約束する。


