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全　文

Ⅰ．序言
　国際通貨基金（ＩＭＦ）は世界経済の成長が一様なものにはならないと予想しており、2014 年
対比 2015 年は先進国で成長が改善するが、新興国市場では減速するとしている。中期見通しは
先進国に対しても悲観的なものとなっているが、2010 年以来経済活動が減速している新興国市場
に関しては特にその傾向が強い。同時に、世界経済の成長に対するリスク分布は以前よりバランス
が良くなっているが、依然として下振れ方向に偏ったままである。石油価格に起因する需要の急増
は重要な上振れリスクであるが、一方で下振れに関する最も顕著なリスクは、ⅰ）地政学的な緊張、
ⅱ）金融市場における破壊的な資産価格変動、そして、ⅲ）先進国におけるスタグネーションと低
インフレ、に関連したものである。

　域内の成長はバランスが良くなってはきたが、同時に減速もしている。このことは、域内の国・
地域が持続可能かつ質の高い成長を達成するためには、代わりとなる成長の源泉を特定する必要
があることを示している。同時に、成長そのものの基盤を弱体化させないため、格差の拡大に対
処する必要がある。

　以上を背景として、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ：APEC Business Advisory  
Council）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、2015 年
の作業プログラムは以下を最優先課題とした。

■　地域経済統合とサービス・アジェンダの前進

■　零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, small and medium enterprises）のグローバル市場への 
　　参入の強化と円滑化

■　イノベーションと人的資源のポテンシャルの最大化

■　住みやすく、持続可能な都市と強靭なコミュニティの推進

　本提言書においては、地域経済統合を前進させ、域内における持続的であまねく広がる経済成
長および繁栄を促進するためにＡＰＥＣ参加国・地域が取り得る一連の実践的な行動の概要につ
いて述べる。提言は本年の作業を進めるために設立された五つの作業部会ごとに取りまとめられて
いる。
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Ⅱ．地域経済統合

　地域経済続合はこれまで同様に持続的かつあまねく広がる成長を推進するための主な原動力で
ある。このため、ＡＢＡＣは本年、以下の重要テーマに重点を置き、このＡＰＥＣの中心課題に関
する取り組みの推進を継続した。すなわち、ⅰ）世界貿易機関（ＷＴＯ）支持と保護貿易主義の抑止、 
ⅱ）アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of the Asia-Pacific）の実現、ⅲ） 
貿易・投資の自由化・円滑化の加速、ⅳ）新しいサービス・アジェンダの推進、ⅴ）効果的なグロー
バル・バリューチェーンの構築、の五つのテーマである。

Ａ．多角的貿易体制への支援
　ＡＢＡＣは、多角的貿易体制の卓越性と、経済成長、雇用創出および持続可能な発展の促進
におけるその基本的な役割を認め、ＷＴＯに対するコミットメントをあらためて明言する。ルールに
基づき、透明性が高く、差別的ではない世界貿易体制が、依然としてあらゆる形の保護主義を抑
制するための最善の選択肢である。ＡＰＥＣのビジネス界は、一連のＷＴＯ問題に関わる進展が
遅いことに苛立ちを覚えている。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域がＷＴＯアジェンダの全ての
側面に関して取り組みをさらに強化するよう要請する。

　特に、2013 年 12月の第９回ＷＴＯ閣僚会議で合意されたバリ・パッケージの実行へ向けた進
展を歓迎する一方で、貿易円滑化協定（ＴＦＡ：Trade Facilitation Agreement）が依然として発
効していないことにＡＢＡＣは失望している。この協定は、物品取引とサービス提供のコスト削減
と効率性向上を実現し、世界規模の貿易拡大を促進するものとなる。ＡＢＡＣは、可能なかぎり早
くこの協定が完全に発効するためにあらゆる取り組みがなされるべきと考える。ＡＢＡＣは、本年
末の第 10回ＷＴＯ閣僚会議までにＴＦＡが発効するよう、ＡＰＥＣ参加国・地域が必要な措置を
取ることを推奨する。

　また、ＡＰＥＣ域内の食料安全保障を確保するために必要とされる大きな課題も念頭に置きつつ、
食料安全保障目的の公的備蓄の問題を2015 年 12月31日までに解決するため、ＡＰＥＣ参加国・
地域が他のＷＴＯ加盟国・地域と共に建設的に取り組むことをＡＢＡＣは要請する。

　ＡＢＡＣはナイロビで 2015 年 12月15日から18日の間に開催される第 10回ＷＴＯ閣僚会議に
期待しており、この会議において具体的かつ有意義な成果を挙げるため、ＡＰＥＣ参加国・地域
があらゆる努力を払うことを要望する。とりわけ、再開された多角的貿易交渉がビジネス、世界的
繁栄、食料安全保障、そして持続可能な発展のために大きな機会を提供することに鑑みＡＢＡＣは、
ＡＰＥＣ参加国・地域が、他のＷＴＯメンバーと共に、ドーハ・ラウンドを再活性化すべく創造的
かつ建設的に取り組むことを推奨する。

　情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）は、イノベーションを促進
し、価値の高い情報通信技術（ＩＣＴ：information and communication technology）製
品をグローバル・バリューチェーンに組み込みという形で、すでにＡＰＥＣにおいて大きな貢献
を行っている。ＩＴＡはＷＴＯにおいて最も商業的に成功した貿易協定の一つであり、先進お
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よび開発途上国・地域の双方において、成長とイノベーションをもたらし、雇用を創出している。 
ＡＰＥＣ域内の消費者は、より革新的で手頃な価格のＩＣＴ製品を入手できることになり、こ
の協定の最大の受益者となっている。さらに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、こうした機器を製造するためのグローバル・バリューチェーンへの統合
の深化を推進してきた。1996 年以降、大きな技術革新によりＩＣＴ分野は大きく変容し、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、過去 18 年間、ＩＴＡには新し
い関税分類品目が追加されることはまったくなかった。

　ＡＢＡＣは、昨年のＡＰＥＣ首脳宣言以来、商業的に大きな意味を持ち、信頼性が高く、そし
て相互にバランスがとれた協定を締結するために大きな努力がなされてきたことを認識している。 
ＡＢＡＣは、ＷＴＯ加盟54ヵ国・地域が 201品目の製品ラインからなる最終リストに関して合意に
達したことを歓迎する。さらにＡＢＡＣは、ＩＴＡの対象範囲となる製品の定期的な見直しを協定に
盛り込むことを歓迎する。

　グローバル・バリューチェーンとネットワークを含めた経済活動、経済成長および雇用創出に対
するサービス貿易の重要性の高まりを認識しつつ、ＡＢＡＣは関係するＡＰＥＣ参加国・地域に対し、
新サービス貿易協定（ＴｉＳＡ：Trade in Services Agreement）に関する意味のある進展と、そ
の野心的かつ時宣を得た締結に向け努力するよう要請する。

　最後にＡＢＡＣは、ＷＴＯの中心的立場を念頭に置きつつも、環太平洋パートナーシップ 
（ＴＰＰ：Trans Pacific Partnership）協定、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ：Regional 
Comprehensive Economic Partnership）、太平洋同盟（ＰＡ：Pacific Alliance）といった二国間、
地域内、複数国間の貿易協定も世界的な自由化に向けての取り組みを補完し支援し得ることを認識
している。これらの協定がＷＴＯに基づく世界的な自由化に向けた取り組みを真に補完し支援する
よう、配慮が必要である。

提言………………………………………………………………………………………………
　●すべてのＡＰＥＣ参加国・地域が、ナイロビにおける12月の第 10回閣僚会議前に余裕を持っ 
　　て受諾の文書を提出するなどＴＦＡの早期実現を推進し、閣僚会議でＴＦＡを発効させる。

　●リーダーシップを発揮して多角的貿易交渉のドーハ・ラウンドを再活性化させ、交渉を迅速に 
　　完了させる。

　●交渉参加国・地域に対し、できるだけ速やかに、そして絶対確実にＩＴＡ交渉を完了妥結す 
　　るよう強く要請する。そして、将来の技術発展を反映するために、対象製品リストの継続的見 
　　直しを行うことを交渉参加国・地域に推奨する。

　●サービス部門の取引の世界的拡大を促進するためにサービス貿易のさらなる自由化を目指した 
　　新サービス貿易協定（ＴｉＳＡ：Trade in Services Agreement）交渉や、グローバル・バリュー 
　　チェーン（ＧＶＣ：global value chains）の強化などを通じて、複数国間の取り組みを支援す 
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　　る。こうした取り組みは、ＷＴＯに基づくグローバルな自由化を目指す取り組みを補完し支援 
　　する方法で行う。

Ｂ．非関税障壁への取り組み
　多くの国・地域において国境における関税およびその他の障壁が次第に減少し、貿易円滑化に
関する様 な々措置にも前向きな進展があるものの、国内で新たな保護主義的措置が増加傾向にあ
る。こうした非関税措置は、国際貿易に悪影響を及ぼし、ビジネス界にとって深刻な懸念につな
がれば、非関税障壁（ＮＴＢ：non-tariff barrier）となる。ローカル・コンテント要件、面倒な輸
入ライセンス制度または不当な技術基準といったＮＴＢは、国境を越えた活動を対象にしていない
場合でも、効率を低下させ、貿易パターンを歪め、投資フローを阻害する可能性がある。

　国境を越えた生産の分散の進行ならびにグローバル・バリューチェーンおよびネットワークの台頭
により、世界貿易の新しい規範の確立が必要とされている。こうした新たな流れを認識し、ＡＰＥＣ参
加国・地域は、国内規制の範囲において合理的な目的を満たしつつも、貿易にとって可能なかぎり
最もオープンで予測可能で透明性の高い条件を作り出すよう努める必要がある。規制および行政
上の慣行における透明性の欠如は、アジア太平洋地域でビジネスを行う際の最も深刻な問題の一
つである。それとは逆に、ＡＰＥＣ全域にわたって規制が調和のとれたものとなれば、ビジネスの
費用は減少し、継ぎ目のない取引環境の達成の一助となろう。

　ＮＴＢの影響は微妙で測定が困難な場合もある。ＡＰＥＣ参加国・地域は調査を行い、必要に
応じて重大なＮＴＢは統制する規律を確立することにより、外国の供給業者および国内生産者双
方への影響をできる限り小さくし、極力貿易を歪めることのないよう努める必要がある。ＡＰＥＣ
参加国・地域は、可能な場合にはアジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）などの貿易協定において
ＮＴＢに対処するよう努める必要がある。

提言………………………………………………………………………………………………
　●貿易とグローバル・バリューチェーンの効率的な働きに顕著な影響を及ぼすような国内施策に 
　　ついて、その特定と評価に努める。

　●各国・地域が国内において合理的な目的を達成できるようにする一方で、貿易への国内施策（同 
　　様の効果を持つ民間の基準が含まれる可能性もある）の影響を可能な限り緩和または最小化 
　　する方法について、各国・地域の政府および民間部門の代表が議論する機会を提供する。こ 
　　れは、ＡＰＥＣ内における協議メカニズムの確立などを通じて行う。

　●市場へのアクセスをより困難にするような重大なＮＴＢを特定し対処するため、ビジネス界に主 
　　導的に関与させ、必要な権限をビジネス界に付与するための実践的な方法を見つける。

　●ＡＰＥＣ首脳がホノルル宣言およびバリ宣言で合意したとおり、良き規制慣行の実行を強化する。

　●ＦＴＡＡＰを含め、国境とならんで国内に存在する潜在的障壁の範囲を最小化するような高 
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　　水準の多国間、二国間および域内の貿易協定に対してリーダーシップを発揮するとともにこれ 
　　らを支持し、ビジネス界による利用水準を高め、多国間および地域イニシアティブとの一貫性 
　　と相補性を確保する。

Ｃ．ＦＴＡＡＰへの道筋の完成
　ＴＰＰ、ＲＣＥＰ、ＰＡの各交渉は域内の成長および統合に多大な影響を及ぼしている。それぞ
れが参加メンバー、スタイル、対象範囲、野心のレベルにおいて異なるものの、すべてが域内のビ
ジネスにとって重要であるとともに、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）に向かう道筋として重
要である。

　ＴＰＰ交渉の妥結の見込みがここ数ヵ月で強まったため、ＡＢＡＣは、すべての交渉参加国・地
域がこの重要な協定がもたらす機会をとらえて残る問題を迅速に解決し、その恩恵を域内で実現
することを推奨する。ＡＢＡＣは、従来の市場アクセスに関する重要問題に加えて、中小企業に
よるアクセス、規制統一の強化、経済開発および規制の透明性の推進、といった新たな問題に 
ＴＰＰが取り組もうとしている点に注目している。

　同様にＡＢＡＣは、ＲＣＥＰの交渉妥結に向けたさらなる進展を歓迎する。この協定が締結され
れば、その規模は 30 億人、ＧＤＰ合計約17兆ドル、世界貿易のほぼ40%に相当するものとなる。
ＲＣＥＰが対象範囲とする貿易問題はＴＰＰが目指すものほど広範囲ではないものの、参加する各
国・地域はその経験を共有することにより野心的で質の高い協定を作り上げることが可能であろう。
アジア太平洋地域にとってその市場範囲が非常に広く重要性が高いため、ＲＣＥＰの交渉妥結はビ
ジネス界にとって、そしてＦＴＡＡＰへの道筋として極めて重要である。

　ＡＢＡＣは、ＰＡの交渉妥結が重要な成果であること、そしてこの協定がそのメンバーをアジア
太平洋地域と繋ぐことに重点を置いていることを認識している。同時に、参加国・地域のニーズに
対して内容を更新し、対応し、適応し続ける柔軟性を持った協定として、そしてＦＴＡＡＰへの道
筋として、この協定を認識している。

　ＡＢＡＣは、例えばユーラシア経済連合（Eurasian Economic Union）のようなＡＰＥＣ参加国・
地域が関与するその他の統合プロセスについても、貿易・投資の自由化を強化し、市場を開放し、
ＡＰＥＣ域内外の事業活動を推奨する取り組みとして認識している。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＴＰＰ交渉の当事者は、可能な限り早期の協定締結を可能にするため、残っている問題をす 
　　べて早急に解決する。

　●ＲＣＥＰ交渉の当事者は、レベルの高い野心を持って可能な限り早く前進し交渉を終結して、 
　　できるだけ早い機会にＲＣＥＰを発効させる。

　●ＡＰＥＣ参加国・地域が関与する他の経済統合および貿易自由化プロセスを促進する。
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Ｄ．ＦＴＡＡＰの実現

　ＦＴＡＡＰの実現に関連する課題にかかる共同の戦略的研究（Collective Strategic Study on 
Issues Related to the Realization of FTAAP）に着手するよう実務者に指示した2014 年北京で
の首脳宣言に基づき現在進められているプロセスをＡＢＡＣは強く支持し、2015 年と2016 年の作
業プログラムを通してこのプロセスに対しビジネスの視点からＡＢＡＣとして相当の貢献をするつも
りである。ＡＢＡＣは、域内における将来のビジネスの要件を特定しその概要を明らかにするよう
努め、ＦＴＡＡＰの内容構想がビジネス・ニーズにとって適切で受け入れやすいものとなるように支
援し、ＦＴＡＡＰが包括的な地域経済統合とコネクティビティを達成するという約束を確実に果た
せるようにする。ＡＢＡＣは、あまり利用されていない既存の自由貿易協定（ＦＴＡ：Free Trade 
Agreement）および地域貿易協定（ＲＴＡ：Regional Trade Agreement）に関わる問題を分析し
ている。これは、大きな利益を得る可能性を決して失わないようにするとともに、これらの問題が
ＦＴＡＡＰで繰り返されるのを防ぎ、ＦＴＡＡＰが与える便益と機会へのアクセスを高めるためであ
る。

　ＦＴＡＡＰがビジネスの実際の進め方を認識して起案された包括的で質の高い協定と
なり、域内のあらゆる規模のビジネスの性格とニーズに対応するものになるという点に関し
て、ＡＢＡＣは懸念を持っている。今ではビジネスの重要な構成要素が地域およびグローバ
ルなバリューチェーンを通じて行われているのみならず、結果的に国内のビジネスモデルが
変化し、ビジネスが貿易協定に求めるものも変化してきたことをＡＢＡＣは認識している。こ
のため、ビジネスが現在直面している次世代の貿易問題について考えることが重要となる。 
ＡＢＡＣは、ＦＴＡＡＰが将来指向であり、長期にわたりビジネスにとって適切なものであり続ける
べきと強く信じている。

　ＦＴＡＡＰの内容は、域内の発展の方向性に影響を与え、将来の貿易体系を構築する貴重な
機会を提供する。ＡＢＡＣは、政府実務者達がこの機会を利用し、ＦＴＡＡＰの実現に関連する
課題にかかる共同の戦略的研究にアプローチする際には、野心的でかつ明快なビジョンを持ち、 
ＦＴＴＡＰを域内のすべての国・地域のための経済成長と繁栄にふさわしいものにするよう推奨す
る。

　ＡＢＡＣは、ＴＰＰ、ＲＣＥＰ、ＰＡのすべてがＦＴＡＡＰへの道筋を提供する一方で、これらの
協定の間でメンバーと対象範囲が大きく異なっていること、とりわけ包摂性の問題がＦＴＡＡＰに
とって懸念されることを指摘する。ＡＢＡＣは、協定参加者に対し、これらの協定が持つ可能性を
より大きな目的に向かうための一過程とみなし、これからも長期にわたり、より幅広い参加者に対
して開かれた状態を維持することを推奨する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●継ぎ目のないアジア太平洋地域経済としての現実的なビジョンを創り出し、ビジョンの社会的 
　　便益を強調し、地域主義がその便益を達成する実際的な方法を提供することを指摘し、 
　　ＦＴＡＡＰ実現のための強力な公の論拠を築く。野心的なビジョンは守りつつも、タイミング 
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　　や戦術面では妥協する。

　●ビジネスの未来の姿、すなわちグローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ）、デジタルエコノミー、 
　　中流階級および域内のビジネス界に焦点を当てる。

　●質の高い既存のＦＴＡを基盤とし、実際的な道筋の計画を立てる。早く成果が得られるような 
　　活用可能な協定を作り出す。

　●調整によって生じる影響を認識し、それに対する国・地域の対応を援助する。参加国・地域 
　　の交渉能力向上を支援する。

Ｅ．新たなサービス・アジェンダの推進
　サービスの自由化・円滑化は、人々の生活の向上をもたらす地域経済統合とコネクティビティ、
開発とあまねく広がる成長の重要な要素であり、ＡＢＡＣは以前からその必要性の高さを強調して
きた。

　サービスの貿易・投資は、域内経済の重要かつ急成長する分野であり、グローバル・サプライチェー
ンとバリューチェーンの競争力において極めて重要な役割を果たしているが、対策が必要な多くの
障壁が依然として残っている。ＡＢＡＣは、サービス部門が重要であること、そして域内の成長の
主な原動力であることを鑑み、新たなサービス・アジェンダを追求することをＡＰＥＣに要望する。
サービスは、世界全体のＧＤＰの70％を占めるが、世界全体の輸出に占める割合はわずか７％で
ある。ＡＰＥＣは、国内規制改革に着手し国境を越えたサービス貿易の自由化を進めることにより、
サービス部門における競争を引き続き奨励すべきである。 加えて、域内におけるサービス産業の成
長を阻害する要因を特定するには、信頼性が高く、包括的なデータへのアクセスが必要である。

　2015 年、ＡＢＡＣはフィリピンにおいて３回の官民サービス対話（Public-Private Services 
Dialogue）および初回のサービス連合地域会議（Regional Meeting of Services Coalitions）に
参加し支援した。さらに、ＡＢＡＣは、新たなサービス・アジェンダを一層推進することを目指し
たＡＰＥＣサービス団体連合（APEC Coalition of Services Organizations）の設立を提案する。 
ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣサービス協力枠組み（ＡＳＣＦ：APEC Services Cooperation Framework）
を通してサービス部門のさらなる発展を図るための行動を強化するようＡＰＥＣ参加国・地域に対
して強く要請する。ＡＢＡＣは、新サービス貿易協定（ＴｉＳＡ：Trade in Services Agreement）
ならびにＴＰＰおよびＲＣＥＰといった地域貿易協定の交渉でのサービス関連交渉の成り行きを注
視していく。われわれは、またＡＰＥＣ参加国・地域のサービス部門を支える国内規制に関わる
枠組みを検討し、これら枠組みを強化する方法として、投資環境の整備状況に関するＡＰＥＣ指数
（APEC investment readiness index）の開発などを議論した。

提言………………………………………………………………………………………………
　●サービス関連のイニシアティブを将来推進するためのプラットフォームとしてＡＰＥＣサービス 
　　団体連合の設立を承認する。設立の目的は、国際貿易センター（International Trade  
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　　Center）と協力して、サービス分野の主要経済団体を強化し、またそれらの団体がサービス 
　　産業の推進と域内協力の拡大を達成する上での役割を強化することにある。

　●ＡＰＥＣサービス貿易アクセス要件（ＳＴＡＲ：Services Trade Access Requirements）デー 
　　タベースを、ＡＰＥＣの参加 21ヵ国・地域すべてとより広範なサービス業をカバーするよう拡 
　　張し、各サービス業における市場アクセスと市場参入の国内要件に関する情報を拡充する。

　●経済、市場および技術の発展に、サービスがダイナミックに対応することを可能とするために、 
　　域内連携に関する対話と優先事項の指針をまとめたＡＰＥＣ全体の戦略であるＡＳＣＦの策定 
　　作業を支援する。

Ｆ．グローバル・バリューチェーンの構築と強化
　ＡＢＡＣは、グローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ）強化の重要性と、域内の経済統合とコネ
クティビティを推進する際にサービスがＧＶＣを通じて不可欠な役割を果たすことに注目してきた。 
ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ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おり、製造過程そのものよりも製造業サプライチェーンのサー
ビス部分の方が価値創出への貢献が大きいことに注目している。

　ＡＢＡＣは、ＴＰＰ、ＲＣＥＰといった包括的協定の締結ならびにＦＴＡＡＰの実現は域内にお
いてＧＶＣの果たす役割の深化に大きく貢献すると考える。これらのメガＦＴＡによる貿易・投資
の自由化の強化はＧＶＣの進歩につながる。これらの協定の包摂性を確保し、その経済的便益を
拡大するため、ＡＢＡＣはＡＰＥＣ参加国・地域に対してこれら協定の締結を加速するよう要請する。

　ＡＢＡＣは、ＧＶＣの現地化政策の影響評価も含め、ＡＰＥＣのＧＶＣ戦略的ブループリント
（APEC’s Strategic Blueprint on Global Value Chains）を推進するための協力拡大、および、
付加価値貿易（ＴｉＶＡ：Trade in Value Added）のデータ測定における協力拡大を歓迎する。

　ＡＢＡＣは、ＧＶＣの強靭性を高めるべくグローバル・データ・スタンダードなどのメカニズムを検
討するようＡＰＥＣに要請する。これは、ビジネスが自然災害や経済危機などの困難を乗り越えら
れるようにするためで、特に零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, small and medium enterprises）
が受ける影響が大きいことに配慮するためである。さらにＭＳＭＥについては、ＧＶＣへの統合を
支援し、強靭性を高めるためのキャパシティ・ビルディングが重要である。

提言………………………………………………………………………………………………
　●より多くのＡＰＥＣ参加国・地域がＧＶＣに関与できるようにするためには、輸入・輸出規制の 
　　削減または撤廃が重要であることを強調する。加えて、ＡＰＥＣの担当実務者は、ＧＶＣの要 
　　素をできる限り多く網羅した質の高い貿易協定を主導し、支援すべきである。

　●現地化によるＧＶＣへの悪影響を最小限に抑える政策を推進する。
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　●ＭＳＭＥ向けのキャパシティ・ビルディング・プログラムを開発し、これらの企業の 
　　ＧＶＣへの統合を進展させ、その強靭性を高める。

Ｇ．認定事業者およびシングル・ウィンドウ体制による貿易円滑化の強化
　国境を越えたサプライチェーンの効率性と予測性の向上は、民間企業が競争力を持つために不
可欠な役割を担う。競争力とは、通関、検査、あるいは国・地域独自の輸入・輸出手続きへの適
合に要する時間に関連する、サプライチェーンの費用を削減することで得られるものである。

　ＡＢＡＣは、シングル・ウィンドウ体制を採用すること、そして認定事業者（ＡＥＯ：Authorized 
Economic Operator）プログラムまたは信頼できる貿易事業者プログラム（Trusted Trader 
Program）を拡大することの重要性を重ねて強調する。ＡＢＡＣは、シングル・ウィンドウ体制お
よびＡＥＯの分野の発展のためのＡＰＥＣの取り組みを歓迎する。ただし、世界中でセキュリティ
強化の必要性が高まっており、貿易事業者は新たなセキュリティ対策を追加する必要性に直面して
いる。セキュリティ対策と高まり続ける貿易円滑化の必要性のバランスを見つけることが緊急の課題
である。

　国・地域の間で一貫性のないＡＥＯの運用、セキュリティ管理の厳重化、監督の厳格化により、
ＡＥＯは非ＡＥＯと比べて恩恵が十分でないと考えている。恩恵がコストと努力に見合わないと思
われるため、潜在的な対象者にＡＥＯになることを思いとどまらせている。通関要件を遵守しており、
リスクの低い主体に分類されていることから、ＡＥＯは、通関手続きの迅速化だけでなく、その他
の恩恵を受ける資格もあってしかるべきと感じている。

　ＡＢＡＣは、ＭＳＭＥを含めるためにＡＥＯおよび信頼できる貿易事業者プログラムへの編入機
会を拡大するという、ボラカイ行動アジェンダ（Boracay Action Agenda）を歓迎し、ＭＳＭＥが
ＡＥＯの資格を得るためには別の申請要件を認めてもよいと考える。その一方で税関は、透明性、
予測性および安定性を備えた、高水準で統一性のある基準を維持しなければならない。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＭＳＭＥも含み、透明性、予測性および安定性を備え、高水準で統一性のある基準を維持し 
　　たＡＥＯ認証システムを開発することをＡＰＥＣに推奨する。

　●高度なセキュリティ基準と貿易円滑化を維持するため、24 時間ルールの報告期限を緩和する 
　　などＡＥＯにとってプラスとなる免除事項を検討する。

Ｈ．投資の自由化・円滑化の加速

１．域内投資分析グループ

　2014 年末にＡＰＥＣによって設立された域内投資分析グループ（ＲＩＡＧ：Regional Investment 
Analytical Group）は、第一段階の作業報告書をＡＢＡＣに提示した。定量的指標は、投資パ
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フォーマンスの測定と強化に役立つツールである。ただし、部門別の投資フローに関するデータ
には格差が存在し、特定の業界指標もなく、国・地域は証拠を持たない中、方針設定の有効性
の見直しと長期投資の誘致改善の調整方法において制限を受ける。ＲＩＡＧは、分析を向上させ
政策策定に適したものにするため、未だ集計されていない部門別投資受入のデータの収集を国・
地域に奨励することを提案している。ＲＩＡＧは、新規の対外直接投資（ＦＤＩ：foreign direct 
investment）の流出入に関する部分的な分析も提供しており、投資の集中に関する指数（investment 
concentration index）を開発中である。ＡＢＡＣはＲＩＡＧの取り組みを高く評価し、その努力が
ＡＰＥＣの投資円滑化行動計画（Investment Facilitation Action Plan）に貢献していることを歓
迎する。

２．長期投資の誘致策としてのキャパシティ・ビルディング

　ＡＢＡＣは、長期投資を誘致するための施策に関するキャパシティ・ビルディングの研修プログラ
ムについて貴重な報告を受け取った。このプログラムは域内の投資実務者に対するもので、投資
政策のベストプラクティスを監視して検討し、実行する能力の構築に重点を置き、国の投資判断に
おける安定性および透明性を改善するためのものである。この報告は、対外直接投資誘致のイン
センティブが投資判断に果たす役割は比較的小さいと見られる点と、資源、市場または効率性と
いう投資家の動機となるものを反映した政策がより重視されている点を指摘しており、サービスへの
投資が投資家にとっては大きな誘因となり、グローバル・バリューチェーンの効率性を高める主な
原動力となる理由を強調している。ＡＢＡＣは、この報告と、キャパシティ・ビルディング・イニシアティ
ブに対する支援の継続を高く評価している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＡＰＥＣ投資円滑化行動計画（APEC Investment Facilitation Action Plan）のさらなる展 
　　開に寄与すること、および域内での長期投資を促進することを目的とした投資政策決定の有 
　　効性レビューにおいて、ＲＩＡＧの作業の活用を推奨する。

　●長期投資を誘致するために考案された施策の導入においてキャパシティ・ビルディング・イニシ 
　　アティブが重要な役割を果たすことを認識し、こうしたプログラムへの支援を継続する。

Ⅲ．持続可能な発展
　アジア太平洋地域は過去20 年間にわたり急成長と繁栄を謳歌してきた。しかしこの繁栄の持続
は、食料、エネルギー、天然資源などの制約や、天災その他の災害による影響に脅かされている。
ＡＰＥＣとＡＢＡＣのアジェンダは、包摂性と強靭性双方の向上を優先しなければならない。この
分野においてＡＢＡＣが行う今年の作業は、以下の主要な領域に重点を置いた。ⅰ）食料安全保
障の達成とブルーエコノミーの促進、ⅱ）持続可能エネルギーの促進とエネルギー安全保障の向上、
ⅲ）グリーン成長の加速、ⅳ）健康で生産的な労働力の確保、ⅴ）住みよい都市と持続可能なコミュ
ニティの形成、である。
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Ａ．食料安全保障の達成

　食料安全保障は、包摂的で健全な地域経済統合の重要な構成要素である。ＡＢＡＣは長年、
域内の食料供給と増大する食料需要を結びつける上で、オープンな貿易・投資が果たす役割の重
要性を主張してきた。また、増加する人口に対して持続可能な方法で生産された安全で栄養があ
る食料を十分に供給するという課題について、市場ベースの実際的なソリューションを見いだす上で、
民間部門は各政府と連携して重要な役割を果たすことを強調してきた。

　長期的に有効な食料安全保障達成に向けて具体的かつ達成可能な成果目標を設定し、官民両
部門が連携して取り組む、という新しいメカニズムを強く提唱してきたＡＢＡＣにとって、2011年
のＡＰＥＣ食料安全保障に関する政策パートナーシップ（ＰＰＦＳ：Policy Partnership on Food 
Security）創設は喜ばしいことであった。ＡＢＡＣはＰＰＦＳの共同議長を務め、またメンバーを
指名する任に当たるなどして、この間、その活動を支援してきた。ＰＰＦＳの戦略と作業プログラム
を明示した「2020 年へのロードマップ」（Roadmap Towards 2020）採択を含むこれまでの前進
を歓迎する。

　しかし同時にＡＢＡＣは、官民パートナーシップのフォーラムであるＰＰＦＳに対する信頼が明ら
かに低下していることを懸念している。このことは、特に民間部門からのＰＰＦＳ会議への参加者
減少に表れている。このためＡＢＡＣは、民間部門で会合を行って意見を調整し、ＡＢＡＣを通じ
ＰＰＦＳとＡＰＥＣ首脳の双方への提言をまとめる場として、ＰＰＦＳと並行して活動するアジア太
平洋食品業界フォーラム（ＡＰ－ＦＩＦ：Asia-Pacific Food Industry Forum）の創設に向け動い
てきた。第１回ＡＰ－ＦＩＦ会議はボラカイでのＰＰＦＳ会議に先立ち、2015 年５月にシンガポール
で開催することができた。

　ＡＰ－ＦＩＦの業界からの参加者には、食料の貿易と市場における最近の動きが域内の長期的
な食料安全保障達成にリスクを呈しているという認識がある。食料バリューチェーンの集約が進ん
だことで、少数の大手企業が立場を強め、重要な分野で数多くのボトルネックが発生しており、グ
ローバル・サプライチェーンと域内サプライチェーンの激しい競合が生じている。域内の食料サプラ
イチェーンは、多くの国・地域における劣悪なインフラ、自給率向上政策の継続、および非関税障
壁の広範な存在により、依然として阻害されている。また、中小企業によるサプライチェーンへの
参加を促すインセンティブや、予測可能かつエビデンスに基づく食の安全基準整備も必要である。
業界は、よりオープンな貿易のメリット、および食料・栄養安全保障の確保の重要性を、各政府と
消費者に示すことに取り組まねばならないと認識している。これらを展開するには、ＰＰＦＳにお
いて達成されてきたもの以上に深いレベルの戦略的対話と意見交換が必要である。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＡＰＥＣは、食料に関する課題、および、持続可能な方法で生産された安全で栄養がある食 
　　料への包摂的で公平なアクセスという重要な課題に引き続き重点的に取り組む。

　●民間部門との戦略的かかわりと対話のレベルを深化させる。これは、食料の経済的、商業的 
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　　な側面に関する理解を改善するためであり、サプライチェーンのコネクティビティと一貫性に取 
　　り組み、零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, small and medium enterprises）の参加を促進 
　　するためである。

　●ＡＢＡＣとＡＰ－ＦＩＦの助言に基づいてＰＰＦＳの改革を継続し、民間部門にとってより利用 
　　しやすいものにする。

　●オープンな貿易と食料・栄養安全保障のメリットを明らかにするための業界イニシアティブを 
　　支援する。

　●あらゆる形の保護主義を抑制し、貿易を歪曲する政策を撤廃する。

Ｂ．健康で生産的な労働力の推進
　人口の急激な高齢化と非感染性疾患による負担増が、持続可能な経済成長の大きな課題となっ
ている。この傾向は、コミュニティの福祉や長期的な介護費用だけでなく、労働生産性と労働力
の確保にも大きな影響を及ぼすものである。健康障害に起因する常習的欠勤、障害、生産性損失
や早期退職は、官民両部門にとって重大な懸念事項となっている。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 2014 年に共同
で行った調査によると、対象６ヵ国・地域での生産性損失は 2010 年において国内総生産（ＧＤＰ）
の3.5%から5.3%であった。同調査では、2030 年までに損失はＧＤＰの 6.1%にまで拡大すると
予測している。

　この2014 年の報告が関心を呼んだことから、ＡＢＡＣはＬＳＩＦとのパートナーシップを継続し
てさらに研究を進め、年金制度と健康障害による早期退職の関係を検証している。この調査によ
れば、健康障害は労働力に重大な影響を及ぼしている。慢性疾患の発生数の増加は、早期退職
による労働力の激減を引き起こすと同時に、公共部門、企業年金、および医療制度を圧迫している。
さらに同調査によれば、この増加は先進国・途上国双方に対しそれぞれ異なった、しかしいずれ
も深刻な影響を与えている。年金や障害者保険の充実した先進国・地域では、これら制度から莫
大な資金が早期に流出するという事態に直面するだろう。社会的セーフティーネットが未整備の途
上国・地域では、相当数の人々が貧困に逆戻りし、所得分配と経済成長に向けて過去20 年にわ
たり費やしてきた多大な努力の成果が失われることになるだろう。

　ＡＰＥＣ域内の市民の健康福祉は、経済成長やエンパワーメントと切っても切れない関係にある。
ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣのアジェンダにおいて健康が以前より重要な位置を占めていることを心強く思っ
ている。業界による関与の継続と、貿易、財務、保健の政策担当実務者による積極的な参加が
相まって、こうした政策の継続的な成功を確実に支え、域内の経済協力とあまねく広がる成長を一
層促進するだろう。
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提言………………………………………………………………………………………………

　●この社会経済的な、そして政治的性格も強まってきた喫緊の課題への革新的なソリューション 
　　を見いだすため、2016 年にＡＢＡＣ、財務担当高級実務者、保健担当高級実務者、および 
　　学界・民間部門の専門家による政策対話を開催する。

　●ヘルシーアジア太平洋 2020（Healthy Asia Pacific 2020）イニシアティブの実行に向けたロー 
　　ドマップを承認する。

Ｃ．グリーン成長の加速
　持続可能な経済成長は、環境保護なしにはありえない。ＡＢＡＣは、域内の環境負荷を減らす
ためにＡＰＥＣが推進している数多くのイニシアティブを高く評価する。また発電を含む域内のエ
ネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの比率を2030 年までに2010 年比で倍増させるとい
うＡＰＥＣの野心的なコミットメントをＡＢＡＣは歓迎する。多くのＡＰＥＣ参加国・地域では化石燃
料による発電が今後も続く見通しであり、環境への影響について対策を講じることが不可欠であ
る。したがって、ＡＢＡＣは、環境サービスに関する果断なアクションを起こすようＡＰＥＣに要請
する。これには、環境物品・サービス（ＥＧＳ：environmental goods and services）に対する非
関税障壁のさらなる特定と撤廃、ならびに、再生可能エネルギーの発展に対する支援および再生
可能エネルギー、クリーン・コール・テクノロジー、二酸化炭素回収・貯留など低炭素技術の開発
に対する支援が含まれる。

提言………………………………………………………………………………………………
　●環境物品（ＥＧ：environmental goods）54品目について実行関税率を2015 年末までに５％ 
　　以下に引き下げるコミットメントを遵守する。

　●環境サービスに関する果断なアクションを起こす。

　●ＥＧＳに対する非関税障壁を特定し撤廃する。

　●エネルギーの節約と省エネルギー製品の使用を促進し、この分野における技術革新を支援する。

　●再生可能エネルギーの使用拡大を促進し、技術革新を支援する。

　●最新のクリーン・コール・テクノロジーを利用したインフラ計画に対し、キャパシティ・ビルディ 
　　ングとファイナンスを含む必要な支援を国際機関と共に提供する。二酸化炭素回収・利用・貯 
　　留の実用化に向けた技術開発支援を加速し、その実証的研究を促進する。

Ｄ．エネルギー安全保障の向上
　エネルギー安全保障は経済成長の要であり、依然としてＡＰＥＣ地域の課題である。ＡＰＥＣは
障壁を取り除き、エネルギーの貿易と投資を促進するための取り組みを加速し続けることが重要で
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ある。ＡＰＥＣにおける貿易と投資の環境は、各政府がエネルギー分野への関与を強めるにつれ、
複雑さを増している。ビジネスが投資や貿易の判断を下す際に、競争市場からの経済シグナルより
も政府の政策措置を参考にする傾向がこれまでになく強くなっている。

　エネルギーは経済の原動力である。変化が激しい時代においてビジネスが繁栄するためには、
予測可能な規則と規制を確立することが不可欠である。ＡＢＡＣは、エネルギーの貿易と投資を
促進するため、以下の主な要素について提言する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●契約の尊厳を損なわないための政策安定性を確立する。

　●ローカルコンテント規則、数量割り当て、関税、および外国資本の出資・投資制限がない均 
　　等な条件でのオープンかつ公正な競争を確立する。

　●補助金によって歪曲されない市場ベースの価格設定を確保する。

　●貿易と投資のための望ましい条件を整備するため、液化天然ガス（ＬＮＧ）の仕向地条項を 
　　緩和する。

　●多様でフレキシブルなＬＮＧ取引メカニズムを構築する。

　●介入に左右されない政府規制を確立する。

　●省庁間の調整を、透明、ルールベース、予測可能かつ効果的なものとし、またステークホルダー 
　　の関与を認めるものとする。

　●商業上の紛争をタイムリーに解決し、知的財産権を守る、実効性ある法制度を確立する。

　●資本の自由な移転を可能にする銀行制度を促進する。　　

Ｅ．持続可能で住みよい都市の形成
　大きな変化に直面している都市開発計画を成功させる上で非常に重要なことの一つが、都市の
発展におけるさまざまな側面について、各都市の進捗状況を継続的に調査することである。これ
を念頭に、都市開発計画の課題と成功の双方を測定するための基盤づくりとしてＡＢＡＣのリサー
チ・イニシアティブが開発された。この調査はＡＰＥＣ域内の一部都市を、市民の基礎的ニーズ、
主なマイナス要因、そして人や投資を都市へと誘致する指標となるような差別化要因を通して評価
するものである。

　ＡＢＡＣは、都市化に関する既存・新規のニーズ・課題を確実に追跡するため、都市レベルで充
実したデータ収集システムを持つことの重要性を強調する。また、ＡＰＥＣ全域でデータ収集が整
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備されれば、域内の国・地域間、さらに域外との比較において有用なベンチマーク・ツールとなり、
より広い視野で都市間の住みやすさ、持続可能性、競争力を比較することが可能となるであろう。
 
提言………………………………………………………………………………………………
　●ＡＰＥＣ域内の都市の発展段階をより正確に測定するためのデータ収集枠組みを整備する。

　●域内比較を通してベストプラクティスから学び、政策の分析および決定に反映する。

　●ＡＰＥＣ域内において、より住みやすく、持続可能で競争力のある都市の発展を可能にするた 
　　め、域内の各都市および官民両部門のステークホルダーによるさらに踏み込んだ連携とソリュー 
　　ション共有を奨励する。

　●ＡＰＥＣ高級実務者による、都市化に関する議長の友（ＦｏｔＣ：Friends of the Chair） 
　　に対し、上記イニシアティブをＡＰＥＣとＡＢＡＣの共同の取り組みとして採用するよう奨励 
　　する。

Ｆ．ＡＰＥＣ鉱業分野の発展促進
　鉱業分野は、投資を生み出し域内貿易を推進するものであり、ＡＰＥＣの全参加国・地域の経
済的成功に極めて重要な役割を果たしている。ＡＢＡＣによる2014 年の鉱業分野調査によれば、
ＡＰＥＣ全体で、世界の鉄鉱石生産の50%以上、銅、ニッケル、銀、鉛、亜鉛、ニッケル、ボー
キサイト、およびスズ生産の各70%以上、石炭およびモリブデン生産の各 90%以上を占める。こ
れら鉱物はさまざまな素材の製造に使われ、建築物から自動車や電機製品、歯科器具や調理器具、
さらに電池や発電に至るまで、日常生活のあらゆる面に影響を及ぼすものである。同調査からは、
鉱業業界における投資を誘致し維持するためには政府の政策が重要であること、一方で政策は阻
害要因となり得るものでもあり、政策によって投資の潜在性と実現の間にギャップが生じる可能性
があること、が明らかになった。投資家や国・地域、コミュニティのために好ましい結果を生み出
すビジネスにやさしい規制環境を促進し、持続的鉱業のベストプラクティスを推進しようとすると、
政府、業界団体および民間部門の密接な協力が必要となる。この点で、ＡＢＡＣは、鉱業タスクフォー
ス（ＭＴＦ：Mining Task Force）の任期を延長したＡＰＥＣの決定を称賛するとともに、鉱業関
連に特化したキャパシティ・ビルディング・プロジェクト用サブファンド設立を強く支持する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●官民対話やキャパシティ・ビルディング・プロジェクトにおける連携を通じ、ＭＴＦと民間部門 
　　のステークホルダーとの強いかかわりを維持する。

　●鉱業分野の開発と規制においてＡＰＥＣ鉱業政策10原則を遵守する。

　●鉱業会社に固有な課題の理解と認識に基づいたオープンで予測可能かつ安定的な投資環境 
　　を促進するための政策を実行する。
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ＡＰＥＣ鉱業政策10原則

　ＡＰＥＣ参加国・地域の統合推進にとって鉱業と金属が重要であることを認識し、ＡＰＥＣ鉱業
担当大臣はＡＰＥＣ鉱業政策 10原則に合意した。このＡＰＥＣ鉱業政策 10原則への合意におい
ては、これら原則の適用が各参加国・地域における個別の状況に依拠することを認識している。

ⅰ　鉱物・金属の持続可能な生産、貿易、および消費を促進する政策を追求し、これにより 
ＡＰＥＣ域内の人々の経済的・社会的福祉を向上させる。

ⅱ　規制、政策、および慣行に関する経験、ならびに各参加国・地域の鉱業・金属分野における
重要な出来事に関し、参加国・地域間で定期的な交流を促進する。

ⅲ　市場の透明性と貿易円滑化への支援を通じ、鉱物・金属のグローバル市場が最善の形で機
能するよう促進する。輸出規制は例外的な場合のみ、世界貿易機関（ＷＴＯ）の規則に従っ
て実施するべきである。

ⅳ　オープンな鉱物・金属市場を追求し、明白で予測可能な投資政策を明示することで、 
ＡＰＥＣの鉱物分野における投資の確実性を促進する。

ⅴ　経済、環境、社会の発展を目指す成果に資するため、鉱物業界の規制を効率化する、費用
対効果が高く、エビデンスに基づき、透明性のある目的ベースの措置を推進する。

ⅵ　持続可能な発展に関し国内の、および国際的な目標に資するイニシアティブを鉱業・金属業
界とステークホルダーが実施するよう奨励、支援、促進する。

ⅶ　鉱物探査・採掘、および鉱物による汚染防止における新技術の開発と実用化に向けた研究を
促進する。これら技術は、費用対効果、効率、経済的健全性、環境責任、そして社会的受
容性を向上したものとしなければならない。また、これら技術に関する情報交換と協力を推
進する。

ⅷ　ライフサイクルの全関係者と連携し、鉱物と金属から生産される素材や製品が責任ある方法
で生産、消費、リサイクルまたは廃棄されることを確実にする。

ⅸ　素材や製品のライフサイクルにおいて、全関係者が自らの行動範囲で直接責任を負い、ライ
フサイクルの他段階への関心を共有するよう奨励する。

ⅹ  ＡＰＥＣの全参加国・地域が鉱物資源開発によるメリットを最大化しデメリットを最小化できる
よう、持続可能な発展のためのキャパシティ・ビルディング活動を支援する。
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Ｇ．自然災害に対するＩＣＴインフラの強靭性向上

　アジア太平洋地域は、世界の自然災害の70%以上に直面する。災害は、その影響を直接受け
る国・地域で犠牲者を出し経済に打撃を与えるだけでなく、アジア太平洋地域全体のバリューチェー
ン、ひいてはグローバル・サプライチェーンまでも混乱させる、という事実は特筆に価する。従い、
災害の備え、緩和、対応そして復興についてＡＰＥＣ各国・地域で協力することが重要である。

　災害時には、情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communications Technology）インフ
ラの活用が極めて重要である。昨年ＡＢＡＣが指摘したように、災害に対して強靭なＩＣＴインフラ
をアジア太平洋全域で整備するため共同行動計画を用意することは極めて重要であり、こうした計
画は、ＡＰＥＣ各国・地域における広範な経験と教訓を活かしたものとする必要がある。

　ＡＢＡＣは、貿易担当大臣が減災と災害復興を目的としたＩＣＴインフラ開発の重要性を認
めたことを心から歓迎する。またＡＢＡＣは第９回防災担当高級実務者会合（Senior Disaster 
Management Officials Forum）の目標を支持する。同会合では戦略的政策とアプローチを提言し、
域内の自然災害の頻度が「新常態」になりつつあるとの認識を示した。ＡＢＡＣはこの「新常態」
に応じた対応が必要であると考える。

提言………………………………………………………………………………………………
　●大臣と高級実務者に指示し、災害に対して強靭なＩＣＴインフラに向けた共同の計画および行 
　　動を策定するための枠組みを構築し、「新常態」に対処するためのＡＰＥＣ域内の協力を強化 
　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｈ．再製造に関する作業の推進確立
　再製造は、新品生産に要するエネルギーや資源のごく一部で、新品と同じ基準を満たす物品
の持続可能な製造を可能とし、製造者や消費者の費用を削減し、雇用を創出するプロセスで
ある。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ再製造品の貿易円滑化に関するパスファインダー（Pathfinder on 
Facilitating Trade in Remanufactured Goods）を、ビジネス界とのワークショップやキャパシティ・
ビルディング・イベントを通じて継続的に推進することを強く支持する。また、ＡＰＥＣ全参加国・
地域がこのパスファインダーに正式参加することを推奨する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ステークホルダーを教育するため、主催者または参加者として、再製造に焦点を当てたワーク 
　　ショップやキャパシティ・ビルディング活動を継続的に行う。

　●ＡＰＥＣ全参加国・地域に対し、ＡＰＥＣ再製造品の貿易円滑化に関するパスファインダーへ 
　　の参加を推奨する。

Ⅳ．コネクティビティ 
　「継ぎ目なく、包括的に連結され統合されたアジア太平洋」というＡＰＥＣのビジョンを支持し、
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均衡のとれた安全であまねく広がる成長を促進するために、ＡＢＡＣは、ⅰ）インフラ開発の加速、
ⅱ）人的資源の潜在能力の最大化、ⅲ）コネクティビティに関するＡＰＥＣ連結性ブループリント
（APEC Blueprint on Connectivity）の進展、ⅳ）良き規制慣行の促進、および ⅴ）法の支配の
強化、に向けて取り組みを続けてきた。

Ａ . インフラ開発の加速
　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加各国・地域が増加するインフラ需要を満たし、モノ、ヒトの流れが確
実に成長を推進するよう、域内の国境を越えた投資に対する障壁への対応に共同で取り組んでい
ることを称賛する。
　ＡＢＡＣの今年のコネクティビティに関する作業の一つは、インフラのキャパシティ・ビルディン
グのニーズを、アジア太平洋金融フォーラム（ＡＰＦＦ：Asia-Pacific Financial Forum）の中心課
題であるインフラ・ファイナンスと、アジア太平洋インフラ・パートナーシップ（ＡＰＩＰ：the Asia-
Pacific Infrastructure Partnership）が重要視する官民インフラ開発イニシアティブ促進に統合す
ることであった。

　ＡＢＡＣは、2014 年に開催されたアジア太平洋都市インフラ・ネットワーク（ＵＩＮ：Asia-
Pacific Urban Infrastructure Network）の第１回フォーラム（隔年開催）で、ＵＩＮ設立への取
り組みを開始した。このネットワークは域内のビジネス、シンクタンク、公的機関の専門家で構成され、
専門家は都市計画および政策、プロジェクト準備および開発、ならびにインフラ・ファイナンスと
いう三分野のワークストリームに振り分けられている。それぞれのワークストリームは、持続可能
な都市インフラ開発の包括的な政策フレームワークを作成するための提言策定、例えば域内で実
施可能なアクション・プランの策定作業を担当する。ＡＢＡＣは今年８月にメルボルンで開催された 
ＡＢＡＣ第３回会合でＵＩＮの三つのワークストリームの第１回報告書を承認した。報告書は政府
のさまざまなレベルに対して、持続可能な都市インフラ計画、プロジェクト開発、およびファイナン
スという課題への対応に必要な、包括的な政策のフレームワークについて情報を提供している。ワー
クストリームが策定するアクション・プランは、2016 年前半に開催される第２回ＵＩＮ隔年フォーラ
ムで検討されることとなっている。

　アジア開発銀行は、アジア太平洋地域におけるインフラ投資の需要は今後 10 年間で約８兆米
ドルに達すると推定している。世界経済フォーラム（World Economic Forum）によれば、イン
フラにかかわる債券投資と株式投資の不足額は、世界全体で少なくとも年間1兆米ドルと推定
されている。民間部門は、域内のインフラ開発需要を満たすために必要な対外直接投資の重要
な供給元である。ＡＢＡＣは、2015 年から2025 年を対象としたＡＰＥＣ連結性ブループリント 
を実行する取り組みの一環として、物理的連結性の障壁を検証することによりこの不足に対応し
ようとするＡＰＥＣの努力を称賛するとともに、インフラ投資の環境整備チェックリスト（Enablers 
of Infrastructure Investment Checklist）の活用を通して、ベストプラクティスに関するデータ収
集を行い、投資の環境整備状況の自己評価を実施する各国・地域への手助けとすることにより、 
ＡＰＥＣの取り組みを支援したいと思っている。

　インフラ開発にとって極めて重要な要素の一つが、ニーズの高いインフラ投資の促進手段として
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の資金供給能力および官民パートナーシップを構築することである。ＡＰＦＦとＡＰＩＰによる進展
は著しく、われわれも両者の取り組みをチェックリストの結果と統合するよう努力してきた。

　ＡＢＡＣは、チェックリストの自己評価プロセスを完了して、その結果をＡＢＡＣと共有してくれ
た12の政府に感謝する。このような対応は域内におけるインフラ・キャパシティ・ビルディングの
必要性をうかがい知る貴重な洞察となった。

　最近、投資専門家会合がＡＰＥＣ域内における官民パートナーシップ・フレームワーク（Public-
Private Partnerships Frameworks in the APEC Region）に関するガイドブックを刊行したことを、
ＡＢＡＣは歓迎する。ガイドブックはチェックリストを補完し、チェックリストとともに使用されれば、
ＡＰＥＣ地域での強固なインフラ投資を進めるための有益なツールとなる。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ⅰ）プロジェクト設計の透明性、ⅱ）契約関係事項、ⅲ）責任分担、ⅳ）パフォーマンス測定、 
　　ⅴ）リスク割り当て、および ⅵ）紛争を防止し解決する中立的で客観的なメカニズム、に関す 
　　るベストプラクティスに対応する方策を通じてＰＰＰセンターの発展を推進する。

　●安定的で差別が無く、透明性のある法規制および投資環境を創出して、長期の資本集約的な 
　　投資に対してビジネス界が求める確実性および予測可能性を提供する。

　●第１回ＵＩＮ報告を域内の持続可能な都市計画、プロジェクト開発およびファイナンスに貢献 
　　するものとして評価する。また、都市インフラの供給に関してＵＩＮからＡＰＥＣ参加国・地域 
　　アクション・プランのために出された提案は、2016 年前半に開催される第２回ＵＩＮ隔年フォー 
　　ラムで検討されることにも留意する。

Ｂ. サプライチェーン・コネクティビティの強化
　ＡＢＡＣは、国境を越えた物品・サービス取引の容易化、低コスト化、迅速化を一層進めるこ
とにより、域内の競争力を高めようとするＡＰＥＣの継続的な取り組みを称賛する。世界経済フォー
ラムの2013 年の報告では、すべての国・地域が、国境での手続き管理や輸送・通信インフラに
おけ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まで引き上げれ
ば、世界全体でＧＤＰが約 2.6 兆米ドル、輸出が 1.6 兆米ドル増加すると試算している。

　ＡＢＡＣは、域内での物品の輸送に伴う時間、費用および不確実性の削減という点で、サプライ
チェーンのパフォーマンスを2015 年末までにＡＰＥＣ全域で10%改善するという、2010 年の首脳
目標を達成することをＡＰＥＣ参加国・地域に要望する。ＡＢＡＣは、アジア太平洋モデルＥポート・
ネットワーク（ＡＰＭＥＮ：Asia Model E-Port Network）およびその上海オペレーション・センター
などで見られた進展を歓迎する。また、途上国によるサプライチェーンのパフォーマンスの改善およ
びＷＴＯの貿易円滑化協定（ＴＦＡ：Trade Facilitation Agreement）の履行に対する支援を目的
とした、ＡＰＥＣの革新的なキャパシティ・ビルディングの取り組みを支持する。この取り組みにお
けるプロジェクトを支援するため、ＡＢＡＣはサプライチェーン連結性サブファンド（Supply Chain 
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Connectivity Sub-Fund）への追加支出を要望する。また、キャパシティ・ビルディングの取り組
みおよびそのプロジェクトを国・地域とともに進める官民フォーラムである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）への民間部門
の参加拡大を求める。さらにＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域がＷＴＯ貿易円滑化協定へのコミッ
トメント促進のツールとしてもＡ２Ｃ２を活用することを推奨する。

　ＡＢＡＣは、参加国・地域において、食品、飲料、医薬品分野に重点を置いたグローバル・デー
タ・スタンダード（ＧＤＳ：global data standards）のパイロット・プロジェクトが進展したことをう
れしく思う。それらスタンダードはサプライチェーンのコネクティビティ、トレーサビリティおよび一
貫性に対応する実際的な手段を提供し、それによって域内のサプライチェーンのオペレーションが
改善され、ＡＰＥＣの貿易円滑化目標の達成に向けた前進が図られる。この取り組みへの貢献を
目指して、ＡＢＡＣは医薬品に焦点を当てたグローバルなデータ・スタンダードに関連する意欲的な
パイロット・プロジェクトにおいて、生命科学イノベーション・フォーラム（ＬＳＩＦ：Life Sciences 
Innovation Forum）と積極的に協力している。このパイロット・プロジェクトでは、医薬品の製造
番号と照合に共通のデータ・スタンダードを使用することで得られる便益および効率性向上を測定
して、患者の安全促進を目指している。

提言………………………………………………………………………………………………
　●現行ＧＤＳパイロット・プロジェクトの取り組みを引き続き支持し、ＡＰＥＣの「サプライチェーン・ 
　　コネクティビティ枠組み（Supply Chain Connectivity Framework）」で特定されたように、 
　　能力を構築しサプライチェーンの課題を克服するため、新たなＧＤＳパイロット・プロジェクト 
　　を発掘する。

　●グローバル・データ・スタンダードの運用に一貫性を持たせるために、域内に共通のフレームワー 
　　ク策定に向けた取り組みを継続する。

　●ＷＴＯ貿易円滑化協定へのコミットメントを迅速に実施するツールとしてＡ２Ｃ２を活用する。 
　　また、域内での継ぎ目のない迅速で安価な物品およびサービス移動について貴重な経験を有 
　　する企業の知識を活用する。

　●サプライチェーン・コネクティビティに特化したＡＰＥＣ貿易・投資の自由化・円滑化サブファン 
　　ドへの資金拠出を継続する。

　●規制の統一を推進する措置など、イノベーション、および貿易・投資フローの拡大と効率化を 
　　進める政策を採用する。

　　交通の質の向上

　　急速なインフラの開発および改善によりアジア太平洋地域における貿易の連結性の促進が期
待される。交通の進歩により時間や距離という障壁が縮小し、モノとヒトの迅速で効率的な
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移動が可能となる。

　　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ連結性ブループリント（APEC’s Connectivity Blueprint）によって導
入された意欲的な目標を歓迎し、支持する。ＡＰＥＣ、ＡＢＡＣ双方とも質の高い交通を開発
することの重要性を認識しているが、ＡＢＡＣは連結性の三本柱（物理的、制度的、人と人）
すべてが勘案されることが必須であると考えている。域内において一慣性ある規制、管理体
制の整備、および効率的な労働力の移動がなければ、物理的にインフラがつながっていても、
質の高い継ぎ目のない交通の実現には不十分である。車線や交通標識の規制が統一されてい
なければ混乱が生じ、国境を越えたトラックの運転手が危険に晒されることになる。さらに免
許やビザの不調和は、外国人が近隣の国・地域で働くことを困難にし、労働力の移動を損な
うこととなる。

　　インフラ開発への予算面での制約はもう一つの深刻な問題である。当初の投入資金が不足す
ると、しばしば質の低い、安価なインフラが建設されることとなり、最終的にはより多くのコ
ストを生じることになる。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣが最初の調達費用のみならず、長期の耐久性、
安全性、そして環境面での要因とともに、インフラの維持・運営費用も考慮していることを評
価する。ＡＢＡＣは利便性、効率性、セキュリティ、耐久性、安全性、および持続性のすべてが、
交通の質を決定する基本的要素であると考えている。

　　加えて、ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対して、情報技術能力、輸送監視システム、および倉庫管理ス
キルの向上を目指した、交通関連サプライチェーンに関するキャパシティ・ビルディングや知識
の蓄積の促進を支援する官民対話の強化を要請する。これによって、その時々にビジネス界
が求める必要な要件が満たされ、国・地域の能力を高めることが可能となる。ＡＰＥＣはまた、
先進的な物流のオペレーション経験を国・地域間で共有するための対話も推奨すべきである。

提言………………………………………………………………………………………………
　●コネクティビティの三本柱すべてを考慮した質の高い交通を実現する。

Ｃ．デジタル・インターネット経済の促進
　現在、デジタルとインターネットに基づく技術が世界経済の基盤となっており、新たなイノベーショ
ンのためのプラットフォームおよび触媒としての役割を果たし、新しいビジネスや市場を生み出して
いる。2014 年末には 30 億人近くのインターネット利用者が存在し、アジア太平洋地域は北米を抜
いて最大の電子商取引市場となった。デジタル・インターネット経済は至る所で急速に成長しており、
ⅰ）地域経済統合とコネクティビティに関するＡＰＥＣの目標達成の推進、ⅱ）グローバル・サプラ
イチェーンとバリューチェーンおよびグローバル・マーケットへの零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, 
small and medium enterprises）の参入、ⅲ）より包摂的で持続可能な経済成長の促進、ⅳ）
人的資源の開発促進、およびⅴ）その他重要な社会目標へ取り組むための大きなチャンスをもたら
している。

　デジタル・インターネット経済は、ＡＰＥＣにおいても過去何年にもわたって活発な議論の対象
であった。ＡＢＡＣは、インターネット経済に関する高級実務者会議（ＳＯＭ：Senior Officials’ 
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Meeting）レベルの部会設立を支持し、この部会における民間部門の積極的関与を期待している。
2014 年にＡＢＡＣはデジタル・インターネット経済に関するＡＰＥＣの作業に対し、民間部門独自
の視点を提供することを目的にコネクティビティ作業部会にデジタル経済ワークストリームを構築し
た。さらに、ＡＢＡＣはＡＰＥＣがデジタル・インターネット経済へのＭＳＭＥの参加を促進すること、
そして強固なデジタル・インターネット経済を実現する政策（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など）やデジタルデバイドの解消にも重点的に取り組むように計画する
ことを奨励する。　

提言………………………………………………………………………………………………
　●インターネット経済のＳＯＭレベル部会がＡＢＡＣと緊密に協力して、民間部門からの意見をデ 
　　ジタル・インターネット経済のアジェンダに確実に取り入れるようにする。

　●ＭＳＭＥのデジタル・インターネット経済への参入を推進する。

　●強固なデジタル・インターネット経済を可能にし、デジタルデバイドを解消するような政策に焦 
　　点を当てる。

Ｄ．スキル不足対策への新しいアプローチの開発と国境を越えた労働者移動の円滑化
　　－稼ぐ、学ぶ、戻るイニシアティブ
　10 年以上にわたり、ＡＢＡＣは、域内の3,000万人に及ぶ外国人労働者の移動への対応の改
善を目指してきた。昨年策定した 稼ぐ、学ぶ、戻る（ＥＬＲ：Earn, Learn, Return）という原則
は、現在はＡＰＥＣの担当実務者と共同で研究しており、ようやく機運が高まってきた。ＥＬＲは、 
ＡＰＥＣのオーストラリアが過去3年間にわたって提唱してきたスキルズ・マッピング・イニシアティ
ブ（Skills Mapping Initiative）を基に構築され、深刻で悪化する域内のスキル不足に関する地域
全体の正確な知識・情報の提供を目指したものであり、これを補完するのが、並行して行われる、
個別の資格要件の域内共通認証に関するＡＰＥＣの作業である。これら３つのイニシアティブをあ
わせ、スキル不足が顕著な地域と必要とされるスキル層との域内マッチングを大幅に改善させるこ
とが期待される。同時に域内の各政府による職業訓練の有効性も大幅に改善されると思われる。
人口構造の変化により域内のスキル不足とミスマッチが深刻化しており、この取り組みはビジネス
界のあらゆる分野にとって重要である。ＡＢＡＣはその進展を加速するためにＡＰＥＣ首脳の力強
い支援を求める。

提言………………………………………………………………………………………………
　●予測価値を高めるため、より多くのＡＰＥＣ参加国・地域が域内スキルズ・マップへデータを 
　　提供するよう奨励する。

　●ＡＰＥＣ人材養成作業部会（ＨＲＤＷＧ）と協力して、主要な資格要件の相互認証や国境を越 
　　えた労働者移動を推進する新しいアプローチを可能にする域内共通スキームを導入する。
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　●意欲的なＥＬＲイニシアティブを調整するタスクフォースを創設し、国際労働契約の締結の仕 
　　方に起因するロジスティックスの手配で生じる腐敗や不透明性の解消や、母国への容易な帰国 
　　への障害除去に取り組む。これは例えば、グローバルな海運業などでの経験に基づいた現存 
　　する契約の「定型書式」による経験知識を基に進めてもよいのではないか、と思われる。初 
　　期段階では部門ごとに進めるべきで、医療労働者や建設労働者から始めるのが妥当であると 
　　思われる。

Ｅ．ビジネス関係者の移動の改善
　ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ：APEC Business Travel Card）制度は、ビジ
ネス界の要求の反映という点で、ＡＰＥＣが達成した最も顕著で具体的な成果の一つとみなされて
きた。ＡＢＡＣは、カード有効期間を３年から５年へ延長したＡＰＥＣの決定および努力を称賛する。
また、参加準備中の国・地域で国内での申請手続き制度を立ち上げたことを歓迎し、それらの取
り組みを支援する。しかしながら、進展は見られたものの未解決の問題もいくつか残されている。

　ＡＰＥＣのビジネス関係者の移動に関する専門家会合（ＢＭＧ：Business Mobility Group）は、
ＡＢＴＣ制度を徹底して見直すというさらなる重要な一歩を踏み出した。本見直しは、事前審査の
処理に要する非常に長い時間、重複の多い更新プロセス、そして時代遅れの申請手続きなど、政府、
ビジネス双方が直面した問題を特定しようとするものである。

　ＡＢＡＣは、オンライン申請の実施がマンパワーの削減、処理の迅速化、更新手続きの簡素化
をもたらすことから、効率的な解決策になり得ると考える。技術、予算上の課題を考慮しながら、
ＢＭＧがすべての国・地域がオンライン申請を実施できるような方法の探求に取り組んでいることを、
われわれは支持する。また、技術における改善こそ、アジア太平洋地域全域のより円滑な貿易を
促進する、効率的なＡＢＴＣ制度の実現に向けた次の必然的なステップと考える。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＡＢＴＣの手続き処理を簡素化するために、ＡＰＥＣの21の参加国・地域すべてでオンライ 
　　ン申請を採用するよう奨励する。

　●オンライン申請を検討しているＡＰＥＣのＢＭＧを支持する。

　●ＡＢＴＣ制度における完全参加に向けて、参加準備中の国・地域が国内処理手続きを完了す 
　　るよう奨励する。

Ｆ．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生み出す国内問題に対処する必要性に
ついての認識が高まってきている。コンプライアンス費用が高いため、企業、特に零細・中小企業 
（ＭＳＭＥ）にとってはグローバル市場で競争し、成長することが困難になっている。
　ＡＢＡＣは、ホノルル宣言でＡＰＥＣ首脳が合意した三つの良き規制慣行（ＧＲＰs：good 
regulatory practices）の実施、およびＡＰＥＣバリ宣言で特定された三つのＧＲＰツールの実施
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を強化するようＡＰＥＣに要請する。ＡＢＡＣはこの点に関し、インターネット時代における規制案
についてのパブリック・コンサルテーションに対応したＡＰＥＣアクションに関する北京合意を称賛
する。また、キャパシティ・ビルディングを通して、これらアクションの実行面で各国・地域を支援
したいと考えている。特に、ＡＰＥＣ参加国・地域の規制を、グローバル・ベストプラクティスに一
層沿ったものにする取り組み、例えば、規制の調和を促進する取り組み、規範基準ではなくパフォー
マンス基準の規制を活用する取り組み、および貿易に適した規制を推進する規制制度を設計する
取り組みを支持する。さらにＡＢＡＣは、アカウンタビリティの強化、相互学習の推進、そしてベス
トプラクティスの奨励のために、コンサルテーションの仕組みを活用した官民協力の強化を推奨す
る。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ホノルル宣言でＡＰＥＣ首脳が合意した三つの良き規制慣行、およびＡＰＥＣバリ宣言で採択 
　　された三つのＧＲＰツールの履行を強化する。
 
　●インターネット時代における規制案に関するパブリック・コンサルテーションについてのＡＰＥＣ 
　　の取り組みを支持する。ＡＢＡＣは、域内の国・地域が情報技術を通して、パブリック・コン 
　　サルテーションを強化するために取り得るアクションについて、実際的な視点を提供したいと 
　　考えている。

　●ＡＰＥＣ参加国・地域の規制を、グローバルなベストプラクティスにより一層沿ったものにする。 
　　それには規制の統一性の促進、規範基準よりパフォーマンス基準の規制の採用、貿易に適し 
　　た規制を促進する規制制度の設計、が含まれる。さらに、アカウンタビリティの強化、相互学 
　　習の推進、ベストプラクティスの奨励を目指したコンサルテーションの仕組みを活用した官民協 
　　力の強化を図る。

Ｇ．法の支配の強化
　ＡＢＡＣは、貿易と投資に影響を与える国内の政策やビジネス環境に、より一層注意が払われる
べきと考える。このためＡＢＡＣは2015年に、ＡＰＥＣ参加国・地域での法の支配強化を求めてきた。

　法の支配には、開かれた、透明性のある政府、腐敗の不在、一貫性ある規制の執行、基本的
権利と民事司法の認識と保護が含まれる。ＡＢＡＣは法が明確、公知、安定、公正という要件を
確実に満たすよう政府の支持を求める。アクセス可能で、公正で、効率的なプロセスを、倫理的で
法的能力を有する独立の代表者が統括することで、法が確実に管理・執行されるようにするのもま
た政府の役割である。

　すべての国・地域で法の支配を強化するため、ＡＢＡＣは政府に対して、さまざまなＡＰＥＣ
参加国・地域の司法府に属する高級実務者の間で会議を開催して、法の支配指数（Rule of Law 
Index）に基づいたＡＰＥＣ参加国・地域のためのベンチマーク設定など、ベストプラクティスを共
有するよう要請する。
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　ＡＢＡＣはまた、法制度が貿易や投資を妨害している分野で改善を図るため、政策対話のため
の公式のルートを設定するよう政府に要請する。

　腐敗は企業や政府が効果的かつ倫理的に業務を遂行する能力に悪影響を及ぼすという点を認
識し、ＡＢＡＣは、2014 年 11月にＡＰＥＣ首脳が採択した、効果的かつ自発的な企業遵守プロ
グラムに関するＡＰＥＣ一般原則（APEC General Elements of Effective Voluntary Corporate 
Compliance）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、われわれはそ
れぞれのビジネス・コミュニティが、上記の一般原則を承認し、企業がそれを実行しやすくするた
めの研修ワークショップを開催するよう働きかけることを確約する。また、域内すべての国・地域
が汚職撲滅に関する北京宣言（Beijing Declaration on Fighting Corruption）を履行し、腐敗
防止法を厳格に執行し、新設されたＡＰＥＣ腐敗防止当局・法執行機関ネットワーク（ＡＣＴ－ＮＥＴ：
APEC Network of Anti-corruption Authorities and Law Enforcement Agencies）へ参加して、
それぞれがＡＰＥＣ行動規範（Codes of Conduct）の実施に向けて取り組むことを推奨する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●司法制度が法の支配を支え、より良いビジネス環境を確保するために果たす重要な役割につ 
　　いて議論するために2016 年にペルーで開催されるＡＢＡＣとＡＰＥＣ参加国・地域の法務大 
　　臣との会議を支援する。

　●法的安定性、透明性、司法の独立が存在する環境を提供する。

　●法の支配指数のベンチマーク用スコアを設定し、ベストプラクティスや得られた教訓をＡＰＥＣ 
　　参加国・地域間で共有するよう奨励する。

　●腐敗防止法を政府、ビジネス、市民に公平に執行する。また、新たに設立されたＡＣＴ－ＮＥＴ 
　　に参加し、ＡＰＥＣ行動規範を各地で実践するための具体的な対策を講じる。

Ⅴ．零細・中小企業（ＭＳＭＥ）と起業家精神
　零細・中小企業（ＭＳＭＥ：micro, small and medium enterprises）は、依然として域内の実
質上すべての国・地域の経済の根幹であり、企業の 90%以上、域内労働力の 60%以上を占める。
ＭＳＭＥが、イノベーションの源、あるいはグローバル経済の生命線である新しい製品やサービス
の商品化の原動力となることも多い。ＡＢＡＣは、国際市場へ参加することによりＭＳＭＥは多くの
ビジネス機会を得られると認識している。これらの機会には、ⅰ）新しいニッチ市場、ⅱ）規模の
経済、多角化の経済、物量の経済、技術的優位の経済を利用する可能性、ⅲ）リスク分散法、ⅳ）
費用の削減や分担、ⅴ）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。国際化
の恩恵をＭＳＭＥにも広げることの重要性を確認し、本年ＡＢＡＣは以下の４本の柱に重きを置い
ている。それはすなわち、ⅰ）ＭＳＭＥの国際化の強化、ⅱ）ＭＳＭＥによる地域ファイナンスお
よびグローバル・ファイナンス利用の円滑化、ⅲ）ＭＳＭＥにおけるイノベーションと付加価値活動
の構築、ⅳ）女性による経済参加の活用、である。
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Ａ．ＭＳＭＥの国際化の強化

　ＭＳＭＥは、電子商取引がもたらすメリットを活用することで域内市場とグローバル市場への参
加が強化される。ＡＰＥＣではごく一部の参加国・地域を除き、電子商取引が国内商取引および
国際貿易に重大かつ画期的な影響を及ぼしており、外国貿易の流れを根本的に変化させると予想
されていることを、政府は認識している。現在、各国・地域は、ビジネスの未来を変えるようなデ
ジタル化の局面の途上であり、電子商取引によってＭＳＭＥが国境を越えた取引に携わる可能性が
生まれている。ＡＰＥＣ参加国・地域はこうした変化と足並みをそろえるために取り組んできたこと
は承知しているが、まだ努力の余地があるとＡＢＡＣは認識している。

　ＡＢＡＣは、南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院との共同調査の結果、国際貿易に関す
る現行の枠組みと制度は、伝統的な貿易と投資を意図してつくられたものであり、国境を越えた
貿易における成長とＭＳＭＥの参加を妨げている、ということを明らかにした。現在の体制は、大
企業向けに構築されてきたものであり、ＭＳＭＥは、複雑な通関要件および高額の貿易コンプライ
アンス費用、物流コストの高さ、サイバーセキュリティとデータ保護に関する適切な法の欠如、電子
商取引インフラおよび電子決済機能の不備への対処に苦慮している。

提言………………………………………………………………………………………………
　●インターネットを基盤としたビジネスと貿易を可能にする国内の政策とプロセスについて簡素化 
　　と調整を行う。これは、ＭＳＭＥのために規制を透明化することでコンプライアンスとビジネ 
　　ス環境の改善を奨励するものである。

　●インターネットを基盤としたツールの適用を促進するキャパシティ・ビルディング・イニシアティ 
　　ブを強化し、ＭＳＭＥが国境を越えた電子商取引を検討するのを支援する。

　●ＡＢＡＣの国境を越えた電子商取引トレーニング・プログラム（ＣＢＥＴ：Cross Border  
　　E-Commerce Training Program）を含め、国境を越えた電子商取引に関してＭＳＭＥを教 
　　育するために策定された効果的なトレーニング・プログラムについて、ＡＰＥＣ参加国・地域全 
　　体での共有拡大を奨励する。

　●以下を目的とし、将来を見据えた電子商取引に関する政策枠組みの構築に重点を置いた 
　　ＡＰＥＣ全体の行動計画を策定する。

　　○国境を越えた電子決済枠組みにおける諸問題、ならびに国境を越えた電子商取引における 
　　　詐欺および消費者保護への対処。

　　○ＭＳＭＥ向けの物流バリューチェーン強化、低価格品に対する通関手続きの効率化、輸入 
　　　関税や電子商取引による輸出と返品に対する課税問題の整理。
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　　○電子商取引促進のために貿易情報をＭＳＭＥに提供するサービス貿易アクセス要件 
　　　（ＳＴＡＲ：Services Trade Access Requirements）データベースの着実な認知度向上。

　●自由貿易協定および地域貿易協定に電子商取引の規定を含める。これはＡＰＥＣの参加国・ 
　　地域、企業、消費者が国境を越えた物品・サービスの取引の際に直面する障壁に対処するた 
　　めに重要である。

Ｂ．ＭＳＭＥによる地域ファイナンスおよびグローバル・ファイナンス利用の円滑化
　ファイナンスにアクセスできないことは、ＭＳＭＥの経済活動およびグローバル・バリューチェー
ンへの効果的参入を妨げる重要問題である。この問題の核心にはいくつかの要因がある。その
一つが、取引データを用いたリスクベースの貸付と幅広い担保をつけた貸出を支援するためには
法的および制度的なインフラが不十分な点である。もう一つは、ＭＳＭＥに対する貸出に関する
特定の規則の影響である。ほかには、株式によるファイナンスを実現する環境が存在しないこと、 
ＭＳＭＥが保険などのリスク管理ツールにアクセスできないこと、などがある。イノベーションは 
ＭＳＭＥの資金調達へのアクセスを円滑化できる一方、金融システムに与える幅広い影響に関して
知識が不十分なために、多くの政策立案者がイノベーションを活用できずにいる。ＡＰＥＣは、法
律上、政策上、規制上の改革、キャパシティ・ビルディングおよび認知度向上を促進するための官
民連携を通じて、これらの問題に対処することができる。

　ＡＢＡＣは、官民による金融インフラ開発ネットワーク（ＦＩＤＮ：Financial Infrastructure 
Development Network）の設立を支持する。これは、信用情報システムの構築を支援し、安全
な取引および動産の担保物件としての利用するための政策フレームワークの改良を支援することを
目的としている。ＡＢＡＣは、貿易およびサプライチェーンのファイナンスならびに代替的な資金調
達メカニズムを実現する環境を推進するとともに、不測の事象、災害、金融危機に対してＭＳＭＥ
の強靭性を高める目的でベストプラクティスを特定するためのイニシアティブも提唱する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●関心のある参加国・地域による信用情報システム（民間の信用調査機関、公的な信用登記、 
　　必須の法的フレームワーク、こうしたシステムを効果的に利用するための貸手のキャパシティ・ 
　　ビルディング）の開発を支援するため、ＦＩＤＮを通じてパスファインダー・イニシアティブを実 
　　施する。

　●関心のある参加国・地域による効果的な担保付き取引制度（検索が容易な担保登記、貸手 
　　が受理する担保種類を増加させリスクを低下させる商法、破産法、債権譲渡特例法の改正） 
　　の開発を支援するため、ＦＩＤＮを通じてパスファインダー・イニシアティブを実施する。

　●規制の問題は貿易とサプライチェーンのファイナンスおよびＭＳＭＥのファイナンス全般に影響 
　　を及ぼすため、これに関する官民対話を実施する際にはアジア太平洋金融フォーラム（ＡＰＦＦ： 
　　Asia-Pacific Financial Forum）と協力する。これは、バーゼルIII実施と顧客デュー・ディリジェ 
　　ンス規則における域内の諸問題への規制当局の対応を支援し、それらの問題がＭＳＭＥの金 
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　　融アクセスに対して与える予想外の重大な影響を低下させるためである。

　●電子サプライチェーン管理プラットフォーム、革新的な運転資金管理テクニックの使 
　　用、海外市場で事業展開して貿易決済における域内通貨の流動性および使用を促進している 
　　ＭＳＭＥのために域内ファイナンスの流動性を強化する革新的手法、その他関連する運転資 
　　金管理テクニック、などの貿易とサプライチェーンのファイナンスを円滑化する新たな要素に関 
　　してワークショップを開催する際には、ＡＰＦＦと協力する。

　●新たな金融商品の開発、イスラム金融、革新的な資金調達に対する規制障壁への対処、代 
　　替的ファイナンスのための政策フレームワークの特定、スモールビジネスに投資するための株 
　　式による資金調達を加速するための政策イニシアティブ、クラウドファンディングを可能にする 
　　規制、官民による革新的な資金調達手段、などのＭＳＭＥと新興企業に対応した資金調達の 
　　代替メカニズムの発展を支援する。

　●ＭＳＭＥの強靭性を高めるベストプラクティスの策定においてＡＰＦＦと協力する。このベスト 
　　プラクティスは、なかでも金融危機、自然災害および他の予想外の事態の影響を緩和する施 
　　策を対象としており、以前の金融危機への対応から得られた教訓およびマイクロ保険と災害 
　　リスクファイナンスの使用における成功体験に基づき、特に僻地の農民などの脆弱な零細企業 
　　とスモールビジネスに重点を置いたものとなる。

Ｃ．ＭＳＭＥにおけるイノベーションと付加価値活動の構築
　市場に新しいアイデアをもたらすという点で、また21世紀におけるイノベーションを醸成するとい
う点で、ＭＳＭＥが果たす極めて重要な役割をＡＢＡＣは認識している。しかしながら、イノベー
ションを一層拡大するためには事業創造を支援し、ＭＳＭＥのイノベーション能力を向上させるよう
なエコシステムを生み出す必要がある。より効果的にイノベーションを促進する戦略の一環として、
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とネットワーク形
成を支援する必要がある。

　グローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ：Global Value Chains）もグローバル経済において重要
な役割を果たしており、雇用創出、競争力および経済的な繁栄に大きく寄与することが期待される。
ＡＢＡＣは、大企業・中小企業間の長期的で価値観ベースのパートナーシップを通じて、ＭＳＭＥ
による国内サプライチェーンおよびＧＶＣへの参加をさらに強化する必要があると理解している。そ
の成功のためには、ＡＰＥＣ参加国・地域はこのようなパートナーシップの発展を妨げている課
題を特定し対処する必要があるとＡＢＡＣとアジア経営大学院による共同研究は強調している。 
ＭＳＭＥの国際化に関連した国内での問題、国境における問題、および国境を越える問題を注意
深く分析し、それに基づいて情報インプットと政策措置を実施することが、これらの問題に対処す
る鍵となる。ＧＶＣにおけるＭＳＭＥと大企業の連携が、スキル、知識および技術の移転と向上を
円滑化する。この研究は、企業がイノベーションを通じてバリューチェーンを高め、新技術や影響
力のあるビジネス・ソリューションの考案者になることができることも確認している。
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　地域市場とグローバル市場へのＭＳＭＥの参加を促進し、ＭＳＭＥの革新的な付加価値活動を
強化するため、ＡＢＡＣはここにデジタルエコノミーに関する一連の原則を推奨する。これら原則は、
ＡＰＥＣが地域経済続合を進め地域のコネクティビティ構築に取り組むにあたり考慮すべき重要な
ものである。これらの原則はまた、ＭＳＭＥをグローバルなサプライチェーン、バリューチェーンお
よびグローバル市場に統合することを目標とした取り組みを進める上でも有益である。

提言………………………………………………………………………………………………
　●国境を越えた連携、技術の開発と市場主導の普及を促進する自主的な取り組みであるアジア 
　　太平洋オープン・イノベーション・プラットフォーム（ＡＰ－ＯＩＰ：Asia-Pacific Open  
　　Innovation Platform）を、地域全体においてＭＳＭＥおよびスタートアップの起業環境を強 
　　化するためのモデルとして推進する。
　●均衡のとれた、あまねく広がる、持続可能で、革新的で確実な成長の形成におけるＭＳＭＥ 
　　の役割を強化するため、ＧＶＣでのＭＳＭＥと大企業の連携における優れた実践例を基に制 
　　度化し奨励する。

　●ＭＳＭＥと大企業間の貿易・投資の連携を強化するための政策立案において、グローバル・ 
　　バリューチェーンおよび国際的な生産ネットワークについての包括的な視点を取り入れる。

　●ＭＳＭＥにイノベーション生み、キャパシティ・ビルディング機関のネットワークを拡大して質を 
　　高め、そして、起業家の間にイノベーションを追求する力を醸成するようなエコシステムを推進 
　　する。これは、企業がバリューチェーンの川上に展開し、新技術や影響力のあるビジネス・ソ 
　　リューションの考案者となる一助となる。

Ｄ．女性の経済参画の活用
　女性の経済的エンパワーメントは、ＡＰＥＣが促進しているあまねく広がる成長の基本的な要素
であり、アジア太平洋地域の今後の競争力にとって不可欠なものである。ＡＢＡＣは、女性の経
済参画を強化するためにＡＰＥＣがとった方策を称賛し、女性が直面する社会面、法律面、財政面、
そして教育面の障壁に対処するための行動を継続するよう要請する。

　ＡＢＡＣは中でも、国・地域が依拠できるような成果を挙げてきている以下のイニシアティブへ
の支持を表明する。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ女性と経済の進捗状況表（APEC Women and the 
Economy Dashboard）によって、女性の経済参画の障壁への対応状況をＡＰＥＣ参加国・地域
が追跡し測定できるようになる可能性があると認識している。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ女性の起業家
ネットワーク（ＷＥ－ＡＰＥＣ：Women’s Entrepreneurship in APEC）の創設を歓迎する。こ
れは、各国・地域の女性起業家ネットワークを官民の支援サービスおよびグローバル・サプライチェー
ンとつなげることで最終的には経済機会と域内貿易を拡大することを目的としている。ＡＢＡＣは、
健康な女性と健全な経済（ＨＷＨＥ：Healthy Women, Healthy Economies）イニシアティブの発
展と、女性の労働参画または労働の継続を妨げる健康関連の障壁の撤廃を目的とする政府政策と
ビジネス慣行のツールキットの策定を支持する。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ運輸業界の女性（Women in 
Transportation）イニシアティブ、および同業界における女性の状況をベンチマークするためのデー
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タ枠組みの開発を支持する。これは最終的には、アジア・太平洋全域の運輸業界への女性の参
画を高めるための提言を用意する予定である。

　2015 年、ＡＢＡＣは、官民両部門からの積極的な参加を得て、女性の経営参加拡大、家族に
対する企業の責任、および女性経営事業のグローバル・サプライチェーンへの組み入れに関するベ
ストプラクティスの取りまとめに取り組んでいる。ＡＢＡＣは、女性が全面的に経済に参画するとい
う将来に向けて着実に前進するためにＡＰＥＣと協働することを期待する。

提言………………………………………………………………………………………………
　●資本や教育、保健衛生、土地と資源の所有権への女性のアクセスを妨げる障壁に対処する。

　●女性をＡＢＡＣ委員に指名することにより率先垂範する。

　●健康な女性と健全な経済イニシアティブの政策ツールキット（Healthy Women, Healthy  
　　Economies Policy Toolkit）を歓迎し、ＡＰＥＣ参加国・地域の政府、民間部門およびその 
　　他のステークホルダーに対し、このイニシアティブの提言を実行するよう要請する。

Ⅵ．金融と経済
　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣの財務大臣によるセブ行動計画（ＣＡＰ：Cebu Action Plan）の立ち上げ
決定を歓迎する。ＣＡＰは、ＡＰＥＣ域内の金融市場の発展、サービスの向上、および地域統合
に関する包括的なロードマップを提示している。ＡＢＡＣは、金融・経済作業部会の主要イニシアティ
ブであるアジア太平洋金融フォーラム（ＡＰＦＦ：Asia-Pacific Financial Forum）、アジア太平洋
インフラ・パートナーシップ（ＡＰＩＰ：Asia-Pacific Infrastructure Partnership）、およびアジア
太平洋金融インクルージョン･フォーラム（Asia-Pacific Forum on Financial Inclusion）を通して、
ＣＡＰを支援していく。

　ＡＢＡＣは本年の金融分野での優先課題として、ⅰ）ＭＳＭＥファイナンス、ⅱ）災害リスクファ
イナンス、ⅲ）インフラ投資、ⅳ）保険および年金業界の発展、ⅴ）資本市場の発展と統合、ⅵ）
金融規制、Ⅶ）投資環境の改善、およびⅷ）価格評価、に焦点を当てた。

Ａ．災害リスクファイナンスの開発
　アジア太平洋は、自然災害が多発する地域であり、最多の自然災害数を記録し莫大なマクロ経
済的損失を被っている。災害対応および災害リスクマネジメント戦略の改善を目的とする取り組み
を補完するために、災害の影響軽減に寄与する金融商品を開発する必要がある。商品開発に必要
な要件として、ⅰ）災害リスクファイナンス（ＤＲＦ：disaster risk financing）商品への信任確保
に寄与する健全な金融・保険市場の構築、ⅱ）災害リスク評価の精度上昇、および年金基金から
災害リスクファイナンスを調達するべく資本市場の活用推進、ⅲ）住民の災害リスクへの危機意識
強化、および ⅳ）災害に対して耐久力のあるインフラプロジェクトへの投資促進、が挙げられる。
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提言………………………………………………………………………………………………

　●ＡＰＥＣ全域にわたるＤＲＦ専門家会合をＡＰＦＦ内に創設して、2016 年にギャップ分析報告、 
　　2017年に災害リスク・データベースの整備開始、そして2018 年にはＡＰＥＣ参加国・地域の 
　　基本的なＤＲＦフレームワークの策定を行う。

　●各参加国・地域が独自に2017年に国内の専門家会合を招集し、ＤＲＦブループリントを立案し、 
　　2018 年に最終案をまとめる。

Ｂ．銀行口座を有さない家計に対する金融サービスへのアクセス拡大
　ＡＰＥＣ地域には、銀行口座や正式な金融サービスへアクセスできない人々が 10 億人以上存在
する。ファイナンシャル・インクルージョンはかなり進展したが、依然、課題は山積している。ファ
イナンシャル・インクルージョンをより効果的に推進するには、金融弱者のコミュニティ全体を見渡
し、論点を明確に理解する必要がある。また、金融商品のラインナップ、コスト、アクセスの容易さ、
支払い能力および顧客保護を担保する規制などの要因を勘案し、顧客ニーズに適切に対応した革
新的な商品とサービスの開発に取り組まなければならない。加えて、デジタルファイナンスに関する
ビジネスモデルの開発を促進することにより、デジタルテクノロジーをファイナンシャル・インクルー
ジョンの進展に活用するべきである。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ファイナンシャル・インクルージョンの進展度合いの測定および国・地域間の比較、政策立案 
　　者の有用なガイドの役割を果たすべく、ファイナンシャル・インクルージョンの正式な定義を探 
　　求する。そしてそれぞれのメンバー国・地域固有のニーズや環境に即した国内戦略の策定に 
　　有意義なファイナンシャル・インクルージョンに関するＡＰＥＣモデルの枠組みを開発する。

　●デジタルファイナンスに関する作業部会を設立して、ＡＰＥＣ内の既存作業部会に加えて、ファ 
　　イナンシャル・インクルージョン・アライアンス（Alliance for Financial Inclusion）、貧困層支 
　　援協議グループ（Consultative Group to Assist the Poor）およびファイナンシャル・インクルー 
　　ジョンのためのグローバル・パートナーシップ（Global Partnership for Financial Inclusion） 
　　などの組織と連携する。

Ｃ．インフラ投資の促進
　インフラの発達が経済成長のペースに追い付いておらず、その結果、道路渋滞、電力不足、公
的サービスの不足をもたらし、さらには成長スピードにも差が生じ、地域的・社会的な格差が助長
されている。資金手当ておよびインフラ・プロジェクトの遂行における効率性向上が一層求められ
るにつれて、インフラに関する民間投資の拡大に目が向けられるようになってきている。銀行融資
等の民間資金投下に適合するインフラ・プロジェクトのパイプラインが不足していることが途上国に
おける主要な障壁であり、その多くがプロジェクト推進のための能力不足によるものである。
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提言………………………………………………………………………………………………

　●公的部門のプロジェクト推進能力の強化を目指し、Ｇ20グローバル・インフラストラクチャー・ 
　　ハブ（G20 Global Infrastructure Hub）と協動する。具体例として、アジア太平洋インフラ・ 
　　パートナーシップ（ＡＰＩＰ：Asia-Pacific Infrastructure Partnership）を通して、公的部門 
　　団体、国際機関、および民間部門との協力により官民パートナーシップ・ナレッジ・ポータル（PPP  
　　Knowledge Portal）を創設することが挙げられる。その際、メンバー各国・地域は国際イン 
　　フラ支援システム（ＩＩＳＳ：International Infrastructure Support System）のようなプロジェ 
　　クト推進ツールを活用するなどして、他の関連イニシアティブと連携する必要がある。

　●本トピックに関心のある政府、民間部門および関係団体の間で、ＡＰＩＰを活用した対話を 
　　2016 年も継続する。その際、インドネシア、マレーシア、メキシコ、ペルー、フィリピン、タイ、 
　　およびベトナムが過去に行った対話の結論を活用していくべきである。ＡＰＥＣ域外の国・地 
　　域から、具体的なニーズ及び優先順位に沿った対話を開始したいという照会があれば、 
　　ＡＰＩＰは歓迎する。

Ｄ．保険・年金業界による地域への貢献促進
　保険会社および年金基金は個人、家計の不測の事態、退職後のファイナンスにおいて重要な役
割を果たしている。同時に、資本市場やインフラへの長期投資の重要な資金源でもある。しかし、
保険会社や年金基金がその役割を果たすには、一層の資本市場の発展が必要である。年金基金、
保険会社が資本を蓄積して投資を拡大するための政策的フレームワークの構築が課題であり、ま
た適切な金融商品の欠如を解決し、退職金へのアクセスを拡大する政策も必要である。さらに、
保険業界は低所得家計や零細企業の強靭化に役立つ重要なツールであるマイクロ保険を通して、
包括的な成長機会に貢献することが可能である。

提言………………………………………………………………………………………………
　●退職金市場の改革を通して年金基金による長期投資資金の蓄積を促進する。退職貯蓄への 
　　需要および退職金運用金融商品へのアクセスを拡大するなどして、商品の供給を充実させるこ 
　　とが必要である。退職貯蓄への需要を増大するには、投資家教育、税制、および商品設計 
　　に関して適切な政策を実施することが必要である。退職金運用金融商品の供給を促進するた 
　　めには、資本市場、長期投資、およびリスクマネジメントに関連する政策、規制、および会 
　　計のフレームワークが的確に機能するよう、政策立案者と民間部門が協力していく必要がある。

　●保険会社の長期資金がインフラ及び資本市場にむけられるようインセンティブを与えるべく、 
　　規制および会計上の課題に対応する。銀行を主要ターゲットとする規制の枠組み、短期的視 
　　野のルール、および画一的なモデルでは域内の多様なビジネスモデルには適さないことが、規 
　　制上の課題として挙げられる。会計上の課題としては、貸借対照表と損益計算書の数値に大 
　　きな変動をもたらす資産・負債の総合管理に関連する論点や伝統的な長期契約の複雑性、一 
　　貫性、移転及び表示に関連するものが挙げられる。
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　●民間資金をインフラ・プロジェクトのエクイティ投資に導くために、官民協力において必要な取 
　　り組みを含めて、ベストプラクティスを抽出する。非伝統的なファイナンス手段の有効活用、お 
　　よび機関投資家、金融機関、国際機関、プライベート・エクイティ・ファンドの協働が含まれる。

　●マイクロ保険の専門家で構成される官民ネットワークを設立し、ワークショップを定期的に開催 
　　し、ＡＰＥＣ参加国・地域におけるマイクロ保険の対象拡大に向けたロードマップの策定を支 
　　援する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｅ．資本市場発展の推進
　経済成長、金融の安定化、および長期性資金をインフラなどの長期資産へ効率的に向けるため
には、資本市場、とりわけ現地通貨建て債券市場が重要であることが、ＡＰＥＣ域内において十
分認識されている。ＡＰＥＣ全域及び各国･エコノミーのさまざまな取り組みにより、資本市場の発
展の主要マイルストーンである政府債市場の急成長がアジアにおいて実現した。次なる課題として、
市場の厚みと流動性の拡大が域内資本市場の更なる発展にとって極めて重要である。アジア太平
洋金融フォーラム（ＡＰＦＦ：Asia-Pacific Financial Forum）は、課題解決に向けた有意義な協
働プラットフォームである。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＡＰＦＦを活用し、ＡＰＥＣ域内全体および個別の国・地域で官民ワークショップを開催する。 
　　そして、ヘッジ商品やリスクマネジメント・ツールの効果的な活用を推進するための対策や政 
　　策改革を進めることにより、多様な投資家及び発行体を育成する。

　●ＡＰＦＦをプラットフォームとして活用し、アジア地域ファンドパスポート（ＡＲＦＰ：Asia  
　　Region Funds Passport）を確実に成功させる。その際、参加する国・地域数がクリティカ 
　　ル･マスに達するように早期拡大策を推進するとともに、他の域内相互承認ファンドフレーム 
　　ワークとの相互運用性を確保する。

Ｆ．金融規制環境の改善
　2015 年 1月27日、香港においてＡＰＦＦが金融規制に関する会議を開催した。近年の規制
改革の大半が先般の世界金融危機への対応策として行われてきたが、アジアの国・地域から参
加した規制当局は、地域の経済発展に資するという観点がますます重要になってきていることを
合意した。ＡＰＥＣの多くの新興国では、依然として銀行がインフラなど優先順位の高い分野に
おいて主要なファイナンス供給源となっている。そのため、規制に関する論点を、銀行業界全体
の広範かつ継続的な変化という観点で把握することも重要である。特にクロスボーダー・ファイ
ナンスへ与える影響に留意し、インフラ分野を中心とするクロスボーダー・ファイナンスにおける
商業銀行のビジネス拡大をサポートする。

提言………………………………………………………………………………………………
　●ＡＰＥＣの金融規制当局の更に積極的な関与を目的として、ＡＰＦＦ円卓会議を定期的に開催 
　　し、金融市場・サービスに影響を与えるグローバルなルールを議論する。そして、ＡＰＥＣの 
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　　経済的な目的と地域統合に資するルールの域内全域での適用を目指す。また、健全で効果的 
　　な金融規制フレームワークの開発、金融機関の的確なリスクマネジメント、および金融機能へ 
　　のアクセス拡大において金融業界の更なる貢献を可能とするメカニズムについても議論する。

　●金融規制の透明性を高め、インフラなどの優先度の高い分野への民間投資や銀行によるファ 
　　イナンス拡大を推進する公平な規制環境を確立する。また、優先度の高いプロジェクトへの 
　　銀行融資を誘引する一方で、返済プレッシャーを軽減するためにプロジェクトの自己資金比率 
　　を高めるなど、銀行融資に関わるリスクを減少させる施策を策定する。

Ｇ．価格評価慣行の改善
　価格評価は意思決定に極めて重要であり、経済成長や金融システムの発展にさまざまな影響
を与える。ＡＢＡＣは、国際評価基準委員会（ＩＶＳＣ：International Valuation Standards 
Council）と協力し、域内における価格評価に関連する職業とその慣行を普及・強化する取り組み
を支持する。その取り組みでは、メンバー各国・地域における価格評価の現状分析を行い、また
主要分野（規制とコンプライアンス、組織基盤、情報へのアクセスおよび開示、教育とトレーニング、
および諸基準）に関するベストプラクティスのテンプレートを準備するという形式で進められる。

提言………………………………………………………………………………………………
　●メンバー各国・地域の価格評価慣行およびその専門的職業の普及支援を目指すロードマップ 
　　策定への取り組みを支持する。価格評価慣行が経済成長に貢献するプロセスについての知見 
　　を共有し、また価格評価の現状分析の結果や、主要分野のベストプラクティスのテンプレート 
　　を共有・議論するための円卓会議開催などが含まれる。

Ⅶ．産業対話

Ａ．化学対話
　ＡＢＡＣは、化学対話の規制面での協調と統一への取り組みを強く支持する。また、対話で合
意された化学品管理のベストプラクティス原則は最優先で履行されるべきであると提唱する。この
点に関して、良き規制慣行（Good Regulatory Practice）は化学部門についても適用されることか
ら、良き規制慣行に関する経済委員会とのフォーラムとの協力が特記される。ＡＢＡＣは、化学対
話と海洋・漁業作業部会（Oceans and Fisheries Working Group）との海洋ごみ削減への革新
的解決に関する協力を引き続き支持する。また最近、固形廃棄物管理の関連で、この共同活動が
ＡＰＥＣの都市化アジェンダ（Urbanization agenda）に統合されたことを歓迎する。

Ｂ．ＡＰＥＣ生命科学イノベーション・フォーラム
　フィリピンの保健大臣が主催した第５回保健と経済に関するハイレベル会合（High Level 
Meeting on Health and the Economy）は、保健が経済にとって決定的に重要であることに鑑み、
特に時宜を得たものであった。ＡＰＥＣ生命科学イノベーション・フォーラム（ＬＳＩＦ：APEC 
Life Sciences Innovation Forum）とＡＰＥＣ保健作業部会（APEC Health Working Group）
の共同イニシアティブとして、会議には多様なステークホルダーが参加し、保健とそれに関連する
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経済的な課題への政府全体、社会全体、および地域全体としてのアプローチについて議論した。
ＡＢＡＣは、コミュニティのメンタル・ウェルネスに関するベストプラクティス・パートナーシップの
支援を目指した、革新的な活動拠点の立ち上げを強く支持する。また、イノベーションが保健シス
テムにもたらす投資リターンの査定に関する取り組みでのＬＳＩＦとの協力を高く評価する。今年、 
ＡＢＡＣとＬＳＩＦは、年金資金の早期引出しやその他の政府や企業の負担という点で、慢性的疾
患の増加が与える財政的影響を評価する研究に協力して取り組んできた。評価が強調するのは、
保健バリューチェーンに沿った賢明で高い効果のある投資がこうした影響の軽減に確実に寄与する
必要があること、そしてコスト上昇を引き起こす保健サプライチェーンの障壁を特定して対処する必
要があることである。ＡＢＡＣは革新的な中小企業の保健バリューチェーン参入を阻む障壁を削減
するイニシアティブを歓迎する。

　ＡＢＡＣは、生物医学関連リサーチ商業化のためのＬＳＩＦトレーニング・センターの設立を歓迎
し、規制科学に関する最先端の研究教育センターの設立を支持する。ＡＢＡＣは、健康管理に関
連した感染症の蔓延への対応、抗菌薬管理の向上、およびＡＰＥＣ血液安全パートナーシップ・ネッ
トワーク（APEC blood safety partnership network）の設立を目指した、ＬＳＩＦとグローバル
保健セキュリティー・アジェンダ（Global Health Security Agenda）とのプラットフォームとパート
ナーシップに関する協力を歓迎する。このような政府、産業界、学界をカバーする形態のパートナー
シップは、ＡＰＥＣが膨大な資源やスキルを集めて、域内で必要とされる革新的な能力を構築し、
世界的流行病に対する準備を確実にする能力があることを示している。

　ビジネス界はまた、現在ＡＰＥＣで進行中の建設、医薬品、医療機器部門での企業倫理規定
に関するＡＰＥＣのハノイ、メキシコシティ、およびクアラルンプール原則実行への取り組みを強く
支持している。ＡＢＡＣは引き続きこれらイニシアティブで積極的に役割を果たしていく。また、 
ＡＰＥＣ原則をモデルとした企業倫理規定の採用においてバイオ医薬品と医療機器部門の進捗を
歓迎する。

　最後にＡＢＡＣは、女性の経済への参加能力を示す指標として、健康な女性と健全な経済
（Healthy Women, Healthy Economies）イニシアティブを通した、女性の健康問題を重視した取
り組みを強く支持する。域内の国・地域は、経済参加への障壁として女性が直面する健康問題へ
対応しているが、その際に役立つ政策ツールキットの開発に向けてＡＢＡＣは、ＬＳＩＦおよび保
健作業部会との貴重なパートナーシップのもとで取り組んでいる。　　

Ⅷ．結論
　過去20 年以上にわたり、アジア太平洋地域は急速な成長と繁栄とを享受してきた。それにもか
かわらず、域内の先進、発展途上双方の国・地域における格差の拡大を示唆するような証拠が存
在する。ＡＢＡＣは、域内の持続可能な成長と均衡ある経済発展を実現するという、1994年のボゴー
ル宣言のビジョンを共有する。したがって今年のＡＢＡＣの取り組みは、ＡＰＥＣ議長国が掲げた
最も重要なテーマである、あまねく広がる成長を中心として展開されてきた。本提言書でＡＢＡＣは、
ＡＰＥＣ参加国・地域がⅰ）地域経済統合、ⅱ）持続可能な発展、ⅲ）コネクティビティ、ⅳ）零
細・中小企業、およびⅴ）金融の分野において、この重要な課題に対応するために取ることができ
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る多くの現実的なアクションを提案した。ＡＢＡＣメンバーとしてのそれぞれの国・地域の成長への
貢献に加えて、この提言とＡＰＥＣ域内のさまざまなレベルの政府と継続して関与していくことによっ
て、より強靭で、あまねく広がるアジア太平洋コミュニティの創造の一助となることをＡＢＡＣは希
望する。


