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拝啓
　APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）を代表し、APEC の貿易
担当大臣の皆様に、主要な課題に関するわれわれの提言を謹んで以下にお伝えいたします。これらの
見解は、域内に新たなダイナミズムを注入し、持続可能で、革新的、かつ包摂的な成長というAPEC・
ABAC 共通の目標の達成に大いに貢献するものと確信するところです。

　開かれた自由貿易に対する重大な挑戦に対抗して、ABACは精力的に、開かれた自由貿易が成長と
雇用にもたらしてきた広範にわたる恩恵、ならびに保護主義的措置が招きうる弊害について、従来の信
念を再確認します。われわれは APEC が、さらなる経済統合の達成を志向する道にとどまるよう求め
ます。ABACは、ボゴール目標の達成、およびそのビジョンの具現化としてのアジア太平洋自由貿易圏

（FTAAP: Free Trade Area of the Asia-Pacific）の実現に向けて、コミットをし続けます。

  われわれは、政府と民間のそれぞれが固有かつ補完的な役割を果たすことにより、貿易および国際
投資の恩恵、ならびに、多くの人々 を貧困から救い上げ繁栄へと導く役割について、より明確に伝える
ことができるはずだと考えます。同時に、各国・地域はグローバル化とさらなる市場の開放の恩恵が万
人に共有されるよう、構造改革と政策調整を実行するべきです。その目的のために、恵まれない立場に
ある社会的弱者のみならず、女性、高齢者、若者や地方社会を効果的に経済・金融・社会的に包摂す
ることを求めた昨年のAPEC 首脳要請を支持します。

　われわれはまた、環太平洋パートナーシップ協定（TPP: Trans-Pacific Partnership）や、東アジア太
平洋地域包括的経済連携（RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership）、太平洋同盟（PA: 
Pacific Alliance）等の関連する地域貿易協定・自由貿易協定が、FTAAPの達成に資するものと認識
しています。そのため、TPP 参加メンバーが TPPの義務を履行し、その質の高い成果を保持すること
を奨励するとともに、RCEP 参加メンバーには、包括的で、質が高く、互恵的な合意を確保しながら、
本年末までに交渉を完了させるように要望します。APEC の各国・地域は、TPP や他の貿易協定が直
面している現在の課題にかかわらず、保護主義への回帰圧力に対抗しなければなりません。

　さらにわれわれは、「APEC2020 年以降のビジョン」を見据えたプロセスを開始すべきとの、昨年リ
マでのAPEC 首脳の指示を歓迎します。ABAC は、2020 年、さらにはその先に向けた APEC の一
連のハイレベル対話への参加も含めて、それに関連した活動に貢献する意向です。

付属文書 A
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　APEC のサービス競争力ロードマップ（ASCR）実行計画については、その根底にある野心的な目標
を賞賛し、同計画を完遂する必要性を強調します。
ABACは、そのための政策やプログラムが野心的で、実践的、かつ適切なものとして実行されるために、
優先分野の特定作業を支援する用意があります。われわれは APECと密に連携のうえ、同実行計画
の進捗モニタリングに積極的に関与していく所存です。　

　ビジネス界にとり、域内の貿易投資自由化および円滑化の推進は重要課題であり続けます。世界貿
易機関（WTO: World Trade Organization）に準拠した ABAC の非関税障壁の横断的原則およびビ
ジネス界の緊密な意見に沿い、国内、あるいは国境における非関税障壁を削減・除去することによって
貿易のメカニズムの障害を取り除く、そのための具体的アクションが、国境を越えた物品・サービスの
貿易フローの改善、また食料安全保障、ひいては社会生活水準の向上においての必須要素です。

　WTOはグローバルな貿易体制の基礎であり、保護主義に対する重要な防波堤であり、国際貿易紛
争の解決のために欠かせないフォーラムであるとの認識をABAC は堅持します。ブエノスアイレスで開
催される第 11回閣僚会議に向けては、APECに加盟するWTOメンバーが、この基本原則へのコミッ
トを態度で示す必要がかつてないほど高まっていることを勘案のうえ、市場のさらなる自由化とその恩
恵がわれわれの社会、成長、環境にもたらす価値を再確認するように求めます。電子商取引やサービス・
アジェンダの進捗とならび、貿易を歪める農業補助金や、水産資源の乱獲を助長する補助金についての
強靭で意義深い結果がブエノスアイレスで得られるよう、APEC の国・地域が建設的かつ迅速に取り組
むことを要望します。また、WTO の貿易円滑化協定が発効したことを歓迎するとともに、より自由度の
高い貿易が今後の発展に寄与する本質的な貢献を認め、すべてのAPECメンバーによる同協定の完全
な批准と早期の実行がなされるように要請します。技術進化とコネクティビティが持つインパクトと、そ
れらがコミュニティの社会・経済状況を変革する能力に注目し、ABAC はWTOとAPEC の貿易・開
発アジェンダに新たな焦点を当てる所存です。われわれは閣僚の皆様が、現在ジュネーブで行われてい
る重要なサービス貿易交渉における進捗を注視し、それを足場とすることを支持します。

　われわれは、地域経済統合には強く深いコネクティビティが重要であることを強調します。効果的な
統合の鍵となる構成要素は、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
ンダードやデジタル貿易のチャネルを支持する手段を通じた物品、サービス、データの効率的な動きです。
従い、ABACは、サプライチェーンのコネクティビティとAPEC 地域の効率化推進を目的とするサプラ
イチェーン・フレームワーク・アクションプラン2017－2020（SCFAP: Supply Chain Framework Action 
Plan）第二フェーズに向けた、推奨フレームワークの実行開始を歓迎します。それとともに、デジタル経
済がもたらす膨大な恩恵を完全に現実のものとするため、デジタル・インフラ開発への継続した投資を
要請するとともに、消費者にとって便益となる、国境を越えたデータフローを駆使したデジタル経済に
おける技術革新を支援します。またわれわれは、消費者に対する然るべき保護を確保しつつ、データ
の移動を通じたイノベーションを促進する、柔軟性が高く一貫性のあるデジタル政策の枠組みを支持しま
す。ABACは５月にハノイで開催される貿易とイノベーションについてのAPECシンポジウムの実り多き
成果を心待ちにしております。われわれは人材開発、デジタル・リテラシー、技術およびスキル研修へ
の投資、ならびに、それらのトレーニングが将来ニーズに直結することを確保するための官民協力につ
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いても、要請します。

　最後に、ABACは多くの零細・中小企業（MSME: micro, small and medium enterprise）関連のイ
ニシアティブを推進しており、オンライン・オフライン双方で実施する国境を越えた電子商取引トレーニ
ング・プログラム（CBET）や、MSME の金融へのアクセスを拡大させるためのアジア太平洋金融フォー
ラム（APFF）関連の複数のイニシアティブ、ビジネスモデルの成功事例や新興の開放的なビジネスモデ
ル集の出版、ABACデジタル経済ワーク・プランと女性への経済的権限付与促進のための活動などが
含まれます。われわれは、これらがダイナミックなMSME の創出、そして、MSME のグローバル市場
へのアクセス促進を目指すAPEC の取り組みを補完するものであることを確信しています。　　　

　本年ABAC が推進しているイニシアティブの、より詳細なレポートをここに添付します。

　来月、ハノイにおいて、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います。

敬具

2017 年 ABAC 議長
Hoang Van Dung 
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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

１．反グローバル化機運への対応　
　グローバル化、より開かれた貿易、技術革新は、この地域と域内社会にきわめて大きな恩恵を
もたらし、多数の人 を々貧困から救い上げ、生産性と競争力を高め、生活水準を向上した。同時に、
APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）は、こうしたプロセス
において、政策立案者、ビジネス、地域社会が、進化する環境に順応していく上で抱える諸課題
を認識している。アジア太平洋地域のための包摂的で持続可能な成長と繁栄というビジョンを実現
しようとするには、こうした課題に対応するためになお一層の努力が必要である。政府とビジネス
界は , それぞれ独自かつ補完的役割を担っており、貿易自由化による多大なる恩恵と、それが国
民を貧困から救い、繁栄をもたらすために果たす重要な役割について、より適切に説明することが
できるはずであり、またその努力をしなければならない。また、一部の地域社会における特定の
労働者層がこの数十年に直面した経済的ひずみは、貿易よりもむしろテクノロジーの変化や他の要
因によるところが大きかったことも明確に示していかなければならない。しかし、われわれは単に
その説明を改善するだけであってはいけない。ABAC は、貿易自由化プロセスが一部の労働者層
に対し、また一部の地域において負の影響を及ぼし得ることを認識し、より開かれた貿易の恩恵
がさらに広く共有されるようにするためには、貿易関連の調整、たとえば構造改革、教育、社会セー
フティネットに関連する調整に対応するための、より適切な国内方針が不可欠であることを認識し
ている。
　ABAC は、南カリフォルニア大学マーシャルビジネススクールに委託し、グローバル化と貿易と
技術革新の影響について、またこうしたプロセスの恩恵をより広く共有するにはどうすれば良いかに
ついて、ビジネスの視点から調査を実施中である。この調査は現在の政策論争の最も重要な意味
を持つ部分に対する大きな貢献になると考えられる。 

２．アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the Asia Pacific）
を可能にする道筋の開発　

　ABAC は、さまざまな域内貿易協定を強く支持してきた。また、環太平洋パートナーシッ
プ協定（TPP: Trans Pacific Partnership）、東アジア域内包括経済連携（RCEP: Regional 
Comprehensive Economic Partnership）、太平洋同盟を含む互恵的通商協定（RTAs）／自由貿
易協定（FTAs）が総じてわれわれをアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP:  Free Trade Area of 
the Asia Pacific）の達成に導く役割も強く支持してきた。ABAC は、最近の会合において、G20
財務大臣があらゆる形の保護主義に抵抗することを約束する共同コミュニケに合意できなかったこ
とを知り、保護主義的施策がAPEC 全体に広がらないか懸念している。われわれは、TPP の義
務を実行し、質の高い成果を保つことの重要性を強調していく。また RCEP 交渉参加国に対し、
協定を包摂的で質が高く互恵的なものにしたうえで、年末までに交渉を終えるよう要請している。
われわれは、FTAAP が達成可能な目標であり、引き続きこのビジョンを進めることにより域内の
持続可能で包摂的な成長の実現に資すると考えている。

付録 
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　ABAC は 11 月にリマで採択された APEC 首脳宣言を歓迎する。これは FTAAP に関する指
示を提示し、明確な進捗日程を記載した宣言である。特に政府とビジネス界に対する一般市民の
高い不信感を踏まえると、われわれはこれが簡単な、あるいは短期的なタスクではないと承知して
いる。ABAC は APEC に対し、リマ宣言に記載された措置を積極的に実施し、継続的で漸進的
な進歩こそがFTAAPとボゴール目標の実現に対する原動力になりうることを、引き続き確信を持っ
て進めていくよう要請していく。

　ABAC は、FTAAP がAPEC の枠組みの外で実現されること、また FTAAP が常に開かれ、
新たな加盟メンバーを拒まないという原則を支持する。そして、FTAAP の基礎が既存のあるい
は構築中のパスウェイ（道筋）に立脚することにより生まれること、特に質の高い包摂的なものに
なるべきであること、次世代貿易・投資課題を取り入れるべきであることに賛同する。ABAC は、
APEC 首脳の方向性、すなわち現行の道筋が FTAAP の実現に果たす貢献について 2020 年ま
でに調査し、具体的な作業分野を特定し、地域経済統合の目標とその帰結としての FTAAP を
達成するための課題への対応に関し、話し合いを行うという方向性を歓迎する。そして、FTAAP
関連の争点を熟議する存在としてのAPEC の継続的役割、また、次世代貿易・投資課題を特定
して取り組み、FTAAP の達成に不可欠な新たなイニシアティブを推進するというAPEC 首脳の
方向性を後押しする組織としての継続的役割を支持する。これらのタスクに対しその進行状況に応
じて積極的に貢献していく。

　FTAAP に関する10 年余りの議論を経て、ABAC は、FTAAP が実際にどのような姿になる
のか、何が対象になりうるのか、どのような構造になるか、何を目標にするのかを明確にするため
の措置が講じられることを望んでいる。リマ宣言の附属書 A は、われわれが FTAAP の議論に
おいて何を意図しているのかの要点を明確にするための準備作業の日程を定めている。これは意
義深い進展である。域内ビジネス界は、FTAAPこそが物品・サービスにおける貿易、投資の促
進、バリューチェーン開発の支援、知的財産問題への対応、労働の短期的流動を実現可能にする
と考えている。そして、変化し続けるビジネス環境における将来ニーズを考慮し、FTAAP がビジ
ネスに活用され、生きた協定になることを望んでいる。イノベーションに適応した技術環境を考慮
したデジタル経済の課題にも対応しなければならない。また包摂性と適切な規制実施に関する課
題にも対応していかなければならない。ABAC は、道筋によって異なるモデルが提示されたとして
も、それらに互換性を持たせることにより、互いに競争せず、最終的に一つにまとまることができ
るようにすることが重要であると考える。今後数年間に行われる作業に期待しており、これにより
FTAAP にとって望ましい体制が明らかになると思われる。 

　ABAC は、特に ASEAN 経済共同体やユーラシア経済連合を含む他の地域イニシアティブや
合意が、貿易・投資の自由化や、自由化の支えとなる環境の創出に果たした貢献について認識し
ている。

３．加速する貿易・投資の自由化と円滑化　
　市場を開かれた競争力あるものに保ち、連結性を深め、保護主義の台頭に抵抗するために対策
を講じることは、今や地域社会の経済的健全性と繁栄にとってますます重要なものになっている。
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その中心になるものは、国境を越えた商品とサービスのより効率的な流れである。商品とサービス
の貿易に対する既存の非関税障壁（NTBs）を削減・撤廃し、国境および国内において新たな非
関税障壁の出現を阻止することは、より開かれた市場の中核的な要素であり、それによりビジネス、
消費者、地域社会、経済に恩恵がもたらされ、食品の安全性も高まる。ABACは、非関税措置（NTM: 
Non-tariff Measures）／非関税障壁（NTB: Non-tariff Barriers）に関する世界貿易機関（WTO: 
World Trade Organization）に準拠した一連の分野横断的な原則を策定した。この原則に基づき、
非関税措置が非関税障壁になることを避けるために、こうした措置は透明性の高い方法で専門的
な助言を得たうえで策定すべきである。具体的には透明性、適時性、一貫性を合わせ持ち、差別
的ではないこと。状況により、科学的に正しい論拠をもつか、国際規範と整合させたものにするこ
と。さらには、合理的な目標を満たすために必要最小限の貿易制限にとどめた措置にする、等を
満たす必要がある。この原則に基づいた手法は、現行措置と「貿易制限を最小限にとどめた」手
法との一貫性を評価する上でも、また FTAAP 草案も含め、貿易に関する将来の協定・取決めの
根拠として使用されるべきである。ビジネス界には、問題を特定し、解決策の策定を支援する際
に果たすべき重要な継続的役割がある。 

　ABAC は、 サプライチェーンコネクティビティ枠 組行動 計 画（SCFAP: Supply Chain 
Connectivity Framework Action Plan）2017-2020 のフェーズ２に関する枠組案の実行開始も含
む、現行のワークストリームに立脚することにより、貿易円滑化における作業を強化する更なる努
力を奨励する。 

４．APEC サービス・アジェンダ実施の促進　
　ABAC は、APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR: APEC Services Competitiveness 
Roadmap）実施計画書に記載された野心的な目標に関してAPEC を称賛し、同計画が実現する
ことを強く望む。ABAC は、策定された政策と制度を野心的かつ実務的で、現実性があるものに
するために、優先実施分野の特定作業を支援する用意があり、APEC と密に協力して実施計画書
の進捗をモニターすべく尽力する。

　さらに、ABAC は、サービスの実施、特に地域経済と零細・中小企業と起業家（MSME）に
最大の相乗効果をもたらすことのできる主要なサービスに関し、同サービスの実施、及び官民対話
を支援する。政府と民間部門との意見交換は障壁の特定に有益であると思われ、それにより域内
のサービスにとって一貫性、透明性、および効率の高い規制環境を創出するための構造改革が可
能になるであろう。

５．APEC ポスト 2020 ビジョンの策定　
　ボゴール目標の達成期限まで３年しかないことを踏まえ、ABAC は APEC に対し、域内にお
ける自由で開かれた貿易と投資を実現し、ポスト2020 ビジョン策定プロセスを開始する努力を加
速化するよう要請する。ABAC は、５月にハノイで行われる、2020 年、さらにその先に向けた
APEC マルチステークホルダーの対話に参加するなど、このプロセスに積極的に貢献することを約
束する。
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６．WTO に対するサポート

　ABAC は、世界的なルールに基づく貿易システムの礎として、WTO の重要性を認識している。
アルゼンチンのブエノスアイレスで行われる第 11 回閣僚会議は、より開かれた歪みの少ない市場が
われわれの地域社会、発展途上の国・地域の経済発展、環境に恩恵をもたらすことを認識したう
えで、われわれがそのような市場を目指して努力していることを示す重要な機会である。特にわれ
われは APEC 参加国・地域に対し、農業に関する貿易歪曲的な補助金や、違法、無秩序、かつ
無届の漁業に寄与する補助金を削減、最終的には排除することに関し、ブエノスアイレスでしっか
りした意義ある成果が得られるよう努力することを要請する。電子商取引に関する成果からも同様
に、デジタル経済の意義と地域経済統合に向けた強力で深いコネクティビティの重要性が認めら
れることになるだろう。われわれはより多くの国・地域に対し、新サービス貿易協定（TiSA: Trade 
in Services Agreement）と環境物品協定（EGA: Environmental Goods Agreement）について
の交渉に参加することを奨励し、すべての参加者に対し、これらの協定の意欲的かつ早期の締結
に向けて努力を倍加させることを奨励する。ABAC は WTO に加盟するAPEC 参加国・地域に
対し、貿易円滑化協定（TFA: Trade Facilitation Agreement）の批准を完了し、その実行に向
けて早期対策を講じ、商品の移動とサービスの提供における費用削減と効率向上を支援し、特に
発展途上の国・地域及び MSME に恩恵をもたらすよう働きかけるよう要請する。

　ABAC は、技術と地域コネクティビティの影響や、地域社会の社会情勢と経済状況を変える能
力を認識したうえで、WTOと APEC の貿易と開発に関するアジェンダに新たな焦点を当てること
にしている。パプアニューギニアは 2017 年にポートモレスビーで貿易開発円卓会議を開催し、そこ
で国連の持続可能な開発目標などの枠組み、国連の貿易方針およびボゴール目標後の優先事項に
関する通告、FTAAP の発展において国連が考慮すべきことなどを考察する予定である。ビジネ
スコミュニティはこの重要な作業においてAPEC 地域の政府と協力して取り組む所存である。

　最後に、ABAC は、新たな多国間協定、域内協定、二国間協定が WTO のもとでの究極的な
世界経済の自由化に向けた努力を真に補い、支えることを確実にするための配慮が必要であること
を強調する。

７．経済的、財政的、社会的包摂の加速化
　ABAC は、APEC 地域における経済的、財政的、社会的包摂を強化するイニシアティブを促
進する必要性を強調する。その点において、昨年リマでAPEC 首脳が命じた「不利な状況にある
グループまたは脆弱なグループのみならず女性、高齢者、若者および地方共同体を経済的、財政的、
社会的に有効に包摂すること」を強化するAPEC の努力を称賛する。

８．MSME のダイナミックでグローバルな発展の促進
　MSME は域内のビジネスの 90% 以上、また労働力の 60％以上を占めるため、実質的に域内
のあらゆる経済の生命線であり続けている。MSME は、国内だけでなくグローバルなプレーヤー
に成長するための適切なツールさえあれば、地域の発展と持続可能性において発揮すべき重要な
役割を担う。
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　ABAC は、MSME の競争力強化のための一連の強力な措置により、MSME が国境を越えた
貿易に直接参加できるよう、より革新的なアプローチを採用するようAPEC に求める。MSME が
国境を越えて市場を拡大する能力を向上させるには、（i）革新的なファイナンス手段の探究、 （ii）
MSME が電子商取引プラットフォームを利用できるようにする取り組みの促進、（iii）MSME のグ
ローバル・バリューチェーンへの参加を促進する包摂的なビジネスモデルの制度化と奨励 （iv）デ
ジタル時代を受け入れるため人的資本を強化するキャパシティ・ビルディングと実践的な訓練の強
化 、（v）起業家や革新的な MSME のための持続可能で環境に優しいシステムの発展 などの努
力が含まれるべきである。

　金融へのアクセスは、MSME がイノベーションや成長を実現し雇用を創出するために解決すべ
き大きな課題である。この課題へ対処するにあたっては、MSME への銀行融資の基礎となる担保
付取引や信用情報システム、倒産プロセス、評価手法にかかる法的・制度的なエコシステムの整
備に注力すべきである。APEC は、アジア太平洋金融フォーラム（APFF: Asia Pacific Financial 
Forum）の支援を得つつ、金融インフラ開発ネットワーク（FIDN: Financial Infrastructure 
Development Network）での官民協働活動をとおし、多くの国・地域におけるこの整備の進展を
支援してきた。ABAC は関係大臣に対し、この作業に関して関係当局がAPFFと協働するよう奨
励すると共に、メコン川流域地域において MSME が所在国・地域における取引実績を基にホスト
国・地域で金融へのアクセスを得る国境を越えた信用情報共有パイロット・プロジェクトをサポート
するよう要請する。

　貿易自由化に対する政治的な逆風を受け、MSME によるグローバル・バリューチェーンへの参
画は危機に瀕している。この参画を支えるためには、APFFが推進する国境を越えたサプライチェー
ン金融のためのパイロット・プログラム開発に向けた地域ごとの議論を含め、貿易・サプライチェー
ン金融へのアクセスを拡大する取り組みを強めなければならない。MSME による信用へのアクセ
スは、保険へのより良いアクセスにより促進される。この目標達成のため、APFF はセブ行動計画

（CAP: Cebu Action Plan）により指示されたマイクロ保険の提供範囲拡大のためのロードマップ
策定を進めている。また、フィンテック、とりわけマーケットプレイス貸出や電子決済は、MSME
の金融アクセスに新しい手段を創出している。APFF は、フィンテックのエコシステムを創り上げる
ための規制当局と業界専門家との対話プラットフォームを提供している。ABAC は、関係大臣に
対し関係当局による当該活動での協働、およびこれら当局の農業金融や消費者保護、金融教育、
デジタル金融、マイクロ保険、デジタルＩＤに係る金融包摂の議論を予定する本年のアジア太平洋
金融インクルージョン・フォーラム（Asia Pacific Forum on Financial Inclusion）への参加を奨
励するよう要請する。ABAC は、各エコノミーがシステミック・リスクに晒されることなくMSME
に対する資金供給をより効果的に進めるための主要な規制課題の解決に向け政府と協働すること
が可能である。

９．女性の経済的地位の向上 
　APEC 地域において、女性は資本の獲得、市場への参入、技能と能力の開発、ネットワーク
へのアクセス、指導的立場の獲得に関する課題に直面している。これらの障害は、生産性を低
くし、域内の経済成長を阻害する。ABAC は、2017 年９月にベトナムのフエで開かれる第２回
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APEC BEST Awardを歓迎し、将来、APEC 女性と経済フォーラムの一環としてこのコンテスト
を開催するようAPEC 参加国・地域に奨励する。ABAC は、科学・技術・工学・数学（STEM: 
Science, Technology, Engineering and Math）などの能力開発に注力し、デジタル化がもたらす
機会を十分に活用して、女性の起業家精神を促進することを、全てのAPEC 参加国・地域に要
請する。 ABAC は、APEC における男女共同参画と女性と若い女性の社会的地位向上の主流化
に関するガイドの採択と実施を期待している。ABAC Women's Forum の取り組みである「ABAC 
Women Connect」は、デジタル化、効果的な知識共有、学習、認知を通して起業家精神を加速
することに焦点を当てている。

10．制度的コネクティビティの促進
　ABAC は、構造改革の強化に向けてAPEC 首脳が追求しているイニシアティブを引き続き最
優先事項であると考えている。それは今日、貿易と投資に対する国内の構造障壁が、域内統合
の改善や、APEC 地域における貿易と投資の拡大に対する最大の障壁になっているからである。
ABAC は APEC 参加国・地域に対し、特にサービス部門（APEC サービス協力枠組みなど）に
おいて、また MSME による国際市場機会活用の支援として、APEC 構造改革アジェンダ更新版
に記載される規制効率、競争、一貫性、透明性、簡易性を向上させる構造改革に注力し、これ
を優先することを要請する。

　グローバル・データ・スタンダード（GDS: Global Data Standards）に関するパイロット・プロジェ
クトの肯定的成果は ABAC にとっても心強い結果である。この作業がグローバル・サプライチェー
ンのより効率的、適時、かつ安全確実な働きに貢献することができることを改めて認識した。正し
い GDSシステムがビジネスの確実性の増大、サプライチェーン機能、国境手続きに大きく貢献でき
ることは明らかであるが、同様に同システム実施に向けてのインフラ構築とその取組みに関する課
題が存在することも明らかである。 ABAC は APEC 参加国・地域に対し、全当事者の利益のた
めに、規制と業務の一貫性を向上させるという最終目標に向けて GDS に関する方針策定を押し進
めることを要請する。

　テクノロジーにより相当なコネクティビティの確保が可能になり、商取引が真にグローバル化した
ことで、変化の度合いと速度が高まり、すべてのAPEC 参加国・地域の成長機会が加速度的に
増大している。域内の貿易と経済的繁栄は今や、デジタル技術のスピーディかつ効率的な運用と
完全に連結しており、ビジネスと政府の活動をあらゆるレベルで結び付け、可能にしている。  

　テクノロジーの力によって域内で雇用が生まれ、包摂的な成長が実現することにより、広範囲に
及ぶ機会が提供される。こうした機会を十分に活用するために、ABAC は域内の政策立案者に
対し、新たな変革的方法で成長と繁栄を加速化し、分配することのできるイノベーションを活用で
きるよう、柔軟な国際的規制枠組みを構築することを奨励する。また各国政府に対し、国境を越
えたデータフローの域内移動を可能にするような政策を促進することにより、イノベーションの普及
を促進し、経済成長を生む機会を増やすことを奨励する。同時に、プライバシーとサイバーセキュ
リティの適切な保護のしくみを確立する重要性も認識している。 
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　最後に、ABAC は、デジタル時代における労働需要に対応するための人材開発に関する協力を
育むAPEC の取り組みを支援する。ABAC は、すべての参加国・地域に対し、スキル研修に投
資することにより、包摂的な成長の促進を支え、労働者がデジタル経済の中で活躍できるような
環境を整えることを奨励する。APEC がデジタル経済に十分に従事することの多大な恩恵を認識
すれば、将来需要が高まる仕事に対する人材の準備として、デジタル・リテラシー、テクノロジー、
スキル研修に対する投資が生じるはずである。産業ニーズに沿ったトレーニングが行われるように
するために官民の協力を推進し、適性に関する相互認識を支援することは、こうした目標の達成に
有効なメカニズムである。ABAC は、次世代トレーニングや必要とされるスキルなど、域内におけ
る企業家のニーズを評価し、またわれわれ APEC の参加国・地域がデジタル技術のもたらす機会
を活用し、効果的に貿易に従事できる状態にあるかどうかの準備状況を評価する作業を行ってい
る。

11．人と人とのコネクティビティの強化　
　ABAC は、APEC 域内で国際的機動性のある労働力の管理を向上させるための幅広いAPEC
の努力の一環としての、“稼ぐ・学ぶ・戻る”（ELR: Earn, Learn, Return）イニシアティブに提供
されている支援体制に感謝している。また ABAC は参加国・地域に対し、APEC スキルズ・マッ
ピング・イニシアティブにデータを提供するよう奨励しているが、現在データ提供を確認できている
のは６メンバーのみである。このイニシアティブは、域内の重要スキル不足に関する明確な経験的
理解を構築するために、また域内全体で対象を最適に絞り込んだ職業訓練制度を開発するために
必要不可欠であり、引き続きの協力を呼びかける。加速化する技術変化によって、労働者が 10 年
後あるいは 20 年後の域内経済で活躍する為に必要となるスキルも変わりつつあるという認識が高
まっていることを考えると、この作業は特に重要である。

　ABAC は、域内全体における適性の認識を高めるために、APEC の EdNetイニシアティブを
強く支持している。この仕事は技術的にかなり複雑であるため、ABAC は当局者と協力して、活
動を優先すべき「パイロット（先導）」セクターを特定している。現在、ツーリズム・ワーキンググルー
プとの共働において「協同メディカル職員」と観光部門が優先されている。ABAC は、こうした相
互関連性のある課題に関するAPEC人材養成ワーキンググループ内での業務に強力な支援がなさ
れるよう提案しており、2017 年 11月のAPEC 首脳に対する推奨事項の準備に関するディスカッショ
ンとワークショップに積極的に参加する所存である。

　ABAC は、APECビジネストラベルカード（ABTC）の有効期間を３年から５年に延長すること
に関するAPEC の支援を歓迎している。現在の最優先事項は、ABTC の域内全体のオンライン
申請に関するAPEC の協力を確保することである。APECビジネスモビリティグループは電子申請
を原則的にサポートしているが、2017 年中により詳細な進展が期待される。

12．物理的コネクティビティの改善
　ABAC は、物理的なインフラ整備に重点を置いた官民パートナーシップ（PPP: public-private 
partnership）のキャパシティ・ビルディングをさらに推進するため、APEC 参加国・地域とのより
緊密な連携を希求する。この目標を達成するためABAC は、APEC と協働し、追加的キャパシ
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ティ・ビルディングを推進するアジア太平洋金融フォーラム（APIP: Asia Pacific Infrastructure 
Partnership）のような民間部門を含む対話の活用を希求する。地域の年金や保険会社、イスラム
金融機関による投資を含め、長期投資をインフラ整備に活用する弛まざる活動を関係大臣がサポー
トすることを要請する。加えて、ABAC のインフラ投資チェックリストのような枠組みを精査・活用
し、ABAC とのパートナーシップを保持することで、政府がインフラ投資に対する民間部門のニー
ズをより良く理解することを奨励する。

　ABAC は、商品、貿易、投資の流れを円滑化するために、引き続きAPEC とともに域内全体
での海洋コネクティビティの向上に努める。同時に、域内航空サービスの開発において、ビジネ
スインプットに最も価値が認められるのはどの部分であるかという点について、国際民間航空機関

（ICAO）や国際航空運送協会（IATA）などの専門航空機関に助言を求めている。

　特に、ABAC は APEC の国・地域に対し、広範囲にわたる生産性と効率を高めるために、また（特
にこれまで国際ビジネスの競争から排除されていた MSME に対し）デジタル革命がもたらす多く
の新サービスの利用と発展を可能にするために、強力なデジタル・インフラへの投資を推進し、促
進することを強く奨励する。

13．食料安全保障の促進と非関税障壁（NTB: Non-tariff Barriers）の削減
　域内で増大する食料需要とその供給を結びつけるために開かれた貿易と投資が果たす役割、そ
して民間部門とのより良いパートナーシップを構築する必要性は、食料安全保障を達成するための
重要な要素だが、見落とされたり、過小評価されたりすることがよくある。ABAC は、引き続き最
も開かれた、予測可能で、透明性の高い貿易のための条件を追求することを約束する。

　この点に関し、ABAC は WTO に準拠した非関税措置（NTM: Non-tariff Measures）／非関
税障壁（NTB: Non-tariff Barriers）の分野横断的な原則に基づいて、各エコノミーが食料貿易
に影響を及ぼす NTB を削減・排除することを引き続き奨励している。ABAC はまた、NTB の
優先順位の設定過程にビジネス界が積極的に関与するよう促している。 このことは、事業展望
が、NTB に関する追加コスト、負担、および課題といった直接的かつ現実的な経験によって伝え
られるため重要である。そのためABAC は、昨年南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院に
委託した食料貿易に影響を与えるNTB に関する報告書における提案をどのように実行できるか、
APEC 参加国・地域が検討することを奨励する。

　さらに ABAC は、民間部門の重要な役割を強調し、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）のより効果的な構造と機能をいかに
確保するかを真摯に検討することを含め、APEC 首脳および閣僚が民間部門との戦略的関与と対
話のレベルを深めることを奨励する。これは 2020 年に向けた APEC 食料安全保障ロードマップ
に示された優先事項を進める上で不可欠である。

　さらに ABAC は、小規模農家がグローバリゼーションや、ますます複雑になる食料供給とバ
リューチェーン、天然資源への圧力、そして気候変動による悪影響などに対処する上で、重大な課



2017年 APEC首脳への提言 79

APEC首脳への提言「新たなダイナミズムの創出と共通の未来の促進」●

題に直面していることを強調する。 ABAC は、小規模なステークホルダーが食料安全保障、貧困
緩和、2030 年の持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）の達成に実質
的な貢献をし、生産や貿易を歪ませないAPEC の努力を称賛する。

14．エネルギー安全保障の向上
　APEC 域内の経済成長とともにエネルギー需要は拡大し続けることから、環境への負荷を軽
減する取り組みの重要性は一層高まっている。国際エネルギー機関（IEA: International Energy 
Agency）は 2016 年の特別報告（Energy and Air Pollution）にて、再生可能エネルギーの利用
拡大、大気汚染物質の排出管理、エネルギー効率の改善などに取り組まなければ、向こう数十年
間でさらに大気汚染が拡大すると報告している。ABAC は、2030 年までにエネルギー・ミックス
における再生可能エネルギーのシェアを倍増させるというAPEC の確約を強く支持しているが、ア
ジア太平洋エネルギー研究センター（APERC: Asia Pacific Energy Research Centre）によれば、
重要な政策変更が行われない限り、石炭を含む化石燃料は 2040 年までは主要なエネルギー源と
なる見通しである。

　再生可能エネルギーと天然ガスへの移行には、技術革新、オープンで公正な競争市場、補助金
による歪みのない市場価格設定を支援する政策が必要である。さらに、可能な限り高いレベルの
技術を採用する継続的な努力が不可欠である。ABAC は、電力インフラの品質を向上させるため
のAPEC の取り組みを支援している。
ABAC は、環境負荷を低減できる質の高いエネルギー・インフラの導入促進、既存のエネルギー・
インフラの質の向上、環境分野における革新的技術の開発と普及の支援、これらの技術を採用す
るための支援を拡大させるよう提言する。

　昨今、エネルギーの価格水準の不確実性が高まっていることに鑑み、ABAC は、長期的な価
格と供給の安定性を確保するため、石油・ガスの自由貿易と上流開発への投資を促進することを
APEC 参加国・地域に対し提案する。

15．グリーン成長の促進
　グリーン成長を促進することは、APEC 地域の持続可能な発展のために必要不可欠である。パ
リ協定などの温室効果ガス排出削減のための世界的な目標を達成するためには、積極的な再生可
能エネルギーの導入、エネルギーの節約、エネルギーの効率的な利用に、引き続き取り組むこと
が重要である。この取り組みは、雇用を生み出す新しい産業を育成するのにも役立つ。

　これらの理由によって、ABAC は、CO2 排出削減のための再生可能エネルギーへの支援は、
あらゆる技術革新を組み込むべきだと提言する。大気熱・地中熱・水熱は自然界に存在する永続
的に使用可能なエネルギーである。太陽光をエネルギーに変換する太陽電池パネル、風力を変換
する風車のように、ヒートポンプ技術の利用は効率的なエネルギー変換を可能にするための選択肢
の一つであり、再生可能エネルギー技術の一つとして検討することを要請する。

　加えてクリーンディーゼル自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッ
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ド自動車、燃料電池自動車など、幅広い次世代自動車が世界中で開発されている。 ABAC は輸
送部門における CO2 排出量を削減するための次世代車の開発を支援することを、APEC に対して
奨励する。

　さらに、ABAC は、APEC の著しい成果である環境物品・サービス（EGS: environmental 
goods and services）の貿易障壁を特定し、排除する継続的な取り組みを高く評価する。ABAC
は、APEC 参加国・地域に対して、APEC 首脳が確約した通り環境物品（EG: environmental 
goods）に対する実行関税率を５％以下に抑える取り組みを加速し続けることを要請する。ABAC
はまた「環境サービス行動計画」を踏まえ、環境サービスの障壁を削減するための野心的な取り
組みも期待する。

16． 採掘産業を通しての包摂的成長
　APEC 地域は生産・消費されるすべての鉱業生産の 70％を占める。鉱業部門がもたらす成長は、
世界大手の鉱業および資源の企業が拠点を置く貧しく恵まれない農村地域に利益をもたらすため
に、MSME や農業関連事業の開発に焦点を当てた包摂的なビジネスモデルを活用することが重要
である。

　ABAC は、「採掘産業による包摂的成長の創造」を検討するため、白書の作成作業を継続して
いる。それは、APEC 域内において貧困から脱却する生活や手段を増やすことにより、経済的発
展をもたらす鉱業に依存しない経済を構築する可能性を実証するためであり、2018 年のAPEC ま
でに取り上げられる予定であるこの主題の道筋を作り出すためでもある。当該白書は、APEC が
支持する鉱業政策 10 原則から抜粋し、参加する民間部門の利害関係者の意見も反映する。

　ABAC は、生活向上に資する介入に関するいくつかの重要なステップの考案はもちろん、包摂
的な成長機会の促進を支援・育成する方法を提供するための関連作業部会や、APEC 鉱業タスク
フォースを含めた APEC の努力を称賛する。 
　投資家、各国・地域、および地域社会にとって肯定的な成果をもたらす規制環境とベスト・プラ
クティスを促進するためには、政府と民間部門の緊密な協力が必要である。 そのため、官民双方
の強力で積極的な対話を維持し、共通の目標に対する協力を促進することが重要である。

17．健康で生産的な労働力の促進
　APEC 地域が直面する医療制度上の課題は、経済発展をも脅かしている。
ABAC は、包摂的な成長のための重要な要件である健康な労働力に焦点をあてているAPEC の
取り組みを支持している。 2014 年と 2015 年に実施された APEC と ABAC の調査では、健康不
良や障害による早期退職によりAPEC 参加国・地域で 2030 年までの GDP が大幅に下振れると
いう予想が示された。2015 年には、APEC 首脳は健康と財政の安定性の間に本質的な関連性が
あることを認めた。 
ABAC、APEC 生命科学イノベーション・フォーラム（LSIF: APEC Life Science Innovation 
Forum） 、APEC 保健作業部会は、より公正な資金調達と医療につながるような政府の資金調
達と支出ツールの利用の改善により健康な労働力への先行投資という共通の目標を達成するため、
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厚生大臣、財務大臣、経済大臣間の政策対話における分野横断的な調整を引き続き促している。

以上


