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APEC 首脳への提言  ABAC2017 年版

全　文

Ⅰ．序言
　国際通貨基金（IMF: International Monetary Fund）は、従前から予測されていた景気回復
が現実味を帯び、世界経済に明るい展望が開けつつある一方で、中長期的な潜在成長率は過去
数十年と比較して低く抑えられたままであると指摘している。生産性伸び率の低さや所得格差の
大きさといった構造的な障害は、より力強い景気回復を阻み続け、内向きの政策に押し流そうとす
る圧力を高めてきた。こうした状況により、グローバルな経済統合と、これまで世界経済に大きく
寄与してきた協調的なグローバル経済秩序が脅かされている。下振れリスクを回避し景気回復を確
実にするためには、経済政策が重要な役割を果たさなければならないこと、また、統合が進む世
界経済において共通の課題に対応するためには、多国間の新たな取り組みが必要であることが示
唆された。

　上記の理解に基づき、かつAPEC 地域を高成長の軌道に戻すためには新たなダイナミズムの注
入が必要であることを認識して、2017 年、APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business 
Advisory Council）は「新たなダイナミズムの創出と共通の未来の促進」をテーマに採用した。
今年のワーク・プログラムは、以下の優先課題を重視したものである。

■　地域経済統合の深化。

■　持続可能で、革新的かつ包摂的な成長の実現。

■　デジタル時代における零細・中小企業（MSME: micro, small and medium enterprises）の
競争力強化とイノベーションの向上。

■　食料安全保障の向上および持続可能で気候変動に対応した農業の促進。

　本提言書は、APEC 参加国・地域が上記課題に対処し、持続可能で革新的かつ包摂的な成長
の実現を支援するために取るべき実践的な手段を概説するものである。本提言は ABAC の５つの
作業部会ごとにまとめられている。

Ⅱ.　地域経済統合　
　地域経済統合は今後もアジア太平洋地域の成長と繁栄を支えるものである。したがって、2017年、
ABAC は次の優先課題に注力することで、地域経済統合の一段の深化に努めている。すなわち、
i）世界貿易機関（WTO: World Trade Organization）への支援と保護主義の抑止、ii）貿易お
よび投資自由化の加速とボゴール目標達成の促進、iii）アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free 
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Trade Area of the Asia-Pacific）の実現、iv）新たなサービス・アジェンダの推進、である。

Ａ . 多角的貿易体制への支援
　ABAC は、世界の貿易と繁栄の礎である世界貿易機関（WTO: World Trade Organization）
に対するコミットメントを改めて明言する。ルールに基づく、かつ非差別な多角的貿易体制が、引
き続き保護主義に対する最も強固な防波堤であり、かつ持続可能で包摂的な経済成長、雇用の創
出、持続可能な発展に向けた最善の手段であるとわれわれは、認識している。ABAC は APEC
貿易担当大臣会合の議長声明において、WTO および開かれた市場に対するコミットメントが改め
て明言されたことを歓迎する。われわれは、スタンドスティル（新規の保護主義措置の不導入）の
確約および保護主義的かつ貿易歪曲的措置のロールバック（既存措置の是正）による保護主義抑
止の約束を 2020 年まで延長したことを高く評価する。

　アルゼンチン・ブエノスアイレスで開催される第 11 回 WTO 閣僚会合は、保護主義に抵抗し、
より開かれ、より歪みの少ない世界市場に対するわれわれのコミットメントを示すうえで、指導力を
発揮する重要な機会である。われわれは APEC 参加国・地域に対し、貿易歪曲的な農業補助金、
水産資源の乱獲を助長する補助金、電子商取引などの議題について、力強い、意義ある成果がブ
エノスアイレスで得られるよう、建設的かつ創造的に、決意をもって取り組むことを要請する。デー
タと情報の移動などの主要要素に関するデジタル貿易のルール作りを含め、電子商取引に関する成
果によって、デジタル経済の意義と地域経済統合に向けた強く深いコネクティビティの重要性を認
識することになろう。

　 われ われ は、 より多くの国・地 域 が 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）の交渉に参加し、す
べての参加者がこれらの協定の野心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。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
域に恩恵をもたらすために、WTO に加盟するAPEC 参加国・地域が貿易円滑化協定（TFA: 
Trade Facilitation Agreement）の批准を完了し、その実行に向けて早期に行動を起こすよう
要請する。われわれは、より多くのAPEC 参加国・地域が、情報技術協定（ITA: Information 
Technology Agreement）の拡大に参加することを求める。

　最後に、いかなる新たな多国間協定・域内協定・二国間協定も、確実に WTO のもとにおける
世界経済の最終的な自由化に向けた取り組みを真の意味で補完し、支援するよう配慮がなされる
べきであることを、ABAC は強調する。

提言………………………………………………………………………………………………
●第 11 回 WTO 閣僚会合で力強い、意義ある成果が得られるように、建設的かつ創造的に、

決意をもって取り組む。

● WTO のもとでの世界経済の自由化に向けた取り組みを補完・支援することで、貿易自由化
に向けた多国間での取り組みを支援する。
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Ｂ . FTAAP の実現

　貿易協定に対する見方が、ここ数十年の間で現在ほど二極化したことはない。ABAC は、自
由で開かれた貿易の意義は、今日に至る市場自由化によってアジア太平洋地域の経済的健全性が
疑いの余地もなく上昇してきたことにより確立されていると確信する。われわれは、アジア太平洋
地域の経済統合の最終目標であるアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the 
Asia-Pacific）の実現に引き続き尽力する。昨年、APEC 首脳はリマにおいて、FTAAP の実現
に向けた今の道筋協定の寄与度を 2020 年までに検証することで合意した。ABAC はすべての
APEC 参加国・地域が FTAAP に向けたそれぞれの準備状況を検証し、域内の自由貿易に向け
た取り組みを進め、保護主義に向かう流れに抵抗することを要請する。

　ABAC は、FTAAP 実現に向けて環太平洋パートナーシップ協定（TPP: Trans Pacific 
Partnership）、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）で見られた進展に注目した。われわれは、
TPP 参加国ができるだけ早い機会に TPP の野心的で質の高い合意結果を実行に移すことを期
待している。そのため、さらなる前進に向けて採るべき選択肢を精査している参加国を称賛する。
われわれは RCEP 参加国に対し、包括的で質が高く互恵的な協定を実現するよう図りつつ、本年
末までに交渉を終えるよう要請する。また、今後他の国・地域がこれらの協定への参加を希望す
る場合に、それが可能となるアプローチを採用することが重要と考える。これらの道筋協定によっ
て得られる利益は大きい。FTAAP への道筋を成功裏に完了させ、その合意結果を履行すること
により、アジア太平洋地域に経済・貿易・投資面での直接的な利益がもたらされる。それに加えて、
グローバル経済をさらなる成長軌道へと押し上げるためにリーダーシップが求められる時に、経済
成長と経済統合に向けたアジア太平洋地域のコミットメントを行動で示すことができる。ABAC は
同時に、ASEAN 経済共同体やユーラシア経済連合といった他の地域における取り組みや取り決
めが、貿易・投資の自由化促進と、貿易自由化を支持する環境の創出に果たした貢献についても
認識している。

　「FTAAP に関するリマ宣言」でAPEC 首脳が命じたとおり、担当実務者は、関税・非関税措
置・サービス・投資・原産地規則など、貿易と投資に影響を及ぼすさまざまな問題について、参加
国・地域の間で合意を形成し、能力構築を促すためのワーク・プログラムを策定することになって
いる。われわれは、FTAAP 実現に向けたプロセスの機運を維持するため、本年のAPEC 首脳
会議（AELM: APEC Economic Leaders’ Meeting）までに上記分野の具体的なワーク・プログ
ラムを作成するようAPEC 参加国・地域に要請する。

提言………………………………………………………………………………………………
● 2017 年のAELMまでに、関税・非関税措置・サービス・投資・原産地規則の分野で具体的

なワーク・プログラム作成に取りかかるなど、FTAAP の実現に向けて決意をもって取り組む。

● TPP 参加国が協定の合意内容を履行して質の高い結果を順守するよう奨励することや、
RCEP 参加国が、包括的で質が高く互恵的な協定を実現するよう図りつつ、本年末までに交
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渉を終えるよう要請するなどし、FTAAP 実現への道筋を引き続き推進する。

Ｃ . 新たなサービス分野の取り組み推進
　ABAC は、すべてのAPEC 参加国・地域の成長と発展にサービスがますます重要になると
確信しており、APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR: APEC Services Competitiveness 
Roadmap）を、APEC がサービス分野の取り組みを推進するうえでの主要な手段になるとみなして
いる。

　ASCR は、すべてのAPEC 参加国・地域のサービス分野における競争力を強化するために短期・
中期・長期的課題に対して共同で包括的に取り組む、というAPEC 参加国・地域の決意を反映し
た重要な取り組みである。

　われわれは、ASCR 実施計画（2016 年～ 2025 年）で特記された APEC 域内における14 の活
動分野の実現に進展が見られたと認識している。ABAC は、ASCR の具体的な実施計画を野心
的で実践的かつ現実に即したものにするために、APEC と連携する用意がある。この点について
ASCR の展開と実施に関する連携を強化し、定期的に最新情報を交換するため、APEC の関連
主要フォーラムと体系的な協議プロセスを立ち上げることを歓迎する。

　継続的な対話と新たな課題の取り込みを促すASCR 実施計画が、ビジネス界の変化とニーズに
対応できるように「生きた文書」として構成されていることをわれわれは歓迎する。
また、サービス部門への国境を越えた投資と域内市場の競争を促進するため、先を見越した規制・
政策手段を促進する官民対話（PPD: Public-Private Dialogues）のプロセスを高く評価する。そ
のためABAC は、ASCR の継続的な発展と実施の支援に向けて、然るべきPPD の支援と開催
を継続する。

　域内のビジネス界からのAPEC のビジョン・行動に対する関心と支援を維持するためには、企
業とコミュニティ双方にとり具体的で目に見える成果を挙げなければならない。

　ASCR に定めた、2025 年までにサービス分野の競争力を強化するとの野心的な目標を称賛する。
それとともに、担当実務者が、ASCR に盛り込まれた行動の進捗と達成を測定するためのサービ
ス規制環境に関するAPEC インデックスの構築を含め、サービス関連分野に必要な統計を開発す
る任務を確約した点を高く評価する。また、サービス規制環境に関するAPEC インデックスは早
期完成が必要なことを含め、サービス関連のデータおよび統計の開発を優先的に進めることを求
める。この指標は、ASCR 実施計画書に含まれた他の活動分野の重要な指標として役立つもので
ある。さらに、ABAC は APEC に対し、ASCR で特定した 14 の活動分野すべてに対して適切
かつ野心的な指標を導入することも要望する。

提言………………………………………………………………………………………………
●連携強化および定期的な最新情報の伝達を図り、ASCR にビジネス界の視点を取り入れるこ

とを促進するため、体系的な協議プロセスを開発する。
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●サービス規制環境に関するAPEC インデックスの早期完成を含め、サービス関連データおよ
び統計の開発を優先的に進める。

● ASCR で特定した 14 の活動分野すべてに対して適切かつ野心的な指標を導入する。

Ｄ．ボゴール目標達成に向けた貿易・投資の自由化の加速

１．非関税障壁への対処

　非関税障壁（NTB: Non-tariff barriers）はますます広まっており、貿易、経済成長、生活水準
に悪影響を及ぼしている。APEC 参加国・地域は、国内の正当な政策目標を実現しつつも、非関
税措置の策定・適用を含め、最も開かれ、予測可能で、透明性の高い貿易条件の整備を目指す
べきである。多くの非関税障壁は、合目的的な政策目標の実現を意図したものであるが、一部の
措置は、正当な目標を達成するために必要となる以上の過剰な貿易制限を行っていたり、差別的
であったり、実際に市場への参入を制限するように策定されていたりする。たとえそのような措置
が国際取引自体を対象としたものではないとしても、NTB は、i）グローバル・バリューチェーンの
円滑な機能を含めた貿易フローを歪曲し、ii）企業、特に零細・中小企業（MSME: micro, small 
and medium enterprises）や消費者にコストを上乗せし、iii）投資や経済成長を妨げ、iv）食料
安全保障を損なうおそれがある。ABAC が食料・木材林産物・製品の貿易に影響を及ぼす NTB
について詳細に検討したところ、具体的な例としては、i）食品と木材林産物に対する煩雑で不当
なまたは矛盾した衛生と植物検疫の要件、ii）規格、認証、ラベル表示に関し、すべての製品に
求められる煩雑な技術的要件、iii）著しく官僚主義的かつ予測不能で時間のかかる通関手続き、
および貿易を阻害するその他の手続き面における行政措置、などが挙げられる。

　ABAC は、非関税措置の策定と適用に関し、貿易障壁の設置または維持を最小限に抑える、
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。貿易を巡る規制措置と手続きの検討・策定・適用の基準としてこのABAC の原則を導入す
ることは、APEC 首脳にとって、NTB により効果的に対処し、かつそのためのベストプラクティス
を認識するために、新しいグローバル・ベンチマークを設定する重要な機会となる。かかる原則は
以下に示すとおり、国家・地域間、あるいは国・地域内の物品・サービスの円滑で効率的なフロー
の確保を目指すものである。

ABAC の横断的原則

情報
●企業は、明解かつ容易に入手可能な、輸入やその他規制に関する情報を求めており、そうし

た情報はオンラインのポータルサイトを通じて得られることが望ましい。

プロセス
●企業は、透明で時宜を得た非関税措置の策定プロセスを求めている。
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●規格を策定するにあたっては、影響が及ぶ国内外の企業（小規模生産者や MSME を含む）
と事前協議すべきである。

●非関税措置の適用は、適時かつ予測可能で一貫性がなければならない。

措置
●措置は、透明性と一貫性があり、非差別的でなければならない。
●（衛生と植物検疫のための措置の場合）科学的に正しい根拠に基づくか、コーデックス・国

際標準化機構（ISO: International Organization for Standardization）・APEC などの（技
術的措置に関する）国際規範と合致した措置であるべきである。

●措置は、輸入される物品・サービスに対し差別的であってはならない。

基本理念
●措置は、「貿易制限を必要最小限にとどめる」という原則に基づいて策定しなければならない。
●重視すべきは望ましい結果、またはそれと同等の結果であって、規範的なプロセスや製造法

であってはならない。

　APEC 参加国や地域は、最終的な目標であるFTAAP を含めた貿易協定や取り決めの交渉を
行う際、および 2020 年以降のAPEC のビジョン策定を検討する際に、上記のWTO に準拠した
横断的な原則に従って、可能な限りNTB への対処にも努めるべきである。

提言………………………………………………………………………………………………
●各国・地域が国内の合理的な政策目標の達成とも両立させながら、民間部門と交流し、可能

な限りNTB の影響を軽減する方法を議論する。

●新しい貿易協定などを含め、貿易をめぐる規制措置と手続きの検討・策定・適用の基準として、
ABAC が推奨するWTO に準拠した一連の分野横断的な原則を採用する。

２. 貿易と投資フローの促進

　地域経済統合についてのAPEC のビジョンは、域内全域にわたり開かれた貿易と投資に強く
立脚する。しかし昨今、地域的・世界的に高まりつつある反グローバル化・反自由貿易の機運は、
開かれた市場と自由化を脅かす深刻な懸念をもたらしている。本年、ABAC は南カリフォルニア大
学との間で、反自由貿易的な感情を助長する要因を調査し、それらに関するAPEC 参加国・地域
のビジネス界の考えを検討する共同プロジェクトを推進中である。予備調査の結果は、経済環境
の変化に円滑に適応し将来の機会に最も有効な形で備えるために、技術インフラへの投資・スキ
ル訓練と教育・雇用創出と労働者の移動をいかに役立てるかについて、APEC 参加国・地域がビ
ジネス界と協力して検討を深める必要があることを示唆している。

　投資フローの世界的、地域的な動向と見通しは、小幅な伸びしか示していない。企業利益が
2017 年と 2018 年の投資フロー（1 兆 8,500 万米ドル）を下支えするはずだが、それでも世界金融
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危機以前のピークを下回る、と国際連合貿易開発会議（UNCTAD: United Nations Conference 
on Trade and Development）は指摘している。UNCTAD はまた、政策の不確実性と地政学リ
スクがこの回復を阻む可能性があるとも指摘した。

　投資と経済成長の根本的な関連性に鑑み、APEC 参加国・地域は対内（および対外）投資フ
ローのリスクを軽減するため、早急に措置を講じるべきである。企業は、国内投資家・外国投資
家双方にとっての魅力向上に資する投資政策の整備を推奨している。そこには、経済協力開発機
構（OECD: Organization for Economic Co-operation and Development）と世界銀行が提案し
た「投資のための政策枠組み」における推奨手続きを利用しながら、外国投資家の投資申請に関
する意思決定プロセスについて関係当局が理解を深めることなどが含まれる。

　UNCTAD は 2017 年世界投資報告書の中で、投資とデジタル経済の関係、およびデジタル
技術が国際的な生産動向に及ぼす影響に特に注目している。グローバルな多国籍企業（MNE: 
Multinational Enterprises）上位 100 社に入るハイテク企業の数は２倍以上に増え、その売上高
と従業員数は MNE インデックスの中の非ハイテク企業を上回った。

　しかし、UNCTAD はこうした傾向に関する懸念を表明している。すなわち、「アナログ時代
の投資に関する規則および規制、ならびに投資を促進・円滑化するための政策および制度が
時代遅れになったり、意図せずデジタル技術の導入を妨げたりすることのないように、場合によ
り見直す必要がある」と述べている。これを受けてABAC は、APEC 投資専門家会合（IEG: 
Investment Experts’ Group）に対し、デジタル技術の進歩が域内の投資政策と手続きに及ぼす
影響への政策対応を検討・提言するよう提案する。

提言………………………………………………………………………………………………
●対内（および対外）投資フローのリスクを軽減するための措置を講じる。企業は、国内投資家・

外国投資家双方にとっての魅力向上に資する投資政策の整備を推奨する。
　具体的には、G20・OECD・世界銀行が提案した「投資のための政策枠組み」における推奨

手続きを利用しながら、外国投資家の投資申請に関する意思決定プロセスの理解を深めるこ
とを含む。

●デジタル技術の進歩が投資政策と手続きに及ぼす影響について、APEC 投資専門家会合に
おいて検討し、政策対応を提言することを要請する。

●物流コネクティビティ枠組行動計画（SCFAP: Supply Chain Connectivity Framework 
Action Plan）2017-2020 の第２フェーズに向けた推奨フレームワークで特定された行動や有益
なパスファインダーを含め、域内の貿易コネクティビティを強化する取り組みを活発化させる。

Ｅ . APEC ポスト 2020 ビジョンの策定
　ABAC は、域内の自由で開かれた貿易と投資というボゴール目標の実現に向けた取り組みを加
速させる必要があることを認めると同時に、APEC がポスト2020 ビジョンを策定する適切な時期
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にきていると考える。われわれは、本年５月にベトナム・ハノイで開催された「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」の成果と提言を歓迎する。ABAC は今後も
このプロセスに積極的に貢献していく。

Ⅲ.　コネクティビティ
　ABAC は APEC 首脳に対し、域内の経済統合を強化するための最重要手段として、「APEC
連結性ブループリント」が作成した有益なテンプレートを踏襲するよう引き続き要望する。特に喫
緊の対応が必要なのは、域内の質の高い物理的インフラの推進と資金調達である。デジタル革命
がAPEC 参加国・地域のすべてを巻き込むなか、かかる状況から発生する課題、例えば、十分
な強靭性を備えたデジタル・インフラの構築やデジタル・デバイドの解消、デジタル貿易の推進、
国境を越え地域全域に広がるデータと情報の移動の促進、などに対処することが不可欠である。
ABAC はまた、域内の生産性を向上させ、生活水準を高める可能性がある革新的なデジタル技術
を駆使するうえで必要となる専門技術を有するスキル人材の不足が深刻化していることも懸念してい
る。

　労働力不足という最も深刻な問題の一因が人口動態の大きなシフトにあるため、APEC 首脳に
対し３年前に初めて提案した「稼ぐ・学ぶ・戻る（ELR: Earn, Learn, Return）」の取り組みを考
慮に入れつつ、国際労働者の域内移動を管理する方法を改善するようAPEC 首脳に求める。

　物理的コネクティビティの改善、デジタル革命、人の移動管理の向上がもたらす恩恵を享受する
ためには、大幅な国内規制の修正が不可欠である。そこには相互連結性を改善し、国際的規制
の一貫性を向上させ、域内統合の促進を実現する規制改革が含まれる。

Ａ . インターネットとデジタル・コネクティビティの向上
　APEC 地域の中でサービスが未成熟な地域のインターネット・コネクティビティを強化し、デー
タの自由な移動を推進することで、デジタル経済の恩恵がAPEC 全域のあらゆるセクターに広が
ることになる。われわれは APEC 参加国・地域に対し、情報通信技術（ICT: Information and 
Communication Technology）インフラへの投資を促進し、動機づけるよう求める。また国境を
越えて、地域全域においてデータと情報の移動を確実なものとするために、各国・地域が協力す
ることを推奨する。これらの分野で進展が続けば、地域経済統合を促進し、域内貿易を拡大し、
あらゆる経済水準で経済成長が強化されることになる。

　特に優先的に取り組む必要がある課題は、各国・地域の物理的なデジタル・インフラの整備で
ある。それがなければ大きな活力や刺激をもたらすデジタル経済の発展を実現することは難しい。
過去４年間にわたりABAC 委員が主導した調査は、50 カ国・地域の ICT 投資の進捗と将来性を
比較した報告書「グローバル・コネクティビティ・インデックス 2017 年版」の中にまとめられ、デジ
タル・デバイドの昂進および先行者と追従者間の格差拡大を明らかにした。こうした状況は、世界
貿易に参加し競争・繁栄する能力という点で、後れを取っている国・地域に、重大かつ持続的な
影響をおよぼす。この格差拡大に歯止めをかけるためには、インフラと中核技術の提供、起業家
精神とイノベーションのニーズの特定、デジタル経済への参画を支援・促進する政策の採用が極め
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て重要となる。ABAC はまた、域内のデジタル・インフラ整備の力強い進捗が、各国・地域の小
規模企業と女性に特に恩恵をもたらし、われわれが目標とする不公平性の排除と、より包摂的な
経済の構築に大きく貢献することを指摘する。包摂的な成長と域内統合の改善は、デジタル格差
を最小限に抑えるために必須である。ABAC は APEC 首脳に対し、デジタル革命の恩恵を可能
な限り広く公平に分かち合えるようにするため、域内で連携するよう求める。

　また、企業・教育機関・政府が早急に連携し、科学・技術・工学・数学（STEM: Science, 
Technology, Engineering and Mathematics）の教育により重点を置くことを含め、将来の雇用
に必要となる能力を十分に身に付けることができる教育制度の構築を求める。

　デジタル・インターネット経済への効果的なアクセスは、ビジネスや貿易のあり方、APEC 参加国・
地域のつながり方、繁栄を実現する手段を変貌させており、域内国・地域の国内および国際社会
における協力の双方で、支援政策を策定する必要がある。市場の適応準備状況・政策・適切なイ
ンフラの存在・高スキル労働者の供給可能性についての評価を含め、デジタル経済を実現する環
境や、国・地域間で共通する文化の創出は、技術が提供する大きな機会を捉える能力の鍵となる。

提言………………………………………………………………………………………………
●デジタル技術のスターター、すなわち導入段階にあると位置づけられるAPEC 参加国・地域

においては特に、デジタル・インフラの整備を優先する。APEC はこのプロセスに役立つ能
力構築・取り組みを支援すべきである。

● APEC 参加国・地域に対し、不必要な障壁を解消し、デジタル貿易を可能にする規制環境
を創出するよう奨励する。そうした対応には、域内全域での安全で効率的なデータ伝送を実
現する国際的取り組みにおける協力や国内の規制改革が含まれる。

●企業・教育機関・政府が域内で連携し、STEM 教育・女性・MSME により重点を置くことを含め、
将来の雇用に必要となる能力をより効果的に身に付けることができる教育制度を構築するよう
求める。

Ｂ . 人と人とのコネクティビティの促進　
　ABAC は、APEC人材養成作業部会（HRDWG: Human Resources Development Working 
Group）が主導した域内労働者の移動を改善する取り組みと、APEC ビジネス・モビリティ・グ
ループ（BMG: Business Mobility Group）が主導し成功を収めた APECビジネス・トラベル・カー
ド（ABTC: APEC Business Travel Card）制度を強化する取り組みを高く評価する。ABAC の
メンバーは、緊急対応への従事者向けといった新たなトラベル・カードの運用・開発を模索するな
ど、さらなる改善を実施するために両グループと引き続き密接に関わっていくことを約束する。また、
ABAC は BMG に対し、参加国・地域全体での一貫性を高めるために、ABTC の発行手続きを
見直すよう求める。ABACがAPEC参加国・地域全体で実施した現行のABTC手続きに関するマッ
ピング調査の結果、デジタルツールの活用によるプロセスの簡素化、および制度の運用を担当する
実務者のキャパシティ・ビルディング強化がABTC 制度に有益であることが明らかになった。



2017年 APEC首脳への提言48

●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」

　APEC のビジネス界は、域内全体にスキルの不足とミスマッチ―人口動態の大きな変化によって
事態は深刻化しつつある―が広がっていることに対して懸念を深めている。中期的に自国・地域
の労働人口が増加すると見込んでいるのはわずか４カ国・地域に留まっており、複数の国・地域が
すでに労働人口の急激な減少に直面している。ABAC は APEC 参加国・地域に対し、現在生じ
ているスキル不足をより明確に予測し、これに正確に対応できるようにするため、域内のスキルズ・マッ
ピング調査に参加するよう求める。また ABAC は、APEC 首脳に対し３年前に初めて提案した「稼
ぐ・学ぶ・戻る」の取り組みを考慮しつつ、国際労働者の域内移動を管理する方法を改善すること
をAPEC 首脳に求める。

提言………………………………………………………………………………………………
●手続きを簡素化し、域内での一貫性確保に向けて現行の要件を見直しながら、APECビジネ

ス・トラベル・カードを引き続き強化する。

●域内でのABTC 制度運用のベストプラクティス（例：シンガポールの e-ABTC）を精査する。
APEC は、ABTC 制度の調整とデジタル化を推進することで、査証の有効期限の違いなどの
問題に対処するとともに管理費を引き下げることができる。

●すべてのAPEC 参加国・地域に域内のスキルズ・マッピング・イニシアティブに参加すること
を確約させる。

● ABAC の「稼ぐ・学ぶ・戻る」イニシアティブが提供した枠組みに基づき、域内の国際労働
者の移動の管理向上に尽力する。

Ｃ . 物理的コネクティビティの強化
　道路・港湾・鉄道・大量輸送システム・電力供給網・浄水設備などの質の高いインフラと、強
靭なデジタル・インフラを域内に整備するためには、何兆ドルもの投資が必要である。域内
の国・地域で必要な規模に鑑みれば、しばしば官民パートナーシップ（PPP: Public Private 
Partnerships）という形で民間セクターの事業運営者や投資家による緊密な関与が求められる。
ABAC は、アジア太平洋金融フォーラム（APFF: Asia-Pacific Financial Forum）やアジア太平
洋インフラ・パートナーシップ（APIP: Asia-Pacific Infrastructure Partnership）などの組織体
がすでに実施している強力な取り組みを足掛かりとして、APEC 参加国・地域と密に協力すること
を約束する。ABAC はその活動プログラムを、域内および国際的な他の有力金融機関と連携して
開発されている既存のインフラ建設イニシアティブの補完として高く評価し、かかる活動を必要に
応じて支援することを約束する。

　域内のインフラ整備に対して効果的に民間部門が参画するためには、リスク分担や投資を受け
入れられる状態にあるプロジェクトの安定的確保などの面で依然として障壁が残っている。ABAC
は、効果的なインフラ整備が緊急度の高い優先課題であることを認識しつつ、APEC 実務者と密
に協力してこれらの障壁を克服することを約束する。それはすなわち、効果的なガバナンス、信頼
性の高い運用、経済的なライフ・サイクル・コスト、安全性、自然災害や人的災害に対する強靭性、
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それらを対象とした最良の国際基準に合致するインフラを整備することであると考える。またそれ
は、質の高いインフラ投資と、透明性が高くエビデンスに基づいた政策策定を実現するのに必要と
されるベストプラクティスのルールと基準に関して、APIP や他の官民対話を通じて緊密に協議する
ことでもある。

提言………………………………………………………………………………………………
●官民パートナーシップを強化するAPFF およびAPIP の活動をさらに発展させ、APEC 各国・

地域内の経済効率を改善し、域内統合を強化する質の高いインフラ整備を加速させる。

●外国投資に対する不必要な障壁の撤廃に向けた取り組みを強化する。

Ｄ . 制度的コネクティビティの向上
　物理的コネクティビティの改善、デジタル革命、人の移動管理の向上がもたらす恩恵を享受する
ためには、大幅な国内規制の修正が不可欠である。そこには、相互連結性を改善し、国際的規
制の一貫性を向上させ、域内統合の促進を実現する規制改革が含まれる。　

　ABAC は、APEC 参加国・地域内および各国・地域間で構造改革を促進するために APEC 経
済委員会（EC: Economic Committee）が主導している集中ワーク・プログラムを高く評価し、可
能な限りかかる取り組みを支援するために密に協力することを約束する。
とりわけサービス分野の構造改革を追求し、非関税措置がより緊密な統合の障壁とならないように
精査することを含め、コネクティビティの向上を妨げる関税や国内障壁を削減するAPEC の取り組
みを強力に支援する。また、規制の効率と有効性を向上させるうえで、最新のデジタル技術がもつ
潜在的変革力にも注目している。

提言………………………………………………………………………………………………
●国境を越えた貿易・投資を促進する可能性のあるサービス分野の構造改革など、国内規制の

自由化を引き続き推進し、APEC 参加国・地域内および相互間のビジネスの効率性および生
産性を改善する。

●デジタル経済に向けた公平な競争環境の創出を促す規制改革を優先し、法と規制の枠組みを
改善する。

Ⅳ.　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）は域内の全企業の 90％
余りを占め、労働力の 60％以上を雇用していることから、依然として実質的に域内すべての国・
地域にとっての生命線である。しかし、MSME が域内の輸出に占める割合は 35% にすぎない。
APEC がより革新的な手法によって MSME の競争力を強化する一連の有効な措置を講じるととも
に、MSME を貿易に直接参画させるような取り組みに注力するよう求める。

　本年 ABAC は、域内の MSME のダイナミックでグローバルな発展を促進する具体的な措置と



2017年 APEC首脳への提言50

●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」

して、次の各分野に優先的に取り組んでいる。i）デジタル経済と電子商取引プラットフォームによ
るMSME のグローバル・プレゼンスの拡大、ii）革新的ビジネスモデルの育成、iii）MSME と大
企業との連携強化、iv）MSME の金融へのアクセス拡大、v）女性の経済への参画の促進。

Ａ . デジタル経済と電子商取引プラットフォームによる MSME のグローバル・プレゼ
ンスの拡大

　 電子商 取 引、 より一 般 的には情 報 通 信 技 術（ICT: Information and Communication 
Technology）が実現するサービスは、MSME がグローバル市場に一段と進出するための競争力と
イノベーションを強化する新たな機会を提供し、貿易にかかわる障害の克服を支援する。電子商取
引によって MSME は国境を越え、従来よりもはるかに低いコストで顧客と接触することができる。
しかし、MSME はこれらの機会を捉えるうえで特有の障壁に直面している。2015 年に ABAC が
南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院と共同で実施した APEC 全域を対象とした調査によ
ると、インターネット販売で MSME が直面する主な課題は、i）信頼性が高くセキュリティがしっか
りした電子商取引市場の特定、ii）商品の出荷やサービス提供のロジスティクス、iii）セキュリティ
とデータ保護、iv）決済、であるという。

　デジタル経済は引き続きAPEC 首脳の優先課題であり、今年はデジタル時代におけるMSME
の競争力とイノベーションの強化に焦点が絞られている。われわれは 2015 年に APEC 中小企業
作業部会（SMEWG: Small and Medium Enterprises Working Group）が策定したデジタル経
済行動計画と作業アジェンダ（DEAP: Digital Economy Action Plan and Work Agenda）を推
進するための、具体的で実践的なプログラムと活動項目の共同推進において、多くの国・地域が払っ
た努力を高く評価する。

　デジタル・リテラシーの促進とデジタル・スキルの習得が、APEC 参加国・地域内および相互
間のデジタル・デバイドを解消するとともに国境を越えた電子商取引におけるMSME の可能性
を高めることに役立つことを認識し、ABAC は、国境を越えた電子商取引トレーニング（CBET: 
Cross Border E-Commerce Training）ワークショップをAPEC の複数の国・地域（中国 : 2014
年、ブルネイ: 2015 年、パプアニューギニア: 2016 年、マレーシア: 2017 年）で開催した。また、
国境を越えて CBET プログラムを普及させるために、CBET オンライン・ｅラーニング・プログラム
を立ち上げた。

提言………………………………………………………………………………………………
●これらのプロジェクトやプログラムの成果を全面的に活用することにより、APEC 全域の将来

を見据えた電子商取引政策の枠組みを構築し、ICT 導入の政策・知見・ベストプラクティスを
共有し、MSME に ICT ソリューション・デジタル技術の導入および効果的な利用について助
言を提供する。

● ABAC が CBET プログラムのようなトレーニング・プログラムを奨励することにより、MSME
が電子商取引を実現するための能力構築の取り組みをオンライン・オフラインで促進する。
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● MSME が事業の国際展開に必要な情報にアクセスすることを円滑化するため、規制の枠組
み、取引要件、MSME に対する助言・支援サービス、MSME のための能力構築活動に関
する特に重要な情報を発信するとともに、認定された電子商取引市場、イノベーション・セン
ター、インキュベーター、アクセラレータといった、ビジネス上のネットワークと MSME 間のマッ
チングを促進するリストを提供する理想的なプラットフォームとなるべくAPEC MSME マー
ケットプレイスの創設を急ぐ。

Ｂ . 革新的ビジネスモデルの育成
　草の根イノベーションは、持続可能性に向けたコミュニティ主導による解決策であり、小規模ビ
ジネスが成功・発展するための有望な新しいアイデアや実践を提供する可能性がある。そうした企
業創出を支援し、MSME のイノベーション能力を向上させるエコシステムが、MSME がグローバ
ル市場とグローバル・バリューチェーンへの進出を実現するうえで必要とされる。

　世界中で見られる進歩的な草の根イノベーションと運動は、さらなる包摂性をもたらすこと、お
よび起業家精神を通じて社会・環境問題の解決策を生み出すことを目指している。ABAC は、こ
の取り組みが自らのミッションにとって関連があるとみており、利潤、環境保護、地域社会と従業
員の福祉、コーポレート・ガバナンスの間のバランスを保つビジネスのベストプラクティスに基づき、
一段と革新的なビジネスモデルを構築する企業の育成を支援する。

　影響力の大きいビジネスモデルの変革と企業統治の具体的基準はすでに確立・定着しており、
世界中の MSME に明確な方向性を示している。社会や環境のために価値を創出することで事業
を拡大させているMSMEは急激に増えている。われわれは、こうした動きや活動を支援することで、
一段と革新的かつ持続可能な解決策が生まれ、アジア太平洋地域の MSME が新たな機会にアク
セスし、世界の舞台で競争力を高めることになると確信している。

提言………………………………………………………………………………………………
● MSME がより影響力のあるビジネスモデルを発案できるよう、さらに有益な規制と環境を創

出する。

●さらなる包摂性、または社会・環境問題の解決策をもたらすことを目指すグローバルな草の根
運動を、起業家精神に富んだ手段を通じて支援する。

Ｃ. MSME と大企業との連携強化
　海外の流通ネットワークに参入し、自社商品のマーケティングにかかる必要経費を支払うことは、
MSME にとって負担が大きくなりすぎる懸念がある。そのため MSME が大企業との結びつきを
構築することは肝要である。MSME は配送コストを大幅に下げることができ、結果として輸出によ
る利益を上げることができる。この連携を発展させるためにはこれに資する事業環境を創出するこ
とが求められる。APEC には、このような形のパートナーシップを創出・深化させるとともに、サ
プライヤーの多様化を推進し、MSME が従来以上にグローバル・バリューチェーンへ参画できる
ような包摂的ビジネスモデルを動機付ける政策が必要である。
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　ABAC がアジア経営大学院（AIM: Asian Institute of Management）と継続している共同研
究では、MSME によるグローバル・バリューチェーンへのアクセスを可能にする大企業の成功事例
およびベストプラクティスと、MSME と大企業の間で貿易・投資に関する連携を強化する政策提
言をまとめている。

提言………………………………………………………………………………………………
●多様なベンダーの検証・認証を支援する国内外政策やイニシアティブを策定する。

●政府と民間部門が、多様なサプライヤーへの支出について基本的な目標を設定し、追跡・測
定するよう促す国内外の手続きを策定する。

●零細企業も受益者となれるよう、２次サプライヤー、３次サプライヤーに対しても多様な企業
から調達することを促すインセンティブを構築する。

● MSME の大企業との連携強化を支援するため、資金調達、ICT、サプライチェーン統合に
関する能力構築プログラム、ツール、パッケージなどを構築することで、人材とイノベーション
能力を強化する。

Ｄ . MSME の金融へのアクセス拡大
　ほとんどの発展途上国・地域において、MSME は資金調達で深刻な障壁に直面している。先
進国・地域では、MSME への融資実行にあたり、貸手は担保を規定する強靭な法制度や、借手
に関する情報が入手可能な環境に支えられているのが通常である。しかし、ほとんどの発展途上国・
地域ではそうした制度が欠如しているか、または不十分なため、MSME の資金調達ニーズに伝統
的な貸手が応える能力を著しく制約している。また、事業経営者に関する信用情報の国境を越え
たポータビリティを妨げる法律上・規制上の障壁も、MSME が国外で事業展開する際の資金調達
能力を制約する。

　さらに、MSME は国境を越えた商品・サービスの販売でも課題に直面している。MSME との
取引コストや情報コストは大企業よりも高いため、貿易金融を利用する際、MSME はすでに不
利な立場に置かれている。また顧客属性確認（KYC: Know-Your-Customer）ルールなどの法令
順守や規制強化によって、貸手は MSME との取引にさらに慎重になっている。加えて、多くの
MSME がサプライチェーン金融、銀行支払確約（BPO: Bank Payment Obligation）、フォーフェ
イティング、倉荷証券金融、ファクタリングといった革新的な代替的ファイナンス手段に精通してい
ない。

　ABAC は、アジア太平洋金融フォーラム（APFF: Asia-Pacific Financial Forum）において他
のステークホルダーと連携し、APEC 財務大臣によるセブ行動計画（CAP: Cebu Action Plan）
に基づくイニシアティブを通じてこれらの問題に対処している。2015 年からは APFF の金融インフ
ラ開発ネットワーク（FIDN: Financial Infrastructure Development Network）のもと、ABAC
と世界銀行グループがブルネイ、中国、フィリピン、タイ、ベトナムなど複数の国・地域の信用情報、
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バリュエーション、倒産、有担保取引に関する制度の刷新を支援するため、キャパシティ・ビルディ
ング活動を実施してきている。

　FIDN のもと、ABAC と世界銀行グループは共同で、MSME が自国・地域市場における自社
の信用情報を基に受け入れ国・地域の市場で金融にアクセスできるようにするため、国境を越えた
信用情報共有イニシアティブをメコン地域において試験的に進めている。

　またわれわれは、国境を越えたサプライチェーン金融の試験的プログラム開発を目的として、国
境を越えた市場慣行およびクライアント・ニーズの変化に関する協議をシンガポールで行った。

　金融テクノロジー（フィンテック）には、より包摂的な金融制度の構築に役立つ大きな可能性が
ある。この目標達成には、規制当局がフィンテックの台頭に健全な手法で対応できるよう支援する
ことが重要である。そのような手法は、消費者保護や個人情報保護、金融の安定といった規制項
目の継続的実行と、イノベーションおよび金融包摂の促進とのバランスを考えたものでなければな
らない。この目的達成に向けABAC は、規制当局、業界専門家、イノベーター、専門家の間の
継続的な対話プラットフォームを確立するため、APFF およびアジア太平洋金融インクルージョン・
フォーラムを通じて国際機関や産業界と連携している。

提言………………………………………………………………………………………………
●APEC 参加国・地域の関係当局がABACならびにAPFFおよびアジア太平洋金融インクルー

ジョン・フォーラムの主要ステークホルダーと連携し、以下を実行することを奨励する。

○ MSME の金融へのアクセス拡大を可能にする信用情報、バリュエーション、有担保取引お
よび倒産に関する最新の制度を整備すること。

○域内統合への貢献拡大にむけ、国境を越えたサプライチェーン金融の試験的プログラムを
開発すること。

○受け入れ国・地域での MSME の金融アクセスを円滑化するため、メコン地域において試
験的に進めている国境を越えた信用情報共有イニシアティブを前進させること。

○フィンテック、特にフィンテックを利用した信用供与、電子決済、規制対応技術（レグテック）、
サイバーセキュリティ、KYC の進展について継続的に対話する域内プラットフォームを創設
すること。

○特にマイクロおよび農業ファイナンス、金融教育、マイクロ保険、デジタル ID やオンライン・
サプライチェーン金融といったイノベーションおよび分散型台帳技術の開発を通じて、零細
企業の金融へのアクセスを促進すること。

Ｅ . 女性の経済への参画の促進
　APEC 参加国・地域の女性は、資金の調達、市場への参入、スキルと能力の開発、ネットワー
クへのアクセス、指導的地位の獲得に関する課題に直面している。これらの障害は、生産性を妨げ、
域内の経済成長を阻害する。
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提言………………………………………………………………………………………………

● ABAC は、ベトナム・フエで 2017 年９月に開催される「第２回ビジネス効率性及び成功目標
アワード」を歓迎し、APEC 参加国・地域に対し、このコンテストを今後 APEC の「女性と
経済フォーラム」の一環として開催することを奨励する。

●科学・技術・工学・数学（STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics）
などのスキル開発に注力し、女性経営によるMSMEの競争力とイノベーションを強化すること、
ならびにデジタル化を通して女性に起業家としての力を与える「ABAC Women Connect」プ
ログラムによって女性の起業家精神を育む。

Ｆ. 経済的包摂、金融包摂、社会的包摂の加速
　グローバル化・域内統合・急速な技術の進歩は、アジア太平洋地域に目覚ましい経済成長と生
活水準の向上をもたらしている。しかしそれによる恩恵は偏在し、域内人口の多くが貿易自由化に
よる恩恵を享受していない。それに加え、第４次産業革命がもたらした産業構造の変化や資源再
配分に起因する経済的変化もさまざまな面に悪影響を及ぼしている。これらの課題への対処を支
援するために、われわれは APEC 参加国・地域に対し、経済的包摂、金融包摂、社会的包摂を
加速させることを奨励する。

提言………………………………………………………………………………………………
●技術の進歩とグローバル化の悪影響を受けている国・地域を効果的に支援するために、「経

済的・金融的・社会的包摂の推進に関する行動アジェンダ」を採用する。

●構造改革の実行によりビジネス活動のしやすさを実現し、スタートアップ企業を振興し、市場
のアクセスを強化し、MSME の国際化を促進する。

●万人に向けた銀行・保険・金融サービスへのアクセスを奨励・拡充するため、国内の金融機
関の能力を強化する。

●デジタル時代における労働需要に対応できる人材開発に関し、協力を育むAPEC の取り組み
を強く支援する。

● 2017 年アジア太平洋金融インクルージョン・フォーラムの報告書を検討し、それぞれの市場
に該当する場合はその提言内容を採用する。

Ⅴ.　持続可能な発展
　持続可能な発展の実現がAPEC の主要目標であることは依然として変わらない。ABAC はこ
の分野の取り組みの推進に努めており、i）気候変動に対応した食料安全保障におけるAPEC の
パートナーシップ促進、ii）天然資源の持続可能な管理の推進、iii）包摂的で持続可能な地域社
会の構築、iv）エネルギー安全保障と持続可能性の達成、v）健康で生産的な労働力の促進を
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重視している。

Ａ . 食料安全保障と持続可能な農業の達成
　食料安全保障は、包摂的で健全な地域経済統合のため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うえで、開かれた貿易と投資が果たす役
割の重要性を提唱してきた。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
栄養価が高い食料を十分に供給するという課題について、市場原理に基づいた実践的な解決策を
見いだすうえで、民間部門が各政府と連携して重要な役割を果たすべきであると強調してきた。わ
れわれは APEC 首脳に対し、i）食料と農産物の効率的な流通を妨げる障壁を削減し、ii）食料・
農業部門の投資とインフラ整備の促進、iii）食品ロスと食品廃棄物の最小化、iv）貿易歪曲的で
ない手段での、零細・中小企業（MSME: micro, small and medium enterprises）と小規模農
家による食料生産・貿易に参画を促す措置を講じるよう要請する。

　2016 年に ABAC が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調査の報告書によ
ると、食料貿易に影響する最も負担のかかる非関税障壁（NTB: Non-tariff barriers）は、技術
的な措置（特にラベル表示）ならびに、著しく官僚主義的かつ予測不能で時間のかかる通関手続き、
輸入ライセンスといった行政措置を含む、手続き面での障壁と関係していることが明らかになった。
マーシャル経営大学院はまた、科学的根拠に基づかない衛生と植物防疫の措置が大きな影響を及
ぼしているおそれがあり、不必要な貿易制限につながっている可能性があることも明らかにした。
同大学院は、貿易の透明性、一貫性、適時性を強化することを目的とした幅広い行動を提言して
いる。食料貿易に最大の悪影響を及ぼす非関税障壁に対応するうえで、ABAC は APEC 首脳に
対し、以下を含め、同大学院の提言の実施について真摯に検討することを要請する。

●農産物の貿易交渉に各国・地域が単一窓口を指定する。
●各国・地域ごとの農産物規制および認証手続きを一元管理するオンライン・ライブラリを創設

する。
●規制の調和、相互認証、内国民待遇に関するメリットとデメリットを調査し、規制の整合性を

さらに追求する。
●第三者試験機関による認証評価を研究する。
●特に MSME を含む合意形成イニシアティブを支援する。
●アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the Asia-Pacific）と、その他の貿

易協定で NTB を取り扱うことを確約する。
●輸出入取引要件の自動化に向けた取り組みを引き続き支援する。

　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）が、APEC フードシステムの 2020 年までの達成を含め、APEC の食料安全保障の目
標達成に向けて十分な成果を出せていないことをわれわれは懸念している。特に気候変動の問題
に照らして、域内で持続的な食料安全保障を達成するためには、民間部門を含めあらゆる関係者
が関与を高める必要がある。ABAC は、民間部門からのより効果的な参画を奨励かつ実現するた
めに、現在の PPFS の体制と運用を入念に再検証することを要請する。
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提言………………………………………………………………………………………………

●持続可能な方法で生産された、安全で栄養価が高い食料への包摂的で公平なアクセスの実
現に引き続き優先的に取り組む。そのためには、とりわけ非関税措置・非関税障壁に対する
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に
従って、ABAC が調査を委託した南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院の報告書に概
説されているとおり、非関税障壁を含む食料貿易の障壁をまず削減・撤廃する。

●民間部門との交流をしやすくするために PPFS を入念に再検証するなどして、民間部門の戦略
的関与の度合いと対話を深め、経済・商業の面から捉えた食料に対する理解を深める。

Ｂ . エネルギー安全保障の向上
　持続可能な経済成長に伴うエネルギーの安定供給と環境保護の均衡を図ることは、極めて重要
である。エネルギー市場で現在見られる価格の下落や不安定などの変化は、公共部門と民間部門
の双方に深刻な影響を及ぼすことになる。そのため、障壁を撤廃し、エネルギー貿易と投資を促
進する取り組みをAPEC が引き続き加速させることが重要となる。補助金によって歪曲されず、市
場原理に基づいた価格設定による平等な条件下での、公正な競争環境を創出する開かれた政策は、
再生可能エネルギーの開発・導入と石油・ガスの自由貿易を促進し、多国間エネルギー協力を強
化する上で必要である。

　さらに、APEC 参加国・地域によるエネルギー生産および消費は世界の 50% 以上を占めており、
その割合は今後さらに高まることが予想される。われわれは 2030 年までに APEC のエネルギー・
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 の確約を支持する。一方、
アジア太平洋エネルギー研究センター（APERC: Asia Pacific Energy Research Centre）による
現時点の予測では、このまま政策を大きく転換させることがなければ、APEC 地域のエネルギー
供給は石炭を含め、化石燃料を主力として賄われる状態が 2040 年まで続くという。

　化石燃料の生産と利用は、二酸化炭素（CO₂）ばかりでなく大気汚染物質も放出する。昨年、
世界保健機関（WHO: World Health Organization）は大気汚染関連の死亡者数が毎年 650 万
人に上ることを発表した。APEC 参加国・地域は、エネルギー政策の立案と採用に際して、CO₂
の排出削減に向けた取り組みと並行して大気汚染の問題に目を向ける必要がある。APEC 参加国・
地域は、APEC のエネルギー・ミックスにおける再生可能エネルギーのシェア拡大と石炭から天然
ガス・再生可能エネルギーへの移行について、こうしたイニシアティブが大気汚染物質の削減にも
寄与することから、協議を深めるべきである。投資と技術革新の開発・導入を支援する政策は不
可欠である。

　われわれは APEC 参加国・地域に対して、環境影響を軽減し、既設のエネルギー・インフラの
質を高め、環境分野における革新的な技術の開発と普及を支援し、こうした技術の導入に向けた
支援を広げるために、質の高いエネルギー・インフラの導入を促進するよう提言する。
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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、外国資本の持分・投資制限がない、平等
な条件下でのオープンかつ公正な競争を確立する。

●石油・ガス貿易に関するインフラを改善し、通関手続きの標準化・統合・通関業務の自動化
の分野において、さまざまな国・地域の間で知見の共有とベストプラクティスの交換を促進する。

●石炭から天然ガスへの移行を含め、APECのエネルギー・ミックスにおける再生可能エネルギー
の拡大について協議を深める。

●排出規制を確立・強化し、合理的な過渡的措置の策定を含め、適切な評価と協議にしたがっ
て環境分野における革新技術の開発と普及を支援する。

●環境装置や高効率の石炭火力発電所などの質の高いエネルギー・インフラを促進する。

Ｃ. グリーン成長の加速
　ABAC は、APEC のグリーン成長への具体的なコミットメントを高く評価する。環境物品（EG: 
Environmental Goods）54 品目に対する実行関税率を引き下げるというAPEC の確約は APEC
の環境サービス行動計画（Environmental Services Action Plan）などを通じ、環境技術へのア
クセス向上を実現している。EGリストの拡充をさらに図ることができるよう、このコミットメントに
伴う能力構築の取り組みを有効利用すべきである。それにより環境技術関連企業に市場機会が広
がるとともに、APEC が掲げるエネルギー・ミックスにおける再生可能エネルギーのシェア拡大と
APEC のエネルギー・インテンシティ（単位あたりのエネルギー消費）の低減という目標に貢献す
ることになる。

　われわれは CO₂排出削減のための再生可能エネルギーの支援に、あらゆる技術革新を取り入れ
るべきであると提案する。この取り組みは、新たな雇用創出、新たな産業育成につながる可能性
もある。APECは太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの利用を拡大しているが、ヒー
トポンプ技術の利用も再生可能エネルギーの実行可能な供給源のひとつとして位置づけられるべ
きである。

　さらに、輸送部門の石油への依存度が高いことに鑑み、幅広い新エネルギー車の新規開発を奨
励し、同部門の CO₂排出削減を引き続き支援していくべきである。

　気候変動への対処は世界の主な優先課題の１つである。ABACはパリ協定などの温室効果ガス
（GHG: greenhouse gas）排出削減のための世界的な取り組みを引き続き強く支援する。われわれ
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は世界の GHG 排出量の約 60% を占めているAPEC 地域において、気候変動、大気汚染、持続
可能な発展が、引き続きさらなる協力と知識の共有が求められる分野であることを認める。カーボ
ン・プライシングを含め、市場メカニズムおよびそれ以外のしくみに基づく低炭素開発に対する国
や企業の施策は、生産に伴う環境コストと社会的コストを低減し、経済競争力を強化する持続可
能な消費・生産プロセスとも相関関係がある。これらの施策は、投資・生産・消費のパターンに必
要な変化を促し、技術進歩をもたらすものであり、この技術進歩は、将来的な限界削減費用を下
げるとともに効率基準の導入や引き上げ、関連する研究開発イニシアティブ等への投資などの追加
措置によってはさらなる誘導が期待できる。

提言………………………………………………………………………………………………
●環境物品（EG: Environmental Goods）54 品目に対する実行関税率を５％に引き下げるとい

うコミットメントを遵守する。

●環境サービスの障壁を削減するために果断なアクションを起こす。

●環境物品・サービス（EGS: Environmental Goods and Services）に対する非関税障壁を特
定し、撤廃する。

●再生可能エネルギーの利用拡大を促進し、技術革新を支援する。

●ヒートポンプ技術の利用を再生可能エネルギーの供給源のひとつとして検討する。

●新エネルギー車の購入と利用を奨励する政策を実施し、新エネルギー技術の利用を促すとと
もに、そうした技術の商業化プロセスを加速させる。

●技術研究を共同で実施し、最新の技術と製品に関する相互交流を強化する。

●気候変動に対処するため、パリ協定がもたらすあらゆる機会について調査する。これにはこ
の分野におけるAPEC 参加国・地域間のさらなる協力と知識の共有、すなわち明示的、なら
びに暗示的カーボン・プライスが含まれる。

Ｄ . 鉱業部門の包摂的発展の強化
　APEC の鉱業部門は、世界に欠かせない資源を提供する重要な担い手である。その重要な役
割に鑑み、政府と民間部門の強力な連携は、持続可能で革新的かつ生産的な鉱業を促進する上
で不可欠である。

　ABAC は、今年で４回目を迎える鉱業に関する年次官民対話（PPD: Public-Private Dialogue）
を含め、鉱業タスクフォース（MTF: Mining Task Force）におけるAPEC の継続的な取り組み
を高く評価し、APEC 首脳に対し、MTF の委託期間を 2020 年まで延長するよう求める。MTF
は公共部門と民間部門が連携を図るための効果的な場であると認められており、この連携を深め
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るために、MTF の取り組みを継続すべきである。2017 年の PPD の成功を受けて、ABAC は地
域への関与、イノベーション、市場原理に基づく原則の適用、持続可能性など、鉱業部門が抱え
る多くの課題について MTFと協議を継続することを期待している。その実現のために、われわ
れは各国・地域に対し、2007 年に合意した APEC の鉱業政策 10 原則の全面履行を再度確約す
るよう求める。この原則の適用は、域内鉱業部門の力強い成長の支援の基礎となるものであり、
ABAC は域内すべての国・地域がこの原則を来年には全面履行することを支持、再確約するよう
奨励する。

　重要な採掘産業（鉱業・石油・ガス）をもつパプアニューギニアその他のAPEC 参加国・地域
の経験をもとに、われわれは「採掘産業による包摂的成長の創造」をテーマに検討してきた。同
活動の成果としてABAC が承認したこれを主題とする白書は、採掘産業が域内の一部の最貧層
やもっとも疎外されたコミュニティに恩恵をもたらす包摂的な成長をいかにして作り出すことができ
るかを示している。

提言………………………………………………………………………………………………
●このフォーラムにおいての有益な取り組みを継続するために、MTF の委託期間を 2020 年ま

で延長する。

●官民対話と2018 年～ 2020 年の能力構築プロジェクトにおける連携を通じ、民間部門のステー
クホルダーとの MTF の積極的な関わりを継続する。

●鉱業部門の力強い発展を確実なものとするため、APEC の鉱業政策 10 原則を再確約し、原
則の全面履行を促進する。

● 2018 年に開催される可能性がある鉱業担当大臣会合に関し、民間部門と密に連携する。
2018 年に「インクルーシブ・ビジネスに関する官民対話」を開催する。この対話では採掘産
業に焦点を当て、低所得コミュニティに恩恵をもたらす可能性のある連携機会を促進するため
の議論を目指す。

●万人のための包摂的な成長を支援するため、ベストプラクティスを共有し、能力を構築し、採
掘企業と APEC 参加国・地域間の連携を調整する、採掘産業のための「APEC インクルー
シブ・ビジネス・センター・オブ・エクセレンス」の創設について、ステークホルダーが団結し
て検討する。

●各社の自発的なコミットメントとして、開催国地域のためにプロジェクト開発段階でインクルー
シブ・ビジネスを構築することを軸とする経済力強化計画の策定と実施を採掘企業に奨励する。

●インクルーシブ・ビジネスの構築を軸とする採掘企業による経済力強化計画の策定と実施を支
援し、動機付けする。
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●域内のインクルーシブ・ビジネスの活動を支援・奨励する方法として、「G20 インクルーシブ・
ビジネス・フレームワーク」を自主的かつ原則的に採用する。

Ｅ . 健康な労働力の促進
　健康な労働力は包摂的な成長に不可欠な要件である。医療へのアクセス向上と投資の拡大は、
アジア太平洋地域の市民生活の質向上に大きな影響を及ぼす。ある一般的なモデル調査では、投
資が拡大しなければ、健康不良や障害による早期退職により域内の GDP が最大 8.5% 押し下げら
れるという予想を示している。健康問題が各国・地域の人と経済に最終的に及ぼす直接的で実質
的な影響を明確に認識すれば、域内に共通の恩恵をもたらす革新的な解決策と結果を生み出す推
進力が得られる。

　ABACは、健康不良が財政に及ぼす影響を調査するとのAPEC首脳の提言を歓迎するとともに、
APEC 生命科学イノベーション・フォーラム（LSIF: Life Sciences Innovation Forum）と APEC
保健作業部会（HWG: Health Working Group）が取り組んでいる、民間部門・財務省・厚生省
の間の対話と交流を推進する努力を称賛する。ヘルスケアに対するより公平な資金提供と機会確保
につながるような国家財政・支出プログラムの利用改善は、健康な労働力への積極的な投資という
社会共通の目標を達成するための大きな貢献となる。

　ABAC は、女性による効果的な労働力参画を妨げる健康に関する障壁に対処する政策とビジネ
ス慣行を紹介する「健康な女性と健全な経済（HWHE: Healthy Women, Healthy Economies）」
の政策ツールキットを引き続き確立・利用することを支援する。

提言………………………………………………………………………………………………
●健康な労働力に対して積極的な投資を行い、革新的な解決策の策定に向けて民間部門と協

力するため、厚生、財務、経済閣僚の間の政策対話において調整を図るよう奨励する。

●健康保険制度の強化、防災体制の改善、非感染性疾患の予防・管理の向上により、「ヘルシー・
アジア太平洋ロードマップ」の実行に向けて取り組みを継続する。

Ⅵ.　金融と経済
　ABAC は本年、アジア太平洋地域における持続的で調和の取れた包摂的な成長を実現するた
め、イノベーションと法規制改革の推進に焦点を当て活動してきた。金融はこの取り組みにおいて
重要な役割を担っており、われわれはこれら幅広い課題の対処に向けて極めて大きな進展が、資
本市場の整備、MSME の金融へのアクセス、インフラ、イノベーションの分野でみられるものと
考えている。われわれはまた、特にこれらの分野においてはリスク・テイクが成長に必要であるが、
リスク・テイクを可能にするためには、そのリスクに見合った適切な水準の透明性を示しつつ、成
長と金融の安定を健全な形で両立させる政策が必要であることを指摘する。

Ａ . 資本市場の整備の促進
　セブ行動計画（CAP: Cebu Action Plan）で示された金融の統合・強靭性・インフラの促進と
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いう目標を達成するには資本市場の整備が不可欠である。しかしながら、多くの国・地域が市場
の流動性と厚みの不足、市場参加者によるヘッジ手段利用時の制約、高品質でタイムリーな情報
の不足、保管や清算、証券・資金決済に係るシステムの整備が不十分といった複雑な課題を抱え
ており、取引コストやリスクが高留まり、国境を越えたポートフォリオ資本フローが阻害されている。

提言………………………………………………………………………………………………
●政策および規制改革、キャパシティ・ビルディング施策を含めた、資本市場の整備の推進に

注力する。

●安定的なマクロ経済環境に裏打ちされた、厚みと流動性のある市場を創出する。

●適切な経済改革を実施し、堅固な法的枠組みを構築し、情報を幅広く利用できるようにする
政策措置を起草する。

Ｂ . MSME の金融へのアクセス拡大
　ABAC は、MSME の金融へのアクセスについても取り組んでおり、本提言書の「MSME と起
業家精神」のセクションで考察している。

Ｃ. インフラ・ファイナンスの促進
　APEC 参加国・地域におけるインフラ整備のニーズは、経済成長に直結するものであるがゆえ
に膨大である。公共部門と国際開発金融機関からの資金を補完するものとして、相当な規模の民
間資金が活用可能である。しかしながら、融資対象となり得るインフラ・プロジェクトの不足は依
然続いている。官民パートナーシップ（PPP: Public-Private Partnerships）プロジェクトを管轄す
る機関が連携を高め、政府と民間投資家の間の信頼醸成を目的としたガバナンスの取り決めを強
化すれば、プロジェクトの立案・実施の大幅な増加が期待できる。また、政策をとおして規制の不
確実性を低減すれば、本質的に開発に資する。

提言………………………………………………………………………………………………
●投資を受け入れられる状態にあり融資対象となり得るインフラ関連プロジェクトのパイプライン
（候補案件）を開発・推進することにより、APEC 地域における質の高いインフラの開発と実
現を後押しする。

●民間投資を呼び込む触媒としての、国際開発金融機関の役割を強化する。

●グリーン・ファイナンス市場を育成する。

●多様で市場原理に基づいたインフラ金融モデルを構築する。

Ｄ . イノベーションによる金融の役割の強化
　金融の世界における革新的な最新技術（フィンテック）の開発には、より包摂的かつ効率的で
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安定した金融システムを構築するうえで大きな可能性があることがすでに示されている。最新のフィ
ンテックを活用した解決策によって、零細企業は拡大する輸出機会の恩恵を受け、これまで十分
にサービス提供されてこなかったコミュニティも銀行サービスにアクセスするための代替手段の提供
を受けている。域内の政策当局は現在、基本的な消費者保護を確保しつつ、イノベーションとフィ
ンテック分野の発展を促進するため、規制構造の見直しを進めている。

提言………………………………………………………………………………………………
●継続的な投資とイノベーションを促進し、最新技術の採用を阻害しないよう、技術中立的な

規制の枠組みを採用する。

●消費者を保護し、金融の安定を推進する現行の規制政策が、消費者の信頼と経済成長を促
すような形でいかにして最新技術にまで拡張できるのかの判断にあたり、産業界のリーダーを
交える。

●域内における官民の継続的な対話を支援する。対話においては、フィンテックに関する公平な
競争の場の確保、プライバシーとデータ保護に関する法的枠組みと規制枠組みの現代化、国
境を越えた事業活動とデータの移動を妨げる障壁の撤廃、金融包摂とサイバーセキュリティを
強化するためのデータ利活用の可能性などの主要課題に焦点を当てるべきである。

Ｅ . 金融市場の整備加速に向けたセブ行動計画に基づく官民の協働強化
　2017 年、ABAC はセブ行動計画（CAP: Cebu Action Plan）に基づき様 な々成果達成に向け
た活動を展開してきた。APEC の財務大臣は、これらの幾つかの成果達成についてABAC が率
いる３つの政策イニシアティブ――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）、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）――に委託してきた。
これらの活動、結果そして次のステップに向けた提言の具体的な内容は、「APEC 財務大臣へのAPFF
進捗報告2017年版」、「金融システムの強化と整備のためのキャパシティ・ビルディング措置に関する報
告書 2017年版」、「アジア太平洋金融インクルージョン・フォーラム報告書 2017年版」に記載されている。

　以下は、セブ行動計画の実施に寄与したわれわれのイニシアティブをまとめたものである。

　厚みと流動性のある資本市場の整備 - 本年、強固で流動性のあるレポ市場とデリバティブ市
場を推進するためにタイと中国でキャパシティ・ビルディング・セッションを持ち、また、アジア地域ファ
ンド・パスポート（ARFP: Asia Region Funds Passport）の進展と拡大を支援する対話を引き続
き規制当局と行うなどの活動を実施した。また、域内の産業界、国際機関、規制当局、政府機関
の幅広いステークホルダーと協働して、CAP で求められていた域内の金融市場インフラを強化する
ためのロードマップをAPFF は策定した。

　民間部門による金融強靭性への貢献の拡大 - 自然災害による衝撃を金融市場がよりよく緩
和する戦略の鍵となる要素は、マイクロ保険を含め、革新的な災害リスク・ファイナンスと保険メカ
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ニズムの構築において、民間部門により大きな役割を果たしてもらうことである。APFF では、保険・
マイクロ保険分野や規制当局のステークホルダーを結集し、域内のマイクロ保険の適用範囲の拡大
に向けて、CAP で求められていたロードマップの策定作業に着手した。同様に、災害リスク・ファ
イナンスと保険における民間部門の役割拡大に向けたロードマップを策定する取り組みも現在進行
している。

　融資対象となり得る官民パートナシップ・プロジェクトの候補案件作りの加速 -より多く
の融資対象となり得るインフラ・プロジェクトの開発に向けAPEC 参加国・地域を支援するため、
APIPと APFF は本年、プロジェクトの開発が急務の特定セクターにおいてベストプラクティス指
針の促進とキャパシティ・ビルディング活動に着手した。また、複数のステークホルダーと連携し、
インドネシア、フィリピン、ベトナムの廃棄物発電プロジェクトの技術指針の策定を支援するための
対話を開催している。

　域内のインフラ・ファイナンスにおける長期投資家の役割の拡大 -APFF は、CAP の目
的に沿って、年金基金や保険会社によるインフラ投資の拡大を支援するため、産業界と規制当局
の対話の場を開いている。また、イスラム金融機関によるインフラ投資を円滑化するためにワー
ク・プログラムを作成し、イスラム・インフラ投資プラットフォーム（I3P: Islamic Infrastructure 
Investment Platform）を通じてこの課題に対処している。

　零細・中小企業（MSME）の金融へのアクセス拡大 -MSME の金融へのアクセスを促進
するために、ABAC と世界銀行グループは、ブルネイ、中国、フィリピン、タイ、ベトナムが自国
の信用情報、バリュエーション、倒産、有担保取引に関する制度を現代化する取り組みを支援す
るべく、APFF の金融インフラ開発ネットワーク（FIDN: Financial Infrastructure Development 
Network）のもと、キャパシティ・ビルディング活動を実施した。MSME がホーム（自国・地域内）
市場における自社の信用情報を基に受け入れ国・地域の市場で金融にアクセスできるようにするた
め、国境を越えた信用情報共有イニシアティブをメコン地域において試験的に進めている。国境
を越えたサプライチェーン金融の試験的プログラム開発を支援するため、APFF によるワークショッ
プも開催されている。

　金融イノベーションの促進 -APFF は規制当局、産業界の実務者、フィンテックの専門家間の
対話の場を開く活動を始め、今年は特にフィンテックを利用した信用供与、決済、規制対応技術（レ
グテック）、サイバーセキュリティ、顧客デュー・デリジェンスの各重要分野に焦点を当てた。

提言………………………………………………………………………………………………
●以下を実施するにあたり、関係省庁および規制当局がAPFF のキャパシティ・ビルディング活

動と連携することを奨励する。i）厚みと流動性のある債券市場、レポ市場、デリバティブ市
場の推進、ii）信用情報、バリュエーション、有担保取引、倒産に関する制度の現代化、iii）
国境を越えたサプライチェーン金融の試験的プログラムの開発、iv）インフラ整備における長
期投資家の役割の拡大。
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●フィンテックを利用した包摂的で強靭かつ効率的な金融システムの構築に関する官民対話の域
内プラットフォームを創設するAPFF の取り組みを支援する。

● ARFP に関して、APFF による規制当局、産業界、国際機関、学術機関からの専門家の召
集を得つつ、議論の場を主催する。

●域内の金融市場インフラの整備、マイクロ保険の適用範囲の拡大、災害リスク・ファイナンス
と保険における民間部門の参画拡大に向けて、CAP で求められているロードマップを最終的
にまとめるため、2018 年に関係当局がAPFFとの協働することを促す。

●イスラム金融機関による国境を越えたインフラ投資の拡大を支援するI3P のワーク・プログラ
ムを 2018 年に最終的にまとめ、公共部門の実務者が融資対象となる廃棄物発電プロジェクト
の候補案件を作るための技術的ガイドラインを策定し、セミナーを実施するにあたり、APIP
およびAPFFと協働するよう関係当局に促す。

Ⅶ.　産業対話

Ａ . 化学対話
　ABAC は、持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）の達成に化学が
果たす重要な役割だけでなく、貿易と経済成長に対する化学業界の多大なる貢献を強調する。化
学的規制に対するリスク・ベースの手法の導入を含め、健全な規制指針の利用を促し、規制の連
携と貿易を円滑化する化学対話の継続的な取り組みを歓迎する。われわれは各国・地域に対し、
調和のとれたシステムがもたらす経済・健康・環境面の恩恵が実現するように、化学品の分類お
よび表示に関する世界調和システム（GHS: Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of Chemicals）の実施において、各国・地域の施策の整合性を図り、逸脱があればこ
れに対処するよう要請する。ABAC は貿易の円滑化のために、工業化学物質の異なる関税指針に
対処することにより、APEC の貿易円滑化目標に貢献する化学対話の取り組みを支援する。また、
海洋堆積物を削減する革新的な解決策に関する、化学対話と海洋および漁業作業部会（OFWG: 
Oceans and Fisheries Working Group）の連携を引き続き支援する。とりわけ、APIP やAPFF
などにより、廃棄物管理の解決策への投資を促す政治・経済・法律・規制上の環境を整える取り
組みを歓迎し、各国・地域に対し、廃棄物管理システムへの投資を優先させるよう奨励する。

Ｂ . APEC 生命科学イノベーション・フォーラム
　ベトナムの保健大臣が主催した第７回 APEC 健康と経済に関するハイレベル会合（HLM: High-
Level Meeting on Health and Economy）の開催と、その会合で医療ファイナンスと官民パートナー
シップに焦点を当てたことを歓迎する。ABACは、APEC生命科学イノベーション・フォーラム（LSIF: 
Life Sciences Innovation Forum）と保健および財務担当実務者とが連携し、資金調達の代替メ
カニズムとその実現要素の特定、また、国・地域が域内労働力の健康と競争力の維持に向けた保
健システムへの公共投資利益率をより測定しやすくするためのツールの特定などを通して、健康不
良が財政面と経済面に与える影響に対処することを強く支持する。われわれは APEC 参加国・地
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域に対し、相互運用可能なグローバル・データ・スタンダード（GDS: Global Data Standard）の
利用を促進するというAPEC の幅広い取り組みの一環として、医薬品のシリアル番号化と照合に
関するABAC・LSIF 共同プロジェクトへの参加を奨励する。ABAC は、女性による労働力への
効果的な参加を妨げる健康関連の障壁に対処する「健康な女性と健全な経済（HWHE: Healthy 
Women, Healthy Economies）」の政策ツールキットを引き続き確立・利用することを支援する。さ
らに、生物医学の研究および意思決定におけるビッグ・データ分析の利用を促進するイニシアティ
ブを歓迎する。ABAC は APEC 参加国・地域に対し、2020 年までに医薬品の規制に関する認
可手続きについて域内での統一に向けて引き続き努力するよう要請し、規制科学に関する研究拠
点ネットワークの設立を歓迎する。また、抗菌薬耐性、血液の安全性、希少疾患、健康長寿への
継続した取り組みを歓迎する。

Ⅷ.　結論
　景気の回復に鑑み、APEC 参加国・地域は、特に下振れリスクへの対処とデジタル経済がもた
らす機会捕捉とにより、この回復を持続させるための適切な経済政策を実行すべきである。それ
と同時に、高まる不平等と保護主義への動きに対処する努力もしなければならない。本提言書に
おいてABAC は、APEC 参加国・地域が域内に新たなダイナミズムを注入し、持続可能で革新的、
かつ包摂的な成長を支援するために取り得る具体的な手段を概説している。APEC の主な行動分
野は、地域経済統合の推進、域内のコネクティビティの深化、MSME の競争力強化、持続可能
で包摂的な発展の実現、ならびに強靭で包摂的な金融市場の整備である。ABAC は、これらの
課題に重点的に取り組むことで、最終的にアジア太平洋地域のコミュニティが繁栄し、域内共通の
未来が拓けるものと考えている。


