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APEC 貿易担当大臣会合議長への書簡

2019 年 4 月 26 日

APEC 貿易担当大臣会合議長
チリ共和国　外務大臣
Roberto Ampuero 閣下

拝啓
　APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）を代表し、アジア
太平洋地域における持続可能かつ包摂的な経済成長と繁栄の推進というわれわれの共通目標に影
響を与える動向について、見解ならびにそれらの目標達成に向けた提言を謹んで提出いたします。

　持続可能かつ包摂的な成長という目標は、ひとえに物品・サービスならびに投資フローの開かれ
た自由市場を通じてのみ達成することができます。APEC 閣僚の皆様には、自由で開かれた貿易
と投資を引き続きご支援いただくよう要請します。

　われわれは、以下の重要課題に取り組むことが目標達成につながるものと確信しています。

世界貿易機関（WTO）
　貿易におけるの緊張関係と、ルールに基づく多角的貿易体制が直面する現下の課題がもたらす
不確実性に、早急に対処する必要があります。

　WTO のルールが存在することで保護主義的な障壁や国内措置による市場の歪みが削減され、
産業界は世界中の市場において、より強い確信を持って、より低コストで事業を行うことができます。
拘束力のある紛争処理手続きを通じた貿易ルールによって、事業計画や投資計画にとって不可欠な
確実性が十分担保されてきました。また、WTO は経済成長を促し、世界中の貧困削減にも寄与し
てきました。

　この体制に対する経済界の支持は揺るぎません。しかし、発足から70 年近くになるWTOとそ
の前身である GATT（General Agreement on Tariffs and Trade：関税及び貿易に関する一般
協定）は、その司法、ルール形成、行政機能のさまざまな面において改革が必要になっていると
ABAC は認識しています。その中には、紛争処理制度、透明性確保のためのメカニズム、ドーハ・
ラウンドの積み残し課題、21世紀の企業ニーズとビジネス・モデルをより適切に反映させるための新
たなイニシアティブ、非関税障壁、WTO 原則との整合性を確保しつつ特定分野においてさらなる
前進を目指す一部加盟国・地域による新たなルール形成が含まれます。

　APEC 閣僚の皆様には、進化し続ける企業ニーズとビジネス・モデルを反映させるなど、建設
的な関与を通じて WTO を支え、その改革を後押ししていただくよう要請します。APEC は確固
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たる決意と建設的な関与をもってこれを行うことを約束すべきです。アプローチは WTO 原則と
整合的なものでなければならず、将来的な多国間合意形成のための礎石となることを意識して行
われるべきです。

ボゴール目標と APEC ポスト 2020 ビジョン
　ABAC は、アジア太平洋地域において 2020 年までに自由で開かれた貿易と投資を実現すると
いうボゴール目標の方向性が継続されることを支持します。この先、ボゴール目標の達成を改めて
コミットし、近年、APEC 参加国・地域と産業界に起きた変化を認識する必要があります。

　そのために、われわれは技術がもたらす多くの機会と新たなビジネスのやり方を念頭に置きなが
ら、APEC がボゴール目標の残された課題に取り組むことを提言します。この作業には、i）デジ
タル貿易を含むデジタル経済のニーズへのフォーカス、ii）サービス部門が果たす極めて重要な役
割ならびに規制その他による非関税障壁の削減の緊急性、iii）投資の流入を促す環境づくりの必
要性、iv）自由で開かれた貿易を推進するとともに貿易・投資の機会をもたらす地域貿易協定へ
の支援、が含まれるべきです。

　われわれの仕事は、これらの機会をすべての国・地域、すべての企業にとって利用しやすいも
のとし、零細・中小企業（MSMEs: micro, small and medium enterprises）や女性、貧困に
おかれた人 、々障害を持つ人 も々しっかり参画でき、繁栄できるという社会の実現であるべきです。
その目標は、貿易がわれわれのすべてのコミュニティに裨益し、その恩恵が十分に理解され、認
識されるようにすることです。

　その点に関してわれわれは、APEC ポスト2020 ビジョンの取りまとめ作業が進行していることを
歓迎します。われわれはこのビジョンの策定にさらに貢献したいと考えています。ABAC が志向す
るのは、活気に溢れ、継ぎ目なく統合され、強靭で、包摂的かつ持続可能な「アジア太平洋経済コミュ
ニティ（Asia-Pacific economic community）」とも言うべきものであり、公平性と包摂性の向上な
らびに非差別原則の確保に取り組む能力と決意に裏打ちされた社会です。

　われわれは、APEC 参加国・地域に、拘束力を持たず自発性に基づく「アジア太平洋経済コ
ミュニティ」を含むABAC の提案をポスト2020 ビジョンに組み入れていただくよう要請します。
この共同体は、何よりもアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the Asia-
Pacific）によって（但し、これに限らない）、また、APEC 参加国・地域の協力のもとに策定され
た政策と原則で構成される支援ネットワークによって、具現化され得るものです。

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）
　われわれは FTAAPと APEC 首脳がリマ宣言（2016 年首脳宣言附属書）の中で示した方向
性を支持することを改めて表明し、最終的な FTAAP に盛り込まれるべき内容を想定し、企業に
とって特に重要な貿易関連事項について追加的なプログラムを構築する所存です。近年、FTAAP
への道筋となる諸協定〔環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP: 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）、東アジア地域包
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括的経済連携（RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership）、太平洋同盟（Pacific 
Alliance）〕において、重要な貿易課題に関する漸進的な進展が見られました。いずれもFTAAP
の構築に寄与する可能性があります。

　閣僚の皆様には、FTAAP 実現に向けた動きを加速させるとともに、各国実務担当者がリマ
宣言の作業プログラムを実行・進捗させるよう、適切な指示を出すことを要請します。

外国直接投資
　外国直接投資はデジタル経済を成功に導くための重要な要因ですが、投資政策の実態は技術の
進化に追従できていません。人工知能（AI）、ビッグデータ、クラウド・コンピューティングといった
新たな技術がグローバル・バリューチェーンの発達を加速させ、グローバル市場は MSME や起業
家にとってかつてなく参入しやすいものとなっています。とはいえ、デジタル経済における企業投資
を妨げる重要な政策課題は依然として残っています。デジタル世界では貿易・投資・サービスがま
すます複雑に絡み合うなか、サービス分野で外国直接投資を妨げる障壁が依然として存在してい
ることが重大な制約要因となっています。

　われわれは、APEC 参加国・地域に対し、デジタル経済における課題を取り込むべく外国直接
投資に関する国内規制や国際的ルールを更新するための取り組みを支援し、既存の障壁を削減す
るよう要請します。

インターネットとデジタル経済
　APEC 参加国・地域は、インターネットとデジタル経済によってもたらされる機会を十分活用しな
ければなりません。ABAC は「APEC インターネット及びデジタル経済に関するロードマップ（APEC 
Internet and Digital Economy Roadmap）」が採択されたことを歓迎し、官民双方の関与のもと
での迅速な実施を求めます。

　この点についてわれわれは、APEC がデジタル経済運営グループ（Digital Economy 
Steering Group）の創設に関する手続き上の問題を早急に解決し、同グループが作業プログラ
ムの策定を開始するよう要請します。

　われわれは、WTO における電子商取引に関するルール形成が、APEC の作業から導き出され
るような包括的かつ野心的なものになることを支持し、国際電子商取引のシームレスな円滑化に
向けた取り組みを加速させます。また、電子商取引の貿易関連項目に関するWTO 交渉に未参加
のAPECメンバーに、当該交渉に参加するよう要請します。

サービス貿易と投資
　MSME に重要な機会を提供するサービス貿易と投資は、引き続きAPEC 参加国・地域の経済
成長の決め手となる重要性を帯びています。

　この点についてわれわれは、「サービス分野の規制環境に関するAPEC 指標」の迅速な開発に



2019年 APEC首脳への提言 65

参考文書　APEC閣僚への書簡●

向けて、パイロット案件のための早急な予算承認を含め、APEC における作業を推し進めていた
だくよう要請します。また、サービス・アジェンダの強化を図るべくAPEC と ABAC がさらなる
協調と協力を推し進め、i）データと規制の透明性向上、ii）教育、ロジスティクス・国際物流、環境、
観光、専門職資格の相互認証などの主要支援サービス部門の成長の円滑化・促進、iii）サービス
のデジタル化、に重点を置いた「APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR: APEC Services 
Competitiveness Roadmap）」の実施を目指すことを提案します。

　５月にバルパライソ州ビニャ・デル・マールで開催される会議で、これらの提言について議論さ
せていただけるのを楽しみにしております。

敬具

2019 年ABAC 議長
Richard von Appen
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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．多角的貿易体制への支援
　世界貿易機関（WTO）の多角的貿易ルールは過去 70 年以上にわたり世界の繁栄の基盤となり、
途上国を含むすべての国・地域におけるダイナミックな機会の創出に寄与してきた。漸進的な市場
開放、公正な競争と非差別、経済発展、環境保護といったWTO の主要原則は、地域における
経済統合の深化と強化が進むとともに、APEC 参加国・地域によって受け入れられてきた。私た
ちのビジネスやコミュニティは WTO から直接恩恵を受けている。WTO のルールにより、企業は
世界市場で安心して、より低いコストで事業を行うことができる。WTO 加盟国・地域のコミットメ
ントは、保護主義的な障壁や国内措置による市場の歪みを削減することで、新たな機会を切り開
くものである。拘束力のある紛争処理メカニズムによって貿易紛争の効果的な解決が可能になり、
事業計画や投資に不可欠な確実性がもたらされている。

提言：
▪進化し続けるビジネス・ニーズやモデルを反映させるなど、WTO を支援し改革するために建設

的に取り組む。APEC は確固たる決意と建設的な関与をもってこれを行うことにコミットすべ
きである。アプローチは WTO 原則と整合的なものでなければならず、将来的に多国間合意
の構成要素の役割を果たすという観点を意識して行われるべきである。

２．保護主義政策への対応
　APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）は、依然として保
護主義と閉鎖的市場がアジア太平洋地域の経済的繁栄にとって非常に現実的なリスクになってい
ることを深く憂慮している。こうした状況は、貿易と投資の流れを妨げ、企業だけでなく消費者や
地域社会にも悪影響を及ぼし、APEC が長年にわたって築き上げてきた安定と繁栄を危うくするも
のである。

提言：
▪特にボゴール目標の達成期限が間近に迫り、APEC の将来ビジョン策定に向けた議論が行わ

れていることを踏まえ、関税削減を進め、貿易を妨げる非関税障壁に対処し、周辺地域の生
産性とイノベーションの向上につながる国境をまたぐ投資の流れとバリューチェーンの構築を
支援するなど、自由で開かれた貿易・投資ならびに地域経済統合の深化に対する支援を継続
する。

▪貿易による利益を幅広く普及させるため、零細・中小企業、起業家や、特に女性その他マイノ
リティーの所有する企業が国境を越えてより成功することができるよう力を与えるべく、ア
ジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the Asia-Pacific）の最終的な

　あり方も含め、APEC の「非関税措置と非関税障壁に関する分野横断的原則（Cross-cutting 
Principles on Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers）」を現行および将来の政策・
規制アプローチに適用する。
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３．透明性が高く予測可能で一貫性のあるデジタル・インフラ投資規制枠組みの構築
　デジタル技術はビジネス・モデルや国際商取引のあり方を一変させた。この数十年の間に、情
報通信技術の採用が進んだ結果、グローバル・バリューチェーン（GVC: Global Value Chain）が
台頭し、国境をまたいで生産が行われるようになった。より近年においては、人工知能（AI）やビッ
グデータ、クラウド・コンピューティングといった新たな技術を活用することで、GVC のペースが加
速し零細・中小企業（MSMEs: Micro, Small and Medium Enterprises）や起業家にグローバル
市場に進出するより多くの機会を提供するようになっている。

　しかし、デジタル経済への企業投資を妨げている重要な政策課題が残っている。デジタル世界
で貿易と投資とサービスがますます複雑に絡み合うなか、サービス分野における外国直接投資を
妨げる障壁の存在が依然として重要な制約要因となっている。企業が直面するコストと複雑さを削
減すべくさらに努力をする必要がある。個人情報に関する懸念に対処しながら、自由で安全なデー
タの流れを実現するために国際的な協力が求められている。

　外国投資審査には政策上重要な留意事項が絡んでいるが、投資家から見た審査プロセスの透
明性と予測可能性を確保することも重要である。投資審査は、無差別、政策の透明性、結果の
予測可能性、措置の比例性、実施当局の説明責任の原則に基づく方法で行うことを推奨する。

提言：
▪デジタル・インフラ投資を促すため、競争的で透明性が高く、公正かつ無差別な政策環境を

推進するとともに、市場における広範な選択肢をユーザーに提供する。

▪デジタル貿易におけるイノベーションと新たな技術の商品化を促進する。

▪個人情報保護、サイバーセキュリティ、消費者保護のための措置に関するものも含め、国境を
またぐデータの流れに対する共通アプローチを定めるための国際協力を奨励する。

▪アナログ時代からの国内および国際投資制度をデジタル経済の諸課題を織り込んだものへ
刷新する。

▪経済協力開発機構（OECD）の「国家安全保障に関する外資規制政策の指針（Guidelines 
for Recipient Country Investment Policies Relating to National Security）」に示された例
に倣い、APEC 参加国・地域における外国からの外国投資審査の指針となる「原則に関する
声明（Statement of Principles）」を策定する。

4．サービス分野の強化と ASCR 実施に向けた早急な行動の要請
　サービス貿易と投資は APEC 参加国・地域の経済成長にとって極めて重要である。デジタル経
済と第４次産業革命（インダストリー 4.0）の幕開けにより、APEC 域内の製造業が競争力を維持
していくためには、サービス部門の自由化と円滑化が重要であるばかりでなく、サービス部門のあ
り方そのものを早急に変革することも求められている。ABAC は、APEC 参加国・地域における
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所得、雇用、経済機会の創出に向けてサービス部門の潜在力を最大限に引き出すべく「APEC サー
ビス競争力ロードマップ（ASCR: APEC Services Competitiveness Roadmap）」を実行するため
のAPEC の取り組みを引き続き支援し、これを優先課題と位置付けていく。

提言：
▪i）サービス貿易に関するデータと規制面の透明性を高め、ii）主要支援サービス部門の成長

を促進・推進し、iii）サービスに関する政策や規制がアジア太平洋地域の企業にとって現
実的かつ適切なものとなるよう公的部門と民間部門のさらなる協力・協調を図ることにより、
ASCR が成功裏に実施されるよう支援する。

▪サービス分野の規制環境の尺度となるAPEC 指標を開発する。

▪海外で企業向けサービスを提供するにあたっての規制要件に関する情報の透明性と信頼性
を高めるべく、APEC サービス貿易アクセス要件（STAR: APEC Services Trade Access 
Requirements）のデータベースを組み入れるかたちでAPEC 貿易リポジトリ（APEC TR: 
APEC Trade Repository）を拡充する。STAR データベースをAPEC TR に直接組み入れ
ることが技術的に実現不可能な場合は、代案として、APEC 指標の試験開発で対象となるサー
ビス部門を手始めに APEC 参加国・地域のサービス政策・規制の目録づくりに着手すること
をAPEC TR の拡充に向けた作業計画に明記する。

▪企業に関連性のあるサービス部門（ロジスティクス・国際物流、教育、環境、観光、専門職資
格の相互認証、サービス貿易のデジタル化）に重点を置いた ASCRを実施する。

▪ASCR 実施にあたっての政策や規制が企業ニーズや企業利益に合致したものになるよう、
官民対話（PPDs: Public-Private Dialogues）を通じてコミュニケーションと連携を強化する。

５．FTAAP 実現に向けた道筋の追求
　われわれは、すべての国・地域に持続可能で包摂的な成長と繁栄をもたらし、人々の生活水準
を向上させるための最良の選択肢として、この地域における自由で開かれた貿易の確立と保護主
義的措置の排除に全力を尽くす。FTAAP は、長期的な構想ではあるものの、ABAC は、上述
の目標を達成するうえで中核をなす要素として、実現を支持している。

　リマ宣言以降、インターネットやデジタル経済の重要性が増し、貿易政策環境が大きく変わった
ことを踏まえ、ABAC では FTAAP の実質的要素に関する見解を見直しているところである。ビ
ジネスのあらゆる面において革新的な技術進歩が起こり、ビジネス・モデルやビジネスのやり方が
大きく変わり、世界貿易と投資はこれまで以上に複雑で多様なものとなっている。ビジネスの新た
なニーズと課題に対処するためには、こうした次世代貿易課題に関して一貫性のある貿易と投資の
ルールが必要である。FTAAP 実現に向けた APEC の作業は、これらの課題の取り扱い方を見
出し、対処する機会として活用されるべきである。ABAC では、FTAAP 実現への道筋協定につ
いて、相互補完性や収斂の可能性も含むさまざまな次世代貿易課題を調査してきた。われわれが
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取りまとめた報告書は APEC 会合に参考資料として提出した。

　世界貿易機関（WTO）と FTAAP 道筋協定に加えて、ASEAN 経済共同体（AEC: ASEAN 
Economic Community）、 米 国・メキシコ・カナダ 協 定（USMCA: United States Mexico 
Canada Agreement）、ユーラシア経済連合（EAEU: Eurasian Economic Union）を含む地域イ
ニシアティブ・協定が、貿易と投資の自由化と円滑化を支え、地域経済統合を進める働きをしてき
たことをABAC は認識している。

提言：
▪リマ宣言を実施し、勢いを維持しつつ、ABAC が取りまとめた次世代貿易投資課題や企業に

とって重要なその他の分野について考慮し、FTAAP の実現に向けて漸進的に前進する。

▪環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP: Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）加盟国に全 11 カ国での批准と実
施を促すとともに、質の高い同協定の利益をアジア太平洋地域に行き渡らせるべく、関心のあ
る国々に新規加盟を奨励する。

▪東アジア地域包括的経済連携（RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership）
参加国に 2019 年中の合意を目指して交渉を終結する努力を強化するよう要請する。近代的
かつ包括的で質が高く、各国が相互に恩恵を得られる経済連携協定をできるだけ早い時期に
実現しようとする決意を、ABAC は強く支持する。

▪太平洋同盟（Pacific Alliance）に対し、一定の目標を維持しつつ、準加盟国との交渉を早期
に妥結させるよう要請する。

６．APEC ビジョンの策定
　ABAC は APEC に対し、ボゴール目標の達成期限である2020 年までに域内で完全に自由で
開かれた貿易・投資を実現すべく努力を加速するよう要請する。ABAC がこの先 10 年を見据えて
アジア太平洋地域に望むのは、ボゴール目標を足掛かりとして、より深く、より広く、より強固な地
域経済統合を実現し、より豊かで包摂的かつ革新的で持続可能な「アジア太平洋経済コミュニティ 

（Asia-Pacific economic community）」を形成することである。もちろん、この共同体構想は、
APEC の長年にわたるアプローチと同じように、拘束力がなく自由意思と合意に基づくものである。

　われわれが望んでいるのは、活気に満ち、継ぎ目なく統合され、強靭で、革新的かつ包摂的で
持続可能な地域が形成され、域内各国・地域が衡平性と包摂性を向上させ、無差別性を確保で
きるようになり、かつ、その実現に尽力することである。実際問題として、APEC 参加国・地域は、
極度の貧困を漸進的に撲滅し、生活水準を引き上げ、食料安全保障を強化し、持続可能性を向
上させたいと考えているはずである。これらの特性は、経済変動や技術の変化、環境課題に直面
するなかにあっても維持されなければならない。われわれの社会は、さらなる統合がもたらす機会
と恩恵をもっと享受しなくてはならない。
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　ABAC は、APECビジョン・グループ（APEC Vision Group）、太平洋経済協力会議（PECC: 
Pacific Economic Cooperation Council）、各国・地域の経済界および市民団体との緊密な協力、
さらには各国・地域の閣僚・首脳の皆様との直接的な協力を通じて、このビジョンの構築により一
層貢献してきたいと考えている。

提言：
▪APEC の新たなビジョンが、最終的な FTAAP を通じて、また、APEC 参加国・地域の協

力のもとに策定された政策と原則で構成される支援ネットワークによって具現される、拘束力
がなく自由意思に基づく「アジア太平洋経済共同体」として構想されるよう要請する。これを
達成するための作業プログラムは、協力と協議に基づき、透明性が確保されたものでなけれ
ばならず、包括的かつ包摂的な結果をもたらすことに重きを置くべきである。

７．インターネットとデジタル経済の活用
　ABAC は、インターネットとデジタル経済によってもたらされる機会を最大限活用するために、
包括的かつバランスの取れたかたちで、「APEC インターネット及びデジタル経済に関するロードマッ
プ（APEC Internet and Digital Economy Roadmap）」の実施を加速するようAPEC 参加国・
地域に要請する。われわれは、デジタル・イノベーションを推進し、人間活動のあらゆる面で技術
進歩の実装を促進するために、APEC 参加国・地域が開かれた政策枠組みを確約することを推奨
する。

　データ主導型の製品やサービスは難なく国境を越え、新たな海外市場に到達する。そのため、デー
タ活用型ビジネスを成功に導くうえで、個人情報の取り扱いと管理が極めて重要かつ不可欠な課題
となっている。われわれは、参加国・地域によるボランタリーな仕組みまたは自主的な共同規制に
基づく「APEC 越境プライバシー・ルール（CBPR: Cross-Border Privacy Rules）」の重要性を認
識しており、関心のある国・地域による同枠組みの採用を推奨する。

　ABAC は、チリの輸出企業との実験的試みで、貿易に関する情報がさまざまな国・地域に継ぎ
目なく広がり得ることも実証した。われわれのビジョンは、APEC において活力溢れるデジタル社
会、すなわち、すべての企業がデジタル技術で増強され、すべての労働者がデジタル技術を使い
こなす技能を持ち、すべての市民がデジタルにつながる社会を実現することである。

　ABAC は、世界貿易機関（WTO）加盟国・地域のうち76 カ国・地域の参加を得て、「電子商
取引の貿易関連側面（Trade-Related Aspects of e-Commerce）」に関する交渉が立ち上げられ
たことを称賛する。われわれは、当該交渉に参加しているAPEC 参加国・地域に対し、「APEC
越境電子商取引円滑化枠組み（APEC Cross-Border e-Commerce Facilitation Framework）」
のもとで開始された作業から導き出される包括的かつ意欲的な成果を支持するよう要請する。
WTO における取り組みを成功させるために重要なのは、電子商取引が拡大できるよう分野横断
的な新たな課題に取り組む必要があるということである。
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提言：
▪遠隔地に住む人々の経済発展と経済統合を促すためにも、社会階層の違いを越えてデジタル

格差を克服し、新たな技術を適用し、デジタル技術適応性を向上させるための能力構築を推
進する。

▪国境をまたぐデータや情報の自由で安全な流れを確保すべく、リスクに基づくセキュリティとプ
ライバシー保護に関する基準の相互運用可能性を推進する。

▪APEC に対し、デジタル経済運営グループ（Digital Economy Steering Group）が新たなプ
ログラムの策定に着手できるよう、同グループの創設に関する手続き上の問題を早期に解決す
るよう要請する。

▪WTO における電子商取引に関するルールづくりがAPEC の作業から導き出されるような包
括的かつ意欲的なものとなることを支持し、国境をまたぐ電子商取引の継ぎ目のない円滑化の
達成に向けた取り組みを加速させる。また、電子商取引の貿易関連側面に関するWTO 交渉
に参加していないAPEC 域内各国・地域に対しては、参加を要請する。最後に、APEC 各
参加国・地域に WTO の「電子商取引に対する関税モラトリアム（Moratorium on Customs 
Duties on Electronic Transmissions）」を維持するよう要請する。

▪「APEC 越境電子商取引円滑化枠組み」で示された５つの柱を実施する。

▪民間部門と協力のもと、電子決済、入国管理、課税、競争、シェアリング・エコノミー、データセキュ
リティに関する原則と提言を考慮しつつ、ABAC が明らかにした新たな分野横断的課題に直
ちに対処する。

8．貿易とグローバル・バリューチェーンにおける零細・中小企業の成長と成功の推進
　零細・中小企業の成長の助長は経済全体の先行きを明るくするための基本である。昨年、
ABAC は、零細・中小企業の貿易やグローバル・バリューチェーンへの参加（女性が経営する零細・
中小企業の参加も含む）を難しくしている課題の調査を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。課題には、i）規制および貿易障壁、ii）民間部門の慣行、iii）技能、iv）グローバル・
バリューチェーンへの参加の手助けとなるデジタル技術の採用、といった側面が含まれる。ABACは、
例えば、i）規制の負担や非関税障壁を軽減する、ii）税制上の優遇措置の提供と代替的な資金調
達手段の拡充を図る、iii）協力ネットワークを通じて生産性と競争力の向上を促す、iv）革新的ビジ
ネス・モデルの成功を支援し、デジタル技術の利用拡大を図る、など、上記各側面への取り組みを
通じて、零細・中小企業の機会拡大を図る方法を積極的に見出そうとしている。

　マーシャル経営大学院の報告書は、「デジタル」が貿易とグローバル・バリューチェーンにおける
零細・中小企業の成功をもたらす重要な要因であると指摘している。ABACは、デジタル対応のプラッ
トフォーム、電子商取引、モバイル・アプリケーションを利用しやすくすることで、零細・中小企業
がグローバル・バリューチェーンにもっと参加できるようにするための手段として、これらの企業が
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新たな技術や電子商取引の出現に関与できる方法に着目している。

　ABAC は、既存のプログラム間で互いのリソースや専門知識をすべて利用できる中小企業の成長
のためのプラットフォーム「SG ネットワーク(SMEs Global Value Chain Network）」の創設に向け
て作業を進めている。SG ネットワークは 2019 年のAPEC SME サミット開催期間中に運用開始さ
れる。

　ABAC は、アジア太平洋地域の輸出業者、輸入業者、ビジネス・パートナーをつなぎ、認証さ
れた企業のみを相手先として取引や取引関係の安全性を確保する「MondeB2B マーケットプレイス

（MondeB2B Marketplace）」という企業間プラットフォームを構築し、零細・中小企業が安全な方
法で事業をグローバル化できるようにすることを目指している。このプラットフォームは、当初、ブル
ネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンで構成される東 ASEAN 成長地域（BIMP-EAGA）を
対象として稼働し、最終的には 2019 年末までに対象地域をAPEC 全域に拡大する。

　零細・中小企業が海外市場に進出した場合、事業活動をめぐる紛争に巻き込まれやすいことか
ら、ABAC は、国境をまたぐ紛争が起きた場合、当事者となった零細・中小企業が迅速に低いコ
ストで法的紛争処理を行えるようにする「オンライン紛争解決（Online Dispute Resolution）」プラッ
トフォーム構築に向けた APEC の取り組みを称賛するとともに、ABACとしても、その取り組みを
支援していく所存である。

提言：
▪零細・中小企業が貿易やグローバル・バリューチェーンへの参加をもっと果たせるよう、関税

障壁の削減、能力構築、デジタル経済によってもたらされる機会の活用などにより能力強化
に尽力する。

▪零細・中小企業のグローバル・バリューチェーンへの参加を促進するために、サイバーセキュ
リティ教育、情報共有、コンサルティング、事件対応、零細・中小企業向け保険など、APEC
参加国・地域で共有される効果的な仕組みもしくは枠組みを構築することにより、サイバー
セキュリティ対応を推進する。

▪零細・中小企業が紛争の当事者になった場合に解決に要する時間と法的費用を削減すべく、
オンライン紛争解決プラットフォームのための地域規模の枠組みの開発を加速させる。

９．女性の経済活動への参加推進
　APEC 参加国・地域における男女格差については、他にもさまざまな分野のさまざまな指標が
あるが、とりわけ、女性の労働参加率が 50％を下回り、資金調達手段が限られ、均等な機会が
欠如していることに顕著に表れている。このことは、単に社会的な損失であるだけでなく不利益を
もたらしており、才能や技能の過少利用を通じて経済成長や繁栄の妨げとなっている。

　ABAC は、ABAC 女性フォーラム（ABAC Women’s Forum）において、特に APEC 女性
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コネクト2019（APEC Women Connect 2019）について進展があったことを報告する。今後は、
APEC 女性コネクト起業家センター（APEC Women Connect Entrepreneurial Center）をアジ
ア太平洋地域の10 校を超える大学に設置すべく作業を進めていく所存である。また、５月には上
海（中国）で、APEC 女性リーダーシップ・フォーラム（APEC Women Leadership Forum）を
共催する。このフォーラムで、今年中に具体的な提言を取りまとめ、女性エンパワーメントに向けた
取り組みにおけるベスト・プラクティスを紹介すべく、適切な機会に共有する。

　ABAC は、特に女性のエンパワーメントや最も不利な状況に置かれた人々の衡平性（Equity）
向上に関するものを中心に、持続可能な開発目標（SDGs: sustainable development goals）関連
プロジェクトを投資対象とするAPEC インパクト・ファンド（APEC Impact Fund）の創設を支持
する。国連開発計画（UNDP: United Nations Development Programme）はアドバイザーとして、
インパクト測定に関する原則、基準、ツール、知識を提供する。大きなインパクト投資機会と非常
に充実した支援エコシステムが存在することを踏まえて、試験段階における同ファンドの立ち上げは
インドネシアで行うことになっているが、同時に、アジア太平洋地域における最も興味深いインパ
クト投資市場のために複製可能なファンド構造を考案する。

　ABAC は、イノベーションとデジタル経済を通じて持続可能な成長と貧困削減を促すために、
「APEC カナダ成長企業パートナーシップ（APEC Canada Growing Business Partnership）」が
APEC 参加国・地域で女性が経営する零細・中小企業の潜在能力構築の一環として作業を進め
ていることを承知している。「APEC カナダ成長企業パートナーシップ」は、カナダの経験から導
き出され、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ペルーをはじめとするAPEC 参加各国・地域の
市場に応じたベスト・プラクティス、ツール、アイデア、知識、重要な関係先を提供する。

提言：
▪読み書き能力と STEM（science, technology, engineering, and mathematics）に重点を

置いた女性のエンパワーメントの強化を図り、「APEC 女性と経済ダッシュボード（APEC 
Women and the Economy Dashboard）」に示されたとおり、特に、起業インセンティブの拡充、
所有と資金調達を妨げる障壁の撤廃努力の継続、育児支援の強化に尽力する

10．エネルギー効率の向上と循環経済
　アジア太平洋地域および世界全体における低炭素開発の目標と現状を踏まえると、あらゆる資
源の利用効率と利用可能性の改善は喫緊の課題である。今日、アジア太平洋地域においても世界
においても、依然としてエネルギー浪費が蔓延し、深刻な状況にある。資源投入量の削減や廃棄
物再利用に向けた努力を十分に行うことなく、あるいは、環境負荷を最小限に抑えた資源利用に
責任を負おうとせず、多くの資源が非効率に利用されている。エネルギーその他の資源の効率的
な利用は困難かつ差し迫った課題となっている。

提言：
▪エネルギー利用関連の技術イノベーションを促すためにあらゆる種類の資金を活用するよう奨

励し、エネルギー効率の向上を妨げている政策障壁を撤廃し、エネルギー効率管理の特化を
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推進する。

▪アジア太平洋地域各地で、スマート・エネルギー開発に向けて政策障壁や業界障壁を取り除き、
より多くの資金、知識、その他の生産要素を引き寄せ、スマート・エネルギー開発に投入され
るよう促し、エネルギー業界の情報化とシェアリングを精力的に推し進め、エネルギー・インター
ネット、エネルギー・ビッグデータ、シェアード・エコノミーの開発を推進する。

11．気候変動への取り組み
　気候変動は世界規模の喫緊の課題である。APEC 参加国・地域全体で、世界の二酸化炭素排
出量の 62％近く、温室効果ガス排出量の 55％以上を排出している。アジア太平洋地域は、ます
ます過酷な気象パターンと自然災害に晒されており、域内の企業やインフラに深刻な被害が出てい
る。気候変動緩和・適応戦略が策定されなければ、民間部門により深刻な影響が及ぶことになる。
気候変動は技術的な解決策とイノベーションを今すぐ必要としており、それはまた、機会でもある。
政策面で産業界への支援が提供されるべきである。

提言：
▪気候変動に関するパリ協定で定められた世界全体の温室効果ガス排出量削減目標を達成する

ために APEC エネルギー担当大臣によって策定された、i）2030 年までに APEC 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倍増、ii）2035 年までにエネルギー
強度を45％削減、という目標の達成に向けた取り組みを継続する。

▪各法域に最も適した政策ツール（たとえば、カーボン・プライシング、標準、自主協定など）
を活用した温室効果ガス削減を模索する。

▪低炭素経済への迅速な移行を確実に実施するために、特にエネルギー大量消費型製品にお
いて、エネルギー効率が高く二酸化炭素排出量の少ない商品に対する需要を喚起する。適切
な国内政策はこの目標を達成するための効果的な手段となり得る。

12．食料安全保障の推進
　イノベーションや技術を利用するなどして環境を脅かすことなく収穫量や生産の拡大を図ること
は、食料安全保障に資することである。イノベーションや技術は、農場と市場を効率的につなぐと
いう点においてもプラスの効果をもたらしている。域内や世界の食料貿易が市場アクセスを妨げる
障壁や国内規制による市場の歪みに影響されることなく効率的に機能することも、食料安全保障
に寄与する重要な要素である。

提言：
▪技術の特定、開発、利用を促し、農産品加工プロセスと食品サプライチェーン全体の改善を

図るために、官民パートナーシップ、オープンイノベーション、地域全体の技術プラットフォー
ムを推進する。
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▪食料安全保障に寄与すべく、引き続き食料貿易の自由化を提唱する。

13．スマートシティの推進
　総人口の増加に加え、急激な都市化が進んでいることを背景に、都市が世界の持続可能性に
関するさまざまな規定要因を決定づける重要な要素となっている。ABAC は、5G、クラウド・コン
ピューティング、ビッグデータ、人工知能（AI）、バーチャル・リアリティ（VR）、高性能素材など
の情報通信技術によって、スマートシティにもたらされる利益を認識している。また、都市内およ
び都市間の円滑なデータの流れがもたらす利益も認識している。相互運用可能な枠組みは、地域
におけるベスト・プラクティスの広範かつ迅速な普及を促す有効な手段である。

提言：
▪官民パートナーシップやAPEC 全域対象の能力構築イベントを通じてベストプラクティスを共

有するなど、スマートシティ構築に向けた取り組みを推進する。

14．包摂的金融のための地域データ・エコシステムの構築
　多くの企業経営者は、資金を調達するためにデータに大きく依存しているが、その一方で、金融
機関が使用するデータの量は、機械学習や人工知能（AI）の導入が徐々に進むにつれ、膨大化し
つつある。技術とデータの活用は、零細・中小企業が国内外で事業展開するための資金調達の道
を広げる大きな可能性を秘めている。しかし、そのためには、将来のデータ・エコシステムについて、
APEC として共有のビジョンを構築し、その実現に向けて協力していく必要がある。このビジョン
には、データセキュリティと個人情報保護を確保しながら、急速に高ボリューム化・高速度化するデー
タを収集、保存、共有、利用するためのインフラを構築することが盛り込まれるべきである。

提言：
▪より広範なデータの収集・共有・利用や強固なデータセキュリティと個人情報保護の制度づくり

のための能力構築を促し、個人情報保護とデータセキュリティを強化するための新たな技術を
零細・中小企業が利用しやすくなるような包摂的金融サービスのための地域データ・エコシス
テムを域内各国・地域が構築するのに役立つ地域レベルの官民プラットフォームを提供する。

15．貿易・サプライチェーンファイナンスのデジタル化の加速
　将来の製品やサービスはますますデジタル化され、そのサイクルのさまざまな段階で各国・地域
の多数の当事者が重要なデータ投入を行うようになる。貿易・サプライチェーンファイナンスは、
デジタル文書に関する法規制枠組みが整備途上であるため、依然として紙の文書に基づく手作業
に大きく依存しており、取引開始からサプライヤーの履行状況の証明、出荷、決済に至る各段階を
通じて標準化されていない。

　保証書（L/C）ベースの貿易取引の安全性とリスク軽減効果を送金ベースの信用取引や分散型
台帳の可視性と組み合わせることが新たな貿易のパラダイムの出現を促し、サポートすることに
つながる。
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提言：
▪関連法を国際連合国際商取引法委員会（UNCITRAL: United Nations Commission on 

International Trade Law）の電子的譲渡可能記録モデル法（MLETR: Model Law on 
Electronic Transferable Records）に適合させるなど、貿易で使用されるデジタル文書に関
する法規制枠組みをAPEC 域内全域で相互運用可能なものにするための改革を行い、市場
慣行や技術プロトコルの標準化に向けた業界の取り組みを支援する。




