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●APEC首脳への提言「デジタル時代の包摂的で協調性を重視した成長」

APEC 首脳への提言  ABAC2019 年版

全　文

Ⅰ．序言
　世界経済は、2017 年から 2018 年初めにかけて力強い成長を見せた後、減速しつつあり、リス
クは悪化方向に傾斜している。国際通貨基金（IMF）は、今年に入って二度にわたり、2019 年の
世界経済成長見通しを下方修正しており、年初に 3.5％と見込んでいた成長率は７月までに 3.2％
に引き下げられた。減速傾向の長期化を回避するためには、すべての国と地域が成長を加速させ、
包摂性を高め、レジリエンス（負のショックに対する強靭性）を強化するための行動をとることが
必要不可欠である。市場の歪みや世界経済のさらなる不安定化を招く障壁を高めることなく、協力
して、貿易に関する意見の相違の解消を図ることが優先課題となっている。

　このような背景により、APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）
では、本年、「デジタル時代の包摂的で協調性を重視した成長（Inclusive and collaborative 
growth in the digital era）」をテーマとし、以下のサブテーマを設定した。

♦　デジタル時代における成長を促す包摂的な貿易政策
♦　地域経済統合の推進

　2019 年の作業プログラムにおける優先課題は以下のとおりである。

♦　地域経済統合の再確認
♦　社会革新と環境に配慮した成長を通じた持続可能な地域社会の構築
♦　零細・中小企業（MSME: micro, small and medium enterprises）の市場アクセスとグロー

バル・バリューチェーンにおける成功の促進
♦　金融包摂、イノベーション、統合を通じた包摂的な成長の達成
♦　さらなる包摂性に向けたデジタル化とイノベーションの推進

　本報告書は、アジア太平洋地域が現在直面している課題に取り組み、包摂性を高めながら当該
地域の成長と繁栄を加速させることを目的として、ABAC の見解と提言を取りまとめたものである。

Ⅱ.　地域経済統合の促進　
　アジア太平洋地域における貿易と持続可能かつ包摂的な経済成長を推進するうえで、地域経済
統合は引き続き重要な手段となっている。ABAC は長年にわたり、地域経済統合を進めるために
は綿密に計画されたステップが必要であると訴えてきた。従い、本年は、多角的貿易体制の支持、
2020 年の先を見据えた APECビジョンの策定、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade 
Area of the Asia-Pacific）の実現とそのための道筋協定の交渉推進、APEC サービス競争力
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ロードマップ（ASCR: APEC Services Competitiveness Roadmap）の実施に向けた取り組みの
深化と加速、という４つの優先分野に重点的に取り組んできた。

Ａ . 多角的貿易体制の支持
　世界貿易機関（WTO）とその前身である関税及び貿易に関する一般協定（GATT）によって、ルー
ルに基づく多角的貿易体制が構築・維持され、これまで 70 年以上にわたり世界の繁栄を生み出
す支えとなり、ビジネス、地域社会、途上国を含む国や地域に活力に満ちた機会をもたらしてきた。
ルールに基づく多角的貿易体制の存在によって、保護主義的な障壁や国内措置による市場の歪み
が軽減され、企業は世界中の市場で安心して低いコストで事業活動を行うことができる。

　拘束力のある紛争解決を通じた貿易ルールの実施は、ビジネスの事業計画策定、オペレーショ
ンおよび投資に欠くことのできない確実性をかなりの程度、提供してきた。WTO を中核とする
多角的貿易体制は貿易の拡大と経済成長を促し、雇用創出に重要な役割を果たし、世界の貧困
削減に大いに寄与してきた。

　多角的貿易体制の恩恵は、その権威と有効性によってもたらされるものである。同体制の弱体
化は、深刻な懸念である。市場アクセスが予測不可能になり、WTO における約束が守られず、
市場が不安定化し、バリューチェーンに支障をきたすようなことになれば、ビジネスや投資家の市
場に対する信頼は損なわれる。貿易紛争がルールに基づく独立した仲裁手続きによって解決され
ない世界の展望は、非常に憂慮すべきものとなるだろう。そのようなことになれば、不確実性が高
まり、企業は包括性と強靭性に乏しいビジネス・モデルに走り、質の高い雇用は創出されにくくなる
だろう。

　とはいえ、アジア太平洋地域のビジネス界は、WTO が深刻な課題に直面していること、そして、
目の前にある危機に対処し、急速な変化を遂げる世界経済に遅れることなく、多角的貿易体制そ
のものを維持していくために改革が必要であることを認識している。

　ABAC は、WTO に対する強い支持を表明するとともに、改革の必要性についても強調する正
式な声明に合意した。同声明は本文書に添付するが、提言内容の要旨は以下のとおりである。

提言：
▪WTO への支持を最も強い言葉で再確認する。

▪WTO 上級委員会委員任命問題に直ちに対処する。

▪WTO 体制がすべての加盟国・地域にとって妥当な存在であり続けられるよう、司法、立法、
行政機能のその他の側面について必要とされている以下のような改革を支援する。
• 農業、サービス、ルール分野の交渉の再開を通じて、ドーハ・ラウンドの積み残し課題に

対処すべきである。
• WTO 加盟国・地域は、政策とその実践における透明性に関する義務を尊重し、長期にわ
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たる不履行に対する責任を直ちに問われるべきである。
• WTO 加盟国・地域は、ABAC が策定した「非関税措置と非関税障壁に関するWTO

整合的な分野横断的原則（WTO-consistent Cross-Cutting Principles on Non-Tariff 
Measures（NTMs）/Non-Tariff Barriers （NTBs））」を活用して、非関税障壁をより
迅速かつ効果的に特定し、対処するための仕組みを構築すべきである。

• 複数国間のWTO 交渉は、より意欲的あるいは特定分野で新たなルールを設ける意思のあ
るすべての加盟国・地域に開かれ、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ある。

• ビジネス界は、電子商取引の貿易関連側面に関する交渉を行うなど、21世紀の経済モデル
とビジネスの懸念をWTO ルールに適切に反映させるべくWTO が取り組んでいることを
歓迎する。この点に関して、ABAC は、サプライチェーンの連結性やデジタル経済に関す
る問題について、上記プロセスに有益な情報を提供すると思われる広範な検討を手掛けて
きた。

Ｂ . 保護主義への抵抗と非関税障壁の撤廃
　現在進行中の貿易における緊張はすべての人々に悪影響を及ぼしており、長期的に深刻な結果
を招くおそれがあることを深く懸念している。近年の貿易摩擦は、世界金融危機以降に台頭した
保護主義的傾向に大きく拍車がかかっていることを示している。主要 20 カ国・地域（G20）は、
2008 〜 2009 年以降、新しい貿易制限的な規制を 3,000 近く導入した。このような政策転換に
よる悪影響は、ビジネスの景況感の悪化、世界経済の減速、貿易・投資の縮小というかたちで
すでに表面化しており、2020 年はさらに勢いが失われると予想されている。

提言：
▪新たな関税やその他の貿易・投資制限措置を直ちに撤廃するなどして、あらゆる形態の保護

主義に抵抗する。

▪市場を閉ざし、消費者と製造業者の価格を引き上げ、グローバル・バリューチェーンを混乱さ
せる政策に勝者はないという認識のもとに、正当な懸念に対処する建設的な関与に回帰する。
これら政策は、持続可能で包摂的な成長を弱体化させるものであり、アジア太平洋地域に
おいても最も弱い立場にある人々や国・地域に特に顕著な影響が及ぶことになる。

▪ビジネス界や市民社会との協働を継続し、貿易自由化がもたらす恩恵と補完的な政策の両方
の恩恵がさまざまな地域社会で広く享受されることを確保する。

Ｃ . 2020 年の先を見据えた APEC ビジョンの策定
　自由で開かれた貿易と投資を目指すボゴール目標を牽引力として地域経済統合の深化を進める
ことの価値は、過去数十年間におけるAPEC の軌跡を見れば明らかである。アジア太平洋地域
における貿易額は、1969 年の３兆ドルから 2018 年の 24 兆ドルに、年率平均７％を超えるペース
で拡大した。各国・地域間の格差は、国民一人当たり国内総生産（GDP）の域内最高値と最低値
の差が 1990 年は 58 倍だったのが 2017 年には 22 倍まで縮小している。極度の貧困状態に
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暮らす人々の割合は 40％超から２％未満へと大きく減少し、貧困率も 63％から13％に低下した。
ボゴール目標の達成期限が間近に迫っている。これまで大きな進展はあったものの、各国・地域
は、2020 年までに域内で完全に自由で開かれた貿易と投資を実現するという目標を達成するに
至っていない。ボゴール目標の達成に向けた取り組みが強化されるべきである。

　同様に、ABAC としても、この先数十年を見据えたアジア太平洋地域の共通のビジョンの策定
に大いに貢献したいと考えている。ABAC が目指すのは、個人や企業が互いにつながりあい、域
内ひとしくどこでも容易に事業活動を行い、成功を成し遂げられる市場志向のアジア太平洋地域で
ある。それは、「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、例えば、FTAAP に最も端的に具現されるような、継ぎ目なく統合され、活気に
満ち、強靭で持続可能かつ包摂的な地域である。これを実現するためには、各国・地域が公平
性と包摂性の向上を図る能力を持ち、これに全力で取り組むとともに、その基盤として構造的に堅
牢で、応答性と予測可能性に優れ、かつ非差別的で、ビジネスやイノベーションに適した自国・地
域内のエコシステムを有していなければならない。

提言：
▪ボゴール目標達成に向けた取り組みを強化する。

▪例えば FTAAP に最も端的に具現されるような継ぎ目なく統合され、活気に満ち、強靭で包
摂的かつ持続可能なポスト2020 の地域として構成される「アジア太平洋経済コミュニティ」と
いう共通のビジョンを描き続ける。コミュニティを構成する各国・地域は、公平性と包摂性の
向上を図る能力を持ち、これに全力で取り組むとともに、その基盤として構造的に堅牢で、
非差別的で、応答性と予測可能性に優れ、ビジネスやイノベーションに適した自国・地域内の
エコシステムを有しているものと想定する。

D. アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の実現と道筋協定の交渉推進
　 地 域 貿 易 協 定（RTA: Regional Trade Agreement） や 自 由 貿 易 協 定（FTA: Free Trade 
Agreement）がアジア太平洋地域の経済統合の原動力として主要な役割を担い続けていることか
ら、FTAAP の実現は依然として、ABAC の極めて重要な優先課題となっている。ABAC は、
FTAAP ならびに 2014 年に採択された「FTAAP の実現に向けた APEC の貢献のための北京
ロードマップ（Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of FTAAP）」
と 2016 年のリマ宣言の中でAPEC 参加国・地域首脳が提示した方向性に対する強い支持を改
めて確認する。リマ宣言には、次世代貿易投資課題（NGeTIs: Next Generation Trade and 
Investment Issues）に対処でき、質が高く、包括的な FTAAP を最終的に実現するための指針
となる作業計画が示されている。ABAC は、APEC に対し、さまざまなアイデアを育む場として
主導的な役割を果たし、リーダーシップと知識と重要な能力構築を提供し、FTAAP 実現に向
けた作業を継続するために必要な合意を見出すよう要請する。われわれは、NGeTIs がすべての
国・地域に突きつける困難な問題に留意し、地域・自由貿易協定に関するAPEC 情報共有メカニ
ズム（APEC Information Sharing Mechanism on RTAs/FTAs）ならびに能力構築ニーズ・イ
ニシアティブに関する行動計画枠組み（Action Plan Framework of Capacity Building Needs 
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Initiative）を支持する。

　急速な進歩を遂げるデジタル・イノベーションを含む新たな技術開発と絶えず変化する貿易政策
環境は、アジア太平洋地域における貿易と投資に大きな影響を及ぼしてきた。事業活動における
新たな課題に対応するうえで、NGeTIs への対処がこれまで以上に重要になっている。ABAC で
は、2019 年の作業プログラムの一環として、NGeTIs に関する報告書を提示し、各道筋協定にお
けるNGeTIs について、個々の協定の有効性や相互補完性、収斂の可能性も含めてビジネス界の
視点から検討した。同報告書は６つの潜在的な課題を取り上げている。ABAC は引き続き、2019
〜 2020 年の作業計画における優先課題として、アジア太平洋地域における企業の発展に関連す
るNGeTIs を調査していく所存である。

　ABACは、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）が成立し、これまでに７カ国が批
准したことを称賛する。われわれは、同協定の質が高く包括的な貿易ルールの恩恵が広く享受され、
アジア太平洋地域における自由な貿易・投資市場の拡大につながるよう、残りの加盟国に国内批
准手続きを終えるよう要請するとともに、関心のあるその他の国・地域にも同協定への加盟を促す
ものである。

　東アジア地域包括的経済連携（RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership）交
渉を今年末までに妥結させるべく、当事国においては取り組みを強化し、質が高く、包括的かつ
互恵的な協定を締結し、FTAAP の実現に向けた新たな道筋を確立するよう奨励する。

　太平洋同盟（PA: Pacific Alliance）は、強力な政治のリーダーシップのもと、地域経済統合の
ための質の高い包摂的な協定を実現した。現在は、アジア太平洋地域を中心として加盟国拡大に
向けて突き進み、地域のビジネスが直面する新たな優先課題に取り組んでいる。

　ABAC は、ASEAN 経済共同体（AEC: ASEAN Economic Community）やユーラシア経済
連合（EAEU: Eurasian Economic Union）をはじめとするさまざまなイニシアティブの貢献を承知
している。

提言：
▪地域経済統合を推し進め、デジタルトランスフォーメーションをはじめとするビジネス界の新た

な課題やその他の NGeTIs に対処するうえで FTAAP の果たし得る役割を認識し、FTAAP
の実現に向けた作業の継続と 2016 年リマ宣言の作業計画実施のための合意を見出す。

▪質が高く包括的な地域・自由貿易協定と合わせて、地域経済統合を深化させるための道筋協
定への取り組みを継続する。ABAC は、CPTPP 加盟国のうちまだ批准していない４カ国に
批准手続きを完了するよう要請するとともに、RCEP 当事国に対して、今年末までに交渉を妥
結させ、太平洋同盟に対して、統合プロセスのさらなる深化を図るよう要請する。
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E. APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR）の実施に向けた取り組みの深化と
加速

　ABAC は、アジア太平洋地域におけるサービス貿易と投資の成長の可能性とそれに伴うあらゆ
る恩恵に鑑み、このセクターの自由化を一貫して提唱してきた。今日、サービス貿易は世界の貿易
の約 25％を占めているが、製品に組み込まれたサービスも含めるとその割合ははるかに高くなる。
サービス貿易は、零細・中小企業（MSME: micro, small and medium enterprises）の成長を促
し、貧困を削減し、より広範に生産性と国際競争力を強化するなど、国・地域の発展にますます
重要な役割を果たしていることが多くの研究で明らかになっている。デジタル経済やインダストリー
4.0 が出現したことで、サービス産業の自由化と円滑化が重要であるだけでなく、APEC 地域の
製造業の競争力を確実に維持していくためにサービス産業の早急な変革も求められるようになって
いる。

　ABAC は、APEC が実施するAPEC サービス競争力ロードマップ（ASCR: APEC Services 
Competitiveness Roadmap）が変化と経済界のニーズに対応したものとなるよう、アジア太平洋サー
ビス連合（APSC: Asia-Pacific Services Coalition）と協力して、関連するビジネス側の意見を提
供することで、同ロードマップの実施を引き続き支援する。われわれは、しかるべき利害関係者と
協力のもと、引き続き官民対話を開催し、ビジネスのニーズに対する認識を高め、政策提言を行っ
ていく所存である。

　ABAC は、われわれの優先分野である教育サービス、製造業関連サービス（特に運輸・ロジスティ
クス）、環境サービス、観光のサービス、国境を越えた専門人材の移動およびデジタル化サービス
においてASCR の実施を推し進めるべくAPEC と協力する。

提言：
▪ボゴール目標の達成に向けて、サービス分野における「大詰めの交渉」を支援する。ただし、

APEC は ASCR で掲げるコミットメントや目標達成に向けた焦点を失わずに行う必要がある。
APEC 参加国・地域に対して、ロードマップの実施に向けた取り組みを深化・加速させるよう
要請する。

▪サ ービス貿 易 の 規 制 環 境 に 関 する APEC 指 標（APEC Index on Measuring the 
Regulatory Environment in Services Trade）の開発作業を加速させ、各国・地域がサー
ビス貿易に対する規制について適切な分析と対処を行い、他の国・地域の優れた慣行事例に
学び、適応できるようにする。

▪APEC 貿易リポジトリ（APEC Trade Repository）を拡充し、各国・地域のサービス分野の
政策や規制を組み入れ、サービス貿易の規制環境に関するAPEC 指標開発のためのパイロッ
ト・プログラムの対象となるサービス産業部門から着手する。

▪環境サービス行動計画（ESAP: Environmental Services Action Plan）の履行を推進し、
アジア太平洋地域における今日および将来の労働者の高技能訓練へのニーズが満たされ、経
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済成長と繁栄が維持されるよう、ABAC と協力して教育サービス分野で障壁となっている規
制撤廃に取り組む。われわれがAPEC 参加各国・地域に奨励する措置は以下を含む。
•アジア太平洋地域で新たな環境サービス・モデルが広く採用されるよう、WTO 環境物品協

定交渉（EGA: Environmental Goods Agreement）で進める環境関連製品、ならびに情
報技術協定（ITA: Information Technology Agreement）で進めるデジタル関連製品の自
由化を推進する。

• 優れた規制慣行を集め、技術向上のための能力構築と環境サービスのための新たな職業技
能訓練の強化を図る。

• 学生、研究者、教育サービス提供者のビザ申請・取得手続きの合理化と簡素化を図る。
• 既存のサービス提供者によるイノベーションや新規事業者の参入のために透明性が高く予測

可能な事業環境を国内的にも国際的にも提供することで、規制、認定、品質保証の枠組み
が質の良いプログラムの拡充を確実に支援する。

• 認定を受けたオンライン学位、短期コース、マイクロ・クレデンシャル、または試験サービス
形式の如何にかかわらず、国境をまたぐオンライン教育の提供に対する制約を最小限にとど
めるとともに、品質・認定基準の透明性と非差別性を確保する。

• 教育・訓練制度を政府が見直すにあたり、教育基準を国際的慣行に合致させ、知識、技能、
人材の交流を促すなど、APEC 全域でより整合性のある制度とするための措置が各国・地
域で講じられるよう徹底する。

• 専門教育プログラムの認定や専門家の認可を行う機関が国際的慣行に即した基準を採用す
るよう徹底する。

▪APEC 連結性ブループリント（APEC Connectivity Blueprint）およびサプライチェーン連結
性枠組行動計画（SCFAP: Supply-Chain Connectivity Framework Action Plan）の実施
に向けて、特に以下における取り組みを強化する。
• APEC 参加国・地域に対して、ペーパーレス化やデジタル化を通じた貿易円滑化を図るよう

働きかける。
• APEC 参加国・地域に対して、サプライチェーンの連結性と一体性を実現可能なものとし、

促進するために、グローバル・データ・スタンダード（GDS: Global Data Standards）の採
用を促す。

Ⅲ . さらなる包摂性に向けたデジタル化とイノベーションの推進
　第４次産業革命、デジタル化、イノベーションは社会のあらゆるセグメントに影響を及ぼしている。
とりわけデジタル化は、地域社会やビジネス、特に零細・中小企業（MSME: micro, small and 
medium enterprises）に、非常に大きな機会を提供する。経済のデジタル化は、新たなビジネス・
モデルと組み合わさることで新たな雇用機会を創出し、経済成長をもたらしている。マーシャル経
営大学院の 2018 年の報告書「APEC の MSME が持つ未活用の潜在能力を引き出す（Realizing 
the Untapped Potential of MSME in APEC）」は、国境をまたいで事業活動を行うMSME に
とってデジタル化は成長の好循環を始動させる最も大きな原動力となるとしている。デジタル技術
を採用した MSME は、採用していない MSME の２倍の速さで成長を遂げ、輸出コストを 82％、
市場参入コストを 86％削減した。とはいえ、デジタル化の恩恵を解き放つためには、APEC 参加
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国・地域が断固とした行動をとる必要がある。機会を十分に活用するために検討すべき重要な課
題としては、i）低廉なインフラの開発と実用化、ii）デジタルトラストの構築、iii）迅速な規制対応、
iv）デジタル化対応の整備、v）デジタルでつながった世界における貿易の円滑化、などが挙げら
れる。各国・地域には、ビジネスと緊密に協力して、デジタル経済の課題に取り組むよう奨励する。
ビジネス界はいつでも自らの役割を果たす準備ができている。

A.すべての人々のためのデジタル化の恩恵の活用
　１月に開催された世界経済フォーラムで、世界貿易機関（WTO）に加盟する76 カ国・地域が
電子商取引に関する新たな枠組みについて交渉を開始することで合意した。これは、電子商取
引が消費者、地域社会、ビジネス、世界経済に大きな影響を及ぼし得ることを認識したためであ
る。APEC においては、2017 年に APEC インターネットおよ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各国・地域首脳が歓
迎した。デジタル技術（および関連のサービスやプラットフォーム）が大きな恩恵をもたらし続ける
可能性があることをわれわれの首脳が認識したためである。ただし、APEC インターネットおよび
デジタル経済に関するロードマップ実施の推進役となるデジタル経済ステアリンググループ（Digital 
Economy Steering Group）の議長および副議長は決まったものの、同グループに付託される権
限はまだ検討中であることを記しておく。

提言：
▪開放的かつ非差別的で、相互運用可能性と連結性に優れ、信頼性が高く、デジタル企業にとっ

ても好ましいビジネス環境をもたらすようなアプローチを奨励する。

▪APEC インターネットおよびデジタル経済に関するロードマップの完全な実施を加速させる。

▪WTO で包括的かつ意欲的な電子商取引ルールが策定されるよう、この分野に関する
ABAC 独自の知見を活用し、支援する。

▪電子商取引の貿易関連側面に関するWTO交渉に未参加のAPEC参加国・地域に参加を促す。

▪APEC 越境電子商取引円滑化枠組み（APEC Cross-Border E-Commerce Facilitation 
Framework）で示された５つの柱を実施する。

▪電子送信に対するWTO 関税不賦課措置（モラトリアム）の恒久化に向けた取り組みを支援
する。

▪特に MSME や遠隔地のほか、現時点で十分な恩恵を受けていない女性、先住民、障害者
などがデジタル経済にアクセスしやすくなるよう、インターネットとデジタル・インフラの構築に
取り組む。

▪MSME はサイバーセキュリティをはじめ、必要とするデジタル要件を満たす能力を構築し、
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デジタル変革に備えられるようにする。

▪早期教育から働きながらの技能向上まで生涯を通じたデジタル・リテラシーや技能の開発と
訓練に力を入れることで、労働者に将来への備えとなる能力を養わせ、地域社会と労働者が
最新デジタル技術に適応し、その恩恵を享受する力を高める。

B. スマートな規制とセキュリティの推進
　各国・地域は、説明責任、透明性、倫理性、公平性を組み入れた枠組みを構築する必要がある。
こうした枠組みはイノベーションの妨げになるものであってはならない。さらに、企業がデジタル製
品やデジタル・サービスの早期設計段階からこうした原則を組み入れられるようにすることで、利
害関係者は、新たに出現しつつあるネットワーク化された技術が長年にわたり続いてきた規範的社
会構造によってどのように制約されているか、また、その構造にどのような影響を及ぼしているかに
ついて、より有意義な意見を述べることができる。サイバーセキュリティや個人情報保護に関するア
プローチがその例である。

　データを駆使した製品やサービスは容易く国境を越え、新たな海外市場に到達するため、個人
情報のガバナンスは、データ活用型の事業を進めるうえで極めて重要かつ不可欠なものとなってい
る。ABAC は APEC に対し、国境をまたぐデータや情報のやりとりが自由かつ安全に行えるよう、
リスクに基づくセキュリティと個人情報保護のための仕組みの域内相互運用性を推進するよう要請
する。自主規制もしくは共同規制に基づく任意のメカニズムであるAPEC 越境プライバシー・ルー
ル（CBPR: APEC Cross-Border Privacy Rules System）が関心ある国・地域によって採用され
るよう奨励することは、そのための重要な手立てである。各企業も自社のサイバーセキュリティ・シ
ステムを強化する必要がある。ビジネスがデジタル経済に参加する条件として、まず、システムがサ
イバー攻撃を受けても安全であるという確信がなければならない。個人もサイバー上で適切な慣行
を維持し、自身の身元が安全かつ確実に保護されることの重要性を認識しなければならない。国
境をまたぐデータのやりとりの信頼性と安全性を高めるための措置を講じる一方で、こうした重
要な目的を果たすのに必要な程度を超えて貿易の流れを規制することがないよう注意する必要が
ある。

提言：
▪個人情報保護、サイバーセキュリティ、消費者保護に対処するためにどういう措置を講じるか

など、国境をまたぐデータの流れに対する共通アプローチ（例えば、CBPR）の策定に向けた
国際協力を推進するとともに、かかるアプローチの採用を積極的に後押しする。

▪効率的なデジタル経済が実現するよう、ガバナンス、市場、技術の各分野で必要とされてい
る構造改革を実施する。最優先課題として以下が挙げられる。
• デジタル・イノベーションの促進と事業コスト削減を目指す政府規制へのアプローチを考案

する。
• 急速に変化する技術トレンドに対し、機動性と応答性に優れ、なおかつアジア太平洋地域

内で一貫性のある規制を策定する。
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Ⅳ．零細・中小企業（MSME）の市場アクセスとグローバル・バリューチェーンにおけ
る成功の促進　

　零細・中小企業（MSME: micro, small and medium enterprises）は、アジア太平洋地域に
おける全企業の 95％超を占め、雇用の 50％超を創出している。しかし、これらの企業は、女性
が経営しているところも含め、貿易やグローバル・バリューチェーンへの参画が不十分もしくは不足
している。これは、域内の国・地域や社会が包摂的な経済成長を十分に実現することができない
ことを示している。

　ABAC は、MSME による国際市場へのアクセスと貿易活動への参画を支援するための取り組
みと実行可能な指針を拡充すべく、最優先課題として以下の提言を行う。

A. 貿易およびグローバル・バリューチェーンへの参画のための零細・中小企業の能力
強化

　ABAC の委託で南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院が取りまとめた 2018 年の報告書
は、MSME によるグローバル・バリューチェーンや国境を越えた事業活動への参画を促す最善の
方法を分析している。調査の結果、MSME は、企業としての準備体制、情報へのアクセス、資
金調達とネットワーク、国内の規制・事業環境面の問題といった面において構造的課題に直面して
いることが明らかになった。また、これらの企業が非関税障壁などの貿易障壁、規制上の要件、
効果的な紛争解決手段へのアクセスの欠如によって過度に影響を受けていることもわかった。さら
に、デジタル・プラットフォームが MSME を成功に導く鍵となること、そして、MSME がバリュー
チェーンの上流に進出し、貿易に参加するうえでサービス部門が重要な機会を提供することも示さ
れた。しかし、貿易に従事するMSME のコスト削減と連結性向上にデジタル経済が役立つ可能
性があるとはいえ、そうした機会の利用を妨げる具体的な障壁が存在する。

　報告書は、MSME がグローバル・バリューチェーンや貿易への参画を果たすには、能力構築や
企業としての準備体制の整備を図り、非関税障壁やサービス貿易の障壁のような貿易障壁を削減
することが有効であると結論している。

提言：
▪資金、情報、デジタル経済を活用するための手段へのアクセスを向上させ、物品・サービス貿

易の妨げとなる関税・非関税障壁を取り除くことで、MSME が構造障壁を克服できるようにす
る。貿易自由化措置を講じる際に MSME を除外せず、デジタル相互運用性に関する指針の
策定を主導し、APEC MSME マーケットプレイス（APEC MSME Marketplace）を構築し、
代替的な紛争解決手段を模索し続け、各国・地域のサービスに関する政策や規則を含めるよ
うAPEC 貿易リポジトリ（APEC Trade Repository）を拡張するなどして、MSME のサービ
ス貿易参画能力を育成し、APEC および世界各地で行われているMSME 支援のベスト・プ
ラクティスの継続的な共有を促す。

▪中小企業グローバル・バリューチェーン・ネットワーク（SG Network: SME Global Value 
Chain Network）の構築と運営を通じて、アジア太平洋地域に相互につながり、MSME の
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発展に資する事業環境を創出する。同ネットワークは、中小企業の成長を支援するためのプラッ
トフォームで、既存のプログラム間で資源や専門知識を十分に相互利用できるようにするもの
である。

▪MSME の情報通信技術（ICT）関連の技能向上のための能力構築プログラムの開発と拡充
を継続する。例えば、現在ではオンラインの E ラーニング・プラットフォームを備えるように
なった ABAC の国境を越えた電子商取引トレーニング（CBET: Cross Border E-Commerce 
Training）や、APEC カナダ成長企業パートナーシップ（APEC Canada Growing Business 
Partnership）のように調査と実用的なツールキットと能力構築ワークショップを組み合わせた
複数年にまたがるプロジェクトに類似したプログラムが想定される。

　ABAC は、各国・地域の支援を受けて、APEC MSME マーケットプレイスにあるものも含め、
さまざまなプロジェクトを推進していく所存である。

B. 零細・中小企業ならびにその事業育成のための規制のベスト・プラクティスの推進
　マーシャル経営大学院の 2018 年の報告書「APEC の零細・中小企業が持つ未活用の潜在能力
を引き出す（Realizing the Untapped Potential of MSMEs in APEC）」によると、MSME がグ
ローバル・バリューチェーンになかなか参画できない原因の一つは、事業活動を行うための知識と
経験の不足である。同報告書では、技術支援を通じて MSMEと大企業を結び付けることによって、
MSME の能力が向上し、現地市場だけでなく世界市場においても魅力的な存在となる可能性があ
ることも指摘している。

　APEC 参加国・地域は、MSME に対して、オンライン取引プラットフォームを活用するなどして
国境を越えた事業活動に乗り出すよう奨励してきたが、取引をめぐって国際的な紛争に巻き込ま
れ、場合によっては損害を被る可能性があることを認識し、そのような事態に陥った場合に備えさ
せるという点については、配慮を怠ってきた。その意味において、ABAC は、地域レベルのオンラ
イン紛争解決プラットフォーム枠組みの構築に向けた取り組みが行われていることを歓迎する。そ
のようなプラットフォームが構築されれば、紛争解決に要する時間とコストが削減され、何よりも、
MSME が安心して海外進出に向けて準備を進め、契約書を作成し、紛争解決条項を契約に盛り
込むことができるようになるだろう。

提言：
▪MSME を発展させる手段として、APEC 全域を網羅する起業家のためのメンターシップ・ネッ

トワークを創設できないか可能性を探る。

▪地域レベルのオンライン紛争解決プラットフォーム枠組みの構築を支持する。

C. 女性の経済活動への参画拡大　
　女性の経済的エンパワーメントは、さまざまな好ましい開発効果に加えて、生産性の向上、経済
の多様化、所得の平等化ももたらす。民間部門を代表する組織として、われわれは、女性の経済
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活動への参加を促すことが企業にとって必須の課題であり、各国・地域の GDP 成長率の上昇につ
ながると認識している。

　ABAC は、すべての人々の利益のために、APEC 域内における女性の経済的統合を積極的に
支援している。国連の報告書によると、アジア太平洋地域全体で女性の労働参加を妨げている制
約は、この地域の経済に毎年 890 億米ドルの損失をもたらしていると推計されている。デジタル
時代は、女性が自ら思い描く経済的将来を実現し、起業家として目指す目標を達成する助けとなる。
ABACはさまざまなイニシアティブを通じて女性の経済的包摂に積極的に取り組んできた。例えば、
2017 年には ABAC 女性コネクト・プログラム（ABAC Women Connect Program）を立ち上げ、
女性起業家がデジタル技術を活用して自らの経済的将来を描き、効果的な共有プログラム、学習
プログラム、認証プログラムを通じて起業家として目指す目標を達成できるようにした。

　APEC 女性コネクト（APEC Women Connect）は、技術やデジタル経済を通じて、女性の地
位・能力をさらに向上させ、APEC 地域における女性の経済的統合をあらゆる産業部門とあらゆ
るレベルですべての人々の利益のために推し進めることを目指している。上記プログラムは、オンラ
インおよびオフラインのイベントを通じて各地の地域社会をつなぐグローバル・ネットワークの構築
を目指しており、さまざまな国や地域のロール・モデルを見出して広く知らしめ、成功事例を使って
女性の自信を引き出させ、女性起業家のグローバル・ネットワークを構築して参加者が互いに自ら
成し遂げたことを共有し、学び合い、認め合えるようにすることで、全体として女性起業家にとっ
て好ましい環境を整えてきた。APEC 女性コネクトでは 2019 年以降、域内各地の大学 50 校以上
に APEC 女性起業家センター（APEC Women Entrepreneurial Center）を設置し、デジタル
技能や経営技能を習得できるコースを考案・実施することで将来の女性リーダーを育成するととも
に、ABAC の男性リーダーが経験談やベスト・プラクティスを語り、女性の経済的エンパワーメン
トのより良き協力者となるよう「女性のエンパワーメントと男性の関与（Empower Women, Engage 
Men）」に関する対話の場を立ち上げた。APEC 参加国・地域首脳の皆様には、ABAC が共催
する2019 年 APEC 女性リーダーシップ・フォーラム（APEC Women Leadership Forum）への
支援を要望する。

　われわれは APEC に対し、技術とデジタル経済を活用して女性の一層のエンパワーメントに努
めるよう要請する。APEC は、政策立案者や産業界の指導者がさらなる変化をもたらす力をつけ
る重要な機会を提供している。APEC参加国・地域は、正しい政策と訓練と教育を行うことによって、
既存の労働力をより一層活用するだけでなく、将来の生産性への投資もできる。例えば、科学・技術・
工学・数学（STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics）分野の教育を受け
た女性を活用できるようになれば、高技能人材の厚みが増す。こうしたプロジェクトは、女性や少
女を経済に取り込み、積極的に男女格差の解消に努めることによって、APEC 参加国・地域の持
続可能な成長を促す。さらに、各組織内で女性の訓練、再訓練、昇進に取り組む体系的なリーダー
育成の仕組みを構築すれば、新たな視点を活かして企業パフォーマンスを向上させ、より効果的な
顧客対応を行えるようになる。

　また、各国・地域首脳は、法律や規制を現状より後退させないこと（スタンドスティル）を確約
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するとともに、所有権における男女差別や起業活動における女性経営企業への差別を禁止するさ
らなる決意表明を拘束力あるかたちで行うことで、貿易における男女格差解消に向けて行動する
必要がある。

提言：
▪技術やデジタル経済を活用して女性のさらなる能力・地位向上を図る。

▪女性経営企業を経済的・社会的にさらに支援すべく、女性が経営する零細・中小企業（MSME: 
micro, small and medium enterprises）の資金調達を妨げている障壁に対処する。金融サー
ビスを技能訓練、メンターシップ、市場アクセスの改善、ネットワーク構築、デュー・デリジェ
ンス支援と組み合わせて提供すれば、女性が経営するMSME が起業目標を達成しやすく
なる。

▪カザフスタンで開催予定の世界貿易機関（WTO）閣僚会議で最終的に合意される「女性の経
済的能力強化貿易イニシアティブ（Women’s Economic Empowerment Trade Initiative）」
の行動ロードマップを承認する。

Ⅴ. 金融包摂、イノベーション、統合を通じた包摂的成長の実現
　金融包摂と地域金融統合は、APEC が対処すべき最も重要な課題の２つであるとわれわれは
考えている。いずれも、アジア太平洋地域における持続可能で均衡のとれた包摂的な成長を実現
するために不可欠である。

A．金融包摂のためのデジタル・政策エコシステムの構築
　現在進行中のデジタル革命は、金融システムをより包摂的なものにする多くの機会を提供してい
る。今日の技術とデータ量の急激な増加は、APEC 参加国・地域の 5 億 5,000 万人超に上る銀
行口座を持たない人 と々十分な金融サービスを受けていない 7,000 万社を超える零細・中小企業

（MSME: micro, small and medium enterprises）に金融サービスが提供されるようになる可能
性を秘めている。

　この目標を達成するためには、ボトムアップとトップダウンの両方のアプローチが必要である。ボ
トムアップ型の重要な手法に、市場参加者が顧客のニーズに応じて革新を遂げられるようにするも
のがある。しかし、ほとんどの途上国・地域では、一般的に、新たな製品を開発するために技術
と金融サービス提供者をマッチングさせるのに何ヵ月もかかり、そのためのコストも高く、成功率は
低い。

　APEC 参加国・地域には ASEAN 金融イノベーション・ネットワーク（ASEAN Financial 
Innovation Network）の事例を研究していただきたい。同ネットワークでは、産業界と規制当局
と多国間機関が協力して、従来型の銀行とフィンテック企業がニーズや解決策を見出し、新たな商
品の設計、テスト、展開をより速く、はるかに安いコストで行えるよう適切に管理され安全なプラッ
トフォームを提供している。われわれは、規制当局と産業界と多国間機関が協力して、アジア太平
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洋地域全域における金融イノベーションを推進する地域レベルの官民連携プラットフォームを構築
し、互いにつながり、関与を深めるよう提言する。

　また、アジア太平洋地域における金融包摂を大きく推し進めることのできる相互補強的なイニシ
アティブの概略を以下に示す。イノベーションのための地域レベルの官民プラットフォームは、従来
型金融機関とフィンテック企業がデジタル技術によって強化された革新的な金融商品を開発する助
けとなり得る。データの利用可能性と質の向上を図り、政策改革を推し進め、産業界と規制当局
が協力関係を強化すれば、金融サービス提供者がより広範な顧客層により多くの革新的なサービス
を提供するのに必要な条件が整えられるだろう。これらの措置によって、銀行、保険、年金、決
済といった各種サービスのコストや運転資金の調達コストを引き下げ、MSME や所得の低い人々に
とって手の届きやすいものにすることができる。

提言：
▪規制当局、産業界、多国間機関に対して、アジア太平洋地域全域で従来型の銀行とフィンテッ

ク企業がより迅速かつコスト効率よくニーズや解決策を見出し、革新的な商品を設計・試験・
展開できるような、適切に管理され安全な地域レベルの官民連携プラットフォームの構築、相
互連携、関係強化に協力して取り組むよう働きかける。

▪各国・地域内で適用される法規制を遵守しつつ、消費者が信頼できる枠組みのもとで、関連
する公共部門のデータも含む広範なデータを収集・共有するよう働きかける。

▪相互運用可能な個人情報保護制度の構築と国境を越えたデータのやりとりのための強固で安
全な域内環境づくりを奨励する。

▪融資の担保として動産を活用しやすくするための能力構築プログラムを立ち上げる。

▪途上国・地域が貯蓄、保険、年金に対する人々のリテラシーとアクセスの拡大を図り、包摂的
な代替決済手段のための基盤づくりを進めるうえで必要な能力構築を推進する。

▪金融サービスを広く行き渡らせるために、地方遠隔地居住者や低所得者、零細企業の貯蓄、
保険、年金サービスへのアクセス拡大につながる改革を実施するよう途上国・地域に働きかけ
る。これが実現すれば、貧困層、女性、若者、障害者、地方遠隔地居住者など、十分なサー
ビスを享受していない人々に恩恵がもたらされ、貧困削減を後押しすることになるだろう。とり
わけ、以下の措置を提言する。
• 貯蓄口座の開設は、政府から個人（G2P: government-to-person）および個人から政府

（P2G: person-to-government）の金銭支払いの電子化を通じて、また、地方遠隔地におけ
る電子商取引を推進し、口座開設手続きを簡略化すべく段階的な本人確認（KYC: know 
your customer）コンプライアンスやオンライン本人確認（e-KYC）をできるようにし、商品や
決済手段に関するイノベーションを支援することで推進することができる。

• 保険サービスへのアクセスは、地域レベルの規制当局者向けプラットフォームを通じて規制当
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局者が国際的なベスト・プラクティスを知ることができるようにし、機関間連携や官民連携
の仕組みを構築することによって、改善させることができる。

• 各国・地域の政府は、教育制度を通じて、また、オンライン本人確認やロボアドバイザーの利
用を促し、経済において年金基金が果たす重要な役割についての公共部門の関係者の認識
を高めることによって、年金サービスへのアクセスを推進することができる。

▪包摂的な代替決裁手段のための基盤づくりに取り組むよう途上国・地域に働きかける。例えば、
デジタル ID や相互運用可能な電子版の消費者 ID、消費者保護およびデータ保護のための
信頼できるデジタル金融サービス慣行、政府を挙げて管轄横断的に複数の当事者を関与させ
るかたちでのデジタル金融業界の活用、デジタル金融サービスの測定やプログラム追跡のため
の共通指標を整備する。

B. 地域金融統合の促進
　特に途上国・地域において市場の規模・厚み・流動性に欠け、取引コストが高く、国内の投資
家や借り手の機会が限られているなど、アジア太平洋地域における市場の分断化に起因する困難
な課題を克服するうえで、地域金融統合は不可欠な要素である。金融統合のプロセスは、国境を
越えた金融連携の深化と対象地域内におけるベスト・プラクティスの共有を目指してAPEC 参加国・
地域が取り組んでいるAPEC 以外の地域イニシアティブにおける進展を活用することで、加速す
ることができる。アジア太平洋金融フォーラム（APFF: Asia-Pacific Financial Forum）などの民
間部門のプラットフォームは、特に、現地通貨建て債券、資金運用商品、保険リンク証券の域内
市場の統合と域内で相互運用可能な即時決済手段の構築を進めるにあたり、APECのイニシアティ
ブとそれ以外の地域イニシアティブの相乗効果を生み出すべく、橋渡しをすることができる。

　APEC は、これまでに積み上げてきた成果をさらなる前進の足掛かりとし、太平洋地域全域に
広がる参加国・地域の連携を構築することで、金融統合を進めることができる。各国・地域間の
連携は、東アジアおよび東南アジアにおける越境投資や現地市場での現地通貨建て債券の発行
を促し、太平洋同盟（Pacific Alliance）においても同様の取り組みが行われるよう経験を共有し、
同同盟の大災害債券（CAT ボンド）発行を受けてアジアに大災害債券市場を構築し、アジア地域
ファンド・パスポート（ARFP: Asia Region Funds Passport）と太平洋同盟ファンド・パスポート

（Pacific Alliance Funds Passport）の相互運用性を推進し、相互運用可能な即時決済インフラ
を整備することによって、構築し拡大することができる。

提言：
▪東アジアおよび東南アジアにおける現地通貨建て債券市場における国境を越えた投資ならび

に起債をさらに加速させ、中南米諸国においても同様の取り組みが行われるよう経験を共有
する。

▪アジア地域ファンド・パスポートと太平洋同盟ファンド・パスポートを手始めに、域内のファンド・
パスポートの相互運用性を推進し、その目標を達成する手順を見出す。
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▪大災害債券を発行した太平洋同盟の経験に学び、2020 年以降、APEC 参加国・地域のうち
アジアの途上国・地域を対象とする大災害債券の発行を通じてアジア太平洋地域における大
災害債券市場の構築を促すべく多国間機関と協力する。

▪国際基準に基づき強固で域内相互運用可能な即時決済インフラを構築する。

Ⅵ．社会革新と環境に配慮した成長を通じた持続可能な地域社会の構築
　持続可能な開発は、天然資源の利用方法や都市空間の構築・管理方法を転換することなしに
は達成できない。ABAC の本年の作業計画では、食料・採掘産業を中心とする天然資源関連分
野におけるベスト・プラクティスを特定し、気候変動の軽減や急速な都市化に起因する
課題への対処のための提言の取りまとめを目指している。

A．エネルギー効率の改善と循環経済の推進
　アジア太平洋地域および世界全体における低炭素型開発の目標と現状を踏まえると、資源の利
用効率および利用可能性の向上はもはや待ったなしの課題である。今日、アジア太平洋地域およ
び世界の至るところエネルギーが浪費され、深刻な状況が続いている。使用量の削減、廃棄物の
リサイクル、責任の負担を促す努力が不十分なために、多くの資源が非効率な使われ方をしている。
エネルギーその他の資源の利用効率化は依然として困難な課題となっており、技術と政策の革新
を通じたエネルギー効率の向上と循環経済の推進が求められている。

　循環経済は、資源の一次利用が最も効率的に行われるようにするとともに、生産・利用・再生・
再利用というアプローチを通じて廃棄物発生量とエネルギー消費量を削減しようとするものである。
天然資源に対する需要の低減、排出量の削減、雇用創出、イノベーションの促進を通じて、経済
的、社会的、環境的な利益をもたらす。循環経済は、環境にやさしい低炭素経済との相乗効果に
よって発展すべきものであり、相互補完的でなければならない。

　世界中で循環経済が実践されるようになれば、2025 年までに１兆ドルを超える原材料費の節減
になると推計されている。主な消費財業界では、原材料資源の節減額が年間 7,060 億ドルを上回
る可能性がある。アジア太平洋地域は変化の激しい消費財業界の 60％超を占めていることから、
循環経済が実践されれば、地域経済の発展に大きなプラスの効果がもたらされることになるだろう。

　環境面においては、循環モデルによって、廃棄物の埋め立てから排出される温室効果ガスが大
幅に削減され、廃棄物と廃水の効率的な管理ができるようになる可能性がある。

　循環経済は、原材料資源の削減だけでなく、高技能者と低技能者両方の雇用を創出する可能性
もある。ある世界的な研究は、わずか３〜４種類の原材料で循環経済に移行するだけで、少なく
とも10 万人分の新たな雇用が生み出されると推計している。

　循環経済への移行には多くの困難な課題もある。例えば、インフラの欠如（再生能力など）、貿
易障壁、共通の尺度と報告に関する取り組みの欠如、理解と実施に必要な資質の欠如、バリュー
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チェーンの複雑さと相互連結性といった課題である。

提言：
▪技術と政策の革新を通じてエネルギー効率を向上させる。

▪循環経済の推進に努める。

▪循環経済への移行を促すインセンティブを検討する。

▪エネルギー効率の向上とスマート・エネルギーの開発を妨げている政策上の障壁や業界障壁
を撤廃する。

▪エネルギー効率管理の専門化を進める。情報化と、エネルギー・インターネット（Energy 
Internet）やエネルギー・ビッグデータ（Energy Big Data）の開発を推進する。エネルギー
大量消費型の工場、業務用建物、その他のインフラ設備に関する情報／データを収集し、産
業サプライチェーン全体に適用されるエネルギー効率改善のための基準や要件を策定する。

▪より多くの資金、専門知識、その他の主要な生産要素がスマート・エネルギーの開発やエネル
ギー利用に関する技術革新に投入されるよう働きかける。

▪以下の作業を行うことで、循環経済への移行に向けた現行の取り組みを強化する。
• 循環経済に資する形で行われる貿易における原材料に関する共通の定義と尺度の採用
• 循環経済型の貿易（再生製品）を妨げている主要な貿易障壁の特定
• 相互運用可能な製品規制（設計、使用済み製品の処理、再利用）の考案におけるベスト・プラ

クティスの共有
• 能力構築ニーズの評価、つまり、インフラ

B. 気候変動への取り組み
　地球温暖化、海面上昇、異常気象事象など、わずかな例を挙げるだけでも明らかなように、気
候変動は地球全体に突きつけられた実在する現実の課題である。APEC 地域は、ますます過酷
な気象パターンと干ばつや洪水などの自然災害に晒されるようになっている。その結果、数多くの
人命が失われ、域内の企業（生産、サプライチェーン、運輸、物流）やインフラに深刻な被害が
出ており、持続可能で包摂的な成長を実現する能力が損なわれている。APEC 参加国・地域を合
わせると、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。
気候変動緩和・適応戦略が策定されず、十分な支援が行われない状況が続けば、より深刻な影
響が企業部門に及ぶことになる。この状況は、各国・地域が差し迫った課題に協力して取り組み、
この地域を低炭素経済に移行させることのできる革新的な技術的解決策を模索・開発する機会で
もある。よって、以下の提言に示すような支援が十分に提供されるべきである。
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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、i）2030 年までに APEC 域内エネルギー・ミックスに占める再生可能エネルギーの
比率を倍増させる、ii）APEC エネルギー担当大臣に確認されたとおり2035 年までにエネル
ギー強度を45％削減する、iii）天然ガスや液化天然ガス（LNG）のような過渡的燃料の利用
を増やす、という目標の達成に向けた取り組みを強化する。

▪国内経済と世界経済にとってより好ましい低炭素の選択肢を提供するための研究開発を奨励
し、気候変動に対する革新的な解決策の開発を促す政策を実施する。

▪特にカーボン・プライシングと自主的措置を中心とする政策を策定・実施し、エネルギー効率
に優れた低炭素型製品や環境配慮型の物品・サービスの貿易自由化を進め、非効率な化石
燃料補助金を段階的に廃止することによって、温室効果ガス排出量を削減する。

▪特にエネルギー大量消費型製品について、エネルギー効率が高く二酸化炭素排出量の少ない
製品への需要を喚起する。

▪関連する国内政策やベスト・プラクティスを共有する。

▪デマンド・レスポンス（DR: Demand Response）やバーチャル・パワー・プラント（VPP:  
Virtual Power Plant）のような情報技術を駆使した総合管理が果たし得る役割を認識する。

C. 環境に有害な補助金への対処
　ABAC と APEC が目指す持続可能かつ包摂的な成長、低炭素経済への移行、強固な食料安
全保障という目標を達成するには、多くの面で一致団結した継続的な取り組みが必要になる。しか
し、こうした取り組みは、農業、漁業、石油産業などを対象とする環境に有害な補助金が提供さ
れ続けることによって効果が失われるおそれがある。このような補助金は環境に悪影響を及ぼし、
より持続可能なビジネス・モデルに移行しようとする動きに逆行し、エネルギー効率を高めようとす
る意欲を削ぎ（非効率な化石燃料補助金）、持続不可能な生産を奨励し（農業・漁業）、不公正な
競争をもたらす。そして、最も貧しい消費者を助けることが政策意図であった場合においてさえも、
それに失敗し、食料安全保障とエネルギー安全保障を損なうことにもなりかねない。

　数多くのAPEC 参加国・地域やそれ以外の世界貿易機関（WTO）加盟国・地域は、この種の
補助金に対処するために、現行のWTOルールの改革を提唱してきた。APEC 参加国・地域は、
WTO ルール改革とこうした補助金の最終的な撤廃に向けた決意を表明することで、この分野に
おけるリーダーシップを示すことができる。環境に有害な補助金の利用を現状より増やさないこと
に直ちに合意すれば、その決意をしっかりと確約することになるだろう。そうした姿勢は、低炭素
経済への移行も含め、強固な食料安全保障とエネルギー安全保障に裏付けられた持続可能かつ
包摂的な成長を実現するというわれわれ共通の目標達成に向けた取り組みを支援し、強化すること
になるだろう。
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提言：
▪WTO およびAPEC 地域における環境に有害な補助金に対する取り組みでリーダーシップを

示し、農業や漁業、化石燃料の非効率な利用に影響を及ぼすものも含め、こうした補助金を
段階的に廃止すべく尽力する。

D. 食料安全保障の推進　

　APEC を構成するすべての国・地域にとって、安全かつ十分な栄養ある食料へのアクセス確保
を含む食料安全保障の推進と持続可能な食料供給システムの構築は、依然として重大な懸念事
項となっている。こうした懸念は、大幅な人口増加、急激な都市化、天然資源獲得競争の激化、
技術変革、不安定な市場、気候変動、その他の環境問題に直面するなか、ますます緊急性を増
している。

　例えば、イノベーションや技術を活用したり、持続不可能な生産活動を促す市場歪曲的な補助
金を削減・撤廃したりすることで、環境を脅かすことなく生産量や生産性を高めることができれば、
食料安全保障に寄与する。イノベーションや技術は、モバイル・インターネットの普及を通じて農場
と市場を効果的に結び付け、フード・バリューチェーンにおける最新の農業プロセスやスマート農
業の普及を加速させる可能性がある。農産物・食料貿易が機能することも、供給と需要をより適切
にマッチングさせ、食料の入手・利用可能性を向上させることによって、食料安全保障の改善につ
ながる。

提言：
▪技術やイノベーションを活用して生産量と生産性の向上を図るとともに、モバイル・インターネッ

トを通じて農場と市場を効果的に結び付け、最新の農業プロセスの普及を加速させる。

▪革新的な情報通信技術を利用して、地方遠隔地にモバイル・インターネット・インフラを構築し、
通信オペレーターにインセンティブその他の政策面での支援を提供する。

▪官民パートナーシップを推進し、農業部門を対象とするコンサルティング、訓練、情報共有の
ためのプラットフォームの開発を支援するようインターネット企業に働きかける。

▪食品ロスや食品廃棄を減らすためにも、フード・バリューチェーンにおけるスマート農業の普及
を推進する。

▪IT に基づくフード・サプライチェーンの総合管理がどのような役割を果たし得るかを調べる。

▪食料貿易や関連サービスの妨げとなっている関税・非関税障壁を削減もしくは撤廃するなどし
て、アジア太平洋地域における食料貿易の自由化をさらに推し進める。

E. スマートシティの推進
　世界人口の増加とともに、急激な都市化がもたらされた。2050 年までに、60 億人を超える人々
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が都市部に居住することになる。都市は、世界のエネルギー消費と温室効果ガス排出量の約 70％
を占めている。したがって、都市インフラや都市関連技術のイノベーション、すなわちスマートシティ
は、エネルギー・環境問題に取り組むうえで重要な役割を果たし得る。世界中の都市は共通の課
題に直面している。急激な都市化は、交通、物流、医療、治安、防災、老朽インフラ、産業開
発の各分野におけるものも含め、数多くの問題をもたらした。ABAC は、スマートシティのための
情報通信技術や各都市内および都市間の円滑なデータの流れがもたらす恩恵を認識している。第
５世代移動通信システム（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）、仮
想現実（VR）、先端材料といった新技術を基盤とするデータ主導型スマートシティや、公共サービス、
スマート空港、公安、環境保護、医療も含むスマートシティ＋は、持続可能な都市経営からエコシ
ステムの構築、市民との関わりの強化まで幅広い領域で、データの自由な流れの実現に寄与し得る。

提言：
▪エネルギー・環境問題および急激な都市化に伴う諸問題に対処するために、スマートシティ開

発を推進する。

▪各都市内および都市間の円滑なデータの流れ、すなわち「データ主導型スマートシティ」がも
たらす恩恵を認識する。

▪域内におけるベスト・プラクティス活用を促す開かれたエコシステムの恩恵を認識する。

▪APEC 参加各国・地域で実践されているさまざまな慣行を評価し、その結果を共有する。

▪国内戦略を立て、新技術の開発と社会的受容を促す。

▪APEC 地域全体でベスト・プラクティスを共有し、対話と情報共有の仕組みづくりを奨励する。

▪整合的かつ相互運用可能なセキュリティ・リスク管理枠組みの重要性を認識する。

Ⅶ．結論
　APEC 地域はさまざまな大きな課題に直面している。特に重要なのは、貿易摩擦と保護主義の
台頭、気候変動の緩和と経済的影響、そして、包摂性を推進しつつデジタル経済にどう備え、
その機会をどう生かしていくかといった問題である。こうした課題に取り組むにあたり、APEC は、

「自由で開かれた貿易・投資を擁護し、地域経済統合を推進・加速し、経済・技術協力を奨励し、
人々の安全を確保し、企業にとって好ましい持続可能な事業環境を醸成することによって、活力に
満ち、調和のとれたアジア太平洋コミュニティを構築する」という使命に忠実であり続けなければ
ならない。

　本年、APEC は創設 30 周年の節目を迎える。次なる10 年間さらにはその先の将来にわたり、
APEC が妥当な存在であり続けることが課題である。
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WTO：持続可能な繁栄と包摂的成長の基盤

　世界貿易機関（WTO）とその前身である関税及び貿易に関する一般協定（GATT: General 
Agreement on Tariffs and Trade）は、70 年以上にわたる世界の繁栄をもたらす一要素となった
多角的貿易ルール体制を確立・維持し、企業、地域社会、途上国を含む各国・地域にダイナミッ
クな成長機会を生み出してきました。WTO のルールによって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ることで、企業は世界中の市場で安心して、より低いコストで取引と事業を
行うことができます。拘束力のある紛争処理を通じた貿易ルールの実施によって、事業計画、事
業活動、投資にとって不可欠な確実性は相当程度、確保されてきました。さらに、WTO は、貿
易の拡大、経済成長、雇用創出を促し、世界中の貧困削減にも寄与してきました。

　WTO 体制が提供する利益は、その権威と有効性によってもたらされるものです。同体制が少
しでも弱体化するようなことがあれば、それは深刻な問題です。市場アクセスが予測不可能になり、
WTO における約束が守られず、市場が不安定化し、バリューチェーンに支障をきたすようなことに
なれば、企業や投資家の信頼が損なわれることになります。貿易紛争が独立したルールに基づく
仲裁によって解決されない世界の行く末は、非常に憂慮すべきものとなるでしょう。そのような行動
は不確実性を高め、企業を包摂性と強靭性に乏しいビジネス・モデルに導くこととなり、質の高い
雇用を生み出しにくくなるでしょう。

　とはいえ、前身である GATT を引き継ぎ、その発足から合わせて 70 年以上になる現行の
WTO 体制は、急速に変化するグローバル経済についていけていないと、アジア太平洋地域の経
済界は認識しています。WTO の司法機能、立法機能、行政機能はさまざまな面において改革を
必要としています。例えば、以下が含まれます。

▪われわれは、各加盟国・地域に、WTO上級委員会委員任命問題に早急に対処するよう要請しま
す。WTOの紛争処理メカニズムが有効に機能するためには、2019年12月までに上級委員会の欠
員がすべて補充されなければなりません。APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business 
Advisory Council）は、WTO加盟国・地域間で紛争処理制度を有効に機能させるための改革が
議論されていることを歓迎します。

▪ドーハ・ラウンドの積み残し課題は、農業、サービス、ルール分野の交渉再開を通じて対処される
べきです。

▪WTO加盟国・地域は、政策とその実践における透明性に関する義務を尊重し、長期にわたる不
履行に対する説明責任を直ちに問われるべきです。

▪経済界は、電子商取引の貿易関連側面に関する交渉など、WTOのルールに21世紀の経済モデル
と企業の懸念をより適切に反映させようとするWTOのイニシアティブを歓迎します。ABACは、サ
プライチェーンの連結性やデジタル経済に関する問題について、このプロセスに有益な情報を提

添付：WTO に関する ABAC ステートメント
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供すると思われる広範な検討を手掛けてきました。

▪WTO加盟国・地域は、ABACの「非関税措置に関するWTO整合的な分野横断的原則（Cross-
Cutting Principles on Non-Tariff Measures（NTMs） / Non-Tariff Barriers （NTBs））」を
活用し、非関税障壁をより迅速かつ効果的に特定し、対処するための仕組みを構築すべきです。

▪最後に、複数国間（プルリ）のWTO交渉は、特定分野でより意欲的もしくは新たなルールへ進む
意志のあるすべての加盟国・地域に開かれ、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となることを意識して行われるべきです。

　ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、進化するビジネス・ニーズとビジネス・モデルを反映さ
せるなど、WTO を支え、改革を推し進めるために建設的に関与するよう要請します。ABAC は、
WTO 改革というAPEC 参加国・地域と共通のコミットメントをすべての当事者にとって適切な制
度の体制につなげなければならないと固く決意しています。

APECビジネス諮問委員会（ABAC）
2019 年４月




