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ABAC新型コロナウイルス感染症（COVID-19）報告書
経済回復とレジリエンス向上への道筋の構築

Ｉ． 序言
　世界経済は、未曽有の公衆衛生および経済上の危機である新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）のパンデミック（世界的大流行）の影響で揺らいでいる。この危機は、世界中の国・
地域に深刻な影響をもたらし、多くの人命を奪うとともに、個人の生活や事業の存続、各国・地域
内および世界全体の経済成長に大きな打撃を与えている。

　しかし、直接的な影響が甚大であると同時に、長期的展望も深く憂慮される。今回のパンデミッ
ク以前から、アジア太平洋地域の経済は保護主義の台頭に揺さぶられてきた。そしていま、重大
な需給ショックに見舞われている。世界貿易機関（WTO：World Trade Organization）では、世
界の貿易量が最大 32％減少すると予測している。APEC 政策支援ユニット（PSU：APEC Policy 
Support Unit）は、長年の世界の成長エンジンであるAPEC 域内の 2020 年の国内総生産（GDP）
が過去最大となる2.7％の減少を記録すると予測しているが、この予測値は新型コロナウイルスの
封じ込めに成功し、適切な経済対策が実施されることを前提条件としており、そのどちらも決して
確実ではないため、実際の減少幅がこれより大きくなる可能性も十分あり得る。

　短期的・中長期的にパンデミックに効果的に対応するには、域内協力とリーダーシップに加え、
官民の連携が欠かせない。1994 年に APEC 首脳が合意した「平等なパートナーシップ、責任の
共有、相互の尊敬、共通の関心および共通の利益」というAPEC の基本的価値観がこれほど求
められたことは今までなかった。新型コロナウイルス感染症がもたらす数々の脅威に対処するため、
またアジア太平洋地域が直面するおそれがある将来の危機に備えて、開かれた市場と差別がない
という原則を引き続きわれわれの基準とすべきである。新型コロナウイルス感染症のパンデミック
が喫緊の課題であるのは間違いないが、社会経済に重大な損害をもたらすおそれがあるもう一つ
の世界的危機、気候変動問題への取り組みもさらに進めていかなければならない。一部の国・地
域ではすでに気候変動の悪影響を受けており、近い将来その影響を被る国・地域がさらに増える
ことを踏まえると、このパンデミックを克服する機会をとらえ、アジア太平洋地域においてより持続
可能な低炭素社会づくりに取り組むべきである。

　本報告は、本年３月下旬に APEC 各国・地域の閣僚に宛てた書簡の内容を拡大したものであり、
２つのパートから成る。パート１「パンデミックの喫緊の影響への対応」では、われわれが考え
るAPEC 参加国・地域が短期的に取るべきパンデミック対策を提示しており、中長期的に持続す
べき対策もこれに含まれている。パート２「経済回復とレジリエンス向上への道筋の構築」では、
APEC 域内で今後直面すると予想される混乱した経済状況における産業界の懸念と優先課題をま
とめている。
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II．パンデミックの喫緊の影響への対応

Ａ．物品・サービスおよび投資の開かれた市場の維持

１．不可欠な医療用品ならびに基本的衛生用品や食品などの必需品に対する不当な輸出制限・
禁止措置を解除する

　世界規模のパンデミックに立ち向かうには協調的なグローバル対応が必要となる。高度に統合さ
れ相互につながった世界では、パンデミックと闘うために不可欠なツールを自国・地域内だけで賄
おうとしても無理がある。食料などの輸出制限・禁止措置は、パンデミックを長引かせ、さらに大
きな被害をもたらす。同じように、パンデミックとの闘いに欠かせないツールの輸入障壁の撤廃にも
十分な根拠がある。開かれた差別がない市場であれば、物品やサービスが最も急を要している人
たちに確実に届くようになる。さらに、域内での継続的な投資はパンデミックによる経済の低迷に
対処するために重要であり、外国直接投資を抑制し妨げるような過度に厳しい措置の導入は回避
すべきである。

　われわれは 2020 年５月５日付のAPEC 貿易担当大臣による共同声明を歓迎するとともに、「こ
の困難な時期に貿易・投資の流れの継続を確保するために、開かれた市場を維持すること、およ
び自由で、公正で、差別なく、透明性のある、予見可能でかつ安定した貿易・投資環境を実現す
るために協働すること」を確約したこの声明に勇気づけられている。APEC 域内および WTO で
の多国間の取り組みの成果を通して、APEC はこうしたコミットメントの具現化を主導すべきである。

提言：
・一部の APEC 参加国・地域がすでに実施しているように、合意されたリストの不可欠な医

療用品に対する不当な輸出制限・禁止措置をすべて解除する。こうした制限措置は、継続
される場合でも、的を絞り、目的に照らし相応かつ透明性があり、一時的でなければならず、
危機的な不足を緩和する目的でのみ適用されなければならない。

・障壁の凍結にセクター別のアプローチで取り組み、合意されたリストの不可欠な医療用品
や基本的衛生用品に対する関税と非関税障壁の撤廃につなげる。

・国際民間航空機関（ICAO：International Civil Aviation Organization）による「公衆衛
生回廊（PHC：public health corridor）」と呼ばれる感染対策指針の受け入れを検討する。
現状では入国制限の実施に一貫性がなく、個人用防護具（PPE：personal protective 
equipment）や医療用品の納入に混乱が生じている。PHC の策定はその指針を満たす貨
物機乗務員を追加入国要件から免除するよう国・地域に促す重要な一歩である。

・４月 22 日付の WTO の声明の中で一部の APEC 参加国・地域がすでにその実行を約束し
ているように、不当な輸出制限措置の解除、非関税障壁の撤廃、バリューチェーンの強化、
透明性の向上によって、食品と農業の貿易を下支えする。
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・外国直接投資を制限し妨げる措置の導入を阻止することにより、外国直接投資の流れを円
滑化する。投資制限措置が導入される場合、対象を絞り込み、迅速な見直しのプロセスを
組み込むべきである。

２．不可欠なサービスの貿易障壁に対処する
　不可欠な医療用品や生活必需品の貿易は、多くのサービスに支えられて実現している。物流、
金融、法務、情報通信技術（ICT：information and communication technology）サービスなど
がこれに含まれる。こうしたサービスに対する障壁の削減（例えば、通関プロセスの迅速化や、輸
送業者向けの検疫方法の導入など）は、パンデミックが医療や経済に与える影響への取り組みを
さらに支援する。

　同様に、医療従事者をはじめとする不可欠な人材の域内移動を可能にすれば、最も必要とされ
ているところでサービスを提供できるようになるが、査証政策や行政の対応力不足がこれを阻害す
るおそれがある。不可欠な人材の移動を円滑にするため、特別査証や労働許可、その他 APEC
ビジネス・トラベル・カード（ABTC：APEC Business Travel Card）モデルの活用など、新しい
アプローチの構築を奨励する。

提言：
・空路、海路、陸路で必需品を輸送する貨物運送事業者の検疫プロセスを変更し迅速化する

など、国境をまたぐ物流機能を維持する措置を講じることに力を尽くす。

・医療従事者をはじめとする不可欠な人材によるパンデミック対応のための国境をまたぐ移
動を円滑化するために、特別査証や ABTC をモデルにした新たな仕組みなど、新しいアプ
ローチの構築を含む具体的な取り組みを行う。

・不可欠なインフラや人材を含む「不可欠なサービス」を明確にすることで、一貫した定義を
策定するために可能な限り協力する。不可欠な人材に関するグローバル・プロトコルには、
今後パンデミックが発生した際、パイロット、トラック運転手、船員などの人材による国境
をまたぐ移動を容易にする規定を盛り込むべきである。域内の各国・地域がそれぞれ異な
る措置を取る寄せ集めのアプローチでは、実際のパンデミック対応が複雑になりかねない。

Ｂ．サプライチェーンの混乱の最小化
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、製品、食料、エネルギー供給のサプライチェー
ンに混乱が生じると同時に、危機対応に欠かせない物品の貿易の必要性が高まっている。サプラ
イチェーンの機能維持、貿易の円滑化、混乱の最小化に向けて、APEC 参加国・地域が一致団
結して取り組むことが緊要である。

　そのために、各国・地域は、合意された物品リストならびにガイドラインやプロトコルを基に簡素
化された様式とプロセスを用いて、海港と空港の両方で不可欠な医療用品やその他必需品の通関
手続きを優先して迅速に行うべきである。緊急貨物については、環太平洋パートナーシップに関す
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る包括的及び先進的な協定（CPTPP：Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership）の規定がモデルとなり得る。デジタル技術の活用ならびに製品規格認定プ
ロセスの迅速化や柔軟化などを通じた貿易円滑化措置の具体的な改善も、貿易と市場の混乱を軽
減するにあたって重要となる。APEC は危機発生時に使用する「緊急対応ガイドライン（Guidelines 
for Emergencies）」の策定を進めるべきである。

　APEC 域内では、グローバル・バリューチェーン（GVC：global value chain）モデルに基づく
サプライチェーンが効果的に構築され、域内経済成長の急速な拡大に寄与したことにより、発展
途上の国・地域が物品・サービス貿易に参画できるようになった。15 の国・地域が参加する地域
的な包括的経済連携（RCEP：Regional Comprehensive Economic Partnership）の締結交渉
が大詰めを迎え、CPTPP 参加国・地域の今後の拡大が見込まれるなか、さらなる成長が期待さ
れている。一部の国・地域ではサプライチェーンのレジリエンス向上の観点からリショアリング（製
造拠点の国内回帰）やニアショアリング（近隣国への拠点移転）が検討されているが、APEC は
脱グローバル化のいかなる動きも阻止し、サプライチェーンの混乱を最小化する最も有効な手段と
して、貿易・投資の自由化をはじめとする経済統合の重要性を再確認する必要がある。サプライ
チェーン・ネットワークを強化するために、デジタル技術を活用して、発展途上の国・地域や零細・
中小企業（MSME：micro, small and medium enterprises）、スタートアップが貿易に参画できる
ようにすべきである。APEC 参加国・地域は連携してデジタル・ネットワークを支え、能力構築を
促す域内統一ルールの策定を推進すべきである。

　APEC 参加国・地域などによるサプライチェーンと貿易の機能を維持する取り組みを大いに歓迎
する。特にわれわれが称賛したのは、パンデミック下でも貿易の流れを妨げずに、サプライチェー
ンの連結性を確保することへのコミットメントを再確認したオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、
ニュージーランド、シンガポールを含む９の国・地域による４月６日付の閣僚共同声明と、シンガ
ポールとニュージーランドの間で４月15日に締結されたサプライチェーンと食品など必需品に関する
協定、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、韓国、シンガポールによる物品・サービスの流
れと人の不可欠な移動の円滑化に向けた行動計画に関する５月12 日付の閣僚共同声明である。わ
れわれは APEC の全参加国・地域に対し、サプライチェーンと市場の機能を有効に維持するため
の個別的かつ具体的な取り組みを行うことを要請する。

提言：
・ニュージーランドとシンガポールの間で４月15 日に締結された協定のように、サプライ

チェーンの機能と食料貿易の流れを維持するための協定を締結するとともに、WTO におけ
る同様の多国間協定の策定を主導する。

・脱グローバル化のいかなる動きにも抵抗し、多角化を促すことによって、開かれた、安定的
かつ安全なサプライチェーンを確保する。

・「必需品」の定義を盛り込んだ APEC 緊急対応ガイドラインと緊急時の行政・通関手続き
の迅速化の指針を策定する。
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・貿易円滑化措置の具体的な改善を行い、サプライチェーンの監視やデジタルを活用した越
境プロセスなどにデジタル技術を可能な限り活用し、緊急時には製品規格と適合性評価に
迅速かつ柔軟なアプローチを採用する。

Ｃ．各国・地域や企業の個別事情を踏まえた零細・中小企業（MSME）に対する経営課題対
応の支援

　MSME は今回のパンデミックによって過度な影響を受け、資金繰りリスクや信用リスク、需要と
供給双方の深刻な縮小に直面しており、アジリティ（機敏性）や対応するためのリソースが限られ
るため身動きがとれない状態にある。

　どのような状況にも適用できる万能の解決策はない。すべての MSME が同じような支援を必要
としているわけではなく、小規模企業の中には、支援を受けても存続できない企業もある。それ
ぞれの状況で、とりわけその目的が危機下での事業存続（「再出発（re-start）」）か、危機が過ぎ
るのを待つ間の資産保全（「再開（re-open）」）かで、異なる種類の支援が求められているかもし
れない。APEC 参加国・地域は、MSME の個別課題の軽減に資する一連の対策を策定すべきで
ある。

　支払い能力問題に対処するため、APEC 参加国・地域は適切に設計された支援プログラムにより、
自力での存続が困難な小規模企業や中規模企業の早期再建を促し、破綻企業の経営者による再
出発を早める個人破産制度を整備することができる。

　MSME のデジタルトランスフォーメーションを支援することにより、MSME は金融、市場、技術
へのより適切で安全なアクセスを確保し、レジリエンスを高めることができる。ここ数年の間に多く
の国・地域が政策改革や規制改革にすでに着手し、デジタル技術の導入と活用に向けたエコシス
テムの改善を図っているが、新型コロナウイルスによって、企業や政府はこうしたプロセスの前倒し
を余儀なくされている。相互運用可能な開かれた銀行や、デジタル・アイデンティティと「顧客本人
確認（KYC：Know Your Customer）」の要件、国・地域内の活動と越境活動におけるデジタル
文書の利用拡大、MSME がデジタル技術をもっと使いこなして金融へのアクセスを拡大できるよう
にする能力構築に関連するものも含め、APEC は MSME の金融包摂に資するより強固な環境を
つくり、金融包摂をさらに進める取り組みを強化すべきである。

　APEC 参加国・地域は、規制障壁を取り払い、国・地域内取引や越境取引を円滑にすること
ができる金融包摂の拡大に向けたパイロット・プロジェクトを支援すべきである。銀行口座を持た
ない人々を対象とした取り組みも、ASEAN 金融イノベーション・ネットワーク（AFIN：ASEAN 
Financial Innovation Network）などの国際金融イノベーション・プラットフォームを通じて域内で
拡大することができる。

提言：
・提供する支援の内容を適宜変えながら、企業のニーズや目的に応じた支援策を策定する。
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・デジタルトランスフォーメーションを可能にするより強固な環境の整備と能力構築を通じて、
MSME の金融包摂と貿易への参画を高める取り組みを強化する。

・MSME や各国・地域の個別事情に合わせた一時的な支援措置と緊急融資制度により、必
要に応じて流動性問題を緩和する。

・個人破産制度を整備し、適切に設計された支援プログラムを必要に応じて導入することに
より、自力での存続が困難な企業の早期再建を促し、破綻企業の再出発を早める。

・MSME による貿易への参画を支援し、従業員の保護と事業再開に必要な個人用防護具
（PPE）および医療用品などの必需品ならびに不可欠なサービスへのアクセスを確保するた
めに、通関手続きを簡素化し調整する。

・デジタル政策枠組みの分断化の克服と、MSME がよく利用するサプライチェーンや金融取
引の組織的なデジタル化の推進に向けて連携を図るため、域内での討論の場を提供する。

・規制障壁を取り払い、国・地域内取引や越境取引を円滑にすることができる金融包摂の拡
大に向けたパイロット・プロジェクトを支援する。

・MSME とマイクロファイナンス金融機関に対し、業務やプロセスのデジタル化を奨励でき
るように法律や政策、規制を見直す。

・地域産業を支援し、地域経済を後押しするために、消費者需要を喚起する支援策を提供する。

Ｄ．デジタル連結性の活用
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、経済参画を促進し、包摂的成長を牽引する強固
なデジタル連結性の重要性を浮き彫りにしている。連結性には、デジタル経済の根幹を成す物理
的インフラ資産だけでなく、社会がデジタル連結性から最大の恩恵を得られるようにする規制制度
や支援の仕組みも含まれる。社会では仕事や教育、買い物、医師の診療、役所とのやりとりなど、
日常生活に不可欠な活動を可能な限りオンライン化することによって、パンデミックに対処している。

　デジタル連結性への依存の高まりは、世界中の通信ネットワークに大きな負担をかけている。
APEC 参加国・地域の間では、外出自粛令が出されて以来、固定ブロードバンド・ネットワークの
使用率が大幅に高まり、20 ～ 70％の間で推移している。各政府は固定およびモバイル・ブロード
バンド・ネットワーク全体のトラフィック増加に対応するため、パンデミック中は利用可能な周波数
帯を一時的に開放して、ネットワークの拡張を急ぐことを迫られている。こうした周波数帯を可及的
速やかに展開し、最も効率よく活用できるようにするために、周波数帯の一時的な使用を、当該周
波数帯を補完できる既存の周波数帯を保有するサービス事業者に認めるべきである。こうしたサー
ビス事業者が、その周波数帯を迅速に展開できる能力（技術力、資金力、補完的周波数帯）を持っ
ていることが極めて重要である。一方、新型コロナウイルス感染症は、「APEC インターネットおよ
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びデジタル経済に関するロードマップ（APEC Internet and Digital Economy Roadmap）」なら
びに「APEC 連結性ブループリント（APEC Connectivity Blueprint）」のさらなる実施によって、
デジタル技術開発を加速するまたとない機会も提供している。

　インターネットにつながっている世界の 53％の人々は、デジタル連結性によって日常生活の継続
が可能になり、大きな恩恵を受けている。しかし、日常生活に不可欠な活動のオンライン化がま
すます進むなか、ブロードバンド・インターネット・アクセスにおける既存の格差が、都市部と遠隔
地、貧困層と富裕層の間のデジタル・デバイド（情報格差）を一層深刻化させようとしている。こ
の現象は APEC 参加国・地域内と参加国・地域間の両方に当てはまる。こうした状況を踏まえると、
各国・地域が短期的措置を講じ、社会のすべての人々がパンデミックに伴いオンライン化された日
常生活に不可欠な活動に引き続き従事できるようにすることが極めて重要である。この機をとらえ
てデジタル連結性向上に向けた協力を強化することによって、非常に大きな潜在力を最大限に引き
出し、将来の経済成長の新たな牽引役を生み出すことができる。

　遠隔医療や遠隔授業、デジタル政府などの遠隔アクセスを実現するには、ブロードバンドや安全
な接続性に加え、デジタル認証の技術とプラットフォームが欠かせない。認証は、サービス事業者
と顧客がリモートでつながる際の信頼感を高める。

　政府が経済支援や医療支援を市民に提供する際に、重複を避けつつ、すべての対象者に確実
に支援が届くようにするためにも、適切な認証は極めて重要である。

提言：
・すべての人にとってより安全で使いやすい低廉なデジタル・インフラの構築を促す。

・パンデミック中はネットワークの拡張を急ぐため、周波数帯を一時的に開放する。

・既存の通信インフラに対して必要な保守・更新を実施できるように、通信企業の従業員を
不可欠な人材に分類する。

・ネットワーク機器を不可欠なインフラに分類するとともに、交換機器を確実に確保できるよ
う通関などの手続きを円滑化する。

・インターネット・アクセスや各種機器へのアクセスを拡大する支援策を提供する。

・ 通信事業者に対し、パンデミック期間中および将来の同様の問題発生に備えて、アクセシ
ビリティを高めるネットワーク計画の策定と構築に向けた戦略的アプローチの検討を促す。

・サービスが十分に届いていない人々のための情報通信技術（ICT）インフラへの投資を増
やすとともに、すべての人々に接続が行き渡るよう促すユニバーサル・サービス補助金など
の政策を導入することによって、デジタル包摂を促進し、デジタル・デバイドを解消する。
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・拠点取得プロセスを簡素化する政策を導入することにより、事業者により多くの拠点リソー
スを提供し、展開の加速化と既存インフラの強化を図る。

・デジタル・サービスへの信頼を高めるため、デジタル認証技術とプラットフォームの構築を
促進する。

・新しい技術を支援インフラとして活用し、包括的なデジタル連結性を必要とする「非接触型
経済」を推進する。

・通信ネットワーク機器・製品の供給に対する不必要な規制による制約を解除し、通信事業
者と通信サービス事業者が自社ネットワークや関連製品・サービスを支える技術を自由に選
択できるようにする。

・「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」の実施を推し進める。

１．データの流れ、個人情報保護、追跡・観察
　新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、労働者や企業のリモート業務、サプライチェーン
管理、パンデミックへの適応を可能にするデータや技術の重要性を浮き彫りにしている。匿名加工
データならびに予測解析、人口知能（AI）、機械学習の利用は、感染拡大状況の把握やパンデミッ
クに伴うリスクの管理を支えるうえで重要な役割を果たしている。

　国境をまたぐデータの流れの制限は、こうしたツールの運用を妨げ、パンデミック対応を遅らせ、
企業のコストを押し上げる。このような制限は、さまざまな規制上の目的、特に個人情報保護、セキュ
リティ、経済発展、インターネット・アクセスと制御、金融規制と法執行などへの取り組みを意図し
たものかもしれない。したがって、規制当局や法執行機関によるデータ・アクセスを可能にするた
めに、上記の課題をめぐる懸念に対処しながら、データ共有やデータ・アクセスの仕組みを提案す
ることには意義がある。APEC が「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」
に基づいて、国境をまたぐデータの流れを不必要に妨げずにこれらの目標に取り組む政策を策定す
ることが重要である。

　多くの国・地域では、時間と労力がかかる手作業の仕組みに代えて、検査や検疫の管理を改善
するため、感染拡大を追跡・観察するデジタル技術の展開を目指しているが、個人情報を保護しな
がら技術の普及や相互運用性を最大化するために注意を払う必要がある。MaaS（サービスとして
の移動）やデジタル・フェンシング（digital fencing）などに関するベスト・プラクティスを共有する
ことによって、各国・地域でこうした課題の継続的な管理を強化できるようになる。

提言：
・パンデミックが収束するまで、基本的な個人情報保護、セキュリティ、競争上の課題に対処

できる限り、国境をまたぐデータの流れに対するすべての追加制限措置の停止に踏み切る。
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・健康データやワクチン治験データ、および、必要となった場合には接触追跡アプリデータを、
最終的に安全に共有できるようにするため、個人情報保護制度間の相互運用性を促進する。

・新しい技術や進化する技術に関連するものも含め、これらのデータの利用・管理の原則（に
加え、必要に応じて規制枠組み）を策定する。

・各制度が国境を越えて相互運用可能になるよう力を尽くすとともに、テキストメッセージを
賢く利用し、個人のプライバシーを侵害せずに明確なコミュニケーションを確保するといっ
た隔離監視用のデジタル・フェンシングに関連するものも含め、ベスト・プラクティスを共有
する。

・国・地域内の法令と規制、ならびに、国・地域レベルでの個人情報保護およびセキュリティ
上の懸念を認識しながら、国境をまたぐデータの流れを確保するための原則、枠組み、良き
規制慣行（good regulatory practices）、国際標準、ならびに自由貿易協定などの規定を
含む相互承認協定を策定する。

・国・地域内規則の基盤となり得る消費者保護およびサイバーセキュリティに関する APEC 域
内全体の国際標準づくりに力を尽くし、規制のばらつきを最小化する。APEC プライバシー・
フレームワーク（APEC Privacy Framework）がその実施方法のモデルとなる。

・自国・地域内の規制を国際標準と整合性のとれたものにしたいと望む国・地域に支援を提供
する。

・国境をまたぐデータの流れを含めた良き規制慣行を推進する取り組みを拡大する。取り組み
にあたっては、すべての新しい規制について、国境をまたぐデータの流れへの影響を含む規
制の影響評価を奨励するとともに、データの流れに影響を及ぼす規制を事前に公表し、当
該規制の合理的根拠を説明したうえで、代替案を検討することに合意し、すべての関係者に
規制案について意見を述べる機会を与え、最終的に取られた方針について理由を公表する
ことによって、透明性を促進する。

２．サイバーセキュリティ 
　パンデミックに直面するなか、適切なサイバーセキュリティ慣行の重要性が増している。在宅勤
務や在宅学習を行う人が増えるに伴い、フィッシングメールや高度標的型攻撃など組織的なサイバー
攻撃が著しく増加している。

・政府や企業に対し、情報システムが複数のセキュリティ層で構築されていること、従業員が
適切なサイバーセキュリティ慣行の訓練を受けていることを保証するよう促す。サイバー攻
撃を受けた場合は、直ちに中央指令センターを設置して従業員を管理するとともに、従業
員や広報との信頼を築くためのプロトコルを策定すべきである。
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・サイバーセキュリティの脅威に対するベスト・プラクティスに関する情報共有を含め、
APEC 電気通信・情報作業部会（TEL：APEC Telecommunications and Information 
Working Group）におけるサイバーセキュリティの取り組みを強化する。クラウドサービス
に関する明確なサイバーセキュリティ・ガイドラインがあれば、APEC 域内全体で一貫した
アプローチを確保するのに役立つ。

・サイバー上の脅威に対応して制定された規制が目的に十分適っており、デジタル経済の発展
を不必要に妨げていないことを確保する。

３．電子商取引
　対面での交流を制限する政府命令が電子商取引の成長を加速させるなか、WTO の電子商取引
交渉は、電子商取引の国際規範づくりの重要な機会を提供している。これは、これまで積極的に
電子商取引交渉に取り組んできた APEC 参加国・地域が、WTO の電子商取引に関するアジェン
ダを定め、影響力を及ぼす機会である。

提言：
・電子商取引交渉を積極的に進めるとともに、優れたガバナンスの原則を反映し、消費者の

信頼を守り促進しながらデジタル保護主義に対抗する能力を各政府に与え、包摂を促し、
真の商機と経済成長を生み出す協定の締結に向けて力を尽くす。

III．経済回復とレジリエンス向上への道筋の構築
　各国・地域で感染拡大の第１波が収束した状況にあるなか、今後に備えたレジリエンス向上を
含め、経済回復に向けた道筋をつけることに政策立案者が注意を向ける必要があるのは明らかで
ある。例えば、物品・サービスおよび投資の開かれた市場が維持されなければならず、サプライチェー
ンは混乱に対する強靭性を高めなければならない。また、MSME は「非接触型・キャッシュレス」
経済に向けた準備を整える必要があり、日常的な活動のオンライン化が進むなかオンライン・サー
ビスの低廉性と信頼性を確保するためにデジタル連結性が強化される必要がある。

　パンデミックがもたらす課題が今後何年も継続することを踏まえ、長期にわたる協調的な取り組
みの重要性を示した３つの提言に焦点を当てる。

Ａ．経済回復における貿易と持続可能性の中心的役割の支持
　開かれた市場を維持することが世界的危機の長引く影響の最小化に資することは、歴史が証明
している。例えば、2008 年の世界金融危機の際、各国・地域の首脳は新たな成長を促す輸出入
や投資に新しく制限を課すことを１年間控えることを約束した。

　今後貿易と成長が急激に縮小するとの見通しが引き金となり、政策立案者は当然の流れとして、
景気刺激策など経済回復を支えるさまざまな経済対策の検討を進めている。各国・地域は、これ
に伴って新たな歪みが生じるのを回避する方法を模索しなければならない。貿易の活性化も、最
も脆弱な国・地域や企業、労働者などにとって極めて重要になる。開かれた市場と差別がないと
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いう原則を引き続きわれわれの基準とすべきであり、WTO のルールに基づく多角的体制は、こう
した取り組みの基礎を成す。APEC 参加国・地域は、WTO の基本的価値観と原則を守り、紛
争解決に関するものも含め、WTO の機能、ルール、コミットメント、運営の改善に向けて有意義
な進展を遂げるよう全力を尽くすべきである。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックが喫緊の課題であるのは間違いないが、人類と経済に
損害をもたらす重大なおそれがあるもう一つの世界的危機、気候変動問題への取り組みもさらに進
めていかなければならない。今回のパンデミックの影響と同様、差し迫った気候変動危機は、
社会で最も脆弱な立場にいる人々に過度な損害を与え、生活や生計に大きな混乱をもたらす外的な
物理的衝撃である。新型コロナウイルス感染症のパンデミックから学んだ苦い教訓は、より効果的
な危機管理には国・地域を超えた一定の協調と協力が欠かせないということである。いまこそ
低炭素経済への移行を進める時であり、より持続可能な発展を軸にパンデミックを克服する機会
である。

提言：
・物品・サービス貿易と投資に対する新たな障壁を設けない。

・WTO の基本的価値観と原則を守り、その機能やルール、コミットメント、運営の改善を通
して目的に適った組織にすることにより、WTO を支援する。

・より包摂的で持続可能な低炭素ビジネスと低炭素な国や地域の実現に向けて緊急に取り
組む。

Ｂ．国境再開計画の策定における連携
　各国・地域がパンデミックからの復興を果たすタイミングはまちまちであり、社会生活やビジネ
ス、国境を再開する時期や方法については、それぞれが独自の判断を下すことになる。各国・地
域やコミュニティでの感染再拡大の回避や、国境を越えた交流再開によるさらなる感染の回避につ
いては重大な懸念がある。効果的な公衆衛生対応に関する協調合意や、パンデミックに伴う医療
問題に関するコンセンサスを形成できれば、各国・地域による独自の意思決定を支えるだけでなく、
国境再開を模索する国・地域間の信頼醸成にもつながる。APEC ビジネス諮問委員会（ABAC：
APEC Business Advisory Council）は、秩序ある国境再開と検疫プロトコル策定の指針を提
供するために、主席医務官、公務員、APEC の全参加国・地域の産業界の代表で構成される
APEC の暫定調整機関を設置するよう提案する。

　APEC 政策支援ユニット（PSU）は、パンデミック対応計画に必ず組み込むべき構成要素と組
み込むことが望ましい構成要素のリストを作成したうえで、APEC 参加国・地域に対してパンデミッ
ク対応計画と政策ツールキットを策定するよう要請した。これは、パンデミックの各段階で取られ
るべき不可欠な公衆衛生対策と政策措置を特定するものである。ツールキットには、緊急公衆衛
生対策を立案し準備する能力のレベル差を反映すべきである。ABAC は、アジア太平洋地域が将
来の危機に有利に対処できるように、将来の課題に備えた計画を立てることを各政府に要請する。
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　われわれは各国・地域に対し、効率的かつ安全なビジネス往来を可能にする公衆衛生プロトコ
ルに早急に合意することを推奨する。プロトコルは、検査体制、検疫要件、出発前・到着時の要件、
追跡・観察要件、体温測定、マスク着用や対人距離確保などの新しい社会規範、保健衛生要件
の相互承認などの項目を網羅すべきである。これらの措置を取るにあたり透明性を確保することが
信頼回復の鍵となる。国境再開の時期と方法は各政府が判断する。しかし、域内の国・地域間の
連携と協調的な取り組みがあれば、こうした判断の助けになる。

　APEC 貿易担当大臣の共同声明を受けて、開かれた、安全かつ安定したグローバル・サプラ
イチェーンと産業チェーンを維持するために、往来制限の緩和に踏み切った国・地域もある。例え
ば、韓国と中国は、疾病管理原則を尊重しながら不可欠な人材の流れを保証するために、入国
時の検疫要件を簡素化する「業務渡航者向けの優先入国システム（fast track entry system for 
business people）」の導入に合意した。また、中国とシンガポールも、不可欠なビジネスや公用の
往来を円滑にするため「優先レーン」の設置に合意している。

　新型コロナウイルス感染症の封じ込めにある程度成功した地域の国・地域間で「トラベル・バブ
ル」をつくり出そうとする心強い交渉が進められていることに ABAC は注目している。他の国・地
域でも感染状況の落ち着きに伴い、こうしたトラベル・バブルを拡大させるべきである。

　域内経済が再開するなかで、ビジネス関係者の越境移動を可能にすることは、パンデミックか
らの回復の次の段階にとって極めて重要となる。世界的な保健安全保障の確保を支えながら経済
回復を加速させるために、APECビジネス・トラベル・カード（ABTC：APEC Business Travel 
Card）を活用できる。各国・地域が経済再開に向けて取り組むなか、域内の往来を可能にするた
め、ビジネス関係者のABTC に生体データを組み込む選択肢を検討するようABAC は提案する。
APEC 参加国・地域は、ビジネス往来を再開する際の優先権や、労働許可申請手続きの迅速化、
渡航先の国・地域での滞在可能日数延長などの関連するメリットをABTC 保有者に付与すること
を検討すべきである。生体データを含めるにあたっては、信頼性や安全性、個人情報保護の課題
を検討しなければならないが、そこから見込まれる利益はこうした議論を始める十分な理由となる。

提言：
・秩序ある国境再開と検疫プロトコル策定の指針を提供するために、主席医務官、公務員、

APEC の全参加国・地域の産業界の代表で構成される APEC の暫定調整機関を設置する。
この機関は、各国・地域と連携して情報を共有するとともに、合意された基準に照らして入
手データを評価し、プロトコルを策定して、APEC の全参加国・地域が可能な限り迅速か
つ安全に国境を開き、他国・地域との交流を本格再開する時期と方法を判断できるように
する。

・将来の危機に備え、APEC PSU のパンデミック対応計画チェックリストを、ビジネス界の
意見を取り入れて、域内政策ツールキットに進化させる。

・必要不可欠なビジネスや公用の往来を円滑にするため、優先入国システムの利用を拡大
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する。

・ポスト・コロナ時代の安全なビジネス往来の促進に向けて、ABTC の可能性を探る。

Ｃ．持続的な回復に向けた域内枠組みの構築
　相互に深くつながった世界や地域においては、国・地域が独立して繁栄することはない。したがっ
て、われわれは長期にわたり協調して取り組んでいかなければならない。また、パンデミックがも
たらす課題のなかには、今後何年も継続していくものもある。断片的な対応は効果がないばかりか、
危機からの回復力を阻害するおそれもある。最終的な回復に向けた域内全体の枠組みがあれば、
ポスト・パンデミックの政策決定において、回復を促進するベスト・プラクティスの共有が可能にな
る。各国・地域は当然のことながら緊急支援策や長期的な景気刺激策を打ち出そうとしているが、
こうした対策は長期的な歪みを引き起こさない形で計画されなければならない。経済政策、財政・
金融政策、通商政策ならびに構造改革は、こうした長期的な視点を念頭に置いて設計されるべき
である。

　また、APEC 参加国・地域は、課題を特定し、学んだ教訓を明確に示すとともに、今後の状況
に一層入念に備えるために策定した解決策を取りまとめ、制度化しなければならない。例えば、国・
地域全体を網羅する感染症委員会の設置は、コミュニティの健康を守りながら産業界を支援する
解決策を導くうえで、大きな成果を上げている。過去数カ月にわたり、保健、貿易・経済、金融、
国際協力、交通、労働、国境管理に携わる各機関が参加して行われた多くの討論の中から、将
来的に展開できる有効な解決策が生まれている。

　多国間機関は世界の安定を取り戻すうえで重要な役割を担っており、APEC はこれらの機関と
協働しなければならない。APEC はそれ以外の国際フォーラムや国際機関とも協力することが求め
られる。これらの機関が力を合わせることが不可欠である。ABAC としても、政府に共同提言を
提出するために、経済団体が連携する必要性を認識しており、その成果を積極的に追求していく
所存である。

　ABAC は、現在すべての国・地域が非常に大きな財政課題とストレスを抱えていることを認識し
ているが、各国・地域の政府に対し、域内の最も脆弱なコミュニティに対する経済支援と開発支
援を維持するよう要請する。こうした支援はこれまで以上に重要性を増している。パンデミックが
健康、経済、社会にもたらす影響に対処するため、新興国・地域および発展途上国・地域を支援
することが急務である。援助や経済開発支援からの撤退もしくは支援額の削減は、最も支援を必
要としている国・地域に甚大な打撃を与えるおそれがあり、アジア太平洋地域全体に幅広く影響を
及ぼす可能性がある。

提言：
・新型コロナウイルス感染症のパンデミック下および収束後に世界の安定を取り戻すため、

必要に応じて他の多国間機関と協力する。
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・域内協定と国・地域内の政策指針の両方を含む、域内の回復に向けた枠組みを構築する。

・脆弱な発展途上国が経済再建を果たせるように、最も支援が必要な国・地域に対する能力
構築と技術支援を中心とした開発支援を維持し、可能であればこれを拡大する。

IV．結論
　一つの国・地域だけで、パンデミックやその医療、社会、経済への影響に対する解決策を見い
だすことはできないが、経験を共有し、開かれた市場を維持し、共に協力すれば、すべての人々
にとって最善の成果を得ることができる。域内協力や開かれた市場、統合、イノベーション、包摂
的で安定的かつ持続可能な成長を通じて、APEC 参加国・地域は地域社会の幸福、繁栄、安全
を達成できるとともに、将来の危機に対する強靭性を確保できるという基本理念をAPEC は堅持
し続けなければならない。

　上記に示した行動項目の具体的な進展を地域一体となって図っていくなかで、APEC 各国・地
域の閣僚や首脳が引き続き、適宜 ABAC の参加のもと、会合を持つことが極めて重要である。

　APEC がポスト2020 年のアジア太平洋地域のビジョンを策定するなか、新型コロナウイルス感
染症の現実を十分に反映することが重要となる。われわれはレジリエンスを基盤とし、力強く、持
続可能で、安定的かつ包摂的な成長を可能にする方法で、将来の「アジア太平洋経済コミュニティ

（Asia-Pacific economic community）」の構築に取り組んでいかなければならない。


