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● APEC 首脳への提言「統合、イノベーション、包摂 〜経済回復とレジリエンス向上に向けて〜」

APEC首脳への提言　ABAC2020 年版
全　文

Ⅰ．序言
　今、われわれは歴史上の大きな転換点を迎えており、かつてない困難を乗り越えるために大胆
な対応が求められている。世界は、100 年に一度の公衆衛生危機と1930 年代以来最大の経済上
の危機に直面している。

　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）とその影響について、
国際通貨基金（IMF）は「類例ない危機、不確実な回復」という言葉で表現している。2020 年
の世界経済成長率は、前回予想から1.9 ポイント下方修正され、マイナス 4.9％と予想されている。
APEC 政策支援ユニット（PSU：APEC Policy Support Unit）は、APEC 地域の経済成長率を
当初予想のマイナス 2.7％からマイナス 3.7％に引き下げた。世界貿易機関（WTO：World Trade 
Organization）は、2020 年の世界の貿易取引量が前年比 13 ～ 32％縮小すると予想していたが、
より最近の予想によると、縮小幅は 13％に近い数字に落ち着きそうである。ただし、経済回復の
軌道については、世界的に急速なV 字型ではなく長期的に弱い回復が続くL 字型にとどまるとの
見通しである。これらの予想値は、パンデミックに対する各国・地域の対応に大きく左右されるため、
通常より不確実性が高いことに留意すべきである。

　APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）の 2020 年の作業
プログラムは、「統合、イノベーション、包摂　～経済回復とレジリエンス向上に向けて～（Integration, 
Innovation, Inclusion: Moving Towards Economic Recovery and Resilience）」というテーマの
もと、アジア太平洋地域の回復に向けたニーズへの対応と将来の危機に対するレジリエンスの構築
に重点的に取り組むものとなっている。本提言書において、ABAC は、経済回復を加速させるため、
そして、アジア太平洋地域における持続可能で包摂的な経済成長と繁栄を実現するという共通目
標を推進するために、APEC 参加国・地域が取るべき行動を提言する。その内容は、先に、今
回のパンデミックの喫緊の影響への対応と経済回復への道筋の構築について取りまとめ、APEC
各国・地域の首脳および閣僚に提出した「ABAC 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）報告書」
に基づく。

Ⅱ.　統合　
　地域経済統合と自由で開かれた貿易と投資を実現することが、APEC 地域が今日の危機を切り
抜け、各国・地域の経済を回復軌道に乗せるための最も効果的な手段であることに変わりはない。
過去 30 年にわたり、この地域が急速な経済成長を果たし、大きな活力を享受し、何百万人もの
人 を々貧困から救い出し、劇的な繁栄を成し遂げることができたのは、APEC が開かれた市場を
堅持してきたことに負うところが大きい。引き続き多角的貿易体制を支持し、アジア太平洋自由貿
易圏（FTAAP：Free Trade Area of the Asia-Pacific）の実現と道筋協定の交渉推進に取り組
み、観光業の回復を推進するなど、サービス貿易と投資の強化を図ることが、迅速な経済回復の
達成に資するだろう。また、2015 ～2025 年を実行期間とするAPEC 連結性ブループリント（APEC 
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Connectivity Blueprint）を引き続き実施することも重要である。

Ａ . 多角的貿易体制の支持
　貿易と投資を世界経済の再構築の中心に位置付けなければならない。1930 年代の大恐慌と
2008 ～ 2009 年の世界金融危機は、貿易縮小に保護主義による拍車がかかると、景気後退がさ
らに深刻化し、長期化することを示している。一方、世界貿易機関（WTO）が掲げる開放性、無
差別、予見可能性、透明性の原則に基づく貿易は成長の活性化を促し、その恩恵は最も弱い立場
にある人々や国・地域にも及ぶ。WTO を中心とするルールに基づくグローバル貿易体制は、比較
優位を損なわせる市場の歪みの是正、貿易の恩恵を誰もが享受できる機会の創出、食料の安全
が確保できる適切に機能する市場の育成、持続可能性に反する政策に対する規制を後押しする。

　ABAC は、WTO が信頼され、時宜に適った意義を持ち、目的に適う存在であり続けなけれ
ばならないと認識している。このことは、進化し続ける企業ニーズやビジネスモデルを反映するた
めに不可欠であるとともに、企業や投資家の信頼を再構築するうえでも助けとなる。そのために、
ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、WTO 支持の姿勢をこれまで以上に強い表現で改めて
打ち出し、以下に示す必要な改革への支持を再確認するよう要請する。（2020 年 7月に APEC 貿
易担当大臣会合が開催された際に提出した「世界貿易機関（WTO）に関するABAC ステートメント」
を本提言書に添付）

提言：
▪新型コロナウイルス感染症への対応で得られた教訓を生かし、より適切な危機対応が可能に

なるようWTOルールを改革する。そのために、i）加盟国の合意のもとに不可欠な医療用品
もしくは基本的衛生用品とされた物品を対象に含め、分野別に関税と非関税障壁の恒久的
撤廃を確約する、ii）強靭なサプライチェーンを確保するための措置を講じることを確約する、
iii）危機発生時において必須となる人材の移動の円滑化を図る、iv）食料および農産品の貿
易を支援する、v）貿易・投資環境の透明性を高める、といった措置を講じる。

▪ルールに基づく多角的貿易体制の強化に努める。例えば、以下の措置を講じる。
• いわゆる「漁業補助金」の可及的速やかな撤廃、貿易を歪める国内農業支援策の効果あ

る削減、国内サービス規制の改善をはじめとするドーハ・ラウンドの積み残し事項の解決を
図る。

• WTO 紛争解決制度が本来の機能を発揮できるようにする。そのために、必要とされ
る上級委員会改革を実施すべく建設的に取り組み〔紛争解決の一次的な手段として設
置された暫定的多国間上訴制度（MPIA：Multi-party Interim Appeal Arbitration 
Arrangement）に一部の加盟国・地域が参加したことを認識〕、上級委員会の欠員状態
が早急に解消されるよう支援する。

• 貿易の変化を反映するためのイニシアティブを支援する。例えば、i）透明性向上の確約、
ii）WTO 電子商取引交渉の実質的成果に関する合意の推進、iii）電子送信に対する恒
久的関税不賦課措置（モラトリアム）に関する合意に向けた取り組み、iv）投資円滑化に
向けた作業の推進、v）非効率な化石燃料補助金の撤廃に向けたイニシアティブの支援、
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vi）より包摂的な貿易参加促進に向けたイニシアティブの支援、vii）世界のビジネス界の
WTO プロセスへのさらなる関与の奨励、といった措置を講じる。

▪上記の成果については、いずれもWTO 原則との整合性を確保し、将来的に多角的制度の
基盤となることを意識して策定する。

Ｂ . 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
　APEC が域内経済統合を推進するにあたっての優先課題として、ポスト・コロナ（新型コロ
ナウイルス感染症）の世界においてアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を構築・実現すること
がより重要な意義を持つようになった。FTAAP の最終的なあり方について、リマ宣言は、次
世代貿易投資課題への対処も組み入れ、質が高く、包括的な貿易・投資の自由化を実現する
ものとして構想している。今回のパンデミックからの回復を果たすためには、次世代貿易投資課
題への対処も含め、これまでの商慣習や関連する貿易・投資ルールを変革する必要がある。
したがって、FTAAP の実現とパンデミックからの再構築に向けた取り組みは相互補強的な関
係にあり、実際、新たなビジネスモデルや企業実務への対応を考え、零細・中小企業、女性、
スタートアップを含むあらゆる市場参加者にとって持続可能で包摂的な成長となるよう支援する
にあたり、その喫緊性は一層高まっている。

　ABAC は、既存の道筋協定で進行中の作業も考慮しつつ、次世代貿易投資課題の策定に
寄与し続けてきた。2020 年には、競争政策に関する研究プロジェクトを完了したが、これは、
さまざまな道筋協定や自由貿易協定（FTA）に定められた競争章に関する条文をビジネスの観
点から比較分析し、FTAAP に盛り込むべき優先項目の選定に寄与しようとするものである。

　ABAC は、FTAAP の実現に向けて、また、新型コロナウイルス感染症の影響からの経済
回復を力強いものにするためにも、道筋協定〔環太平洋パートナーシップに関する包括的および
先進的な協定（CPTPP：Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership）、地域的な包括的経済連 携（RCEP：Regional Comprehensive Economic 
Partnership）、太平洋同盟（PA：Pacific Alliance）〕の継続的な進展を支持する。ABAC は、
RCEP 交渉参加国が交渉を前進させたこと、そして、2020 年内に交渉を妥結させて、質が高
く、包括的かつ互恵的な協定を締結し、最終的に FTAAP の実現につながる道筋をつくる決
意を示したことを歓迎する。RCEP は、アジア太平洋地域で切望されている貿易・投資の回復
を支える安定的かつ予測可能な経済環境づくりに寄与する。ABAC は、CPTPP 締約国に対し、
経済回復により大きく貢献し、次世代貿易投資課題に取り組めるよう、残りの 4 カ国における
批准手続きを完了させ、加盟国のさらなる拡大を図るよう奨励する。ABAC は、太平洋同盟と
いくつかのAPEC 参加国の間で準加盟交渉が進んでいること、そして、太平洋同盟ビジネス評
議会（Pacific Alliance Business Council）と ABAC の間で共通課題の策定に向けて作業が
続いており、地域経済統合の深化に寄与していることを高く評価する。

　また、ABAC は、ASEAN 経済共同体（AEC：ASEAN Economic Community）やユー
ラシア経済連合（Eurasian Economic Union）をはじめとする協定が地域協力と経済発展に
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貢献していることを承知しており、パンデミック後、当該地域の回復を支援する上での潜在的な
将来の役割に期待している

提言：
▪FTAAP の実現に向けた動きを後押しするとともに、新型コロナウイルス感染症パンデミック

の影響からの経済回復の助けとなるべく、道筋協定の進展を促す。ABAC は、RCEP 交渉
参加国が 2020 年内に協定を締結すること、CPTPP が残りの批准手続きを完了させ、加盟
国拡大を図ること、太平洋同盟が統合プロセスを深化させることを奨励し、質が高く包括的
な各協定がもたらす機会を、アジア太平洋地域の各国・地域が享受できるようにし、新型コ
ロナウイルス感染症の打撃からの経済回復を後押しする。

▪貿易と投資の自由化による地域経済統合を推し進め、今回のパンデミックによって突きつけら
れた変革の必要性も含め、企業が直面する新たな次世代課題を組み入れ、FTAAP の実現
に向けて合意形成を図り、作業を進める。

Ｃ . 一貫性があり、安全で継ぎ目がない、リスクに基づいた越境移動の管理と再開を
通じた APEC 域内のサービス産業の強化と観光業界の回復促進

　ABAC は、APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR：APEC Services Competitiveness 
Roadmap）の実施を強く支持しており、サービス産業に対する支援を促し、アジア太平洋
地域における貿易・投資拡大の鍵としてサービス産業が重要であるという認識を広めるべく、
尽力している。われわれは、物流、金融、法務、情報通信技術（ICT：information and 
communication technology）といったサービス部門が、新型コロナウイルス感染症パンデミッ
クが続くなか、不可欠な医療用品や基本的生活必需品の貿易を円滑に進めるうえで、中心的な
役割を果たしていることを承知している。サービス提供における人の重要性と、パンデミックが
続くなかで不可欠な人材の地域内移動を可能にする決定的な必要性についても認識している。
こうした移動の円滑化を図る政策の策定がこれまで以上に重要になっている。

　主要産業のなかで、旅行・観光・ホスピタリティ業界は世界的に、新型コロナウイルス感染症
パンデミックによる最も深刻な影響を受けてきた。真っ先に影響を受け、回復するのはおそらく
最後になると思われるが、その結果、APEC の全参加国・地域で壊滅的な影響が出ている。

　旅行・観光・ホスピタリティ業界は、APEC 地域全体で 5,750 万人の雇用と 1.5 兆米ドル
の GDP を創出しており、それぞれ域内総雇用数の 3.8％、域内 GDP の 2.9％を占めている。
APEC 参加国・地域には合わせて470 の国際空港があり、ビジネス・観光目的の往来に便利
な環境が整っている。旅行・観光・ホスピタリティ業界は、経済への貢献の大きさゆえ、アジ
ア太平洋地域の成長をもたらす重要な原動力となっている。観光産業のエコシステムを構成
する多くの零細・中小企業とその従業員は、新型コロナウイルス感染症パンデミックで需要が
落ち込んだことによって、深刻な影響を受けている。国連世界観光機関（UNWTO：United 
Nations World Tourism Organization）が示したシナリオによると、国境制限解除のタイミン
グ次第で、2020 年の国際観光客到着数は 60 ～ 80％減少する可能性がある。その場合、１億
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～ 1.2 億人の労働者が失業のリスクにさらされ、輸出が 9,100 億～１兆 2,000 億米ドル減少す
ることになる。新型コロナウイルス感染症が旅行・観光業に及ぼす影響について、世界旅行ツー
リズム協議会（WTTC：World Travel & Tourism Council）は、2008 年世界金融危機時の
影響の 5 倍の規模に及ぶと推計している。

　現時点においては、パンデミックを収束させ、目下の公衆衛生危機を抑え込むことが最優先
課題であるが、各国・地域においては、往来と国境を越えた経済活動の再開が急務となってい
る。再開にあたっては、安全で継ぎ目のない国境管理が不可欠である。信頼される往来を取り
戻すことによって、人と人との交流を通じた地域統合に関する継続的な作業や公用・ビジネス目
的の往来が促され、最終的に観光業界の回復につながる。オリバー・ワイマンが最近実施した
旅行者調査では、ポスト・コロナの旅行に出かけるのは世界保健機関（WHO：World Health 
Organization）や政府による各種制限が解除されてからにするという回答が 60％に上った。こ
うした制限には、不適切な検査や追跡、検疫、全面的な渡航制限勧告、衛生・安全性確保の
ために世界的に推奨されている手順の限定的採用、政府間および官民間の調整不足も含まれる。

　一部のAPEC 参加国・地域は、二国間の取り決めを通じて必要不可欠なビジネス目的・公用
の往来の再開を認めている。例えば、中国・シンガポール間、マレーシア・シンガポール間、韓国・
シンガポール間では相互グリーン・レーン（RGL：Reciprocal Green Lane）という枠組みのも
とに人の往来が認められており、このほかにも、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージー
ランド、タイ、ベトナムといった APEC 域内国が（少なくとも一方向として）絡んだ取り組みもあ
る。こうした取り決めの場合、枠組みごとに越境に関する方針やガイドラインが定められること
になる。

　一貫性があり、実用的で、APEC 参加国・地域の合意に基づくルールの策定が重要になっ
てくる。政策や手続きがばらばらに導入されれば、長期的に国際旅行に混乱と不確実性がもた
らされることになるが、そうした事態を回避することにより、アジア太平洋地域全体の利益につ
ながる。

　ABACは、新型コロナウイルス感染症が何よりもまず公衆衛生危機であることを認識しており、
国境再開に必要とされる安全性確保のための手順については、医療衛生専門家の指示を受け
ることになる。各国・地域はパンデミック抑え込みのさまざまな段階にあり、依然として第２波
もしくは第３波に直面しているところもあるため、現時点で原則や指針を定めるのは時期尚早か
もしれない。しかし、衛生管理上の要請とビジネス上の要請の両方を反映するかたちで安全性
確保のための手順が策定され、国境が再開された時に各国・地域間で統一・標準化された手
順となるよう官民協力やAPEC 参加国・地域間の調整を進めるためには、原則や指針を定めて
おくことが重要である。ABAC は、観光事業のレジリエンス強化や情報の流れの改善など、観
光業におけるニューノーマル（新常態）に適応するための最善策を模索すべく、APEC 観光作
業部会（TWG：APEC Tourism Working Group）が進めている作業を支持しており、緊密
に協力する準備ができている。
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提言：
▪サービス貿易の規制環境に関するAPEC 指標（APEC Index for Measuring the Regulatory 

Environment）の開発、APEC 環境サービス行動計画（ESAP：APEC Environmental 
Services Action Plan）および APEC 製 造業関連サービス行動計画（MSAP：APEC 
Manufacturing Services Action Plan）の推進など、APEC サービス競争力ロードマップ

（ASCR）を引き続き実施することでサービス産業を支援し、域内における職業資格相互認証
制度の拡充を図る。

▪国境再開に向けて、APEC 域内における安全確保手順の統一・標準化のための一貫性があり、
実用的で、各国・地域の合意に基づくルールを策定すべく、民間部門と協力し、調整する。

Ⅲ．イノベーション
　新型コロナウイルス感染症パンデミックは、デジタル経済を通じて経済活動への参加を促し、
包摂的な成長を推進するうえで、強靭なデジタル連結性がいかに重要であるかを浮き彫りにした。
連結性は、デジタル経済の基幹をなす物理的インフラだけでなく、社会がデジタル経済化の恩恵
を最大化するための規制制度や支援の仕組みも含む。

　仕事、教育、買物、医療支援、政府とのやりとりなどの必要不可欠な日常活動をできる限りオン
ライン化することで、社会は今回のパンデミックに対応しつつある。この傾向が続くにつれ、ブロー
ドバンド・インターネット・アクセスにおける格差は、地域や社会経済的階層によるデジタル・デバ
イドを悪化させることになる。これは、APEC 各国・地域内についても、各国・地域間についても、
当てはまることである。この機会をとらえて、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）を実施するなど、デジタル連結性
に関する協力を強化すれば、将来のより包摂的な経済成長を支え、そのための新たな原動力を生
み出すことになるだろう。

　民間部門では、新たな情報通信技術（ICT）をインフラとする集合的なデジタル連結性が必要と
される「非接触型経済」のもとで経済活動を行うために、各企業が革新的な解決策を模索しており、
デジタル化に向けた動きが加速している。デジタル経済の発展を均衡のとれたものとするためには、
政府が協力して、消費者や企業の要請を満たすペースで適切な規制を実施できる仕組みを構築す
ることが極めて重要である。

Ａ．物理的なデジタル・インフラ開発の推進
　世界人口の 53％がインターネットにつながっているが、彼らは、デジタル連結性によって日常生
活を続けられるおかげで、とてつもなく大きな恩恵を享受してきた。遠隔医療、遠隔教育、デジタ
ル政府などの遠隔利用を実現するには、広帯域で安全な接続に加えて、デジタル認証技術とプラッ
トフォームが不可欠である。

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。
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▪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、サイバー脅
威からデータを確実に保護しつつ、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を検討するよう促す。

▪サービスが十分に届いていない人々のための 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。

▪事業者により多くの用地リソースを提供するために、用地取得プロセスを簡素化する政策を導
入することにより、展開の加速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、デジタル認証技術およびプラットフォームの構築
を促進する。

▪通信ネットワーク機器および関連製品・サービスの提供に関する不必要な規制を排除し、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。

Ｂ．経済成長の促進と経済統合の推進のためのデジタル規制の策定
　政府は、デジタル経済のための物理的インフラの開発を進めるとともに、企業や消費者がデジ
タル連結性の恩恵を活用できるようにする規制を導入すべきである。国境を越えて経済関係が構築
されることを踏まえると、規制はデジタル政策やデジタル規制が新たな貿易障壁にならないように、
各国・地域間での相互運用性を促進するかたちで実施すべきである。

　APEC 域内においては、国境を越えたデータの流れが国際貿易のあり方を大きく変えつつあり、
グローバル経済に参加する新たな機会が生まれている。データや人工知能（AI）のようなデジタル
技術の活用も生産性向上と経済成長をもたらすはずである。APEC は、デジタル経済の重要性を
すでに認識しており、例えば、2017 年の首脳宣言では、インターネットやデジタル経済の潜在力
を解き放つべくAPEC 参加国・地域が協力して取り組むよう求めている。また、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やAPEC 越境電子商取引円滑化枠組み（APEC 
Cross-Border E-commerce Facilitation Framework）を策定したほか、2018 年にはデジタル経
済ステアリンググループ（DESG：Digital Economy Steering Group）を立ち上げた。

　APEC でデジタル問題が持ち上がっているにもかかわらず、APEC 域内における国境を越えた
データの流れに次 と々制約が課されつつある。APEC 域内のデータの流れを制約する規制の数は
1988 年には１つしかなかったのが、2020 年には 73 に増えている。特に 2013 ～ 2019 年の間に大
きく増えており、2013 年の 23 から 2019 年の 71 へと 300％を超える伸びとなった。
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　APEC 域内における国境を越えたデータの流れに対する規制は、個人情報保護、セキュリティ、
競争（国内産業保護を目的とする規制を含む）、インターネット・アクセスと制御、金融関連法規制
の執行など、さまざまな目標に取り組むためにかけられている。域内のデータの流れを規制する理
由としては、個人情報保護が圧倒的に多く、全体の 40％超を占めている。２番目に多いのが全体
の 22％を占めるインターネット・アクセスと制御で、わずかの差でこれに続く金融関連法規制の執
行が 20％、セキュリティが 11％、競争が 2％となっている。

　こうした規制は、個人情報保護、セキュリティ、金融関連法規制の施行といった正当な規制目標
のために設けられている可能性がある。したがって、規制当局や法執行機関によるデータ・アクセ
スを許容できるよう、上記の課題に関する懸念を払しょくするようなデータ共有やデータ・アクセス
の仕組みを設けるとともに、できる限り貿易を制限しないかたちでこれを行うべきである。APECは、
国境を越えたデータの流れを不必要に妨げることなく、上記目標を果たすための政策を策定するな
ど、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行に向けた具体的
な措置を講じるべきである。

提言：
▪デジタルの相互運用性と連結性を促進するため、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に向けた作業計画を策定すべく早急に行動する。

▪デジタル変革の実現に資する開放的で差別がなく強固な規制環境の整備を推進する。

▪ ABAC と協議のうえ２つの主要な作業体系を構築する。
　（ａ）国境を越えたデータの流れに対する信頼の構築
　　１つめの作業体系では、国境を越えたデータの流れに対する信頼の構築に資する規制の国・

地域内実施を支援することを目的とし、正当な規制目標の達成が妨げられているとして、デー
タの流れを制限している場合には、規制の理由に対処すべきである。まずは、個人情報保護、
消費者保護、サイバーセキュリティに重点的に取り組むべきである。この取り組みの一環として、
APEC は、以下の各項目の実施に向けてABAC と協議すべきである。
• 個人情報保護、消費者保護、サイバーセキュリティについて、各国・地域内の規制の基盤

となり得るAPEC 基準の策定に取り組み（あるいは既存の国際基準を適宜活用して）、規
制のばらつきを最小限にとどめる。APEC プライバシー・フレームワーク（APEC Privacy 
Framework）は、その実施方法のモデルを提示している。

• 国境を越えたデータの流れに影響を及ぼす分野の自国・地域内の規制を国際基準に整合
させようとする国・地域に支援を提供する。

• 新たな規制の影響評価には国境を越えたデータの流れに対する影響も含めて実施するよう
働きかけることで、国境を越えたデータの流れを盛り込んだ、優れた規制慣行の作業を拡
大する。

• データの流れに直接的もしくは間接的に影響を及ぼす規制を事前に公表し、規制の合理
的根拠を説明し、データの流れを比較的制限せずに規制目標を達成できる代替規制を検
討することに同意し、規制案に対して意見表明する機会をすべての関係者に与え、最終的
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に採用した方針の決定理由を説明することによって、透明性の向上を図るよう促す。
• APEC 内で進められている政策担当部局横断的な調整メカニズムの構築と改善に関する

作業を拡大し、データも対象に含める。

　（ｂ）相互運用のための仕組みづくりに向けた規制面における国際協力の拡大
　　２つめの作業体系は、個人情報保護、セキュリティ、消費者保護、法執行機関や規制当局

によるデータ・アクセスなどに関する各国・地域の懸念に対処しつつ、国境を越えたデータの
流れを可能にするような規制面での協力強化と相互運用のための仕組みづくりを目指す。１つ
めの作業体系の作業が進み、APEC 参加国・地域で国際基準に基づく規制やAPEC 域内
における不必要な規制のばらつきを最小限にとどめる方法で規制の実施が進むことによって、
この作業体系の作業も進みやすくなる。これを支援すべく、APEC は、以下の各項目の実施
に向けてABAC と協議すべきである。
• APEC 参加国・地域間で異なる情報保護法を尊重しつつ、国境をまたぐ個人情報のやりと

りを可能にするためにすでに構築されている相互運用の仕組みを更新する。その際、ほか
の国際的枠組みとの差異を調整すべく、APEC プライバシー・フレームワークを更新する
必要があるかもしれない。

• 個人情報を移転できるようにするために合意された原則に基づく個人情報に関する規制を
自由貿易協定に盛り込む。

• サイバーセキュリティや消費者保護を目的として導入されているデータの流れに対する不必
要な規制に対処するための相互運用の仕組みを構築することを検討する。これを行うにあ
たっては、企業に基本的基準を確実に遵守させるために構築された監視・執行の仕組みに
採用されている既存のモデルを活用できるかもしれない。

• 各国・地域の主権および管轄権を尊重しつつ、法執行機関や規制当局による自国・地域
外にあるデータへのアクセスが認められるような仕組みを構築する。

• 民間部門を巻き込んで、法執行目的もしくは規制目的のデータ・アクセスであることを確約
するという手法が実際に機能するという信頼を構築する。まず、APEC で、参加国・地域
と民間部門の合意に基づく金融データの共有とアクセスに関する原則を策定することを提
案する。そうすれば、その原則に基づいて、APEC 参加国・地域の規制当局とデータを
保有している民間金融機関の間で個別に覚書を締結するのではないだろうか。

• APEC 域内における国境を越えたデータの流れの円滑化を図るために、より多くの国・
地域がAPEC 越境プライバシー・ルール（CBPR：APEC Cross-Border Privacy Rules 
System）を承認し、採用するよう奨励する。同ルールは自主規制と共同規制に基づく任意
参加の枠組みである。

Ｃ．海運分野におけるデータの流れの円滑化
　世界の貿易の 90％超は海上輸送で行われている。APEC 参加国・地域はすべて太平洋に面し
ているため、各国・地域の貿易に占める海上輸送の割合はさらに大きい。海上輸送には、港湾、
政府機関、船舶、船舶運航者、船主、荷主など、多くの当事者が関与している。そのプロセスは
複雑で、輸出入申請、関税、検疫、貨物追跡などが含まれる。海運業はさまざまなミニ・エコシ
ステムに大きく依存してきた。プロセス全体の迅速化を図るためには、統合システムの構築もしくは
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個々のシステム間の相互運用性の確立が不可欠である。

　ブロックチェーン技術を使った分散型台帳システムをはじめとする新たな技術が発展するにつ
れ、いくつものグループやコンソーシアムが形成され、共存することになりそうである。これらのコ
ンソーシアムは、各国・地域が政府機関や地区官庁の手続きを一元的に行えるシングルウィンドウ・
プラットフォームを設けるという、共通の要件を共有する。

　物流に関する重要業績評価指標（KPI：key performance indicators）の評価項目にはスピード、
信頼性、コストが含まれており、プロセスのデジタル化は KPI 改善につながる。システムは相互運
用したほうが大きな効果を発揮する。グローバルなシステム環境は民間企業によって整備されつつ
あるが、各国・地域内でシステム間の差異に対応するには政府主導の取り組みが有効である。

提言：
▪シングルウィンドウ・プラットフォーム間の相互運用性を導入し、推進する。

D. トラスト・サービスの確立
　トラスト・サービスとは、電子署名、電子印鑑（eシール）もしくは電子タイム・スタンプ、電子書留サー
ビス、電子配達証明の作成、検証、認証を行う電子サービスである。トラスト・サービスは、デー
タの真正性や信頼性を確保する仕組みと、事業活動の円滑なデジタル化を推進する基盤を提供す
る。業務契約や商取引の自動化・電子化を進めることで、より強靭な社会が実現する。

提言：
▪まずは各国・地域内で、トラスト・サービスを確立し、デジタル・プラットフォーム上で商取引

を行う際の信用と信頼を確保する。

Ｅ．サイバーセキュリティの確保　
　今回のパンデミックを受けて、サイバーセキュリティに関する優れた慣行の重要性が高まってい
る。人々が在宅勤務や在宅学習を余儀なくされるなか、フィッシング詐欺メールや高度標的型攻撃

（APT 攻撃）といった組織的なサイバーセキュリティ攻撃が増えている。

提言：
▪情報システムが幾重ものセキュリティ対策で守られ、企業や従業員が適切なサイバー訓練を確

実に受けられるよう政策立案者に働きかける。

▪サイバーセキュリティ脅威対策のベスト・プラクティスに関する情報共有など、APEC 電気通信・
情報作業部会（TELWG：APEC Telecommunications and Information Working Group）
におけるサイバーセキュリティに関する作業を活用する。クラウドサービスにおける明確なサイ
バーセキュリティ・ガイドラインの提示は、APEC が域内全域で一貫したアプローチをとるの
に役立つものと思われる。
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▪サイバー脅威への対応のために導入される規制は、目的に適ったものであるとともに、デジタ
ル経済の発展を不必要に妨げることにならないようにする。

Ｆ．人工知能の推進
　人工知能（AI）は、業務の自動化、工程の合理化、経営資源の最適配分を可能にするなど、
生産性を向上させる大きな可能性があることを示した。しかし、AI は、こうした機能以外にも、
アプリケーションやイノベーションの充実化や多様化、持続可能で変革的な経済成長、雇用機会
の創出や投資全体の拡大を通じてより永続的な競争力を生み出す力をもたらす可能性がある。

　さらに、貧困、格差、気候変動といったさまざまな複雑な問題を解決する可能性も秘めている。
特に、新型コロナウイルス感染症がAPEC 参加国・地域にもたらす短期的および長期的な影響を
軽減するうえで、AI が役立つ可能性がある。病院における自動健康診断から企業におけるスマー
ト採用まで、AI は新たな、思いもつかなかった職業、製品、サービスを生み出し、これらがポスト・
コロナの経済回復に役立とうとしている。

　しかし、AI はその一方で、例えば、個人情報保護、信頼性、偏見、倫理、ガバナンス問題（説
明責任など）との関係において、意図せざる結果をもたらすかもしれない。AI が持つ革新的・変
革的な可能性と不測の事態や悪影響がもたらされる余地の両方を踏まえると、APEC 参加国・地
域においてAI を活用したビジネス・アプリケーションが主要経済部門にどういうかたちですでに影
響を与えているか、そこからどういう教訓が引き出せるか、将来的に成長をもたらすのに最も寄与
する政策環境をどう考えればよいか、について早急に検討する必要がある。

提言：
▪AI がすでに、多くの点でどのように企業実務、業務プロセス、ビジネスモデル、事業機会に

実態的影響をもたらしているかを認識し、その情報を使って、AI について証拠に基づく政策
決定を行う。AI を包括的な経済的課題および業界別デジタル変革計画の重要な要素として
位置付ける。
• AI に対する信頼の構築
　AI 関連製品・サービスの設計・実施プロセスに公正性、透明性、説明責任、説明可能性、

倫理性を組み入れるよう、規制当局、産業界、その他のステークホルダーに働きかける。
AI に関する倫理原則、指針、枠組みの策定に向けた業界別・産業主導の取り組みを支援
し、推進する。AI に対する人々の理解や信頼の妨げになるおそれのある時代遅れの規制
や不適切な規制に的を絞った変更・調整作業に着手する。

• AI 活用支援のための政策枠組みの導入 
　AI を使って行政プロセスや行政サービスの提供のあり方を改善するために、AI 導入を促

進する。AI 起業家、中小・零細企業、研究者からなるエコシステムの形成支援を目的と
する政府AI 投資・調達プログラムを策定する。産業界や学界のAI 専門家と緊密な協力
のもと、公益を守りつつイノベーションを促すような AI 政策・規制を策定する。AI に関す
るさまざまなステークホルダーの専門知識と知見を活用して、政策や規制に現場のニーズや
期待を反映させる。
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• 規制の統一性向上と国際協力強化
　APEC 域内全域でより統一され、一貫性のある規制を実現すべくAI に特化した地域横

断的な協力イニシアティブを強化する。規制当局、産業界、その他のステークホルダーに
対して、AI 規制と遵守に関するAPEC 地域としての統一的アプローチの策定に協力して
取り組むよう働きかける。

• AI 変革に向けた職務と技能の準備
　学生や労働者に、目まぐるしく変わり、不確実性が増すばかりの雇用情勢に対処するのに

必要な技能を習得させる。職業訓練・技能再教育プログラムを拡充する。職業再訓練を
教育政策の重要な柱に位置付け、深刻化するAI 人材不足の解消に取り組む企業を支援
する。AI に関する知識、技能、能力、資格をAPEC 域内のどの国・地域でも使えるよう
にするために地域レベルで協力する。

• デジタル医療の強化に向けた AI の活用
　AI を活用したデジタル医療や感染症のリアルタイム追跡、警告・予測システムの拡充を図

るべく、個人情報保護、セキュリティ、フォーマット、プロトコルに配慮しつつ、APEC 域
内で国境を越えた遠隔医療や医療ビッグデータに関する協力を進める。

• コロナ後の経済回復に取り組む中での機会創出
　政府や国際支援プログラムにおいて、コロナ後の経済回復にどういう投資を行うのが最も

効果的か評価検討するよう奨励する。サービスが十分に行き届いていない人々の基本的か
つ不可欠なデジタル連結性の向上を目的とする計画やイニシアティブをさらに推進する。技
術主導の成長と繁栄の恩恵が確実に企業や地域に行き渡るようにする。

Ⅳ．包摂
　ABAC は、経済成長の恩恵をAPEC が重視する「繁栄の共有（Shared Prosperity）」（誰一
人取り残さない）という概念にのっとり、社会の隅 ま々で広く行き渡らせることの必要性を認識し、
本年の重要課題として包摂の推進に取り組んでいる。包摂という課題には、デジタル化を通じた
零細・中小企業の資金調達機会と市場アクセスの拡大、女性の経済的地位の向上、零細・中小企
業の技能再教育・技能向上の推進といったものが含まれる。本当に「誰一人取り残さない」のなら、
こうした課題を解決することが妥当かつ重要であることが、新型コロナウイルス感染症パンデミック
によって改めて示されたことは特筆すべきだろう。

Ａ．デジタル化を通じた零細・中小企業の資金調達機会と市場アクセスの拡大
　2018 年のAPEC 経済政策報告書（AEPR：APEC Economic Policy Report）の取りまとめに
向けた ABAC の提言にも示したように、APEC 参加国・地域は、デジタル経済の推進に必要な
規制や物理的インフラの整備を進めるとともに、マイクロファイナンスの利用を大きく拡大し、情報
通信技術（ICT：information and communication technology）を活用して環境にやさしく健康
的な環境をつくるなど、デジタル経済の恩恵を社会全体で共有するという構想を持つことも必要で
ある。

提言：
▪官僚主義から脱却し、規制サンドボックスという概念を実社会における「生きた実験室（リビ
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ング・ラボ）」に持ち込み、政策の策定と実施を同時に進めることで、デジタル化と金融包摂
につながる零細・中小企業向けデジタル・ソリューションやデジタル・プラットフォームを実現
できるようにする。

▪デジタル・リテラシー向上のための能力構築パートナーシップの対象を拡大し、より多くのプ
ログラムを提供する。 

１．包摂的金融イノベーション
　世界全体で 16 億人を超える成人が銀行口座を持っていない。そのうち 40％にあたる５億 5,600
万人は APEC 参加国・地域に暮らしている。不利な立場に置かれたこれらの人々は、金融サービ
スを十分に受けられない人 と々ともに、新型コロナウイルス感染症パンデミックによって最も大きな
影響を受けている。金融環境が悪化するなか、資金調達がますます困難になっているからである。
金融包摂は、貿易と投資の恩恵がアジア太平洋地域に暮らす人々に共有され、支えられるものとな
るような裾野の広い消費者・起業家基盤の形成にも不可欠である。

　デジタル技術は、金融包摂を妨げる障壁を克服するうえで重要な役割を果たす。今日の技術は、
リスクに基づく金融サービスの提供に活用できるデータ（特に非構造化データもしくはビッグデータ）
の量の急増と相まって、銀行口座を持たない人々やこれまで金融サービスを十分に受けられなかっ
た人々に、金融機関を利用するかつてない機会を提供している。新型コロナウイルス感染症パンデ
ミックの影響で、金融機関は書面で情報を収集して、対面でサービスを提供するという従来の方
法をとれなくなっており、金融サービスのより広範なデジタル化を進めることが妥当かつ必要である
ことも明らかになった。デジタル技術とデータを上手く活用して、銀行口座を持たない人々やこれま
で金融サービスを十分に受けられなかった人々に金融サービスを提供するためには、技術提供者、
金融機関、政策立案者、規制当局の関与が必要である。

　APEC 域内の途上国・地域の銀行口座を持たない人々に金融サービスを届けることができたい
くつかの成功事例は、金融サービスをより包摂的なものにする手段としての技術の可能性を実証し
た。技術を活用することで、金融機関は、地方遠隔地における顧客基盤を拡大し、現地の零細・
中小企業と外国の零細・中小企業の間を取り持ち、与信取引の手続きに要する時間を大幅に短縮
し、効率の向上と顧客層の拡大を図り、貧困地域の零細・中小企業が都会の消費者に製品を販
売するための電子商取引プラットフォームを提供できる。しかし、そのためには、利用しやすいデ
ジタル・インフラとデジタル ID（デジタルによる本人確認手法）を整備して、デジタル金融サービス
の提供者と零細・中小企業と消費者がつながるようにする必要がある。

　その他の事例は、専門家や各地域で銀行口座を持たない人々や金融サービスを十分に受けられ
ない人 と々緊密な関係を築いている非営利組織（NPO）のように、この顧客層を熟知している関係
者を巻き込むことが重要であることを示している。域内の途上国・地域においては、銀行口座を持
たない人々に金融サービスを届けようとするこの取り組みにより、さまざまなステークホルダーが協
力し合うことの効果が実証された。
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提言：
▪デジタル ID が未整備の場合は導入する。そうすることによって、地方銀行、地域金融機関、

金融サービス会社、こうした地域に暮らす人々向けの小規模金融（マイクロファイナンス）機関
による金融サービスや包摂的なデジタル金融サービスを提供するインターネット・プラットフォー
ムやモバイル・プラットフォームの利用拡大を図れるようになる。デジタル ID 間の相互運用性
が重視されるべきである。

▪地域協働プラットフォームを使って成功している取り組みを特定し、規模の拡大を図るととも
に、銀行口座を持たない人々や金融サービスを十分に受けられない人々への金融包摂を拡大
するために、政策立案者、規制当局、金融業界、金融テクノロジー業界、非営利組織、多
国間機関が具体的にどういう行動をとれるかを示す。

▪ ASEAN 金 融 イノベーション・ネットワーク（AFIN：ASEAN Financial Innovation 
Network）が設置したアプリケーション・プログラミング・インターフェース・エクスチェンジ

（APIX：Application Programming Interface Exchange）というプラットフォームを使って、
APEC 域内の途上国・地域の金融サービスを全くもしくは十分に受けられない人 を々対象とす
る画期的な金融商品を開発するパイロット・プロジェクトを立ち上げる。

▪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：Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area）における国
境を越えた包摂的なデジタル金融に関するパイロット・イニシアティブの開発を支援する。こ
のイニシアティブは、零細・中小企業や金融サービスを全くもしくは十分に受けられない人々に
国境をまたいで提供される金融サービスを支えるために、どのようなインフラと規制改革が必
要かを見極めるのに役立つよう設計されるべきである。

２．包摂的なオープン・バンキング
　オープン・バンキングは間違いなく、21 世紀の金融サービスを激変させる決定的なイノベーショ
ンになるだろう。最近、さまざまな国・地域でオープン・バンキング導入に向けた取り組みがなされ
ているが、これらは、当該国・地域内で銀行、フィンテック企業、各種サービス事業者が顧客の
同意を得たデータを安全かつ信頼できる方法で共有できるようにするために、基準や規制を策定
しようとするものである。これにより、サービス事業者は顧客のデータに基づいて個々の顧客のニー
ズに応じた画期的な新たなサービスを開発できるようになる。また、零細・中小企業や個人顧客も、
自社もしくは自身の銀行口座、住宅・その他のローン残高、クレジット・カードの利用状況などを
一箇所で確認し、こうした取引情報の共有を認めることで、必要な商品やサービスをこれまでより
便利に入手し、支払いを済ませることができるようになる。

　アジア太平洋地域で最近実施された業界調査は、この地域が総じてオープン・バンキングの黎
明期にあることを示している。また、この地域で機能し得る「すべてに当てはまる」アプローチは
ないことも明らかになった。つまり、さまざまな枠組みやアプローチを試しては修正しながら、規
制当局、業界、その他のステークホルダーが各国・地域の状況に応じて最も適した方法で協力して
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進めていくのが最善の策ということである。さらに、法的枠組み、消費者保護、データ・セキュリティ
と個人情報保護、銀行と第三者サービス事業者のソフトウェアが相互運用できるようにするための
基準など、さまざまな政策の策定を調整することで、オープン・バンキングがAPEC 参加国・地域
間の取引を促すように進化を遂げるようにすることが重要であることも示された。

提言：
▪銀行と第三者サービス事業者の間のデジタル相互運用性を支える標準や規制をつくることに

よって、アジア太平洋地域におけるオープン・バンキングの発展を促し、銀行の顧客が自身の
データを使ってより広範なサービスを利用できるようにする。関心のあるアジア太平洋地域の
政策立案者や規制当局者は、まず、業界やその他の民間部門のステークホルダーと包括的な
協議を行うべきである。

３．包摂的なデジタル本人確認（KYC）
　本人確認（KYC：know your customer）のコストは増え続けており、金融機関は平均で年間
推定 4,800 万米ドルの支出を余儀なくされている。金融情報会社リフィニティブによると、上位
12％の金融機関の支出額は年間１億米ドルを超えており、毎年、10 億米ドル超を支出していると
ころもある。法規制などの遵守が顧客オンボーディングのコストを押し上げ、零細・中小企業や低
所得者がその影響をまともに受けてきた。法規制や銀行の定める遵守要件について、すべての金
融機関や国・地域に共通する基準が存在しないことが、こうしたコストを引き下げ、軋轢を軽減す
るうえで妨げとなっている。

　新興市場国・地域の規制当局や金融活動作業部会（FATF：Financial Action Task Force）
の最近の動きに見られるように、本人確認のデジタル化が加速しているが、今日、新型コロナウイ
ルス感染症パンデミックがこれを後押しするかたちになっている。完全なデジタル化が実現すれば、
本人確認は間違いなく、より安く、より迅速に、よりリスクに基づいて行われるようになる。とはいえ、
i）零細・中小企業に関するデータの収集、ii）電子署名の承認に関する法的枠組みの提供、
iii）信頼できる安全なデータ共有、デジタル・オンボーディング、しっかりとしたオープン・スタンダー
ド（公開標準）の開発が可能な環境の整備、iv）事業主や規制当局者の教育、といった点につい
ては、まだまだやるべきことが残っている。

　本人確認のデジタル化を加速させるのに成功した法域の経験は、全政府的アプローチ、民間部
門の自発性、官民協力が重要であることを実証した。さらに、分散型の枠組みのなかで相互運用
性を実現するために標準化に重点を置いた戦略をとること、そして、規制監督下に置かれ、信頼
されるID 管理者である銀行業界の協力を得ることの重要性も示された。

提言：
▪2021 年のAPEC 財務大臣会合への提出を目指して、域内の政策立案者、規制当局者、銀

行業界やテクノロジー業界の専門家、学者が本人確認のデジタル化推進のための戦略を構築
するためのプラットフォームを提供する。
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B. 持続可能な資金調達に向けたインパクト投資の発展促進
　インパクト投資が正しい行いであるとの認識が世界的に広がっている。特に APEC 域内におい
て、インパクト投資は、国連の持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）
の達成に向けて、資金不足を解消する重要な手段となっている。さらに、今回のパンデミックに
よって持続可能性の問題がより一層意識されるようになった。例えば、より持続可能で環境に優し
い社会に向けての舵を切る動きが見られるほか、短期的なショックを乗り切って長期的に生き残る
強靭さを備えた企業への投資が再び脚光を浴びているが、こうした関心は社会的・環境的なイン
パクトを生み出すことによってもたらされるものである。世界の投資家を対象とした調査では、持
続可能な投資に興味があると答えた回答者が全体の 90％に上った。また、43％の投資家が今
後３年間に投資資金の５～15％を持続可能な投資に振り向けることを検討すると回答したのに対
し、25％以上振り向けたいとする回答も９％に上った。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響
についてこれまでに得られた証拠は、環境・社会・ガバナンス（ESG：environmental, social and 
governance）戦略に関連する何らかの強靭性があることを示している。モーニングスターの最近
の分析によると、分析対象となった ESGファンドは S&P500 平均を上回るパフォーマンスを示した。

提言：
▪インパクト志向の零細・中小企業への資金供給手段拡大のためのインパクト投資など、革新

的な資金調達メカニズムを結集するにあたり、民間部門と協力する。

▪投資家を持続可能な投資に向かわせる財政的インセンティブを創出する。特に、新型コロナ
ウイルス感染症で最も深刻な打撃を受けたインセンティブ志向の零細・中小企業や今回のパ
ンデミックに打ち勝つ画期的な解決策を生み出す零細・中小企業への投資を通じて、持続可
能かつ包摂的な成長と雇用創出を実現するにあたり、持続可能な開発目標達成に向けた取り
組みを支援する金融システムの発展を促す。

▪供給側（資金もしくは資本）および需要側（投資先もしくはインパクト志向の零細・中小企業）
におけるインパクト投資の課題に対処すべく有意義な措置を講じて、インパクト投資のための
環境を整え、インパクト投資資金の拡大を図り、投資案件を増やし、零細・中小企業の即応
力を高める。

Ｃ．零細・中小企業の技能再教育および技能向上の推進
　技能再教育と技能向上の重要性については、何年も前から各種の産業レポートで繰り返し指摘
されてきた。世界経済フォーラムが 2018 年に発表した報告書では、2022 年までに、全世界の従
業員の 54％が「グローバリゼーション4.0」がもたらす経済、社会、環境の変革に適応すべく相当
な技能再教育や技能向上を図る必要があることが示された。

　新型コロナウイルス感染症パンデミックによって、企業は突如として、在宅勤務や事業存続に向
けた協力など、さまざまな調整や意思決定を迫られることとなった。大企業や中堅企業はこうした
変更を行うための手段や経営資源が備わっていたが、零細・中小企業の場合、同じように迅速に
適応しようにも、経営資源も予算も限られており、従業員の解雇を含むコスト削減策に頼らざるを



2020年 APEC首脳への提言48

● APEC 首脳への提言「統合、イノベーション、包摂 〜経済回復とレジリエンス向上に向けて〜」

得なかった。国際労働機関（ILO）は、新型コロナウイルスの影響によって失業者数が世界全体
で 530 万～ 2,470 万人増えると推定し、中小企業の事業継続は特に厳しくなるとしている。

　技能開発は、労働者と企業を強靭化することで、新型コロナウイルス感染症からの早急な経済
回復を果たすうえで、重要な要素である。

提言：
▪リソース、投資、政策を生涯学習のための技能再教育・技能向上イニシアティブに振り向けて、

人的資本の開発と零細・中小企業の回復を支援する。

▪技能開発に将来がかかっている零細・中小企業や個人の政策議論への参加を促す。

▪世界的に需要が高く、多くの業界や職業で通用する専門的技能に重点を置いた技能再教育・
技能向上イニシアティブを促し、労働者が別の場所で仕事を見つけやすくする。

▪デジタル・リテラシーと科学・技術・工学・芸術・数学（STEAM：science, technology, 
engineering, liberal arts and mathematics）分野の教育・訓練に重点を置いた人材開発イ
ニシアティブの拡大と深化を支援する。

▪零細・中小企業がパンデミック継続中も収束後も事業を継続し、国際市場に進出できるよう
にするために、デジタル変革のための能力構築の機会を提供する。

Ｄ．人材移動の円滑化
　APEC 人 材 養 成 作 業 部 会（HRDWG：APEC Human Resources Development Working 
Group）は「専門的資格を有するエンジニアのAPEC 域内連結性の推進：最終報告書（Promoting 
Regional Connectivity of Professionally Qualified Engineers in APEC：Final Report）」を公
表した。同報告書は APEC エンジニア認定の推進および活性化を目指すものである。APEC エ
ンジニア制度は、資格および経験の相互認証を通じて資格を有するエンジニア、すなわち「プロフェッ
ショナル・エンジニア（PE：professional engineer）」のAPEC 域内での移動を推進し、APEC
参加国・地域のエンジニアリング組織間協力のための強固なネットワークを構築することを目的とす
る。現時点で、15 の国・地域がこの取り組みに参加している。

　総じて、零細・中小企業は人材管理面でさまざまな問題に直面している。問題の１つとして、零細・
中小企業は人材市場で自社の存在を十分に示せていないことが挙げられる。そのため、潜在的な
従業員は零細・中小企業をなかなか見つけられないし、零細・中小企業も潜在的な従業員をなか
なか見つけることができない。零細・中小企業は、こうした問題を独力で解決するのに十分な技能
や経営資源を持ち合わせていない。政府支援があれば、零細・中小企業は助かるかもしれない。

提言：
▪APEC エンジニア制度への参加を検討する。同制度は基準となり、エンジニアが自国・地域
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以外の市場に移動したり、アクセスしたりしやすくなるかもしれない。

▪零細・中小企業と外国の専門職人材を対象とする職業紹介制度を構築する。

Ｅ．零細・中小企業の製品やサービスに対する消費者需要の喚起
　新型コロナウイルス感染症パンデミック対策として、ほとんどの国・地域で人の移動や物理的
接触を最小限に抑えるために何らかのロックダウン措置が講じられた。こうした措置は零細・中
小企業の大多数を直撃し、深刻な影響を与えた。ほとんどの零細企業は、それぞれの地元で
実店舗を設けて、主に消費者を相手に事業を行っているからである。政府による直接的な資金
援助に加えて、消費者需要の喚起、地元企業への支援、地域経済の後押しも重要である。た
だし、その際、輸入品や外国企業が提供するサービスが不利になる扱いをしないよう注意する
必要がある。

提言：
▪輸入品や外国企業が提供するサービスを差別しないかたちで、消費者需要の喚起、地元企業

への支援、地域経済の後押しのための措置を講じる。

Ｆ．新型コロナウイルス感染症対策における男女平等の徹底
　新型コロナウイルス感染症パンデミックは経済的影響をもたらし、男女格差を拡大させることと
なった。女性は、パンデミックへの対応で極めて重要な役割を果たしているが、最も大きな打撃を
受けることになると予想されている。世界的に、女性は総じて所得が低く、ひとり親世帯の大半が
母子世帯で、女性の方がインフォーマル・セクターの仕事に就いている。新型コロナウイルス感染
症は包摂性や男女平等を後退させ、これらの要因は悪化するばかりである。

　マッキンゼーが 2020 年に行った調査によると、このかつてない大変な時代に男女平等を推進す
れば極めて大きな経済的機会が生み出され、2030 年までの GDP 増加額は約 13 兆米ドルに上る
可能性がある。これは、男女平等に向けて何もしない場合に比べて 11％大きい額である。こうし
たことを踏まえて、ABAC は、新型コロナウイルス感染症危機が続くなかにあっても、政策立案者
やビジネスリーダーが男女格差解消に向けて迅速に行動すればするほど、男女平等だけでなく経
済成長にも大きな効果があると確信している。

提言：
▪APEC 参加国・地域の新型コロナウイルス感染症に関する政策や対策に男女平等の視点が

組み込まれるようにする。

▪地域にすでに存在する男女格差のさらなる拡大や女性の福祉の悪化を招かないよう、新型コ
ロナウイルス感染症からの経済回復計画を策定・実施するにあたり、特に女性が置かれてい
る脆弱な立場を考慮に入れる。
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Ｇ．女性と包摂的成長のためのラ・セレナ・ロードマップの実施
　ABAC は、昨年、APEC 全域で女性の経済的地位向上を目指すかつてない取り組みとして、
女性と包摂的成長のためのラ・セレナ・ロードマップ（La Serena Roadmap for Women and 
Inclusive Growth）が採択されたことを歓迎する。女性の経済的統合が中心的な議題として取り
上げられるのは APEC 史上、これが初めてであり、大きな前進である。ABAC は、この機運を
維持するために協力するとともに、同ロードマップで合意された行動と目標の達成に向けて、取り
組みが効果的に行われるよう方向づける実施計画を策定すべく、APEC 女性と経済に関する政策
パートナーシップ（PPWE：Policy Partnership on Women and the Economy）と協働していき
たいと考えている。

提言：
▪ロードマップの分野横断的な性格を踏まえ、ロードマップで合意された行動と目標の達成に

寄与すべくAPEC の各種会議・分科会の間で協力するよう促す。

Ｈ．遠隔地の経済発展・統合の推進
　遠隔地が直面し得る最も差し迫った問題として、必要なインフラの欠如、限られた経済的機会、
必要不可欠なサービスの利用困難、環境面の脆弱性といった問題が考えられる。APEC 参加国・
地域は、こうした状況に置かれている遠隔地の経済発展と経済統合を進めるために協力を強化し、
一致団結して取り組む必要がある。地方遠隔地の統合と発展を進めることで、APEC 地域の包摂
的な経済成長を促すことができる。

　ABAC は、遠隔地の社会的・経済的発展と域内経済への統合を確実に進めるために、APEC
参加国・地域間でさまざまな問題について対話が行われていることを歓迎する。

提言：
▪協力して、必要に応じて遠隔地の発展と統合を最優先する。例えば、以下の措置を講じる。

• 投資環境の改善と官民パートナーシップの推進
• インフラ整備
• 包括的な電子公共サービス提供（特に教育・医療）を目的とする情報通信技術（ICT）の

開発と活用
• 一般市民の金融サービスへのアクセス拡大
• 環境リスクおよび地域リスクの管理と軽減
• 緊急時対応の強化
• 特に電子ツールの適用におけるガバナンス強化
• 遠隔地居住者の起業家としての可能性の後押し、零細・中小企業（特に女性が経営する

零細・中小企業）の振興と域内および世界市場への統合

Ｖ．持続可能性
　ABAC では、アジア太平洋地域における経済成長の追求は、将来世代のニーズを損なわないよ
う、持続可能な開発に支えられたものであるべきと長年にわたり受け入れてきた。この分野におけ
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る優先課題には、エネルギー安全保障と持続可能性、食料安全保障とスマート農業、気候変動
と循環経済が含まれる。

Ａ．エネルギー安全保障問題への対応と持続可能性の確保
　2020 年のエネルギー市場は、新型コロナウイルス感染症と地政学的要因によって、大きく揺れ
動いてきた。一部の国や地域でエネルギー供給・備蓄に混乱が生じ、アジア太平洋地域のエネル
ギー市場の不安定化に拍車がかかった。一方、エネルギー需要のかつてない落ち込み、原油価格
の下落、社会コストや経済コストを相殺しようとする圧力を要因として、新エネルギーの市場シェア
が縮小し、一部の国や地域で新エネルギー開発への投資が減少し、この新たな産業に大きな影
響を及ぼしている。

　短期的に困難な問題はあるが、エネルギー・インフラへの投資とあわせて、低炭素型と新エネ
ルギーを支援することがパンデミック後の経済回復を支え、持続可能な発展を促すことになると
ABAC は信じている。したがって、ABAC は、持続可能な開発目標（SDGs）に示されるような、
長期的なビジョンに基づく脱炭素化の推進に向けた一致団結した取り組みを支持する。新型コロ
ナウイルス感染症と同じような危機がもたらすリスクに対するレジリエンスを最善の方法で構築する
ために、APEC 参加国・地域は引き続き、天然ガスを過渡的な燃料として利用することや、持続
可能な開発のための 2030 アジェンダ（2030 Agenda for Sustainable Development）に示された
ように材料・資源効率の向上を図る、非効率な化石燃料補助金の廃止に向けた公約を実行するな
ど、それぞれの状況に応じた方法とペースで化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を促進す
べきである。

提言：
▪材料の再利用、転用、再生利用の動機付けとなる措置を導入するなど、材料や製品の長寿命

化を軸とする政策を推進し、その材質の寿命を通して二酸化炭素排出量の最小化を図る。低
炭素技術の推進・適用に関する承認手続きを簡素化するなど、高炭素から低炭素への転換を
支援する政策を打ち出す。

▪特に、生産プロセスの最適化と耐久財の長寿命化を図るべく高炭素製品の材料効率とエネル
ギー効率の相関性の詳細な調査を行うなど、研究開発への投資を活発化させる競争促進的
で透明性のある政策環境を醸成する。

▪最終消費者と宅配便事業者や食品宅配事業者をはじめとするサービスを提供する側も巻き込
んで、公共交通機関の環境的利益に関する意識向上を図り、環境に優しい商品やサービスの
利用を進めることで、低炭素消費型・共有型の経済を促す。

▪バリューチェーン全体で脱炭素化に向けた取り組みの歩調を合わせるとともに、効果的な政策
ならびに最も適切なルールや基準の建設的な実施を共有すべく地域協力を強化し、好ましい
影響をより効果的に域内全域に行き渡らせる。アジア太平洋地域における低炭素技術のデー
タベースを確立して、技術開発の進捗を追跡するとともに、排出削減のための技術や政策の
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研究を支援する。

Ｂ．食料安全保障の強化とスマート農業の推進
　新型コロナウイルス感染症拡大の早い段階で突如、一部の国・地域が農産品や食料品の禁輸
や輸出制限に踏み切ったことによって、食料供給に一貫性がなくなったばかりでなく、農産品の流
通や関連サービスに明らかな混乱が生じることとなった。APEC 地域では新型コロナウイルス感染
症発生後も食料供給が安定しているが、今回のパンデミックは、世界の食料供給システムの複雑
さと脆弱さを思い起こさせるものとなった。

　農業従事者、食料生産者、消費者は生産プロセスや流通の混乱による影響を受けやすいことか
ら、われわれは APEC 参加国・地域に対し、アジア太平洋地域全体の食料安全保障に寄与すべ
く、生産性、バリューチェーンの効率性、サプライチェーンの強靭性の向上につながる技術革新を
さらに推進するとともに、「世界貿易機関（WTO）に関するABAC ステートメント」に示したように、
貿易を歪めるような国内の農業支援措置を大幅に削減するなど、世界の農業生産や農産品貿易の
歪みの削減・撤廃を引き続き推し進めるよう要請する。

提言：
▪食料貿易の流れと、市場の開放を維持するために、不当な輸出制限の除去、非関税障壁の

撤廃、WTO 交渉による貿易歪曲的な国内の農業支援措置の大幅削減を通じた歪みの是正、
電子文書を受け入れるなど円滑な貿易のデジタル化のより広い採用を通じて、食料品および農
産品の貿易を支援する。

▪アジア太平洋地域の食料安全保障に寄与すべく、生産性とバリューチェーンの効率性の向上
につながる新たな技術革新を起こし、活用する。強固な農業監視システムを確立し、食料品
の生産および消費に関するリアルタイムのデータとビッグデータを活用して、農業生産を取り巻
く諸条件の変化を追跡し、各国・地域内外の予測能力を高める。

▪ APEC 食料安全保障に関する政策パートナーシップ（PPFS：APEC Policy Partnership on 
Food Security）に基づく官民協力を強化し、民間ビジネスのさらなる取り組みと関与を促し、
トレーサビリティや衛生管理など食品安全に関する域内のベスト・プラクティスを共有し、食
品廃棄物の削減に向けたベスト・プラクティスについてあらゆるステークホルダーの意識を啓
発する。

Ｃ．気候変動への取り組みと循環経済の奨励
　今回の危機は、気候変動への取り組みに対する政府の資金援助のみならず、より効果的な措置
への公的支援も後退させ、定着していた政策措置が撤廃や、縮小されている。しかし、気候変動
が世界にとっての極めて現実的な脅威であることに変わりはなく、新型コロナウイルス感染症への
対応で得られた教訓は、起こりつつある気候危機への対応を考えるうえで何らかの指針を提供し
得る。よってABAC は、APEC 参加国・地域に対し、気候変動対策のためにとられた措置を短
期的な利益のために緩めることのないよう要請する。
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　さらに、延 と々繰り返される生産と消費と資源廃棄により天然資源がかつてない速さで消費され
ていることから、ABAC は、環境負荷を最小限にとどめるべく資源効率の向上を図るうえで、循
環型経済政策を採用することが不可欠であると考える。温室効果ガス排出量や海洋プラスチックご
みの削減もこれに含まれる。

　不注意かつ非効率的に消費されているもう一つの不可欠な資源は水である。水は生命や経済活
動の維持に欠かせず、新型コロナウイルス感染症パンデミックを封じ込めるためにも極めて重要で
ある。

提言：
▪それぞれの国・地域の事情に最適な、炭素価格制度を始めとする炭素市場メカニズム、ある

いは自主的な代替政策の策定と実施を通じた、温室効果ガス排出量の削減を実現するための、
国際的な協力と協議を強化する。

▪エネルギー効率が良く、低炭素型で、環境に優しい物品やサービスの貿易を自由化し、
APEC 地域の水資源など、天然資源の効率的な利用のための各メカニズムの具体的な最適化
を推進する。

▪二酸化炭素の回収・利用・貯蔵のような先端技術の利用や水素エネルギー開発を加速させ、
経済的に実行可能な省エネと二酸化炭素排出量削減を達成すべく画期的なビジネス・ソリュー
ションを奨励する。

▪新たな技術革新への投資の円滑化を図り、物的インフラと非物質的なリサイクルを通じた能力
構築を強化することで、域内全域でプラスチックの再利用・再生利用や生分解性の物質を含
む新素材の利用を促すとともに、廃棄物管理の改善とプラスチックごみによる海洋汚染の防止
に努めることを確約する。

▪ APEC 域内の優れた政策や慣行の協力的共有、エネルギー大量消費型製品・サービスの消
費に伴う二酸化炭素排出量低減化の奨励、温室効果ガス排出量の削減、電力のような再生
可能エネルギーを原動力とする輸送手段の推進による低炭素経済への移行を促す。

Ｄ．ESG 金融を通じた持続可能なアジア太平洋地域の実現
　国連貿易開発会議（UNCTAD：United Nations Conference on Trade and Development）
の最新の世界投資報告書（World Investment Report）が指摘するように、今回のパンデミッ
クは投資額の大きな落ち込みをもたらし、途上国が最も大きな打撃を受けている。同報告書
は、今後しばらくの間、世界の外国直接投資の減少が続くと予測している。2020 年第１四半期
に新興市場国・地域から過去最大の資金流出があったことが、国際金融協会（IIF：Institute of 
International Finance）による非居住者ポートフォリオ投資追跡調査で明らかになった。明らかに
その影響は APEC 域内の途上国・地域に及んでおり、この状況から回復を果たし、成長軌道に
戻るためには、特にインフラ部門への投資を呼び込まなければならないという問題に直面すること
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になるだろう。

　しかし、今日、貸し手や投資家は、持続可能な開発目標（SDGs）に即した方針に基づいた投
融資を実施するようステークホルダーからますます求められるようになっている。そのため、投融
資の判断において、ESG 要因の果たす役割がますます大きくなっている。このことは、資本市場
を通じて資金調達するための措置とともに、アジア太平洋地域の途上国・地域の域内外からの資
金調達力に大きな影響を及ぼすことになる。こうした状況のもとで資金を呼び込むには、企業や政
府は、事業活動や行政慣行を持続可能な開発目標に整合的なものにすることが必要になってくる。
域内の貸し手や投資家は、投融資判断の材料として ESG 要因を組み入れて、借り手や被出資企
業が徐々に持続可能な開発目標との整合性を図るよう動機付けを与えることで、このプロセスを加
速させることができる。

提言：
▪ ESG 要因の投融資判断への組み入れを促す取り組みに適用されるべきハイレベル原則として

以下を採用する。
• 現実的で、世界的に適用でき、経済的、社会的、政治的に異なる発展段階にあるさまざ

まな国・地域の利用者のニーズに容易く適応できる世界共通の ESG タクソノミーもしくは
基準の確立に向けて取り組む。これにより、ESG 金融は、特に域内の新興市場国・地域
において、より持続可能な慣行への転換を促す効果的な手段になる。そのためには下記
の特徴を盛り込む必要がある。
- 規定ではなく原則を示す。
- 世界的整合性を確保する。
- 柔軟なアプローチを認める。例えば、「グリーン」か「ブラウン」かの二項対立ではなく、

さまざまな色調の「グリーン」や「ブラウン」を認め、それぞれに異なるスピードで採用
できるようにする。

- 技術の発展によって、将来、資産や活動の持続可能性のレベルが変わることを考慮に入
れ、動態的な原則とする。

- 適応性があり、実施しやすいものとする。
- 広範な活動と金融サービスを対象とする。
- 包摂的で「誰一人取り残さない」という世界の公約に整合的な原則とする。

▪包摂的なプロセスを通じて、リスク管理の指針となり、市場の基準や情報開示を支える基盤
となるグローバルな基準、枠組み、原則、ベスト・プラクティスの策定に取り組む。このプロ
セスには、全政府的アプローチでの国際協力と各国・地域内の調整、さらに、市場参加者や
その他の関係者との協議を含めるべきである。

▪ ESG 分類もしくは基準、リスク管理指針、市場の基準、環境要因に比べて策定が遅れてい
る社会要因およびガバナンス要因に関する情報開示枠組みの策定に十分注力する。

▪持続可能なファイナンスへのロードマップを策定するためのプラットフォーム〔持続可能なファイ
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ナンス開発のためのネットワーク（Sustainable Finance Development Network）〕 を構築す
る。域内各国・地域の ESG 金融へのアプローチにおける一貫性を推進し、グローバルな基
準や枠組みをつくるにあたって、アジア太平洋地域の発言力を強化するために、このロードマッ
プは明確な長期戦略を提示すべきである。

Ｅ．災害リスク金融の拡大
　今回のパンデミックは、世界で最も自然災害の影響を受けやすい地域に数えられるアジア太平洋
地域に位置する各国・地域のレジリエンスにも影響を及ぼした。保険会社や再保険会社は（保有
株式の大幅な値下がりと膨大な額のパンデミック関連の請求により）資産と負債の両面で影響を受
けた。また、緊急支援措置のために多額の財政出動が行われてきたが、これは、自然災害による
被害が出た場合、対応に回せる資金が減ったことを意味する。パンデミックによる混乱で、個人も
世帯も企業も経済的に脆弱な状況に置かれていることを踏まえると、大規模な自然災害（新たなパ
ンデミックの発生や現行のパンデミックの再燃を含む）が発生した場合、深刻な危機を引き起こし、
アジア太平洋地域に暮らす多くの世帯が貧困に陥るおそれがある。したがって、資本市場を活用
して災害リスク金融の調達先の拡大を図ることが重要である。

　APEC 参加国・地域は多国間開発機関と協力して、アジア太平洋地域における保険リンク証券
市場の成長を促すべきである。

提言：
▪ APEC 域内のアジア途上国・地域のための地域大災害債券（CAT ボンド）の発行に向けて

多国間開発銀行と協力すべきとした ABAC の 2019 年の提言を 2020 年中に実施する。その
際、域内の中南米諸国の経験を参考にするとともに、将来的に保険リンク証券を発行するに
あたり感染症の世界的大流行を保険対象に含められないか検討する。

Ⅵ．今後：2020 年の先を見据えたビジョン
　新型コロナウイルス感染症が突きつけた課題は、2020 年の先を見据えたアジア太平洋地域の「ビ
ジョン」を仕上げることの重要性を明確に示すことになった。今回のパンデミックの結果、われわ
れは、みんなの幸せ（collective wellbeing）をどう実現するかという大きな課題に直面しており、
それは、アジア太平洋地域のために新たな意欲的な目標を立てることがかつてなく重要であること
を意味しているが、同時に「より良い復興（build back better）」を果たす機会が与えられている
ということでもある。

　ABAC は、この地域に、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ア
ジア太平洋経済コミュニティを構築することを目指してきた。いかなるビジョンが描かれることにな
ろうと、これらの要素がその基盤になることに変わりはないとわれわれは考えている。新たなビジョ
ンは、新型コロナウイルス感染症の教訓に応えなければならないが、今後、アジア太平洋地域が
発展するにつれて、その変化に対応するのに十分な柔軟性も兼ね備えておく必要がある。同様に、
そのビジョンを達成する時間枠は、政治的に有意義であるだけでなく、商業的にも有意義なもの
でなければならないとわれわれは考えている。



2020年 APEC首脳への提言56

● APEC 首脳への提言「統合、イノベーション、包摂 〜経済回復とレジリエンス向上に向けて〜」

　特に３つの重要な点を強調しておきたい。第１に、持続可能で包摂的な成長をもたらすうえで、
ルールに基づく多角的貿易体制を含む自由で開かれた貿易と投資が引き続き中心的な役割を果た
していけるようにすることが重要である。ビジョンは、ボゴール目標に当然続くべき次なる段階とし
て、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を中心に据えるべきである。われわれの目標は、域内の
どこにいようと同じように働きやすく、暮らしやすく、事業活動を行いやすい、継ぎ目なく統合され
た地域を実現することであるべきである。世界貿易機関（WTO）を中核とする多角的貿易体制は、
こうした環境、特に WTO の開放性、透明性、無差別の原則を支える重要な基盤である。
　第２に、今回のパンデミックは協働し、協力することの価値と重要性を明らかにした。この概念
は「アジア太平洋経済コミュニティ（Asia-Pacific economic community）」構想に最も端的に具現
化されているが、このコミュニティは包摂的で、レジリエンスを備え、人間第一・人間中心のイニシ
アティブを推進するものとして構想されており、そこでは、地域経済統合の深化がもたらす機会や
恩恵を女性、零細・中小企業、若い起業家、先住民、地方遠隔地など、これまでそうした機会や
恩恵を十分に受けられなかった集団も含め、あらゆる人々が享受できる。

　最後に、気候変動の緩和と適応も含め、持続可能性が明示的に目標として位置付けられるよう
にすることは、われわれに課せられた義務である。これにより、必要とされている低炭素経済へ
の移行が増進される。さらに、新型コロナウイルス感染症パンデミックから地域全体として学んだ
危機管理に関する教訓を踏まえて、気候変動に起因して域内各国・経済にもたらされ得る最悪の
影響を軽減することにもつながる。持続可能な地域とは、エネルギー安全保障（あらゆるエネルギー
源を含むが、再生可能エネルギーや低炭素エネルギーの需給に重きを置く）と食料安全保障が確
保された地域のことである。例えば、貿易と各国・地域内の生産が継ぎ目なくつながったAPECフー
ド・システムが適切に機能すれば、域内の食料安全保障につながる。

Ⅶ．結論
　自由で開かれた貿易と投資は、過去 30 年間にわたり、APEC 地域に繁栄をもたらし、何百万
人もの人 を々貧困から救い出してきた。APEC 参加国・地域は当然、これらの偉業を誇りに思っ
ている。

　ABAC は、アジア太平洋地域の経済を再び回復軌道に乗せるために、自由で開かれた貿易と
投資を引き続き堅持していくよう要請する。保護主義の誘惑に何としても打ち勝たなければならな
い。保護主義は景気低迷を長引かせるだけなのである。APEC は、開かれた市場を維持し、地
域経済統合とイノベーションと包摂性を推進すべく協働し、協力することによって、域内各国・地
域があらゆる人々に幸福と繁栄と安心をもたらし、将来起こり得る負のショックに耐える強さを与え
ることができるという基本的な信念を貫き通さなければならない。

　ABAC は、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を中核とするアジア太平洋経済コミュニティ
の構築と、強靭で活気に満ち、持続可能で安心して暮らせる包摂的な地域の実現を目指すポスト
2020 ビジョンが本年、APEC 首脳により打ち出されることを期待している。
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世界貿易機関（WTO）に関するABACステートメント

　APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）は、COVID-19 が
世界の健全性を根本的に脅かしていることに深い懸念を有している。われわれは「他に類を見ない
危機」に直面している。世界貿易機関（WTO：World Trade Organization）を中心とした
多国間ルールに基づく世界の貿易システムは、パンデミックに対するわれわれの短期的な対処、ま
た、長期的な経済再建において鍵となる役割を果たすべきである。ABAC は APEC の各国・地
域の政府に対して、パンデミックへの短期的な対応を推進し、長期的に多国間ルールに基づく世界
の貿易システムを強化するWTO における取り組みにおいて、主導的役割を担うように要請する。

　日々変化するビジネスのニーズやビジネスモデルを反映し、信用力があり、当事者能力を
持ち、強化された WTO に対する強いコミットメントは、ビジネスを再建し、投資家からの
信頼を再構築し、COVID-19 の時代における貿易を取り巻く環境を改善するのに不可欠で
ある。

　したがって、APEC 参加国・地域は、WTO の緊急改革に対する支持を強く再強調すべきである。
WTO の新たな事務局長を選任するプロセスは、下記の重要な課題への対応を阻害するものであっ
てはならず、むしろ、これからの目標達成に貢献するものでなければならない。

１．COVID-19 からの教訓を考慮し、危機に対してより上手く対応できるようWTOのルールを
改革すること

　物品とサービスの貿易に係わるWTOルールは、不可欠な医療物資、不可欠な人材および食料が、
それらを最も必要とされている場所に届けることを可能とする。APEC の各国・地域は、危機に対
してより効果的に対応できるようにするためのWTO における（下記の各項目を含む）取り組みを
主導すべきである。

・分野別に関税と非関税障壁の恒久的廃止にコミットすること。それらは、医療用機器、医薬品、
手指消毒液や個人用防護具などの基本的な衛生用品を含む、不可欠な医療用品に関する合
意されたリストを対象とすること。

・サプライチェーンが、危機の時であっても耐久性を維持することを確実にするような措置にコミッ
トすること。

・ 危機の状況下において不可欠な人材の移動に対する障壁を除去することにコミットすること。
・食料と農産品の貿易に関して、根拠のない輸出制限や非関税障壁を取り除き、バリューチェー

ンを強化することにより、同貿易を促進することにコミットすること。
・貿易と投資に関する環境をより予測可能とするために透明性を拡大すること。

２．多国間ルールに基づく貿易システムの強化への取り組み
　WTO は持続可能な繁栄のための重要な基盤を提供している。1930 年代の大恐慌、また、
2008 年の世界金融危機は、貿易の減退が、保護主義により拍車がかかり、経済縮小の深さと長

添付
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さを助長することを示した。その一方、WTO の原則である開放性、無差別、予見可能性および
透明性に基づく貿易が、最も影響を受けやすい人々に対しても含めて、経済成長を長期にかけて
再活性化させることを手助けすることができる。

（i）ドーハ・ラウンドの積み残し事項を解決する
　貿易を再活性化し、より持続可能で包摂的な成長を達成するために貿易ルール、コミットメント
および義務に係わる既存の枠組みに対する意味のある改善が必要である。APEC の各国・地域は、
ドーハ・ラウンドからの下記の「積み残し事項」も含め、具体的な成果を得るために主導的役割を
担うべきである。

・違法で、規制されておらず、かつ報告されていない漁業を促進し、世界の漁業在庫の破壊に
繋がる「漁業補助金」を可及的速やかに廃止すること。

・農産品の貿易を歪めるような国内補助金を大幅に削減し、農産品市場の発展のため、食料安
全保障のため、成長のため、また環境のためにより良い結果をもたらすこと。

・サービスに対する国内規則に関するルールを改善すること。それにより、サービス業界が国全
体にわたり、生産性を向上させ、雇用を創出すること。

（ii）紛争解決機能が完全に機能することは多国間貿易システムの基本である
　WTO の紛争解決システムは、これまで 400 件以上の紛争を解決し、さらに多くの紛争の発生
を未然に防いできた。このシステムが完全に機能できないと、すべての国・地域にとって不都合が
生じることとなる。APEC の各国・地域に以下を要請する。

・WTO 上級委員会の委員が至急任命されるよう支持すること。
・上級委員会が必要とする改革が実行されるよう建設的に関与すること。

　その際、いくつかの国・地域が、訴訟を解決するための暫定的な手段として、多国間上訴制度
に参加していることを認識しておくべきである。

（iii）貿易に関する変遷を反映させる取り組みが多国間貿易システムを再活性化させる
　WTO のルールは、現代ビジネスと社会の関心事項をより反映させなければならない。APEC
の各国・地域に以下を要請する。

・透明性の拡大にコミットすること。そうすることにより、貿易システムは、すべての国にとって公
平でバランスのとれたものとなり、国際貿易における予測可能性を促進する。

・電子商取引の貿易関連の側面に関するWTO 交渉が成果をもたらされるように合意を促進す
ること。貿易をダイナミックに実施するためのデジタル技術の役割を拡大し、パンデミックへの
対応にも資すること。

・電子取引に対する関税課税に対する恒久的モラトリアムに関する合意を追求し、デジタル経済
におけるイノベーションと成長に対する阻害となることを回避すること。

・投資促進に関する取り組みを前進させ、投資フローの活性化を図ること。
・非効率な化石燃料補助金を廃止する取り組みを支持すること。それは、気候変動に対処する

ため、低炭素社会に移行してゆくというコミットメントとも一貫している。
・貿易におけるより一層の包摂的な参加を奨励する取り組みを支持すること。それらには

COVID-19 により過大な影響を受けた女性、中小企業および若手起業家が含まれる。
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・WTO プロセスへの国際ビジネス社会のより一層の関与を奨励すること。それにより、貿易環
境における予測可能性を改善し、透明性が拡大される。

　APEC の各国・地域はこれらすべての項目の成果が WTO の原則と一致し、将来において多国
間で成果を生むための礎となることを視野に入れておくべきである。グローバルな課題に対しては
グローバルな解決策が求められる。APECビジネス諮問委員会（ABAC）ならびに、より広いア
ジア太平洋地域のビジネス界は、WTOという非常に重要な分野におけるAPEC のリーダーシッ
プ発揮を完全に支持するものである。

APECビジネス諮問委員会
2020 年７月


