
 

付付録録 CC  

アアジジアア太太平平洋洋自自由由貿貿易易圏圏（（FFTTAAAAPP））にに関関すするる AABBAACC スステテーートトメメンントト  
 
 アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of the Asia-Pacific）の実現は、APECビジ
ネス諮問委員会（ABAC：Asia Business Advisory Council）が貿易・経済面で引き続き最重要視して
いる課題であるとともに、「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040（APEC Putrajaya Vision 2040）」
の重要な構成要素でもある。ABACは、新たな FTAAPに関する APEC対話が 2022年の優先課題
に位置付けられたことを歓迎する。 
 
 FTAAP は目的地であるとともに道のりでもある。目的地としての FTAAP は、開かれた、ダイ
ナミックで、強靭かつ、豊かで平和なアジア太平洋共同体の基盤となるものであり、より深い地域
経済統合という構想によって特徴づけられる。道のりとしての FTAAP は、ダイナミックに変化 
する世界のビジネス環境に対応していく必要がある。われわれが特に想起するのは、2014年に採択
された FTAAP北京ロードマップと 2016年の APEC 首脳リマ宣言において、最終的な FTAAPは
質が高く、包括的なものであり、かつ、次世代貿易投資課題を組み込み、その課題に対処できるもの
であるべきことが確認されたことである。 
 
構想 
 
 ABACは、FTAAPの実現に向けて多くの優先課題があると考えている。 
 
 第 1に、ABACは APECに対し、貿易と投資に関する質の高いアプローチの収斂を図るよう要請
する。これは、域内ですでに締結され、実施に移されてしばらく経った道筋となる既存の自由貿易
協定を詳細に検証し、その結果に基づいて行われるべきである。検証対象としては、次世代貿易 
投資課題や紛争解決の仕組みが含まれるべきであり、すでに表面化している欠陥や実施上の課題が
ある場合は、その定期的な評価も行われるべきである。 
 
 道筋協定に関して、ABACは、「地域的な包括的経済連携協定（RCEP：Regional Comprehensive 
Economic Partnership Agreement）」と「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 
APEC地域の持続可能で包摂的な繁栄に貢献するものであると認識しており、まだ批准を済ませて
いないすべての署名国に対して、できる限り速やかにこれらの協定を批准し、施行するよう奨励 
する。さらに、ABAC は、署名国に対し、時間と共に協定のさらなる改善を目指して取り組むと 
ともに、両協定が求める高い水準を満たすことができる国・地域に対して参加を働きかけることを
提言する。 
 
 第 2に、ABACは、道筋協定と質の高いデジタルに特化した協定の貢献を認識しており、滞りな
く安全かつ確実で、相互運用可能で、包摂的な越境電子商取引･デジタル貿易のためのルールづくり
の重要性を強調する。 

経験の共有 
 再生可能エネルギーと低排出技術の貿易・投資を促し、ロードマップに示した目標を達成する 
ための措置 
 
年 国・地域 行動分野 イニシアティブ 注釈 
2022 オーストラリア    
 ブルネイ    
 カナダ    
 チリ    
 中国    
 中国香港    
 インドネシア    
 日本    
 韓国    
 マレーシア    
 メキシコ    
 ニュージーランド    
 パプアニューギニア    
 ペルー    
 フィリピン    
 ロシア    
 シンガポール    
 チャイニーズ・タイペイ    
 タイ    
 米国    
 ベトナム    
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持続可能性の向上が早期に最適なかたちで達成されるよう、努力すべきである。 
 
 よって、ABACは、ビジネス・コミュニティが特に緊急性を要すると考えている 5つの優先課題
について、APEC が詳細な複数年にまたがる作業プログラムを策定することで合意するよう提案 
する。この作業は、2023年に着手し、2026年に進捗状況の評価、2031年に目標の評価を実施すべ
きである。作業プログラムは、直ちに実行に移すことができ、企業にとって目に見える改善をもた
らすような具体的な結果を生み出すことを目指すべきである。APECは、個々の作業プログラムの
調整・推進役となる幹事国・地域を定める検討をしてもよいだろう。同様に、ABAC においても、
ABACの要望を伝える担当を定めることができる。 
 
 早期において優先すべき課題は FTAAP の構成要素全体にわたって見出せるが、5 つの具体的な
提案に絞り込んで以下に示す。これらは FTAAPで ABACが目指す目標のごく少数に過ぎないこと
を明記しておく。ABAC は、FTAAP アジェンダ全体、すなわちこれらの早期優先課題をはるかに
超えるさまざまな分野で、意欲的な結果を一貫して求めている。 
 
i. デジタル化：成長、生産性、包摂性、イノベーションを可能にするうえでデジタル技術が重要

な役割を果たすことを踏まえ、われわれは、安全かつ確実な国境をまたぐデータのやりとり、
デジタル ID、電子署名、電子インボイス、電子決済に関するものなど、デジタル貿易における
相互運用性のさらなる向上に向けて、また、電子商取引を支えるサービスに対する制限措置の
削減に向けて早期に取り組むことを求める。 

 
ii. 包摂性：今般のパンデミックによって包摂性の向上に向けた取り組みが大きく脅かされたこと

を踏まえ、われわれは、女性、零細・中小企業、先住民コミュニティなど、経済的潜在力を 
発揮しきれていない層の能力構築を図り、デジタル貿易を含む貿易と投資への参加状況を改善
するためのプログラムやイニシアティブに優先的に取り組むよう要請する。 

 
iii. 持続可能性：開かれた貿易と持続可能性の望ましい結果の間には強力なシナジーが生まれる 

可能性があることに注目し、われわれは、現行の APEC 環境物品リストをさらに拡大し、 
サービスも加えることで環境関連物品・サービス貿易の円滑化を図る作業、および再生可能 
エネルギー関連分野の貿易投資枠組みを構築するための作業に早期に取り組むよう要請する。 

 
iv. 貿易と投資：北京ロードマップとリマ宣言を想起するとともに、経済の再構築を支援するため

にあらゆる手立てを講じる必要があることを意識し、われわれは、貿易に悪影響を及ぼす非関
税措置について、道筋協定に盛り込まれた質の高い要素や APECの「非関税措置に関する横断
的な原則（Cross-Cutting Principles on Non-Tariff Measures）」を参照しつつ、ABACと協力し
て、こうした措置を特定し、それに対処できる仕組みを構築するための作業に早期に取り組む
よう要請する。 

 
v. 新型コロナウイルス感染症パンデミックに対する貿易面の対策：今般のパンデミックがアジア

太平洋地域の貿易フローに深刻な影響を及ぼしたことに注目するとともに、成長の下振れ 

 

 第 3に、零細・中小企業（MSME：micro, small and medium size enterprises）、女性、先住民な
ど、十分なサービスを享受できておらず、経済的潜在力を発揮しきれていない層がより包摂的な 
かたちで電子商取引やデジタル貿易を含む交易に参加できるようにすることも、最終的な FTAAP
に不可欠な要素である。ABACは「零細･中小企業のグローバル化のためのボラカイ行動アジェンダ
（Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs）」の後継イニシアティブが必要であると考えている。
このことは、前述の層、ひいては APEC参加国･地域全体が、経済統合の深化によってもたらされる
機会を十分に実現できるようにするうえで、極めて重要である。 
 
 第 4に、アジア太平洋地域は、地球温暖化に伴って高まる自然災害リスクに直面しており、サプ
ライチェーン、持続可能性、包摂性、および繁栄にも深刻な悪影響が及ぶ可能性がある。気候変動
への対応は FTAAP の不可欠な要素と位置付けられなければならない。現行の道筋協定は、この 
ニーズに十分応えるものにはなっていない。われわれは APEC参加国・地域に対し、ABACが策定
した「気候変動対策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」を参考に 
して、貿易と投資に関するものも含めて、貿易協定の枠内で、厳格で戦略的かつ実際的な対策を 
構築することを奨励する。 
 
 FTAAPを実現するために、APEC参加国・地域は以下のことを行うべきである。 
 
 道筋協定となる貿易協定や地域経済統合に向けて域内で実施されているその他の取り組みを活用
し、その質の向上を図る。そのために、これらの協定で最も成功しているアプローチを中心に収斂
を図り、すでに表面化している実施上の課題やその他の欠陥がある場合は定期的な評価を通じて
対処する。 

 CPTPP および RCEP の署名国でまだ批准を済ませていない国に批准と施行を促すとともに、 
両協定が求める高い水準を満たすことができる国・地域に参加を働きかける。 

 道筋協定や質の高いデジタルに特化した協定を適宜参考にしつつ、コンセンサスに基づいて、 
デジタル貿易やその他の次世代貿易投資課題を含む新分野における質の高いルールを策定する。 

 零細・中小企業や女性が経営する企業など、グローバル・サプライチェーンと貿易において恩恵
を十分に享受できていない層の障壁を積極的に削減して能力構築を図ることで、経済的包摂性を
実現し、経済的利益を拡大する。 

 ABACが策定した「気候変動対策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」
を参考にして、貿易と投資に関するものも含めて、貿易協定の枠内で、より効果的に気候変動に
対応するための貿易政策アプローチを進める。 

 
道のり 
 
 企業と社会にとって、FTAAP が完全に実現するまで 20 年も待っている余裕はない。最終的な
FTAAP に至る前進は、進化する貿易投資構造の礎となる小さな要素を徐々に積み上げるプロセス
を通じてもたらされるべきである。これらの要素は、必ずしもすべての APEC参加国・地域が同じ
方法で、また同じタイミングで実施するということにはならないかもしれない。ただし、全体として
一貫性のあるアプローチになるよう、そして、企業にとってのメリットが最適化され、包摂性と 
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持続可能性の向上が早期に最適なかたちで達成されるよう、努力すべきである。 
 
 よって、ABACは、ビジネス・コミュニティが特に緊急性を要すると考えている 5つの優先課題
について、APEC が詳細な複数年にまたがる作業プログラムを策定することで合意するよう提案 
する。この作業は、2023年に着手し、2026年に進捗状況の評価、2031年に目標の評価を実施すべ
きである。作業プログラムは、直ちに実行に移すことができ、企業にとって目に見える改善をもた
らすような具体的な結果を生み出すことを目指すべきである。APECは、個々の作業プログラムの
調整・推進役となる幹事国・地域を定める検討をしてもよいだろう。同様に、ABAC においても、
ABACの要望を伝える担当を定めることができる。 
 
 早期において優先すべき課題は FTAAP の構成要素全体にわたって見出せるが、5 つの具体的な
提案に絞り込んで以下に示す。これらは FTAAPで ABACが目指す目標のごく少数に過ぎないこと
を明記しておく。ABAC は、FTAAP アジェンダ全体、すなわちこれらの早期優先課題をはるかに
超えるさまざまな分野で、意欲的な結果を一貫して求めている。 
 
i. デジタル化：成長、生産性、包摂性、イノベーションを可能にするうえでデジタル技術が重要

な役割を果たすことを踏まえ、われわれは、安全かつ確実な国境をまたぐデータのやりとり、
デジタル ID、電子署名、電子インボイス、電子決済に関するものなど、デジタル貿易における
相互運用性のさらなる向上に向けて、また、電子商取引を支えるサービスに対する制限措置の
削減に向けて早期に取り組むことを求める。 

 
ii. 包摂性：今般のパンデミックによって包摂性の向上に向けた取り組みが大きく脅かされたこと

を踏まえ、われわれは、女性、零細・中小企業、先住民コミュニティなど、経済的潜在力を 
発揮しきれていない層の能力構築を図り、デジタル貿易を含む貿易と投資への参加状況を改善
するためのプログラムやイニシアティブに優先的に取り組むよう要請する。 

 
iii. 持続可能性：開かれた貿易と持続可能性の望ましい結果の間には強力なシナジーが生まれる 

可能性があることに注目し、われわれは、現行の APEC 環境物品リストをさらに拡大し、 
サービスも加えることで環境関連物品・サービス貿易の円滑化を図る作業、および再生可能 
エネルギー関連分野の貿易投資枠組みを構築するための作業に早期に取り組むよう要請する。 

 
iv. 貿易と投資：北京ロードマップとリマ宣言を想起するとともに、経済の再構築を支援するため

にあらゆる手立てを講じる必要があることを意識し、われわれは、貿易に悪影響を及ぼす非関
税措置について、道筋協定に盛り込まれた質の高い要素や APECの「非関税措置に関する横断
的な原則（Cross-Cutting Principles on Non-Tariff Measures）」を参照しつつ、ABACと協力し
て、こうした措置を特定し、それに対処できる仕組みを構築するための作業に早期に取り組む
よう要請する。 

 
v. 新型コロナウイルス感染症パンデミックに対する貿易面の対策：今般のパンデミックがアジア

太平洋地域の貿易フローに深刻な影響を及ぼしたことに注目するとともに、成長の下振れ 

 

 第 3に、零細・中小企業（MSME：micro, small and medium size enterprises）、女性、先住民な
ど、十分なサービスを享受できておらず、経済的潜在力を発揮しきれていない層がより包摂的な 
かたちで電子商取引やデジタル貿易を含む交易に参加できるようにすることも、最終的な FTAAP
に不可欠な要素である。ABACは「零細･中小企業のグローバル化のためのボラカイ行動アジェンダ
（Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs）」の後継イニシアティブが必要であると考えている。
このことは、前述の層、ひいては APEC参加国･地域全体が、経済統合の深化によってもたらされる
機会を十分に実現できるようにするうえで、極めて重要である。 
 
 第 4に、アジア太平洋地域は、地球温暖化に伴って高まる自然災害リスクに直面しており、サプ
ライチェーン、持続可能性、包摂性、および繁栄にも深刻な悪影響が及ぶ可能性がある。気候変動
への対応は FTAAP の不可欠な要素と位置付けられなければならない。現行の道筋協定は、この 
ニーズに十分応えるものにはなっていない。われわれは APEC参加国・地域に対し、ABACが策定
した「気候変動対策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」を参考に 
して、貿易と投資に関するものも含めて、貿易協定の枠内で、厳格で戦略的かつ実際的な対策を 
構築することを奨励する。 
 
 FTAAPを実現するために、APEC参加国・地域は以下のことを行うべきである。 
 
 道筋協定となる貿易協定や地域経済統合に向けて域内で実施されているその他の取り組みを活用
し、その質の向上を図る。そのために、これらの協定で最も成功しているアプローチを中心に収斂
を図り、すでに表面化している実施上の課題やその他の欠陥がある場合は定期的な評価を通じて
対処する。 

 CPTPP および RCEP の署名国でまだ批准を済ませていない国に批准と施行を促すとともに、 
両協定が求める高い水準を満たすことができる国・地域に参加を働きかける。 

 道筋協定や質の高いデジタルに特化した協定を適宜参考にしつつ、コンセンサスに基づいて、 
デジタル貿易やその他の次世代貿易投資課題を含む新分野における質の高いルールを策定する。 

 零細・中小企業や女性が経営する企業など、グローバル・サプライチェーンと貿易において恩恵
を十分に享受できていない層の障壁を積極的に削減して能力構築を図ることで、経済的包摂性を
実現し、経済的利益を拡大する。 

 ABACが策定した「気候変動対策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」
を参考にして、貿易と投資に関するものも含めて、貿易協定の枠内で、より効果的に気候変動に
対応するための貿易政策アプローチを進める。 

 
道のり 
 
 企業と社会にとって、FTAAP が完全に実現するまで 20 年も待っている余裕はない。最終的な
FTAAP に至る前進は、進化する貿易投資構造の礎となる小さな要素を徐々に積み上げるプロセス
を通じてもたらされるべきである。これらの要素は、必ずしもすべての APEC参加国・地域が同じ
方法で、また同じタイミングで実施するということにはならないかもしれない。ただし、全体として
一貫性のあるアプローチになるよう、そして、企業にとってのメリットが最適化され、包摂性と 
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付付録録DD  

世世界界貿貿易易機機関関（（WWTTOO））にに関関すするる AABBAACCスステテーートトメメンントト  
 
 世界貿易機関（WTO：World Trade Organization）を中心とするルールに基づく多角的貿易体制
は、新型コロナウイルス感染症パンデミック、サプライチェーンの混乱、気候変動、地政学的緊張
その他の破壊的な要因を含め、世界経済が直面しているグローバルな課題に効果的に対応するうえ
で極めて重要である。適切に機能するWTOは、継続的かつ持続可能で包摂的な繁栄を支える不可
欠な基盤である。 
 
 APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）は、第 12回WTO閣僚
会議（MC12）における意欲的な成果に向けて強力な支持を表明するとともに、これ以上延期する
ことなく、閣僚会議が開催されるよう要請する。 
 
 こうした成果を達成することは、すべてのWTO加盟国・地域が個別にも全体としても果たすべ
き責務である。 
 
 われわれは、第 12 回閣僚会議において、WTO が強固で、信頼され、有意義な存在、すなわち、
ルールに基づく多角的貿易体制の揺るぎない基盤となり、今般のパンデミックに効果的に対応し、
力強い成長軌道への回帰を促し、変化し続ける企業のニーズとモデルを反映するような存在となり
得る成果が導き出されるよう、APEC参加国・地域の閣僚が協力して取り組むことを要請する。 
 
 具体的に、ABAC は APEC 参加国・地域の閣僚に対し、以下の点でリーダーシップを発揮する 
よう要請する。 
 
1．パンデミック問題への効果的な対応 
 新型コロナウイルス感染症の発生以来、ABACは、パンデミック問題に対する貿易上の解決策を
提唱してきた。特に、変化し続ける保健医療や経済の課題に対応するためには、市場は、歪みがなく、
開放的で、適切に機能している必要がある。われわれは以下のことを要請する。 
 
 「貿易と保健イニシアティブ（Trade and Health Initiative）」をはじめとする公平なワクチン接種
を目指す集中的な取り組みを支持する。 

 ワクチンおよびその原材料、ならびに合意に基づくリスト 1に記載された必要不可欠な医療用品・
サービスに対する輸出規制、輸入関税、非関税障壁を撤廃する。 

 危機時における必要不可欠な人材の国境を超える移動を円滑化すべく、障壁を最小限に抑える。 
 ワクチンおよび必要不可欠な医療用品・サービスに関する措置、経済回復支援のための補助金に 
関する措置を含め、あらゆる貿易関連のパンデミック対策について、効果的な報告と監視の仕組み 

 
1 必要不可欠な医療品リストには、医療機器、医薬品、医薬品有効成分、基本的衛生用品・機器のほか、抗原性補強剤、瓶・注射器、
ワクチンそのものなど、ワクチンのサプライチェーンで必要とされる物品が含まれるべきである。 

 

リスクがあることを意識し、われわれは、域内でのペーパーレス貿易の全面的な採用、相互運
用可能な電子シングルウィンドウの導入、規制の透明性向上などを通して、サプライチェーン
の機能強化に集中的に取り組むよう要請する。 

64 2022 年 APEC首脳への提言

● APEC首脳への提言「受け入れる、取り組む、実現可能にする」




