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拝啓
ビジネス諮問委員会（ ： ）は、アジア太平洋地域

全体で女性の経済的エンパワーメントとジェンダー平等の促進に力を尽くしています。われわれは、
包摂的かつ持続可能な経済成長を牽引するうえで女性が果たす重要な役割を認識しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症パンデミックの渦中で女性は過大な影響を受けており、成長を
もたらす触媒としてのその立場が脅かされています。

マッキンゼーの 年の報告書は、女性のパンデミックの影響による失業率が男性の 倍に
上ると試算しています。また、その時点での雇用に占める女性の割合が ％である一方、パンデ
ミック下での失業全体の ％近くを女性が占めていたことも、同報告書は明らかにしました。この
要因の一つとして、大半の国・地域において、パートタイム労働者や非正規雇用者の多くを女性が
占めていることが挙げられます。そのため、パンデミックによって景気が低迷するなか、女性のほ
うが男性よりも労働時間減少と失業に見舞われる結果となったのです。家庭やコミュニティの幸福
に女性が果たす中心的な役割や、多くの零細・中小企業（ ： ）
のリーダーとしての女性の役割を踏まえると、これは致命的な事態です。より安定した雇用の提供
によって、女性の経済的安定を支援することが不可欠です。

多くの国・地域では、新型コロナウイルス感染症が既にエンデミック（地域的流行）段階に移行
しているにもかかわらず、パンデミックの長引く影響は女性に偏った負担を与え続けています。
例えば、パンデミックの悪影響への対策として実施された 件近い政策措置のうち、無償労働
の問題に対応したのは 件にすぎませんでした。無償労働は経済的機会へのアクセスを妨げる
ものであり、女性にとって大きな課題です。われわれビジネス・コミュニティは、女性の経済的
エンパワーメントを強化し、ジェンダー平等問題の解決を図るため、 参加国・地域と協力し、
これらの重要課題に対応するパンデミック後の包摂的な政策環境づくりに取り組む所存です。

が格差解消に取り組み、女性の経済参画を推進することが、これまで以上に重要となって
います。 は、ジェンダー不平等の事例をなくし、女性や女性経営企業に過度に不利な障壁を
撤廃しなければなりません。特定産業では女性の参画率が高いため、サービス産業ならびに電子

規則の収斂の促進：国際的なベスト・プラクティスと整合した規制の枠組みは、各国・地域による
取り組みの無用な重複を避けるのに役立ち、安全で効果的な治療法の開発と普及を早めることが 
できます。APECは医薬・医療品に関する規制の収斂に向けた取り組みを引き続き優先すべきです。 
 
医療のための革新的かつ持続可能な資金調達メカニズムの推進：ABACは、APEC参加国・地域の
閣僚の皆様が「戦略的財産として、持続可能で、強靭で、革新的かつ公正な保健医療制度への投資」
を呼びかけていることを歓迎するとともに、医薬・医療品およびサービスへのアクセス拡大に 
向けて画期的な代替資金調達・融資モデルの利用を検討するため、APEC 財務大臣会合プロセス 
（FMP：APEC Finance Ministers Process）やアジア太平洋金融フォーラム（APFF：Asia-Pacific 
Financial Forum）との連携を強化するよう要請します。われわれはまた、APEC 参加国・地域に 
対し、この取り組みを継続するとともに、昨年採択された「APEC ヘルスケア・ファイナンス・ 
ロードマップ（APEC Healthcare Financing Roadmap）」を実施するよう要請します。パンデミック
に対する備えや、保健医療制度の強化、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジへの投資は、各国・ 
地域における保健医療上の成果の向上のみならず、域内全域の公衆衛生にとっても重要です。 
 
デジタル技術導入の加速化とデジタルインフラ強化への取り組みの継続：APEC は引き続きデジ 
タル経済を活用するとともに、イノベーション、デジタル技術の導入、各国・地域の保健医療の 
向上を支える国境を越えたデータ共有を推進する政策を整備すべきです。われわれは、人工知能 
（AI）を通じた実環境データからの価値創造に焦点を当てた ABACデジタル・ヘルス・レポートの
作成を楽しみにしています。 
 
ABACおよび民間部門との関与の深化：APEC生命科学イノベーションフォーラム（LSIF：APEC 
Life Sciences Innovation Forum）の設置期限を迎えるなか、APEC域内の保健医療関連の課題につ
いて、民間部門との持続的かつ有意義な関与を確保することが、これまで以上に重要となります。
われわれは各国・地域の実務者の皆様に対し、APECの保健医療関連のワークストリームへの民間
部門の関与を強化することを検討するよう奨励します。 
 
 2022年の APECのテーマ「オープン、コネクト、バランス（Open, Connect, Balance）」を実施
するなかで、引き続き官民部門の緊密な連携を図れることを期待しています。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 
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政策立案者と民間部門が協力して、女性がこの新しいグローバルビジネス環境下で成功するため
に必要なデジタル技能・能力を身につけられるよう支援する実用的な仕組みをつくることが、かつ
てなく重要になっていると ABAC は考えています。

は の政策立案者の皆様に対し、以下のことを提言します。

⚫ 女性経営企業がデジタル経済で競争するために、ビジネス変革と技能向上に必要なインフラに
投資できるよう、デジタル化の初期費用を支援する。

⚫ 少額貨物貿易の円滑化、市場アクセスと電子決済の承認、デジタル・ガバナンスの相互運用性と
いった重要要素を盛り込んだ、女性経営企業の越境電子商取引を簡素化する法規制インフラ、
政策、地域協定を整備する。

⚫ 域内での営業手続きの簡素化を支援し、小規模オンライン企業が域内市場の拡大と成長を
図れるようにするため、 のすべての市場のルールを整合化する、デジタル貿易と電子商取
引に関する地域協定の締結に向けた取り組みを加速する。

また、女性は経済の多くの分野で資源として十分活用されないままです。特に技術、医薬、保健
医療関連分野において、パンデミック後の課題への対応に女性が貢献できるよう後押しすることが
急務です。科学・技術・工学・数学（ ： ）
の分野では女性が著しく少なく、 労働力に占める割合は ％にとどまっています。女性の
参画を高めることは、アジア太平洋地域の零細・中小企業の経営者として、また のコミュニ
ティの幸福度を高めるうえで女性が果たしている中心的な役割を踏まえると、パンデミック下の
課題への対応に必要なイノベーションの促進に欠かせません。女性の 分野への参画を高める
ことは、「 教育戦略 − （ ）」の目標の一つです。
われわれは APEC の政策立案者の皆様に対し、女性の STEM 分野への参画を働きかけるよう要請
します。

より揺るぎないエビデンスに基づく政策立案に役立つ資源を開発することが不可欠です。ABAC
は政策立案者の皆様に対し、長年にわたって存在するジェンダー不平等問題の解決を図る政策や
措置を立案するにあたり、関係ステークホルダーがより揺るぎない根拠を得られるように、ジェン
ダー別データの収集、分析、受け渡しを最適化するよう要請します。これによって、 域内に
ジェンダー不平等を根付かせてきた根本的な障壁を減らす画期的な行動や措置を打ち出せるように
なります。

ABAC は、「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）」の実現に向けた取り組みにおいて、APEC のフォーラムやサブ
フォーラムと協力し、支援を提供する決意を確認します。ラ・セレナ・ロードマップが、労働参加
の拡大、適切な教育訓練の支援、新規市場と資本へのアクセスを通じて、女性の経済的エンパワー
メントを促す画期的な機会を生み出すというわれわれの信念は揺らぎません。

女性経営企業が国際市場やグローバル・バリューチェーンに参画できるよう支援するために、

商取引やデジタル経済に的を絞ることで、成果を高める機会がさらに広がるとわれわれは考えて
います。

サービス

域内のサービス産業における女性の参画率は高いものの、労働集約的な製造、観光、医療、
教育分野での役割が多く、グローバル・バリューチェーンへの参画率は低くなっています。女性が
グローバル・バリューチェーンへの参画を果たすには、サービス産業の女性が経営することを妨げ
る障壁を取り除く必要があります。ライセンス費用や障壁の撤廃、女性経営企業の資金調達支援、
知的財産権の保護が大きな効果をもたらすでしょう。

したがって、 は に対し、 年に合意された「世界貿易機関（ ：
）サービス国内規制に関する複数国間協定（

）」を受け入れるよう要請します。同協定はサービス産業の幅広い改革を
推進するものですが、こうした改革は、 域内において女性が大きな割合を占めるサービス
分野の貿易の障壁を取り除き、女性の参画を促す効果があります。特に同協定は、男女平等を促進
する時限的な特別かつ異なる措置を支持し、 参加国・地域をはじめとする 加盟国・
地域が、自国・地域に現存し女性に影響を与えている格差を検証し、その解消に取り組むよう促す
内容となっています。

デジタル経済と電子商取引

現下のパンデミックは、知識や技能やネットワークを身につけ、新たな経営モデルを採用し、新
規市場を開拓するために、デジタル能力を強化してきた 域内の女性の強靭性を明らかにして
います。しかし、デジタルトランスフォーメーションには投資が必要であり、多くの女性が技術や
連結性確保のコストの高さ、デジタル・リテラシーの低さ、制限的な社会規範などが原因で、デジ
タルトランスフォーメーションに乗り遅れています。ワールド・ワイド・ウェブ財団（

）が 年に公表した報告書 では、デジタル経済への女性の積極的な参画を
阻む、こうした障壁により、世界経済は国内総生産（ ）を約 兆ドル上積みする機会を逃すと
試算しています。

パンデミックによって電子商取引が急拡大し、女性が小売業に参画する新たな機会が生まれて
います。その多くは、オンライン販売や新規市場の開拓を目指す小規模企業経営者です。しかし、
整備が不十分で一貫性に欠けるばらばらな政策によって、女性が経営する小規模企業は依然として、
この供給形態を通じた新しい継続的な地域的拡大を妨げる煩雑な手続きに直面しています。世界
銀行が実施した調査によると、 年までに男女の売上格差が解消されれば、東南アジアの電子
商取引は 年までに 億ドル上積みされる可能性があります。
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                                        参考文書 D  

AAPPEECC食食料料安安全全保保障障担担当当大大臣臣会会合合議議長長へへのの書書簡簡  
 
2022年 8月 2日 
 
APEC食料安全保障担当大臣会合議長 
タイ 農業・協同組合大臣 
Chalermchai Sri-on閣下 
 
拝啓 
 APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）を代表し、APEC域内に
おける持続可能で安全、確実かつ包摂的な食料システムの構築について ABACの見解と提言を共有
するためにご連絡いたします。 
 
 食料不安、人口増加、気候変動の悪影響といった差し迫った課題を背景に、世界が深刻な食料危機
に直面していることは、極めて憂慮すべき状況です。ここ数カ月は価格下落の兆しが見えますが、 
穀物、油糧種子、肥料などの重要品目に不足が生じ、価格が急騰しています。世界銀行の食料価格
指数（Food Commodity Price Index）は今年 3月に最高値を付け、2年前より 80％以上高くなりま
した。 
 
 残念なことに、その対策として多くの国・地域が制限的な保護主義的アプローチを取っており、
国際食糧政策研究所（IFPRI：International Food Policy Research Institute）によれば、6月末時点
で 18 の国・地域が 31 品目の食料品の禁輸を実施し、さらに 5 つの国・地域が 6 品目に制限的な 
輸出許可制を導入しています。また、貿易を歪める農業補助金も増加しています。 
 
 こうした食料不安の高まりは、何年もかけて築き上げられた発展の成果を損なうだけでなく、 
国連の持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）の 2030年までの達成を脅か
し、より広い意味では、強靭で持続可能かつ包摂的な地域になるという APECの目標達成に向けた
進展をも妨げています。 
 
 APEC参加国・地域は、短期的な食料危機と、より長期的な域内の食料安全保障の見通しの両方
に対応すべく行動しなければなりません。 
 
 短期的には、APEC 参加国・地域の食料安全保障担当大臣の皆様に対し、先般世界貿易機関 
（WTO：World Trade Organization）の閣僚会議で採択された「食料不安への緊急対応に関する 
閣僚宣言（Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity）」で示された 
決意を確認するよう要請します。同宣言は、貿易が国内生産とともに世界の食料安全保障の向上に
極めて重要な役割を果たすことを認識したうえで、貿易を円滑化し、緊急措置を可能な限り貿易の
混乱を最小限に抑えるものとし、関連する WTO 規定と整合的でない禁輸措置や輸出制限を課さ 
ないことの重要性を再確認することを約束するものです。これらの措置は、WTO が進めている 

民間部門がなすべきことは、デジタル技能訓練プログラムなどを含め、多いと は認識してい
ます。 参加国・地域全体で、起業活動やイノベーションなどの分野における指導的地位への
女性の参画を確保するためには、他にもやらなければならないことが数多くあります。 は、
取り残されて十分なサービスを享受できていない零細・中小企業が経済的包摂を促進する自社の
取り組みを強化し、それぞれの企業で女性の経済的エンパワーメントとジェンダー平等への取り
組みを推進するうえで取り入れられるベスト・プラクティスの特定を目指しています。その方法
として、 のパートナー、 女性と経済に関する政策パートナーシップ（ ：

）、官民部門のステークホルダー、学術界関係者など、
参加 カ国・地域全体のさまざまなステークホルダーと協力して、対話やワークショップ

を実施していきます。

戦略的な経済回復計画に女性を完全に取り込まなければ、アジア太平洋地域の回復も再建もかな
いません。われわれは政策立案者の皆様に対し、アジア太平洋地域の女性に平等な機会を与え、
経済活動への参画を促し、個人的成長を可能にする適切な仕組みを構築するための政策環境づくり
を要請します。これらの目標に向かって皆様と協力できることを楽しみにしております。

敬具

年 議長
Kriengkrai Thiennukul
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