
生み出しました。デジタル・シフトに成功した MSME は、パンデミック下で強靭性を高め、将来
のショックに対する高い強靭性を維持しています。デジタル･リテラシーの低さ、質の高いインター
ネット・インフラへのアクセスの欠如、デジタル技能の欠如、デジタルを取り巻く運用環境の一層
の複雑化といったデジタル化の障壁、さらには多様で制限的な規制環境や貿易ルールが APEC地域
全体に依然として残っており、引き続き多くの MSME の成長の可能性を阻んでいます。 
 
 こうした課題に対処するため、ABACは APEC参加国・地域の中小企業担当大臣の皆様に対し、
以下のことを提言します。 
 
 デジタル技能の構築を加速するため、官民パートナーシップを活用して MSME によるデジタル
技術の導入を促す。最先端のベスト・プラクティスをモニタリングし、APEC全域に普及させる
こともこれに含まれる。 

 簡易性と相互運用性を優先した国際基準に基づくデジタル貿易ルールの策定に際して一貫性と 
透明性を確保し、必要に応じて、MSMEのコンプライアンス負担を低減するとともに、国際化と
グローバル・バリューチェーンへの参画を図るため、MSMEがデジタル機会を最大限に活用でき
るようにする。 

 拡大可能な国際的成長に向けて MSME が活用できる物流・フルフィルメント・電子商取引プラ
ットフォームの導入を推進する。 

 「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（AIDER：APEC Internet and 
Digital Economy Roadmap）」の 11 分野における取り組みがデジタル格差を縮小するかたちで 
実施されるようにする。AIDER を実行する APEC 参加国・地域の担当官の諮問機関の役割を 
果たす常設のMSME委員会によって、これが可能となる。 

 APEC参加国・地域全体でデジタル政策を策定・導入するにあたり、透明性向上、ステークホル
ダー協議、適正手続きを促進するため、良き規制慣行を推進する APECの既存の取り組みを活用
する。 

 
2. 持続可能な慣行の向上 
 パンデミックの余波と APEC 地域全体のコミュニティへの悪影響の全容が明らかになるにつれ、
MSME が社会的・環境的に持続可能な慣行を向上できるようにする取り組みを強化すべきことが 
一層明白になっています。MSME は世界経済の成長にとって重要であり、その成功を後押しする 
施策を打ち出すことが不可欠です。各国・地域は、金融へのアクセス、継続的な訓練、バリュー 
チェーンへの統合、国際化プロセスの支援といった措置を通して、これらの企業が直面する多くの
課題に対処しようと努めてきました。現在の危機は、デジタル化の推進や持続可能な慣行の開発と
導入を通して、これらの企業に新しい価値やより高い競争力を生み出す機会をもたらしています。
こうした変革は、環境への影響を最小限に抑え、包摂性を高めるために慣行を統合するというビジ
ネス界で高まっている傾向と一致するものであり、MSME が価格優位性を生み出し、より多くの 
投資を呼び込む助けにもなります。とりわけ各国・地域は、MSMEのニーズを組み込んだ「公正な
移行」のアプローチをとる必要があります。 
 
 ABACは APEC参加国・地域の中小企業担当大臣の皆様に対し、以下のことを提言します。 

 
 
 参考文書 E  

AAPPEECC中中小小企企業業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 15日 
 
APEC中小企業担当大臣会合議長 
タイ 副首相兼中小企業振興委員会副委員長 
Supattanapong Punmeechow閣下 
 
拝啓 
 零細・中小企業（MSME：micro, small and medium enterprise）は、常に APEC 域内における 
経済成長と発展の原動力とみなされてきました。MSMEは APEC参加国・地域の全企業の 97％超
を占め、労働人口の雇用の過半を担っています。過去を振り返っても、国内総生産（GDP）に占め
る MSME の割合は、大半の国・地域で 40～60％に上ることが多く、経済成長の推進にも大きく 
貢献してきました。 
 
 新型コロナウイルス感染症パンデミックの発生と、それが過去 2年間にわたって広範なビジネス
環境にもたらした多くの混乱によって、深刻な経済ショックに対する MSME の脆弱性がはっきり
と浮き彫りになりました。各国・地域がエンデミック（地域的流行）段階に移行し始めるなか、 
政策立案者がこの移行期を、リセットボタンを押して MSME 経済の再活性化を図る好機として 
活かす努力をすることが肝要です。この点に関して、APEC ビジネス諮問委員会（ABAC：APEC 
Business Advisory Council）は、APEC参加国・地域の中小企業担当大臣の皆様に対し、1）デジタ
ルトランスフォーメーションの促進、2）持続可能な慣行の向上、3）サプライチェーンファイナン
スのためのデジタル市場インフラの構築、4）経済的包摂性の向上促進、という 4 つの主要分野に
注力するよう提言します。 
 
 これらの達成に向けて政策立案者を支援するため、ABAC は南カリフォルニア大学マーシャル 
経営大学院と協力し、「新たな MSME 経済：パンデミック後の成長の原動力（The New MSME 
Economy: Post-Pandemic Drivers for Growth）」と題した包括的な報告書をまとめました。この
報告書には、上述の優先分野を踏まえた主要な提言が含まれています。ソートリーダーへの詳細な
インタビュー、MSME実務者への聞き取り、調査、文献レビューに基づいた同報告書の調査結果は、
APEC 参加国・地域の首脳や政策立案者を実質的に支援します。同報告書は 2 つの重要な成果を 
生み出します。一つ目は、パンデミック後のビジネス環境を乗り越えるうえでの各 MSME 経済の
進捗と準備体制を正確に評価する「APEC MSMEスコアカード（APEC MSME Scorecard）」です。
そして、二つ目の成果は、各国・地域全体にカスケード効果をもたらす、的を絞った MSME イニ
シアティブ（いくつかの有力かつ重要な提言）の提供を軸とするものです。 
 
1. デジタルトランスフォーメーションの推進 
 新型コロナウイルス感染症パンデミックは、起業家がデジタル化の進む世界に適した存在であり
続けるために、デジタル・ソリューションや技術革新を取り入れることを強く促すビジネス環境を
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の重要な柱の構築を加速すべく、参加国・地域を支援する。 
 特にデジタル・インボイスに関する相互運用可能な基準の策定と、デジタル文書の使用や取引精
算機関（ビジネス・クリアリング・ハウス）など国内のデジタル市場インフラ間の連携に関する
法的枠組みの構築に向けた共同の取り組みを通じて、参加国･地域のデジタル･サプライチェーン･
プラットフォームの相互運用性を高めるための域内協力を促す。 

 
4. 経済的包摂性の向上促進 
 取り残されて十分なサービスを享受できていない層の人々が経営する MSME の経済的・社会的
回復を促すことが、APEC参加国・地域の持続的な経済成長を確保するために不可欠です。この点
に関して、ABAC は、MSME が自社のデジタル化能力、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、若者活用、先住民の経済的発展、ガバナンスや持続可能性の基準について
強化を図るうえで取り入れられるベスト・プラクティスを特定しました。こうしたベスト・プラク
ティスは、MSMEが、強靭かつ包摂的で均衡のとれた長期的成長に必要な生産力と経済的多角化の
欠如に起因する制約を克服する助けとなることも意図しています。 
 
 この予備調査結果に基づき、ABAC は APEC 参加国・地域の中小企業担当大臣の皆様に対し、 
以下のことを提言します。 
 
 貿易障壁などの現存する技術的な障壁に取り組み、税関手続きの効率化とデジタル化、その他 
電子署名や電子インボイスといった業務や貿易を円滑化する措置を進め、小規模事業向けの簡易
制度を推進し、輸出クラスターの形成を促し、技術面や販売面での支援を提供することによって、
MSME（特に、十分なサービスを享受できていない地域の人々が経営する企業）の国際貿易への
参加を促す。 

 民間部門が提供する資源を活用して、女性や先住民、若者が経営する企業など、十分なサービス
を享受できておらず、取り残されているMSMEの域内バリューチェーンとグローバル･バリュー
チェーンへの統合をより良いかたちで進める。 

 女性の科学・技術・工学・数学（STEM：science, technology, engineering, and mathematics） 
分野への参画を高めることが「APEC 教育戦略 2016−2030（APEC Education Strategy 2016-
2030）」の目標の一つであることに留意し、STEM 分野の雇用、研究、教育への参画の拡大を 
通じて、特に技術、医薬、保健医療関連分野のパンデミック後の課題への対応における女性の 
貢献とイノベーションを後押しする。 

 民間部門との連携によって、MSMEがパンデミック後の事業環境を乗り越え、成功に向けて必要
な技能を備えられるように、電子商取引、デジタル・マーケティング、決済プラットフォーム、
物流、オンライン上の安全性、サイバーセキュリティなどの要素を網羅した包括的で目的に 
合った能力構築・デジタル技能訓練プログラムを開発し、これを支援する。 

 MSME をデジタル化とサービス・イノベーションに組み入れる一環として、MSME によるデジ
タル技術の導入を促すべく、目的に合った起業イノベーション・エコシステムの構築に注力する。 

 
 ABAC は、上述した 4 つの優先分野がMSME の強靭性を高め、パンデミック後の世界において
継続的な事業採算性を確保するうえで有用な役割を果たすと考えています。したがって、特にこう

 教育・訓練資源へのアクセスを拡大するため、労働条件と開発条件を平等にする措置を特定し、
推進する。また、環境に配慮した業務プロセスと物流プロセスの創出を促すため、持続可能性の
課題に関する継続的な透明性のあるコミュニケーションを確保すべきである。こうした取り組み
は、大企業に存在する持続可能な企業慣行の認知度の向上と、その統合を促すために、民間部門
と連携して進めることができる。 

 コミュニケーションの場を生み出す官民の組織間のシナジーと、持続可能性と包摂性に配慮した
慣行の導入を可能にする戦略の策定を通して、地方遠隔地を拠点とする取り残された MSME が
グローバル・バリューチェーンに統合され、持続可能な事業活動を行う機会を拡大する。 

 MSME の APEC 域内サプライチェーンへの統合を促し、適切な統合や持続可能な慣行の導入を
阻む既存の障壁を最小化する。その発展過程や環境に適した措置を講じるため、これらの企業の
生産規模と事業規模を確認する。 

 MSMEの持続可能な移行の資金調達を支えるエコシステム・アプローチの設計に向けて協力し、
成功事例を共有し、その成功事例を広げる戦略を明らかにするため、官民の金融部門のさまざま
なステークホルダーが一堂に集まるプラットフォームを提供する。この取り組みでは、国際機関
や財務大臣会合プロセス（FMP：Finance Ministers’ Process）下の既存の政策イニシアティブの
専門知識を活用できるだろう。 

 
3. サプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場インフラの構築 
 新型コロナウイルス感染症パンデミックは、デジタル化が業務プロセスにもたらし得る非常に 
大きなインパクトにも光を当てました。貿易･サプライチェーンファイナンス･サービスのデジタル
化は、二次請けや三次請けのサプライヤーなど、発注から決済までのサイクルの初期段階で、従来
の信用の引き受けが極めて難しいMSMEによる金融へのアクセスを容易にしています。自動化は、
より低いコストでの信用取引処理を可能にし、貸し手にとっては少額融資を経済的に実行可能に 
する一方、銀行にとっては少額の信用状（L/C）取引を実行可能にしています。 
 
 電子インボイス、デジタル ID、電子本人確認（e-KYC）は、その他の電子契約書の受け入れや 
紙の文書を求める無用な要件の撤廃とともに、デジタル・サプライチェーンファイナンスの重要な
基盤です。分散台帳技術は、サプライヤーと流通業者間のクロスボーダー・ファイナンスを可能に
する透明性のある信頼できるシステムを提供する一方で、各国・地域が貿易を管理する独自のシス
テムを維持することを可能にします。各国・地域の政府は、責任あるデータ共有に向けた協力を 
促す開かれたエコシステムの創出を目指すとともに、短期的な解決策にはなるとしても、長期的に
は競争やイノベーションを抑制するおそれがあるデータ･サイロを支持しない姿勢をとるべきです。 
 
 したがって、われわれは APECに対し、以下のことを提言します。 
 
 APEC域内の国・地域全体で相互運用可能な電子インボイスを導入し、市場参加者や金融・技術
ソリューションを提供するその他のステークホルダーと協力して、その利用を支えるインフラを
構築する。 

 信頼できるデジタル IDシステム、有効な金融サービスデータ･エコシステム、ならびにデジタル
化された取引と業務を支える相互運用可能な決済システムといった、基礎的なデジタルインフラ
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の重要な柱の構築を加速すべく、参加国・地域を支援する。 
 特にデジタル・インボイスに関する相互運用可能な基準の策定と、デジタル文書の使用や取引精
算機関（ビジネス・クリアリング・ハウス）など国内のデジタル市場インフラ間の連携に関する
法的枠組みの構築に向けた共同の取り組みを通じて、参加国･地域のデジタル･サプライチェーン･
プラットフォームの相互運用性を高めるための域内協力を促す。 

 
4. 経済的包摂性の向上促進 
 取り残されて十分なサービスを享受できていない層の人々が経営する MSME の経済的・社会的
回復を促すことが、APEC参加国・地域の持続的な経済成長を確保するために不可欠です。この点
に関して、ABAC は、MSME が自社のデジタル化能力、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、若者活用、先住民の経済的発展、ガバナンスや持続可能性の基準について
強化を図るうえで取り入れられるベスト・プラクティスを特定しました。こうしたベスト・プラク
ティスは、MSMEが、強靭かつ包摂的で均衡のとれた長期的成長に必要な生産力と経済的多角化の
欠如に起因する制約を克服する助けとなることも意図しています。 
 
 この予備調査結果に基づき、ABAC は APEC 参加国・地域の中小企業担当大臣の皆様に対し、 
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通じて、特に技術、医薬、保健医療関連分野のパンデミック後の課題への対応における女性の 
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 民間部門との連携によって、MSMEがパンデミック後の事業環境を乗り越え、成功に向けて必要
な技能を備えられるように、電子商取引、デジタル・マーケティング、決済プラットフォーム、
物流、オンライン上の安全性、サイバーセキュリティなどの要素を網羅した包括的で目的に 
合った能力構築・デジタル技能訓練プログラムを開発し、これを支援する。 

 MSME をデジタル化とサービス・イノベーションに組み入れる一環として、MSME によるデジ
タル技術の導入を促すべく、目的に合った起業イノベーション・エコシステムの構築に注力する。 
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 コミュニケーションの場を生み出す官民の組織間のシナジーと、持続可能性と包摂性に配慮した
慣行の導入を可能にする戦略の策定を通して、地方遠隔地を拠点とする取り残された MSME が
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3. サプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場インフラの構築 
 新型コロナウイルス感染症パンデミックは、デジタル化が業務プロセスにもたらし得る非常に 
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化は、二次請けや三次請けのサプライヤーなど、発注から決済までのサイクルの初期段階で、従来
の信用の引き受けが極めて難しいMSMEによる金融へのアクセスを容易にしています。自動化は、
より低いコストでの信用取引処理を可能にし、貸し手にとっては少額融資を経済的に実行可能に 
する一方、銀行にとっては少額の信用状（L/C）取引を実行可能にしています。 
 
 電子インボイス、デジタル ID、電子本人確認（e-KYC）は、その他の電子契約書の受け入れや 
紙の文書を求める無用な要件の撤廃とともに、デジタル・サプライチェーンファイナンスの重要な
基盤です。分散台帳技術は、サプライヤーと流通業者間のクロスボーダー・ファイナンスを可能に
する透明性のある信頼できるシステムを提供する一方で、各国・地域が貿易を管理する独自のシス
テムを維持することを可能にします。各国・地域の政府は、責任あるデータ共有に向けた協力を 
促す開かれたエコシステムの創出を目指すとともに、短期的な解決策にはなるとしても、長期的に
は競争やイノベーションを抑制するおそれがあるデータ･サイロを支持しない姿勢をとるべきです。 
 
 したがって、われわれは APECに対し、以下のことを提言します。 
 
 APEC域内の国・地域全体で相互運用可能な電子インボイスを導入し、市場参加者や金融・技術
ソリューションを提供するその他のステークホルダーと協力して、その利用を支えるインフラを
構築する。 

 信頼できるデジタル IDシステム、有効な金融サービスデータ･エコシステム、ならびにデジタル
化された取引と業務を支える相互運用可能な決済システムといった、基礎的なデジタルインフラ
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                                        参考文書 F  

AAPPEECC財財務務大大臣臣会会合合議議長長へへのの書書簡簡  
 
2022年 8月 15日 
 
APEC財務大臣会合議長 
タイ 財務大臣 
Arkhom Termpittayapaisith閣下 
 
拝啓 
 APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に、われわれの今年の提言を APEC ビジネス諮問委員会
（ABAC：APEC Business Advisory Council）を代表して提出できることを光栄に存じます。 
 
 迅速かつ持続的な回復の促進、将来のパンデミックに対する強靭性の構築、持続可能なトランジ
ションを支援するファイナンス、包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築は、APEC
が対処する必要があるとわれわれが考える最も重要な金融上の課題です。これらすべてが、アジア
太平洋地域の持続的かつバランスのとれた包摂的な成長の実現に欠かせません。 
 
迅速かつ持続的な回復の促進 
 アジア太平洋の各国・地域は、生産性の低下に加え、記録的水準にある官民債務、財政余力の 
低下、中央銀行のバランスシートの膨張、インフレの再来といった課題に直面しています。回復が
十分でない国・地域を含んでいる途上国・地域は、大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックから
脱しつつあり、さまざまな外的リスクの高まりにさらされています。地政学的対立はインフレ圧力
を著しく増大させ、主要な一次産品の深刻な不足を引き起こしています。 
 
 われわれは、各国･地域が喫緊の主要優先課題として、インフレの固定化阻止に重点的に取り組む
よう提言します。中長期的には、各国・地域に対し、財政再建と債務削減に取り組みつつ、同時に
デジタル･イノベーションやグリーン化投資、世界的な温室効果ガス排出量削減、低所得消費者支援
のための資金を確保するために革新的な財政手段を用いるべきです。また、地政学的対立のより 
広範な影響と結果を検証し、必要な対策を講じる必要があります。 
 
 われわれは APECに対し、協調と協力、能力構築のための域内プラットフォームを構築し、持続
可能なトランジションや包摂的なデジタル化、強靭性を促す構造改革の推進に注力することを提言
します。特に注力すべき重要分野として、情報開示基準、データ、タクソノミー、デジタル格差、
零細・中小企業（MSME：micro, small and medium enterprise）のデジタル金融へのアクセス、 
貿易のデジタル化、域内で拡大するデジタル･フラグメンテーション（デジタル世界における分断化）
が挙げられます。 
 
将来のパンデミックに対する強靭性の構築 
 感染症流行の発生頻度や深刻度が増すなか、民間部門の資金供給の役割を活用した、持続可能 

した激動の時代において APEC 参加国・地域の回復を確かなものとするために、われわれは官民 
協力の強化を強く支持し、要請します。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 
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