
持続可能で包摂的かつ強靭な成長に向けた勢いの回復 
 
持続可能性の推進 
 
持続可能かつ強靭な食料システムの構築：アジア太平洋地域はかつてない危機の真っただ中にある。
高騰する世界の食料価格と農業食品サプライチェーンの混乱は、長年にわたり積み上げてきた開発
の成果を台無しにし、APECが掲げる食料安全保障と食の安全に関する目標の達成を危うくしてい
る。ABACは、食料支援と食料安全保障に関する多国間および二国間での協力を推し進め、貿易の
円滑化に向けた取り組みを強化し、輸出禁止・制限措置の実施を控えるよう要請する。さらに、APEC
が新たに策定した「2030年に向けた食料安全保障ロードマップ（Food Security Roadmap Towards 
2030）」の速やかな実施を求め、特に、農産物の生産、流通、貿易における新たな技術の導入を支援
する「食料安全保障デジタル・プラン（Food Security Digital Plan）」の策定と実施、バイオ・サー
キュラー・グリーン（BCG：Bio-Circular-Green）経済モデルや環境再生型農業の導入を重視する。
ゆくゆくは、「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）」の会議において民間部門が有意義な役割を果たせるようにすることも重要に 
なってくる。 
 
気候変動に対する効果的な対応の推進：APEC地域は気候変動の影響を特に受けやすい。ABACの
「削減・緩和、適応、公正な移行に関する気候変動対策リーダーシップ原則（Climate Leadership 
Principles of Reduction / Mitigation, Adaptation and Just Transitions）」は、気候変動に対する戦略、
政策、事業慣行の策定に向けた枠組みを考える助けとなり得る。貿易と投資は、実用的なツールを
入手しやすくし、イノベーションを加速させ、炭素に市場メカニズムを働かせることを通じて、重要
な役割を果たし得る。ABACは、APEC参加国･地域に対し、妥当かつ相互補強的で、世界貿易機関
（WTO：World Trade Organization）のルールに整合し、包摂的な貿易政策面での気候変動対応措
置の策定、エネルギー集約型産業の脱炭素化を後押しする環境の整備、銀行による国内および国際
的なグリーン・ファイナンス提供拡大を促す仕掛けづくりに向けて、協力して取り組むよう要請 
する。ABACは、すべての APEC参加国・地域がWTOの「貿易と環境持続可能性に関する体系的
議論（TESSD：Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions）」に参加すること
を奨励する。気候のレンズを用いて APEC が今後の作業をどのように方向付け得るかを示すマト 
リックスを付録 Aに提示している。 
 
低炭素型経済に向けたエネルギー・トランジションの推進：実施についてはまだ始まったばかりで
あるが、カーボン・ニュートラルの目標設定は広く認識されつつある。ABAC は、APEC 各国・ 
地域に対し、経済成長、エネルギー強靭性、脱炭素化に関するそれぞれのニーズを踏まえた意欲的
かつ現実的なエネルギー・トランジション計画を策定するよう要請する。また、イノベーションを
促し、再生可能エネルギーと低炭素排出技術への投資を喚起すべく、「2030 年に向けた再生可能 
エネルギーと低炭素排出技術に関する貿易・投資ロードマップ（The Trade and Investment in 
Renewable Energy and Low Carbon Emissions Technologies Roadmap Towards 2030）」（付録 B）を
策定するよう要請する。 
 

AAPPEECC首首脳脳へへのの提提言言  AABBAACC  22002222年年版版  
要旨 

 
 本提言書に含まれる提言の要旨は以下のとおりである。 
 
迅速かつ持続的な回復の促進 
 
回復を早めるマクロ経済・財政・金融政策の実施：新型コロナウイルス感染症の影響から回復する
なか、各国・地域は根強いインフレ圧力の高まりという新たな脅威に直面している。短期的には、
金融政策はインフレ制御に力点を置き、そして、財政政策は、経済的に最も脆弱な立場にいる人々
への的を絞った支援や現金給付などを通じて賃金・物価スパイラルを遮断すべきである。 
 
 APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）の提言は、紛争と深く 
憂慮すべき世界経済の展望を背景に取りまとめたものである。アジア太平洋地域は、地政学や経済、 
環境に関するいくつもの重大な課題に直面しており、食料安全保障やエネルギー安全保障を脅かす
要因となっている。今も続く新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響、グローバル･サプライ
チェーンの混乱、高まるインフレ圧力も、「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040（APEC Putrajaya 
Vision 2040）」を達成するための地域の力を弱めてきた。ABACは引き続き、包摂的な経済統合と
その実現に向けた政策努力を全面的に支援する所存である。 
 
貿易面における新型コロナウイルス感染症パンデミック対応とワクチンの入手可能性：新型コロナ
ウイルス感染症はこれまでに世界全体で 1,490 万人 1の命を奪い、私たちの社会を脅かし続けてい
る。保健に関する目的を果たすために、APECは、必要不可欠な物品やサービスに対する輸出制限や 
関税･非関税障壁を取り除き、貿易を活用すべきである。また、ワクチンをすべての人々に行き渡ら
せる取り組みを引き続き支持し、特に途上国・地域において、新型コロナウイルス感染症ワクチン
共同購入枠組み（COVAX：COVID-19 Vaccine Global Access）などを通じて、ワクチンを物理的
にも価格的にも入手しやすくするべきである。 
 
域内各国・地域におけるより一貫性のある入国措置対応を通じた国境再開：多くの国・地域が国境
を再開しているものの、依然として、渡航に関する政策、ワクチン接種証明制度、基準、定義が 
各国・地域で異なっている。APEC各国・地域は、既存システムと互換性のあるインターフェース
を使う選択肢も残しつつ、この機会をとらえて、官民協力のもとに国境インフラの高度デジタル化
を図り、さまざまなシステム間の相互運用性を確保するとともに、域内の渡航に関する現行の基準
や慣行を簡素化すべきである。これらのツールは、将来のパンデミックや危機に対する備えとなり、
APEC域内各国・地域は、困難な時期にあっても国境を閉ざすことなく、人々の暮らし、企業活動、
生計の混乱を最小限にとどめられるようにする。 
 

 
1 WHO Global Excess Deaths Associated with COVID-19, January 2020-December 2021: 

https://www.who.int/data/stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021 
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は APEC 参加国・地域に対して、「APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR：APEC Services 
Competitiveness Roadmap）」の実施を加速させるとともに、特に、デジタル・サービスや電子商取
引支援サービス、エッセンシャル・サービス（必要不可欠な物品の流れを支えるサービスを含む）、
医療保健サービス、環境関連サービスについては、新たな取り組みを検討するよう要請する。 
 
デジタル化を通じた実現支援環境の醸成 
 
デジタル化促進に不可欠な物理的インフラの拡充：デジタル・ファースト・エコノミーの到来に 
より、デジタル技術は今や、あらゆる生産、事業、消費の中心となっている。ABAC は APEC 
各国・地域に対して、デジタル・マスター・プランの策定と実行、最先端技術への官民投資の促進、
デジタル･ネットワークのカバー範囲拡大、産業界のクラウド導入加速化に向けて、より絞り込んだ
政策・資金面の課題を設定するよう要請する。 
 
確実なデジタル化に向けたデジタル基礎インフラの整備：サイバーセキュリティとデジタル ID は、
APEC 地域のデジタル基礎インフラの不可欠な要素であり、これらの要素なくして、力強く成長 
する包摂的なデジタル経済を構築することはできない。進歩とイノベーションを確実なものとする
ために必要なインフラ整備と人材構築を進めるためには、一貫性ある統合的なアプローチが極めて
重要である。デジタル ID は、さまざまなサービスをより効率的かつ安全に、強固なプライバシー
保護を確保しつつ、導入・利用しやすくすることによって、国・地域、企業、個人の役割のあり方
を大きく変える可能性がある。ABACは APECに対し、サイバーセキュリティに関する行動と投資
における協調につながるような域内各国・地域共有のサイバーセキュリティ・プラットフォームを
構築するよう要請する。また、APEC 各国・地域に対して、国境を越えたデジタル ID の相互運用
実現に協力して取り組むよう要請する。 
 
価値創造、デジタル貿易、越境データ・フローの円滑化に向けた地域レベルのデータインフラの 
強化：新たな技術がさまざまな用途に用いられることでデータから価値を引き出す能力が高まって
いることを考え合わせると、飛躍的なデータの増加は間違いなく、イノベーションを促し、貿易を
増大させ、デジタル医療の可能性を最大化させ、雇用を創出する。データがもたらす膨大な価値創
造機会を解き放つためには、セキュリティとオープン標準と信頼に裏打ちされたデータ共有枠組み
が必要であることを ABACは強調する。 
 
零細・中小企業のデジタルトランスフォーメーションの推進：今般のパンデミックは零細・中小 
企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させた。APECは、官民パートナーシップや能力
構築を通じてデジタル技能開発を促すことによって、特に女性、先住民、若者など、十分なサービス
を享受できておらず、取り残されている層にとって、より実現支援的な環境を整備することができる。 
 
 APEC 各国・地域で導入される、変化し続けるデジタル関連法律や規制に対応する資源を持ち 
合わせていない零細・中小企業にとって、デジタル政策の細分化は、特に打撃となる。ABAC は、
APEC各国・地域で導入されるデジタル関連の政策や規制の透明性を向上させることが重要である
こと、そして、そうすることが情報の非対称性への対処に役立ち、デジタル関連の政策立案における

持続可能な経済へのトランジションのための資金供給：APEC地域の持続可能な経済へのトランジ
ションに必要な資金調達を円滑に行うために、ABACは APECに対し、以下の分野での協調のため
のプラットフォームを構築することを要請する。域内各国・地域が相互運用可能な ESG（環境・ 
社会・ガバナンス）タクソノミーと炭素排出量取引市場の構築、情報開示の改善、持続可能なイン
フラへのファイナンス、零細・中小企業（MSME：micro, small and medium enterprise）の持続 
可能な目標に沿った事業活動に対するインセンティブの付与である。 
 
零細・中小企業の持続可能な慣行の強化：世界の経済成長における零細・中小企業の重要性とこれ
らの企業が気候変動との関連で直面している具体的な課題を踏まえると、零細・中小企業の成功を
支える措置を考案することが極めて重要である。資金へのアクセス、継続的訓練、バリューチェーン
への統合、国際化支援など、これまでに実施されてきた措置の多くは、零細・中小企業が直面する
従来型の課題に対処するものである。しかし、今般の危機は、持続可能な慣行の構築と採用を通じて、
零細・中小企業が新たな価値とさらなる競争力を生み出す機会を提供している。 
 
地域経済統合の深化 
 
アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）への道筋の実現：APEC域内における高水準かつ包括的な取り
組みなどを通じて、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of the Asia-Pacific）を 
実現することは、引き続き ABACにとって重要な貿易・経済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）」の中核をなす課題でもある。ABACは、 
5 月に開催された APEC 貿易担当大臣会合で、FTAAP 実現に向けて前進することで各国・地域の
意見が一致していることが明らかになったことを歓迎する。FTAAP は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と ABACは考えている。ビジネス界は 20年も進展を待っていられ
ない。ABAC は複数年作業プログラムの成果の早期実施をいつでも支援する準備ができている。 
この点については、「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に関する ABAC ステートメント」（付録
C）でさらに詳述する。 
 
世界貿易機関（WTO）支持とルールに基づく多角的貿易体制の擁護：ABACは、WTOを中心とし、
ルールに基づき、無差別かつ開放的で、透明性の高い多角的貿易体制に対する支持を改めて表明す
る。ABACは、6月にジュネーブで第 12回WTO閣僚会議（MC12）が無事開催されたことを歓迎
し、漁業補助金、食料安全保障、世界食糧計画（WFP：World Food Program）に関する決定と一連
の「共同イニシアティブ（Joint Initiative）」について進展があったことを称賛する。ABACとして
は、第 13回閣僚会議に向けて、農業やより広範なWTO改革を含むいくつかの重要な分野で、より
意欲的かつ具体的な成果が得られるよう取り組むべきと考える。緊急を要する問題として、上級 
委員会や必要な改革も含め、完全に機能するWTO紛争処理システムを復活させなければならない。
提言については「世界貿易機関（WTO）に関する ABACステートメント」（付録D）に詳述する。 
 
サービス貿易の強化：イノベーションは将来、サービス分野における地域経済成長の主たる原動力
となる。サービス貿易を妨げる障壁の軽減、イノベーションを促すエコシステムと環境の強化、官民
間のシナジーと協力の活用など、将来を見据えた政策や経済成長戦略が極めて重要である。ABAC
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は APEC 参加国・地域に対して、「APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR：APEC Services 
Competitiveness Roadmap）」の実施を加速させるとともに、特に、デジタル・サービスや電子商取
引支援サービス、エッセンシャル・サービス（必要不可欠な物品の流れを支えるサービスを含む）、
医療保健サービス、環境関連サービスについては、新たな取り組みを検討するよう要請する。 
 
デジタル化を通じた実現支援環境の醸成 
 
デジタル化促進に不可欠な物理的インフラの拡充：デジタル・ファースト・エコノミーの到来に 
より、デジタル技術は今や、あらゆる生産、事業、消費の中心となっている。ABAC は APEC 
各国・地域に対して、デジタル・マスター・プランの策定と実行、最先端技術への官民投資の促進、
デジタル･ネットワークのカバー範囲拡大、産業界のクラウド導入加速化に向けて、より絞り込んだ
政策・資金面の課題を設定するよう要請する。 
 
確実なデジタル化に向けたデジタル基礎インフラの整備：サイバーセキュリティとデジタル ID は、
APEC 地域のデジタル基礎インフラの不可欠な要素であり、これらの要素なくして、力強く成長 
する包摂的なデジタル経済を構築することはできない。進歩とイノベーションを確実なものとする
ために必要なインフラ整備と人材構築を進めるためには、一貫性ある統合的なアプローチが極めて
重要である。デジタル ID は、さまざまなサービスをより効率的かつ安全に、強固なプライバシー
保護を確保しつつ、導入・利用しやすくすることによって、国・地域、企業、個人の役割のあり方
を大きく変える可能性がある。ABACは APECに対し、サイバーセキュリティに関する行動と投資
における協調につながるような域内各国・地域共有のサイバーセキュリティ・プラットフォームを
構築するよう要請する。また、APEC 各国・地域に対して、国境を越えたデジタル ID の相互運用
実現に協力して取り組むよう要請する。 
 
価値創造、デジタル貿易、越境データ・フローの円滑化に向けた地域レベルのデータインフラの 
強化：新たな技術がさまざまな用途に用いられることでデータから価値を引き出す能力が高まって
いることを考え合わせると、飛躍的なデータの増加は間違いなく、イノベーションを促し、貿易を
増大させ、デジタル医療の可能性を最大化させ、雇用を創出する。データがもたらす膨大な価値創
造機会を解き放つためには、セキュリティとオープン標準と信頼に裏打ちされたデータ共有枠組み
が必要であることを ABACは強調する。 
 
零細・中小企業のデジタルトランスフォーメーションの推進：今般のパンデミックは零細・中小 
企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させた。APECは、官民パートナーシップや能力
構築を通じてデジタル技能開発を促すことによって、特に女性、先住民、若者など、十分なサービス
を享受できておらず、取り残されている層にとって、より実現支援的な環境を整備することができる。 
 
 APEC 各国・地域で導入される、変化し続けるデジタル関連法律や規制に対応する資源を持ち 
合わせていない零細・中小企業にとって、デジタル政策の細分化は、特に打撃となる。ABAC は、
APEC各国・地域で導入されるデジタル関連の政策や規制の透明性を向上させることが重要である
こと、そして、そうすることが情報の非対称性への対処に役立ち、デジタル関連の政策立案における

持続可能な経済へのトランジションのための資金供給：APEC地域の持続可能な経済へのトランジ
ションに必要な資金調達を円滑に行うために、ABACは APECに対し、以下の分野での協調のため
のプラットフォームを構築することを要請する。域内各国・地域が相互運用可能な ESG（環境・ 
社会・ガバナンス）タクソノミーと炭素排出量取引市場の構築、情報開示の改善、持続可能なイン
フラへのファイナンス、零細・中小企業（MSME：micro, small and medium enterprise）の持続 
可能な目標に沿った事業活動に対するインセンティブの付与である。 
 
零細・中小企業の持続可能な慣行の強化：世界の経済成長における零細・中小企業の重要性とこれ
らの企業が気候変動との関連で直面している具体的な課題を踏まえると、零細・中小企業の成功を
支える措置を考案することが極めて重要である。資金へのアクセス、継続的訓練、バリューチェーン
への統合、国際化支援など、これまでに実施されてきた措置の多くは、零細・中小企業が直面する
従来型の課題に対処するものである。しかし、今般の危機は、持続可能な慣行の構築と採用を通じて、
零細・中小企業が新たな価値とさらなる競争力を生み出す機会を提供している。 
 
地域経済統合の深化 
 
アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）への道筋の実現：APEC域内における高水準かつ包括的な取り
組みなどを通じて、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of the Asia-Pacific）を 
実現することは、引き続き ABACにとって重要な貿易・経済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）」の中核をなす課題でもある。ABACは、 
5 月に開催された APEC 貿易担当大臣会合で、FTAAP 実現に向けて前進することで各国・地域の
意見が一致していることが明らかになったことを歓迎する。FTAAP は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と ABACは考えている。ビジネス界は 20年も進展を待っていられ
ない。ABAC は複数年作業プログラムの成果の早期実施をいつでも支援する準備ができている。 
この点については、「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に関する ABAC ステートメント」（付録
C）でさらに詳述する。 
 
世界貿易機関（WTO）支持とルールに基づく多角的貿易体制の擁護：ABACは、WTOを中心とし、
ルールに基づき、無差別かつ開放的で、透明性の高い多角的貿易体制に対する支持を改めて表明す
る。ABACは、6月にジュネーブで第 12回WTO閣僚会議（MC12）が無事開催されたことを歓迎
し、漁業補助金、食料安全保障、世界食糧計画（WFP：World Food Program）に関する決定と一連
の「共同イニシアティブ（Joint Initiative）」について進展があったことを称賛する。ABACとして
は、第 13回閣僚会議に向けて、農業やより広範なWTO改革を含むいくつかの重要な分野で、より
意欲的かつ具体的な成果が得られるよう取り組むべきと考える。緊急を要する問題として、上級 
委員会や必要な改革も含め、完全に機能するWTO紛争処理システムを復活させなければならない。
提言については「世界貿易機関（WTO）に関する ABACステートメント」（付録D）に詳述する。 
 
サービス貿易の強化：イノベーションは将来、サービス分野における地域経済成長の主たる原動力
となる。サービス貿易を妨げる障壁の軽減、イノベーションを促すエコシステムと環境の強化、官民
間のシナジーと協力の活用など、将来を見据えた政策や経済成長戦略が極めて重要である。ABAC
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首首脳脳へへのの提提言言 年年版版
全文

Ⅰ．序言

世界経済の先行きは依然として、かつてない、深く憂慮すべきものとなっている。地政学や経済、
新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響、グローバル・サプライチェーンの混乱など、いく
つもの重大な課題が山積し、 地域が迅速かつ持続的な回復を成し遂げ、持続可能で包摂的
かつ強靭な成長に向けた勢いを維持する力を弱めてきた。

われわれは大混乱の時代を迎えており、今こそ、 はその特徴である協調性を発揮すべき
であると、ビジネス界は認識している。 は今日、かつてないほど、強力な意思決定と大胆な
行動を求められている。

ビジネス諮問委員会（ ： ）の 年のテーマは、
「受け入れる（ ）、取り組む（ ）、実現可能にする（ ）」である。本報告書では、
以下を目的とする の提言の概要を示す。

◼ 迅速かつ持続的な回復の促進
◼ 持続可能で包摂的かつ強靭な成長に向けた勢いの回復
⚫ 持続可能性の推進
⚫ 地域経済統合の深化
⚫ デジタル化を通じた実現支援環境の醸成

Ⅱ．迅速かつ持続的な回復の促進

A．回復を早めるマクロ経済・財政・金融政策の実施

アジア太平洋各国･地域では、官民債務が記録的水準に積み上がり、財政余力が限られ、中央銀行
のバランスシートが大きく拡大し、インフレが再発している。途上国･地域は、先進国・地域の金利
上昇に伴うさらなる資本流出、輸出先国・地域の経済減速、エネルギー価格の高騰という脅威に
さらされながら、大きな脆弱性を抱えた状態でパンデミックを脱しつつある。グローバル不均衡が
拡大し、さまざまな市場で不安定性が高まり、一部の市場で資産バブルが膨張し、世界が新たな
分断化の時代に突入するなか、リスクは増大している。

地政学的対立がインフレ圧力を著しく増幅させ、主要な一次産品の深刻な不足を引き起こして
いる。その結果、世界経済や世界の経済・金融システムに、そして、 が目指す地域統合達成
の見込みにも、長期にわたり悪影響が及ぶことになるだろう。

ベスト･プラクティスを推進することになることを指摘する。零細･中小企業をデジタル政策の策定
に組み入れる必要がある。 
 
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：デジタル化は貿易金融と 
サプライチェーンファイナンスに特に大きな影響を与えている。デジタル化によって、二次請けや
三次請けのサプライヤーのような零細・中小企業の資金へのアクセスが改善している。こうした零
細・中小企業は従来、受注から決済という一連の事業プロセスの初期段階で与信を得ることが 
難しかった。自動化によって信用を供与するための事務コストが低下し、少額の融資を行なう貸し
手にとっても、少額の信用状を発行する銀行にとっても、採算が合うようになってきている。 
 
 金融包摂を実現し、活力ある零細・中小企業群を生み出すうえで、デジタル金融を後押しする 
エコシステムを構築することは極めて重要である。APECは、零細･中小企業向けサプライチェーン
ファイナンスのためのデジタル市場インフラを構築し、相互運用可能なオープン･データ･システム
の開発を促すとともに、中央銀行デジタル通貨の開発に向けた取り組みで協力し、将来、国境を 
越えた取引を推進するにあたって、その相互運用可能性と有効性が確保されるようにすべきである。 
 
 包摂的なデジタル化と持続可能な発展を推進すべく、財政再建と構造改革を推し進めるための 
財政政策手段の活用の両立を目指す。アジア太平洋地域の回復を持続させるためには、成長のため
の資金供給に市場がより大きな役割を果たせるようにする政策が必要である。 
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