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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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の製造、流通、投与に必要不可欠なサービスに対する輸出制限と輸入障壁を取り除く。
 年に で採択された必要不可欠な物品の流れの円滑化に関する宣言をさらに強化す

べく、必要不可欠なサービスについても同様の宣言を採択し、すべての 参加国・地域に
対し、できる限り速やかに宣言の内容を実施するよう働きかける。

 新型コロナウイルス感染症ワクチン共同購入枠組み（ ：
）など、地域・世界レベルでの公平なワクチン分配に向けた取り組みの拡大に寄与し、

これを支援する。

C．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

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、各国・地域が将来、パンデミックや危機に対処する
にあたり、今回学んだ教訓を生かし、困難な時期にあっても、安全を確保したうえで国境は閉ざさ
ず、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機会を提供している。

は、 におけるこれまでの進展を歓迎するが、同時に、 として何らかの枠組みを
構築し、地域全体として安全で継ぎ目のない国境を越えた移動の実現、各国・地域で異なる政策や
慣行の調整、旅行者と規制当局の双方にとって使い勝手の良い環境を提供するためのデータ･セキュ
リティと関連技術の強化に取り組むよう要請する。

欧州連合（ ： ）、国際民間航空機関（ ：
）、世界保健機関（ ： ）、スマート・ヘルス・カード

（ ）が定める基準、ワクチン接種証明制度、定義がそれぞれ異なるために、
旅行者や企業はますます複雑な手続きとコスト増に直面している。

提言：
 移動に関する政策、ワクチン接種証明制度、基準、定義が異なることによる手続きの複雑さや

コストを軽減すべく、域内の移動に関する現行の基準および慣行の整合性を図る。
 民間部門と協力して、旅行者の新型コロナウイルス感染症関連情報を渡航前に受け取り、判断、

承認するためのデジタル相互運用可能なトラベル・ポータルの開発に向けた試験計画を進める。
 ビジネス・トラベル・カード（ ： ）システムを活用し

て、さまざまなワクチン接種証明制度間の相互運用可能性を確保し、既存システムと互換性の
あるインターフェースも選択できるようにする。

Ⅲ．持続可能で包摂的かつ強靭な成長に向けた勢いの回復

A．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

世界は今日、深刻な食料危機に直面している。新型コロナウイルス感染症パンデミックは、それ
以前から、何十年もの長きにわたり続いてきた貿易障壁と貿易を歪める補助金によってひどく歪め

当面は、マクロ経済政策においては、インフレの定着を防ぐべく物価の安定を最優先する必要が
ある。短期的には、物価高騰の衝撃を和らげるために財政政策による支援を行っても差し支えない
だろう。中長期的には、財政再建を図りつつ、持続可能性、包摂的なデジタル化、格差是正をはじ
めとする重要目的を果たすために、財政余力を革新的な方法で活用する必要がある。

提言：
 目下の重要な優先課題として、インフレの定着防止に取り組む。先進国・地域は、金融政策で

インフレ期待を安定（アンカー）させるとともに、財政政策では、賃金・物価上昇の悪循環に
陥る可能性を遮断するために、現金給付や的を絞った支援を行い、物価高騰の衝撃を緩和すべ
きである。

 中長期的には、財政再建と債務削減を図りつつ、同時にデジタル・イノベーション、グリーン
化投資、世界全体の温室効果ガス排出量削減、低所得消費者支援のために、炭素税などの革新
的な財政手段を用いるべきである。

 協力、協調、能力構築のための地域プラットフォームを構築し、持続可能なトランジションと
包摂的なデジタル化と強靭性を促す構造改革を推進する。

B．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 万人の命を奪い、さらに何百万人も
の人々に後遺障害を負わせた。今般のパンデミックによって明らかになったのは、保健危機とそれ
に伴う壊滅的な経済的・社会的影響を克服するうえで、貿易は物事を良い方向に向かわせる力とな
り得るし、そうでなければならないということである。継ぎ目のない貿易なしに、保健に関する目的
は果たし得ない。必要不可欠な物品やサービスに対する輸出制限や関税・非関税措置は、こうした
対応と回復の妨げとなる。パンデミック初期段階の供給不足に対処するために各国・地域の政府が
導入した輸出制限は取り除かれるべきである。

ワクチン接種の不公平性の悪影響について幅広い合意があるにもかかわらず、先進国・地域では
途上国・地域に比べてはるかにたやすくワクチンを接種することができる。少なくともワクチンを
回接種した人の割合が途上国・地域では ％にも満たないのに対し、先進国・地域では ～ ％

に達し、平常への回帰が始まりつつある。新型コロナウイルス感染症の感染・死亡や混乱は、元々
社会の周縁に追いやられていた非正規労働者、女性、小規模企業において最も深刻で、これらの
人々はアジア太平洋地域のいたるところで貧困に追い込まれているが、途上国・地域においては
特に顕著である。

提言：
 新型コロナウイルス感染症のワクチン、治療薬、医療機器、これらの原材料、ならびにこれら
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農業の導入をはじめとする持続可能性を非常に重視している。また、予測可能で開かれた食料品貿
易が行われるよう、貿易を歪める農業補助金や非関税障壁について有意義な改革を推し進める必要
があることも強調しておく。

これらの措置は、例えば、より継ぎ目のない貿易を促すことによって、現在進行中の危機が域内
各国・地域にもたらす衝撃を和らげることができるかもしれないが、同じく重要なのは、長期的に
アジア太平洋地域における持続可能で強靭な食料システムの構築を促す効果があることである。
新たな食料安全保障ロードマップをできる限り速やかに実施することが極めて重要である。

そのためには、「 食料安全保障に関する政策パートナーシップ（ ：
）」のもとで行われるものも含め、官民部門間の戦略的な関与と協力を強化する

ことが不可欠である。 は、すべての 参加国・地域が食料安全保障ロードマップの
（ ）で約束したとおりに、 の機能の包括的レビューが完了するのを心待ちにしている。これ
は、民間部門とのパートナーシップを有意義なものにするために不可欠なことである。

提言：
 食料安全保障に関する任務を担う国際機関と協力して、現在の食料危機のさらなる悪化を回避
するために、貿易円滑化を図り、可能な場合はデジタル技術を活用し、輸出禁止・制限措置に
ついては実施を控えるなど、出来得る限りの措置を講じる。

 スマート農業に関するものと同様に、食料バリューチェーン全体にわたって新たな技術とイノ
ベーションを導入する「グローバル・データ・スタンダード（ ）」を地域
枠組みのなかで活用し、ビッグデータや人工知能（ ： ）をはじめとする
革新的なデジタル技術を利用するなど、ロードマップに掲げられた「食料安全保障デジタル・
プラン」を完全に策定・実施する。

 バイオ・サーキュラー・グリーン（ ）経済モデルを導入し、革新的な食品加工生産を推進
し、革新的なタンパク質の開発を支援する。

 非関税障壁の削減および漸進的撤廃、貿易を歪める農業補助金の実効性ある削減など、グロー
バル市場における歪みの除去に取り組む。

 知的財産保護、食品安全システム、製品表示の監視と強制に関する取り組みを強化する。
 政策立案者、食料・食品の生産者、販売者、輸出入業者など、フード・エコシステムを構成す
るすべての主体が国境を越えて互いに協力することや、学界と協力することを奨励する。

 民間部門との有意義かつ効果的なパートナーシップを実現するために の付託条項の包括
的レビューを実施するなど、新たに策定された「 年に向けた食料安全保障ロードマップ」
を実行に移す。

気候変動に対する効果的な対応の推進

は、この地域の地理的条件や人口構成ゆえに気候変動の影響を特に受けやすく、地域全体
としての包摂的な繁栄が脅かされている。人為的気候変動は現代における最大の課題の つであり、
一致団結した協調的対応が求められる。低炭素経済への効果的な移行の達成は、 の「アオテ

られ、気候変動による過大な影響に直面している食料システムに、大きな打撃を与えた。世界銀行
の食料価格指数は今年 月、過去最高を記録し、 年前を ％超上回る水準に達した。国際食糧政
策研究所（ ： ）によると、 月末現在、 カ国・
地域が 品目の製品の輸出を禁止しており、さらに カ国・地域が 品目の製品に制限的な輸出
許可制を導入している。

こうした食料不安の高まりは、長年にわたり積み上げてきた開発の成果を覆すのみならず、国連
の持続可能な開発目標（ ： ）の 年までの達成を危うくし、
さらに広く言えば、 が目指す強靭で持続可能かつ包摂的な地域の構築に向けた歩みを妨げて
いる。

参加国・地域は、短期的な食料危機と域内の食料安全保障に向けた長期的展望の両方に
対処すべく、行動を起こさなければならない。

短期的には、 は 各国・地域に対して、世界貿易機関（ ： ）
で採択された「食料安全保障の不安への緊急対応についての閣僚宣言（

）」で約束したことを実行し、世界の食料安全保障を改
善するうえで、国内生産とともに貿易が極めて重要な役割を果たすことを認識するとともに、食料
貿易の円滑化に取り組み、域内の食料安全保障を弱めることになる輸出禁止・制限措置の実施を
控え、いかなる緊急措置についても貿易の混乱を可能な限り最小限にとどめるよう要請する。

地域レベルの行動は、世界の農業貿易システムの改革に向けて で現在取り組んでいる作業
を補完し、世界食糧計画（ ： ）や食糧農業機関（ ：

）など、食料支援、食品安全、食料安全保障への取り組みを任務とする国連その他の
国際機関を支援するものであるべきである。 は、こうした困難な課題に対処し、包摂的で
安全かつ持続可能な農業、イノベーション、開かれた貿易を推進するための建設的かつ責任ある
取り組みを歓迎し、奨励する。

長期的には、 は に対し、域内の人々がそれぞれの食事のニーズや食べ物の好みを
満たすのに十分な量の安全で栄養のある食料を手頃な価格で確実に手に入れられるよう支援すると
ともに、デジタル化とイノベーションに裏打ちされた強靭で持続可能な食料システムの構築に向け
た の「 年に向けた食料安全保障ロードマップ（ ）」
に掲げる目標を達成するよう要請する。これにより、強靭性、持続可能性、デジタル・イノベー
ション、包摂性、開かれた市場と貿易に根差すかたちでの食料システムの転換を後押しすることに
なるだろう。

同ロードマップに掲げる目標のなかで、 としては、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（ ）」の策
定と実施、栄養価の高い「未来の食品」の開発に向けた革新的な食品加工法を促すなどのイノベー
ション、バイオ・サーキュラー・グリーン（ ： ）経済モデルや環境再生型
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農業の導入をはじめとする持続可能性を非常に重視している。また、予測可能で開かれた食料品貿
易が行われるよう、貿易を歪める農業補助金や非関税障壁について有意義な改革を推し進める必要
があることも強調しておく。

これらの措置は、例えば、より継ぎ目のない貿易を促すことによって、現在進行中の危機が域内
各国・地域にもたらす衝撃を和らげることができるかもしれないが、同じく重要なのは、長期的に
アジア太平洋地域における持続可能で強靭な食料システムの構築を促す効果があることである。
新たな食料安全保障ロードマップをできる限り速やかに実施することが極めて重要である。

そのためには、「 食料安全保障に関する政策パートナーシップ（ ：
）」のもとで行われるものも含め、官民部門間の戦略的な関与と協力を強化する

ことが不可欠である。 は、すべての 参加国・地域が食料安全保障ロードマップの
（ ）で約束したとおりに、 の機能の包括的レビューが完了するのを心待ちにしている。これ
は、民間部門とのパートナーシップを有意義なものにするために不可欠なことである。

提言：
 食料安全保障に関する任務を担う国際機関と協力して、現在の食料危機のさらなる悪化を回避
するために、貿易円滑化を図り、可能な場合はデジタル技術を活用し、輸出禁止・制限措置に
ついては実施を控えるなど、出来得る限りの措置を講じる。

 スマート農業に関するものと同様に、食料バリューチェーン全体にわたって新たな技術とイノ
ベーションを導入する「グローバル・データ・スタンダード（ ）」を地域
枠組みのなかで活用し、ビッグデータや人工知能（ ： ）をはじめとする
革新的なデジタル技術を利用するなど、ロードマップに掲げられた「食料安全保障デジタル・
プラン」を完全に策定・実施する。

 バイオ・サーキュラー・グリーン（ ）経済モデルを導入し、革新的な食品加工生産を推進
し、革新的なタンパク質の開発を支援する。

 非関税障壁の削減および漸進的撤廃、貿易を歪める農業補助金の実効性ある削減など、グロー
バル市場における歪みの除去に取り組む。

 知的財産保護、食品安全システム、製品表示の監視と強制に関する取り組みを強化する。
 政策立案者、食料・食品の生産者、販売者、輸出入業者など、フード・エコシステムを構成す
るすべての主体が国境を越えて互いに協力することや、学界と協力することを奨励する。

 民間部門との有意義かつ効果的なパートナーシップを実現するために の付託条項の包括
的レビューを実施するなど、新たに策定された「 年に向けた食料安全保障ロードマップ」
を実行に移す。

気候変動に対する効果的な対応の推進

は、この地域の地理的条件や人口構成ゆえに気候変動の影響を特に受けやすく、地域全体
としての包摂的な繁栄が脅かされている。人為的気候変動は現代における最大の課題の つであり、
一致団結した協調的対応が求められる。低炭素経済への効果的な移行の達成は、 の「アオテ

られ、気候変動による過大な影響に直面している食料システムに、大きな打撃を与えた。世界銀行
の食料価格指数は今年 月、過去最高を記録し、 年前を ％超上回る水準に達した。国際食糧政
策研究所（ ： ）によると、 月末現在、 カ国・
地域が 品目の製品の輸出を禁止しており、さらに カ国・地域が 品目の製品に制限的な輸出
許可制を導入している。

こうした食料不安の高まりは、長年にわたり積み上げてきた開発の成果を覆すのみならず、国連
の持続可能な開発目標（ ： ）の 年までの達成を危うくし、
さらに広く言えば、 が目指す強靭で持続可能かつ包摂的な地域の構築に向けた歩みを妨げて
いる。

参加国・地域は、短期的な食料危機と域内の食料安全保障に向けた長期的展望の両方に
対処すべく、行動を起こさなければならない。

短期的には、 は 各国・地域に対して、世界貿易機関（ ： ）
で採択された「食料安全保障の不安への緊急対応についての閣僚宣言（

）」で約束したことを実行し、世界の食料安全保障を改
善するうえで、国内生産とともに貿易が極めて重要な役割を果たすことを認識するとともに、食料
貿易の円滑化に取り組み、域内の食料安全保障を弱めることになる輸出禁止・制限措置の実施を
控え、いかなる緊急措置についても貿易の混乱を可能な限り最小限にとどめるよう要請する。

地域レベルの行動は、世界の農業貿易システムの改革に向けて で現在取り組んでいる作業
を補完し、世界食糧計画（ ： ）や食糧農業機関（ ：

）など、食料支援、食品安全、食料安全保障への取り組みを任務とする国連その他の
国際機関を支援するものであるべきである。 は、こうした困難な課題に対処し、包摂的で
安全かつ持続可能な農業、イノベーション、開かれた貿易を推進するための建設的かつ責任ある
取り組みを歓迎し、奨励する。

長期的には、 は に対し、域内の人々がそれぞれの食事のニーズや食べ物の好みを
満たすのに十分な量の安全で栄養のある食料を手頃な価格で確実に手に入れられるよう支援すると
ともに、デジタル化とイノベーションに裏打ちされた強靭で持続可能な食料システムの構築に向け
た の「 年に向けた食料安全保障ロードマップ（ ）」
に掲げる目標を達成するよう要請する。これにより、強靭性、持続可能性、デジタル・イノベー
ション、包摂性、開かれた市場と貿易に根差すかたちでの食料システムの転換を後押しすることに
なるだろう。

同ロードマップに掲げる目標のなかで、 としては、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（ ）」の策
定と実施、栄養価の高い「未来の食品」の開発に向けた革新的な食品加工法を促すなどのイノベー
ション、バイオ・サーキュラー・グリーン（ ： ）経済モデルや環境再生型
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低炭素型の製品やエネルギーに対する地域および世界の需要促進、一貫性ある温室効果ガス排
出量の測定と報告義務を通じて、エネルギー集約型産業の脱炭素化を後押しする環境を構築
する。

 一貫性ある財政政策、自己資本規制、情報開示基準を通じて、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ことで、 地域を通じた二酸化炭素排出量削減
プロジェクトへの投資を目的とする企業の取り組みを喚起するとともに、そのための政府資金
提供を拡大する。

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

世界は現在、重大なエネルギー危機に直面しており、 はこの危機が一刻も早く収束する
ことを強く望んでいる。今日の状況が低炭素型経済への移行をさらに困難なものにする可能性が
あることを踏まえると、カーボン・ニュートラル達成に向けて突き進むことが引き続き極めて重要
である。

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。低炭素型エネルギーへの転換はこれまで以上に差し迫ったものになっている。

各国・地域は、将来のエネルギー需要と二酸化炭素排出量拡大をもたらす主要な地域と
なるが、それぞれ異なる開発段階にあり、地理的な制約も多様である。資金力に乏しい国・地域に
とっては、エネルギー集約的な産業が国内総生産（ ： ）の大きな部分
を占める一方、資本集約的なエネルギー体制への移行は複雑な課題である。これらの国・地域は、
経済成長とエネルギー強靭性の維持という点において特に困難な課題に直面している。

は、 各国・地域で自主的に実施され、カーボン・ニュートラル達成に向けて取り
組むうえで政策立案者の参考になり得る調査について、支援を要請する。具体的には、当該調査に
おいては、各国・地域の（ ）エネルギー需給状況（電源構成や自給率を含む）、（ ）電力インフラ
や電力設備の開発・維持管理状況を含むエネルギー供給安定性、（ ）地理的特性（再生可能エネル
ギーの導入可能性）も考慮に入れた再生可能エネルギーを含むさまざまなエネルギー・コスト、（ ）
電気自動車や再生可能エネルギーの導入拡大に必要な戦略的鉱物の供給安定性、（ ）実際の経済
発展度合いに基づく（ ）～（ ）の将来予想、といった調査項目が含まれるべきである。こうした
調査を行うことによって、 参加国・地域の多様性を考慮して各国・地域がそれぞれに異なる
出発点を設定し、経済成長とエネルギー強靭性にも注意を払いつつ、カーボン・ニュートラル達成
に向けた計画を立てることが可能になる。

カーボン・ニュートラル達成に向けた計画を策定・実施するにあたり、 各国・地域は、
あらゆる脱炭素化の選択肢（再生可能エネルギー、天然ガス、バイオマス、原子力、二酸化炭素
回収・有効利用・貯留（ ： ）およびカーボン・リサイ
クル、水素およびアンモニアなど）と省エネ技術の利用促進を検討し、それぞれの状況に基づいて
エネルギー・トランジションを促す必要がある。 地域全体での低炭素型経済への移行を支援

アロア行動計画（ ： ）」実施の柱であり、アジア太平洋自由貿易圏（ ：
）の重要な構成要素として位置づけられなければならない。気候

変動への対応は、 の作業のあらゆる領域で考慮されるべきである。

ビジネス界は政策立案者とともに、この取り組みを先導することができる。 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（

）」は、特に、気候変動の影響が激化し、
重大なエネルギー危機が迫り、世界の食料安全保障が深刻な脅威にさらされるなか、「アオテアロア
行動計画」に基づき「 プトラジャヤ・ビジョン （ ）」を
実施するにあたり、そのための作業のあらゆる領域を別の角度から考える視点を与えてくれるレン
ズである。この気候のレンズを用いて 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 に提示している。

ビジネス界には、相互に関連する対策措置の一環としての適切な炭素税や炭素価格付け、グリー
ン・ファイナンスを支えるエコシステムなど、実現を後押しする環境も必要である。

政策立案者とビジネス界は、気候対策措置の恩恵の最大化を図る一方で、十分な恩恵を享受でき
ていない層、労働者、コミュニティ、国・地域にもたらされる悪影響を軽減し、低炭素経済への
移行が「公正」で誰も置き去りにしないものとなるようにする必要がある。特に、女性や先住民と
その地域コミュニティは、気候変動を原因とする立ち退き、食料安全保障上の不安、貧困の増加、
社会的緊張の高まりなどを通じて、気候変動の影響を過度に被っている。

は、気候変動への適応を通じて影響を軽減させるような貿易政策、慣行、ルールを構築す
るうえで、また、低炭素経済への移行が包摂的かつ公平なものになるようにするうえで、主導的な
役割を果たすべきである。貿易と投資は、実用的なツールを入手しやすくし、産業規模での適応の
原動力となる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ができる。
各国・地域は、妥当で、相互補強的かつ ルールに整合的で、包摂的な貿易政策措置を考案
すべく、協力して取り組まなければならない。各国・地域が単独で措置を講じることは、環境への
影響という観点から見ると効果的でない可能性があり、不公平な競争環境や偽装された保護主義を
もたらすリスクがある。

提言：
 二国間、複数国間、多国間の枠組みのもと、妥当で、相互補強的かつ ルールに整合的で、
包摂的な貿易政策措置を考案する。短期的な優先項目として、より持続可能な物品、サービス、
エネルギー利用への移行（環境関連分野の物品・サービス貿易の自由化を含む）や環境に悪影
響を及ぼす補助金（非効率な化石燃料補助金など）の撤廃を促すような貿易措置を含めるべき
である。 は、すべての 参加国・地域が の「貿易と環境持続可能性に関する
体系的議論（ ： ）」に参加
することを奨励する。

 温室効果ガス排出量削減プロジェクトへの投資促進、国内および国際的な炭素市場の構築支援、
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低炭素型の製品やエネルギーに対する地域および世界の需要促進、一貫性ある温室効果ガス排
出量の測定と報告義務を通じて、エネルギー集約型産業の脱炭素化を後押しする環境を構築
する。

 一貫性ある財政政策、自己資本規制、情報開示基準を通じて、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ことで、 地域を通じた二酸化炭素排出量削減
プロジェクトへの投資を目的とする企業の取り組みを喚起するとともに、そのための政府資金
提供を拡大する。

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

世界は現在、重大なエネルギー危機に直面しており、 はこの危機が一刻も早く収束する
ことを強く望んでいる。今日の状況が低炭素型経済への移行をさらに困難なものにする可能性が
あることを踏まえると、カーボン・ニュートラル達成に向けて突き進むことが引き続き極めて重要
である。

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。低炭素型エネルギーへの転換はこれまで以上に差し迫ったものになっている。

各国・地域は、将来のエネルギー需要と二酸化炭素排出量拡大をもたらす主要な地域と
なるが、それぞれ異なる開発段階にあり、地理的な制約も多様である。資金力に乏しい国・地域に
とっては、エネルギー集約的な産業が国内総生産（ ： ）の大きな部分
を占める一方、資本集約的なエネルギー体制への移行は複雑な課題である。これらの国・地域は、
経済成長とエネルギー強靭性の維持という点において特に困難な課題に直面している。

は、 各国・地域で自主的に実施され、カーボン・ニュートラル達成に向けて取り
組むうえで政策立案者の参考になり得る調査について、支援を要請する。具体的には、当該調査に
おいては、各国・地域の（ ）エネルギー需給状況（電源構成や自給率を含む）、（ ）電力インフラ
や電力設備の開発・維持管理状況を含むエネルギー供給安定性、（ ）地理的特性（再生可能エネル
ギーの導入可能性）も考慮に入れた再生可能エネルギーを含むさまざまなエネルギー・コスト、（ ）
電気自動車や再生可能エネルギーの導入拡大に必要な戦略的鉱物の供給安定性、（ ）実際の経済
発展度合いに基づく（ ）～（ ）の将来予想、といった調査項目が含まれるべきである。こうした
調査を行うことによって、 参加国・地域の多様性を考慮して各国・地域がそれぞれに異なる
出発点を設定し、経済成長とエネルギー強靭性にも注意を払いつつ、カーボン・ニュートラル達成
に向けた計画を立てることが可能になる。

カーボン・ニュートラル達成に向けた計画を策定・実施するにあたり、 各国・地域は、
あらゆる脱炭素化の選択肢（再生可能エネルギー、天然ガス、バイオマス、原子力、二酸化炭素
回収・有効利用・貯留（ ： ）およびカーボン・リサイ
クル、水素およびアンモニアなど）と省エネ技術の利用促進を検討し、それぞれの状況に基づいて
エネルギー・トランジションを促す必要がある。 地域全体での低炭素型経済への移行を支援

アロア行動計画（ ： ）」実施の柱であり、アジア太平洋自由貿易圏（ ：
）の重要な構成要素として位置づけられなければならない。気候

変動への対応は、 の作業のあらゆる領域で考慮されるべきである。

ビジネス界は政策立案者とともに、この取り組みを先導することができる。 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（

）」は、特に、気候変動の影響が激化し、
重大なエネルギー危機が迫り、世界の食料安全保障が深刻な脅威にさらされるなか、「アオテアロア
行動計画」に基づき「 プトラジャヤ・ビジョン （ ）」を
実施するにあたり、そのための作業のあらゆる領域を別の角度から考える視点を与えてくれるレン
ズである。この気候のレンズを用いて 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 に提示している。

ビジネス界には、相互に関連する対策措置の一環としての適切な炭素税や炭素価格付け、グリー
ン・ファイナンスを支えるエコシステムなど、実現を後押しする環境も必要である。

政策立案者とビジネス界は、気候対策措置の恩恵の最大化を図る一方で、十分な恩恵を享受でき
ていない層、労働者、コミュニティ、国・地域にもたらされる悪影響を軽減し、低炭素経済への
移行が「公正」で誰も置き去りにしないものとなるようにする必要がある。特に、女性や先住民と
その地域コミュニティは、気候変動を原因とする立ち退き、食料安全保障上の不安、貧困の増加、
社会的緊張の高まりなどを通じて、気候変動の影響を過度に被っている。

は、気候変動への適応を通じて影響を軽減させるような貿易政策、慣行、ルールを構築す
るうえで、また、低炭素経済への移行が包摂的かつ公平なものになるようにするうえで、主導的な
役割を果たすべきである。貿易と投資は、実用的なツールを入手しやすくし、産業規模での適応の
原動力となる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ができる。
各国・地域は、妥当で、相互補強的かつ ルールに整合的で、包摂的な貿易政策措置を考案
すべく、協力して取り組まなければならない。各国・地域が単独で措置を講じることは、環境への
影響という観点から見ると効果的でない可能性があり、不公平な競争環境や偽装された保護主義を
もたらすリスクがある。

提言：
 二国間、複数国間、多国間の枠組みのもと、妥当で、相互補強的かつ ルールに整合的で、
包摂的な貿易政策措置を考案する。短期的な優先項目として、より持続可能な物品、サービス、
エネルギー利用への移行（環境関連分野の物品・サービス貿易の自由化を含む）や環境に悪影
響を及ぼす補助金（非効率な化石燃料補助金など）の撤廃を促すような貿易措置を含めるべき
である。 は、すべての 参加国・地域が の「貿易と環境持続可能性に関する
体系的議論（ ： ）」に参加
することを奨励する。

 温室効果ガス排出量削減プロジェクトへの投資促進、国内および国際的な炭素市場の構築支援、

412022 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」●



持続可能な経済へのトランジションのための資金供給

アジア太平洋地域におけるインフラギャップを解消するために、 ～ 年の間に 兆ドル
の資金が必要になると見込まれている。持続可能な開発目標（ ： ）
の達成という文脈に照らして考えると、持続可能なインフラにさらなる民間資金の投入が必要に
なる。この資金ニーズを満たすためには、プロジェクトに対する銀行融資を可能にし、環境・社会・
ガバナンス（ ： ）ファイナンスの妨げになっている
要因を取り除いて、既存のツールや資金供給メカニズムを活用する必要がある。これには、
グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（ ： ）、 イニ
シアティブ（ ）、インフラストラク
チャー・アジア（ ： ）、持続可能なインフラ財団（ ：

）が運営するインフラ整備支援プラットフォーム「 」などが含まれる。

炭素排出量取引制度（ ： ）は排出量削減の経済効率を大幅に改善
させることができる。アジア太平洋地域は、炭素排出権の国際移転や複数国・地域間での の
連結を企図するパリ協定第 条を実施することで恩恵を享受できる。各国・地域における見解の
相違や共通の炭素会計制度の欠如など、 の構築には課題があるが、そうした課題を克服する
ために各国・地域が相互に学び得る有益な教訓もある。

提言：
 域内における標準化されたデータの生成と持続可能なインフラ整備プロジェクトの強固なパイ
プラインの構築に向けて、 各国・地域による既存のツールや資金供給メカニズムの利用
拡大を促すべく、 財務大臣プロセス（ ： ’ ）における既存
の政策イニシアティブを活用したプラットフォームを構築する。

 間の域内協力の土台として、国連気候変動枠組条約（ ：
）の原則に記されるような先進国・地域と途上国・地域の責任

に関するコンセンサス醸成を視野に入れつつ、域内各国・地域の を の作業プログ
ラムに組み入れるべきである。この取り組みは、国際機関の専門知識や 財務大臣プロ
セスにおける既存の政策イニシアティブを活用して、（ ）各国・地域の市場インフラの改善、
制度構築、規制能力の強化に向けた取り組みを支援すること、（ ）能力構築、政策ガイダンス、
技術訓練におけるグローバルな協力の土台として、 域内の 間の通常の情報交換メカ
ニズムとして機能することを目的として整備することが考えられる。自主的な炭素市場の創設
と拡大を支援することによっても、 の構築を促すことができる。

零細・中小企業の持続可能な慣行の強化

零細・中小企業は世界の経済成長に重要であり、これらの企業の成功を支援する措置を考案する
ことが不可欠である。各国・地域は、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、
国際化支援などの措置を通じて、零細・中小企業が直面する多くの課題を解決すべく取り組んで
きた。今般の危機は、デジタル化の強化、持続可能な慣行の構築や採用を通じて、零細・中小企業

すべく地域レベルの協力イニシアティブを確立すべきである。
さらに、脱炭素技術や移行への道筋に関する情報を 域内で共有することも有益である。

特に、この点については、影響を受けやすい零細・中小企業にどのような支援が必要かを検討し、
参加国・地域間で脱炭素化を促すために必要な能力構築支援を立ち上げるよう各国・地域に

要請する。

カーボン・ニュートラルを達成するためには、ビジネス・モデル全体で気候変動対策リーダー
シップ原則を実践するにしても、革新的な新たなアプローチを生み出すにしても、民間企業の取り
組みが不可欠である。こうした民間企業の取り組みを促すうえで、金融機関からの資金面の支援が
極めて重要となる。 参加国・地域の多様性を踏まえ、低炭素化・脱炭素化に向けたあらゆる
取り組みを推進するため、 は、 域内の民間企業のエネルギー・トランジションを支え
る金融支援体制の拡充を求める。

再生可能エネルギーの比率の高い持続可能なエネルギー体制への移行は、気候目標の達成を助け、
脱炭素化に向けた取り組みに寄与する。再生可能エネルギー分野の貿易・投資を促す環境づくりは、
こうした取り組みに寄与する重要な要因となり得る。この移行を実現するには、新たなビジネス・
モデル、政策、市場設計を通じて、地域横断的なものも含め、さらなるイノベーションと投資を
実行する必要がある。

提言：
 再生可能エネルギーと低排出技術の貿易・投資の推進に向けた決意を再確認し、付録 に示し
た案をたたき台として、「 再生可能エネルギー貿易・投資ロードマップ（

）」を策定する。
 共通の議論の土台をつくるために、エネルギー需給状況、エネルギー供給安定性、戦略的鉱物
の供給安定性、エネルギー・コスト、経済発展度合い、将来予想を踏まえて現在のエネルギー
状況を調べるよう各国・地域に働きかける。

 各国・地域それぞれの事情やカーボン・ニュートラル達成に向けた計画の策定・実施に
あたり各国・地域が採用し得る脱炭素化の選択肢を踏まえ、すべての 参加国・地域に
おいて現実的なエネルギー・トランジションを奨励するとともに、二酸化炭素回収・有効利用・
貯留に関する政策の調和を図り、導入を促す。脱炭素化の選択肢としては、再生可能エネル
ギー、原子力、天然ガス、バイオマス、 およびカーボン・リサイクル、水素およびアン
モニア、省エネ技術などが考えられる。

 脱炭素技術や移行経路に関する情報を 域内で共有する。特に、零細・中小企業の脱炭素
化に関するニーズを検討し、脱炭素化に向けた能力構築支援を提供する。

 参加国・地域の多様性を踏まえ、域内各国・地域における脱炭素化を支える金融支援体
制の拡充を促す。

 イノベーションを奨励し、再生可能エネルギーと低炭素排出技術への投資を促す政策や規制
枠組みを導入し、グリーン認証のような市場ベースの解決策を生み出す基盤を構築する。

 化石燃料による発電に向けた非効率な補助金や資金調達支援の提供を行わないよう強く働きか
ける。
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持続可能な経済へのトランジションのための資金供給

アジア太平洋地域におけるインフラギャップを解消するために、 ～ 年の間に 兆ドル
の資金が必要になると見込まれている。持続可能な開発目標（ ： ）
の達成という文脈に照らして考えると、持続可能なインフラにさらなる民間資金の投入が必要に
なる。この資金ニーズを満たすためには、プロジェクトに対する銀行融資を可能にし、環境・社会・
ガバナンス（ ： ）ファイナンスの妨げになっている
要因を取り除いて、既存のツールや資金供給メカニズムを活用する必要がある。これには、
グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（ ： ）、 イニ
シアティブ（ ）、インフラストラク
チャー・アジア（ ： ）、持続可能なインフラ財団（ ：

）が運営するインフラ整備支援プラットフォーム「 」などが含まれる。

炭素排出量取引制度（ ： ）は排出量削減の経済効率を大幅に改善
させることができる。アジア太平洋地域は、炭素排出権の国際移転や複数国・地域間での の
連結を企図するパリ協定第 条を実施することで恩恵を享受できる。各国・地域における見解の
相違や共通の炭素会計制度の欠如など、 の構築には課題があるが、そうした課題を克服する
ために各国・地域が相互に学び得る有益な教訓もある。

提言：
 域内における標準化されたデータの生成と持続可能なインフラ整備プロジェクトの強固なパイ
プラインの構築に向けて、 各国・地域による既存のツールや資金供給メカニズムの利用
拡大を促すべく、 財務大臣プロセス（ ： ’ ）における既存
の政策イニシアティブを活用したプラットフォームを構築する。

 間の域内協力の土台として、国連気候変動枠組条約（ ：
）の原則に記されるような先進国・地域と途上国・地域の責任

に関するコンセンサス醸成を視野に入れつつ、域内各国・地域の を の作業プログ
ラムに組み入れるべきである。この取り組みは、国際機関の専門知識や 財務大臣プロ
セスにおける既存の政策イニシアティブを活用して、（ ）各国・地域の市場インフラの改善、
制度構築、規制能力の強化に向けた取り組みを支援すること、（ ）能力構築、政策ガイダンス、
技術訓練におけるグローバルな協力の土台として、 域内の 間の通常の情報交換メカ
ニズムとして機能することを目的として整備することが考えられる。自主的な炭素市場の創設
と拡大を支援することによっても、 の構築を促すことができる。

零細・中小企業の持続可能な慣行の強化

零細・中小企業は世界の経済成長に重要であり、これらの企業の成功を支援する措置を考案する
ことが不可欠である。各国・地域は、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、
国際化支援などの措置を通じて、零細・中小企業が直面する多くの課題を解決すべく取り組んで
きた。今般の危機は、デジタル化の強化、持続可能な慣行の構築や採用を通じて、零細・中小企業

すべく地域レベルの協力イニシアティブを確立すべきである。
さらに、脱炭素技術や移行への道筋に関する情報を 域内で共有することも有益である。

特に、この点については、影響を受けやすい零細・中小企業にどのような支援が必要かを検討し、
参加国・地域間で脱炭素化を促すために必要な能力構築支援を立ち上げるよう各国・地域に

要請する。

カーボン・ニュートラルを達成するためには、ビジネス・モデル全体で気候変動対策リーダー
シップ原則を実践するにしても、革新的な新たなアプローチを生み出すにしても、民間企業の取り
組みが不可欠である。こうした民間企業の取り組みを促すうえで、金融機関からの資金面の支援が
極めて重要となる。 参加国・地域の多様性を踏まえ、低炭素化・脱炭素化に向けたあらゆる
取り組みを推進するため、 は、 域内の民間企業のエネルギー・トランジションを支え
る金融支援体制の拡充を求める。

再生可能エネルギーの比率の高い持続可能なエネルギー体制への移行は、気候目標の達成を助け、
脱炭素化に向けた取り組みに寄与する。再生可能エネルギー分野の貿易・投資を促す環境づくりは、
こうした取り組みに寄与する重要な要因となり得る。この移行を実現するには、新たなビジネス・
モデル、政策、市場設計を通じて、地域横断的なものも含め、さらなるイノベーションと投資を
実行する必要がある。

提言：
 再生可能エネルギーと低排出技術の貿易・投資の推進に向けた決意を再確認し、付録 に示し
た案をたたき台として、「 再生可能エネルギー貿易・投資ロードマップ（
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ていく必要がある。ビジネス界には 年も進展を待っている余裕はなく、 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、付録
として添付した「アジア太平洋自由貿易圏（ ）に関する ステートメント」でさらに
詳述する。

は、「地域的な包括経済連携（ ：
）協定」の発効を歓迎する。 は に対し、 や「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（ ：
）」のように、域内ですでに締結され、 の実現に貢献し得る自由貿

易の道筋協定を基盤として、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。
この点に関して、 は、次世代貿易投資課題に取り組み、零細・中小企業、女性が経営する
企業、さらには先住民族コミュニティも含め、十分なサービスを享受できていない層の経済的包摂
性を実現するとともに、 の気候変動対策リーダーシップ原則を足掛かりとして、貿易政策面
における意欲的かつ ルールに整合的な気候変動への対応を盛り込む必要がある。

提言：
 道筋となる既存の自由貿易協定について、紛争解決の仕組みも含めて、問題や課題、実施状況
を定期的な調査により詳細に検証し、その結果を踏まえて、貿易と投資に関する質の高いアプ
ローチの収斂を図る。

 および の署名国に対して速やかな批准と施行を促すとともに、両協定の高い
基準を満たせる国・地域に参加を働きかける。

 質の高いデジタル協定を適宜参考にしつつ、デジタル貿易や電子商取引を含む新分野における
質の高いルールを策定する。

 目に見える商業的利益につながる成果を優先的に実現するために、複数年作業プログラムの
作業の優先順位を付ける。

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

貿易は経済成長と雇用創出の原動力である。今般のパンデミックがもたらした困難な問題を克服
し、持続可能な開発目標の達成を後押しし、すべての人々の繁栄と幸せを確保するうえで、貿易は
有益な手段であったし、今後もそうあり続ける。世界貿易機関（ ： ）
を中心としたルールに基づく多角的貿易体制を支持する の姿勢に揺るぎはない。ルールに
基づき、透明性が高く、無差別な多角的貿易体制は世界の繁栄をもたらすことができるし、あらゆ
るかたちでの保護主義に対する最善の防御であると、 は認識している。したがって、適切に
機能する 、つまり、変化する企業ニーズやビジネス・モデルを反映して、信頼され、有意義
で目的にかなう の重要性をいま一度強調する。

は、 月にジュネーブで第 回 閣僚会議（ ）が無事開催されたことを歓迎
する。会議の成果は、食料安全保障、持続可能性、デジタル貿易といった重要なグローバル課題の
進展にしっかりと貢献をするものであった。しかし、「世界貿易機関（ ）に関する

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。ビジネス界では、環境への影響の
最小化とさらなる包摂化を図るべく慣行を統合する動きが高まっているが、上記のような零細・
中小企業の変革はこうしたビジネス界の動向に合致しており、その結果、価格優位性が生み出され、
零細・中小企業への投資が拡大する可能性もある。何よりもまず、域内各国・地域は、零細・中小
企業のニーズを組み入れた「公正な移行（ ）」のアプローチをとることが求められる。

提言：
 教育・訓練資源を利用しやすくするために、労働条件や能力開発条件の平等化に向けた措置を
見出し、推進する。さらに、環境に責任ある事業・業務プロセスの構築を促すために、持続可
能性に関する課題について絶えず透明性あるコミュニケーションが図られるべきである。こう
した取り組みは、大企業ですでに実施されている持続可能な慣行に対する零細・中小企業の認
識が高まり、慣行の統合が図られるよう、民間部門と連携して実施することができる。

 官民間のシナジーを通じて、十分に参画できていない地方遠隔地の零細・中小企業がグローバ
ル・バリューチェーンや持続可能性に関する活動に統合されるよう、さらなる機会を構築し、
持続可能性や包摂性に関する慣行の導入を可能にするような戦略を伝達・構築する余地を生み
出す。

 持続可能な慣行の適切な統合と実施を妨げている障壁を最小限に抑え、零細・中小企業の域内
サステナブル・チェーンへの統合を促す。事業の発展プロセスや状況に適した措置を講じるた
めに、これらの企業の生産・事業規模を特定する。

 零細・中小企業の持続可能なトランジションに要する資金を供給するためのエコシステム・
アプローチの設計に協力して取り組めるよう、さまざまな官民金融部門の関係者が一堂に会す
るプラットフォームを提供し、成功体験の共有や戦略の特定を通じて規模の拡大を図る。この
取り組みにおいては、国際機関の専門的知見や 財務大臣プロセスの既存の政策イニシア
ティブを活用できる。

B．地域経済統合の深化

アジア太平洋自由貿易圏への道筋の実現

アジア太平洋自由貿易圏（ ： ）の実現は、引き続き
にとって重要な貿易・経済課題であるとともに、「 プトラジャヤ・ビジョン

（ ）」の中核をなす課題でもある。アジア太平洋地域における自由で
開かれた貿易と保護主義的措置の撤廃は、域内のすべての国・地域に持続可能で包摂的な成長と
繁栄をもたらすうえで、重要なステップである。 は、 貿易担当大臣会合で、
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。

は、貿易担当大臣会合に向けて、「アジア太平洋自由貿易圏（ ）に関する
ステートメント」を作成したが、そのなかで示した優先課題を盛り込んだ複数年作業プログラムに
幅広い支持が得られたことを心強く思っている。 は変化する世界のビジネス環境に対応し
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すよう働きかける。
 デジタル対応可能なサービスやデジタル経由のサービスの国境を越えた提供を促し、サービス
貿易デジタル化の可能性を最適化すべく、プライバシー・ルール、データのローカライゼー
ション、サイバーセキュリティも含め、デジタル・エコシステムへの参加の妨げとなっている
障壁に対処する。

 サービス会社が高度人材を獲得する機会が最大化し、グローバル市場における全般的な競争力
向上をもたらし得る人材の交流が可能になるよう、人の移動を妨げる障壁を最小限に抑える。

 人材の技能を向上させ、サービス中心のデジタル経済の要請に適応させることに力点を置きつ
つ、デジタル化を通じて対応力強化を促す環境づくりを支援する。

C．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

デジタル基礎（ ）インフラが相互運用可能なソリューションや継ぎ目のないデジタ
ル・サービスをより多くの人々や企業により低いコストで、より便利に届けられるようにするのに
対して、物理的インフラは やブロードバンドやデータ・センターを通じて接続性を提供する。

企業も消費者も政府も「デジタル・ファースト」を選好するデジタル・ファースト・エコノミー
（ ： ）の到来は、生産プロセス、事業活動、消費者行動に革命的な変化を
もたらしている。その結果、データが急増し、 ソリューションへの投資が拡大し、持続可能な
技術に対する需要が高まっている。デジタル･ファースト･エコノミーの中核となるのはギガビット・
ブロードバンド・インフラで、これが整備されれば、量子クラウド経由でユビキタス・コンピュー
ティングが提供され、再生可能エネルギーで動く自律型システムが普及し、データが飛躍的に増加
する。これらの進歩は、適切なデータ・ガバナンス・モデルを活用することで、経済成長、強靭性
と競争力につながる経済的機会をもたらす。

デジタル・ファースト・エコノミーが構築されれば、 成長率を押し上げ、新たなビジネス・
モデルを生み出し、デジタルレジリエンスを促し、デジタル包摂性を向上させ、持続可能性を支え
ることになるだろう。しかし、これらを支えるために必要な物理的インフラを整備しなければ、

地域は、「 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（ ：
）」を完全に実施することができず、世界のトレンドや標準

から取り残され、経済的利益を享受できなくなるおそれがある。

提言：
 デジタルインフラと持続可能な開発目標を盛り込んだデジタル・マスター・プランを策定･実行
し、適切な測定メカニズムも整備する。

 ギガビット・レベルのフルファイバーで 接続可能なデジタル・ネットワークのカバー範囲
を拡大し、すべての人に包摂的で確実なアクセスが提供されるようにする。

 最先端技術への官民投資やデジタル教育への投資を促し、新たな人材プールを開拓することで、

ステートメント」（付録 ）に予め記していたように、 としては、農業、電子送信に対する
関税賦課一時停止措置（モラトリアム）の恒久化、 の透明性、その他のルールおよびプロセ
スの改革について、より一層意欲的で有意義な成果を望んでいた。 は、企業がより高い確信
と確実性のもとに事業活動を行うには、予測可能で、法的拘束力があり、効果的な ルールが
不可欠であると認識しており、最も緊急を要するものとして、改革され完全に機能する 紛争
処理システムの復活も期待していた。

各国・地域が次の 閣僚会議（ ）を見据えるなか、 は、次回閣僚会議で、農業、
改革など、課題が積み残されている分野における意欲的な成果について合意が得られるよう、

一致団結して早期に取り組むよう要請する。さらに、 各国・地域に対して、「共同イニシア
ティブ（ ）」において、デジタル貿易および電子商取引、包摂性、持続可能性を後押
しする質の高い ルールに整合する成果が得られるよう、断固たる決意をもって取り組むよう
要請する。

提言：
 月にジュネーブで開催された第 回 閣僚会議での決定事項を実行し、農業やより
広範な 改革など、課題が積み残されている分野について、第 回 閣僚会議での
合意を目指して取り組む。

 上級委員会の欠員の早急な補充と必要な紛争処理システム改革を支持する。
 の枠組みのもとグローバル・レベルで進められている貿易自由化に向けた取り組みを
包摂的かつ透明性ある方法で補完し、支援するような貿易自由化を目指す共同イニシアティブ
やその他の複数国間（プルリラテラル）の取り組みを支持する。

 を含むビジネス界が プロセスにより広く、より深く関与することを支持する。

サービス貿易の強化

イノベーションとサービス貿易の拡大は将来、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。 は、 年まで
に自ら掲げる目標になるべく近づけるよう「 サービス競争力ロードマップ（ ：

）」の実施を加速させる必要がある。加えて、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。

提言：
 の全参加国・地域による パイロット指標（ ）への参加をなるべ
く早い時期に実現すべく、経済協力開発機構（ ：

）のサービス貿易制限指標（ ： ）の
全面的対象となっている国・地域については、今年中に パイロット指標への参加を果た
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すよう働きかける。
 デジタル対応可能なサービスやデジタル経由のサービスの国境を越えた提供を促し、サービス
貿易デジタル化の可能性を最適化すべく、プライバシー・ルール、データのローカライゼー
ション、サイバーセキュリティも含め、デジタル・エコシステムへの参加の妨げとなっている
障壁に対処する。

 サービス会社が高度人材を獲得する機会が最大化し、グローバル市場における全般的な競争力
向上をもたらし得る人材の交流が可能になるよう、人の移動を妨げる障壁を最小限に抑える。

 人材の技能を向上させ、サービス中心のデジタル経済の要請に適応させることに力点を置きつ
つ、デジタル化を通じて対応力強化を促す環境づくりを支援する。

C．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

デジタル基礎（ ）インフラが相互運用可能なソリューションや継ぎ目のないデジタ
ル・サービスをより多くの人々や企業により低いコストで、より便利に届けられるようにするのに
対して、物理的インフラは やブロードバンドやデータ・センターを通じて接続性を提供する。

企業も消費者も政府も「デジタル・ファースト」を選好するデジタル・ファースト・エコノミー
（ ： ）の到来は、生産プロセス、事業活動、消費者行動に革命的な変化を
もたらしている。その結果、データが急増し、 ソリューションへの投資が拡大し、持続可能な
技術に対する需要が高まっている。デジタル･ファースト･エコノミーの中核となるのはギガビット・
ブロードバンド・インフラで、これが整備されれば、量子クラウド経由でユビキタス・コンピュー
ティングが提供され、再生可能エネルギーで動く自律型システムが普及し、データが飛躍的に増加
する。これらの進歩は、適切なデータ・ガバナンス・モデルを活用することで、経済成長、強靭性
と競争力につながる経済的機会をもたらす。

デジタル・ファースト・エコノミーが構築されれば、 成長率を押し上げ、新たなビジネス・
モデルを生み出し、デジタルレジリエンスを促し、デジタル包摂性を向上させ、持続可能性を支え
ることになるだろう。しかし、これらを支えるために必要な物理的インフラを整備しなければ、

地域は、「 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（ ：
）」を完全に実施することができず、世界のトレンドや標準

から取り残され、経済的利益を享受できなくなるおそれがある。

提言：
 デジタルインフラと持続可能な開発目標を盛り込んだデジタル・マスター・プランを策定･実行
し、適切な測定メカニズムも整備する。

 ギガビット・レベルのフルファイバーで 接続可能なデジタル・ネットワークのカバー範囲
を拡大し、すべての人に包摂的で確実なアクセスが提供されるようにする。

 最先端技術への官民投資やデジタル教育への投資を促し、新たな人材プールを開拓することで、

ステートメント」（付録 ）に予め記していたように、 としては、農業、電子送信に対する
関税賦課一時停止措置（モラトリアム）の恒久化、 の透明性、その他のルールおよびプロセ
スの改革について、より一層意欲的で有意義な成果を望んでいた。 は、企業がより高い確信
と確実性のもとに事業活動を行うには、予測可能で、法的拘束力があり、効果的な ルールが
不可欠であると認識しており、最も緊急を要するものとして、改革され完全に機能する 紛争
処理システムの復活も期待していた。

各国・地域が次の 閣僚会議（ ）を見据えるなか、 は、次回閣僚会議で、農業、
改革など、課題が積み残されている分野における意欲的な成果について合意が得られるよう、

一致団結して早期に取り組むよう要請する。さらに、 各国・地域に対して、「共同イニシア
ティブ（ ）」において、デジタル貿易および電子商取引、包摂性、持続可能性を後押
しする質の高い ルールに整合する成果が得られるよう、断固たる決意をもって取り組むよう
要請する。

提言：
 月にジュネーブで開催された第 回 閣僚会議での決定事項を実行し、農業やより
広範な 改革など、課題が積み残されている分野について、第 回 閣僚会議での
合意を目指して取り組む。

 上級委員会の欠員の早急な補充と必要な紛争処理システム改革を支持する。
 の枠組みのもとグローバル・レベルで進められている貿易自由化に向けた取り組みを
包摂的かつ透明性ある方法で補完し、支援するような貿易自由化を目指す共同イニシアティブ
やその他の複数国間（プルリラテラル）の取り組みを支持する。

 を含むビジネス界が プロセスにより広く、より深く関与することを支持する。

サービス貿易の強化

イノベーションとサービス貿易の拡大は将来、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。 は、 年まで
に自ら掲げる目標になるべく近づけるよう「 サービス競争力ロードマップ（ ：

）」の実施を加速させる必要がある。加えて、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。

提言：
 の全参加国・地域による パイロット指標（ ）への参加をなるべ
く早い時期に実現すべく、経済協力開発機構（ ：

）のサービス貿易制限指標（ ： ）の
全面的対象となっている国・地域については、今年中に パイロット指標への参加を果た
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デジタル経済連携協定（ ： ）やシンガポール・
オーストラリア・デジタル経済協定（ ： ）
など、最近締結されたデジタル協定は、国境を越えて相互運用可能なデジタル の開発の加速化
を目指しており、例えば、政策、実施、導入に関するベスト・プラクティスを共有する、技術標準
に関する協力を強化し、相互認証を活用するなどして各当事国の法的枠組みのもとで保護し、この
領域における国際的枠組み開発を支援する、といったことが想定されている。これらのアプローチ
は、 参加国・地域にとって、広く適用され得る有益な例である。

提言：
 能力構築、人材開発、規制の調和・統一、情報共有、零細・中小企業支援など、地域レベルの
取り組みの調和が図られるようなサイバーセキュリティに関する協力メカニズムを構築する。

 各国・地域内に強固なプライバシー保護とサイバーセキュリティを組み入れたデジタル
システムを構築し、将来的に国境を越えて相互運用できるようにする可能性とともに、民間
部門と協力して、支援的な事業環境を提供することも想定する。

 域内各国・地域が協力し、民間部門とも連携して、技術的な相互運用可能性や国際基準、具体
的な使用事例におけるデジタル システム内の認証情報の相互認証について検討し、国境を
越えたデジタル の相互運用実現に向けて取り組む。

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

人工知能（ ： ）や機械学習のような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、急激かつ飛躍的
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、
各国・地域には、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。

提言：
 プライバシー保護法やサイバーセキュリティ懸念など、正当な公共政策上の例外を設けること
を条件として、オープン・データ政策を採用する。ただし、例外的措置は差別的な措置や偽装
した貿易制限でない場合にのみ設けられるものとする。

 キャンペーンを通じて国・地域レベルや域内全体で、安全なデータ共有・活用の重要性につい
ての意識向上を図る。

 データの管理、保護、活用を監視するデータ・スチュワードを任命することで、安全なデータ
共有文化を構築するよう各組織に働きかける。

 越境プライバシー・ルール（ ： ）に準拠したデータ
保護トラストマークを策定し、デジタルに対する信頼とデジタル貿易を維持すべく、すでに
制度に参加している国・地域においては、企業による への自主的な準拠を促す。

世界のデータスフィア（ 年間に生成、収集、複製されるデータの量）は、 年までに ゼタバイト、 年までに ゼタ
バイトに達すると予測されている。 ゼタバイトは 兆ギガバイトもしくは 億テラバイトに相当する。

情報通信技術分野（ ： ）の成長力を高める。
 垂直統合型の産業デジタル化を促すクラウド･ファースト政策などを通じて、官民部門における
クラウドの導入ペースを速める。

デジタル基礎インフラの整備

デジタル基礎インフラとは、異なるユーザー、異なるソリューション、異なるデバイスが継ぎ目
なくやりとりできるようにするのに不可欠なシステムのことである。デジタル とサイバー
セキュリティはその不可欠な構成要素である。

は、デジタル化とイノベーションが原動力となり経済成長をもたらし続けられるよう、
必要なインフラ整備と人材構築を進めるためには、 において足並みを揃えた統合的なアプ
ローチが極めて重要であると考えている。今後、経済生産性を高めるうえで、 やクラウド・コン
ピューティングのような技術が不可欠になるが、サイバーセキュリティも必要である。サイバー
セキュリティはその特性上、いかなる国・地域や組織であろうと単独で自分を守ることはできない。
零細・中小企業は、サイバーセキュリティ上の課題に取り組むための技能を持ち合わせていない
場合が多く、サイバー脅威の影響を特に受けやすい。そのため、セキュリティの確保された電子商
取引プラットフォームや決済システムにアクセスできるようになれば、これらの企業にとって恩恵
となる。デジタル技術が分散的な特徴を有しているということは、ある国におけるデジタル化の
成否は、その国境や管轄の外側にあるネットワークのセキュリティと強靭性にますます左右される
ようになるということである。

デジタル は 域内のデジタル基礎インフラの重要な要素であり、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、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。デジタル は、零細中小企
業や銀行口座を持たない人々に対する金融包摂に向けた礎石となり得る。さらに、煩雑な手続きを
減らし、取引の信憑性、効率性、追跡可能性を向上させることによって、政府サービスや教育、
医療などのサービスを利用しやすくし、企業活動、サプライチェーン、貿易など、その他の各種
多様な経済、市民、社会活動ができるようにする。デジタル をくまなく普及させれば、 年
に の ～ ％に相当する経済価値がもたらされる可能性があると推計されている。 地
域にとって、これは 兆 億ドルに相当する。

この可能性を現実のものにするためには、政策目標が微妙に異なるために、国・地域や企業に
よってデジタル に対する法的アプローチや技術的アプローチが異なる可能性があることを踏ま
えると、デジタル システムは安全で、強力なプライバシー保護を提供し、ユーザー中心である
とともに、各国・地域内外で相互運用可能なものでなければならない。各国・地域は、革新的な技
術を活用するなどしてデジタル が強力なプライバシー保護とサイバーセキュリティを組み入れ
たものとなるよう、政策と法律の枠組みの範囲で、デジタル経済への信頼を高めるよう配慮すべき
である。政策立案者は、デジタル のもたらす恩恵や機会についての認識向上に資源を振り向け
る必要がある。
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デジタル経済連携協定（ ： ）やシンガポール・
オーストラリア・デジタル経済協定（ ： ）
など、最近締結されたデジタル協定は、国境を越えて相互運用可能なデジタル の開発の加速化
を目指しており、例えば、政策、実施、導入に関するベスト・プラクティスを共有する、技術標準
に関する協力を強化し、相互認証を活用するなどして各当事国の法的枠組みのもとで保護し、この
領域における国際的枠組み開発を支援する、といったことが想定されている。これらのアプローチ
は、 参加国・地域にとって、広く適用され得る有益な例である。

提言：
 能力構築、人材開発、規制の調和・統一、情報共有、零細・中小企業支援など、地域レベルの
取り組みの調和が図られるようなサイバーセキュリティに関する協力メカニズムを構築する。

 各国・地域内に強固なプライバシー保護とサイバーセキュリティを組み入れたデジタル
システムを構築し、将来的に国境を越えて相互運用できるようにする可能性とともに、民間
部門と協力して、支援的な事業環境を提供することも想定する。

 域内各国・地域が協力し、民間部門とも連携して、技術的な相互運用可能性や国際基準、具体
的な使用事例におけるデジタル システム内の認証情報の相互認証について検討し、国境を
越えたデジタル の相互運用実現に向けて取り組む。

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

人工知能（ ： ）や機械学習のような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、急激かつ飛躍的
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、
各国・地域には、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。

提言：
 プライバシー保護法やサイバーセキュリティ懸念など、正当な公共政策上の例外を設けること
を条件として、オープン・データ政策を採用する。ただし、例外的措置は差別的な措置や偽装
した貿易制限でない場合にのみ設けられるものとする。

 キャンペーンを通じて国・地域レベルや域内全体で、安全なデータ共有・活用の重要性につい
ての意識向上を図る。

 データの管理、保護、活用を監視するデータ・スチュワードを任命することで、安全なデータ
共有文化を構築するよう各組織に働きかける。

 越境プライバシー・ルール（ ： ）に準拠したデータ
保護トラストマークを策定し、デジタルに対する信頼とデジタル貿易を維持すべく、すでに
制度に参加している国・地域においては、企業による への自主的な準拠を促す。

世界のデータスフィア（ 年間に生成、収集、複製されるデータの量）は、 年までに ゼタバイト、 年までに ゼタ
バイトに達すると予測されている。 ゼタバイトは 兆ギガバイトもしくは 億テラバイトに相当する。

情報通信技術分野（ ： ）の成長力を高める。
 垂直統合型の産業デジタル化を促すクラウド･ファースト政策などを通じて、官民部門における
クラウドの導入ペースを速める。

デジタル基礎インフラの整備

デジタル基礎インフラとは、異なるユーザー、異なるソリューション、異なるデバイスが継ぎ目
なくやりとりできるようにするのに不可欠なシステムのことである。デジタル とサイバー
セキュリティはその不可欠な構成要素である。

は、デジタル化とイノベーションが原動力となり経済成長をもたらし続けられるよう、
必要なインフラ整備と人材構築を進めるためには、 において足並みを揃えた統合的なアプ
ローチが極めて重要であると考えている。今後、経済生産性を高めるうえで、 やクラウド・コン
ピューティングのような技術が不可欠になるが、サイバーセキュリティも必要である。サイバー
セキュリティはその特性上、いかなる国・地域や組織であろうと単独で自分を守ることはできない。
零細・中小企業は、サイバーセキュリティ上の課題に取り組むための技能を持ち合わせていない
場合が多く、サイバー脅威の影響を特に受けやすい。そのため、セキュリティの確保された電子商
取引プラットフォームや決済システムにアクセスできるようになれば、これらの企業にとって恩恵
となる。デジタル技術が分散的な特徴を有しているということは、ある国におけるデジタル化の
成否は、その国境や管轄の外側にあるネットワークのセキュリティと強靭性にますます左右される
ようになるということである。

デジタル は 域内のデジタル基礎インフラの重要な要素であり、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、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。デジタル は、零細中小企
業や銀行口座を持たない人々に対する金融包摂に向けた礎石となり得る。さらに、煩雑な手続きを
減らし、取引の信憑性、効率性、追跡可能性を向上させることによって、政府サービスや教育、
医療などのサービスを利用しやすくし、企業活動、サプライチェーン、貿易など、その他の各種
多様な経済、市民、社会活動ができるようにする。デジタル をくまなく普及させれば、 年
に の ～ ％に相当する経済価値がもたらされる可能性があると推計されている。 地
域にとって、これは 兆 億ドルに相当する。

この可能性を現実のものにするためには、政策目標が微妙に異なるために、国・地域や企業に
よってデジタル に対する法的アプローチや技術的アプローチが異なる可能性があることを踏ま
えると、デジタル システムは安全で、強力なプライバシー保護を提供し、ユーザー中心である
とともに、各国・地域内外で相互運用可能なものでなければならない。各国・地域は、革新的な技
術を活用するなどしてデジタル が強力なプライバシー保護とサイバーセキュリティを組み入れ
たものとなるよう、政策と法律の枠組みの範囲で、デジタル経済への信頼を高めるよう配慮すべき
である。政策立案者は、デジタル のもたらす恩恵や機会についての認識向上に資源を振り向け
る必要がある。
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を特定した。これらのベスト・プラクティスは、零細・中小企業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
している。

提言：
 現存する貿易その他の技術的な障壁に取り組み、税関手続きその他の業務、電子署名や電子
インボイスなどの貿易円滑化措置の効率化とデジタル化を進め、小規模事業者向けの簡易化制
度を推進し、輸出クラスターの形成を促し、技術面や販促面での支援を提供することによって、
零細・中小企業（特に、十分なサービスを享受できていない層の出身者が経営する企業）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、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、取り残されている零細・中小企業の域内のバリューチェーンやグロー
バル・バリューチェーンへのさらなる統合を進める。

 科学・技術・工学・数学（ ： ）分野へ
の女性の進出を増やすことが「 教育戦略 （

）」の目標の つであることを踏まえ、これらの分野の仕事、研究、教育への女性の参加
を増やすことを通じて、特に技術、医薬、健康関連の分野で、ポスト・コロナの課題への対応
における女性の貢献とイノベーションを後押しする。

 民間部門と連携して、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、流通、
オンライン安全性、サイバーセキュリティといった分野で、包括的かつニーズに応じた能力構
築とデジタル技能開発のためのプログラムを構築・支援し、零細・中小企業がポスト・コロナ
の事業環境を乗り切るために必要な技能をつけ、成功に向けた準備が整えられるようにする。

 零細・中小企業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、零細・
中小企業によるデジタル技術の導入を促すべく、起業イノベーション・エコシステムの構築に
注力する。

サプライチェーン強靭化に向けたデジタル市場インフラの構築

貿易金融とサプライチェーンファイナンスのデジタル化により、二次請けや三次請けのサプライ
ヤーのように従来型の融資では受注から決済に至るまでのサイクルの早い段階で与信を得ることが
難しかった零細・中小企業が資金にアクセスしやすくなっている。さらに、自動化によって与信の
事務コストを抑制することができるようになり、少額の融資を行う貸し手にとっても、また、少額
の信用状を発行する銀行にとっても、採算に合うようになった。

電子インボイス、デジタル 、電子本人確認（ ： ）は、
異なるバージョンのデジタル契約書の受け入れや不必要な紙媒体の文書作成の撤廃とともに、デジ
タル・サプライチェーンファイナンスの重要な基盤となる。分散型台帳技術によって、各国・地域
は、それぞれの貿易管理システムを維持したまま、国境をまたいだサプライヤーや卸売業者等（デ
ィストリビュータ）へのファイナンスが可能となり、透明性が高く、信頼できるシステムを提供
することができる。各国･地域の政府は、責任あるデータ共有における協力を促すような開かれた

 人工知能を使った実際の医療データからの価値創造を推進するとともに、分析用に分類された
医療データの安全かつ確実な国境を越えたやりとりを実現すべく協調的な規制アプローチを
確立する。

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、起業家がますますデジタル化する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一層促すビジネス環境を生み出した。
デジタルへの移行を果たした零細・中小企業はパンデミック期間中を通じて、デジタルに移行でき
ていない企業より強靭であったし、将来のショックに対してもそうあり続けるだろう。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、
ますます複雑化するデジタル動作環境といったデジタル化を妨げる障壁、そして、多岐に渡る制限
的な規制環境や貿易ルールが 地域全体に残っており、多くの零細・中小企業の成長の可能性
を阻み続けている。

提言：
 デジタル技能開発促進のための官民パートナーシップを活用して、零細・中小企業のデジタル
技術導入を促す。 域内で実施されている最先端のベスト・プラクティスを観察し、広め
ることも含む。

 簡潔さと相互運用可能性に重点を置いたデジタル貿易ルールを策定するにあたっては、零細・
中小企業の遵守負担を軽減し、これらの企業がデジタル機会を最大限に活用して国際化とグロ
ーバル・バリューチェーンへの参加を果たせるよう、適用されるべき国際基準がある場合は
これに基づき、一貫性と透明性を確保する。

 拡張性のある国際的成長に向けて零細・中小企業が利用できる物流、フルフィルメント（受注
から配送までの業務）、電子商取引のプラットフォームの導入を促す。

 デジタル格差を縮小すべく、「 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 分野の取り組みが確実に実施されるようにする。これは、 の実施を
担当する 実務者のサウンディング・ボード（良き相談相手）となる常設の零細・中小
企業パネルを設置することで、可能になるかもしれない。

 各国・地域におけるデジタル政策の策定・導入を進めるにあたり、 ですでに実施
されている優れた規制慣行に関する取り組みを足掛かりとして、透明性の向上、ステークホル
ダーとの協議、適正な手続きを推進する。

取り残されて、十分なサービスを享受できていない零細・中小企業のデジタル能力の強化

各国・地域が今後も確実に経済成長し続けられるようにするためには、取り残されて十分
なサービスを享受できていない層の出身者が経営する零細・中小企業の経済的・社会的回復を後押
しすることが不可欠である。この点に関して、 は、デジタル化に向けた零細・中小企業の
能力強化を図り、女性の経済的地位の向上、若者の活用、先住民の経済的発展、ガバナンスや持続
可能性に関する基準の策定に役立てるべく、零細･中小企業が取り入れられるベスト･プラクティス
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を特定した。これらのベスト・プラクティスは、零細・中小企業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
している。

提言：
 現存する貿易その他の技術的な障壁に取り組み、税関手続きその他の業務、電子署名や電子
インボイスなどの貿易円滑化措置の効率化とデジタル化を進め、小規模事業者向けの簡易化制
度を推進し、輸出クラスターの形成を促し、技術面や販促面での支援を提供することによって、
零細・中小企業（特に、十分なサービスを享受できていない層の出身者が経営する企業）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、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、取り残されている零細・中小企業の域内のバリューチェーンやグロー
バル・バリューチェーンへのさらなる統合を進める。

 科学・技術・工学・数学（ ： ）分野へ
の女性の進出を増やすことが「 教育戦略 （

）」の目標の つであることを踏まえ、これらの分野の仕事、研究、教育への女性の参加
を増やすことを通じて、特に技術、医薬、健康関連の分野で、ポスト・コロナの課題への対応
における女性の貢献とイノベーションを後押しする。

 民間部門と連携して、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、流通、
オンライン安全性、サイバーセキュリティといった分野で、包括的かつニーズに応じた能力構
築とデジタル技能開発のためのプログラムを構築・支援し、零細・中小企業がポスト・コロナ
の事業環境を乗り切るために必要な技能をつけ、成功に向けた準備が整えられるようにする。

 零細・中小企業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、零細・
中小企業によるデジタル技術の導入を促すべく、起業イノベーション・エコシステムの構築に
注力する。

サプライチェーン強靭化に向けたデジタル市場インフラの構築

貿易金融とサプライチェーンファイナンスのデジタル化により、二次請けや三次請けのサプライ
ヤーのように従来型の融資では受注から決済に至るまでのサイクルの早い段階で与信を得ることが
難しかった零細・中小企業が資金にアクセスしやすくなっている。さらに、自動化によって与信の
事務コストを抑制することができるようになり、少額の融資を行う貸し手にとっても、また、少額
の信用状を発行する銀行にとっても、採算に合うようになった。

電子インボイス、デジタル 、電子本人確認（ ： ）は、
異なるバージョンのデジタル契約書の受け入れや不必要な紙媒体の文書作成の撤廃とともに、デジ
タル・サプライチェーンファイナンスの重要な基盤となる。分散型台帳技術によって、各国・地域
は、それぞれの貿易管理システムを維持したまま、国境をまたいだサプライヤーや卸売業者等（デ
ィストリビュータ）へのファイナンスが可能となり、透明性が高く、信頼できるシステムを提供
することができる。各国･地域の政府は、責任あるデータ共有における協力を促すような開かれた

 人工知能を使った実際の医療データからの価値創造を推進するとともに、分析用に分類された
医療データの安全かつ確実な国境を越えたやりとりを実現すべく協調的な規制アプローチを
確立する。

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、起業家がますますデジタル化する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一層促すビジネス環境を生み出した。
デジタルへの移行を果たした零細・中小企業はパンデミック期間中を通じて、デジタルに移行でき
ていない企業より強靭であったし、将来のショックに対してもそうあり続けるだろう。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、
ますます複雑化するデジタル動作環境といったデジタル化を妨げる障壁、そして、多岐に渡る制限
的な規制環境や貿易ルールが 地域全体に残っており、多くの零細・中小企業の成長の可能性
を阻み続けている。

提言：
 デジタル技能開発促進のための官民パートナーシップを活用して、零細・中小企業のデジタル
技術導入を促す。 域内で実施されている最先端のベスト・プラクティスを観察し、広め
ることも含む。

 簡潔さと相互運用可能性に重点を置いたデジタル貿易ルールを策定するにあたっては、零細・
中小企業の遵守負担を軽減し、これらの企業がデジタル機会を最大限に活用して国際化とグロ
ーバル・バリューチェーンへの参加を果たせるよう、適用されるべき国際基準がある場合は
これに基づき、一貫性と透明性を確保する。

 拡張性のある国際的成長に向けて零細・中小企業が利用できる物流、フルフィルメント（受注
から配送までの業務）、電子商取引のプラットフォームの導入を促す。

 デジタル格差を縮小すべく、「 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 分野の取り組みが確実に実施されるようにする。これは、 の実施を
担当する 実務者のサウンディング・ボード（良き相談相手）となる常設の零細・中小
企業パネルを設置することで、可能になるかもしれない。

 各国・地域におけるデジタル政策の策定・導入を進めるにあたり、 ですでに実施
されている優れた規制慣行に関する取り組みを足掛かりとして、透明性の向上、ステークホル
ダーとの協議、適正な手続きを推進する。

取り残されて、十分なサービスを享受できていない零細・中小企業のデジタル能力の強化

各国・地域が今後も確実に経済成長し続けられるようにするためには、取り残されて十分
なサービスを享受できていない層の出身者が経営する零細・中小企業の経済的・社会的回復を後押
しすることが不可欠である。この点に関して、 は、デジタル化に向けた零細・中小企業の
能力強化を図り、女性の経済的地位の向上、若者の活用、先住民の経済的発展、ガバナンスや持続
可能性に関する基準の策定に役立てるべく、零細･中小企業が取り入れられるベスト･プラクティス
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付付録録

カカーーボボンン・・ニニュューートトララルル実実現現にに向向けけたた統統一一的的枠枠組組みみ：：
「「気気候候変変動動原原則則 」」にに関関すするる ／／ 作作業業計計画画
「プトラジャヤ･ビジョン
（ ）」の
「アオテアロア行動計画
（ ）」：
経済的推進力

削減・緩和
削減・移行への道筋重視、削減
技術

適応
低炭素経済への移行の
ための手段と技術

公正な移行
ルールに基づく開かれ
た貿易体制のもとでの
公正な成果

貿易と投資
自由で、公正で、開かれ、無差
別で、透明性があり、予見可
能な貿易・投資環境、世界貿
易機関（ ）支持、アジア
太平洋自由貿易圏（ ：

）などを通じたボゴール
目標達成に向けた取り組み、
継ぎ目のない連結性

／ 作業の重点
 炭素国境調整メカニズム
（ ：

）などの
気候変動対策に関する自由
貿易協定（ ：

）／ のルール
 複数国間（貿易と環境
持続可能性に関する体系的
議論（ ：

）、化石
燃料補助金、歪曲的な農業補
助金）

 環境関連分野の物品・サービス
貿易（物品・サービスの排出量
削減）

 脱炭素化推進のための金融
支援体制

／ 作業の
重点
 環境関連分野の物品･
サービス貿易

 デジタルおよび革新的
低炭素技術分野の物
品・サービス貿易

 再生可能エネルギーの
貿易・投資のための枠
組み（ ）

 複数国間
（ ）

 （持続可能性と
サービス）

／ 作業の
重点
 国境での炭素調整に
関する「公正（ ）」
な貿易ルール

 食料安全保障ロード
マップ（包摂性）

 女性、先住民などに
とっての「公正な移行
（ ）」に
関する作業（ ）

 貿易とジェンダー、
に 関 す る

複数国間協定
 （包摂性）

イノベーションとデジタル化
構造改革と健全な経済政策、
デジタル経済とイノベーション
の実現、強固なデジタルイン
フラ

／ 作業の重点
 持続可能な経済へのトランジ
ションのための資金供給

 排出量取引制度および

／ 作業の
重点
 データ共有、相互運用
可能で支援的な規制環
境

 デジタル接続を可能に
する物理的インフラ
（ 、クラウドなど）

／ 作業の
重点
 包摂性と認証済み信
用情報（ ・持続可
能性に関する情報な
ど）を裏付けるデジタ
ル

 迅速かつ持続的な回復
力強く、均衡ある、安全で、
持続可能かつ包摂的な成長
質の高い成長、技能、気候変
動を含む環境課題への対処
（ベスト･プラクティスに関す
る情報交換と能力構築、構造
改革、貿易、金融、インフラ、
技術および適切な場合カーボ
ン・プライシング、エネルギ
ー安全保障）

／ 作業の重点
 零細・中小企業（ ：

）の
持続可能な慣行の強化

 厳密な意味での気候変動対策
（削減・緩和）

／ 作業の
重点
 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

 食料安全保障ロード
マップ（バイオ･サーキ
ュラー･グリーン経済モ
デル、食料安全保障デ
ジタル・プラン、その他
の適応策を含む持続可
能な農業）

／ 作業の
重点
 のデジタルトラ
ンスフォーメーション
の推進

 、女性、先住民
など、十分なサービス
を享受できていない層
の経済的包摂のための
能力構築

エコシステムを構築し、短期的には恩恵をもたらす可能性があるにしても、競争やイノベーション
を制約する恐れのあるデータのサイロ化への支援はやめるべきである。

提言：
 市場参加者と金融関連および技術関連のソリューションを提供するその他のステークホルダー
の協力のもと、相互運用可能な電子インボイスを域内全ての国・地域に導入し、その利用を
支えるインフラを構築すべきである。

 取引や業務のデジタル化を推進するために、信頼性の高いデジタル システム、データの
スムーズな流れを可能にする金融サービスデータ･エコシステム、相互運用可能な決済システム
など、デジタルインフラの基盤を構成する技術のうち、主要な構成要素の開発の加速化に向け
て、各国・地域を支援すべきである。

 域内各国・地域が協力を促して、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
性を高めていくべき。特に、電子インボイの相互運用可能な基準と電子文書の利用や各国・
地域内の取引清算機関（ビジネス・クリアリング・ハウス）間をつなぐ仕組みに関する法的枠
組みの構築に取り組む。
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付付録録

カカーーボボンン・・ニニュューートトララルル実実現現にに向向けけたた統統一一的的枠枠組組みみ：：
「「気気候候変変動動原原則則 」」にに関関すするる ／／ 作作業業計計画画
「プトラジャヤ･ビジョン
（ ）」の
「アオテアロア行動計画
（ ）」：
経済的推進力

削減・緩和
削減・移行への道筋重視、削減
技術

適応
低炭素経済への移行の
ための手段と技術

公正な移行
ルールに基づく開かれ
た貿易体制のもとでの
公正な成果

貿易と投資
自由で、公正で、開かれ、無差
別で、透明性があり、予見可
能な貿易・投資環境、世界貿
易機関（ ）支持、アジア
太平洋自由貿易圏（ ：

）などを通じたボゴール
目標達成に向けた取り組み、
継ぎ目のない連結性

／ 作業の重点
 炭素国境調整メカニズム
（ ：

）などの
気候変動対策に関する自由
貿易協定（ ：

）／ のルール
 複数国間（貿易と環境
持続可能性に関する体系的
議論（ ：

）、化石
燃料補助金、歪曲的な農業補
助金）

 環境関連分野の物品・サービス
貿易（物品・サービスの排出量
削減）

 脱炭素化推進のための金融
支援体制

／ 作業の
重点
 環境関連分野の物品･
サービス貿易

 デジタルおよび革新的
低炭素技術分野の物
品・サービス貿易

 再生可能エネルギーの
貿易・投資のための枠
組み（ ）

 複数国間
（ ）

 （持続可能性と
サービス）

／ 作業の
重点
 国境での炭素調整に
関する「公正（ ）」
な貿易ルール

 食料安全保障ロード
マップ（包摂性）

 女性、先住民などに
とっての「公正な移行
（ ）」に
関する作業（ ）

 貿易とジェンダー、
に 関 す る

複数国間協定
 （包摂性）

イノベーションとデジタル化
構造改革と健全な経済政策、
デジタル経済とイノベーション
の実現、強固なデジタルイン
フラ

／ 作業の重点
 持続可能な経済へのトランジ
ションのための資金供給

 排出量取引制度および

／ 作業の
重点
 データ共有、相互運用
可能で支援的な規制環
境

 デジタル接続を可能に
する物理的インフラ
（ 、クラウドなど）

／ 作業の
重点
 包摂性と認証済み信
用情報（ ・持続可
能性に関する情報な
ど）を裏付けるデジタ
ル

 迅速かつ持続的な回復
力強く、均衡ある、安全で、
持続可能かつ包摂的な成長
質の高い成長、技能、気候変
動を含む環境課題への対処
（ベスト･プラクティスに関す
る情報交換と能力構築、構造
改革、貿易、金融、インフラ、
技術および適切な場合カーボ
ン・プライシング、エネルギ
ー安全保障）

／ 作業の重点
 零細・中小企業（ ：

）の
持続可能な慣行の強化

 厳密な意味での気候変動対策
（削減・緩和）

／ 作業の
重点
 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

 食料安全保障ロード
マップ（バイオ･サーキ
ュラー･グリーン経済モ
デル、食料安全保障デ
ジタル・プラン、その他
の適応策を含む持続可
能な農業）

／ 作業の
重点
 のデジタルトラ
ンスフォーメーション
の推進

 、女性、先住民
など、十分なサービス
を享受できていない層
の経済的包摂のための
能力構築

エコシステムを構築し、短期的には恩恵をもたらす可能性があるにしても、競争やイノベーション
を制約する恐れのあるデータのサイロ化への支援はやめるべきである。

提言：
 市場参加者と金融関連および技術関連のソリューションを提供するその他のステークホルダー
の協力のもと、相互運用可能な電子インボイスを域内全ての国・地域に導入し、その利用を
支えるインフラを構築すべきである。

 取引や業務のデジタル化を推進するために、信頼性の高いデジタル システム、データの
スムーズな流れを可能にする金融サービスデータ･エコシステム、相互運用可能な決済システム
など、デジタルインフラの基盤を構成する技術のうち、主要な構成要素の開発の加速化に向け
て、各国・地域を支援すべきである。

 域内各国・地域が協力を促して、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
性を高めていくべき。特に、電子インボイの相互運用可能な基準と電子文書の利用や各国・
地域内の取引清算機関（ビジネス・クリアリング・ハウス）間をつなぐ仕組みに関する法的枠
組みの構築に取り組む。
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APEC首脳への提言「受け入れる、取り組む、実現可能にする」●



見出し、それぞれの開発目標と持てる資源に応じて再生可能エネルギー導入に向けた転換を図って
いくという認識のもと、APEC地域全体としては、技術、ベスト･プラクティス、ビジネス･モデル
を共有することで目標実現を促すなど、排出量削減および再生可能エネルギー分野における貿易・
投資の推進という課題への取り組みについて合意形成を図ることで利益を享受する。 
 
 本ロードマップは、APEC各国・地域間の貿易の自由化、円滑化、調和、規制を目的とし、域内
における再生可能エネルギーの貿易・投資に影響を及ぼし得る権利と義務を生み出す国家間貿易 
協定、地域貿易協定、自由貿易協定については、世界貿易機関（WTO）の基盤となっている貿易と
投資の原則に立脚する。また、非関税障壁による貿易のコストや負担に対処する APECの「非関税
措置に関する分野横断的原則（Cross-Cutting Principles on Non-Tariff Measures）」、「非拘束投資原
則（Non-Binding Investment Principles）」、「エネルギー強靭性原則（Energy Resiliency Principle）」、
ならびに APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）の「気候変動対
策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」や持続可能かつ包摂的な開発
に関する諸原則にも立脚している。 
 
行動分野 
 
1． 実現支援的な投資環境の整備 
 われわれは、再生可能エネルギー産業を育成し、低炭素技術の開発を実現するためには、投資を
促す環境を整備することが不可欠であると認識している。これらの産業・技術分野における貿易の
拡充を図ることが再生可能エネルギーのさらなる導入につながり、UNFCCC とパリ協定に基づく
目標の達成に向けた歩みを加速させることになるだろう。 
 
 このような実現支援的な環境を整備するために、われわれは以下のことに取り組む。 
 
 投資政策および投資促進、競争・貿易政策、金融アクセスおよび金融規制の質、域内共通の ESG
（環境・社会・ガバナンス）タクソノミーの導入など、再生可能エネルギー投資の魅力的な環境
づくりに協力して取り組む。 

 アドバイザリー・グループ（Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building）の 
取り組みにおける国際機関や企業との連携強化を含め、特に再生可能エネルギーおよび域内の 
エネルギー市場開発に向けた投資資金の調達を目指した、国内外からの投資呼び込みに資する 
施策の強化に重点を置く。 

 再生可能エネルギーとイノベーションの推進に向けた資金調達の促進など、域内各国・地域の 
気候変動目標に沿った新型コロナウイルス感染症パンデミック対策を策定する。 

 こうした投資環境づくりを促すために、以下を含め、経済協力開発機構（OECD：Organization 
for Economic Cooperation and Development））との協力を新たにする。 
 「APEC-OECD規制改革統合チェックリスト（APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory 

Reform）」に関する OECD との作業を拡大させ、投資関連ガイドラインの調整ならびに再生 
可能エネルギー分野における投資とイノベーションの喚起を目的とするガイドラインの策定に
取り組む。 

付付録録 BB  

22003300年年にに向向けけたた再再生生可可能能エエネネルルギギーーおおよよびび低低炭炭素素排排出出技技術術
のの貿貿易易・・投投資資ロローードドママッッププ  

 
 再生可能エネルギーと低炭素排出技術へのさらなる移行を通じた炭素排出量の削減により、気候
変動という人類存亡にかかわる問題に対処し、APEC地域の安全な未来を確保する。 
 
序言 
1. われわれは気候変動という人類存亡にかかわる問題に早急に対処するために炭素排出量の削減

が不可欠であると認識している。われわれはグループとして、カーボン・ニュートラルに移行
し、国連気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate 
Change）（パリ協定）に掲げた目標を達成するために、集団で協力して行動し、エネルギー政策
に大きな変化をもたらさなければならないと認識している。 

2. APEC 首脳は 1993 年以降、持続可能な成長と将来世代の安全の確保において再生可能エネル
ギーが果たす役割を認識してきた。2020年には、「持続可能な地球のために、気候変動、異常
気象および自然災害を含むすべての環境上の課題に包括的に対処するための世界的な取り組み
を支える経済政策、協力および成長を促進」すべく、APECプトラジャヤ・ビジョン 2040（APEC 
Putrajaya Vision 2040）に合意した。 

3. 再生可能エネルギーは、絶えず補充され枯渇することのない天然資源を使って生産される。 
エネルギー源としてさまざまな天然資源があるように、さまざまな再生可能エネルギー技術が
ある。われわれは、APEC地域が排出量削減目標を達成するためには、再生可能エネルギーと
低排出技術のさらなる導入が必要であると認識している。 

4. 再生可能エネルギーの貿易・投資を進めることで、技術革新の共有を促し、各国・地域内の再
生可能エネルギー産業の発展を支え、排出量削減目標の達成に要するコストを低減することが
できる。目標を達成するためには、すべての APEC参加国・地域が再生可能エネルギーを導入
し、移行していくよう支援・奨励すべく、域内の貿易障壁を取り除き、投資環境を整え、強化
することが不可欠である。 

5. 2020年、APEC首脳は力強く、均衡ある、包摂的で持続可能かつ革新的で確固たる経済成長の
道筋に沿って、当該地域を回復させていくことを決意した。APEC各国・地域にとっては今や、
新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響からの景気回復を企図し再生可能エネルギーへ
の移行を加速させるという機会となっている。 

6. 本ロードマップは、APEC各国・地域が低炭素経済の未来への移行を果たすための道筋を決め
るにあたり、参考となる指針を示し、各国・地域が互いの経験から学び合う機会を提供する。 

 
ロードマップ 
 本ロードマップは、エネルギー安全保障と再生可能エネルギーへの転換に対処するうえで、APEC
がこれまでに行ってきた情報共有や能力構築をはじめとする広範にわたる取り組みを基盤として 
策定されたものである。低炭素未来を実現するために辿るべき道筋は APEC各国・地域がそれぞれ
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見出し、それぞれの開発目標と持てる資源に応じて再生可能エネルギー導入に向けた転換を図って
いくという認識のもと、APEC地域全体としては、技術、ベスト･プラクティス、ビジネス･モデル
を共有することで目標実現を促すなど、排出量削減および再生可能エネルギー分野における貿易・
投資の推進という課題への取り組みについて合意形成を図ることで利益を享受する。 
 
 本ロードマップは、APEC各国・地域間の貿易の自由化、円滑化、調和、規制を目的とし、域内
における再生可能エネルギーの貿易・投資に影響を及ぼし得る権利と義務を生み出す国家間貿易 
協定、地域貿易協定、自由貿易協定については、世界貿易機関（WTO）の基盤となっている貿易と
投資の原則に立脚する。また、非関税障壁による貿易のコストや負担に対処する APECの「非関税
措置に関する分野横断的原則（Cross-Cutting Principles on Non-Tariff Measures）」、「非拘束投資原
則（Non-Binding Investment Principles）」、「エネルギー強靭性原則（Energy Resiliency Principle）」、
ならびに APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory Council）の「気候変動対
策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」や持続可能かつ包摂的な開発
に関する諸原則にも立脚している。 
 
行動分野 
 
1． 実現支援的な投資環境の整備 
 われわれは、再生可能エネルギー産業を育成し、低炭素技術の開発を実現するためには、投資を
促す環境を整備することが不可欠であると認識している。これらの産業・技術分野における貿易の
拡充を図ることが再生可能エネルギーのさらなる導入につながり、UNFCCC とパリ協定に基づく
目標の達成に向けた歩みを加速させることになるだろう。 
 
 このような実現支援的な環境を整備するために、われわれは以下のことに取り組む。 
 
 投資政策および投資促進、競争・貿易政策、金融アクセスおよび金融規制の質、域内共通の ESG
（環境・社会・ガバナンス）タクソノミーの導入など、再生可能エネルギー投資の魅力的な環境
づくりに協力して取り組む。 

 アドバイザリー・グループ（Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building）の 
取り組みにおける国際機関や企業との連携強化を含め、特に再生可能エネルギーおよび域内の 
エネルギー市場開発に向けた投資資金の調達を目指した、国内外からの投資呼び込みに資する 
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 再生可能エネルギーとイノベーションの推進に向けた資金調達の促進など、域内各国・地域の 
気候変動目標に沿った新型コロナウイルス感染症パンデミック対策を策定する。 

 こうした投資環境づくりを促すために、以下を含め、経済協力開発機構（OECD：Organization 
for Economic Cooperation and Development））との協力を新たにする。 
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付付録録 BB  

22003300年年にに向向けけたた再再生生可可能能エエネネルルギギーーおおよよびび低低炭炭素素排排出出技技術術
のの貿貿易易・・投投資資ロローードドママッッププ  

 
 再生可能エネルギーと低炭素排出技術へのさらなる移行を通じた炭素排出量の削減により、気候
変動という人類存亡にかかわる問題に対処し、APEC地域の安全な未来を確保する。 
 
序言 
1. われわれは気候変動という人類存亡にかかわる問題に早急に対処するために炭素排出量の削減

が不可欠であると認識している。われわれはグループとして、カーボン・ニュートラルに移行
し、国連気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate 
Change）（パリ協定）に掲げた目標を達成するために、集団で協力して行動し、エネルギー政策
に大きな変化をもたらさなければならないと認識している。 

2. APEC 首脳は 1993 年以降、持続可能な成長と将来世代の安全の確保において再生可能エネル
ギーが果たす役割を認識してきた。2020年には、「持続可能な地球のために、気候変動、異常
気象および自然災害を含むすべての環境上の課題に包括的に対処するための世界的な取り組み
を支える経済政策、協力および成長を促進」すべく、APECプトラジャヤ・ビジョン 2040（APEC 
Putrajaya Vision 2040）に合意した。 

3. 再生可能エネルギーは、絶えず補充され枯渇することのない天然資源を使って生産される。 
エネルギー源としてさまざまな天然資源があるように、さまざまな再生可能エネルギー技術が
ある。われわれは、APEC地域が排出量削減目標を達成するためには、再生可能エネルギーと
低排出技術のさらなる導入が必要であると認識している。 

4. 再生可能エネルギーの貿易・投資を進めることで、技術革新の共有を促し、各国・地域内の再
生可能エネルギー産業の発展を支え、排出量削減目標の達成に要するコストを低減することが
できる。目標を達成するためには、すべての APEC参加国・地域が再生可能エネルギーを導入
し、移行していくよう支援・奨励すべく、域内の貿易障壁を取り除き、投資環境を整え、強化
することが不可欠である。 

5. 2020年、APEC首脳は力強く、均衡ある、包摂的で持続可能かつ革新的で確固たる経済成長の
道筋に沿って、当該地域を回復させていくことを決意した。APEC各国・地域にとっては今や、
新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響からの景気回復を企図し再生可能エネルギーへ
の移行を加速させるという機会となっている。 

6. 本ロードマップは、APEC各国・地域が低炭素経済の未来への移行を果たすための道筋を決め
るにあたり、参考となる指針を示し、各国・地域が互いの経験から学び合う機会を提供する。 

 
ロードマップ 
 本ロードマップは、エネルギー安全保障と再生可能エネルギーへの転換に対処するうえで、APEC
がこれまでに行ってきた情報共有や能力構築をはじめとする広範にわたる取り組みを基盤として 
策定されたものである。低炭素未来を実現するために辿るべき道筋は APEC各国・地域がそれぞれ
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 環境サービス貿易の妨げとなっている障壁の分類 
 環境サービス自由化の費用対効果評価、協力と保護措置回避の奨励 
 規制評価枠組みの提供、特に許認可措置に関するもの 
 ローカル・コンテント規制の回避、実施する場合は透明性を確保 

 
4． 技術協力、能力構築、企業との関与 
 われわれは、協力すれば強くなれる、そして、知識と能力を共有すれば短期間でより大きな進歩
を遂げられるだろうということを承知している。気候変動の影響は国境で封じ込められるものでは
なく、この地域に広まっている環境の状態によって皆が影響を受けている。共通の努力という精神
のもとに、われわれはグループとして以下のことを行う。 
 
 APEC地域における技術協力、規制の調和、域内各国・地域のエネルギー転換および強靭化プロ
ジェクトに関する技能移転を支援する措置の洗い出しに向けた調整を行う。 

 再生可能エネルギー関連プロジェクトに対する投資家の信頼を醸成すべく、気候変動対策に関す
るAPECのビジョンと民間企業の目標がしっかりと合致するようにし、ビジネス界と協力のもと、
環境と貿易の双方に好ましい結果をもたらすような機会を見出し、優先的に取り組む。 

 再生可能エネルギーとイノベーションに対する投資機会の拡大を目的として、能力構築の取り 
組み、技術の移転と共有、高等教育機関／企業／金融機関における人材開発を支援する。 

 
5． エネルギー安全保障／レジリエンス／アクセス 
 われわれは、パリ協定における公約を達成し、カーボン・ニュートラルな未来に移行していく 
うえで、APEC各国・地域がそれぞれ独自の道筋を描いていくと認識している。こうした意思決定
を行うにあたっては、エネルギー安全保障／レジリエンス／アクセスの確保、および各国・地域に
おける国内の開発目標と利用可能な資源が極めて重要な要素となる。このことを踏まえて、われ 
われは以下のことに取り組む。 
 
 域内のすべての国・地域が環境に優しい分散型エネルギー・アクセス・ソリューションの恩恵を
享受できるよう、APECの「エネルギー強靭性原則」と「エネルギー･アクセス･イニシアティブ
（Energy Access Initiative）」を通じて、安価なエネルギーへのアクセス、エネルギー安全保障、 
エネルギーレジリエンスの強化を図り、質が高く強靭なエネルギー・インフラを設計し、可能な
場合は炭素排出量が少なく再生可能な原材料を調達・利用する。 

 エネルギーレジリエンスを高め、すべての人々が持続可能で安価なエネルギーを利用できるよう
にするために、マイクログリッド技術のように小規模でプロジェクト・ベースの再生可能エネル
ギー・ソリューションの採用を検討する。 

 
6． カーボン・フットプリントの測定 
 炭素排出量を削減し、ゼロにするのであれば、貿易・活用する製品やサービスに含まれる炭素量
を特定し、測定する必要がある。これを行うための取り組みには機微や繊細さがつきものである 
ことを承知しているが、以下について検討することに同意する。 
 

 OECDの「投資のための政策枠組み（Policy Framework for Investment）」に基づいて同機構が
策定した「クリーン・エネルギー・インフラ投資に関する政策ガイダンス（Policy Guidance for 
Investment in Clean Energy Infrastructure）」の実施に取り組み、APEC域内における政策アド
バイスの提供と能力構築を進める手段として同枠組みを活用する。 

 
 われわれは、投資政策ならびに投資判断と気候変動に関する目標の整合性を図る必要があると 
認識しており、これを実現するために以下のことに同意する。 
 
 気候および再生エネルギーに関する政策との整合性を確保すべく「非拘束投資原則」を見直し、
域内各国・地域の政策の相互審査（ピア・レビュー）を行い、能力構築の取り組みを通じて調整
と改革を支援する。 

 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：Taskforce on Climate-related Financial Disclosure）
推奨の気候関連財務情報開示枠組みの採用を検討するなど、投資に付随する気候リスクについて
投資家の理解を促す。 

 
2． 貿易の促進 
 再生可能エネルギーと低排出技術の貿易を促せば、イノベーションのより迅速な共有と各国・ 
地域における産業育成支援につながり、炭素排出量削減目標達成に向けた各国・地域の取り組みを
後押しすることができる。これを可能にするような貿易環境を整備するために、われわれは以下の
ことに取り組む。 
 
 再生可能エネルギーおよび関連物品・サービスの貿易促進に向けて規制の調和を図るなど、域内
における再生可能エネルギーの貿易・投資に影響を及ぼす関税および非関税措置を軽減もしくは
撤廃する。 

 2021 年に APEC 貿易担当大臣から指示されたとおり、新たな再生可能エネルギー技術や産業を
網羅すべく、「APEC環境物品リスト（APEC List of Environmental Goods）」を更新・拡大し、
非拘束的な参照リストを作成する。 

 グリーン水素やグリーン・アンモニアのような再生可能エネルギーならびに再生可能エネルギー
発電関連の物品･サービスのサプライチェーン上の課題を特定し、対処するための措置を導入する。 

 有望な再生可能エネルギー輸出貿易の需要と供給を生み出すべく、国境の内外に市場を構築する。 
 
3． サービス 
 再生可能エネルギーや低排出技術を含むあらゆる分野の貿易と投資を支援し、促進するためには、
サービス産業の強化と支援が不可欠である。これを実現するために、2021 年に APEC で合意した
環境関連サービスの定義を踏まえ、われわれは以下のことに取り組む。 
 
 2021 年に合意した APEC の「環境および環境関連サービス参照リスト（Reference List of 

Environmental and Environmentally-Related Services）」を実際に活用する。  
 「APEC環境サービス行動計画（APEC Environmental Services Action Plan）」の最終評価で示さ
れた提言を採用する。提言には以下が含まれている。 
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目標 
 われわれは、カーボン・ニュートラルな未来への移行を促す貿易・投資環境づくりに向けて、 
APEC地域が着実に前進できるように尽力していく。本ロードマップに示す報告制度と能力構築の
取り組みを通じて、このような実現支援的な環境づくりにおける経験、ベスト･プラクティス、成功
事例が APEC各国・地域間で共有されることを期待する。われわれは 2030年までに以下のことを
達成すべく努力していく。 
 
 APEC地域全体の炭素排出量削減に向けて協調して行動する。 
 再生可能エネルギーや低排出技術の貿易・投資に対するすべての関税および非関税障壁を削減 
もしくは撤廃する。 

 再生可能エネルギーや低炭素技術の需要と供給を生み出すべく、国境の内外に市場を構築する。 
 炭素排出量削減目標を達成する機会を拡大するべく、能力構築、知識共有、技能開発に向けた 
取り組みを奨励する。 

 貿易・活用する製品やサービスに含まれる炭素量を特定し、測定することを目指す。 
 透明性、投資の拡充、無差別の原則に基づいて意思決定が行われるよう、政策を見直す。 
 競争政策がイノベーションを優遇し、新たな投資を促し、投資の恩恵を広く社会に行き渡らせる
ものになるようにする。 

 貿易機会を拡大し、技術の相互運用性を向上させるべく、適切な国際基準の採用に向けて作業を
進める。 

 
実施 
 高級実務者を本ロードマップ実施状況の監視・評価に関する統括責任者に任命する。われわれは
APEC のすべてのフォーラム、特に ABAC を通じて APEC のビジネス界との、そして、その他の
ステークホルダーとの緊密な協力を奨励する。 
 
 各国・地域は行動分野ごとにそれぞれの優先課題、目標、状況を踏まえて自主的に取り組む具体
的な行動やイニシアティブを明記した実施計画を策定することを約束した。 
 
 各国・地域における行動を促し、カーボン・ニュートラルの目標達成に向けた進捗状況を把握し
やすくするためには、総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合や、再生可能エネル
ギーの生産を支援する外国直接投資のレベルを監視するなど、標準化された定期的な測定を活用す
ることを推奨する。 

  

 投資判断基準となり得る項目のひとつとして、また、外国直接投資（FDI：foreign direct investment）
の質を測る重要な指標、および投資をUNFCCCおよびパリ協定の目標に合致させるための ESG
要因としてのカーボン・フットプリントの自主的開示。 

 再生可能エネルギーへの投資を拡大し、発電量を増やし、APEC 地域全体の炭素排出量削減に 
つなげるための市場原理に基づいた国際的ソリューション（国際グリーン認証制度など）の開発。 

 各国・地域それぞれの状況に応じた水素エネルギーの開発・利用、および国境を越えた適用の 
推進。 

 炭素国境調整メカニズム（CBAM：Carbon Border Adjustment Mechanism）が EU 向け物品の 
輸出に与える影響。特に、独立認定機関による認証を受けた低炭素商品・原材料への影響など、
APEC各国・地域の貿易と投資に影響が及ぶ可能性がある。 

 持続可能性ラベルや低炭素商品専用の関税コードの導入。 
 
7． 構造改革 
 すべての APEC 参加国・地域で大幅な構造改革が実施されない限り、真の進歩は見られないだ 
ろう。規制改革、国際基準の採用、適切な紛争解決メカニズムの構築・導入はいずれも、再生可能
エネルギーおよび低炭素技術分野における多大で大規模かつ長期的な投資や貿易を促進・支援する
ような安全で安定した環境を整備するために必要不可欠である。われわれは以下のことに同意する。 
 
 透明性、投資の保護、無差別の原則に基づいて、すべての投資家の投資判断に好ましい影響を 
与えるべく、投資に関する政策を見直す。 

 競争政策がイノベーションを優遇し、新たな投資を促し、投資の恩恵を広く社会に行き渡らせる
ものになるようにする。 

 金融へのアクセスを向上させ、金融包摂を進め、再生可能エネルギー産業への国内外からの投資
機会を促すべく、金融市場を強化する。 

 公共ガバナンスの不可欠な側面として規制の質と信頼性を確保し、国内外の投資家の信頼を醸成
する。 

 透明性が高く迅速な紛争処理プロセスを徹底する。 
 域内各国・地域の異なる事情に対応し、UNFCCCおよびパリ協定の目標を達成するために APEC
地域全体として寄与できるような自主的な制度もしくは炭素クレジット取引制度の構築に向けて、
地域協力の仕組みを検討する。 

 域内のパートナーと連携して金融・経済・社会面での地域協力の強化に取り組み、再生可能エネ
ルギーとイノベーションへの投資における官民連携（PPP：public-private partnership）を奨励 
する。 

 イノベーションを促し、研究開発投資を重視し、低炭素排出技術の導入を進める政策の採用と 
規制改革の実施を検討する。 

 国際開発機関と協働して、再生可能エネルギーの貿易・投資に関する国際基準やベスト・プラク
ティスとの整合性が図れるようにする。 

 気候関連の変化によって悪影響を受けている業界や企業の貿易・投資への移行を後押しする構造
改革を行う。 
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目標 
 われわれは、カーボン・ニュートラルな未来への移行を促す貿易・投資環境づくりに向けて、 
APEC地域が着実に前進できるように尽力していく。本ロードマップに示す報告制度と能力構築の
取り組みを通じて、このような実現支援的な環境づくりにおける経験、ベスト･プラクティス、成功
事例が APEC各国・地域間で共有されることを期待する。われわれは 2030年までに以下のことを
達成すべく努力していく。 
 
 APEC地域全体の炭素排出量削減に向けて協調して行動する。 
 再生可能エネルギーや低排出技術の貿易・投資に対するすべての関税および非関税障壁を削減 
もしくは撤廃する。 

 再生可能エネルギーや低炭素技術の需要と供給を生み出すべく、国境の内外に市場を構築する。 
 炭素排出量削減目標を達成する機会を拡大するべく、能力構築、知識共有、技能開発に向けた 
取り組みを奨励する。 

 貿易・活用する製品やサービスに含まれる炭素量を特定し、測定することを目指す。 
 透明性、投資の拡充、無差別の原則に基づいて意思決定が行われるよう、政策を見直す。 
 競争政策がイノベーションを優遇し、新たな投資を促し、投資の恩恵を広く社会に行き渡らせる
ものになるようにする。 

 貿易機会を拡大し、技術の相互運用性を向上させるべく、適切な国際基準の採用に向けて作業を
進める。 

 
実施 
 高級実務者を本ロードマップ実施状況の監視・評価に関する統括責任者に任命する。われわれは
APEC のすべてのフォーラム、特に ABAC を通じて APEC のビジネス界との、そして、その他の
ステークホルダーとの緊密な協力を奨励する。 
 
 各国・地域は行動分野ごとにそれぞれの優先課題、目標、状況を踏まえて自主的に取り組む具体
的な行動やイニシアティブを明記した実施計画を策定することを約束した。 
 
 各国・地域における行動を促し、カーボン・ニュートラルの目標達成に向けた進捗状況を把握し
やすくするためには、総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合や、再生可能エネル
ギーの生産を支援する外国直接投資のレベルを監視するなど、標準化された定期的な測定を活用す
ることを推奨する。 

  

 投資判断基準となり得る項目のひとつとして、また、外国直接投資（FDI：foreign direct investment）
の質を測る重要な指標、および投資をUNFCCCおよびパリ協定の目標に合致させるための ESG
要因としてのカーボン・フットプリントの自主的開示。 

 再生可能エネルギーへの投資を拡大し、発電量を増やし、APEC 地域全体の炭素排出量削減に 
つなげるための市場原理に基づいた国際的ソリューション（国際グリーン認証制度など）の開発。 

 各国・地域それぞれの状況に応じた水素エネルギーの開発・利用、および国境を越えた適用の 
推進。 

 炭素国境調整メカニズム（CBAM：Carbon Border Adjustment Mechanism）が EU 向け物品の 
輸出に与える影響。特に、独立認定機関による認証を受けた低炭素商品・原材料への影響など、
APEC各国・地域の貿易と投資に影響が及ぶ可能性がある。 

 持続可能性ラベルや低炭素商品専用の関税コードの導入。 
 
7． 構造改革 
 すべての APEC 参加国・地域で大幅な構造改革が実施されない限り、真の進歩は見られないだ 
ろう。規制改革、国際基準の採用、適切な紛争解決メカニズムの構築・導入はいずれも、再生可能
エネルギーおよび低炭素技術分野における多大で大規模かつ長期的な投資や貿易を促進・支援する
ような安全で安定した環境を整備するために必要不可欠である。われわれは以下のことに同意する。 
 
 透明性、投資の保護、無差別の原則に基づいて、すべての投資家の投資判断に好ましい影響を 
与えるべく、投資に関する政策を見直す。 

 競争政策がイノベーションを優遇し、新たな投資を促し、投資の恩恵を広く社会に行き渡らせる
ものになるようにする。 

 金融へのアクセスを向上させ、金融包摂を進め、再生可能エネルギー産業への国内外からの投資
機会を促すべく、金融市場を強化する。 

 公共ガバナンスの不可欠な側面として規制の質と信頼性を確保し、国内外の投資家の信頼を醸成
する。 

 透明性が高く迅速な紛争処理プロセスを徹底する。 
 域内各国・地域の異なる事情に対応し、UNFCCCおよびパリ協定の目標を達成するために APEC
地域全体として寄与できるような自主的な制度もしくは炭素クレジット取引制度の構築に向けて、
地域協力の仕組みを検討する。 

 域内のパートナーと連携して金融・経済・社会面での地域協力の強化に取り組み、再生可能エネ
ルギーとイノベーションへの投資における官民連携（PPP：public-private partnership）を奨励 
する。 

 イノベーションを促し、研究開発投資を重視し、低炭素排出技術の導入を進める政策の採用と 
規制改革の実施を検討する。 

 国際開発機関と協働して、再生可能エネルギーの貿易・投資に関する国際基準やベスト・プラク
ティスとの整合性が図れるようにする。 

 気候関連の変化によって悪影響を受けている業界や企業の貿易・投資への移行を後押しする構造
改革を行う。 
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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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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。 
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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。 
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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。 
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を目指す集中的な取り組みを支持する。 
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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。 
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ことを正式に認識するよう APEC参加国・地域の閣僚に要請する。さらに、WTO貿易円滑化協定
（Trade Facilitation Agreement）で約束したことを未だ履行していない国･地域に対して完全な履行
を要請する。 
 
 これに関連して、われわれは、昨年 12 月、WTO の有志国グループによる「サービス国内規制 
共同イニシアティブ（Joint Initiative on Services Domestic Regulation）」の交渉が妥結したことを 
歓迎する。これは、サービス貿易の拡大、生産性、企業のレジリエンスだけでなく、ジェンダー 
平等の向上や女性の経済的エンパワーメントにも大きく寄与するものである。われわれは、すべて
の APEC参加国・地域に対して、WTO有志国グループが合意したこの新たな規律を採用すること、
「APEC サービス競争力ロードマップ（ASCR：APEC Services Competitiveness Roadmap）」に 
基づいて APECが独自に進めている作業を支援することを要請する。 
 
 最後に、ABACを含む国際的なビジネス・コミュニティとのより広く、より深い正式な連携関係
を構築することが、WTOにおけるよりよい政策立案につながることとなり、APEC 参加国・地域
の閣僚はジュネーブでこうした連携を支持すべきである。 
 
APECビジネス諮問委員会 
2022年 4月 

 

を新たに構築する。 
 

2．WTOのすべての機能の完全な回復 
 経済を再構築するためには、WTO 体制が効果的で法的拘束力のある有意義な存在であり続ける
ことが不可欠である。われわれは以下のことを要請する。 
 
 WTO上級委員会の欠員問題の解決と必要な改革についての合意形成に早急に取り組む。 
 
3．WTOのルールとプロセスに関する必要な改革 
 WTOのルールは、今日のビジネス･ニーズを反映し、生産性、レジリエンス、包摂性、持続可能
性の向上を支えるものでなければならない。WTO体制の信頼性のためにも、この地域社会にとって
より好ましい結果をもたらすためにも、第 12 回閣僚会議で以下のことが優先課題に位置付けられ
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。 
 
 電子商取引など新分野に関するものも含め、WTO 加盟国・地域の貿易政策・措置の透明性向上
を図る。 

 有害な漁業補助金を早急に撤廃することに合意する。 
 貿易を歪める国内農業支援策の相当かつ実効性のある削減など、農業に関する意欲的な作業プロ
グラムを構築する。 

 電子商取引の貿易関連の側面について、「WTO 電子商取引共同イニシアティブ（WTO Joint 
Initiative on E-commerce）」に関する交渉を 2022年の年末までに妥結させるなど、既存のWTO
の協定と枠組みを基盤とする意欲的で商業的に有意義な成果を支持する。 

 電子送信に対する関税賦課一時停止措置（モラトリアム）の恒久化に向けた合意形成を図る。 
 公正で無差別な貿易に関する WTO の基本原則に諮り、補助金（産業補助金および農業補助金）
に関するルールを改めて検証する。 

 WTOの枠組みのなかで「開発のための投資円滑化協定（Investment Facilitation for Development 
Agreement）」を早期に締結する。 

 合意に基づくリストに記載された環境物品･サービスの貿易自由化に向けた分野別イニシアティブ
である、「貿易と環境持続可能性に関する体系的議論（TESSD：Trade and Environmental 
Sustainability Structural Discussions）」に関する新たな共同イニシアティブ（気候変動に対する 
貿易対応や非効率な化石燃料補助金の撤廃を含む）など、現在進められているさまざまな環境 
関連イニシアティブの取り組みを支持する。 

 WTO の貿易とジェンダーに関する非公式作業部会（Informal Working Group on Trade and 
Gender）や零細・中小企業に関する非公式作業部会（Informal Working Group on MSMEs）に 
おける取り組み支持など、零細・中小企業や女性がより包摂的に貿易に参加できるよう取り組み
を支持する。 

 
 ABACは、「複数国間（プルリラテラル）」イニシアティブがWTOの原則と整合的であり、かつ、
将来的に多国間で成果を生むための礎となることを意図して行われれば、WTO 体制全体にとって
好ましい結果をもたらし、実際に、企業にとって商業的に有意義な結果をもたらす助けとなり得る
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