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 新型コロナウイルス感染症パンデミック対策のための必要不可欠な物品やサービスの流れを妨げ
る制限を撤廃し、特に途上国･地域において、ワクチンを物理的にも価格的にも入手しやすくする
ことで、貿易を活用して保健に関する目的を果たす。 

 
 渡航に関する現行の基準や慣行の簡素化を通じて、安全で継ぎ目のない移動に向けて APEC地域
全体としてより一貫性のある入国措置対応を行い、デジタルに関する官民協力を活用してシステ
ム間の相互運用可能性を確保することによって、安全に国境を再開し、経済活動の平常化を図る。 

 
 持続可能で包摂的かつ強靭な成長に向けた勢いを取り戻すために、ABACは APEC参加国・地域
の首脳に以下のことを要請します。 
 
 特に、APECの「プトラジャヤ・ビジョン 2040（Putrajaya Vision 2040）」と「アオテアロア行動
計画（Aotearoa Plan of Action）」を支える基盤となるべき低炭素経済への効果的な移行に向けて、
APEC地域全体としての気候変動への対応を展開する。ビジネス界は、ABACの「気候変動対策
のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」を指針として、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。これらの原則は、APECにおける気候変動関連の
あらゆる作業を査定し、定期的にベンチマーク評価するためのマトリックスとして利用できる。
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。APEC参加国･地域は、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
政策面での対応を展開すべく、協力して取り組まなければならない。 

 
 環境関連分野の物品・サービス貿易の自由化や ABACが提案している再生可能エネルギー分野の
貿易・投資促進を目指す「APEC ロードマップ（APEC Roadmap）」の策定などを通じて、より
持続可能なエネルギーや低炭素技術の利用への転換を促す。APEC各国・地域は、脱炭素化に関
するより高い透明性に裏付けられた現実的なエネルギー転換とその転換を助成する資金支援制度
の拡充に重点を置いて取り組むべきである。 

 
 「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of the Asia-Pacific）」実現に向けて、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、APEC貿易担当大臣から策定を命じられた
複数年作業計画に直ちに取り掛かることによって、地域経済統合を加速させる。ビジネス界は 
20年も進展を待っていられない。これらの取り組みは、従来の貿易投資課題と次世代の貿易投資
課題の両方を含め、変化する世界のビジネス環境に対応するものでなければならない。 

 
 WTO 紛争処理システムの完全な機能を復活させ、必要な改革を行うことで多角的貿易体制を活
性化させ、第 13回WTO閣僚会議で、農業分野などの改革を含む積み残し課題や、電子商取引、
環境関連課題、投資円滑化に関する「共同イニシアティブ（Joint Initiative）」について、意欲的
な成果を生み出すような合意形成に寄与すべく、緊急に措置を講じる。 

 
 

AAPPEECC首首脳脳へへのの書書簡簡  
 
タイ王国首相 
アジア太平洋経済協力議長 
Prayut Chan-o-cha閣下 
バンコク、タイ 
 
拝啓 
 APEC各国・地域首脳の皆様に、APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory 
Council）の提言書を提出できることを光栄に思います。 
 
 われわれの提言は、紛争と深く憂慮すべき世界の経済展望を背景に取りまとめたものです。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ます。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ました。 
 
 われわれは大混乱の時代を迎えており、今こそ、APEC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ます。APEC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ます。この目標に向けて、APEC各国･地域の首脳の皆様にご検討いただくべく、
以下の提言を提出します。 
 
 迅速かつ持続的な回復を達成するために、ABAC は APEC 参加国・地域の首脳に以下のことを 
要請します。 
 
 短期的には、インフレを制御するための金融政策と、賃金・物価スパイラルを遮断するために、
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の財政政策を実行する。 

 
 平和と安全保障を追求し、多国間協力に取り組むとともに、食料システムを構成するあらゆる 
関係者を巻き込んで貿易の円滑化と輸出禁止・制限措置の実施回避に向けた取り組みを強化する
ことによって、食料危機に対処する。ABACは、農産物の生産、流通、貿易における新たな技術
の導入と持続可能性を支えるバイオ･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支援するために、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）」を、「食料安全保障デジタ
ル・プラン（Food Security Digital Plan）」も含め、速やかに実施することを要請する。また、 
民間部門により大きな権限を与え、「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）」の会議において有意義な役割を果たせるようにする
必要もある。 
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以下の提言を提出します。 
 
 迅速かつ持続的な回復を達成するために、ABAC は APEC 参加国・地域の首脳に以下のことを 
要請します。 
 
 短期的には、インフレを制御するための金融政策と、賃金・物価スパイラルを遮断するために、
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の財政政策を実行する。 

 
 平和と安全保障を追求し、多国間協力に取り組むとともに、食料システムを構成するあらゆる 
関係者を巻き込んで貿易の円滑化と輸出禁止・制限措置の実施回避に向けた取り組みを強化する
ことによって、食料危機に対処する。ABACは、農産物の生産、流通、貿易における新たな技術
の導入と持続可能性を支えるバイオ･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支援するために、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）」を、「食料安全保障デジタ
ル・プラン（Food Security Digital Plan）」も含め、速やかに実施することを要請する。また、 
民間部門により大きな権限を与え、「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）」の会議において有意義な役割を果たせるようにする
必要もある。 
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 デジタルトランスフォーメーションの推進、持続可能な慣行の強化、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、さらなる経済的包摂の促進という 4つの重要分野に
注力することで、零細・中小企業（MSME：micro, small and medium enterprise）経済の 
リセットと再活性化を図る。 

 
 デジタル経済を補強する物理的インフラに投資し、ABACが提案しているサイバーセキュリティ
のための APEC プラットフォームと相互運用可能で信頼性の高いデジタル ID の導入を通じて 
実現支援的なデジタル基礎インフラを構築し、価値創造拡大に向けたオープン･データ標準の導入
と不可欠かつ安全な越境データ・フローの改善によりデータインフラの強化を図ることによって、
APEC 地域全体でより迅速かつ広範なデジタル技術の導入を促す。感染症が蔓延する世界に 
おいては、デジタル医療技術が特に重要になる。 

 
 デジタル関連政策の細分化を回避し、特に零細・中小企業の遵守負担を軽減すべく、適用される
べき国際基準がある場合はこれに基づいて、簡潔さと相互運用可能性に重きを置いた WTO に 
整合するデジタル貿易ルールを構築することで、円滑かつ安全で、信頼性が高く、包摂的な越境
デジタル貿易と電子商取引を確立する。 

 
 包摂的なデジタル化と持続可能な発展を推進するにあたり、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。 

 
 11月に予定されている年次対話で、上記提言についてより詳細に議論を交わせることを心待ちに
しております。 
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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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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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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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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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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、
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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（

）」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（

）」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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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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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。

48 2022 年 APEC首脳への提言

● APEC首脳への提言「受け入れる、取り組む、実現可能にする」



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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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 
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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 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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 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。 
 
 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。 

652022 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」●



 

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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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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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ります。企業には 20年も進展を
待っている余裕はありません。APECは、「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040」および「アオテ
アロア行動計画」と整合性のある有意義な行動を優先させるべきです。「アジア太平洋自由貿易圏
（FTAAP）に関する ABACステートメント」（提言付録 C 61～64ページ参照）に ABACの考え
を詳述します。 
 
3．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、世界貿易機関
（WTO：World Trade Organization）を中心としたルールに基づく多角的貿易体制に対する揺るぎ
ない支持を改めて表明します。第 12 回 WTO 閣僚会議に向けた準備が進められるなか、パンデ 
ミック対策について心強い進展があったことを歓迎しますが、まだまだやるべきことが残っている
と認識しています。「世界貿易機関（WTO）に関する ABACステートメント」（提言付録D 65～
67 ページ参照）で、われわれは、喫緊の優先課題に緊密に協力して取り組むよう貿易担当大臣の 
皆様に要請しています。これには、効果的で透明性のあるパンデミック対策を行うこと、WTO の
紛争処理機能を回復させること、貿易慣行やビジネス慣行が変化するなかでWTOが引き続き適切
な機能を果たしていけるよう、多角的体制の礎となる複数国間交渉などを通して必要な改革を成し
遂げることが含まれます。 
 
4．サービス貿易の強化：われわれは、アジア太平洋地域の成長の主たる原動力はイノベーションで
あり、その傾向は、特にサービス分野において顕著であると考えています。サービス貿易に関する
制限措置の削減、イノベーションを最大限に促すエコシステムと環境の強化、官民間の継続的な 
シナジーと協力の促進など、将来に向けた各国・地域の経済と政策を構築することにより、これを
支えていく必要があります。貿易担当大臣の皆様には、2025 年までに APEC が設定した目標に 
なるべく近づけるよう「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、
環境サービスに関するものについて、新たな取り組みを検討するよう要請します。 
 
5．安全で継ぎ目のない移動を見据えた国境再開：身近なところに目を向けると、国境が再開され、
人々が移動し始めるなか、域内における一貫性の向上に引き続き尽力することが極めて重要です。 
APECは、健康状態の申告その他の入国要件に関する検証を効率的かつ確実に行うことを可能にし、
かつ、APEC域内各国・地域の移動・国境管理政策と制限措置に関する情報への容易なアクセスを
提供する相互運用可能なデジタル・ソリューションを開発できるはずです。 
 
持続可能でダイナミックかつ包摂的な成長に向けた企業体制の構築 
 
6．貿易を通じた気候変動および食料・エネルギー安全保障への対応：世界が直面している重大な 
課題は、エネルギーと食料の安全保障の重要性を再認識する契機にもなりました。特に、エネルギー
や食料の価格が高騰するなかでは、カーボン・ニュートラリティならびに持続可能で生産性が高く
歪みのない食料システムの実現に向けた取り組みを早急に進める必要があります。 
 

 
 
 参考文書 A  

AAPPEECC貿貿易易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 4月 28日 
 
APEC貿易担当大臣会合議長 
タイ 副首相兼商務大臣 
Jurin Laksanawisit閣下 
 
拝啓 
 「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040（APEC Putrajaya Vision 2040）」の中核目標である持続
可能で包摂的かつ強靭な成長を実現するわれわれの力に、深刻な影響を及ぼすいくつもの重大な試
練に世界経済が直面するなか、APEC参加国・地域の貿易担当大臣の皆様に本書簡をお送りします。
これは非常に憂慮すべき状況です。APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory 
Council）は、「アオテアロア行動計画（APA：APEC Aotearoa Plan of Action）」に基づく取り組み
も含め、APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 の包括的かつバランスのとれた実施に貢献すべく 
尽力する所存です。今般の困難な状況においては、アジア太平洋地域の経済統合を深化させ、将来
の危機に対する強靭性を構築するために、また、域内の企業が最も零細な企業も含めて持続可能で、
ダイナミックで、包摂的な成長を達成できるよう能力向上を図るためにも、周到な計画に基づく 
断固とした行動が求められています。われわれが重視する優先課題の概要を以下に示します。詳細
については添付の報告書と付録（提言付録 C、D 61～67ページ）をご参照ください。 
 
経済統合の深化 
 
1．将来のパンデミック危機に対する備え：各国・地域の回復と世界経済の再構築が始まるなか、 
新たな感染症の世界的大流行が起きる可能性を排除することはできません。この点について、 
ABACは APECに対して、各国・地域の合意に基づくリストに記載された必要不可欠な医療用品や
サービスに対する制限撤廃に向けた分野別取り組みを主導するよう改めて要請します。1 
 
2．アジア太平洋自由貿易圏に向けた道筋の実現：アジア太平洋地域の経済統合はかつてなく重要に
なっています。経済統合は、目の前の経済回復と地域の長期的な成長をもたらす起爆剤です。高水
準で包括的な地域の取り組みに貢献するアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of  
the Asia-Pacific）のアジェンダに本年度の重点が置かれたことを歓迎します。アジア太平洋地域に
おける自由で開かれた貿易は、経済的機会の拡大に向けた政策とともに、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します。FTAAP は目的地であるとともに道のりでも 
あります。目的地としての FTAAP は、APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 が掲げる、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ります。道のりとしての 
 

 
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。 
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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ります。企業には 20年も進展を
待っている余裕はありません。APECは、「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040」および「アオテ
アロア行動計画」と整合性のある有意義な行動を優先させるべきです。「アジア太平洋自由貿易圏
（FTAAP）に関する ABACステートメント」（提言付録 C 61～64ページ参照）に ABACの考え
を詳述します。 
 
3．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、世界貿易機関
（WTO：World Trade Organization）を中心としたルールに基づく多角的貿易体制に対する揺るぎ
ない支持を改めて表明します。第 12 回 WTO 閣僚会議に向けた準備が進められるなか、パンデ 
ミック対策について心強い進展があったことを歓迎しますが、まだまだやるべきことが残っている
と認識しています。「世界貿易機関（WTO）に関する ABACステートメント」（提言付録D 65～
67 ページ参照）で、われわれは、喫緊の優先課題に緊密に協力して取り組むよう貿易担当大臣の 
皆様に要請しています。これには、効果的で透明性のあるパンデミック対策を行うこと、WTO の
紛争処理機能を回復させること、貿易慣行やビジネス慣行が変化するなかでWTOが引き続き適切
な機能を果たしていけるよう、多角的体制の礎となる複数国間交渉などを通して必要な改革を成し
遂げることが含まれます。 
 
4．サービス貿易の強化：われわれは、アジア太平洋地域の成長の主たる原動力はイノベーションで
あり、その傾向は、特にサービス分野において顕著であると考えています。サービス貿易に関する
制限措置の削減、イノベーションを最大限に促すエコシステムと環境の強化、官民間の継続的な 
シナジーと協力の促進など、将来に向けた各国・地域の経済と政策を構築することにより、これを
支えていく必要があります。貿易担当大臣の皆様には、2025 年までに APEC が設定した目標に 
なるべく近づけるよう「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、
環境サービスに関するものについて、新たな取り組みを検討するよう要請します。 
 
5．安全で継ぎ目のない移動を見据えた国境再開：身近なところに目を向けると、国境が再開され、
人々が移動し始めるなか、域内における一貫性の向上に引き続き尽力することが極めて重要です。 
APECは、健康状態の申告その他の入国要件に関する検証を効率的かつ確実に行うことを可能にし、
かつ、APEC域内各国・地域の移動・国境管理政策と制限措置に関する情報への容易なアクセスを
提供する相互運用可能なデジタル・ソリューションを開発できるはずです。 
 
持続可能でダイナミックかつ包摂的な成長に向けた企業体制の構築 
 
6．貿易を通じた気候変動および食料・エネルギー安全保障への対応：世界が直面している重大な 
課題は、エネルギーと食料の安全保障の重要性を再認識する契機にもなりました。特に、エネルギー
や食料の価格が高騰するなかでは、カーボン・ニュートラリティならびに持続可能で生産性が高く
歪みのない食料システムの実現に向けた取り組みを早急に進める必要があります。 
 

 
 
 参考文書 A  

AAPPEECC貿貿易易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 4月 28日 
 
APEC貿易担当大臣会合議長 
タイ 副首相兼商務大臣 
Jurin Laksanawisit閣下 
 
拝啓 
 「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040（APEC Putrajaya Vision 2040）」の中核目標である持続
可能で包摂的かつ強靭な成長を実現するわれわれの力に、深刻な影響を及ぼすいくつもの重大な試
練に世界経済が直面するなか、APEC参加国・地域の貿易担当大臣の皆様に本書簡をお送りします。
これは非常に憂慮すべき状況です。APECビジネス諮問委員会（ABAC：APEC Business Advisory 
Council）は、「アオテアロア行動計画（APA：APEC Aotearoa Plan of Action）」に基づく取り組み
も含め、APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 の包括的かつバランスのとれた実施に貢献すべく 
尽力する所存です。今般の困難な状況においては、アジア太平洋地域の経済統合を深化させ、将来
の危機に対する強靭性を構築するために、また、域内の企業が最も零細な企業も含めて持続可能で、
ダイナミックで、包摂的な成長を達成できるよう能力向上を図るためにも、周到な計画に基づく 
断固とした行動が求められています。われわれが重視する優先課題の概要を以下に示します。詳細
については添付の報告書と付録（提言付録 C、D 61～67ページ）をご参照ください。 
 
経済統合の深化 
 
1．将来のパンデミック危機に対する備え：各国・地域の回復と世界経済の再構築が始まるなか、 
新たな感染症の世界的大流行が起きる可能性を排除することはできません。この点について、 
ABACは APECに対して、各国・地域の合意に基づくリストに記載された必要不可欠な医療用品や
サービスに対する制限撤廃に向けた分野別取り組みを主導するよう改めて要請します。1 
 
2．アジア太平洋自由貿易圏に向けた道筋の実現：アジア太平洋地域の経済統合はかつてなく重要に
なっています。経済統合は、目の前の経済回復と地域の長期的な成長をもたらす起爆剤です。高水
準で包括的な地域の取り組みに貢献するアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of  
the Asia-Pacific）のアジェンダに本年度の重点が置かれたことを歓迎します。アジア太平洋地域に
おける自由で開かれた貿易は、経済的機会の拡大に向けた政策とともに、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します。FTAAP は目的地であるとともに道のりでも 
あります。目的地としての FTAAP は、APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 が掲げる、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ります。道のりとしての 
 

 
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。 
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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 
 
 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：APEC 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、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
的措置の撤廃こそが、持続可能で包摂的な成長と繁栄を域内の各国・地域にもたらし、人々の生活
水準を向上させると考えている。 
 
 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、APEC プトラ 
ジャヤ・ビジョン 2040 が掲げる、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。道のりとしての 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。企業には 20年も進展を待っている余裕はない。われわれは、貿易円滑化、新型 
コロナウイルス感染症パンデミックへの効果的な対応、広範なデジタル化、包摂性の推進、持続可
能性を含めたさまざまな分野の優先課題を「アオテアロア行動計画（APA：Aotearoa Plan of Action）」
と整合性あるかたちで達成することは可能であると考えている。 
 
 ABACは APECに対し、域内ですでに締結され、高水準かつ意欲的な FTAAPが掲げるビジョン
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、FTAAP は、次世代貿易投資課題に取り組み、零細・中小 
企業や女性が経営する企業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性を実現すると
ともに、ABACの「気候変動対策のリーダーシップに関する原則（Climate Leadership Principles）」
を足掛かりとして気候変動への貿易政策面での対応を盛り込む必要がある。 
 
 ABAC は、「地域的な包括的経済連携協定（RCEP：Regional Comprehensive Economic  
Partnership Agreement）」が 2022 年 1 月 1 日に発効したことを歓迎する。ABAC は、RCEP 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）」のすべての署名国に対して、両協定の批准
と施行を優先課題として進めるよう奨励する。これらの協定は、貿易と投資に関する広範な課題を
網羅しており、APEC 域内における自由で開かれた市場の構築に寄与するものである。ABAC は、
さらに多くの国・地域が両協定に参加することを望んでおり、時間と共に両協定の質を高めるべく
継続的に取り組むことを推奨する。 
 
 要約すると、ABACは APECに対し、以下のことを要請する。 
 

 

 貿易や経済に関する措置と自然環境保護のための行動は相互支援的なものであり得るし、そう 
あるべきです。短期的には、環境関連分野の物品・サービス貿易の自由化、環境に悪影響を及ぼす
補助金の撤廃、再生可能エネルギーと低排出技術を対象とする貿易投資枠組みの構築など、より 
持続可能で低炭素型の物品とサービスおよびエネルギー利用への移行を促す貿易措置を講じること
が最優先課題です。APEC参加国・地域の政策立案者と域内のビジネス・コミュニティは、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 
参考にしつつ、気候変動、再生可能エネルギー、食料安全保障の各分野における課題に対処すべく、
妥当かつWTOルールに整合する貿易政策措置の策定に取り組むべきです。 
 
7．デジタル・ガバナンスの向上：急速なデジタル化が進む今日の経済は、滞りがなく、安全で、 
信頼でき、相互運用可能で、包摂的な越境電子商取引・デジタル貿易に依存しています。世界的な
競争力を維持するためには、サイバーセキュリティの高度化とデータインフラの向上を図る必要が
あります。FTAAP の実現に向けた道筋協定と質の高いデジタルに特化した協定の貢献を踏まえて、
ABACは貿易担当大臣の皆様に、自主的な APEC越境プライバシー・ルール（CBPR：APEC Cross-
Border Privacy Rules System）を通じて、また、デジタル経済パートナーシップ協定（DEPA：Digital 
Economy Partnership Agreement）、シンガポール・オーストラリア・デジタル経済協定（SADEA：
Singapore-Australia Digital Economy Agreement）、日米デジタル貿易協定などの先行事例を通じて、
アジア太平洋地域における協力と能力構築を促進することを推奨します。 
 
8．零細・中小企業の国際市場への参加促進：延々と続く新型コロナウイルス感染症に伴う混乱は、
零細・中小企業（MSME：micro, small and medium-sized enterprise）、女性起業家、先住民、若者
など、特定の層に偏って大きな影響を及ぼしています。デジタル・ツールは、彼らがこうした困難
な状況にあってもなお成功を手にする可能性を提供します。貿易担当大臣の皆様には、デジタル・
リテラシーの強化と、データ保護とサイバーセキュリティを含むデジタル･ソリューションに関する
認知を高めることで、零細･中小企業のデジタル･トランスフォーメーションを促すとともに、デジ
タル化を通じて、国際市場、グローバル･バリューチェーン、サプライチェーンファイナンスへの 
アクセスの円滑化を図るよう要請します。 
 
 5 月にバンコクでお目にかかる際に、上記提言について詳細に議論できることを楽しみにして 
おります。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Supant Mongkolsuthree 
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サービス分野において顕著であると考えている。サービス貿易を妨げる障壁の軽減、イノベーション
を最大限に促すエコシステムと環境の強化、官民間の継続的なシナジーと協力の促進など、将来に
向けた各国・地域の経済と政策を構築することにより、これを支えていく必要がある。APEC は、
2025 年までにその目標になるべく近づけるよう「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必要がある。さらに、ABAC は
APEC に対し、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、環境サービスに関する 
ものについて、新たな取り組みを検討するよう要請する。ABAC は APEC に対し、以下のことを 
提言する。 
 
10. 経済協力開発機構（OECD：Organization for Economic Cooperation and Development）の 

サービス貿易制限指標（STRI：Services Trade Restrictiveness Index）の全面的な対象となって
いる参加国・地域に対し、APEC パイロット指標（Pilot APEC Index）への参加を今年中に 
果たし、なるべく早い時期に適切な方法で本格的な参加を目指すよう働きかける。 

11. 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貫として、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。 

12. サービス貿易のデジタル化実現の可能性を最適化すべく、デジタル対応可能で、デジタルで 
提供されるサービスの国境を越えた提供を円滑化する。 

 
安全で継ぎ目のない移動を見据えた国境再開 
 
 APEC首脳に昨年提出した報告書でも強調したように、安全な移動を見据えた国境再開はヘルス・
パスの相互運用性に大きく依存している。いくつもの異なる書式と基準があり、デジタルのものも
あればデジタルでないものもあるワクチン接種と検査に関する証明書を効率的かつ確実に検証する
ために、APECの全域で相互運用可能なデジタル・ソリューションが必要とされている。ABACは、
異なる基準に基づくものを確実に検証することが難しいこと、そして、手作業での検証は時間が 
かかり、間違いが起こりやすいことを認識している。したがって、旅行者数が増加しても対応可能
で安全な移動を実現するためには、高度に自動化され、セキュリティとプライバシー保護が組み 
込まれたデジタル・ソリューションが必要になる。 
 
 APEC参加国・地域は、この機会を捉えて、ポスト・コロナの世界に向けて検証要件の追加、入れ
替え、調整を容易に行うことができる臨機応変なモジュラー方式により、健康状態の申告その他の
入国要件をデジタル化できるような相互運用可能なソリューションを確立すべきである。そのよう
なソリューションを確立できれば、各国・地域は入国に関する規則をデジタルで取り込み、必要に
応じていつでも調整できるようになる。さらに、検証結果は更新後の規則に基づいたものとなり、
国境管理当局の業務が大幅に簡略化される。そうなれば、新たなパンデミックが発生したとしても、
各国・地域は長期にわたる国境閉鎖を行う必要がなくなる。ABACは、物理的連結性、制度的連結
性、人と人との連結性をさらに向上させるべく、「APEC連結性ブループリント（APEC Connectivity 
Blueprint）」の実施を進めるよう奨励する。ABACは APECに対し、以下のことを提言する。 

 

1. 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。 

2. CPTPP および RCEP の署名国に対して速やかな批准と施行を促すとともに、両協定の質の 
高いルールを満たせる国・地域に参加を促す。 

3. 質の高いデジタル協定を適宜参考にしつつ、コンセンサスに基づいて、デジタル貿易を含む 
新分野における質の高いルールを策定する。 

4. 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の作業プログラムを策定する。 
 
 上記の考えに関する詳細は、「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に関する ABAC ステート 
メント」（提言付録 C 61～64ページ参照）に記述する。 
 
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 
 
 ビジネス界としては引き続き、アジア太平洋地域と世界経済が直面している今般の困難な問題に
効果的に対処するうえで、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が重要であることを強調する。ABAC は、公益に資する成果を実現する 
ことがすべての 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ことを明言し、
APEC参加国・地域の関係閣僚に対し、来るべき第 12回WTO閣僚会議（MC12）で以下のことを
行うよう要請する。 
 
5. 効果的で透明性のあるパンデミック対応に緊密に協力して取り組む。 
6. 「WTO 電子商取引共同イニシアティブ（WTO Joint Initiative on E-commerce）」の合意に 

向けて作業を進めるとともに、WTO におけ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。 

7. WTO上級委員会の欠員問題を解決し、必要な改革について合意を図ることによって、WTOの
紛争処理システム機能を完全に回復させる。 

8. ドーハ・ラウンドからの積み残し課題を完了させるために、また、企業が現在抱えている懸念
をより的確に反映し、生産性、イノベーション、成長、レジリエンス、包摂性、持続可能性を
支援するためにも、WTO のルールが時代遅れなものにならないよう、必要な改革について 
具体的な成果を得る。 

9. ABACを含むビジネス・コミュニティがWTOプロセスにより広く、より深く関与することを
支持する。 

 
 提言の詳細を「世界貿易機関（WTO）に関する ABAC ステートメント」（提言付録 D 65～67
ページ参照）に記述する。 
 
サービス貿易の強化 
 
 ABACは、アジア太平洋地域の成長の主たる原動力はイノベーションであり、その傾向は、特に
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サービス分野において顕著であると考えている。サービス貿易を妨げる障壁の軽減、イノベーション
を最大限に促すエコシステムと環境の強化、官民間の継続的なシナジーと協力の促進など、将来に
向けた各国・地域の経済と政策を構築することにより、これを支えていく必要がある。APEC は、
2025 年までにその目標になるべく近づけるよう「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必要がある。さらに、ABAC は
APEC に対し、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、環境サービスに関する 
ものについて、新たな取り組みを検討するよう要請する。ABAC は APEC に対し、以下のことを 
提言する。 
 
10. 経済協力開発機構（OECD：Organization for Economic Cooperation and Development）の 

サービス貿易制限指標（STRI：Services Trade Restrictiveness Index）の全面的な対象となって
いる参加国・地域に対し、APEC パイロット指標（Pilot APEC Index）への参加を今年中に 
果たし、なるべく早い時期に適切な方法で本格的な参加を目指すよう働きかける。 

11. 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貫として、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。 

12. サービス貿易のデジタル化実現の可能性を最適化すべく、デジタル対応可能で、デジタルで 
提供されるサービスの国境を越えた提供を円滑化する。 

 
安全で継ぎ目のない移動を見据えた国境再開 
 
 APEC首脳に昨年提出した報告書でも強調したように、安全な移動を見据えた国境再開はヘルス・
パスの相互運用性に大きく依存している。いくつもの異なる書式と基準があり、デジタルのものも
あればデジタルでないものもあるワクチン接種と検査に関する証明書を効率的かつ確実に検証する
ために、APECの全域で相互運用可能なデジタル・ソリューションが必要とされている。ABACは、
異なる基準に基づくものを確実に検証することが難しいこと、そして、手作業での検証は時間が 
かかり、間違いが起こりやすいことを認識している。したがって、旅行者数が増加しても対応可能
で安全な移動を実現するためには、高度に自動化され、セキュリティとプライバシー保護が組み 
込まれたデジタル・ソリューションが必要になる。 
 
 APEC参加国・地域は、この機会を捉えて、ポスト・コロナの世界に向けて検証要件の追加、入れ
替え、調整を容易に行うことができる臨機応変なモジュラー方式により、健康状態の申告その他の
入国要件をデジタル化できるような相互運用可能なソリューションを確立すべきである。そのよう
なソリューションを確立できれば、各国・地域は入国に関する規則をデジタルで取り込み、必要に
応じていつでも調整できるようになる。さらに、検証結果は更新後の規則に基づいたものとなり、
国境管理当局の業務が大幅に簡略化される。そうなれば、新たなパンデミックが発生したとしても、
各国・地域は長期にわたる国境閉鎖を行う必要がなくなる。ABACは、物理的連結性、制度的連結
性、人と人との連結性をさらに向上させるべく、「APEC連結性ブループリント（APEC Connectivity 
Blueprint）」の実施を進めるよう奨励する。ABACは APECに対し、以下のことを提言する。 

 

1. 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。 

2. CPTPP および RCEP の署名国に対して速やかな批准と施行を促すとともに、両協定の質の 
高いルールを満たせる国・地域に参加を促す。 

3. 質の高いデジタル協定を適宜参考にしつつ、コンセンサスに基づいて、デジタル貿易を含む 
新分野における質の高いルールを策定する。 

4. 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の作業プログラムを策定する。 
 
 上記の考えに関する詳細は、「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に関する ABAC ステート 
メント」（提言付録 C 61～64ページ参照）に記述する。 
 
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 
 
 ビジネス界としては引き続き、アジア太平洋地域と世界経済が直面している今般の困難な問題に
効果的に対処するうえで、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が重要であることを強調する。ABAC は、公益に資する成果を実現する 
ことがすべての 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ことを明言し、
APEC参加国・地域の関係閣僚に対し、来るべき第 12回WTO閣僚会議（MC12）で以下のことを
行うよう要請する。 
 
5. 効果的で透明性のあるパンデミック対応に緊密に協力して取り組む。 
6. 「WTO 電子商取引共同イニシアティブ（WTO Joint Initiative on E-commerce）」の合意に 

向けて作業を進めるとともに、WTO におけ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。 

7. WTO上級委員会の欠員問題を解決し、必要な改革について合意を図ることによって、WTOの
紛争処理システム機能を完全に回復させる。 

8. ドーハ・ラウンドからの積み残し課題を完了させるために、また、企業が現在抱えている懸念
をより的確に反映し、生産性、イノベーション、成長、レジリエンス、包摂性、持続可能性を
支援するためにも、WTO のルールが時代遅れなものにならないよう、必要な改革について 
具体的な成果を得る。 

9. ABACを含むビジネス・コミュニティがWTOプロセスにより広く、より深く関与することを
支持する。 

 
 提言の詳細を「世界貿易機関（WTO）に関する ABAC ステートメント」（提言付録 D 65～67
ページ参照）に記述する。 
 
サービス貿易の強化 
 
 ABACは、アジア太平洋地域の成長の主たる原動力はイノベーションであり、その傾向は、特に
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APEC域内における低炭素エネルギーへの転換の推進 
 
 国連気候変動枠組み条約第 26回締約国会議（COP26）を受けて、カーボン・ニュートラル達成
に向けた動きがさらに強まっている。カーボン・ニュートラルの目標は設定されたものの、実施は
始まったばかりである。各国・地域はそれぞれ、経済成長とエネルギー強靭性を確保する必要性や
脱炭素化（再生可能エネルギー、原子力、天然ガス、二酸化炭素回収・有効利用・貯留、水素・ 
アンモニア、省エネ技術など）も考慮に入れたうえで、意欲的かつ現実的なエネルギー転換計画を
策定する必要がある。 
 
 ABACは、エネルギー転換とカーボン・ニュートラルに向けた取り組みを促し、APEC域内各国・
地域が気候変動に関するそれぞれの目標を達成できるようにするうえで、再生可能エネルギーと 
低排出技術の分野における貿易と投資が引き続き重要な役割を果たすと考えている。優先順序の 
問題として、ABAC は、移行期の燃料としてのガスの重要性を認識しつつ、アジア太平洋地域に 
おいて、再生可能エネルギーと低排出技術に関して残っている障壁を取り除き、その貿易と投資を
支援するための行動枠組みを構築するよう要請する。 
 
 ABACは APECに対し、以下のことを提言する。 
 
19. 貿易と投資に関する取り決めについては、APEC参加国・地域が抱える個別の事情や、カーボ

ン・ニュートラル達成に向けた計画を策定・実行するうえで各国・地域が選択し得る脱炭素化
措置を十分踏まえたうえで、すべての参加国・地域での現実的なエネルギー転換を促し、円滑
化するものになるよう留意する。また、二酸化炭素回収・有効利用・貯留に関する政策につい
ては、導入を加速させるべく整合性を図る。 

20. 再生可能エネルギーと低排出技術の分野における貿易と投資に対する支援枠組みの構築を優先
課題に位置付け、取り組む。 

 
持続可能で強靭な食料システムの構築 
 
 気候変動、人口増加、食料消費パターンの激変、不均等な経済成長、進行している世界貿易体制
の歪みといった困難な問題に直面するなか、APEC参加国･地域にとって、食料安全保障は引き続き
大きな懸念となっている。デジタルその他の革新的技術は、生産から流通、貿易、消費に至る食料
チェーン全体を通じて食料不安の緩和をもたらすものとして大いに期待できるが、アジア太平洋 
地域は技術力や認知度における格差という問題にも直面している。 
 
 こうした困難な課題は、強靭な APEC 食料システムを確立するうえで ABAC として何を優先 
すべきかを明確に示している。以下に示す優先項目は APEC の「2030 年に向けた食料安全保障 
ロードマップ（Food Security Roadmap Towards 2030）」に強く共感したものであることを付記する。
同ロードマップは、公正で、透明性と生産性が高く、持続可能で強靭な APEC食料システムを確立
すること、および、フード・ロスと食品廃棄物を削減することを目指している。ABAC は、特に、
提案した「APEC食料安全保障デジタル・プラン（APEC Food Security Digital Plan）」が食料安全

 

13. ワクチン接種と検査に関する証明書など、さまざまな書式と基準に基づいて提出される健康 
状態の申告その他の入国要件に関する検証を効率的かつ確実に行える相互運用可能なデジタル･
ソリューションを開発する。 

14. APEC域内各国・地域の移動・国境管理に関するあらゆる政策と制限を網羅した包括的な情報
ポータルを構築する。 

15. 安全で継ぎ目のない移動のための地域全体で一貫性のある枠組みを推し進め、共通基準または
国際的な基準の採用を通じた移動管理制度の整合化を推進する。 

 
持続可能でダイナミックかつ包摂的な成長に向けた企業体制の構築 
 
気候変動への対応 
 
 あらゆる指標が、気候大災害を回避するためには今行動しなければならないことを示している。
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」を活用して、排出量の削減・ 
緩和、気候変動への適応支援措置、公正な移行への留意、という 3 つの側面について早急に行動 
することが求められている。短期的に取り得る具体的な措置の 1 つとして、より持続可能で炭素 
排出量の少ない物品とサービスおよびエネルギー利用への移行を促す貿易措置を策定することが 
挙げられる。貿易自由化は、気候に優しい物品やサービスの価格を引き下げることなどを通して、
完成品に至るまでのバリューチェーン全体にわたって大幅に炭素排出量を削減するための、また、
イノベーションを育むための強力な手段となり得る。 
 
 貿易措置、そして気候変動を含むさまざまな悪影響から自然環境を守るための行動は、相互支援
的なものであり得るし、そうあるべきである。多国間、地域レベル、二国間の貿易協定においては、
一貫性のあるアプローチが優先されるべきである。こうした取り決めは、無差別原則をはじめと 
するWTOのルールと諸原則に整合するものでなければならない。 
 
 よって、ABACは APECに対し、以下のことを繰り返し要請する。 
 
16. 各国・地域の合意に基づくリストに記載された環境物品・サービスについて貿易の自由化を 

進めるとともに、有害な漁業補助金や非効率な化石燃料補助金の即時撤廃、貿易を歪める国内
農業支援策の大幅で実効性のある削減など、環境に悪影響を及ぼす補助金の問題に取り組む。 

17. ABAC が 2021 年に策定した「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 
Transition）」をきっかけとして、政策立案者と企業を巻き込んだかたちで、積極的かつタイム
リーなマルチセクター･アプローチにより気候変動対策を講じる。気候変動に対する妥当で相互
補強的かつWTOルールに整合する貿易政策措置の構築に向けた APEC参加国・地域の作業に
おいても、上記原則を参考にすべきである。 

18. 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 Discussion）」にすでに APEC域内 11カ国・地域が参加していること
を踏まえ、当該イニシアティブへの参加を働きかける。 
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APEC域内における低炭素エネルギーへの転換の推進 
 
 国連気候変動枠組み条約第 26回締約国会議（COP26）を受けて、カーボン・ニュートラル達成
に向けた動きがさらに強まっている。カーボン・ニュートラルの目標は設定されたものの、実施は
始まったばかりである。各国・地域はそれぞれ、経済成長とエネルギー強靭性を確保する必要性や
脱炭素化（再生可能エネルギー、原子力、天然ガス、二酸化炭素回収・有効利用・貯留、水素・ 
アンモニア、省エネ技術など）も考慮に入れたうえで、意欲的かつ現実的なエネルギー転換計画を
策定する必要がある。 
 
 ABACは、エネルギー転換とカーボン・ニュートラルに向けた取り組みを促し、APEC域内各国・
地域が気候変動に関するそれぞれの目標を達成できるようにするうえで、再生可能エネルギーと 
低排出技術の分野における貿易と投資が引き続き重要な役割を果たすと考えている。優先順序の 
問題として、ABAC は、移行期の燃料としてのガスの重要性を認識しつつ、アジア太平洋地域に 
おいて、再生可能エネルギーと低排出技術に関して残っている障壁を取り除き、その貿易と投資を
支援するための行動枠組みを構築するよう要請する。 
 
 ABACは APECに対し、以下のことを提言する。 
 
19. 貿易と投資に関する取り決めについては、APEC参加国・地域が抱える個別の事情や、カーボ

ン・ニュートラル達成に向けた計画を策定・実行するうえで各国・地域が選択し得る脱炭素化
措置を十分踏まえたうえで、すべての参加国・地域での現実的なエネルギー転換を促し、円滑
化するものになるよう留意する。また、二酸化炭素回収・有効利用・貯留に関する政策につい
ては、導入を加速させるべく整合性を図る。 

20. 再生可能エネルギーと低排出技術の分野における貿易と投資に対する支援枠組みの構築を優先
課題に位置付け、取り組む。 

 
持続可能で強靭な食料システムの構築 
 
 気候変動、人口増加、食料消費パターンの激変、不均等な経済成長、進行している世界貿易体制
の歪みといった困難な問題に直面するなか、APEC参加国･地域にとって、食料安全保障は引き続き
大きな懸念となっている。デジタルその他の革新的技術は、生産から流通、貿易、消費に至る食料
チェーン全体を通じて食料不安の緩和をもたらすものとして大いに期待できるが、アジア太平洋 
地域は技術力や認知度における格差という問題にも直面している。 
 
 こうした困難な課題は、強靭な APEC 食料システムを確立するうえで ABAC として何を優先 
すべきかを明確に示している。以下に示す優先項目は APEC の「2030 年に向けた食料安全保障 
ロードマップ（Food Security Roadmap Towards 2030）」に強く共感したものであることを付記する。
同ロードマップは、公正で、透明性と生産性が高く、持続可能で強靭な APEC食料システムを確立
すること、および、フード・ロスと食品廃棄物を削減することを目指している。ABAC は、特に、
提案した「APEC食料安全保障デジタル・プラン（APEC Food Security Digital Plan）」が食料安全

 

13. ワクチン接種と検査に関する証明書など、さまざまな書式と基準に基づいて提出される健康 
状態の申告その他の入国要件に関する検証を効率的かつ確実に行える相互運用可能なデジタル･
ソリューションを開発する。 

14. APEC域内各国・地域の移動・国境管理に関するあらゆる政策と制限を網羅した包括的な情報
ポータルを構築する。 

15. 安全で継ぎ目のない移動のための地域全体で一貫性のある枠組みを推し進め、共通基準または
国際的な基準の採用を通じた移動管理制度の整合化を推進する。 

 
持続可能でダイナミックかつ包摂的な成長に向けた企業体制の構築 
 
気候変動への対応 
 
 あらゆる指標が、気候大災害を回避するためには今行動しなければならないことを示している。
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」を活用して、排出量の削減・ 
緩和、気候変動への適応支援措置、公正な移行への留意、という 3 つの側面について早急に行動 
することが求められている。短期的に取り得る具体的な措置の 1 つとして、より持続可能で炭素 
排出量の少ない物品とサービスおよびエネルギー利用への移行を促す貿易措置を策定することが 
挙げられる。貿易自由化は、気候に優しい物品やサービスの価格を引き下げることなどを通して、
完成品に至るまでのバリューチェーン全体にわたって大幅に炭素排出量を削減するための、また、
イノベーションを育むための強力な手段となり得る。 
 
 貿易措置、そして気候変動を含むさまざまな悪影響から自然環境を守るための行動は、相互支援
的なものであり得るし、そうあるべきである。多国間、地域レベル、二国間の貿易協定においては、
一貫性のあるアプローチが優先されるべきである。こうした取り決めは、無差別原則をはじめと 
するWTOのルールと諸原則に整合するものでなければならない。 
 
 よって、ABACは APECに対し、以下のことを繰り返し要請する。 
 
16. 各国・地域の合意に基づくリストに記載された環境物品・サービスについて貿易の自由化を 

進めるとともに、有害な漁業補助金や非効率な化石燃料補助金の即時撤廃、貿易を歪める国内
農業支援策の大幅で実効性のある削減など、環境に悪影響を及ぼす補助金の問題に取り組む。 

17. ABAC が 2021 年に策定した「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 
Transition）」をきっかけとして、政策立案者と企業を巻き込んだかたちで、積極的かつタイム
リーなマルチセクター･アプローチにより気候変動対策を講じる。気候変動に対する妥当で相互
補強的かつWTOルールに整合する貿易政策措置の構築に向けた APEC参加国・地域の作業に
おいても、上記原則を参考にすべきである。 

18. 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 Discussion）」にすでに APEC域内 11カ国・地域が参加していること
を踏まえ、当該イニシアティブへの参加を働きかける。 
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 ABACは APECに対し、以下のことを推奨する。 
 
23. 事業継続性の向上と取引コストの削減につながる電子署名とデジタル署名の採用および承認を

推進する。 
24. CBPR に準拠したデータ保護であることを示すトラストマーク 4を策定し、デジタル貿易を 

維持すべく、企業による自主的な CBPRシステムの採用を促す。 
 
国際市場への参加を通じた包摂性の向上 
 
 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、零細・中小企業のデジタル変革を加速させ、起業
家がこの新たなデジタル時代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促すビジネス環境を生み出した。残念ながら、APEC地域全体に依然として、
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
技能の欠如といった問題が残っており、多くの零細・中小企業の成長の可能性を阻んでいる。より
広い意味で、デジタルを取り巻く運用環境は、多くの市場における多様で規制的な規則により、 
ますます複雑化している。 
 
 零細・中小企業、特に、取り残されて十分なサービスを享受できていない層の起業家が経営する
企業の経済的・社会的回復を促すことが、APEC域内各国・地域の持続的な成長を確保するために
不可欠である。この点に関して、ABAC 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･プラクティスの特定を目指している。こうしたベスト･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。 
 
 ABACは APECに対し、以下のことを提言する。 
 
25. 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、零細･中小企業（特に、十分なサービスを享受できていない地域で事業活動を行って
いる企業）の国際貿易への参加を促す。 

26. 零細・中小企業が域内取引や世界貿易へと事業拡大する機会を増やすべく、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するよう APEC参加国・地域に働きかける。 

27. APEC参加国・地域の担当官と零細・中小企業の代表者、そしてアジア太平洋地域の経済成長
に大きく寄与する可能性を持つ層の代表者が定期的に協議を行うことで、「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

 
4 特定地域内で通用するトラストマークの構築は、業界標準のトラストマークを採用することから始めることもできる。 

 

保障ロードマップに盛り込まれたことを歓迎する。 
 
 ABACは APECに対し、以下のことを提言する。 
 
21. バイオ･サーキュラー･グリーン（BCG：Bio-Circular-Green）経済モデルの適用可能性を探り、

食料バリューチェーン全体にわたり、域内全域での実施可能性と相互運用性に重きを置く 
「APEC食料安全保障デジタル･プラン」を通じて意欲的なデジタル食料戦略の構築を支援する。 

22. 有害な漁業補助金の撤廃、貿易を歪める国内農業支援策の実効性のある削減、そして、食料・
農産品貿易の関税および非関税障壁の引き下げによるボゴール目標の未達成課題の達成など、
食料・農産品貿易体制を改革するための取り組みを引き続き支持する。 

 
データの活用と共有を通じたデジタル貿易基盤の強化 
 
 ますますデジタル化され、さらにデジタル化が進む今日の経済において、データは不可欠な要素
である。さまざまな用途に適用される人工知能（AI）や機械学習のような新たな技術による、データ
から価値を引き出す能力の拡大を伴った、データの急速かつ急激な増加 2によって、確実にイノ 
ベーションが促され、貿易が拡大し、デジタル医療の可能性が最大限に引き出され、雇用が生み 
出される。国境をまたいで自由に安心してデータをやりとりすることを妨げる障壁が依然として 
存在し、増えていることが、アジア太平洋地域に開放的で、相互につながり、より繁栄した未来を
実現することを阻んでいる。これらの障壁は、域内各国･地域にとって、貿易の減少、生産性の低下、
データ依存型の製品やサービス、産業の価格上昇など、大きなリスクとなっている。3 
 
 APECは、デジタル貿易や電子商取引を推進するとともに、できる限り貿易を制約しないかたち
でサイバーセキュリティを確保しながら、相互運用性の原則に基づくこの地域が辿るべき別の道筋
を示さなければならない。 
 
 ABACは本年、データ共有がどのような利益をもたらす可能性があるかを検討し、APEC全体を
網羅するデータ共有枠組みがいかにさまざまな産業における価値創造機会を解き放ち、貿易を拡大
させるかについて探る調査研究を委託している。この調査研究では、トラストマークの策定によって、
どのように信頼性と消費者の信頼感が高められるか、自主的な「APEC越境プライバシー・ルール
（CBPR：APEC Cross-Border Privacy Rules System）」の採用が促される可能性があるかについて
も探る。 
 
 人々や企業、デバイスが生み出すデータを容易に入手、交換、保存、分析、確保できる能力が 
APEC 地域に備わっているようにすることが重要である。そのためには、ブロードバンドやコン 
ピューティングのためのインフラ、5G、データ・センター、クラウド・コンピューティング設備の
ような強固な物理的デジタルインフラが必要である。 

 
2 世界のデータスフィア（1年間に作成、収集、複製されたデータの量）は、2025年までに 175ゼタバイト、2030年までに 572ゼタ
バイトに達すると予想されている。1ゼタバイトは 1兆ギガバイトまたは 10億テラバイトに相当する。 
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                                        参考文書 B  

AAPPEECC保保健健とと経経済済にに関関すするるハハイイレレベベルル会会合合議議長長へへのの書書簡簡  
 
2022年 7月 29日 
 
APEC保健と経済に関するハイレベル会合議長 
タイ 副首相兼保健大臣 
Anutin Charnvirakul閣下 
 
拝啓 
 タイが前回 APEC 議長国を務めた約 20 年前の 2003 年、アジア太平洋地域は重症急性呼吸器症
候群（SARS：severe acute respiratory syndrome）の流行のさなかにありました。APECは、「SARS
に関する APEC 行動計画（Action Plan on Severe Acute Respiratory Syndrome）」および「APEC 
保健安全保障イニシアティブ（APEC Health Security Initiative）」を承認し、APEC 保健タスク 
フォース（APEC Health Task Force）を設置することで、これに対応しました。新型コロナウイル
ス感染症の世界的パンデミックが 3年目を迎えた今、保健医療、生命科学、経済の諸課題に対する
官民の連携は変わらず重要で必要不可欠であり、こうした連携を図れることは、国際会議体として
の APECの明らかな強みです。 
 
 パンデミックを収束させ、新たな公衆衛生危機を防ぎ、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの 
損失を取り戻すことによって保健医療の立て直しを図らなければ、持続的な経済回復を実現できな
いことは明らかです。その目的に向けて、われわれは以下の主要な提言を行います。 
 
安全で継ぎ目のない移動を見据えた国境再開：APEC 参加国・地域は、国境が再開され、人々が 
移動し始めるなか、域内における一貫性の向上に引き続き力を尽くさなければなりません。われ 
われは、ワクチン接種証明書の相互運用性、域内全域の安全な移動に資する情報ポータルの開発、
コロナ後の APEC 域内の国境を越えた移動の再開に向けた保健医療技術の活用に関する議論に 
ついて情報共有を図るための APECの取り組みを支援します。 
 
パンデミック対策に必要不可欠な物品・サービスの移動の円滑化：APEC参加国・地域は引き続き
新型コロナウイルス感染症のワクチンや診断薬、治療薬、個人用防護具などの重要な医薬・医療品
をはじめとする必要不可欠な物品・サービスの効率的な流れを促進するとともに、こうした物品の
貿易に対する不必要な障壁を特定し、撤廃すべきです。 
 
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で、各国・
地域は今後数年以内に新たなパンデミックが発生する高い可能性に備える必要があります。この 
課題には、エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（Epidemic Risk Markets Platform）
を構築することによって対応できます。これは、保険と緊急対応融資を組み合わせることで、 
キャパシティ（リスク引受能力）提供者の幅広い参加を可能にし、巨大な補償ニーズを満たすと 
同時に、利用のしやすさも確保する仕組みです。 

 

する。 
28. ABACや民間セクターと協働して、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、取り残されている零細・中小企業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。 
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地域は今後数年以内に新たなパンデミックが発生する高い可能性に備える必要があります。この 
課題には、エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（Epidemic Risk Markets Platform）
を構築することによって対応できます。これは、保険と緊急対応融資を組み合わせることで、 
キャパシティ（リスク引受能力）提供者の幅広い参加を可能にし、巨大な補償ニーズを満たすと 
同時に、利用のしやすさも確保する仕組みです。 
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参考文書

女女性性とと経経済済フフォォーーララムム議議長長へへのの書書簡簡

年 月 日

女性と経済フォーラム議長
タイ 社会開発・人間の安全保障大臣
Chuti Krairiksh 閣下

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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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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Development Bank）など〕や企業パートナーシップ（シード･ファンディングやシード･プロ
グラムなど）による責任ある資金調達・支援イニシアティブに関与し、これを支援する。 

3. より歪みの少ない世界市場の実現に向けた取り組みを継続する。 
 農業・食料貿易に対する非関税障壁（食料安全保障ロードマップ第 12（c）項）と歪みを 
もたらす農業補助金（食料安全保障ロードマップ第 11項）の削減を後押しする。 

4. 食料エコシステムのすべての領域にわたる国境を越えた協力を実現する。 
 食料生産者や食品製造業者、流通業者や貿易業者、経済学者や技術者などの関連する研究者
を含む、食料エコシステムの全領域にわたる関係者と協力を図る。その際、生産性と市場へ
のアクセスの向上ならびに食品ロスと食品廃棄の削減を図る措置など、飢餓と栄養不良の 
解消に向けた進展を妨げている政策上の障壁を特定するために、食料システムにおける民間
部門関係者との緊密な協力を義務付ける食料安全保障ロードマップ第 12（f）項の規定に 
留意する。 

 「アジア太平洋食料安全保障情報プラットフォーム（APIP：Asia-Pacific Information Platform 
on Food Security）」を通じ、農業・食料部門のデジタル化とイノベーションに関する国境を
越えた研究協力と産学官パートナーシップについての情報共有・交換を奨励し、促進する 
（食料安全保障ロードマップ第 8（e）項）。 

 域内全域に実践例を普及させるために産学官が協力しなければならない。また、農業の変革
を促すために、APEC 参加国・地域および関連企業が国際レベルで資源を共有し、政策を 
提案し、協力することが推奨される。 

5. 新技術の導入とイノベーションを含む、食料安全保障ロードマップに示された食料安全保障 
デジタル・プランを策定し、完全に実施する。 
 農業生産、流通、貿易の近代化に向けて、ビッグデータや人口知能（AI）などの革新的な 
デジタル技術を活用し、農業・食品部門のバリューチェーン全体をより適切に管理する。 
例：生産に関するビッグデータ分析の活用によって、的を絞った肥料や除草剤の使用を可能
にする「スマート農業」や「精密農業」は、コストや時間、生産投入財の節約を可能にし、
効率化、収量の増加、環境への影響の低減に寄与する。また、フィンテックへのアクセス 
支援やデジタル貿易促進措置、電子商取引チャネルによって、包摂性、効率性、強靭性を 
高めることができる。 

6. バイオ・サーキュラー・グリーン（BCG）モデルを導入し、革新的な食品加工生産を促進する。 
 食品ロスと食品廃棄を防ぎ、生産全体の持続可能性を高めるため、生産プロセス全体を管理
する。 
例：低耕起栽培や不耕起栽培、端境期における被覆作物の利用、輪作の積極活用といった 
環境再生型農法を拡大するとともに、最新の技術とツールを導入する。 

 代替タンパク質、植物由来タンパク質、昆虫由来タンパク質といった未来の食品の栄養価を
評価する。 

 
敬具 

 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 

改革の取り組みを補完し、国連および食料支援や食料安全保障への対応を責務とする国際機関 
〔国連世界食糧計画（WFP：World Food Program）、国連食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture  
Organization）など〕を支えるものであるべきです。ABACは、こうした課題に対処し、包摂的で
持続可能な農業、イノベーション、開かれた貿易を促進する建設的で責任ある取り組みを歓迎し、
奨励します。 
 
 長期的には、困難な課題はあるものの、「2030 年に向けた APEC 食料安全保障ロードマップ 
（APEC Food Security Roadmap Towards 2030）」に掲げた目標によって、APECは域内で暮らす
人々が必要な栄養や食の嗜好を満たすため、安定的に安全で栄養のある食料を手頃な価格で十分に
得られるよう支援する態勢を整えています。 
 
 その枠組みの中で、ABACは以下に詳述するように、i）農業生産、流通、貿易への新技術導入の
支援を目的とする「APEC食料安全保障デジタル・プラン（APEC Food Security Digital Plan）」の
策定と実施、ii）栄養価の高い「未来の食品」をつくる革新的な食品加工法の推進などのイノベー 
ション、iii）バイオ・サーキュラー・グリーン（BCG：Bio-Circular-Green）モデルや環境再生型
農法の導入をはじめとする持続可能性の確保、を特に重視しています。また、非関税障壁や、歪みを
もたらし環境に悪影響を及ぼす農業補助金などを是正する意欲的な貿易改革の必要性も強調します。 
 
 これらの措置は、例えば、より円滑な貿易を促進することで、現在の危機が域内の国・地域に 
及ぼす影響を緩和する役割を果たしますが、それと同じくらい重要なこととして、アジア太平洋地域
に持続可能で強靭な食料システムを長期的に構築することにつながります。したがって、新たな 
「2030年に向けたAPEC食料安全保障ロードマップ」を一刻も早く実施することが極めて重要です。 
 
 そのためには、「APEC食料安全保障に関する政策パートナーシップ（PPFS：Policy Partnership 
on Food Security）」のもとでの協力継続に加え、官民部門の戦略的関与と連携の強化が欠かせま 
せん。しかし、ABAC は、食料安全保障ロードマップ第 18（b）項においてすべての APEC 参加 
国・地域が合意したとおり、PPFS の機能に関する包括的レビューの完了を見届けたいと考えて 
います。これは民間部門との意味のある連携を確保するために不可欠であり、「民間部門の優先事項
と関心をより反映し、関与を最適化する」ものです。 
 
提言 
1. 現下の食料危機の深刻化を防ぐためにあらゆる措置を講じる。 

 i）ペーパーレス貿易、相互運用可能な電子シングルウィンドウ、電子サプライチェーン管理
などの革新的な方法によって貿易の円滑化を支援し、ii）WTO 原則と整合的でない禁輸 
措置や輸出制限を導入せず、iii）緊急措置を貿易の混乱を最小限に抑える、時限的かつ的を
絞った透明性の高いものとし、WTOのルールに従って通知・実施されるようにする。 

2. 食料不安に対する世界的な取り組みと協調・協力する。 
 国連および食料支援や食料安全保障への対応を責務とする国際機関（WFP、FAO など）の 
取り組みに加え、一層深刻化するこれらの難題に対処するために包摂、持続可能性、イノベー
ション、開かれた貿易の促進に取り組む多国籍開発銀行〔アジア開発銀行（ADB：Asian 
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Development Bank）など〕や企業パートナーシップ（シード･ファンディングやシード･プロ
グラムなど）による責任ある資金調達・支援イニシアティブに関与し、これを支援する。 

3. より歪みの少ない世界市場の実現に向けた取り組みを継続する。 
 農業・食料貿易に対する非関税障壁（食料安全保障ロードマップ第 12（c）項）と歪みを 
もたらす農業補助金（食料安全保障ロードマップ第 11項）の削減を後押しする。 

4. 食料エコシステムのすべての領域にわたる国境を越えた協力を実現する。 
 食料生産者や食品製造業者、流通業者や貿易業者、経済学者や技術者などの関連する研究者
を含む、食料エコシステムの全領域にわたる関係者と協力を図る。その際、生産性と市場へ
のアクセスの向上ならびに食品ロスと食品廃棄の削減を図る措置など、飢餓と栄養不良の 
解消に向けた進展を妨げている政策上の障壁を特定するために、食料システムにおける民間
部門関係者との緊密な協力を義務付ける食料安全保障ロードマップ第 12（f）項の規定に 
留意する。 

 「アジア太平洋食料安全保障情報プラットフォーム（APIP：Asia-Pacific Information Platform 
on Food Security）」を通じ、農業・食料部門のデジタル化とイノベーションに関する国境を
越えた研究協力と産学官パートナーシップについての情報共有・交換を奨励し、促進する 
（食料安全保障ロードマップ第 8（e）項）。 

 域内全域に実践例を普及させるために産学官が協力しなければならない。また、農業の変革
を促すために、APEC 参加国・地域および関連企業が国際レベルで資源を共有し、政策を 
提案し、協力することが推奨される。 

5. 新技術の導入とイノベーションを含む、食料安全保障ロードマップに示された食料安全保障 
デジタル・プランを策定し、完全に実施する。 
 農業生産、流通、貿易の近代化に向けて、ビッグデータや人口知能（AI）などの革新的な 
デジタル技術を活用し、農業・食品部門のバリューチェーン全体をより適切に管理する。 
例：生産に関するビッグデータ分析の活用によって、的を絞った肥料や除草剤の使用を可能
にする「スマート農業」や「精密農業」は、コストや時間、生産投入財の節約を可能にし、
効率化、収量の増加、環境への影響の低減に寄与する。また、フィンテックへのアクセス 
支援やデジタル貿易促進措置、電子商取引チャネルによって、包摂性、効率性、強靭性を 
高めることができる。 

6. バイオ・サーキュラー・グリーン（BCG）モデルを導入し、革新的な食品加工生産を促進する。 
 食品ロスと食品廃棄を防ぎ、生産全体の持続可能性を高めるため、生産プロセス全体を管理
する。 
例：低耕起栽培や不耕起栽培、端境期における被覆作物の利用、輪作の積極活用といった 
環境再生型農法を拡大するとともに、最新の技術とツールを導入する。 

 代替タンパク質、植物由来タンパク質、昆虫由来タンパク質といった未来の食品の栄養価を
評価する。 
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得られるよう支援する態勢を整えています。 
 
 その枠組みの中で、ABACは以下に詳述するように、i）農業生産、流通、貿易への新技術導入の
支援を目的とする「APEC食料安全保障デジタル・プラン（APEC Food Security Digital Plan）」の
策定と実施、ii）栄養価の高い「未来の食品」をつくる革新的な食品加工法の推進などのイノベー 
ション、iii）バイオ・サーキュラー・グリーン（BCG：Bio-Circular-Green）モデルや環境再生型
農法の導入をはじめとする持続可能性の確保、を特に重視しています。また、非関税障壁や、歪みを
もたらし環境に悪影響を及ぼす農業補助金などを是正する意欲的な貿易改革の必要性も強調します。 
 
 これらの措置は、例えば、より円滑な貿易を促進することで、現在の危機が域内の国・地域に 
及ぼす影響を緩和する役割を果たしますが、それと同じくらい重要なこととして、アジア太平洋地域
に持続可能で強靭な食料システムを長期的に構築することにつながります。したがって、新たな 
「2030年に向けたAPEC食料安全保障ロードマップ」を一刻も早く実施することが極めて重要です。 
 
 そのためには、「APEC食料安全保障に関する政策パートナーシップ（PPFS：Policy Partnership 
on Food Security）」のもとでの協力継続に加え、官民部門の戦略的関与と連携の強化が欠かせま 
せん。しかし、ABAC は、食料安全保障ロードマップ第 18（b）項においてすべての APEC 参加 
国・地域が合意したとおり、PPFS の機能に関する包括的レビューの完了を見届けたいと考えて 
います。これは民間部門との意味のある連携を確保するために不可欠であり、「民間部門の優先事項
と関心をより反映し、関与を最適化する」ものです。 
 
提言 
1. 現下の食料危機の深刻化を防ぐためにあらゆる措置を講じる。 

 i）ペーパーレス貿易、相互運用可能な電子シングルウィンドウ、電子サプライチェーン管理
などの革新的な方法によって貿易の円滑化を支援し、ii）WTO 原則と整合的でない禁輸 
措置や輸出制限を導入せず、iii）緊急措置を貿易の混乱を最小限に抑える、時限的かつ的を
絞った透明性の高いものとし、WTOのルールに従って通知・実施されるようにする。 

2. 食料不安に対する世界的な取り組みと協調・協力する。 
 国連および食料支援や食料安全保障への対応を責務とする国際機関（WFP、FAO など）の 
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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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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。 
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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、 
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
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分野への参画を高めることが「APEC 教育戦略 2016−2030（APEC Education Strategy 2016-
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 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
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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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                                        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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 われわれは APEC参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、ETS間の域内協力の土台として、国連
気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change）
の原則に記されているような先進国・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 ETSを APECの作業プログラムに組み入れるよう提言します。この
取り組みは、国際機関の専門知識や APEC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、（a）域内各国・地域の市場インフラの改善、制度構築、規制能力強化に向けた支援を 
すること、（b）能力構築、政策ガイダンス、技術研修におけるグローバルな協力の土台として、 
APEC 域内の ETS 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
が考えられます。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、ETS の構築を促す 
ことができます。 
 
 零細･中小企業の低炭素へのトランジションを手助けすることは、経済発展とビジネスの両面から
不可欠です。零細・中小企業のグリーン化において、金融機関はさまざまな課題に直面しており、
それには零細･中小企業側はグリーン化の情報が不足していることや、それを行うための管理コスト
が高いことや、そもそもグリーン化への認識が不足していることなどが含まれます。しかし、途上
国・地域の事例は、効果が実証されてきたソリューションに関する意義深いヒントをもたらして 
います。例えば、革新的な金融商品とデジタル測定ツールを活用したり、さまざまなリスク特性を
持つ多様な資金を集結させるといったソリューションが挙げられます。 
 
 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み、成功事例を共有し、規模拡大に向けた戦略を策定するため、 
官民の金融部門の関係者が一堂に会するプラットフォームを APEC が構築することを提言します。
この戦略に組み入れられうるものとして、零細・中小企業に適したタクソノミーの策定、持続可能
性や零細・中小企業、ジェンダー、包摂性を網羅したロードマップの策定があります。この取り組み
では、国際機関の専門的知見や FMP 下の既存の政策イニシアティブの活用も視野に入れることが
できるでしょう。 
 
包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築 
 オープン・データは、オープン・バンキングを拡張したものであり、市場参加者全体にわたる 
多方向のデータの流れを伴います。その中心にいるのは個々の消費者であり、各自が自身のデータ
を自分で完全にコントロールし、デジタル･チャネルを使って多種多様なサービスを使いやすくする
ためにデータの共有を許可することができます。適切に設計されたオープン・データ・システムは、
競争やイノベーションを促し、消費者にとってより好ましい結果をもたらし、金融包摂の拡大に 
寄与します。 
 
 オープン・データ・システムの構築、各国・地域内の規制と整合性のある基準や APEC域内全体
で適用されるオープン・データの共通原則を策定するために、金融業界、国際機関、公的部門の 
関係者の協力を促すことを APEC 財務大臣に提言します。その第一歩として、優先的に標準化 
すべきユースケース（例えば、相互運用可能なデジタル IDシステム、銀行口座・取引に関する情報
など）と域内各国・地域において基準の導入を促す方法を主催者が特定すべきです。 

かつ協調的なアプローチが一層求められます。現行のリスク･モデルは、新型コロナウイルス感染症
と同等以上の新たなパンデミックの発生確率が今後 10年以内で 28％、今後 25年以内で 57％にも
達すると予測しています。従来型の保険の手法では、保険の供給側ではリスクが蓄積しすぎてしま
うことと、保険の需要側では保険料が高すぎることが主な要因となり、パンデミック・リスクを 
吸収できません。これらの課題に対処するため、公的部門を含むキャパシティ（リスク引受能力）
提供者のより幅広い参加を可能にするエピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（Epidemic 
Risk Markets Platform）の設置を ABACは提案します。 
 
 われわれは APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、エピデミック・リスク・マーケット・
プラットフォームを APEC 参加国・地域の地域自然災害リスクファイナンス・保険ソリューション
作業部会（Working Group on Regional Disaster Risk Financing and Insurance Solutions for 
APEC Economies）の作業プログラムに組み込むよう提言します。この取り組みでは、域内や特定
の産業とのパイロット取引を通じて、エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォームの 
バリューチェーンを完全に実装し、公的部門による支援を受けながら、適切なレベルまで取引規模
拡大を図る準備を整えることを目指します。 
 
持続可能なトランジションを支援するファイナンス 
 2022 年から 2040 年までの間、アジア太平洋地域のインフラギャップを埋めるために 30 兆ドル
が必要になると試算されています。国連の持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）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の構築に向けてさらなる民間 
資金の投入が必要になります。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（ESG：Environment, Social and Governance）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り
ます。これには、G20グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（Global Infrastructure Hub）、
FAST-Infra イニシアティブ（Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure）、 
インフラストラクチャー・アジア（Infrastructure Asia）、持続可能なインフラ財団（SIF：Sustainable 
Infrastructure Foundation）が運営するインフラ支援プラットフォーム「SOURCE」などが含まれ
ます。 
 
 われわれは APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、アジア太平洋地域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構築に向けて、 
APEC 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、APEC 財務 
大臣会合プロセス（FMP：Finance Ministersʼ Process）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よう提言します。 
 
 炭素排出量取引制度（ETS：emissions trading scheme）によって、排出量削減の経済効率を大幅
に改善することができます。アジア太平洋地域は、炭素排出権の国際移転や複数の国・地域での ETS
の連結を企図するパリ協定第 6 条を実施することで恩恵を享受できます。各国・地域間の見解の 
相違や共通の炭素会計制度の欠如など、ETSの構築には課題がありますが、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ります。 
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を可能にし、環境・社会・ガバナンス（ESG：Environment, Social and Governance）ファイナンス
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ます。 
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活用したプラットフォームを構築するよう提言します。 
 
 炭素排出量取引制度（ETS：emissions trading scheme）によって、排出量削減の経済効率を大幅
に改善することができます。アジア太平洋地域は、炭素排出権の国際移転や複数の国・地域での ETS
の連結を企図するパリ協定第 6 条を実施することで恩恵を享受できます。各国・地域間の見解の 
相違や共通の炭素会計制度の欠如など、ETSの構築には課題がありますが、そうした課題を克服す
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 われわれの提言の詳細は添付の提言書にまとめられています。これらの提言が協調した行動への
有意義なアイデアを提供していることを願っております。来る 10 月の財務大臣の皆様との対話を
楽しみにしています。 

敬具 
 
2022年 ABAC議長 
Kriengkrai Thiennukul 
 
付録：APEC財務大臣への提言（2022年 ABAC報告書） 

 新型コロナウイルス感染症パンデミックは、零細・中小企業に大きな影響を及ぼしましたが、 
デジタル化が事業プロセスに与える強力なインパクトにも光を当てました。デジタル化の力と可能
性は、貿易・サプライチェーンファイナンスの分野において特に強くなり、これらの分野では、 
データが普及するほど可視性が高まり、より適切なリスク管理ができるようになります。デジタル
化は、二次請けや三次請けのサプライヤーなど零細・中小企業に対して、金融へのアクセスを改善
しています。こうした零細・中小企業は従来、発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、不可能でないにしろ、極めて難しい状況でした。 
 
 われわれは APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、官民の関連ステークホルダーと国際 
機関に以下の分野での協力を要請します。それは、（i）デジタル・インボイスとそれを支える 
インフラの導入、（ii）適切なデジタル・ガバナンスの仕組みづくりに向けた参加国・地域の支援、
（iii）信頼できるデジタル IDシステム、電子本人確認（e-KYC）、金融サービスデータ・エコシス
テム、相互運用可能なデジタル決済システムの開発の加速、（iv）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可能性の促進です。 
 
 中央銀行デジタル通貨（CBDC：Central Bank Digital Currency）は、各中央銀行の帳簿上にある
新しい形態のデジタル負債です。これには 2 つの明確に異なる利用形態があり、1 つはホール 
セール決済と金融政策の実施のための利用形態であり、もう 1 つは一般利用（リテール向け利用）
形態です。非常に複雑な仕組みであるため、クロスボーダー取引に用いられる相互運用可能な 
ホールセール型 CBDC の開発に関して、参加国・地域を支援するための共通原則について合意を 
目指した議論があります。金融包摂に資する大きな可能性を秘めたリテール型 CBDC に関しては、
政策立案者と規制当局が数々の課題についてより明確にする必要があります。 
 
 われわれは APEC参加国･地域の財務大臣の皆様に対し、ホールセール型 CBDCの検討にあたり、
官民の関連ステークホルダーが能力構築に取り組み、各参加国･地域の指針となる共通ガイドライン
の策定に向けて協力を促していくよう提言します。 
 
 われわれはまた、APEC 参加国・地域の財務大臣の皆様に対し、参加国・地域の関連ステーク 
ホルダー、特に CBDC の制度設計と検証に携わる中央銀行の専門家が、民間部門や多国間機関の 
専門家とリテール型 CBDC に関する議論を行い、金融包摂を促進するための仕組み、満たすべき 
前提条件、内包されるリスクを特定するよう提言します。 
 
 上記の提言に加え、ABACは、APEC参加国･地域の財務大臣の皆様に、アジア太平洋金融フォー
ラム（APFF：Asia-Pacific Financial Forum)、アジア太平洋金融包摂フォーラム（APFIF：Asia-Pacific 
Financial Inclusion Forum）、アジア太平洋インフラ・パートナーシップ（APIP：Asia-Pacific 
Infrastructure Partnership）の 2022 年進捗報告書を提出いたしますことを嬉しく思います。進捗 
報告書の要旨は本書簡および提言書に添付しております。全文については下記リンクよりダウン 
ロードしていただけます。 
http://www2.abaconline.org/assets/2022/2022_Progress_Report_of_APFF_APFIF_and_APIP.pdf 
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の低下であるとの議論は続いている。加えて、追加刺激策や新たな危機への対応策を講じる政府の
能力が制約され、供給サイドの要因で物価が上昇し、失業率が高まっていることも、構造改革を求
める声をさらに差し迫ったものにしている。

は 年以降、着実に構造改革を進めてきたが 、さらなる改革が必要であるという幅広
い合意がある。太平洋経済協力会議（ ： ）が 年に
公表した 構造改革に関する声明のなかで明らかにしたのは、 域内各国・地域では世界
金融危機以降、構造改革に向けた取り組みが十分になされてこなかったという強い認識を政策専門
家が有しているという調査結果である。 ビジネス諮問委員会（ ：

）は、 構造改革担当大臣会合に提出した 年の報告書のなかで、技術革新や気候
変動への対応における中期的な課題だけでなく、新型コロナウイルス感染症からの回復という
差し迫った課題にも対処する構造改革に直ちに取り組む必要があると指摘した。本年の報告書では、

各国・地域が企業部門やその他の関係者と連携して協調行動をとるうえで、重点を置くべき
優先分野を示している。

本報告書の第 部では、迅速かつ持続的な回復について、マクロ経済および供給サイドの政策や、
実施すべき重要な構造改革といった観点から の認識を述べる。第 部では、将来のパンデ
ミックに対する強靭性の構築を取り上げる。第 部では、効果的な炭素排出量取引市場の構築、
零細・中小企業支援措置、持続可能なインフラ整備プロジェクトのパイプラインの構築を通じた
持続可能なトランジションのための資金供給について、 の見解と提言を示す。第 部では、
相互運用可能なオープン・データ・システムと中央銀行デジタル通貨（ ：

）の開発や零細・中小企業向けのサプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場
インフラの整備を通じてデジタル金融の実現を支援するエコシステムの構築について述べる。

本報告書の提言は、 が、 財務大臣プロセス（ ： ’ ）の
イニシアティブやさまざまな主体・機関と連携して数回にわたり開催したラウンドテーブルで、
産業界、多国間機関、政府・規制当局の専門家と重ねてきた議論を取りまとめたものである 。ラウ
ンドテーブルの報告書と要旨は本報告書の参考文献・資料として添付しており、ダウンロードも
できる。アジア太平洋金融フォーラム（ ： ）、アジア太平洋金融
包摂フォーラム（ ： ）、アジア太平洋インフラ・パート

は 年に「首脳の構造改革実施アジェンダ（ ： ’ ）」を採択し、構造改革
に向けた取り組みを開始した。その後継として、 年に「 構造改革新戦略（ ： ）」、

年に「構造改革のための 改訂アジェンダ（ ： ）」、 年に「構造改革
のための 強化アジェンダ（ ： ）」が採択され、取り組みが続けられてきた。

銀行協会（ ： ’ ）、アジア太平洋金融フォーラム自然災害リスクファイナンス・保険ネットワー
ク（ ： ）、 金融市場インフラ･ネットワ
ーク（ ： ）、 サステナブル･ファイナンス推進ネットワーク（

： ）、アジア太平洋インフラ･パートナーシップ（ ：
）、アジア開発銀行（ ： ）およびアジア開発銀行研究所（ ：

）、アジア新興決済協会（ ： ）、 イニシアティブ（
）、グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（ ： ）、国際金融

協会（ ： ）、ミュンヘン再保険（ ）、タイ中小企業振興庁（ ： ）、
太平洋経済協力会議（ ： ）、 ファイナンス・フォーラム（ ）、持続
可能なインフラ財団（ ： ）、タイ銀行協会（ ： ’ ）などが参加した。

財財務務大大臣臣へへのの提提言言
協協調調行行動動のの要要請請

デデジジタタルル化化さされれ、、包包摂摂的的でで、、強強靭靭かかつつ持持続続可可能能なな のの未未来来ののたためめのの資資金金供供給給
（（ 年年 報報告告書書））

序言
新型コロナウイルス感染症パンデミックは、多くの国・地域でおびただしい数の人命を奪い、

巨額の事業損失と大量の失業をもたらし、新興国・地域、小規模企業、社会的に脆弱な立場にいる
人々により大きな影響を及ぼしている。各国・地域の政府と中央銀行のかつてない精力的な政策
対応によって、本格的な不況と危機は回避され、世界経済は何とか破綻をのがれ、回復への道が
切り拓かれた。しかし、まだショックから回復できていない国･地域も含め、各国・地域はこれから、
パンデミックの後遺症、すなわち、記録的水準に積みあがった官民債務、乏しい財政余力、膨れ
上がった中央銀行のバランスシート、インフレ再発といった問題に取り組む必要がある。

現在、先進国・地域と新興市場国・地域のいずれにおいても、これまでに比べてはるかに多くの
財やサービスに高インフレの影響が及んでいる。これは、パンデミックをきっかけとした財への
需要の拡大にサービス価格の上昇加速が加わったことによってもたらされている。通常、サービス
価格の上昇は財価格の上昇より執拗であり、高インフレを固定させる可能性がある。さまざまな
指標が示しているのは、世界経済が享受してきた、長期にわたる低インフレの時代に終わりが来た
ことである。物価が賃金の上昇に波及していることを示す初期の兆候もあり、この状況が続けば、
賃金と物価上昇の悪循環に陥る可能性が出てくる。

こうした動きは、アジア太平洋各国・地域の政府と中央銀行に深刻な問題を突き付けている。
政府と中央銀行はこれまで、経済を支え、回復を促す役割を担ってきた。しかし、新たな経済の
現実は、企業と金融市場、家計があまりにも長く緩和政策に依存しすぎてしまっている状況下で
より緊縮的な財政・金融政策を求めるか、それとも、必要な政策調整を怠り、将来、より大きな
つけを払うか、という厳しい選択を迫っている。

その一方で、各国・地域に持続可能な環境・社会・ガバナンス（ ：
）投資の枠組みへの移行を急ぐよう求める圧力も高まっている。新型コロナウイルス

感染症で脚光を浴びることになった現在進行中のデータとデジタル技術の革命は、企業と政府、
消費者にそれぞれの行動様式の大幅な転換を迫っている。アジア太平洋各国・地域はこれまで、
ほとんど政策協調を図ることなく、これらの困難な課題に個別に対応してきた。協調行動の欠如は
地域統合実現に向けた の取り組みの妨げになっている。

こうした新たな現実は、 が構造改革推進に取り組んでいるさなかに起きている。アジア
太平洋地域では、経済危機を契機として、急成長の時代から緩やかな成長の時代、あるいは停滞の
時代へ移行するのではないかとの危惧から、構造改革を求める域内の声は高まるばかりである。
今日の実体経済の根底にあるのは、世界金融危機に続いて多くの国・地域で表面化した潜在成長率
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の低下であるとの議論は続いている。加えて、追加刺激策や新たな危機への対応策を講じる政府の
能力が制約され、供給サイドの要因で物価が上昇し、失業率が高まっていることも、構造改革を求
める声をさらに差し迫ったものにしている。
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相互運用可能なオープン・データ・システムと中央銀行デジタル通貨（ ：

）の開発や零細・中小企業向けのサプライチェーンファイナンスのためのデジタル市場
インフラの整備を通じてデジタル金融の実現を支援するエコシステムの構築について述べる。

本報告書の提言は、 が、 財務大臣プロセス（ ： ’ ）の
イニシアティブやさまざまな主体・機関と連携して数回にわたり開催したラウンドテーブルで、
産業界、多国間機関、政府・規制当局の専門家と重ねてきた議論を取りまとめたものである 。ラウ
ンドテーブルの報告書と要旨は本報告書の参考文献・資料として添付しており、ダウンロードも
できる。アジア太平洋金融フォーラム（ ： ）、アジア太平洋金融
包摂フォーラム（ ： ）、アジア太平洋インフラ・パート

は 年に「首脳の構造改革実施アジェンダ（ ： ’ ）」を採択し、構造改革
に向けた取り組みを開始した。その後継として、 年に「 構造改革新戦略（ ： ）」、

年に「構造改革のための 改訂アジェンダ（ ： ）」、 年に「構造改革
のための 強化アジェンダ（ ： ）」が採択され、取り組みが続けられてきた。

銀行協会（ ： ’ ）、アジア太平洋金融フォーラム自然災害リスクファイナンス・保険ネットワー
ク（ ： ）、 金融市場インフラ･ネットワ
ーク（ ： ）、 サステナブル･ファイナンス推進ネットワーク（

： ）、アジア太平洋インフラ･パートナーシップ（ ：
）、アジア開発銀行（ ： ）およびアジア開発銀行研究所（ ：

）、アジア新興決済協会（ ： ）、 イニシアティブ（
）、グローバル・インフラストラクチャー・ハブ（ ： ）、国際金融

協会（ ： ）、ミュンヘン再保険（ ）、タイ中小企業振興庁（ ： ）、
太平洋経済協力会議（ ： ）、 ファイナンス・フォーラム（ ）、持続
可能なインフラ財団（ ： ）、タイ銀行協会（ ： ’ ）などが参加した。

財財務務大大臣臣へへのの提提言言
協協調調行行動動のの要要請請

デデジジタタルル化化さされれ、、包包摂摂的的でで、、強強靭靭かかつつ持持続続可可能能なな のの未未来来ののたためめのの資資金金供供給給
（（ 年年 報報告告書書））

序言
新型コロナウイルス感染症パンデミックは、多くの国・地域でおびただしい数の人命を奪い、

巨額の事業損失と大量の失業をもたらし、新興国・地域、小規模企業、社会的に脆弱な立場にいる
人々により大きな影響を及ぼしている。各国・地域の政府と中央銀行のかつてない精力的な政策
対応によって、本格的な不況と危機は回避され、世界経済は何とか破綻をのがれ、回復への道が
切り拓かれた。しかし、まだショックから回復できていない国･地域も含め、各国・地域はこれから、
パンデミックの後遺症、すなわち、記録的水準に積みあがった官民債務、乏しい財政余力、膨れ
上がった中央銀行のバランスシート、インフレ再発といった問題に取り組む必要がある。

現在、先進国・地域と新興市場国・地域のいずれにおいても、これまでに比べてはるかに多くの
財やサービスに高インフレの影響が及んでいる。これは、パンデミックをきっかけとした財への
需要の拡大にサービス価格の上昇加速が加わったことによってもたらされている。通常、サービス
価格の上昇は財価格の上昇より執拗であり、高インフレを固定させる可能性がある。さまざまな
指標が示しているのは、世界経済が享受してきた、長期にわたる低インフレの時代に終わりが来た
ことである。物価が賃金の上昇に波及していることを示す初期の兆候もあり、この状況が続けば、
賃金と物価上昇の悪循環に陥る可能性が出てくる。

こうした動きは、アジア太平洋各国・地域の政府と中央銀行に深刻な問題を突き付けている。
政府と中央銀行はこれまで、経済を支え、回復を促す役割を担ってきた。しかし、新たな経済の
現実は、企業と金融市場、家計があまりにも長く緩和政策に依存しすぎてしまっている状況下で
より緊縮的な財政・金融政策を求めるか、それとも、必要な政策調整を怠り、将来、より大きな
つけを払うか、という厳しい選択を迫っている。

その一方で、各国・地域に持続可能な環境・社会・ガバナンス（ ：
）投資の枠組みへの移行を急ぐよう求める圧力も高まっている。新型コロナウイルス

感染症で脚光を浴びることになった現在進行中のデータとデジタル技術の革命は、企業と政府、
消費者にそれぞれの行動様式の大幅な転換を迫っている。アジア太平洋各国・地域はこれまで、
ほとんど政策協調を図ることなく、これらの困難な課題に個別に対応してきた。協調行動の欠如は
地域統合実現に向けた の取り組みの妨げになっている。

こうした新たな現実は、 が構造改革推進に取り組んでいるさなかに起きている。アジア
太平洋地域では、経済危機を契機として、急成長の時代から緩やかな成長の時代、あるいは停滞の
時代へ移行するのではないかとの危惧から、構造改革を求める域内の声は高まるばかりである。
今日の実体経済の根底にあるのは、世界金融危機に続いて多くの国・地域で表面化した潜在成長率
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生産性向上と各国・地域の潜在成長率引き上げの鍵となる構造改革

回復を促すために財政政策や金融政策を発動できる余地が極めて限られていることを踏まえると、
構造改革により重点を置き、民間部門と市場が一層、経済発展に寄与する必要がある。各国・地域
の潜在成長力を引き上げ、結果的に自然利子率の水準を高めるには、構造改革を成功させることが
必須となる。主要国・地域で自然利子率が記録的低水準に落ち込んでいることが、近年、従来型の
金融政策が景気刺激策としての効果を発揮できない主たる原因であることを踏まえると、自然利子
率をノーマルな水準まで高められるような改革を実施することが、持続的で安定した成長促進に
向けた政策余地の回復につながると考えられる。

構造改革の推進は 各国・地域にとって重要な課題であり、長年にわたり、この目標に向け
た努力がなされてきた。しかしながら、多くの国・地域において、潜在成長力の長期的な低下傾向
を覆すためにやるべきことが数多く残っている。この傾向の大きな要因となっているのは域内人口
構成の変化であり、これによる負の影響を相殺するために、労働市場改革と生産性の向上が求めら
れている。

持続可能なトランジションと包摂的なデジタル化が構造改革で注力すべき重要分野である。これ
らは、巨額の設備投資と画期的なイノベーションを誘発し、そのいずれもが潜在成長率を高める
主要な原動力となるからである。金融市場は、これらの分野の構造改革を進めるうえで極めて重要
な役割を果たす。特に今日の状況においては、膨大な資金需要を賄うのに財政資金だけでは不十分
であることを考えると、各国・地域に必要な構造改革に取り組む意欲を持たせるような安定的で、
流動性が高く、厚みのある金融市場が必要である。

年までに排出量ネット・ゼロを達成するためのトランジションの要請は非常に重要であり、
新たな事業機会への相当大胆な資金再配分と、特に新興国･地域においては、技術的にも政治的にも
実現が難しい政策に対する支援が必要である。現行の取り組みは、各国・地域が新たな政策や規制
を導入するにあたり国際的な調整が行われていない点においても、情報開示基準、データ、タクソ
ノミー、能力構築措置などトランジションに関するさまざまな課題への対応策の多くが十分に調整
されていない点においても、分断（フラグメンテーション）という課題に直面している。

包摂的なデジタル化を推進するためには膨大な作業が必要である。デジタル格差の解消、零細・
中小企業の資金へのアクセスを改善するための環境づくり、現在ほとんど手作業によって紙で処理
されている貿易書類のデジタル化と自動処理化、域内で進むデジタル・フラグメンテーション
（データやデジタル・サービス、デジタル人材等が国境を越えて流通するのが妨げられて、これら
が分断されてしまうこと）への対処などである。また、パンデミックで多くの業務のデジタル化を
進めざるを得なくなった結果、さまざまな領域で規制が実態に追いついておらず、適切なデジタル・
ガバナンスの整備など、変化に対応するための構造改革が必要になっている。

ナーシップ（ ： ）の 年進捗報告書も本報告書に
参考文献・資料として添付している。

I．迅速かつ持続可能な回復の促進

財政・金融政策の役割

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。新興国・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・地域経済の減速、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、一部のセクターで資産バブルが膨張し、
地域統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

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、さらには、 が目指す地域統合達成
の見通しにも、長期にわたり悪影響が及ぶ可能性が高い。

当面、マクロ経済政策においては、インフレの固定化を阻止すべく物価安定を最優先する必要が
ある。先進国・地域は金融引き締めによりインフレ期待を確実に安定（アンカー）させる必要が
ある。短期的には、物価高騰の衝撃を緩和す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
とする重要な政策目標を達成するために、財政余力を革新的な方法で活用する必要がある。

提言1－A：
当面の優先課題として、各国・地域がインフレの固定化阻止に取り組むことを提言する。現金

給付や的を絞った補助金などの財政措置で物価高騰の衝撃を緩和しつつ、必要に応じて金融政策で
インフレ期待を安定（アンカー）させ、賃金・物価上昇の悪循環に陥る可能性を遮断する。中長
期的な取り組みとしては、各国・地域が財政再建と債務削減を図るとともに、革新的な財政手段に
よって、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
得消費者支援を実施するために必要な財源を確保すべきである。

提言1－B：
地政学的対立がもたらす広範な影響と結果を検証し、それらに対処するために必要な措置を講じ

ることを提言する。

詳細については、“
”（ 年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営した

ラウンドテーブルの報告書）を参照。
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生産性向上と各国・地域の潜在成長率引き上げの鍵となる構造改革

回復を促すために財政政策や金融政策を発動できる余地が極めて限られていることを踏まえると、
構造改革により重点を置き、民間部門と市場が一層、経済発展に寄与する必要がある。各国・地域
の潜在成長力を引き上げ、結果的に自然利子率の水準を高めるには、構造改革を成功させることが
必須となる。主要国・地域で自然利子率が記録的低水準に落ち込んでいることが、近年、従来型の
金融政策が景気刺激策としての効果を発揮できない主たる原因であることを踏まえると、自然利子
率をノーマルな水準まで高められるような改革を実施することが、持続的で安定した成長促進に
向けた政策余地の回復につながると考えられる。

構造改革の推進は 各国・地域にとって重要な課題であり、長年にわたり、この目標に向け
た努力がなされてきた。しかしながら、多くの国・地域において、潜在成長力の長期的な低下傾向
を覆すためにやるべきことが数多く残っている。この傾向の大きな要因となっているのは域内人口
構成の変化であり、これによる負の影響を相殺するために、労働市場改革と生産性の向上が求めら
れている。

持続可能なトランジションと包摂的なデジタル化が構造改革で注力すべき重要分野である。これ
らは、巨額の設備投資と画期的なイノベーションを誘発し、そのいずれもが潜在成長率を高める
主要な原動力となるからである。金融市場は、これらの分野の構造改革を進めるうえで極めて重要
な役割を果たす。特に今日の状況においては、膨大な資金需要を賄うのに財政資金だけでは不十分
であることを考えると、各国・地域に必要な構造改革に取り組む意欲を持たせるような安定的で、
流動性が高く、厚みのある金融市場が必要である。

年までに排出量ネット・ゼロを達成するためのトランジションの要請は非常に重要であり、
新たな事業機会への相当大胆な資金再配分と、特に新興国･地域においては、技術的にも政治的にも
実現が難しい政策に対する支援が必要である。現行の取り組みは、各国・地域が新たな政策や規制
を導入するにあたり国際的な調整が行われていない点においても、情報開示基準、データ、タクソ
ノミー、能力構築措置などトランジションに関するさまざまな課題への対応策の多くが十分に調整
されていない点においても、分断（フラグメンテーション）という課題に直面している。

包摂的なデジタル化を推進するためには膨大な作業が必要である。デジタル格差の解消、零細・
中小企業の資金へのアクセスを改善するための環境づくり、現在ほとんど手作業によって紙で処理
されている貿易書類のデジタル化と自動処理化、域内で進むデジタル・フラグメンテーション
（データやデジタル・サービス、デジタル人材等が国境を越えて流通するのが妨げられて、これら
が分断されてしまうこと）への対処などである。また、パンデミックで多くの業務のデジタル化を
進めざるを得なくなった結果、さまざまな領域で規制が実態に追いついておらず、適切なデジタル・
ガバナンスの整備など、変化に対応するための構造改革が必要になっている。

ナーシップ（ ： ）の 年進捗報告書も本報告書に
参考文献・資料として添付している。

I．迅速かつ持続可能な回復の促進

財政・金融政策の役割

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。新興国・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・地域経済の減速、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、一部のセクターで資産バブルが膨張し、
地域統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

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、さらには、 が目指す地域統合達成
の見通しにも、長期にわたり悪影響が及ぶ可能性が高い。

当面、マクロ経済政策においては、インフレの固定化を阻止すべく物価安定を最優先する必要が
ある。先進国・地域は金融引き締めによりインフレ期待を確実に安定（アンカー）させる必要が
ある。短期的には、物価高騰の衝撃を緩和す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
とする重要な政策目標を達成するために、財政余力を革新的な方法で活用する必要がある。

提言1－A：
当面の優先課題として、各国・地域がインフレの固定化阻止に取り組むことを提言する。現金

給付や的を絞った補助金などの財政措置で物価高騰の衝撃を緩和しつつ、必要に応じて金融政策で
インフレ期待を安定（アンカー）させ、賃金・物価上昇の悪循環に陥る可能性を遮断する。中長
期的な取り組みとしては、各国・地域が財政再建と債務削減を図るとともに、革新的な財政手段に
よって、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
得消費者支援を実施するために必要な財源を確保すべきである。

提言1－B：
地政学的対立がもたらす広範な影響と結果を検証し、それらに対処するために必要な措置を講じ

ることを提言する。

詳細については、“
”（ 年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営した

ラウンドテーブルの報告書）を参照。
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感染症リスクに特化した保険市場の構築を支援すれば、政府がリスクへの対応を強化している
という明確なサインを市場に送ることになる。エピデミック･リスク･マーケット･プラットフォーム
は、補助金を必要とせず、保険・銀行業界の既存のインフラを活用できるという点において、公的
部門にとっても魅力的スキームである。実現可能性についてはすでに実行された取引で証明済みで
ある。 参加国・地域は、（ ）市場価格での保険引受、（ ）市場価格でのコンティンジェント・
レンディング、（ ）その他のステークホルダーにリスク移転取引への参加を促すインセンティブの
提供、（ ）特定業界向けの政府の保険引受、といった措置を講じることで、プラットフォームの
構築と拡大を支援することができる。

提言2－A：
財務大臣のもとで行われている 参加国・地域のための地域自然災害リスクファイナ

ンス・保険ソリューション作業部会（
）の作業プログラムに、エピデミック･リスク･マーケット･

プラットフォームを組み入れることを提言する。この取り組みでは、域内の国・地域もしくは特定
の産業とのパイロット取引を通じてエピデミック･リスク・マーケット･プラットフォームのバリュー
チェーンを完全に実装し、公的支援を受けながら、適切なレベルまで取引規模拡大を図る準備を
整えることを目指す。

III．持続可能なトランジションを支援するファイナンス

持続可能なインフラ整備のための資金供給

参加国・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。このギャップを解消しようとすることは、回復のため
に大いに必要とされている景気刺激策と同時に長期的な成長促進策を発動することになる。
参加国・地域が国連の持続可能な開発目標（ ： ）の達成に向
けて、より持続可能な方向への転換を図るという文脈に照らして考えると、各国・地域の強靭性と
包摂性の強化につながり、温室効果ガス排出量の削減に寄与する持続可能なインフラの整備に注力
することによりギャップを解消する必要がある。財政余力が限られ、資金調達力に制約があるなか、
新興国・地域は、この取り組みに必要な資金を確保するために相当規模の民間投融資を呼び込む
必要がある。そのためには、インフラ整備プロジェクトに対する銀行融資の妨げとなっているリス
クに対処し、その軽減を図るとともに、発展の度合いや化石燃料への依存度が大きく異なる多様な
地域において、 ファイナンスの活用を妨げている具体的な要因を取り除いていく必要がある。

詳細については、“ ’ ”（ 年 月 、
日、 、ミュンヘン再保険、 の共催により、 フィリピンと が運営したラウンドテーブルの報告書）を

参照。

提言1－C：
が協調と協力と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、包摂的なデジタル化、強靭化を促す構造改革の推進に注力することを提言する。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・中小企業の
デジタル金融へのアクセス、貿易のデジタル化、域内で進行するデジタル・フラグメンテーション
への対処が挙げられる。

II．将来のパンデミックに対する強靭性の構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックによって、大規模なパンデミックは自然災害と同じ
くらい甚大な影響を国・地域や企業に及ぼし得るということが明らかになった。また、企業が直面
する売上喪失はほとんど保険でカバーされていないことや、こうした損失を民間の保険で補償する
ことの難しさも明らかになった。第 の課題は、過去最大級の自然災害と比べても巨額な経済損失
の規模である。第 の課題は、パンデミック発生について各国・地域間に高い相関関係があり、
従来型の災害リスク保険のアプローチが適用できないことである。第 の課題は、パンデミック・
リスクにさらされている経済規模が増加傾向にあることである。現行の金融エコシステムに強靭性
が欠如しているため、各国・地域の政府はかつてない規模の財政政策と金融政策で対応せざるを
得ない状況に置かれている。

しかし、感染症の発生頻度が高まり、深刻さの度合も増していることから、より持続可能で協調
的なアプローチが求められる。平均すると、毎年、約 件の感染症が発生し、 種類の新たな
人獣共通感染症が報告されている。現行のリスク・モデルでは、新型コロナウイルス感染症と同等
以上の規模のパンデミックが 年以内に発生する確率は ％、 年以内だと ％に上ると予想
されている。世界経済への影響は、 兆ドル以上と推定されている新型コロナウイルス感染症パン
デミックを上回る可能性がある。

従来型の保険の技法ではパンデミック・リスクを吸収しきれない。その主な原因は、供給サイド
の蓄積リスク（膨大な補償ニーズに対して保険引受余力が限られている）と、予想される発生頻度
が高いために高額となる保険料の負担が重くなるという需要サイドの問題である。この つの困難
な課題を解決するために、 は、公的部門も含め、保険の引受手が広く参加できるリスク移転
プラットフォーム（「エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（

）」）の構築を提言する。保険契約者側の保険料支払い能力の問題については、保険とコン
ティンジェント・レンディング（緊急融資）という 種類の金融商品を組み合わせ、保険料に対
する補助金を支給することなく対処できる。この仕組みにより、リスクと備えの度合いに見合った
保険料を支払うインセンティブを維持することができる。

詳細については、“ ”（
年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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感染症リスクに特化した保険市場の構築を支援すれば、政府がリスクへの対応を強化している
という明確なサインを市場に送ることになる。エピデミック･リスク･マーケット･プラットフォーム
は、補助金を必要とせず、保険・銀行業界の既存のインフラを活用できるという点において、公的
部門にとっても魅力的スキームである。実現可能性についてはすでに実行された取引で証明済みで
ある。 参加国・地域は、（ ）市場価格での保険引受、（ ）市場価格でのコンティンジェント・
レンディング、（ ）その他のステークホルダーにリスク移転取引への参加を促すインセンティブの
提供、（ ）特定業界向けの政府の保険引受、といった措置を講じることで、プラットフォームの
構築と拡大を支援することができる。

提言2－A：
財務大臣のもとで行われている 参加国・地域のための地域自然災害リスクファイナ

ンス・保険ソリューション作業部会（
）の作業プログラムに、エピデミック･リスク･マーケット･

プラットフォームを組み入れることを提言する。この取り組みでは、域内の国・地域もしくは特定
の産業とのパイロット取引を通じてエピデミック･リスク・マーケット･プラットフォームのバリュー
チェーンを完全に実装し、公的支援を受けながら、適切なレベルまで取引規模拡大を図る準備を
整えることを目指す。

III．持続可能なトランジションを支援するファイナンス

持続可能なインフラ整備のための資金供給

参加国・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。このギャップを解消しようとすることは、回復のため
に大いに必要とされている景気刺激策と同時に長期的な成長促進策を発動することになる。
参加国・地域が国連の持続可能な開発目標（ ： ）の達成に向
けて、より持続可能な方向への転換を図るという文脈に照らして考えると、各国・地域の強靭性と
包摂性の強化につながり、温室効果ガス排出量の削減に寄与する持続可能なインフラの整備に注力
することによりギャップを解消する必要がある。財政余力が限られ、資金調達力に制約があるなか、
新興国・地域は、この取り組みに必要な資金を確保するために相当規模の民間投融資を呼び込む
必要がある。そのためには、インフラ整備プロジェクトに対する銀行融資の妨げとなっているリス
クに対処し、その軽減を図るとともに、発展の度合いや化石燃料への依存度が大きく異なる多様な
地域において、 ファイナンスの活用を妨げている具体的な要因を取り除いていく必要がある。

詳細については、“ ’ ”（ 年 月 、
日、 、ミュンヘン再保険、 の共催により、 フィリピンと が運営したラウンドテーブルの報告書）を

参照。

提言1－C：
が協調と協力と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、包摂的なデジタル化、強靭化を促す構造改革の推進に注力することを提言する。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・中小企業の
デジタル金融へのアクセス、貿易のデジタル化、域内で進行するデジタル・フラグメンテーション
への対処が挙げられる。

II．将来のパンデミックに対する強靭性の構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックによって、大規模なパンデミックは自然災害と同じ
くらい甚大な影響を国・地域や企業に及ぼし得るということが明らかになった。また、企業が直面
する売上喪失はほとんど保険でカバーされていないことや、こうした損失を民間の保険で補償する
ことの難しさも明らかになった。第 の課題は、過去最大級の自然災害と比べても巨額な経済損失
の規模である。第 の課題は、パンデミック発生について各国・地域間に高い相関関係があり、
従来型の災害リスク保険のアプローチが適用できないことである。第 の課題は、パンデミック・
リスクにさらされている経済規模が増加傾向にあることである。現行の金融エコシステムに強靭性
が欠如しているため、各国・地域の政府はかつてない規模の財政政策と金融政策で対応せざるを
得ない状況に置かれている。

しかし、感染症の発生頻度が高まり、深刻さの度合も増していることから、より持続可能で協調
的なアプローチが求められる。平均すると、毎年、約 件の感染症が発生し、 種類の新たな
人獣共通感染症が報告されている。現行のリスク・モデルでは、新型コロナウイルス感染症と同等
以上の規模のパンデミックが 年以内に発生する確率は ％、 年以内だと ％に上ると予想
されている。世界経済への影響は、 兆ドル以上と推定されている新型コロナウイルス感染症パン
デミックを上回る可能性がある。

従来型の保険の技法ではパンデミック・リスクを吸収しきれない。その主な原因は、供給サイド
の蓄積リスク（膨大な補償ニーズに対して保険引受余力が限られている）と、予想される発生頻度
が高いために高額となる保険料の負担が重くなるという需要サイドの問題である。この つの困難
な課題を解決するために、 は、公的部門も含め、保険の引受手が広く参加できるリスク移転
プラットフォーム（「エピデミック・リスク・マーケット・プラットフォーム（

）」）の構築を提言する。保険契約者側の保険料支払い能力の問題については、保険とコン
ティンジェント・レンディング（緊急融資）という 種類の金融商品を組み合わせ、保険料に対
する補助金を支給することなく対処できる。この仕組みにより、リスクと備えの度合いに見合った
保険料を支払うインセンティブを維持することができる。

詳細については、“ ”（
年 月 、 日、 と の共催により、 日本と大和総研が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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を促し、アジア地域におけるより新しく、環境に優しく、持続可能なインフラ整備プロジェクトに
振り向ける資金を増加させるアセットリサイクリングの取り組みを支援している 。

持続可能なインフラ財団（ ： ）の は、世界の
主要な国際開発金融機関の支援のもとに開発された多国間オンライン・プラットフォームである。
このプラットフォームでは、従来型および官民パートナーシップ型のプロジェクトに対する銀行
融資を可能にするうえで鍵となるものとして国際開発金融機関、投資家、金融機関が特定してきた
ガバナンス、技術、経済、法律、金融、環境、社会に関する要素を統合したデジタル版のプロジェ
クト準備支援ソフトを提供している。また、入念に準備されたプロジェクトを一貫性があり透明性
の高い方法で、世界の請負業者、投資家、金融機関に提供する役割も果たしている。さらに、プロ
ジェクトをそのライフサイクルを通じて記録・モニターできるようにすることで、プロジェクトに
関する情報発信の場となり、資金調達の円滑化にも寄与している。 はこれまでに、 カ
国・地域で 件のプロジェクトの準備を支援してきた。 参加国・地域が をより
広く活用すれば、域内における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
につながるようなデータの生成を支援できる。

提言3-A：
財務大臣プロセス（ ：Finance Ministers’ Process）ですでに取り組んでいるアジア

太平洋インフラ･パートナーシップ（ ： ）やアジア太平洋
金融フォーラム（ ： ）のサステナブル・ファイナンス推進ネット
ワーク（ ）といった政策イニシアティブを活用するプラ
ットフォームを整備し、標準化されたデータの生成と域内の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構築に向けて、域内各国･地域による既存のツールや資金供給メカニズムの
さらなる活用を促すことを提案する。

効果的な炭素排出量取引市場の構築推進

炭素排出量取引制度（ ： ）は、排出量削減の経済効率性を向上さ
せることを目的とする気候変動に対する政策手段である。この制度は、カーボン・プライシングを

プロジェクト・ファイナンス書類は、シンガポール企業庁（ ： ）とシンガポール通貨庁（ ：
）の共同イニシアティブであるインフラストラクチャー・アジアが考案した。書類は、（ ） （共

通規約）のひな型、（ ） （プロジェクト・ファイナンス組成依頼書）のひな型、（ ） （タ
ームシート）のひな型で構成される。インフラ・プロジェクトを策定し、組み立てるためには、プロジェクト･ファイナンス・ローン
書類を作成する必要があるが、その中に記載される条件の約 ％が標準化されている。残りの ％は各プロジェクト固有のニーズや
各国・地域の社会経済状況に応じて変更できる。プロジェクト・ファイナンス書類は英語版、インドネシア語版、中国語版、ベトナム
語版があり、 参加国・地域であれば下記サイトから無料でダウンロードできる。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、 、
、 、 、 、 の共催により、 が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

主な障害として、カーボン・ニュートラルに移行するにあたり準拠すべきものとして一般的に
認められているタクソノミーもしくは基準が無いことが挙げられる。加えて、規範、指標、質の
高いデータもない。インフラ投資の持続可能性に関する側面を評価するための取り組みは、現在、
数多く実施されているが、こうした取り組みは、多種多様なアプローチを提供していることを除け
ば、 パフォーマンスを徐々に改善させるプロジェクトを推進するという意味においてはなお
限界がある。投資決定における重要な要素であるインフラに関するデータは、数社のデータ・ベン
ダーが有料で提供するのみである 。有益なデータのほとんどは先進国金融市場のデータに偏って
いる。インフラ部門におけるデータの信頼性は、依然として大きな課題として残っている。統計
データは同一の定義に基づいて収集されているわけではなく、また現行の評価手法は定量的アプ
ローチの利用を促してもおらず、 の評価方法や適切なデータついて何ら合意がない。そのため、
安定した長期的なリターンをもたらし得る持続可能なインフラへの投資に強い意欲を持っている
金融機関や機関投資家には、現時点では、どの資産が真に持続可能なのかを確かめるすべがないので
ある。

とはいえ、標準化されたデータの生成に寄与しつつ、プロジェクトの準備を支援する既存の
ツールや資金供給メカニズムがすでに存在する。例えば、 グローバル･インフラストラク
チャー・ハブ（ ： ）は、世界中のデータを収集・分析する。これに
よって、強固な裏付けのある実践可能な知見を形成し、ベスト･プラクティスやイノベーションに
関する情報を共有し、ステークホルダーを結び付け、インフラ関係者コミュニティに専門知識を
深める場を提供している。 （

）イニシアティブは、世界的に適用できるラベル制度（「 サステナブル・
インフラ・ラベル（ ）」）を構築した。この制度は、ラベ
ルを付した資産に対する投資家の信頼を高める効果を持ち、さらに、ラベル付きプロジェクトへの
資金を賄うために大規模な民間投資を呼び込むための資金供給メカニズムの構築も進んでいる。
インフラストラクチャー･アジア（ ）が開発した部分的に標準化されたプロジェ
クト･ファイナンス書類は、管轄国・地域をまたいで相互運用可能なプロジェクト・ファイナンス・
ローンの書類を利用できるようにすることで、インフラ・ファイナンスのセカンダリー市場の構築

経済協力開発機構（ ）はこれまでに、合わせて の取り組みについてその効果を評価している。評価対象となった取り組みは、
アジア開発銀行の「投資原則および適格性基準（ ）」「インフラのための統一サステナビリ
ティ指標（ ）」「 」、「赤道原則（ ）」「気候債券イニ
シアティブ（ ： ）」「気候政策イニシアティブ（ ）」「 グリーン・タクソノミー（

）」「グリーン・インベストメント・バンク（ ： ）」「グリーンボンド原則（ ：
）」「グリーンローン原則（ ： ）」「 」「気候ファイナンス追跡のための国際金融機関統一枠組

み（ ）」、米州開発銀行（ ： ）
の「持続可能インフラ枠組み（ ）」、国際金融公社（ ： ）の「気
候関連活動のための定義と指標（ ）」「環境・社会パフォーマンス基準（

）」「インフラストラクチャー･サステナビリティ･カウンシル･オブ･オーストラリア（ ：
）」、インスティテュート・フォー・サステナブル・インフラストラクチャー（ ：

）のグリーン格付け「 」「ソーシャルボンド原則（ ： ）」「サステナビリティ・リンク・
ローン原則（ ： ）」、国連の社会・環境基準、国連開発計画（ ）の 債向け「
インパクト基準（ ）」。

、リフィニティブ、 インフラ、ムーディーズ、 グローバルがインフラ資産関連のデータを管理している。現在、イン
フラ業界向けの （環境･社会･ガバナンス）アプローチを含むデータベースを有していることがわかっているのは、 とリフィ
ニティブのみである。
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を促し、アジア地域におけるより新しく、環境に優しく、持続可能なインフラ整備プロジェクトに
振り向ける資金を増加させるアセットリサイクリングの取り組みを支援している 。

持続可能なインフラ財団（ ： ）の は、世界の
主要な国際開発金融機関の支援のもとに開発された多国間オンライン・プラットフォームである。
このプラットフォームでは、従来型および官民パートナーシップ型のプロジェクトに対する銀行
融資を可能にするうえで鍵となるものとして国際開発金融機関、投資家、金融機関が特定してきた
ガバナンス、技術、経済、法律、金融、環境、社会に関する要素を統合したデジタル版のプロジェ
クト準備支援ソフトを提供している。また、入念に準備されたプロジェクトを一貫性があり透明性
の高い方法で、世界の請負業者、投資家、金融機関に提供する役割も果たしている。さらに、プロ
ジェクトをそのライフサイクルを通じて記録・モニターできるようにすることで、プロジェクトに
関する情報発信の場となり、資金調達の円滑化にも寄与している。 はこれまでに、 カ
国・地域で 件のプロジェクトの準備を支援してきた。 参加国・地域が をより
広く活用すれば、域内における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
につながるようなデータの生成を支援できる。

提言3-A：
財務大臣プロセス（ ：Finance Ministers’ Process）ですでに取り組んでいるアジア

太平洋インフラ･パートナーシップ（ ： ）やアジア太平洋
金融フォーラム（ ： ）のサステナブル・ファイナンス推進ネット
ワーク（ ）といった政策イニシアティブを活用するプラ
ットフォームを整備し、標準化されたデータの生成と域内の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構築に向けて、域内各国･地域による既存のツールや資金供給メカニズムの
さらなる活用を促すことを提案する。

効果的な炭素排出量取引市場の構築推進

炭素排出量取引制度（ ： ）は、排出量削減の経済効率性を向上さ
せることを目的とする気候変動に対する政策手段である。この制度は、カーボン・プライシングを

プロジェクト・ファイナンス書類は、シンガポール企業庁（ ： ）とシンガポール通貨庁（ ：
）の共同イニシアティブであるインフラストラクチャー・アジアが考案した。書類は、（ ） （共

通規約）のひな型、（ ） （プロジェクト・ファイナンス組成依頼書）のひな型、（ ） （タ
ームシート）のひな型で構成される。インフラ・プロジェクトを策定し、組み立てるためには、プロジェクト･ファイナンス・ローン
書類を作成する必要があるが、その中に記載される条件の約 ％が標準化されている。残りの ％は各プロジェクト固有のニーズや
各国・地域の社会経済状況に応じて変更できる。プロジェクト・ファイナンス書類は英語版、インドネシア語版、中国語版、ベトナム
語版があり、 参加国・地域であれば下記サイトから無料でダウンロードできる。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、 、
、 、 、 、 の共催により、 が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

主な障害として、カーボン・ニュートラルに移行するにあたり準拠すべきものとして一般的に
認められているタクソノミーもしくは基準が無いことが挙げられる。加えて、規範、指標、質の
高いデータもない。インフラ投資の持続可能性に関する側面を評価するための取り組みは、現在、
数多く実施されているが、こうした取り組みは、多種多様なアプローチを提供していることを除け
ば、 パフォーマンスを徐々に改善させるプロジェクトを推進するという意味においてはなお
限界がある。投資決定における重要な要素であるインフラに関するデータは、数社のデータ・ベン
ダーが有料で提供するのみである 。有益なデータのほとんどは先進国金融市場のデータに偏って
いる。インフラ部門におけるデータの信頼性は、依然として大きな課題として残っている。統計
データは同一の定義に基づいて収集されているわけではなく、また現行の評価手法は定量的アプ
ローチの利用を促してもおらず、 の評価方法や適切なデータついて何ら合意がない。そのため、
安定した長期的なリターンをもたらし得る持続可能なインフラへの投資に強い意欲を持っている
金融機関や機関投資家には、現時点では、どの資産が真に持続可能なのかを確かめるすべがないので
ある。

とはいえ、標準化されたデータの生成に寄与しつつ、プロジェクトの準備を支援する既存の
ツールや資金供給メカニズムがすでに存在する。例えば、 グローバル･インフラストラク
チャー・ハブ（ ： ）は、世界中のデータを収集・分析する。これに
よって、強固な裏付けのある実践可能な知見を形成し、ベスト･プラクティスやイノベーションに
関する情報を共有し、ステークホルダーを結び付け、インフラ関係者コミュニティに専門知識を
深める場を提供している。 （

）イニシアティブは、世界的に適用できるラベル制度（「 サステナブル・
インフラ・ラベル（ ）」）を構築した。この制度は、ラベ
ルを付した資産に対する投資家の信頼を高める効果を持ち、さらに、ラベル付きプロジェクトへの
資金を賄うために大規模な民間投資を呼び込むための資金供給メカニズムの構築も進んでいる。
インフラストラクチャー･アジア（ ）が開発した部分的に標準化されたプロジェ
クト･ファイナンス書類は、管轄国・地域をまたいで相互運用可能なプロジェクト・ファイナンス・
ローンの書類を利用できるようにすることで、インフラ・ファイナンスのセカンダリー市場の構築

経済協力開発機構（ ）はこれまでに、合わせて の取り組みについてその効果を評価している。評価対象となった取り組みは、
アジア開発銀行の「投資原則および適格性基準（ ）」「インフラのための統一サステナビリ
ティ指標（ ）」「 」、「赤道原則（ ）」「気候債券イニ
シアティブ（ ： ）」「気候政策イニシアティブ（ ）」「 グリーン・タクソノミー（

）」「グリーン・インベストメント・バンク（ ： ）」「グリーンボンド原則（ ：
）」「グリーンローン原則（ ： ）」「 」「気候ファイナンス追跡のための国際金融機関統一枠組

み（ ）」、米州開発銀行（ ： ）
の「持続可能インフラ枠組み（ ）」、国際金融公社（ ： ）の「気
候関連活動のための定義と指標（ ）」「環境・社会パフォーマンス基準（

）」「インフラストラクチャー･サステナビリティ･カウンシル･オブ･オーストラリア（ ：
）」、インスティテュート・フォー・サステナブル・インフラストラクチャー（ ：

）のグリーン格付け「 」「ソーシャルボンド原則（ ： ）」「サステナビリティ・リンク・
ローン原則（ ： ）」、国連の社会・環境基準、国連開発計画（ ）の 債向け「
インパクト基準（ ）」。

、リフィニティブ、 インフラ、ムーディーズ、 グローバルがインフラ資産関連のデータを管理している。現在、イン
フラ業界向けの （環境･社会･ガバナンス）アプローチを含むデータベースを有していることがわかっているのは、 とリフィ
ニティブのみである。

1072022 年 APEC首脳への提言

参考文書　APEC閣僚への書簡●



政府、非政府組織、企業（排出量を削減できない企業も含む）が認証されたサプライヤーからカー
ボン・オフセットを自主的に購入し、自らの排出量と相殺できるようにするもので、得られた収益
は炭素削減プロジェクトの費用を賄うために利用される。 は、企業のネット・ゼロへの移行
を前進させるとともに、機会とリスクについて市場参加者や公的部門の関係者を教育する役割も
果たしている。

新興国・地域が他の新興国・地域や先進国・地域から学べる重要な教訓がある。中国の経験から
得られる教訓は、明確で安定した炭素市場政策、関係者への教育と能力構築、効率的な取引インフ
ラが重要であるということである。強固で流動性が高く厚みのある排出量取引制度を構築するため
には、需要と供給の両方を増やし、価格の乱高下、投機、市場操作といった問題に対処する規制・
監督当局の能力向上が欠かせない。また、分散型台帳技術、人工知能（ ）、中央銀行デジタル通貨
のように、現在、金融市場を変革しつつあるイノベーションが の構築を容易にする可能性も
大いにある。

提言3－B：
間の域内協力を進める土台として、国連気候変動枠組条約（ ：

）の原則に記されているような先進国・地域と新興国・
地域の責任についてのコンセンサス醸成を視野に入れつつ、域内各国・地域における の構築を

財務大臣の作業プログラムに組み入れることを提言する。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、（ ）域内各国地域
の市場インフラの改善、制度構築、規制能力強化を支援すること、（ ）能力構築、政策ガイダンス、
技術研修におけるグローバルな協力に向けた土台として、 域内の 間で通常の情報交換
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。 の設立と拡大を
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トランジション推進に向けた民間資金の活用

参加国・地域では、概して、零細・中小企業が全企業の約 ％を占め、全雇用の半数を
創出している。各国・地域でイノベーションと持続可能性向上の主たる原動力となってきた新規
事業ベンチャーやスタートアップ企業は、零細･中小企業である。零細･中小企業は、従事している
経済活動の領域の広さを踏まえると、農業から製造業やサービス業までさまざまな分野で、そして
何よりも重要なことに、十分なサービスを享受できていない農村部や遠隔地で、国連の持続可能な
開発目標（ ： ）の達成に貢献する大きな可能性を秘めている。
したがって、零細・中小企業がより持続可能で低炭素な発展経路へ移行するよう支援することは、
経済発展のためにも企業の成長にとっても不可欠である。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 と の共催により開催されたラウンドテーブルの報告書）を参照。

通じて対象となる企業に排出量削減に向けたインセンティブを持たせ、市場の役割を重視するメカ
ニズムを通じて全体の排出量を抑制し 、排出量削減の経済効率性と柔軟性を向上させる。さらに、
カーボン・プライシングを通じて実体経済の異なる分野に資金を配分できるようになり、効率的な
エネルギー利用が促され、低炭素投資やグリーン・トランジションが促進される。

のルールは国・地域によって異なる 。将来の世界炭素市場構築に向けた進展を促すために、
年 月に開催された に出席した各国・地域の代表者は、パリ協定第 条の

実施方針について大枠で合意され、提案されていた「炭素排出権の国際的移転の容認、複数の国・
地域の炭素取引市場の連結、各国・地域間の炭素クレジット取引で中心となる国連メカニズムの
構築」が盛り込まれることになった。こうした目標を達成するうえで大きな課題となっているの
は、先進国・地域と新興国・地域の姿勢に隔たりがあることである。例えば、欧州連合（ ）は
炭素国境調整メカニズム（ ： ）を通じた独自の基準を
推進してきたが 、新興国・地域は国連気候変動枠組条約（ ：

）に明記されている「共通だが差異ある責任（
）」という原則を支持している。

もう つの重要な課題は、共通の確立した炭素会計制度が存在しないことである。制度の対象
業種や適用対象の線引き基準、総排出枠、排出枠割当方針など、 を設計するうえで重要な
いくつかの要素は、データへのアクセスとデータの質に大きく依存する。現在、ほとんどの国・地域
において、排出量データ報告制度は不十分なもので、 の設計上および運営上の要件を満たして
いない。データの質のばらつき、評価と報告の不一致、個々に切り離されたデータ報告プラット
フォーム、不十分なインフラなどの広範な問題が、データの比較、統合、共有を困難にしてきた。
グローバルな炭素市場の構築を推進するためには、科学的根拠に基づいた排出量の会計処理方法を
構築し、データの質と監視に関する基準を策定し、しっかりとした炭素排出量のモニタリング・
報告・認証の仕組みを確立することが妥当である。

の構築は、政策・規制当局が注意深く慎重なアプローチをとっている場合、初期段階に留ま
る例もあるが、自主的炭素市場（ ： ）は協力やパイロット運用を
通じてこのプロセスを加速させるうえで補完的な役割を果たしつつある。 は、民間投資家、

では、各国・地域の政府がそれぞれの排出量削減目標に沿って年間排出量の上限（キャップ）を定め、その目標から排出枠を定
める。排出枠は対象主体に無償もしくは割り当てオークションを通じて配分され、セカンダリー市場で自由に取引できる。ある企業の
実際の排出量が配分された排出枠を下回った場合、差分は炭素資産として扱われ、 を通じで売却することで収益が得られる。逆
に、実際の排出量が配分された排出枠を上回った場合は、不足分を を通じて購入する必要がある。排出コストが高くつくため、
対象企業は温室効果ガスの排出量を減らし、グリーンで低炭素型の生産に移行するインセンティブが生まれる。
現在、いくつかの が実施されている。国際排出量取引制度が 件（ ）、国レベルの制度が 件（中国、ドイツ、カザフス
タン、メキシコ、ニュージーランド、韓国、スイス、英国）、連邦構成自治体・州・地方自治体レベルの制度が 件である。これらの
制度は、世界の排出量の ％、世界の人口の 分の 近く、世界の の ％をカバーしている。 年には、これらの制度を
すべて合わせた取引額が 億ユーロに上った。 年には、中国で炭素排出量取引市場が発足し、現在、世界最大の炭素市場に
なっている。さらに多くの国・が気候変動対策の重要な柱として の導入を検討している。
国連気候変動枠組条約第 回締約国会議

の炭素国境調整メカニズムは、電力、鉄鋼、セメント、アルミニウム、化学肥料の 業種について、輸入品も国内品と同等の炭素
排出コストを負担することになるよう、特定品目の輸入に課税するものである。
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政府、非政府組織、企業（排出量を削減できない企業も含む）が認証されたサプライヤーからカー
ボン・オフセットを自主的に購入し、自らの排出量と相殺できるようにするもので、得られた収益
は炭素削減プロジェクトの費用を賄うために利用される。 は、企業のネット・ゼロへの移行
を前進させるとともに、機会とリスクについて市場参加者や公的部門の関係者を教育する役割も
果たしている。

新興国・地域が他の新興国・地域や先進国・地域から学べる重要な教訓がある。中国の経験から
得られる教訓は、明確で安定した炭素市場政策、関係者への教育と能力構築、効率的な取引インフ
ラが重要であるということである。強固で流動性が高く厚みのある排出量取引制度を構築するため
には、需要と供給の両方を増やし、価格の乱高下、投機、市場操作といった問題に対処する規制・
監督当局の能力向上が欠かせない。また、分散型台帳技術、人工知能（ ）、中央銀行デジタル通貨
のように、現在、金融市場を変革しつつあるイノベーションが の構築を容易にする可能性も
大いにある。

提言3－B：
間の域内協力を進める土台として、国連気候変動枠組条約（ ：

）の原則に記されているような先進国・地域と新興国・
地域の責任についてのコンセンサス醸成を視野に入れつつ、域内各国・地域における の構築を

財務大臣の作業プログラムに組み入れることを提言する。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、（ ）域内各国地域
の市場インフラの改善、制度構築、規制能力強化を支援すること、（ ）能力構築、政策ガイダンス、
技術研修におけるグローバルな協力に向けた土台として、 域内の 間で通常の情報交換
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。 の設立と拡大を
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トランジション推進に向けた民間資金の活用

参加国・地域では、概して、零細・中小企業が全企業の約 ％を占め、全雇用の半数を
創出している。各国・地域でイノベーションと持続可能性向上の主たる原動力となってきた新規
事業ベンチャーやスタートアップ企業は、零細･中小企業である。零細･中小企業は、従事している
経済活動の領域の広さを踏まえると、農業から製造業やサービス業までさまざまな分野で、そして
何よりも重要なことに、十分なサービスを享受できていない農村部や遠隔地で、国連の持続可能な
開発目標（ ： ）の達成に貢献する大きな可能性を秘めている。
したがって、零細・中小企業がより持続可能で低炭素な発展経路へ移行するよう支援することは、
経済発展のためにも企業の成長にとっても不可欠である。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 と の共催により開催されたラウンドテーブルの報告書）を参照。

通じて対象となる企業に排出量削減に向けたインセンティブを持たせ、市場の役割を重視するメカ
ニズムを通じて全体の排出量を抑制し 、排出量削減の経済効率性と柔軟性を向上させる。さらに、
カーボン・プライシングを通じて実体経済の異なる分野に資金を配分できるようになり、効率的な
エネルギー利用が促され、低炭素投資やグリーン・トランジションが促進される。

のルールは国・地域によって異なる 。将来の世界炭素市場構築に向けた進展を促すために、
年 月に開催された に出席した各国・地域の代表者は、パリ協定第 条の

実施方針について大枠で合意され、提案されていた「炭素排出権の国際的移転の容認、複数の国・
地域の炭素取引市場の連結、各国・地域間の炭素クレジット取引で中心となる国連メカニズムの
構築」が盛り込まれることになった。こうした目標を達成するうえで大きな課題となっているの
は、先進国・地域と新興国・地域の姿勢に隔たりがあることである。例えば、欧州連合（ ）は
炭素国境調整メカニズム（ ： ）を通じた独自の基準を
推進してきたが 、新興国・地域は国連気候変動枠組条約（ ：

）に明記されている「共通だが差異ある責任（
）」という原則を支持している。

もう つの重要な課題は、共通の確立した炭素会計制度が存在しないことである。制度の対象
業種や適用対象の線引き基準、総排出枠、排出枠割当方針など、 を設計するうえで重要な
いくつかの要素は、データへのアクセスとデータの質に大きく依存する。現在、ほとんどの国・地域
において、排出量データ報告制度は不十分なもので、 の設計上および運営上の要件を満たして
いない。データの質のばらつき、評価と報告の不一致、個々に切り離されたデータ報告プラット
フォーム、不十分なインフラなどの広範な問題が、データの比較、統合、共有を困難にしてきた。
グローバルな炭素市場の構築を推進するためには、科学的根拠に基づいた排出量の会計処理方法を
構築し、データの質と監視に関する基準を策定し、しっかりとした炭素排出量のモニタリング・
報告・認証の仕組みを確立することが妥当である。

の構築は、政策・規制当局が注意深く慎重なアプローチをとっている場合、初期段階に留ま
る例もあるが、自主的炭素市場（ ： ）は協力やパイロット運用を
通じてこのプロセスを加速させるうえで補完的な役割を果たしつつある。 は、民間投資家、

では、各国・地域の政府がそれぞれの排出量削減目標に沿って年間排出量の上限（キャップ）を定め、その目標から排出枠を定
める。排出枠は対象主体に無償もしくは割り当てオークションを通じて配分され、セカンダリー市場で自由に取引できる。ある企業の
実際の排出量が配分された排出枠を下回った場合、差分は炭素資産として扱われ、 を通じで売却することで収益が得られる。逆
に、実際の排出量が配分された排出枠を上回った場合は、不足分を を通じて購入する必要がある。排出コストが高くつくため、
対象企業は温室効果ガスの排出量を減らし、グリーンで低炭素型の生産に移行するインセンティブが生まれる。
現在、いくつかの が実施されている。国際排出量取引制度が 件（ ）、国レベルの制度が 件（中国、ドイツ、カザフス
タン、メキシコ、ニュージーランド、韓国、スイス、英国）、連邦構成自治体・州・地方自治体レベルの制度が 件である。これらの
制度は、世界の排出量の ％、世界の人口の 分の 近く、世界の の ％をカバーしている。 年には、これらの制度を
すべて合わせた取引額が 億ユーロに上った。 年には、中国で炭素排出量取引市場が発足し、現在、世界最大の炭素市場に
なっている。さらに多くの国・が気候変動対策の重要な柱として の導入を検討している。
国連気候変動枠組条約第 回締約国会議

の炭素国境調整メカニズムは、電力、鉄鋼、セメント、アルミニウム、化学肥料の 業種について、輸入品も国内品と同等の炭素
排出コストを負担することになるよう、特定品目の輸入に課税するものである。
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IV．包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築

アジア太平洋地域における相互運用可能なオープン・データ・システムの開発促進

オープン・データとは、欧州連合（ ）の決済サービス指令第 版（ ：
）により欧州およびその他の一部の市場で導入されたコンセプトであり、オープン･バン

キングの拡張版である。従来のオープン・バンキングは、銀行が利用許諾された消費者のデータを
第三者サービス事業者に提供する、情報が一方向に流れる仕組みである。これに対し、オープン・
データでは、市場参加者間で情報が多方向にやりとりされる。オープン・データ・エコシステムの
中心にいるのは個々の消費者であり、各自が自身のデータを完全にコントロールし、デジタル･チャ
ネルを使う多種多様なサービスを使いやすくするためにデータ共有を許可することができる。

オープン・データ・システムは、適切に設計されれば、競争を生み出し、イノベーションの強化
につながる可能性がある。消費者はより優れたサービスを享受でき、フィンテック企業が銀行や
その他のサービス事業者と協働するエコシステムが生み出され得る。デジタル化とアクセス向上に
よって、オープン・データは金融サービスの利用拡大を支援する。インターネットへのアクセスが
改善し、デジタルと金融に関する知識が普及し、消費者が適切に保護されれば、新興国における
金融包摂を促すことができる。

つの要素がオープン・データ・エコシステム実現の鍵を握っている。第 は、異なる規制目的
を有する多くの当局間の協力とシナジーを確保するための政府全体での取り組みである。これは、
市場参加者のコンプライアンスの負担とコストを軽減するうえでも、国境を越えた相互運用可能性
の実現に向けた基盤を築くうえでも、重要である。第 は、世界規模で一貫性を強化して、企業が
技術や知識、経験を共有できるようにするために、オープン・データの基本的な構成要素の基準
承認とその調和のレベルである。、第 は、デジタル世界へのアクセスやリテラシーが不十分である
など、新興国・地域が直面するオープン・データ・エコシステムへの参加効果を高める上で課題に
対処する必要性の高まりである。第 は、企業がより大きな便益を消費者に提供できるようにする
ために、オープン・データの商業的側面に配慮した導入方法を採用することである。

アジア太平洋地域がオープン・データ・システムの恩恵を享受するためには、消費者の利益の
ために顧客情報を共有することについて、政府は関係省庁および民間機関に調和のとれた指針を示
す必要がある。これには、必要なインフラ整備を進める上で、また、法律、技術、運営上の重要な
問題を解決する上での共通基準に関する合意が含まれる。情報が自由に、信頼性を持って、安全に、
国・地域内で、そして最終的には国境を越えて、共有される世界の実現を促すためには、プライバ
シー、データ主権、個人の権利などに関する原則が統一性と一貫性をもって確立される必要がある。
世界経済におけるこの地域の重要性を踏まえると、 には、オープン・データについて域内
各国・地域間で共通の基準を策定し、基本的な実施方法を調和させ、最終的にはグローバル・エコ
システムの構築に向けて、決済サービス指令第 版（ ）を進めつつある欧州と調和を図る
うえで果たし得る潜在的な役割がある。

零細・中小企業のグリーン化を進めるうえで、金融機関はさまざまな困難な課題に直面している。
零細・中小企業は、自社の温室効果ガス排出量の把握や適切な情報の入手、十分な人材確保、クラ
イメート・フレンドリーな設備への投資資金確保に苦しんでいる状況にあり、最も根本的な課題は、
正確でタイムリーな情報を入手できないことである。第 の課題は、金融エコシステムのサステナ
ブル・ファイナンスの枠組みは零細・中小企業に対してうまく機能していないことである。零細・
中小企業の場合、利用コストが高く、デュー・デリジェンスの実施が難しく、採算の取れるかたち
で資金調達することが困難である。第 の課題は、零細・中小企業の側に、どうやって自社の事業
のトランジションを図るかという認識が欠如していることである。最後の課題は、零細・中小企業
は規模が小さいゆえに取引コストが割高になるということである。

それぞれの市場の規模と成熟度によって異なる制約に直面しているにもかかわらず、さまざまな
新興国・地域が、サステナブル・ファイナンス枠組みの構築とその主流化や従来型ファイナンスへ
の統合を順調に進めてきた。 つの手段がこの進歩を可能にした。 つは、零細・中小企業や低所得
層のニーズに合ったタクソノミーの開発である。比較的単純でわかりやすいものから始めて、後に
業種を追加し、より高度なものにした。もう つは、零細・中小企業、ジェンダー、包摂性といった
重要な要素を盛り込んだサステナブル・ファイナンス・ロードマップの策定である。

新興国・地域の経験は、課題解決の効果が実証されてきたソリューションに関するヒントも提供
している。例えば、（ ）リスクを軽減させるための革新的な手法を用いる、あるいは、サプライ
チェーンのグリーン化に取り組んでいる民間企業との共同投資を実現する、（ ）炭素排出量の測定
と炭素クレジットの算定を行うためのデジタル・ツールを導入して、これをインセンティブとして
金融への優先的アクセスに活用する、（ ）さまざまなリスク特性を有する（銀行、マイクロファイ
ナンス機関、資本市場の投資家、フィンテック企業、開発金融機関、政府などの）多様な資金を
集結させて、零細・中小企業のトランジションを促すために、複合的な解決策を提供する、などで
ある。

提言3－C：
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を協力

して設計し、成功体験を共有し、規模拡大に向けた戦略を策定すべく、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 が構築することを提言する。ここでは、零細・中小企業に
適したタクソノミーの策定や持続可能性、零細・中小企業、ジェンダー、包摂性を網羅したロード
マップの策定、さらには、デジタル・ツールや革新的な金融商品の活用などが検討されよう。この
取り組みは、国際機関の専門的知見や 財務大臣プロセスですでに実施している政策イニシア
ティブの活用も視野に入れることができよう。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、
、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 の共催により、 タイ、タイ銀行協会、タイ中小

企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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IV．包摂的なデジタル金融を実現するエコシステムの構築

アジア太平洋地域における相互運用可能なオープン・データ・システムの開発促進

オープン・データとは、欧州連合（ ）の決済サービス指令第 版（ ：
）により欧州およびその他の一部の市場で導入されたコンセプトであり、オープン･バン

キングの拡張版である。従来のオープン・バンキングは、銀行が利用許諾された消費者のデータを
第三者サービス事業者に提供する、情報が一方向に流れる仕組みである。これに対し、オープン・
データでは、市場参加者間で情報が多方向にやりとりされる。オープン・データ・エコシステムの
中心にいるのは個々の消費者であり、各自が自身のデータを完全にコントロールし、デジタル･チャ
ネルを使う多種多様なサービスを使いやすくするためにデータ共有を許可することができる。

オープン・データ・システムは、適切に設計されれば、競争を生み出し、イノベーションの強化
につながる可能性がある。消費者はより優れたサービスを享受でき、フィンテック企業が銀行や
その他のサービス事業者と協働するエコシステムが生み出され得る。デジタル化とアクセス向上に
よって、オープン・データは金融サービスの利用拡大を支援する。インターネットへのアクセスが
改善し、デジタルと金融に関する知識が普及し、消費者が適切に保護されれば、新興国における
金融包摂を促すことができる。

つの要素がオープン・データ・エコシステム実現の鍵を握っている。第 は、異なる規制目的
を有する多くの当局間の協力とシナジーを確保するための政府全体での取り組みである。これは、
市場参加者のコンプライアンスの負担とコストを軽減するうえでも、国境を越えた相互運用可能性
の実現に向けた基盤を築くうえでも、重要である。第 は、世界規模で一貫性を強化して、企業が
技術や知識、経験を共有できるようにするために、オープン・データの基本的な構成要素の基準
承認とその調和のレベルである。、第 は、デジタル世界へのアクセスやリテラシーが不十分である
など、新興国・地域が直面するオープン・データ・エコシステムへの参加効果を高める上で課題に
対処する必要性の高まりである。第 は、企業がより大きな便益を消費者に提供できるようにする
ために、オープン・データの商業的側面に配慮した導入方法を採用することである。

アジア太平洋地域がオープン・データ・システムの恩恵を享受するためには、消費者の利益の
ために顧客情報を共有することについて、政府は関係省庁および民間機関に調和のとれた指針を示
す必要がある。これには、必要なインフラ整備を進める上で、また、法律、技術、運営上の重要な
問題を解決する上での共通基準に関する合意が含まれる。情報が自由に、信頼性を持って、安全に、
国・地域内で、そして最終的には国境を越えて、共有される世界の実現を促すためには、プライバ
シー、データ主権、個人の権利などに関する原則が統一性と一貫性をもって確立される必要がある。
世界経済におけるこの地域の重要性を踏まえると、 には、オープン・データについて域内
各国・地域間で共通の基準を策定し、基本的な実施方法を調和させ、最終的にはグローバル・エコ
システムの構築に向けて、決済サービス指令第 版（ ）を進めつつある欧州と調和を図る
うえで果たし得る潜在的な役割がある。

零細・中小企業のグリーン化を進めるうえで、金融機関はさまざまな困難な課題に直面している。
零細・中小企業は、自社の温室効果ガス排出量の把握や適切な情報の入手、十分な人材確保、クラ
イメート・フレンドリーな設備への投資資金確保に苦しんでいる状況にあり、最も根本的な課題は、
正確でタイムリーな情報を入手できないことである。第 の課題は、金融エコシステムのサステナ
ブル・ファイナンスの枠組みは零細・中小企業に対してうまく機能していないことである。零細・
中小企業の場合、利用コストが高く、デュー・デリジェンスの実施が難しく、採算の取れるかたち
で資金調達することが困難である。第 の課題は、零細・中小企業の側に、どうやって自社の事業
のトランジションを図るかという認識が欠如していることである。最後の課題は、零細・中小企業
は規模が小さいゆえに取引コストが割高になるということである。

それぞれの市場の規模と成熟度によって異なる制約に直面しているにもかかわらず、さまざまな
新興国・地域が、サステナブル・ファイナンス枠組みの構築とその主流化や従来型ファイナンスへ
の統合を順調に進めてきた。 つの手段がこの進歩を可能にした。 つは、零細・中小企業や低所得
層のニーズに合ったタクソノミーの開発である。比較的単純でわかりやすいものから始めて、後に
業種を追加し、より高度なものにした。もう つは、零細・中小企業、ジェンダー、包摂性といった
重要な要素を盛り込んだサステナブル・ファイナンス・ロードマップの策定である。

新興国・地域の経験は、課題解決の効果が実証されてきたソリューションに関するヒントも提供
している。例えば、（ ）リスクを軽減させるための革新的な手法を用いる、あるいは、サプライ
チェーンのグリーン化に取り組んでいる民間企業との共同投資を実現する、（ ）炭素排出量の測定
と炭素クレジットの算定を行うためのデジタル・ツールを導入して、これをインセンティブとして
金融への優先的アクセスに活用する、（ ）さまざまなリスク特性を有する（銀行、マイクロファイ
ナンス機関、資本市場の投資家、フィンテック企業、開発金融機関、政府などの）多様な資金を
集結させて、零細・中小企業のトランジションを促すために、複合的な解決策を提供する、などで
ある。

提言3－C：
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を協力

して設計し、成功体験を共有し、規模拡大に向けた戦略を策定すべく、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 が構築することを提言する。ここでは、零細・中小企業に
適したタクソノミーの策定や持続可能性、零細・中小企業、ジェンダー、包摂性を網羅したロード
マップの策定、さらには、デジタル・ツールや革新的な金融商品の活用などが検討されよう。この
取り組みは、国際機関の専門的知見や 財務大臣プロセスですでに実施している政策イニシア
ティブの活用も視野に入れることができよう。

詳細については、“ ”（ 年 月 、 日、
、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 の共催により、 タイ、タイ銀行協会、タイ中小

企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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また、中央銀行デジタル通貨（ ： ）によって、国境をまたぐ
決済をより迅速に、より効率的に、零細・中小企業にとってより有利な条件で行えるようになると
いう希望もある。 については、今後、さまざまな問題を慎重に検討する必要があり、規制
当局や政策立案者はこれらの問題に十分配慮すべきである。また、各国・地域の政府と は、
責任あるデータ共有における協力を促すオープン・エコシステムの構築を目指し、短期的な解決策
とはなり得るものの、長期的には競争や継続的イノベーションを制約するおそれのあるデータの
サイロ化への支援から距離を置くべきである。概して言えば、政策立案者は信頼できるオープン・
データ・エコシステムの核となる基盤の構築に注力し、その基盤の上で民間部門が新たなイノベー
ションを生み出せるようにすべきである。

貿易のほうがサプライチェーンファイナンスより規模が大きいことを考えると、金融当局は、
物流、契約、決済、税関のシステムがデジタル化され次第すぐに相互運用できるよう、関係当局と
調整する必要がある。これは、 が域内各国･地域の取り組みを促し、支援するためのプラット
フォームとなり得る分野である。こうしたシステムをすべて網羅する単一の共通基準はおそらく
必ずしも必要ではないが、零細・中小企業が市場と資金にアクセスしやすくするためには、信頼性
が高く責任あるかたちでデータをシステム間で共有するためのインフラが不可欠である。

提言4－B：
以下について、域内各国・地域の官民両部門の関係者と国際機関に 財務大臣が協力を促す

ことを提言する。
⚫ 資金や技術ソリューションを提供する市場参加者その他のステークホルダーと協力して、域内の
すべての国・地域における電子インボイスの導入とその使用を支えるインフラの構築を推進する。

⚫ 適切なデジタル･ガバナンスの整備や、信頼性の高いデジタル とオンライン本人確認、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、デジタル化された取引と業務
のための相互運用可能な決済システムなど、デジタル経済におけるインフラを支える重要な柱と
なる技術の開発促進に向けた域内各国・地域の取り組みを支援する。

⚫ 域内各国・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可能性を高める
べく、 域内で地域協力を促す。具体的には、相互運用可能な電子インボイスの基準の策定
ならびに電子文書の利用や域内各国・地域の市場インフラをつなぐ取引清算機関（ビジネス・
クリアリング・ハウス）のような仕組みに関する法的枠組みの構築に共同で取り組む。

効果的かつ相互運用可能な中央銀行デジタル通貨の開発推進

中央銀行デジタル通貨（ ： ）とは、新たな形態の中央銀行の
帳簿上の負債であり、通常、ある国・地域の通貨単位で表示され、その通貨の紙幣や硬貨と等価で

詳細については、“ ”（ 年 月 、
日、 、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 金融インフラ開発ネットワークの共催により、

タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

提言4-A：
オープン・データ・システムの構築、各国・地域内規制と整合性のある基準の開発、 域内

全域で適用されるオープン・データの共通原則を策定するために、金融業界、国際機関、公的部門
の関係者の協力を促すことを 財務大臣に提言する。その第一歩として、優先的に標準化を
進めるべきユースケース（相互運用可能なデジタル システムや銀行口座・取引に関する情報など）
と域内各国・地域で基準の導入を促す方法を主催者が特定すべきである。

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の構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、これまでに起きたあらゆる重大な危機がそうで
あったように、零細・中小企業に大きな影響を及ぼしたが、その一方で、デジタル化が事業プロセス
にもたらし得る強力なインパクトにも光をあてた。パンデミックが発生して対面での取引ができな
くなった場合でも、零細・中小企業が事業活動を継続できるすべを提供するだけでなく、デジタル・
プロセスは自動化を可能にし、コスト削減と資金アクセスの拡大につながり得るデータ・フローを
生み出す。貿易を支えてきた従来型のシステムや貿易金融が零細・中小企業には使いにくいもので
あることは今般のパンデミックが起きる前からわかっていたとしても、新型コロナウイルス感染症
は、これらが時代遅れであるという事実を明らかにする役割を果たした。

デジタル化の力が発揮され、潜在的な可能性が特に高い分野は、貿易金融やサプライチェーン
ファイナンスである。これらの分野では、データが普及するほど、可視性が高まり、より適切な
リスク管理ができるようになる。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のが不可能ではないにしても非常に
困難だった零細・中小企業の金融へのアクセスをデジタル化は可能にしつつある。今日、自動化に
よって与信の事務コストを抑制できるようになり、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 、オンライン本人確認（ ： ）
の開発を促すことは、適切なデジタル・ガバナンスの整備、デジタル署名を含む異なるバージョン
のデジタル契約書の受け入れ、そして不必要な紙媒体の文書作成を可能な限り撤廃するとともに、
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。デジタル・データを基盤とし、
国・地域内および国境をまたぐサプライチェーンに従事している小規模企業を対象に魅力的な条件
の資金調達機会を生み出すようなプラットフォームを構築する複数の取り組みが政府支援のもとに
進められている。分散型台帳技術は、各国・地域がそれぞれの貿易管理システムを維持したまま、
国境を跨ぐ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になるよう
な、透明性が高く、信頼できるシステムを提供する。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 、アジア新興決済協会、 銀行協会、 の共催により、アジア新興決済協会が運営
したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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また、中央銀行デジタル通貨（ ： ）によって、国境をまたぐ
決済をより迅速に、より効率的に、零細・中小企業にとってより有利な条件で行えるようになると
いう希望もある。 については、今後、さまざまな問題を慎重に検討する必要があり、規制
当局や政策立案者はこれらの問題に十分配慮すべきである。また、各国・地域の政府と は、
責任あるデータ共有における協力を促すオープン・エコシステムの構築を目指し、短期的な解決策
とはなり得るものの、長期的には競争や継続的イノベーションを制約するおそれのあるデータの
サイロ化への支援から距離を置くべきである。概して言えば、政策立案者は信頼できるオープン・
データ・エコシステムの核となる基盤の構築に注力し、その基盤の上で民間部門が新たなイノベー
ションを生み出せるようにすべきである。

貿易のほうがサプライチェーンファイナンスより規模が大きいことを考えると、金融当局は、
物流、契約、決済、税関のシステムがデジタル化され次第すぐに相互運用できるよう、関係当局と
調整する必要がある。これは、 が域内各国･地域の取り組みを促し、支援するためのプラット
フォームとなり得る分野である。こうしたシステムをすべて網羅する単一の共通基準はおそらく
必ずしも必要ではないが、零細・中小企業が市場と資金にアクセスしやすくするためには、信頼性
が高く責任あるかたちでデータをシステム間で共有するためのインフラが不可欠である。

提言4－B：
以下について、域内各国・地域の官民両部門の関係者と国際機関に 財務大臣が協力を促す

ことを提言する。
⚫ 資金や技術ソリューションを提供する市場参加者その他のステークホルダーと協力して、域内の
すべての国・地域における電子インボイスの導入とその使用を支えるインフラの構築を推進する。

⚫ 適切なデジタル･ガバナンスの整備や、信頼性の高いデジタル とオンライン本人確認、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、デジタル化された取引と業務
のための相互運用可能な決済システムなど、デジタル経済におけるインフラを支える重要な柱と
なる技術の開発促進に向けた域内各国・地域の取り組みを支援する。

⚫ 域内各国・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可能性を高める
べく、 域内で地域協力を促す。具体的には、相互運用可能な電子インボイスの基準の策定
ならびに電子文書の利用や域内各国・地域の市場インフラをつなぐ取引清算機関（ビジネス・
クリアリング・ハウス）のような仕組みに関する法的枠組みの構築に共同で取り組む。

効果的かつ相互運用可能な中央銀行デジタル通貨の開発推進

中央銀行デジタル通貨（ ： ）とは、新たな形態の中央銀行の
帳簿上の負債であり、通常、ある国・地域の通貨単位で表示され、その通貨の紙幣や硬貨と等価で

詳細については、“ ”（ 年 月 、
日、 、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 金融インフラ開発ネットワークの共催により、

タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営したラウンドテーブルの報告書）を参照。

提言4-A：
オープン・データ・システムの構築、各国・地域内規制と整合性のある基準の開発、 域内

全域で適用されるオープン・データの共通原則を策定するために、金融業界、国際機関、公的部門
の関係者の協力を促すことを 財務大臣に提言する。その第一歩として、優先的に標準化を
進めるべきユースケース（相互運用可能なデジタル システムや銀行口座・取引に関する情報など）
と域内各国・地域で基準の導入を促す方法を主催者が特定すべきである。

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の構築

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、これまでに起きたあらゆる重大な危機がそうで
あったように、零細・中小企業に大きな影響を及ぼしたが、その一方で、デジタル化が事業プロセス
にもたらし得る強力なインパクトにも光をあてた。パンデミックが発生して対面での取引ができな
くなった場合でも、零細・中小企業が事業活動を継続できるすべを提供するだけでなく、デジタル・
プロセスは自動化を可能にし、コスト削減と資金アクセスの拡大につながり得るデータ・フローを
生み出す。貿易を支えてきた従来型のシステムや貿易金融が零細・中小企業には使いにくいもので
あることは今般のパンデミックが起きる前からわかっていたとしても、新型コロナウイルス感染症
は、これらが時代遅れであるという事実を明らかにする役割を果たした。

デジタル化の力が発揮され、潜在的な可能性が特に高い分野は、貿易金融やサプライチェーン
ファイナンスである。これらの分野では、データが普及するほど、可視性が高まり、より適切な
リスク管理ができるようになる。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のが不可能ではないにしても非常に
困難だった零細・中小企業の金融へのアクセスをデジタル化は可能にしつつある。今日、自動化に
よって与信の事務コストを抑制できるようになり、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 、オンライン本人確認（ ： ）
の開発を促すことは、適切なデジタル・ガバナンスの整備、デジタル署名を含む異なるバージョン
のデジタル契約書の受け入れ、そして不必要な紙媒体の文書作成を可能な限り撤廃するとともに、
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。デジタル・データを基盤とし、
国・地域内および国境をまたぐサプライチェーンに従事している小規模企業を対象に魅力的な条件
の資金調達機会を生み出すようなプラットフォームを構築する複数の取り組みが政府支援のもとに
進められている。分散型台帳技術は、各国・地域がそれぞれの貿易管理システムを維持したまま、
国境を跨ぐ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になるよう
な、透明性が高く、信頼できるシステムを提供する。

詳細については、“ ”
（ 年 月 、 日、 、アジア新興決済協会、 銀行協会、 の共催により、アジア新興決済協会が運営
したラウンドテーブルの報告書）を参照。
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リテール型 は金融包摂につながる大きな可能性がある。しかし、数々の重要な問題に
ついて、政策立案者や規制当局が十分に理解しているとは言えない状況が続いている。問題として
挙げられるのは、例えば、どういう設計上の特性が金融包摂の推進に最も役立ち、そうした特性を
確立された規制枠組みや法的枠組みのもとでどう取り扱うかということ、リテール型 は
中央銀行が現在実施している金融包摂に向けた取り組みを補完するかどうかということ、リテール
型 を国際送金に用いることは法律・規制上どういう意味を持つかということ、代替技術
ソリューションに比べた場合、リテール型 はどれほど効率的かということ、銀行システムの
仲介機能にどういうリスクが伴うかということ、である。こうした問題に関する理解が深まるよう
になれば、効率的かつ相互運用可能なリテール型 の設計に向けた域内各国・地域の取り組み
を支援することになるだろう。

提言4－C：
官民両部門の関係者が能力構築に着手するとともに、ホールセール型 の開発に向けた

域内各国・地域の取り組みの指針となり、デジタル通貨開発に伴う重要な課題に対処するための
共通ガイドラインの策定に協力して取り組むよう、 財務大臣が奨励することを提言する。

提言4－D：
財務大臣として、中央銀行デジタル通貨の設計と試験に携わっている中央銀行の専門家を

中心に、域内各国・地域の関係者に対し、以下を行うために民間部門や多国間機関の専門家と協議
するよう奨励することを提言する。
（ ）リテール型 のどの特性が金融包摂に最も効果的かを検討
（ ）デジタル金融包摂を実現するために満たすべき前提条件を特定
（ ）リテール型 の導入に伴うリスクとそのリスクを最も適切に管理する方法を特定

結論
アジア太平洋各国・地域は現在、新型コロナウイルス感染症パンデミックがもたらしたさまざま

な経済的影響に直面している。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、地政学的対立がインフレをさらに悪化させ
ている。新興国・地域は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り、非常に困難な
課題に直面している。資本流出を招きかねない金利の上昇、先進国・地域経済の減速、主要輸出先
市場の成長鈍化、エネルギー価格の高騰など、さまざまな外部要因が新興国・地域に重くのしか
かっている。グローバル不均衡が拡大し、通貨市場が混乱に陥り、長期停滞（ ）
の傾向が続き、地域経済統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

詳細については、“ –
”を参照。

詳細については、“
”（アジア開発銀行がアジア開発銀行研究所と の協力のもとに作成）を参照。

交換できる。 は、中央銀行の準備預金・当座預金残高を使って大口資金決済や金融政策を
実施する場合（ホールセール型）と中央銀行の負債として計上されている現金を一般に利用される
場合（リテール型）という つの明確なユースケースを想定して考案されてきた 。世界の中央
銀行の大半が、自らの国・地域内で使用するリテール型 を中心に、積極的に検討している。
しかし、最近の調査では、デジタル通貨を設計するにあたり、国境を越えた相互運用可能性を考慮
する中央銀行が増えていることが示されている。リテール型 は、貿易や外国送金といった
国境をまたぐ決済など、さまざまな政策目標の達成に寄与する可能性がある。リテール型に関する
取り組みは、ホールセール型に先行し、開発の初期段階にあることが各種年次調査で明らかになって
いる。ホールセール型 の発行を今後 年以内に計画している中央銀行は全体の ％未満、
年以内でも約 ％のみである。ホールセール型への関心は主に、国境をまたぐ決済における恩恵

に向けられる傾向にある。

同時に、多くの国・地域で、トークン化した証券の受け渡しを行うアトミック決済と中央銀行に
おける決済へのアクセス拡大を中心に、ホールセール型 の国・地域内での使用が模索されて
きた。しかし、国・地域それぞれの内部プロジェクトのほとんどにおいて、分散型台帳技術（ ：

）をベースとした、国・地域のそれぞれの内部での使用を想定した
ホールセール型 は説得力に欠けることがわかった。その理由は、一元管理型の即時グロス
決済システム（ ： ）への階層的アクセスの効率性や規制面および
技術面における証券保管機関と決済の結びつきにある。その一方で、国際的に一元管理された

台帳は存在しないことを踏まえると、 を使った国際向けのホールセール型 は、
スムーズな決済の妨げとなっている要素を軽減する可能性がある。その結果として生じるコルレス
銀行間の一連の取引は、さまざまなリスクや費用、例外をもたらす。数々のクロスボーダー・ホー
ルセール型 のモデルやモデル間の相互運用可能なものへの統合については、スムーズな国際
決済の妨げとなっている要因の軽減に向けて が果たし得る役割も含めて検討されている。
しかし、 などによって、国境をまたぐ資金の流れを容易にすれば、特にガバナンスに関して、
新たなリスクと複雑さをもたらすことになる。

ホールセール型 を開発しようとすると、それがいかなる取り組みであろうと、多くの複雑な
問題が待ち構えており、それには、国・地域内外の金融政策、プライバシー、技術的基盤、異なる
目標、分散とガバナンスのモデル、先進国・地域市場と新興国・地域市場、法的枠組みなどが含ま
れる。そのため、合意に基づく共通原則の策定が、相互運用可能なホールセール型 の開発に
向けた域内各国・地域の取り組みを支援するために必要であるとの議論もある。この諸原則は、
ホールセール型 の導入に関して国・地域によって異なる目標の橋渡しをするとともに、用語
や目的を明確に示すものであるべきである 。

ホールセール債務についてはすでにデジタル化されており、通常、中央銀行の一元管理型台帳で即時グロス決済（ ）処理される。
中央銀行のホールセール債務はすでにデジタル化されているので、ホールセール型 という場合、一般的に、分散型台帳技術を
使って発行・取引された債務のことを指す。リテール型 は現在デジタル化されておらず、台帳のインフラは モデルにな
るかもしれないし、分散型台帳技術モデルになるかもしれない。
例えば、デジタル資産や暗号資産の定義やリテール型とホールセール型両方の の導入のさまざまな留意事項（相互運用可能性
とシステムの統一、民間部門の役割、プライバシー基準とセキュリティ基準、 （ ） （

）および制裁に関する要件の遵守、アクセスに関する実行可能性確保と包摂性、既存決済方法との競合と共存、
民間の信用創造への影響など）が含まれ得る。

114 2022 年 APEC首脳への提言

●参考文書　APEC閣僚への書簡



リテール型 は金融包摂につながる大きな可能性がある。しかし、数々の重要な問題に
ついて、政策立案者や規制当局が十分に理解しているとは言えない状況が続いている。問題として
挙げられるのは、例えば、どういう設計上の特性が金融包摂の推進に最も役立ち、そうした特性を
確立された規制枠組みや法的枠組みのもとでどう取り扱うかということ、リテール型 は
中央銀行が現在実施している金融包摂に向けた取り組みを補完するかどうかということ、リテール
型 を国際送金に用いることは法律・規制上どういう意味を持つかということ、代替技術
ソリューションに比べた場合、リテール型 はどれほど効率的かということ、銀行システムの
仲介機能にどういうリスクが伴うかということ、である。こうした問題に関する理解が深まるよう
になれば、効率的かつ相互運用可能なリテール型 の設計に向けた域内各国・地域の取り組み
を支援することになるだろう。

提言4－C：
官民両部門の関係者が能力構築に着手するとともに、ホールセール型 の開発に向けた

域内各国・地域の取り組みの指針となり、デジタル通貨開発に伴う重要な課題に対処するための
共通ガイドラインの策定に協力して取り組むよう、 財務大臣が奨励することを提言する。

提言4－D：
財務大臣として、中央銀行デジタル通貨の設計と試験に携わっている中央銀行の専門家を

中心に、域内各国・地域の関係者に対し、以下を行うために民間部門や多国間機関の専門家と協議
するよう奨励することを提言する。
（ ）リテール型 のどの特性が金融包摂に最も効果的かを検討
（ ）デジタル金融包摂を実現するために満たすべき前提条件を特定
（ ）リテール型 の導入に伴うリスクとそのリスクを最も適切に管理する方法を特定

結論
アジア太平洋各国・地域は現在、新型コロナウイルス感染症パンデミックがもたらしたさまざま

な経済的影響に直面している。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、地政学的対立がインフレをさらに悪化させ
ている。新興国・地域は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り、非常に困難な
課題に直面している。資本流出を招きかねない金利の上昇、先進国・地域経済の減速、主要輸出先
市場の成長鈍化、エネルギー価格の高騰など、さまざまな外部要因が新興国・地域に重くのしか
かっている。グローバル不均衡が拡大し、通貨市場が混乱に陥り、長期停滞（ ）
の傾向が続き、地域経済統合の深化を阻む新たな課題が顕在化するなか、リスクが増大している。

詳細については、“ –
”を参照。

詳細については、“
”（アジア開発銀行がアジア開発銀行研究所と の協力のもとに作成）を参照。

交換できる。 は、中央銀行の準備預金・当座預金残高を使って大口資金決済や金融政策を
実施する場合（ホールセール型）と中央銀行の負債として計上されている現金を一般に利用される
場合（リテール型）という つの明確なユースケースを想定して考案されてきた 。世界の中央
銀行の大半が、自らの国・地域内で使用するリテール型 を中心に、積極的に検討している。
しかし、最近の調査では、デジタル通貨を設計するにあたり、国境を越えた相互運用可能性を考慮
する中央銀行が増えていることが示されている。リテール型 は、貿易や外国送金といった
国境をまたぐ決済など、さまざまな政策目標の達成に寄与する可能性がある。リテール型に関する
取り組みは、ホールセール型に先行し、開発の初期段階にあることが各種年次調査で明らかになって
いる。ホールセール型 の発行を今後 年以内に計画している中央銀行は全体の ％未満、
年以内でも約 ％のみである。ホールセール型への関心は主に、国境をまたぐ決済における恩恵

に向けられる傾向にある。

同時に、多くの国・地域で、トークン化した証券の受け渡しを行うアトミック決済と中央銀行に
おける決済へのアクセス拡大を中心に、ホールセール型 の国・地域内での使用が模索されて
きた。しかし、国・地域それぞれの内部プロジェクトのほとんどにおいて、分散型台帳技術（ ：

）をベースとした、国・地域のそれぞれの内部での使用を想定した
ホールセール型 は説得力に欠けることがわかった。その理由は、一元管理型の即時グロス
決済システム（ ： ）への階層的アクセスの効率性や規制面および
技術面における証券保管機関と決済の結びつきにある。その一方で、国際的に一元管理された

台帳は存在しないことを踏まえると、 を使った国際向けのホールセール型 は、
スムーズな決済の妨げとなっている要素を軽減する可能性がある。その結果として生じるコルレス
銀行間の一連の取引は、さまざまなリスクや費用、例外をもたらす。数々のクロスボーダー・ホー
ルセール型 のモデルやモデル間の相互運用可能なものへの統合については、スムーズな国際
決済の妨げとなっている要因の軽減に向けて が果たし得る役割も含めて検討されている。
しかし、 などによって、国境をまたぐ資金の流れを容易にすれば、特にガバナンスに関して、
新たなリスクと複雑さをもたらすことになる。

ホールセール型 を開発しようとすると、それがいかなる取り組みであろうと、多くの複雑な
問題が待ち構えており、それには、国・地域内外の金融政策、プライバシー、技術的基盤、異なる
目標、分散とガバナンスのモデル、先進国・地域市場と新興国・地域市場、法的枠組みなどが含ま
れる。そのため、合意に基づく共通原則の策定が、相互運用可能なホールセール型 の開発に
向けた域内各国・地域の取り組みを支援するために必要であるとの議論もある。この諸原則は、
ホールセール型 の導入に関して国・地域によって異なる目標の橋渡しをするとともに、用語
や目的を明確に示すものであるべきである 。

ホールセール債務についてはすでにデジタル化されており、通常、中央銀行の一元管理型台帳で即時グロス決済（ ）処理される。
中央銀行のホールセール債務はすでにデジタル化されているので、ホールセール型 という場合、一般的に、分散型台帳技術を
使って発行・取引された債務のことを指す。リテール型 は現在デジタル化されておらず、台帳のインフラは モデルにな
るかもしれないし、分散型台帳技術モデルになるかもしれない。
例えば、デジタル資産や暗号資産の定義やリテール型とホールセール型両方の の導入のさまざまな留意事項（相互運用可能性
とシステムの統一、民間部門の役割、プライバシー基準とセキュリティ基準、 （ ） （

）および制裁に関する要件の遵守、アクセスに関する実行可能性確保と包摂性、既存決済方法との競合と共存、
民間の信用創造への影響など）が含まれ得る。

1152022 年 APEC首脳への提言

参考文書　APEC閣僚への書簡●



参考文献・資料

年 月 、 日開催。 ビジネス諮問委員会（ ： ）、太平洋経済協力会議（ ：
）による共催。 日本と大和総研が運営。

年 月 、 日開催。 と による共催。 日本と大和総研が運営。

’
年 月 、 日開催。 、ミュンヘン再保険（ ）、アジア太平洋金融フォーラム自然災害リスクファイナンス・保険ネット

ワーク（ ： ）による共催。 フィリピンと
が運営。

年 月 、 日開催。 、 サステナブル・ファイナンス推進ネットワーク（ ：
）、アジア太平洋インフラ･パートナーシップ（ ： ）、 、グローバル・インフラ

ストラクチャー・ハブ（ ： ）、持続可能なインフラ財団（ ： ）による共催。
が運営。

年 月 、 日開催。 と による共催。

年 月 、 日開催。 、 ファイナンス･フォーラム（ ）、タイ中小企業振興庁（ ：
）、 による共催。 タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営。

年 月 、 日開催。 、アジア新興決済協会（ ： ）、 銀行協会（ ：
’ ）、 金融市場インフラ・ネットワーク（ ： ）による共催。

アジア新興決済協会が運営。

年 月 、 日開催。 、 ファイナンス・フォーラム、タイ中小企業振興庁、 金融インフラ開発ネットワーク（
： ）による共催。 タイ、タイ銀行協会、タイ中小企業振興庁が運営。

–

アジア開発銀行（ ： ）がアジア開発銀行研究所（ ： ）および と協力
のもとに作成。

としては、インフレを固定化させないために物価安定を図ることと、地政学的対立に
よって、域内各国・地域と地域経済統合に向けた意欲にさらなる深刻な影響が及ばないようにする
ことが、目下の優先課題であると考えている。中長期的に、各国・地域の政府は財政再建を図り、
構造改革に向けた重要目標を達成すべく財政余力を革新的な方法で活用し、市場と民間部門の経済
発展への貢献を高める必要がある。将来のパンデミックに対する強靭性を構築し、持続可能なトラ
ンジションに要する資金を確保し、デジタル金融の実現を後押しするエコシステムを整備するため
に、構造改革をより重視する必要がある。

これらの目標のほとんどは、国・地域内および国・地域間、官民の協力なしには達成できない。
だからこそ、 は、今日われわれが直面している困難な課題を 地域が克服できるように
するために、協調行動をとることを要請する。アジア太平洋地域が、より力強く、包摂的かつ持続
可能で、バランスのとれた成長を遂げられるよう、 は引き続き、 参加国・地域の財務
大臣の皆様と協力していく所存である。
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地域金融業界を代表する民間企業および民間組織などが参加している。ABACのリーダーシップの下で、
アドバイザリー・グループは APEC 財務大臣プロセスの３つの官民協働イニシアティブであるアジア 
太平洋インフラ・パートナーシップ（APIP）、アジア太平洋金融インクルージョン・フォーラム（APFIF）、
アジア太平洋金融フォーラム（APFF）間の調整を行っている。アドバイザリー・グループは定期的な 
会合を実施するとともに、ABACのこれまでの政策提言に基づく活動状況の情報共有、ならびにかかる
活動を通じた新たな政策提言の立案を目的に、ABACへの報告を行っている。 

 
● AFS ＝ APEC Food System（APEC食料システム） 

ABACが 1998年に APEC首脳に提言。食料生産者、食品加工業者および消費者を効率的に結ぶ APEC
地域の活力ある食料システムを展望するもので、すべての消費者にとって長期にわたり手頃な価格で 
食料を入手可能にすること、食料部門が地域の持続可能な経済発展に貢献することが目的。そのために、
農村地域のインフラ整備、最新技術の普及、食料貿易の促進の 3 分野での協力を提言している。また、
2009年には食料需給逼迫、穀物価格の高騰を受け、食料の禁輸と輸出規制の禁止を求め、農村の貧困
の撲滅と食料生産性の向上により自由な食料貿易を実現することでより高度で徹底した食料安全保障 
体制を確立すると同時に、科学的に対処することで食料の安全も確保する新たな APEC 食料システム
を採択しており、これらの提言による貢献が実を結び、より実質的な形で ABAC を APEC の食料安全 
保障に関する取り組みに取り込むべく APEC PPFS（124ページ参照）が構成されることになった。 

 
● APEC ＝ Asia-Pacific Economic Cooperation（アジア太平洋経済協力） 
アジア太平洋地域の 21の国と地域（エコノミー）が参加する経済協力の枠組み。同地域の持続可能な
成長と繁栄に向けて、貿易・投資の自由化と円滑化や地域経済統合の推進、質の高い成長の実現、経済・
技術協力等の活動を実施。 
1989 年 11 月の第１回閣僚会議をもって発足し、1993 年以降は首脳会議を開催。「協調的・自主的な 
行動」（非拘束性・自主性）とコンセンサスに基づく協力、開かれた地域協力が大きな特色。アジア 
太平洋地域は世界人口の約 4割、貿易量の約 5割、GDPの約 6割を占める重要な地域。 

 
● APEC Capacity Building Needs Initiative（APEC能力構築ニーズ・イニシアティブ） 

FTAAP（132ページ参照）の最終的な実現を促進すべく、2012年から開始された自由貿易協定交渉の
特定トピックに参加するエコノミーを支援するための能力開発プログラム。2014 年の北京宣言で 
第 2次 CBNI枠組行動計画（2015～2017年）が承認・実行され、2017年には第 3次 CBNI枠組行動
計画（2018～2021年 ※新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、実施期間を延長）を策定し、現在
実施中。 

 
● APEC Connectivity Blueprint for 2015-2025（APEC連結性ブループリント） 

2013 年インドネシア APEC の首脳宣言において、連結性（物理的・制度的・人と人の三つの連結性）
に関する具体的な取り組みを示す「ブループリント」として作成することに合意。すでに取り組んでい
る連結性強化のための活動に加え、今後APECが取り上げるべき活動とその実行要領、目標、進捗確認
を組み込んだ行動計画「APEC連結性ブループリント」を 2014年中国 APECの首脳宣言にて承認。 
活動内容によって期間は異なるが 2015～2025年を実行期間として設定。 
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用語集 
【Ａ】 
● ABAC ＝ APEC Business Advisory Council（APECビジネス諮問委員会） 

APECに参加する 21の国･地域（エコノミー）のビジネス界の代表（各国・地域よりそれぞれ最大 3名）
で構成される、APEC 首脳に対する唯一の公式民間諮問団体。1995 年の APEC 大阪首脳会議にて、 
官民交流の必要性・重要性を考慮し設立が決定された。アジア太平洋地域における貿易・投資の枠組み
のあり方をビジネスの立場から提言し、首脳・閣僚に毎年政策提言を提出するとともに、直接対話を 
行う機会が ABACに与えられている。 

 
● ABAC's WTO-consistent Cross-Cutting Principles〔世界貿易機関（WTO）整合的な分野横断的
原則〕 
市場を開かれた競争力があるものに保ち、連結性を深め、保護主義の台頭に抵抗するために対策を講じ
ることは、今や地域社会の経済的健全性と繁栄にとってますます重要なものになっている。国境を越え
た商品とサービスの効率的な流れを阻害する既存の非関税障壁（NTBs）を削減・撤廃し、国境および
国内において新たな非関税障壁の出現を阻止することにより、ビジネス、消費者、地域社会、経済に 
恩恵がもたらされ、食品の安全性も高まる。2016年 11月に ABACが策定した「非関税措置（NTMs）
／非関税障壁NTBs）に関する世界貿易機関（WTO）整合的な分野横断的原則ービジネスの観点から」
は、非関税措置が非関税障壁に陥ることを避けるために、透明性の高い方法で専門的な助言を得たうえ
で措置を策定することを求めている。 

 
● ABTC ＝ APEC Business Travel Card（APECビジネス・トラベル・カード） 
商用目的で頻繁に APEC各国・地域の間を移動する必要のあるビジネス関係者を対象に、一定の条件の
下に公布されるカード。あらかじめ制度に参加する国・地域に事前審査を依頼し承認を受ければ、その
国・地域に渡航する際に、査証なしで、かつ、専用レーンを利用して円滑な入国審査を受けることがで
きる。現在正式に参加している国・地域は 19カ国・地域であるところ、米国・カナダの 2カ国は暫定
参加（専用レーンのみ利用可能、査証等は必要）となっている。ABAC の求めに応じ、2015 年 9 月 
以降の申請（日本は 2016年 4月以降の申請から有効）については有効期間が 5年となり、申請要件も
緩和されたところ、申請者数が急増した。現在もAPECのBusiness Mobility Group（BMG）でABTC
の改善が図られ、オンライン申請などについて検討されている。ABAC に対しても都度産業界からの 
インプットが期待されている。ABACにおいては日本とチリが取り組みのリード役を務めている。 

 
● ADB ＝ Asian Development Bank（アジア開発銀行） 
アジア太平洋地域を対象とするMultilateral Development Bank（国際開発金融機関）。極度の貧困撲滅
を図り、豊かで包摂的で、強靭かつ持続可能なアジア太平洋の実現を目指している。日本は設立以来、
最大の出資国として貢献している。 

 
● Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building（アドバイザリー・グループ） 

ABAC および太平洋経済協力会議により 2003 年に開始された非公式グループ。地域金融システムを 
強化・発展させることに関わる官民の機関や組織間のシナジーおよび協力を推進することを目的とし、
APEC 財務大臣の職務を支援している。ABAC 委員に加え、国際的な金融機関や開発銀行、公的機関、 
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● ABAC's WTO-consistent Cross-Cutting Principles〔世界貿易機関（WTO）整合的な分野横断的
原則〕 
市場を開かれた競争力があるものに保ち、連結性を深め、保護主義の台頭に抵抗するために対策を講じ
ることは、今や地域社会の経済的健全性と繁栄にとってますます重要なものになっている。国境を越え
た商品とサービスの効率的な流れを阻害する既存の非関税障壁（NTBs）を削減・撤廃し、国境および
国内において新たな非関税障壁の出現を阻止することにより、ビジネス、消費者、地域社会、経済に 
恩恵がもたらされ、食品の安全性も高まる。2016年 11月に ABACが策定した「非関税措置（NTMs）
／非関税障壁NTBs）に関する世界貿易機関（WTO）整合的な分野横断的原則ービジネスの観点から」
は、非関税措置が非関税障壁に陥ることを避けるために、透明性の高い方法で専門的な助言を得たうえ
で措置を策定することを求めている。 

 
● ABTC ＝ APEC Business Travel Card（APECビジネス・トラベル・カード） 
商用目的で頻繁に APEC各国・地域の間を移動する必要のあるビジネス関係者を対象に、一定の条件の
下に公布されるカード。あらかじめ制度に参加する国・地域に事前審査を依頼し承認を受ければ、その
国・地域に渡航する際に、査証なしで、かつ、専用レーンを利用して円滑な入国審査を受けることがで
きる。現在正式に参加している国・地域は 19カ国・地域であるところ、米国・カナダの 2カ国は暫定
参加（専用レーンのみ利用可能、査証等は必要）となっている。ABAC の求めに応じ、2015 年 9 月 
以降の申請（日本は 2016年 4月以降の申請から有効）については有効期間が 5年となり、申請要件も
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の改善が図られ、オンライン申請などについて検討されている。ABAC に対しても都度産業界からの 
インプットが期待されている。ABACにおいては日本とチリが取り組みのリード役を務めている。 

 
● ADB ＝ Asian Development Bank（アジア開発銀行） 
アジア太平洋地域を対象とするMultilateral Development Bank（国際開発金融機関）。極度の貧困撲滅
を図り、豊かで包摂的で、強靭かつ持続可能なアジア太平洋の実現を目指している。日本は設立以来、
最大の出資国として貢献している。 

 
● Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building（アドバイザリー・グループ） 

ABAC および太平洋経済協力会議により 2003 年に開始された非公式グループ。地域金融システムを 
強化・発展させることに関わる官民の機関や組織間のシナジーおよび協力を推進することを目的とし、
APEC 財務大臣の職務を支援している。ABAC 委員に加え、国際的な金融機関や開発銀行、公的機関、 
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貿易の円滑化、混乱の最小化に向けて、APEC参加国・地域が一致団結して取り組むことが緊要である。
なかでも、危機発生時に使用し得る「APEC緊急対応ガイドライン（APEC Guidelines for Emergencies）」
の策定を進めるべきと ABACは提言している。 
各国・地域が予め合意した物品リストならびにガイドラインやプロトコルを基に簡素化された様式と 
プロセスを用いて、海港と空港の両方で不可欠な医療用品やその他必需品の通関手続きを優先して迅速
に行うことを想定し、デジタル技術の活用ならびに製品規格認定プロセスの迅速化や柔軟化などを通じ
た貿易円滑化措置の具体的な改善も、貿易と市場の混乱を軽減するにあたって重要となると考えている。
そのためには、「必需品」の定義を盛り込んだ APEC緊急対応ガイドラインと緊急時の行政・通関手続
きの迅速化の指針を策定し、貿易円滑化措置の具体的な改善を行い、サプライチェーンの監視やデジタ
ルを活用した越境プロセスなどにデジタル技術を可能な限り活用し、緊急時には製品規格と適合性評価
に迅速かつ柔軟なアプローチを採用する必要がある。 

 
● APEC IEG ＝ Investment Experts’’ Group（APEC投資専門家会合） 

1994 年に設立された APEC 貿易・投資委員会（CTI）傘下の投資に関わる専門家会合。非拘束投資 
原則の策定から始まり、域内の自由で開かれた投資推進の役割、特に投資を増やす環境整備や透明性の
高い係争解決メカニズム、ビジネス規制の簡素化等の作業により APEC CTIを支援している。 
（「APEC／ABAC組織・相関図」22ページを参照） 

 
● APEC Index on Measuring the Regulatory Environment in Services Trade（サービス貿易の 
規制環境に関する APEC指標） 
ABACはAPECに対し、サービス貿易の規制環境に関するAPEC指標の迅速な開発を含め、ロードマップ
の実施を進めるよう要請している。同指標は、APEC参加国・地域に共通して見られる規制上の障壁を
業種レベルで特定するために、各国・地域におけるサービス貿易に対する規制を分析しようとするもの
である。この地域の域内のサービス貿易を妨げている障壁の削減・撤廃を目的とする指標が採用され、
実施されることを奨励している。 

 
● APEC Internet and Digital Economy Roadmap（AIDER ＝ APECインターネット及びデジタル
経済に関するロードマップ） 
2017年のベトナム APEC首脳会議で承認された文書。インターネットとデジタル経済がもたらす包摂
的な成長の利益を実現するための道筋が示されている。 
（本文より抜粋） 
AIDER は、メンバーエコノミー間の技術、政策の情報交換を促進し、革新的、包括的かつ持続可能な 
成長を促進し、デジタル格差解消を橋渡しするための主要分野、行動に関するガイダンスを提供する 
域内の枠組みである。 
 http://mddb.apec.org/Documents/2017/SOM/CSOM/17_csom_006.pdf 
なお、AIDERでは、APECエコノミーが注力すべき 11の主要分野（Key Focus Areas）を列挙している。 
（主要分野） ①デジタルインフラの拡大、②相互運用性の促進、③ブロードバンドアクセスの実現、 
     ④政府規制への総合的な枠組構築、⑤施策の一貫性と協力、⑥イノベーションと技術・ 
     サービスの推進、⑦信用と安全の増進、⑧国内法に留意しつつも自由なデータ移動を 
     実現、⑨基本となるデジタル法令の発展、⑩包摂性の増進、⑪電子商取引の利便性向上 
ABACは、同ロードマップが継続的に更新され、デジタル技術の進歩に伴う新たな展開についても盛り
込み可能であることを確認している。2018年パプアニューギニア首脳会議議長声明の附属書「デジタ 

 

 

● APEC Cross-Border E-commerce Facilitation Framework（APEC越境電子商取引円滑化枠組み） 
2017年APEC閣僚共同声明の附属書Ａ文書。 
 http://mddb.apec.org/Documents/2017/MM/AMM/17_amm_jms_anxa.pdf 
（附属書より抜粋） 
目的 
9．この枠組は、APEC域内における越境電子商取引の以下の促進を目指す。 
• 電子商取引における予測可能性、透明性、セキュリティ、公正な競争、一貫性を促進し、規制のエコ
システムを創出。 

• 越境電子商取引を促進するための情報通信技術インフラの開発促進。 
• グローバルな規模（特に中小企業）でのビジネスへの参加の奨励・促進。 
• 官民協力（消費者保護を含む）。 
• 地域の貿易、投資の円滑化に貢献し、ボゴール目標と 2020年以降のビジョンの達成を支援。 
なお、この文書に関連して、ABACは 2018年 8月、「国境を越えた電子商取引における新たな問題及び
分野横断的な問題への対処」の検討結果を APEC貿易・投資委員会（CTI）議長宛に提出している。 
 http://mddb.apec.org/Documents/2018/CTI/CTI3/18_cti3_065.pdf 

 
● APEC Disaster Risk Financing and Insurance（DRFI）Solutions Working Group（APEC自然
災害リスクファイナンス・保険ソリューション作業部会） 
APEC 参加国・地域の間で、災害リスクに対する財務強靱性を強化するアイデアとソリューションに 
ついて知見を共有するための作業部会。 

 
● APEC Food Security Roadmap Towards 2030（2030年に向けたAPEC食料安全保障ロードマップ） 

2020 年、APEC 首脳は APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 を承認し、全ての人々と未来の世代の 
繁栄のために、2040年までに、開かれた、ダイナミックで、強靭かつ平和なアジア太平洋共同体を実現
することを約束した。APEC Food Security Roadmap Towards 2030（2030 年に向けた APEC 食料 
安全保障ロードマップ）は、APECプトラジャヤ・ビジョン 2040に沿ったものであり、パンデミック
からの持続的かつ強靭な回復を生み出すために加盟国間の協力を促進する。 APEC Food Security 
Roadmap Towards 2030の原則は、これまでの APECの食料安全保障活動に基づいており、食料安全
保障担当大臣による 2010 年の「APEC 食料安全保障に関する新潟宣言」や「2020 年に向けた APEC
食料安全保障ロードマップ」も含まれる。食料安全保障に関する APEC の活動は、ABAC との協力に 
よる「APEC食料安全保障政策パートナーシップ（PPFS）」やAPECフォーラムおよびサブフォーラム
と連携して進められる。 
 

● APEC Framework for Trade and Investment in Renewable Energy（APEC再生可能エネルギー
分野の貿易・投資のための枠組み） 
2021 年 11 月の ABAC による「APEC 首脳への提言」で提唱された枠組み。再生可能エネルギーや 
低排出技術への投資とその導入を早める政策の策定を通じて、すべてのAPEC参加国･地域がカーボン･
ニュートラルとエネルギーレジリエンスを達成できるよう支援し、働きかける制度である。 

 
● APEC Guidelines for Emergencies（APEC緊急対応ガイドライン） 
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、さまざまな分野のサプライチェーンに混乱が生じる
と同時に、危機対応に欠かせない物品の貿易の必要性が高まっている。サプライチェーンの機能維持、 
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た貿易円滑化措置の具体的な改善も、貿易と市場の混乱を軽減するにあたって重要となると考えている。
そのためには、「必需品」の定義を盛り込んだ APEC緊急対応ガイドラインと緊急時の行政・通関手続
きの迅速化の指針を策定し、貿易円滑化措置の具体的な改善を行い、サプライチェーンの監視やデジタ
ルを活用した越境プロセスなどにデジタル技術を可能な限り活用し、緊急時には製品規格と適合性評価
に迅速かつ柔軟なアプローチを採用する必要がある。 

 
● APEC IEG ＝ Investment Experts’’ Group（APEC投資専門家会合） 

1994 年に設立された APEC 貿易・投資委員会（CTI）傘下の投資に関わる専門家会合。非拘束投資 
原則の策定から始まり、域内の自由で開かれた投資推進の役割、特に投資を増やす環境整備や透明性の
高い係争解決メカニズム、ビジネス規制の簡素化等の作業により APEC CTIを支援している。 
（「APEC／ABAC組織・相関図」22ページを参照） 

 
● APEC Index on Measuring the Regulatory Environment in Services Trade（サービス貿易の 
規制環境に関する APEC指標） 
ABACはAPECに対し、サービス貿易の規制環境に関するAPEC指標の迅速な開発を含め、ロードマップ
の実施を進めるよう要請している。同指標は、APEC参加国・地域に共通して見られる規制上の障壁を
業種レベルで特定するために、各国・地域におけるサービス貿易に対する規制を分析しようとするもの
である。この地域の域内のサービス貿易を妨げている障壁の削減・撤廃を目的とする指標が採用され、
実施されることを奨励している。 

 
● APEC Internet and Digital Economy Roadmap（AIDER ＝ APECインターネット及びデジタル
経済に関するロードマップ） 
2017年のベトナム APEC首脳会議で承認された文書。インターネットとデジタル経済がもたらす包摂
的な成長の利益を実現するための道筋が示されている。 
（本文より抜粋） 
AIDER は、メンバーエコノミー間の技術、政策の情報交換を促進し、革新的、包括的かつ持続可能な 
成長を促進し、デジタル格差解消を橋渡しするための主要分野、行動に関するガイダンスを提供する 
域内の枠組みである。 
 http://mddb.apec.org/Documents/2017/SOM/CSOM/17_csom_006.pdf 
なお、AIDERでは、APECエコノミーが注力すべき 11の主要分野（Key Focus Areas）を列挙している。 
（主要分野） ①デジタルインフラの拡大、②相互運用性の促進、③ブロードバンドアクセスの実現、 
     ④政府規制への総合的な枠組構築、⑤施策の一貫性と協力、⑥イノベーションと技術・ 
     サービスの推進、⑦信用と安全の増進、⑧国内法に留意しつつも自由なデータ移動を 
     実現、⑨基本となるデジタル法令の発展、⑩包摂性の増進、⑪電子商取引の利便性向上 
ABACは、同ロードマップが継続的に更新され、デジタル技術の進歩に伴う新たな展開についても盛り
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と連携して進められる。 
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組織であり、商業化、イノベーション能力の促進およびメンバーエコノミー間のイノベーション協力を
促進する取り組みを実施。2025年までに「PPSTI戦略計画 2016-2025（PPSTI Strategic Plan 2016-
2025）」に基づく APEC域内の革新的な経済成長の達成を目指す。 

 
● APEC Privacy Framework（APECプライバシー・フレームワーク） 

APEC におけるパーソナルデータの保護の原則を定める枠組。2004 年に APEC 貿易・投資委員会 
（CTI：Committee on Trade and Investment）傘下の電子商取引運営グループ（ECSG：Electronic 
Commerce Steering Group）が取りまとめ、同年 11月に APEC閣僚会議で承認された。2013年版の
OECD ガイドラインで導入された概念に基づき、APEC 地域の法的特性と背景を考慮し、2015 年に 
改版された。 

 
● APEC PSU ＝ APEC Policy Support Unit（APEC政策支援ユニット） 

APEC における議論や意志決定能力を向上させるため、2008 年に APEC 事務局内に設置された組織。
政策提言や評価、調査研究、各種プロジェクトを実施し、APECのシンクタンク的役割を持つ。 
詳細情報については以下 APEC事務局作成年次報告書を参照。 
 https://www.apec.org/publications/2022/08/2021-psu-annual-report 

 
● APEC Putrajaya Vision 2040（APECプトラジャヤ・ビジョン 2040） 

1994年に決定され、「2020年までに自由で開かれた貿易・投資という目標を達成する」ことを掲げた
「ボゴール目標」後の APEC の方向性を示す文書。2020 年マレーシアで開催された首脳会議で採択 
された。 
「全ての人々と未来の世代の繁栄のために、2040 年までに、開かれた、ダイナミックで、強靭かつ 
平和なアジア太平洋共同体とすること」を、①貿易・投資、②イノベーションとデジタル化、③力強く、
均衡ある、安全で、持続可能かつ包摂的な成長、の 3つの経済的推進力により実現することを目指して
いる。 

 
● APEC RIAG ＝ APEC Regional Investment Analytical Group（APEC地域投資分析グループ） 
地域投資分析グループは ABAC 主導の投資計測の専門家集団。定量的指標や投資パフォーマンス計測
手法の使用を奨励し、APECの国・地域で指標活用を定着させようとするもので、この意見をAPEC IEG
に定期的に報告することを計画している。 

 
● APEC Roadmap for a New Financial Services Data Ecosystem（新たな金融サービスデータ・
エコシステム構築に向けた APECロードマップ） 
新たな金融技術の活用にあたって前提となる金融データの越境利活用、ならびに個人情報保護について、
各国･地域が態勢整備を進めるに際し参考となるガイダンスを APFFが作成した。同ロードマップでは、
政策や実務が満たすべき必要最低限の要件として定められている現行の基準と、今後策定すべき基準を
示すとともに、各法管轄区域内で、あるいは複数の法域管轄区域にまたがって、より広範なデータを 
収集・保管・共有・利用できるような、一貫性があり十分に調整されたエコシステムを推進するために、
政策立案者と規制当局者と業界がとるべき行動を提示。また、拡大する越境データ・フローと整合の 
とれた方法でデータの機密性を確保し、データセキュリティを推進する方法についても視点を提供する。 
 https://www2.abaconline.org/assets/2018/AGFSCB_Key_Documents/Attachment_A_An_APEC_Roadmap_for_a

_New_Financial_Services_Data_Ecosystem.pdf 
 

 

ル経済に関する APEC 行動アジェンダ」において、本ロードマップの実現に向け、デジタル経済運営 
グループ（DESG）が新たに設立され、2020年 11月、AIDERに基づくワークプログラムが策定された。
今後、デジタル経済に関する議論の更なる加速が期待される。 

 
● APEC Investment Facilitation Action Plan（IFAP=APEC投資円滑化行動計画） 

2008年 6月の貿易担当大臣会合（MRT）で合意した、円滑な投資を実現するための行動計画。8つの
原則（※）に基づき、政府の役割と産業界に与える影響を列挙した。この原則に基づき、具体的な政策
措置、実施中のプロジェクトが列挙され、最初の三カ年計画（2008～2010年）として 3つの優先テーマ
が選択され、その後 2009年に 15の優先行動項目を策定し IFAPを履行。2011年には 2012～2014年、
2015 年に 2016 年までを実施期間として優先事項が採択された後、2018 年 8 月、従来の実施形式を 
踏襲した上で新たな優先テーマを選択し IFAP IVの開始が決定された。2019年 2月には、①投資環境
の安定性、資産の保障、投資保護の強化、②投資関連政策の予測可能性、一貫性の向上、③ステークホ
ルダーとの建設的関係の構築が優先課題として決定された。2020年 11月、IFAP Vに向けた作業計画
に合意。今後、同作業計画に基づき、IFAPの今日的な意義を検討しつつ 2021～2022年における優先
事項が決定される見通し。 
（※）①投資関連政策の形成・運用時のアクセシビリティ、透明性の推進、②投資環境の安定性、資産 

の保障、投資保護の強化、③投資関連政策の予測可能性、一貫性の向上、④投資手続の効率性、
有効性の向上、⑤ステークホルダーとの建設的関係の構築、➅新技術の利用による投資環境の 
向上、⑦投資政策の監視、レビュー方法の確立、⑧国際協力の促進。 
（経済産業省ホームページより） 

 
● APEC MSME Marketplace〔APEC MSME（零細・中小企業）マーケットプレイス〕 
域内におけるMSME のさらなる発展、イノベーション、国際化を目的としたMSME とステークホル
ダーの双方向のリポジトリとなるオンライン・サイト。 

 
● APEC Policy Partnership on Women and the Economy（APEC女性と経済に関する政策パート
ナーシップ） 
APEC地域の経済発展のためには、女性の経済参加が不可欠であるとの認識の下、2011年 5月に発足
した会議体。女性の経済的エンパワーメントに影響を与える 5つの主要なテーマ、①経済参加、②市場
参加、③スキルと能力強化、④女性の地位向上、⑤イノベーションと技術、に取り組んでいる。 

 
● APEC PPFS ＝ APEC Policy Partnership on Food Security（APEC食料安全保障に関する政策
パートナーシップ） 
APEC参加国・地域における持続的な食料安全保障の実現に十分な食料システムを構築するという目標
のもと、APEC参加国・地域の政府の食料安全保障政策に民間の声を反映させることを目的として創設
された会議体で、官･民･学･国際機関･NGO 等の代表者から構成される。ABAC の主張により 2011 年
に創設が決定し、2012年 5月ロシアで第一回会合が実現。少なくとも年 1回総会を開催し、議論を行う。 

 
● APEC PPSTI ＝ APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation（APEC 
科学技術イノベーション政策パートナーシップ） 
2012年に「産業科学技術ワーキンググループ（ISTWG）」より「科学技術イノベーション政策パートナー 
シップ（PPSTI）」に改組。産業界、学会からの参加も得てイノベーション全体を扱う APECの新たな 
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組織であり、商業化、イノベーション能力の促進およびメンバーエコノミー間のイノベーション協力を
促進する取り組みを実施。2025年までに「PPSTI戦略計画 2016-2025（PPSTI Strategic Plan 2016-
2025）」に基づく APEC域内の革新的な経済成長の達成を目指す。 

 
● APEC Privacy Framework（APECプライバシー・フレームワーク） 

APEC におけるパーソナルデータの保護の原則を定める枠組。2004 年に APEC 貿易・投資委員会 
（CTI：Committee on Trade and Investment）傘下の電子商取引運営グループ（ECSG：Electronic 
Commerce Steering Group）が取りまとめ、同年 11月に APEC閣僚会議で承認された。2013年版の
OECD ガイドラインで導入された概念に基づき、APEC 地域の法的特性と背景を考慮し、2015 年に 
改版された。 

 
● APEC PSU ＝ APEC Policy Support Unit（APEC政策支援ユニット） 

APEC における議論や意志決定能力を向上させるため、2008 年に APEC 事務局内に設置された組織。
政策提言や評価、調査研究、各種プロジェクトを実施し、APECのシンクタンク的役割を持つ。 
詳細情報については以下 APEC事務局作成年次報告書を参照。 
 https://www.apec.org/publications/2022/08/2021-psu-annual-report 

 
● APEC Putrajaya Vision 2040（APECプトラジャヤ・ビジョン 2040） 

1994年に決定され、「2020年までに自由で開かれた貿易・投資という目標を達成する」ことを掲げた
「ボゴール目標」後の APEC の方向性を示す文書。2020 年マレーシアで開催された首脳会議で採択 
された。 
「全ての人々と未来の世代の繁栄のために、2040 年までに、開かれた、ダイナミックで、強靭かつ 
平和なアジア太平洋共同体とすること」を、①貿易・投資、②イノベーションとデジタル化、③力強く、
均衡ある、安全で、持続可能かつ包摂的な成長、の 3つの経済的推進力により実現することを目指して
いる。 

 
● APEC RIAG ＝ APEC Regional Investment Analytical Group（APEC地域投資分析グループ） 
地域投資分析グループは ABAC 主導の投資計測の専門家集団。定量的指標や投資パフォーマンス計測
手法の使用を奨励し、APECの国・地域で指標活用を定着させようとするもので、この意見をAPEC IEG
に定期的に報告することを計画している。 

 
● APEC Roadmap for a New Financial Services Data Ecosystem（新たな金融サービスデータ・
エコシステム構築に向けた APECロードマップ） 
新たな金融技術の活用にあたって前提となる金融データの越境利活用、ならびに個人情報保護について、
各国･地域が態勢整備を進めるに際し参考となるガイダンスを APFFが作成した。同ロードマップでは、
政策や実務が満たすべき必要最低限の要件として定められている現行の基準と、今後策定すべき基準を
示すとともに、各法管轄区域内で、あるいは複数の法域管轄区域にまたがって、より広範なデータを 
収集・保管・共有・利用できるような、一貫性があり十分に調整されたエコシステムを推進するために、
政策立案者と規制当局者と業界がとるべき行動を提示。また、拡大する越境データ・フローと整合の 
とれた方法でデータの機密性を確保し、データセキュリティを推進する方法についても視点を提供する。 
 https://www2.abaconline.org/assets/2018/AGFSCB_Key_Documents/Attachment_A_An_APEC_Roadmap_for_a

_New_Financial_Services_Data_Ecosystem.pdf 
 

 

ル経済に関する APEC 行動アジェンダ」において、本ロードマップの実現に向け、デジタル経済運営 
グループ（DESG）が新たに設立され、2020年 11月、AIDERに基づくワークプログラムが策定された。
今後、デジタル経済に関する議論の更なる加速が期待される。 

 
● APEC Investment Facilitation Action Plan（IFAP=APEC投資円滑化行動計画） 

2008年 6月の貿易担当大臣会合（MRT）で合意した、円滑な投資を実現するための行動計画。8つの
原則（※）に基づき、政府の役割と産業界に与える影響を列挙した。この原則に基づき、具体的な政策
措置、実施中のプロジェクトが列挙され、最初の三カ年計画（2008～2010年）として 3つの優先テーマ
が選択され、その後 2009年に 15の優先行動項目を策定し IFAPを履行。2011年には 2012～2014年、
2015 年に 2016 年までを実施期間として優先事項が採択された後、2018 年 8 月、従来の実施形式を 
踏襲した上で新たな優先テーマを選択し IFAP IVの開始が決定された。2019年 2月には、①投資環境
の安定性、資産の保障、投資保護の強化、②投資関連政策の予測可能性、一貫性の向上、③ステークホ
ルダーとの建設的関係の構築が優先課題として決定された。2020年 11月、IFAP Vに向けた作業計画
に合意。今後、同作業計画に基づき、IFAPの今日的な意義を検討しつつ 2021～2022年における優先
事項が決定される見通し。 
（※）①投資関連政策の形成・運用時のアクセシビリティ、透明性の推進、②投資環境の安定性、資産 

の保障、投資保護の強化、③投資関連政策の予測可能性、一貫性の向上、④投資手続の効率性、
有効性の向上、⑤ステークホルダーとの建設的関係の構築、➅新技術の利用による投資環境の 
向上、⑦投資政策の監視、レビュー方法の確立、⑧国際協力の促進。 
（経済産業省ホームページより） 

 
● APEC MSME Marketplace〔APEC MSME（零細・中小企業）マーケットプレイス〕 
域内におけるMSME のさらなる発展、イノベーション、国際化を目的としたMSME とステークホル
ダーの双方向のリポジトリとなるオンライン・サイト。 

 
● APEC Policy Partnership on Women and the Economy（APEC女性と経済に関する政策パート
ナーシップ） 
APEC地域の経済発展のためには、女性の経済参加が不可欠であるとの認識の下、2011年 5月に発足
した会議体。女性の経済的エンパワーメントに影響を与える 5つの主要なテーマ、①経済参加、②市場
参加、③スキルと能力強化、④女性の地位向上、⑤イノベーションと技術、に取り組んでいる。 

 
● APEC PPFS ＝ APEC Policy Partnership on Food Security（APEC食料安全保障に関する政策
パートナーシップ） 
APEC参加国・地域における持続的な食料安全保障の実現に十分な食料システムを構築するという目標
のもと、APEC参加国・地域の政府の食料安全保障政策に民間の声を反映させることを目的として創設
された会議体で、官･民･学･国際機関･NGO 等の代表者から構成される。ABAC の主張により 2011 年
に創設が決定し、2012年 5月ロシアで第一回会合が実現。少なくとも年 1回総会を開催し、議論を行う。 

 
● APEC PPSTI ＝ APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation（APEC 
科学技術イノベーション政策パートナーシップ） 
2012年に「産業科学技術ワーキンググループ（ISTWG）」より「科学技術イノベーション政策パートナー 
シップ（PPSTI）」に改組。産業界、学会からの参加も得てイノベーション全体を扱う APECの新たな 
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● APFIF ＝ The Asia-Pacific Financial Inclusion Forum（アジア太平洋金融包摂フォーラム） 
APEC財務大臣プロセス（FMP）の政策イニシアティブの一環として、当該年のAPECホストエコノミー
の優先事項に沿った金融包摂に関連する財務大臣プロセス実現を目的に 2010年に ABAC内に創設。 
金融サービスの価値を広く届けるべく、政策立案者と規制当局が具体的な取り組みを進めている。 

 
● APIP ＝ Asia-Pacific Infrastructure Partnership（アジア太平洋インフラ・パートナーシップ） 

APEC 域内におけるインフラ開発投資に関する官民連携を促進するために、民間部門、政府、多国間 
開発機関が協働連携を行うイニシアティブとして、ABACの発案により創設。 

 
● APSC ＝ Asia-Pacific Services Coalition（アジア太平洋サービス連合） 

2015年に設立され、サービスセクターの重要性を促進することに専念するアジア太平洋地域の主要な
ビジネス協会で構成されている世界最大のサービス業界連合。APECの国・地域における貿易と投資の
増加、イノベーションとスキル開発の強化、および成長促進規制を通じ、サービスセクターの成長と 
効率を促進するために企業や政府と協力している。 

 
● ARFP ＝ Asia Region Funds Passport（アジア地域ファンド・パスポート） 

APEC 参加エコノミーのうち参加を表明した国・地域が、投資家保護上の要件を満たしたファンド 
（投資信託等）について、相互に販売を容易にするため、規制の共通化をはかるための枠組み。現在、
5カ国・地域（日本、オーストラリア、韓国、ニュージーランド、タイ）がアジア地域ファンド・パス
ポートの創設及び実施にかかる協力覚書に署名している。 

 
● ASCR ＝ APEC Service Competitiveness Roadmap（APECサービス競争力ロードマップ） 

2015 年に採択された APEC サービス協力枠組みの中で策定が指示され、2016 年の首脳会議にて採択
された戦略的、長期的なロードマップ。2025年までを目標とし、サービス分野における APECの競争
力を高めるため、①サービス貿易・投資の関連規制を漸進的に削減し、サービス市場へのアクセス向上
のための開放的かつ予測可能な環境を確保すること、②世界のサービス輸出に占める APEC 参加国・ 
地域からのサービス輸出の割合を増やし、2025年までに現在の世界におけるサービス輸出割合を超え
ること、③APEC 地域におけるサービス貿易の年平均成長率を 2025 年までに歴史的な値である 6.8％
以上に、またAPEC域内のGDPに占めるサービス分野の付加価値比率を全世界平均以上に、それぞれ
押し上げることなどを目指す。なお、サービス貿易とはサービス産業による触れることのできない経済
財の貿易を指し、自由化を目指す枠組みであるWTOのGATS（General Agreement on Trade in Service：
サービスの貿易に関する一般協定）では、その形態を４分類している（形態 1：越境取引、形態 2：国外
消費、形態 3：商業拠点、形態 4：人の移動）。 

 
● ASEAN Economic Community（アセアン経済共同体） 
東南アジア諸国連合加盟 10カ国で構成する経済共同体。2015年 11月 22日に、同年 12月末の発足に
関するクアランプール宣言が ASEAN各国首脳により署名された。域内の物品関税が 9割超の品目数で
既にゼロとなるなど高水準のモノの自由化を達成し、活発な経済交流が期待される。 

 
● ASEAN Financial Innovation Network（AFIN） 

ASEAN地域の金融包摂と金融イノベーションに向けた、金融機関、フィンテック企業、当局間のコラ 
ボレーションのためのプラットフォーム。2017年 10月、シンガポール通貨局（MAS）、国際金融公社 

 

 

● APEC Skills Mapping（APECスキルズ・マッピング） 
有技能者の不足はビジネス投資の障害となるとの懸念が拡がっている観点から、APEC 人材養成作業 
部会にて作業中のプロジェクト。ABAC の提唱により、域内有技能者の不足や提供できる余剰人材の 
データを整えることを目的としているが、各国・地域からのデータ提供が未だ不足している。 

 
● APEC Supply Chain Connectivity Framework（APECサプライチェーン連結性枠組み） 

APECでは域内のサプライチェーン全体にわたる物流や輸送ネットワークの連結性（サプライチェーン
連結性）を整備・強化し、地域におけるモノ、サービスおよびヒトの円滑な流れを目指す国際物流円滑
化構想の中で、2015年までにサプライチェーン効率を 2010年比 10％改善すべく取り組むとしていた。
この取り組みの一環として、域内のサプライチェーン全体に共通する 8つの問題点が特定されるととも
に、これら問題点の改善・解消を目的とした「APEC サプライチェーン連結性枠組行動計画」が策定 
された。なお、2016 年首脳宣言ではこの枠組みに基づき 2017 年からの第二期行動計画が承認され、
2019年に中間レビューが行われた。 

 
● APEC Vision Group（APECビジョン・グループ） 

APECビジョン・グループは、2017年ベトナム APEC首脳宣言で設立が決定され、過去の成果を基に
未達成および今後数十年の間に出現する可能性のある新たな課題に取り組み、高級実務者を補佐し 
APECポスト 2020ビジョンの策定を行うことを目的とした有識者の会合。日本からは、浦田秀次郎・
早稲田大学大学院教授が委員を務め、自由貿易の旗手として、自由で公正なルールに基づくマーケット
を世界に広げるべく主導力を発揮した。2019年 8月に、高級実務者宛のレポートを発出、2020年以降
のAPECビジョンを SOM（高級実務者）が検討する際の貴重なインプットを提供した。 

 
● APEC Women and the Economy Dashboard（APEC女性と経済ダッシュボード） 

APECにおける女性のおかれている状況のスナップショットを提供することを目的としたイニシアティブ
であり、経済関連活動への女性の参加の進捗状況を測定する指標のダッシュボード。ダッシュボードは
95 の指標で構成されており、APEC の女性と経済に関する政策パートナーシップ（PPWE）によって 
以前に優先事項として特定された 5つの分野に分類されている。①資本と資産へのアクセス、②市場へ
のアクセス、③スキル、能力開発、健康、④リーダーシップ、発言力と主体性、⑤イノベーションと技術。 

https://www.apec.org/publications/2021/09/the-apec-women-and-the-economy-dashboard-2021 
 
● APERC ＝ Asia-Pacific Energy Research Centre（アジア太平洋エネルギー研究センター） 

APERCはAPEC大阪会合で採択された行動指針に基づき、エネルギー大臣会合（EMM）とエネルギー
作業部会（EWG）を支援するために 1996 年、東京に設立された。域内のエネルギー需要動向と将来 
予測、エネルギー市場の発展、各種政策課題への対応などについての分析、研究を通じて、APEC参加
国・地域におけるエネルギー問題に関する広い共通理解の醸成と課題解決への貢献を目指す。またエネ
ルギー研究にあたって必要とされるデータベースの整備、研究能力の向上のための人材育成事業も実施
している。 

 
● APFF ＝ Asia-Pacific Financial Forum（アジア太平洋金融フォーラム） 
域内金融市場の統合の一層の推進のために、既存のイニシアティブを補完し、更なる官民協働連携を 
進めるためのフレームワークとして 2012年 ABACより提言。この提言に基づき、2013年 4月、オー
ストラリア・シドニーで準備会合的性格のシンポジウムを開催し、ビジョン、優先課題、具体的な作業 
プログラムを策定した。2013年APFF創設が APEC財務大臣より承認される。 

126 2022 年 APEC首脳への提言

●資料



 

● APFIF ＝ The Asia-Pacific Financial Inclusion Forum（アジア太平洋金融包摂フォーラム） 
APEC財務大臣プロセス（FMP）の政策イニシアティブの一環として、当該年のAPECホストエコノミー
の優先事項に沿った金融包摂に関連する財務大臣プロセス実現を目的に 2010年に ABAC内に創設。 
金融サービスの価値を広く届けるべく、政策立案者と規制当局が具体的な取り組みを進めている。 

 
● APIP ＝ Asia-Pacific Infrastructure Partnership（アジア太平洋インフラ・パートナーシップ） 

APEC 域内におけるインフラ開発投資に関する官民連携を促進するために、民間部門、政府、多国間 
開発機関が協働連携を行うイニシアティブとして、ABACの発案により創設。 

 
● APSC ＝ Asia-Pacific Services Coalition（アジア太平洋サービス連合） 

2015年に設立され、サービスセクターの重要性を促進することに専念するアジア太平洋地域の主要な
ビジネス協会で構成されている世界最大のサービス業界連合。APECの国・地域における貿易と投資の
増加、イノベーションとスキル開発の強化、および成長促進規制を通じ、サービスセクターの成長と 
効率を促進するために企業や政府と協力している。 

 
● ARFP ＝ Asia Region Funds Passport（アジア地域ファンド・パスポート） 

APEC 参加エコノミーのうち参加を表明した国・地域が、投資家保護上の要件を満たしたファンド 
（投資信託等）について、相互に販売を容易にするため、規制の共通化をはかるための枠組み。現在、
5カ国・地域（日本、オーストラリア、韓国、ニュージーランド、タイ）がアジア地域ファンド・パス
ポートの創設及び実施にかかる協力覚書に署名している。 

 
● ASCR ＝ APEC Service Competitiveness Roadmap（APECサービス競争力ロードマップ） 

2015 年に採択された APEC サービス協力枠組みの中で策定が指示され、2016 年の首脳会議にて採択
された戦略的、長期的なロードマップ。2025年までを目標とし、サービス分野における APECの競争
力を高めるため、①サービス貿易・投資の関連規制を漸進的に削減し、サービス市場へのアクセス向上
のための開放的かつ予測可能な環境を確保すること、②世界のサービス輸出に占める APEC 参加国・ 
地域からのサービス輸出の割合を増やし、2025年までに現在の世界におけるサービス輸出割合を超え
ること、③APEC 地域におけるサービス貿易の年平均成長率を 2025 年までに歴史的な値である 6.8％
以上に、またAPEC域内のGDPに占めるサービス分野の付加価値比率を全世界平均以上に、それぞれ
押し上げることなどを目指す。なお、サービス貿易とはサービス産業による触れることのできない経済
財の貿易を指し、自由化を目指す枠組みであるWTOのGATS（General Agreement on Trade in Service：
サービスの貿易に関する一般協定）では、その形態を４分類している（形態 1：越境取引、形態 2：国外
消費、形態 3：商業拠点、形態 4：人の移動）。 

 
● ASEAN Economic Community（アセアン経済共同体） 
東南アジア諸国連合加盟 10カ国で構成する経済共同体。2015年 11月 22日に、同年 12月末の発足に
関するクアランプール宣言が ASEAN各国首脳により署名された。域内の物品関税が 9割超の品目数で
既にゼロとなるなど高水準のモノの自由化を達成し、活発な経済交流が期待される。 

 
● ASEAN Financial Innovation Network（AFIN） 

ASEAN地域の金融包摂と金融イノベーションに向けた、金融機関、フィンテック企業、当局間のコラ 
ボレーションのためのプラットフォーム。2017年 10月、シンガポール通貨局（MAS）、国際金融公社 

 

 

● APEC Skills Mapping（APECスキルズ・マッピング） 
有技能者の不足はビジネス投資の障害となるとの懸念が拡がっている観点から、APEC 人材養成作業 
部会にて作業中のプロジェクト。ABAC の提唱により、域内有技能者の不足や提供できる余剰人材の 
データを整えることを目的としているが、各国・地域からのデータ提供が未だ不足している。 

 
● APEC Supply Chain Connectivity Framework（APECサプライチェーン連結性枠組み） 

APECでは域内のサプライチェーン全体にわたる物流や輸送ネットワークの連結性（サプライチェーン
連結性）を整備・強化し、地域におけるモノ、サービスおよびヒトの円滑な流れを目指す国際物流円滑
化構想の中で、2015年までにサプライチェーン効率を 2010年比 10％改善すべく取り組むとしていた。
この取り組みの一環として、域内のサプライチェーン全体に共通する 8つの問題点が特定されるととも
に、これら問題点の改善・解消を目的とした「APEC サプライチェーン連結性枠組行動計画」が策定 
された。なお、2016 年首脳宣言ではこの枠組みに基づき 2017 年からの第二期行動計画が承認され、
2019年に中間レビューが行われた。 

 
● APEC Vision Group（APECビジョン・グループ） 

APECビジョン・グループは、2017年ベトナム APEC首脳宣言で設立が決定され、過去の成果を基に
未達成および今後数十年の間に出現する可能性のある新たな課題に取り組み、高級実務者を補佐し 
APECポスト 2020ビジョンの策定を行うことを目的とした有識者の会合。日本からは、浦田秀次郎・
早稲田大学大学院教授が委員を務め、自由貿易の旗手として、自由で公正なルールに基づくマーケット
を世界に広げるべく主導力を発揮した。2019年 8月に、高級実務者宛のレポートを発出、2020年以降
のAPECビジョンを SOM（高級実務者）が検討する際の貴重なインプットを提供した。 

 
● APEC Women and the Economy Dashboard（APEC女性と経済ダッシュボード） 

APECにおける女性のおかれている状況のスナップショットを提供することを目的としたイニシアティブ
であり、経済関連活動への女性の参加の進捗状況を測定する指標のダッシュボード。ダッシュボードは
95 の指標で構成されており、APEC の女性と経済に関する政策パートナーシップ（PPWE）によって 
以前に優先事項として特定された 5つの分野に分類されている。①資本と資産へのアクセス、②市場へ
のアクセス、③スキル、能力開発、健康、④リーダーシップ、発言力と主体性、⑤イノベーションと技術。 

https://www.apec.org/publications/2021/09/the-apec-women-and-the-economy-dashboard-2021 
 
● APERC ＝ Asia-Pacific Energy Research Centre（アジア太平洋エネルギー研究センター） 

APERCはAPEC大阪会合で採択された行動指針に基づき、エネルギー大臣会合（EMM）とエネルギー
作業部会（EWG）を支援するために 1996 年、東京に設立された。域内のエネルギー需要動向と将来 
予測、エネルギー市場の発展、各種政策課題への対応などについての分析、研究を通じて、APEC参加
国・地域におけるエネルギー問題に関する広い共通理解の醸成と課題解決への貢献を目指す。またエネ
ルギー研究にあたって必要とされるデータベースの整備、研究能力の向上のための人材育成事業も実施
している。 

 
● APFF ＝ Asia-Pacific Financial Forum（アジア太平洋金融フォーラム） 
域内金融市場の統合の一層の推進のために、既存のイニシアティブを補完し、更なる官民協働連携を 
進めるためのフレームワークとして 2012年 ABACより提言。この提言に基づき、2013年 4月、オー
ストラリア・シドニーで準備会合的性格のシンポジウムを開催し、ビジョン、優先課題、具体的な作業 
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● CBAM ＝ Carbon Border Adjustment Mechanism（炭素国境調整メカニズム） 
2021 年 7 月に欧州委員会が提案した気候変動政策パッケージ「Fit for 55」に含まれる施策の一つで 
あり、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力に関する EU 域内への輸入品について、製品単位 
当たりの炭素排出量に基づくCBAM証書の購入を輸入者に課す仕組みとなっている。 

 
● CBDC ＝ Central Bank Digital Currencies（中央銀行デジタル通貨） 
中央銀行が発行しているデジタル通貨を指し、日本銀行では、「デジタル化されていること」「円などの
法定通貨建てであること」「中央銀行の債務として発行されること」の３つを満たすものとしている。 

 
● CBPR ＝ APEC's Cross-Border Privacy Rules System（APEC越境プライバシー・ルール） 

APECが 2011年に合意した域内でのデータ移転ルール。APECでは、ビジネスのグローバル化に伴い、
国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、CBPR システムを構築し運用している。この 
システムは、企業等が自社の越境個人情報保護に関するルール・体制等に関して自己審査を行い、その
内容についてあらかじめ認定された中立的な認証機関から審査を受け、認証を取得するもの。日本に 
おいては 2014 年にこの枠組への参加が認められ、また、2016 年 1 月には一般財団法人日本情報経済
社会推進協会（JIPDEC）が日本で初の認証機関として認定され、同年 6月より認証事業が開始されて
いる。 
2022年 4月現在、日本、米国、シンガポール、オーストラリア、カナダ、韓国、メキシコ、チャイニーズ･
タイペイ、フィリピンの 9カ国・地域が参加。 

 
● Competition Policy（競争政策） 
競争政策は、競争的な市場環境を維持・促進することにより望ましい経済成果を実現するための政策で
あり事業者間の公正かつ自由な競争を促進するための政策の総称を指す。例えば 2020年 11月に合意
した地域的な包括的経済連携（RCEP：Regional Comprehensive Economic Partnership）協定は、 
競争章により、反競争的行為を禁止する法令の採用や維持及び参加国間での競争法令策定やその実施に
関する地域内協力を通じて、市場における競争を促進し、経済効率や消費者の福祉を向上させており、
これらの目的の追求は、参加国間の貿易及び投資の円滑化を含み、利益の確保に寄与する。 

 
● COP21（国連気候変動枠組み条約第 21回締約国会議） 

2015年 12月に第 21回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP21）がパリで開催され、「パリ協定」
が採択された。パリ協定は 196カ国・地域が参加し、京都議定書に続く、2020年以降の国際的な地球
温暖化対策の枠組み。世界共通の目標として、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて 2℃より
十分低く保ち、さらに 1.5℃にまで抑える努力を追求することが明記されている。各国・地域は自主的
に温暖化ガスの排出削減目標を掲げ、5年ごとに見直す、プレッジ・アンド・レビュー方式を採用。 
目標に達したかどうかを検証する仕組みは盛り込まれたが、目標の達成は義務ではなく、罰則はない。 

 
● COVAX ＝ COVID-19 Vaccines Global Access（新型コロナウイルス感染症ワクチン共同購入 
枠組み） 
新型コロナウイルスワクチンへの途上国を含めた公平なアクセスの確保のため、Gavi ワクチンアライ
アンスを中心に、世界保健機関（WHO）、国連児童基金（UNICEF）、感染症流行対策イノベーション 
連合（CEPI）の協力の下、運営されている資金調達及び供給調整メカニズム。ワクチンの購入量と市場
の需要の保証を通じ規模の経済を活かして交渉し、迅速かつ手頃な価格でワクチンを供給する仕組み。 

 

 

（IFC）、ASEAN 銀行協会により設立。2018 年 11 月に AFIN は地域横断のオープン API の枠組みで 
ある API Exchange（APIX）を立ち上げる。現在は 100社以上の金融機関と 1000以上のフィンテック
企業が 20以上のエコノミーから参加している。 

 
【Ｂ】 
● BCG ＝ Bio-Circular-Green（バイオ・サーキュラー・グリーン経済モデル） 
「バイオ経済」、「循環型経済」、「グリーン経済」の考えを統合したものであり、2021年 1月、タイ・
プラユット首相が議長を務める BCG 委員会が開催され、同モデルを国家戦略モデルに据え、2021～
2026年までの 5年間のBCG戦略計画が承認された。 
BCG 経済モデルでは、特に Thailand4.0 で推進すべき 10 の産業分野のうち、４つの産業分野、「農業
と食品」「ヘルスケアと医療サービス」「バイオエネルギーとバイオケミカル」「観光と創造経済」の 
促進に焦点を当てている。 

 
● Bogor Goals（ボゴール目標） 

1994年、インドネシアのボゴール宮殿での APEC首脳会議において合意された、2020年までに自由で
開かれた貿易・投資を実現させるという APEC参加国・地域の目標。APEC域内の国・地域の間の経済
開発レベルの差異を考慮し、先進国・地域は 2010 年までに、発展途上国・地域は 2020 年までに、 
自由で開かれた貿易・投資を実現するとしている。2010年に横浜で開催された首脳会議では 13の国・
地域がボゴール目標の達成に向けた顕著な進展を確認し、更なる貿易･投資の自由化･円滑化に取り組む
ことで一致した。 
ボゴール目標の達成期限を 2020 年に迎えたことから最終評価が行われ、2020 年 11 月の首脳会議に 
おいて、「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040」が採択された。 

 
【Ｃ】 
● CAP ＝ Cebu Action Plan（セブ行動計画） 

2015 年の第 22 回 APEC 財務大臣会合において採択された。より繁栄し、金融面で統合され、透明、 
強靱で連結されたAPECコミュニティの創設を目指す自発的かつ非拘束的なロードマップ。①金融統合
の促進、②財政改革・透明性の推進、③金融強靱性の向上、④インフラ開発とインフラ・ファイナンス
の促進、という４つの柱の下での行動プログラムを特定している。 

 
● Capacity building initiative（キャパシティ・ビルディング・イニシアティブ） 
貿易の自由化・円滑化に次ぐ APECの第三の目的である経済・技術協力の柱。国・地域の企業、個人が
競争力を高め、成長することを目標とする制度。組織、人材能力の強化・開発・育成の取り組み、能力
構築を図る。 

 
● Carbon Pricing（カーボン・プライシング：炭素価格付け） 
温室効果ガスの排出に伴うコストを「可視化」し、排出抑制に資するよう、これを加重するなど人為的
に操作すること。政府の施策として行われるものと、民間の自発的なものに大別できる。政府の施策は
明示的（explicit）にコスト加重が行われる明示的カーボン・プライシングと、定額では明示されない 
ものの、実質的にはコスト加重要因として二酸化炭素の排出抑制につながる暗示的（implicit）カーボ
ン・プライシングに分けられる。 
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● CBAM ＝ Carbon Border Adjustment Mechanism（炭素国境調整メカニズム） 
2021 年 7 月に欧州委員会が提案した気候変動政策パッケージ「Fit for 55」に含まれる施策の一つで 
あり、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力に関する EU 域内への輸入品について、製品単位 
当たりの炭素排出量に基づくCBAM証書の購入を輸入者に課す仕組みとなっている。 

 
● CBDC ＝ Central Bank Digital Currencies（中央銀行デジタル通貨） 
中央銀行が発行しているデジタル通貨を指し、日本銀行では、「デジタル化されていること」「円などの
法定通貨建てであること」「中央銀行の債務として発行されること」の３つを満たすものとしている。 

 
● CBPR ＝ APEC's Cross-Border Privacy Rules System（APEC越境プライバシー・ルール） 

APECが 2011年に合意した域内でのデータ移転ルール。APECでは、ビジネスのグローバル化に伴い、
国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、CBPR システムを構築し運用している。この 
システムは、企業等が自社の越境個人情報保護に関するルール・体制等に関して自己審査を行い、その
内容についてあらかじめ認定された中立的な認証機関から審査を受け、認証を取得するもの。日本に 
おいては 2014 年にこの枠組への参加が認められ、また、2016 年 1 月には一般財団法人日本情報経済
社会推進協会（JIPDEC）が日本で初の認証機関として認定され、同年 6月より認証事業が開始されて
いる。 
2022年 4月現在、日本、米国、シンガポール、オーストラリア、カナダ、韓国、メキシコ、チャイニーズ･
タイペイ、フィリピンの 9カ国・地域が参加。 

 
● Competition Policy（競争政策） 
競争政策は、競争的な市場環境を維持・促進することにより望ましい経済成果を実現するための政策で
あり事業者間の公正かつ自由な競争を促進するための政策の総称を指す。例えば 2020年 11月に合意
した地域的な包括的経済連携（RCEP：Regional Comprehensive Economic Partnership）協定は、 
競争章により、反競争的行為を禁止する法令の採用や維持及び参加国間での競争法令策定やその実施に
関する地域内協力を通じて、市場における競争を促進し、経済効率や消費者の福祉を向上させており、
これらの目的の追求は、参加国間の貿易及び投資の円滑化を含み、利益の確保に寄与する。 

 
● COP21（国連気候変動枠組み条約第 21回締約国会議） 

2015年 12月に第 21回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP21）がパリで開催され、「パリ協定」
が採択された。パリ協定は 196カ国・地域が参加し、京都議定書に続く、2020年以降の国際的な地球
温暖化対策の枠組み。世界共通の目標として、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて 2℃より
十分低く保ち、さらに 1.5℃にまで抑える努力を追求することが明記されている。各国・地域は自主的
に温暖化ガスの排出削減目標を掲げ、5年ごとに見直す、プレッジ・アンド・レビュー方式を採用。 
目標に達したかどうかを検証する仕組みは盛り込まれたが、目標の達成は義務ではなく、罰則はない。 

 
● COVAX ＝ COVID-19 Vaccines Global Access（新型コロナウイルス感染症ワクチン共同購入 
枠組み） 
新型コロナウイルスワクチンへの途上国を含めた公平なアクセスの確保のため、Gavi ワクチンアライ
アンスを中心に、世界保健機関（WHO）、国連児童基金（UNICEF）、感染症流行対策イノベーション 
連合（CEPI）の協力の下、運営されている資金調達及び供給調整メカニズム。ワクチンの購入量と市場
の需要の保証を通じ規模の経済を活かして交渉し、迅速かつ手頃な価格でワクチンを供給する仕組み。 

 

 

（IFC）、ASEAN 銀行協会により設立。2018 年 11 月に AFIN は地域横断のオープン API の枠組みで 
ある API Exchange（APIX）を立ち上げる。現在は 100社以上の金融機関と 1000以上のフィンテック
企業が 20以上のエコノミーから参加している。 

 
【Ｂ】 
● BCG ＝ Bio-Circular-Green（バイオ・サーキュラー・グリーン経済モデル） 
「バイオ経済」、「循環型経済」、「グリーン経済」の考えを統合したものであり、2021年 1月、タイ・
プラユット首相が議長を務める BCG 委員会が開催され、同モデルを国家戦略モデルに据え、2021～
2026年までの 5年間のBCG戦略計画が承認された。 
BCG 経済モデルでは、特に Thailand4.0 で推進すべき 10 の産業分野のうち、４つの産業分野、「農業
と食品」「ヘルスケアと医療サービス」「バイオエネルギーとバイオケミカル」「観光と創造経済」の 
促進に焦点を当てている。 

 
● Bogor Goals（ボゴール目標） 

1994年、インドネシアのボゴール宮殿での APEC首脳会議において合意された、2020年までに自由で
開かれた貿易・投資を実現させるという APEC参加国・地域の目標。APEC域内の国・地域の間の経済
開発レベルの差異を考慮し、先進国・地域は 2010 年までに、発展途上国・地域は 2020 年までに、 
自由で開かれた貿易・投資を実現するとしている。2010年に横浜で開催された首脳会議では 13の国・
地域がボゴール目標の達成に向けた顕著な進展を確認し、更なる貿易･投資の自由化･円滑化に取り組む
ことで一致した。 
ボゴール目標の達成期限を 2020 年に迎えたことから最終評価が行われ、2020 年 11 月の首脳会議に 
おいて、「APECプトラジャヤ・ビジョン 2040」が採択された。 

 
【Ｃ】 
● CAP ＝ Cebu Action Plan（セブ行動計画） 

2015 年の第 22 回 APEC 財務大臣会合において採択された。より繁栄し、金融面で統合され、透明、 
強靱で連結されたAPECコミュニティの創設を目指す自発的かつ非拘束的なロードマップ。①金融統合
の促進、②財政改革・透明性の推進、③金融強靱性の向上、④インフラ開発とインフラ・ファイナンス
の促進、という４つの柱の下での行動プログラムを特定している。 

 
● Capacity building initiative（キャパシティ・ビルディング・イニシアティブ） 
貿易の自由化・円滑化に次ぐ APECの第三の目的である経済・技術協力の柱。国・地域の企業、個人が
競争力を高め、成長することを目標とする制度。組織、人材能力の強化・開発・育成の取り組み、能力
構築を図る。 

 
● Carbon Pricing（カーボン・プライシング：炭素価格付け） 
温室効果ガスの排出に伴うコストを「可視化」し、排出抑制に資するよう、これを加重するなど人為的
に操作すること。政府の施策として行われるものと、民間の自発的なものに大別できる。政府の施策は
明示的（explicit）にコスト加重が行われる明示的カーボン・プライシングと、定額では明示されない 
ものの、実質的にはコスト加重要因として二酸化炭素の排出抑制につながる暗示的（implicit）カーボ
ン・プライシングに分けられる。 
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● ESG Taxonomy（ESGタクソノミー） 
ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点で、持続可能な成果につながっているとみなされる資産や活動
の一般に認められる定義 

 
● Essential Elements of an Effective Personal Insolvency Regime（効率的な個人破産制度の 
重要な要素） 
APEC域内の国・地域が個人破産制度を整備するにあたっての指針を APFFが作成したもの。破産手続
き開始基準、免責、免責対象債務、免除、破産における管財人の役割、債務者の資産･財務状況に関する
情報を入手するためのインフラ、法執行の仕組み、国際的な個人破産制度を設計するにあたり、また、
破産を防ぐ経営手法を推進するにあたり、債務者と債権者と社会の利害を調整する方法を提示している。 
 https://www2.abaconline.org/assets/2018/AGFSCB_Key_Documents/Attachment_C_Essential_Elements_of_an

_Effective_Personal_Insolvency_Regime.pdf 
 
● ETS ＝ Carbon Emissions Trading Schemes（炭素排出量取引制度） 
政府が総排出可能量（Cap）分の炭素排出権を発行することで排出上限を設定し．規制対象となる 
各排出源は排出した分の炭素排出権を所有することでルールを遵守したことになる制度。炭素排出権は
売買可能。規制対象への初期割当（排出目標設定）がある制度とない制度がある。最初に政府が総排出
可能量（Cap）を設定するため、相対的に強い排出抑止効果が期待できるとされる。 

 
● EWG ＝ APEC Energy Working Group（APECエネルギー作業部会） 

APEC エネルギー作業部会は、域内に共通するエネルギー問題全般について検討する経済・技術協力 
運営委員会（SCE）の下部作業部会である。1994年に認識された３E（経済成長、エネルギー・セキュ
リティ、環境保全）イニシアティブを基礎とし、その達成のためのエネルギー政策全般に係る議論を 
行っている。EWGの成果は、APECエネルギー大臣会合（EMM）に報告される。 

 
【Ｆ】 
● Fast-Infra ＝ Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure（FAST-Infra 
イニシアティブ） 
Fast-Infraは、Climate Policy Initiative（米国の非営利団体）、HSBC（英銀）、国際金融公社（IFC）、
OECD、グローバル・インフラストラクチャ・ファシリティ（国際開発金融機関、民間金融機関、機関
投資家が設立したインフラ投資促進のためのプラットフォーム）によって、マクロンフランス大統領の
ワン・プラネット・ラブという気候変動イニシアティブの協賛を得て、2020 年初頭に設立された。 
数兆円にも及ぶインフラ投資不足をできるだけ早く解消することを目的としている。持続可能なインフ
ラ（再生可能エネルギー関連インフラ、グリーンな交通インフラ、持続可能な水道や廃棄物処理設備、
グリーン・ビルディング等）の投資対象としての地位を確立し、これに民間資金を呼び込むことを目指
している。 
 

● FDI ＝ Foreign Direct Investment（外国直接投資） 
永続的に利益を獲得するため、外国の企業に対して資本を投下して事業を営むことをいう。現地工場 
や販路を一から作る形態のグリーンフィールド投資や、投資先の国の企業を買収するクロスボーダー 
M&Aなどがある。 
自由貿易政策によって通商上の障壁が少なくなったことや、多国籍企業の出現も影響し、先進国の 
大企業が経営戦略として用いる投資手段となってきている。 

 

● CPTPP ＝ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
TPPに併記（140ページ参照） 

 
【Ｄ】 
● DEAP ＝ Digital Economy Action Plan（デジタル経済行動計画） 
零細・中小企業がデジタル経済を活用しグローバルに活躍できるよう支援を行うために、各国や地域が
提示した行動計画。2015年9月にフィリピンで開催された中小企業担当大臣会合に米国より提出され、
日本、中国、豪州等を含む 12カ国がCo-Sponsorとなった。 

 
● DEPA ＝ Digital Economy Partnership Agreement（デジタル経済連携協定） 
チリ、シンガポール、ニュージーランドの 3 カ国による、デジタル貿易に関する新協定。越境データ 
流通や人工知能（AI）など先端分野に関するルールを盛り込んだのが特徴。本協定は 2020 年 6 月に、
電子署名により各国が署名。ニュージーランドとシンガポールに関しては、2021年 1月 7日に、チリ
に関しては、2021年 11月 23日に、それぞれ発効した。デジタル経済に関する世界標準の貿易協定に
育てることを目指し、参加国を広げていくことを表明しており、現在、中国、カナダ、韓国と加入交渉
をおこなっている。 

 
● Digital Divide（デジタル・デバイド） 

PCや情報システム、インターネットなどの ICT技術に精通している人材と疎い人材の間に生じる ICT
リテラシーの格差や、その格差によって引き起こされる様々な格差のことを指す。技術の急激な進化に
より、日常生活の中で情報機器などの利用が増加すると、それを使いこなせる人とそうでない人との間
に得られる仕事の差や賃金差などの経済格差が生じる等の現象が発生する。結果として格差社会を助長
する面もあり、社会問題ともなってきている。 

 
● Digital Identification（デジタル ID） 
自分の身元を証明する電子版の運転免許証やパスポートのようなもの。デジタル ID には通常、名前、
電子メールアドレス、デジタル IDを発行した組織の名前、シリアル番号、および有効期限が情報として
含まれている。デジタル IDは、証明書によるセキュリティおよび電子署名のために使用される。 

 
【Ｅ】 
● EGA ＝ Environmental Goods Agreement（WTO環境物品協定交渉） 

WTOに加盟する 17の国・地域が、環境保護および気候変動対策に貢献する物品（太陽光パネル、風力
発電機、排ガス測定器等を含む）の関税撤廃を目指して 2014年 1月より開始した交渉。その後、46の
国・地域に拡大され、2016年末までの交渉妥結を目指したが、対象品目について溝が埋まらず、早期
妥結を目指して交渉継続すべきとの認識が共有された。 

 
● ESAP ＝ Environmental Services Action Plan（環境サービス行動計画） 
環境サービスにおける自由化、円滑化及び協力を促進する APECの行動計画。2015年から実施している
5カ年の行動計画に基づき、汚水処理、廃棄物処理等の狭義の環境サービスに加え、省エネ等の幅広い
環境関連サービスについて、貿易の自由化・円滑化及び能力構築支援を含めた協力を進め、狭義の環境
サービスに関する規制・政策の分析や、より広い環境関連サービス分野の検討、課題の特定、好事例の
共有等を行い、2020年 11月に最終評価が実施された。 
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● ESG Taxonomy（ESGタクソノミー） 
ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点で、持続可能な成果につながっているとみなされる資産や活動
の一般に認められる定義 

 
● Essential Elements of an Effective Personal Insolvency Regime（効率的な個人破産制度の 
重要な要素） 
APEC域内の国・地域が個人破産制度を整備するにあたっての指針を APFFが作成したもの。破産手続
き開始基準、免責、免責対象債務、免除、破産における管財人の役割、債務者の資産･財務状況に関する
情報を入手するためのインフラ、法執行の仕組み、国際的な個人破産制度を設計するにあたり、また、
破産を防ぐ経営手法を推進するにあたり、債務者と債権者と社会の利害を調整する方法を提示している。 
 https://www2.abaconline.org/assets/2018/AGFSCB_Key_Documents/Attachment_C_Essential_Elements_of_an

_Effective_Personal_Insolvency_Regime.pdf 
 
● ETS ＝ Carbon Emissions Trading Schemes（炭素排出量取引制度） 
政府が総排出可能量（Cap）分の炭素排出権を発行することで排出上限を設定し．規制対象となる 
各排出源は排出した分の炭素排出権を所有することでルールを遵守したことになる制度。炭素排出権は
売買可能。規制対象への初期割当（排出目標設定）がある制度とない制度がある。最初に政府が総排出
可能量（Cap）を設定するため、相対的に強い排出抑止効果が期待できるとされる。 

 
● EWG ＝ APEC Energy Working Group（APECエネルギー作業部会） 

APEC エネルギー作業部会は、域内に共通するエネルギー問題全般について検討する経済・技術協力 
運営委員会（SCE）の下部作業部会である。1994年に認識された３E（経済成長、エネルギー・セキュ
リティ、環境保全）イニシアティブを基礎とし、その達成のためのエネルギー政策全般に係る議論を 
行っている。EWGの成果は、APECエネルギー大臣会合（EMM）に報告される。 

 
【Ｆ】 
● Fast-Infra ＝ Finance to Accelerate the Sustainable Transition-Infrastructure（FAST-Infra 
イニシアティブ） 
Fast-Infraは、Climate Policy Initiative（米国の非営利団体）、HSBC（英銀）、国際金融公社（IFC）、
OECD、グローバル・インフラストラクチャ・ファシリティ（国際開発金融機関、民間金融機関、機関
投資家が設立したインフラ投資促進のためのプラットフォーム）によって、マクロンフランス大統領の
ワン・プラネット・ラブという気候変動イニシアティブの協賛を得て、2020 年初頭に設立された。 
数兆円にも及ぶインフラ投資不足をできるだけ早く解消することを目的としている。持続可能なインフ
ラ（再生可能エネルギー関連インフラ、グリーンな交通インフラ、持続可能な水道や廃棄物処理設備、
グリーン・ビルディング等）の投資対象としての地位を確立し、これに民間資金を呼び込むことを目指
している。 
 

● FDI ＝ Foreign Direct Investment（外国直接投資） 
永続的に利益を獲得するため、外国の企業に対して資本を投下して事業を営むことをいう。現地工場 
や販路を一から作る形態のグリーンフィールド投資や、投資先の国の企業を買収するクロスボーダー 
M&Aなどがある。 
自由貿易政策によって通商上の障壁が少なくなったことや、多国籍企業の出現も影響し、先進国の 
大企業が経営戦略として用いる投資手段となってきている。 

 

● CPTPP ＝ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
TPPに併記（140ページ参照） 

 
【Ｄ】 
● DEAP ＝ Digital Economy Action Plan（デジタル経済行動計画） 
零細・中小企業がデジタル経済を活用しグローバルに活躍できるよう支援を行うために、各国や地域が
提示した行動計画。2015年9月にフィリピンで開催された中小企業担当大臣会合に米国より提出され、
日本、中国、豪州等を含む 12カ国がCo-Sponsorとなった。 

 
● DEPA ＝ Digital Economy Partnership Agreement（デジタル経済連携協定） 
チリ、シンガポール、ニュージーランドの 3 カ国による、デジタル貿易に関する新協定。越境データ 
流通や人工知能（AI）など先端分野に関するルールを盛り込んだのが特徴。本協定は 2020 年 6 月に、
電子署名により各国が署名。ニュージーランドとシンガポールに関しては、2021年 1月 7日に、チリ
に関しては、2021年 11月 23日に、それぞれ発効した。デジタル経済に関する世界標準の貿易協定に
育てることを目指し、参加国を広げていくことを表明しており、現在、中国、カナダ、韓国と加入交渉
をおこなっている。 

 
● Digital Divide（デジタル・デバイド） 

PCや情報システム、インターネットなどの ICT技術に精通している人材と疎い人材の間に生じる ICT
リテラシーの格差や、その格差によって引き起こされる様々な格差のことを指す。技術の急激な進化に
より、日常生活の中で情報機器などの利用が増加すると、それを使いこなせる人とそうでない人との間
に得られる仕事の差や賃金差などの経済格差が生じる等の現象が発生する。結果として格差社会を助長
する面もあり、社会問題ともなってきている。 

 
● Digital Identification（デジタル ID） 
自分の身元を証明する電子版の運転免許証やパスポートのようなもの。デジタル ID には通常、名前、
電子メールアドレス、デジタル IDを発行した組織の名前、シリアル番号、および有効期限が情報として
含まれている。デジタル IDは、証明書によるセキュリティおよび電子署名のために使用される。 

 
【Ｅ】 
● EGA ＝ Environmental Goods Agreement（WTO環境物品協定交渉） 

WTOに加盟する 17の国・地域が、環境保護および気候変動対策に貢献する物品（太陽光パネル、風力
発電機、排ガス測定器等を含む）の関税撤廃を目指して 2014年 1月より開始した交渉。その後、46の
国・地域に拡大され、2016年末までの交渉妥結を目指したが、対象品目について溝が埋まらず、早期
妥結を目指して交渉継続すべきとの認識が共有された。 

 
● ESAP ＝ Environmental Services Action Plan（環境サービス行動計画） 
環境サービスにおける自由化、円滑化及び協力を促進する APECの行動計画。2015年から実施している
5カ年の行動計画に基づき、汚水処理、廃棄物処理等の狭義の環境サービスに加え、省エネ等の幅広い
環境関連サービスについて、貿易の自由化・円滑化及び能力構築支援を含めた協力を進め、狭義の環境
サービスに関する規制・政策の分析や、より広い環境関連サービス分野の検討、課題の特定、好事例の
共有等を行い、2020年 11月に最終評価が実施された。 
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● Global Trade and Gender Arrangement（貿易とジェンダーに関する国際協定） 
2020年 4月、カナダ、チリ及びニュージーランドの間で締結された、ジェンダーと貿易政策を相互に
促進、強化し、ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメントを改善するための取り組みの一環とし
て、女性の貿易への参加を増やす新しい機会を開くことを目指す協定。 

 
● Globalization 4.0（グローバリゼーション 4.0） 
①気候変動、②地政学リスク、③格差の拡大、④デジタル技術の急速な拡大、という 4つのドライバー
が影響し合い、かつ複雑に絡み合いながら、これまでにないスピードでものごとが変化している時代 
状況のことを指す。2019年の世界経済フォーラム年次総会（World Economic Forum’s Annual Meeting 
2019）では、「グローバリゼーション 4.0モデルの開発」という野心的な挑戦がアジェンダとして提起
された。 

 
● Green Finance（グリーン・ファイナンス） 
持続可能な成長に向けて環境負荷の低減や環境問題の解決、例えば、汚染・廃棄物や温室効果ガスの 
低減、天然資源活用の効率化などにつながる投資へのファイナンスの総称。 

 
【Ｈ】 
● Healthy Asia Pacific 2020 initiative（ヘルシーアジア太平洋 2020イニシアティブ） 
各国・地域が 2020 年までに持続可能で優良な保健システムを構築するための戦略的指針として 2014
年に策定されたイニシアティブ。 

 
● Healthy Asia Pacific Roadmap（ヘルシーアジア太平洋ロードマップ） 
保健上の課題を克服するにあたって 5 つの重要な成功要因、すなわち、①保健への政府全体による 
コミットメントの確保、②政策対話およびステークホルダーの関与のためのプラットフォームの設立、
③ヘルスケアにおける予防、管理および意識の促進、④イノベーションの実現、⑤セクター間および 
越境協力の強化、を特定する APECのロードマップ。 

 
● Healthy Women, Healthy Economies（健康な女性と健全な経済） 
女性の健康を改善し経済参画を促進するベストプラクティスを広めることを目的とする APEC の産官
学イニシアティブ。政策ツールキットを構成する領域は、①職場における健康と安全、②健康に対する
意識とアクセス、③リプロダクティブヘルス（性と生殖に関する健康）、④性別による暴力、⑤ワーク・
ライフ・バランス、という５つの分野によって構成される。 

 
【Ｉ】 
● ICAO ＝ International Civil Aviation Organization（国際民間航空機関） 
国際民間航空が安全かつ整然と発達するように、また、国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて 
健全かつ経済的に運営されるように各国の協力を図ることを目的として、1944 年に採択された国際 
民間航空条約（通称シカゴ条約）に基づき設置された国連専門機関。この目的のために、ICAO は、 
国際航空運送業務やハイジャック対策をはじめとするテロ対策等のための条約の作成、国際航空運送の
安全・保安等に関する国際標準・勧告方式やガイドラインの作成等を行っている。また、国際航空分野
における気候変動対策を含む環境保護問題についても議論および対策が進められている。 

 
 

 

● FIDN ＝ Financial Infrastructure Development Network（金融インフラ開発ネットワーク） 
零細･中小企業の金融サービスへのアクセスを拡大するためにAPFFのサブワークストリームとして設立
された。信用情報システム、担保取引および動産への担保設定に関連する法的枠組みの構築を推進する。 

 
● Finance Ministersʼ Process（財務大臣プロセス） 
域内の金融や経済関連問題に対して APEC 参加国・地域が意見交換や情報共有を行うフォーラムの 
役割を担う。財務大臣、財務副大臣、財務実務者等の一連の会合が含まれ、マクロ経済や金融市場の 
安定と発展、市場統合等について政策議論、政策対応に取り組む。2022 年は APEC 議長国である 
タイのもと、10月 20日に APEC財務大臣会合がバンコクにおいて開催された。 

 
● Financial Inclusion（金融包摂） 
発展途上国等の貧困層および零細･中小企業に、正規の金融取引ができるように改善する解決策を提供
すること。 

 
● Financial Technology（FinTech）〔金融テクノロジー（フィンテック）〕 
金融サービスについて顧客への提供に加え、金融機関内部での管理や、金融市場全体としてのモニタ 
リングのあり方を急速に変えつつある先進的金融技術の総称。ABAC では APFF で 3 つの主要領域、 
つまり顧客属性確認（KYC）、電子決済、サイバーセキュリティにフォーカスして議論してきた。フィ
ンテックの要素技術の一つである分散型台帳技術は、仮想通貨の普及をとおして注目を集めているが、
契約情報共有や証券決済など幅広い応用先が検討されている。規制や法令遵守の要件をより効果的かつ
効率的に解決するためのテクノロジーの利用は、レグテック（Regulation Technology）と総称される。 

 
● FTAAP ＝ Free Trade Area of the Asia-Pacific（アジア太平洋自由貿易圏） 

ABAC が 2004 年に「アジア太平洋域内での FTA 締結」を念頭に FTAAP を検討し、首脳へ提言した 
自由貿易圏構想。これに対し APEC は慎重な姿勢をとり続けていたが、2006 年、米国が積極姿勢に 
転じたことから事態が急進展し、その実現可能性について検討が行われてきた。2009年の APEC首脳
宣言では、「域内経済活性化のため、APEC 参加 21 カ国・地域が将来の目標とする FTAAP 構想に 
ついて（実現に向け）基礎的な作業を進める」と明記した。更に 2010 年の首脳宣言では、FTAAP が
ASEAN＋3、ASEAN＋6および TPP協定といった進行中の取り組みを基礎として更に発展させること
により、包括的な自由貿易協定として追求されるべきことや、APECが FTAAPに含まれるべき「次世
代型」の貿易および投資の諸問題の規定・整理・対処において重要な役割を果たすことにより意味の 
ある貢献を行うことなどが謳われた。2014 年には「FTAAP 実現に向けた APEC の貢献のための北京 
ロードマップ」を首脳が承認。可能な限り早期の FTAAP の最終的な実現へのコミットメントを確認 
すると共に、第二次キャパシティー・ビルディング・ニーズ・イニシアティブ（CBNI）、および戦略的 
研究を 2016 年末までに取り進め、リマ宣言として提言をまとめた。2022 年議長国を務めるタイの 
ABACはFTAAPの実現に向けた取り組みを年間の優先課題の一つとすることを発表し、引き続きAPEC、
ABACにおける重要な中心的議題の一つとなっている。 

 
【Ｇ】 
● GDS ＝ Global Data Standard（グローバル・データ・スタンダード） 
サプライチェーンのパフォーマンスを向上し、貿易円滑化を果たすためにABACが取り組むデータ規格
統一の概念。ABAC では各ビジネスおよび税関のサプライチェーン課題を解決する手段として注目し、
地域全体の枠組み構築を目指している。 
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● Global Trade and Gender Arrangement（貿易とジェンダーに関する国際協定） 
2020年 4月、カナダ、チリ及びニュージーランドの間で締結された、ジェンダーと貿易政策を相互に
促進、強化し、ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメントを改善するための取り組みの一環とし
て、女性の貿易への参加を増やす新しい機会を開くことを目指す協定。 

 
● Globalization 4.0（グローバリゼーション 4.0） 
①気候変動、②地政学リスク、③格差の拡大、④デジタル技術の急速な拡大、という 4つのドライバー
が影響し合い、かつ複雑に絡み合いながら、これまでにないスピードでものごとが変化している時代 
状況のことを指す。2019年の世界経済フォーラム年次総会（World Economic Forum’s Annual Meeting 
2019）では、「グローバリゼーション 4.0モデルの開発」という野心的な挑戦がアジェンダとして提起
された。 

 
● Green Finance（グリーン・ファイナンス） 
持続可能な成長に向けて環境負荷の低減や環境問題の解決、例えば、汚染・廃棄物や温室効果ガスの 
低減、天然資源活用の効率化などにつながる投資へのファイナンスの総称。 

 
【Ｈ】 
● Healthy Asia Pacific 2020 initiative（ヘルシーアジア太平洋 2020イニシアティブ） 
各国・地域が 2020 年までに持続可能で優良な保健システムを構築するための戦略的指針として 2014
年に策定されたイニシアティブ。 

 
● Healthy Asia Pacific Roadmap（ヘルシーアジア太平洋ロードマップ） 
保健上の課題を克服するにあたって 5 つの重要な成功要因、すなわち、①保健への政府全体による 
コミットメントの確保、②政策対話およびステークホルダーの関与のためのプラットフォームの設立、
③ヘルスケアにおける予防、管理および意識の促進、④イノベーションの実現、⑤セクター間および 
越境協力の強化、を特定する APECのロードマップ。 

 
● Healthy Women, Healthy Economies（健康な女性と健全な経済） 
女性の健康を改善し経済参画を促進するベストプラクティスを広めることを目的とする APEC の産官
学イニシアティブ。政策ツールキットを構成する領域は、①職場における健康と安全、②健康に対する
意識とアクセス、③リプロダクティブヘルス（性と生殖に関する健康）、④性別による暴力、⑤ワーク・
ライフ・バランス、という５つの分野によって構成される。 

 
【Ｉ】 
● ICAO ＝ International Civil Aviation Organization（国際民間航空機関） 
国際民間航空が安全かつ整然と発達するように、また、国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて 
健全かつ経済的に運営されるように各国の協力を図ることを目的として、1944 年に採択された国際 
民間航空条約（通称シカゴ条約）に基づき設置された国連専門機関。この目的のために、ICAO は、 
国際航空運送業務やハイジャック対策をはじめとするテロ対策等のための条約の作成、国際航空運送の
安全・保安等に関する国際標準・勧告方式やガイドラインの作成等を行っている。また、国際航空分野
における気候変動対策を含む環境保護問題についても議論および対策が進められている。 

 
 

 

● FIDN ＝ Financial Infrastructure Development Network（金融インフラ開発ネットワーク） 
零細･中小企業の金融サービスへのアクセスを拡大するためにAPFFのサブワークストリームとして設立
された。信用情報システム、担保取引および動産への担保設定に関連する法的枠組みの構築を推進する。 

 
● Finance Ministersʼ Process（財務大臣プロセス） 
域内の金融や経済関連問題に対して APEC 参加国・地域が意見交換や情報共有を行うフォーラムの 
役割を担う。財務大臣、財務副大臣、財務実務者等の一連の会合が含まれ、マクロ経済や金融市場の 
安定と発展、市場統合等について政策議論、政策対応に取り組む。2022 年は APEC 議長国である 
タイのもと、10月 20日に APEC財務大臣会合がバンコクにおいて開催された。 

 
● Financial Inclusion（金融包摂） 
発展途上国等の貧困層および零細･中小企業に、正規の金融取引ができるように改善する解決策を提供
すること。 

 
● Financial Technology（FinTech）〔金融テクノロジー（フィンテック）〕 
金融サービスについて顧客への提供に加え、金融機関内部での管理や、金融市場全体としてのモニタ 
リングのあり方を急速に変えつつある先進的金融技術の総称。ABAC では APFF で 3 つの主要領域、 
つまり顧客属性確認（KYC）、電子決済、サイバーセキュリティにフォーカスして議論してきた。フィ
ンテックの要素技術の一つである分散型台帳技術は、仮想通貨の普及をとおして注目を集めているが、
契約情報共有や証券決済など幅広い応用先が検討されている。規制や法令遵守の要件をより効果的かつ
効率的に解決するためのテクノロジーの利用は、レグテック（Regulation Technology）と総称される。 

 
● FTAAP ＝ Free Trade Area of the Asia-Pacific（アジア太平洋自由貿易圏） 

ABAC が 2004 年に「アジア太平洋域内での FTA 締結」を念頭に FTAAP を検討し、首脳へ提言した 
自由貿易圏構想。これに対し APEC は慎重な姿勢をとり続けていたが、2006 年、米国が積極姿勢に 
転じたことから事態が急進展し、その実現可能性について検討が行われてきた。2009年の APEC首脳
宣言では、「域内経済活性化のため、APEC 参加 21 カ国・地域が将来の目標とする FTAAP 構想に 
ついて（実現に向け）基礎的な作業を進める」と明記した。更に 2010 年の首脳宣言では、FTAAP が
ASEAN＋3、ASEAN＋6および TPP協定といった進行中の取り組みを基礎として更に発展させること
により、包括的な自由貿易協定として追求されるべきことや、APECが FTAAPに含まれるべき「次世
代型」の貿易および投資の諸問題の規定・整理・対処において重要な役割を果たすことにより意味の 
ある貢献を行うことなどが謳われた。2014 年には「FTAAP 実現に向けた APEC の貢献のための北京 
ロードマップ」を首脳が承認。可能な限り早期の FTAAP の最終的な実現へのコミットメントを確認 
すると共に、第二次キャパシティー・ビルディング・ニーズ・イニシアティブ（CBNI）、および戦略的 
研究を 2016 年末までに取り進め、リマ宣言として提言をまとめた。2022 年議長国を務めるタイの 
ABACはFTAAPの実現に向けた取り組みを年間の優先課題の一つとすることを発表し、引き続きAPEC、
ABACにおける重要な中心的議題の一つとなっている。 

 
【Ｇ】 
● GDS ＝ Global Data Standard（グローバル・データ・スタンダード） 
サプライチェーンのパフォーマンスを向上し、貿易円滑化を果たすためにABACが取り組むデータ規格
統一の概念。ABAC では各ビジネスおよび税関のサプライチェーン課題を解決する手段として注目し、
地域全体の枠組み構築を目指している。 
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投資協定も大きく増加している。その反面、一部の新興国による市場歪曲的な補助金、技術移転の強制、
知的財産の侵害、政府や国有企業等の公的主体の影響下にある経済活動の拡大が、多角的自由貿易体制
の基礎である競争基盤あるいは市場の機能を歪めかねないとの疑念が広がりつつある。政策当局の間で、
「公平な競争条件」、「競争条件平準化」という意味でLevel playing fieldという言葉が用いられている。 
②金融機関とフィンテック企業間の Level Playing Field 
フィンテック企業が実質的に金融サービスを提供するようになり、金融機関とフィンテック企業との間
の公正な競争条件が維持されることが求められている。また、消費者ならびに投資家保護の観点から、
従来の行為主体に基づく規制体系のみならず、提供される金融サービスやその行為そのものに基づく 
規制体系に変えて行く必要性が指摘されている。 

 
● Lima Declaration on the FTAAP（FTAAPに関するリマ宣言） 

2016 年 APEC 首脳会議において、FTAAP の実現に関する共同の戦略的研究の結果が報告されるとと
もに、これを踏まえた提言｢FTAAP に関するリマ宣言」に合意。同宣言は、将来の FTAAP の実現に 
向けた、能力構築の作業プログラムの策定や、次世代貿易投資課題の分析と共に、能力構築に関する 
作業計画、次のステップの検討を指示。 
目標と原則： 
狭義の自由化の実現以上を成すべきもので、包括的で質が高く、次世代貿易投資課題を組み込み、対処。 
FTAAPへのあり得べき道筋の完成と拡大： 
• TPPやRCEP等の現在進行している地域的取り組みが基礎。 
• FTAAP の実現に向けたあり得べき道筋の進展に留意。（TPP の国内手続完了に向けた努力、現代的
で、包括的な、質の高い、互恵的なRCEP協定の妥結に向けた交渉加速化の努力等。） 

• 遅くとも 2020年までに、FTAAPの実現に向けた「道筋」の貢献について検証を実施し、作業分野を
特定。 

• 最終的な FTAAPの実現に向けた次のステップとして APECがとり得る行動について検討。 
インキュベーターとしてのAPECの役割継続、既存のAPECのイニシアティブの強化： 
• FTAAP の実現に向けて、APEC は知的貢献や能力構築を通じ、インキュベーターとして重要な役割
を果たす。 

• 地域経済統合を推進する新しいイニシアティブ 
• 次世代貿易投資課題について、FTAやWTO協定等での扱いについて分析を行い、イニシアティブを
策定。 

• 能力構築に関する作業計画策定に着手（関税、非関税障壁、サービス、投資、原産地規則等）。 
 
【Ｍ】 
● MSAP ＝ Manufacturing Related Services Action Plan（製造業関連サービス行動計画） 

2015 年に日本のリードの下策定された、製造業のバリューチェーンにおいて不可欠なサービス分野 
（研究開発、デザイン、試験・評価、メンテナンス・修理等）について、貿易の自由化・円滑化および
能力構築支援を含めた協力を進めるための行動計画。FTA 交渉や APEC の取り組み等で貿易関連措置
を検証すると共に、製造業関連サービスの自由化・円滑化に関する好事例を共有し、2020 年 11 月に 
最終評価を実施した。 

 
 
 
 

 

● ILS ＝ Insurance-Linked Securities（保険リンク証券） 
保険会社の保険引受リスクを証券化した証券。自然災害の影響等が激甚化するなか保険必要額が増大し
てきている。資本市場を通じて保険会社の能力を補完し、保険価格の安定をもたらす保険リンク証券の
活用が期待されている。 

 
● Innovative alternative finance（革新的な代替的ファイナンス） 
零細・中小企業には、運転資金調達にあたり不動産など伝統的な担保資産を持たないところが少なくな
いことから、次の手段による代替的ファイナンスが零細・中小企業向けに開発されつつある。 
（a）サプライチェーンファイナンス：購買・供給等の継続的取引関係を基に売掛債権等を担保として

資金調達 
（b）銀行支払確約（BPO：Bank Payment Obligation）：輸入者に代わる輸出代金の支払い確約 
（c）フォーフェイティング：万一の不渡り時も買戻請求なく輸出手形を銀行に買い取って貰うこと 
（d）倉荷証券金融：倉庫会社が商品を保管していることを証して発行する証券による資金調達 
（e）ファクタリング：売掛債権を銀行・ファイナンス会社等に買い取って貰うことによる資金調達 

 
● ITA ＝ Information Technology Agreement（情報技術協定） 

1996 年 12 月、WTO シンガポール閣僚会議で合意された、情報技術関連機器とその部品等の関税を 
撤廃することを約束した協定。現在、参加国は EU 加盟国 28 カ国を含む 82 カ国。合意以来、品目の 
改定が行われておらず、技術進歩により多機能化・高機能化した IT 製品を品目に含めることが課題と
なっていたことを受け 2011 年 APEC ホノルルでの首脳宣言にて、「APEC 参加国・地域が交渉開始に
向け主導的役割を果たす」との文言が盛り込まれた。この合意を受け日米が連携し、主要メンバーと 
調整し、2012年５月中旬より非公式協議に入った。ABACではこの動きを歓迎し、対象品目拡大交渉を
「早期に意義ある結論に達するよう促進すべき」と提言。これを受け 2012年APECウラジオストック
での首脳宣言でも「よい交渉結果を迅速に達成するために本格的な作業を行うよう実務者に指示する」
とし、対象品目の拡大交渉が活発化した。その後の中断、交渉再開を経て 2015 年 7 月に 201 品目に 
つき大筋合意に至り、2015年第 10回WTO閣僚会議（MC10）にて最終合意がなされた。 

 
【Ｋ】 
● KYC ＝ Know Your Customer（KYCルール） 

e-KYC ＝ electronic Know Your Customer（電子本人確認） 
金融機関で口座開設する際に必要とされる顧客属性確認プロセスの総称。とりわけ、マネー･ロンダリ
ング等の金融犯罪対策として、顧客の属性確認や精査を行う行為は顧客デュー･デリジェンスとも呼ば
れる。 
e-KYC（電子本人確認）は、銀行や証券会社の口座開設やクレジットカード発行時などにおける身元確
認をオンラインで実施することを指し、サービスの利便性を高める仕組みとして注目されている。 

 
【Ｌ】 
● Level Playing Field（公平な競争条件） 
①多国間通商制度における Level Playing Field 
多角的自由貿易体制は、新興国経済の目覚ましい成長、グローバル・バリューチェーンの進化、第四次
産業革命の進展など、世界経済の飛躍的な発展に大きく貢献してきた。バイラテラル又はリージョナル
レベルで経済連携協定・自由貿易協定が多数締結され、多角的自由貿易体制を補完・強化しているほか、 
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投資協定も大きく増加している。その反面、一部の新興国による市場歪曲的な補助金、技術移転の強制、
知的財産の侵害、政府や国有企業等の公的主体の影響下にある経済活動の拡大が、多角的自由貿易体制
の基礎である競争基盤あるいは市場の機能を歪めかねないとの疑念が広がりつつある。政策当局の間で、
「公平な競争条件」、「競争条件平準化」という意味でLevel playing fieldという言葉が用いられている。 
②金融機関とフィンテック企業間の Level Playing Field 
フィンテック企業が実質的に金融サービスを提供するようになり、金融機関とフィンテック企業との間
の公正な競争条件が維持されることが求められている。また、消費者ならびに投資家保護の観点から、
従来の行為主体に基づく規制体系のみならず、提供される金融サービスやその行為そのものに基づく 
規制体系に変えて行く必要性が指摘されている。 

 
● Lima Declaration on the FTAAP（FTAAPに関するリマ宣言） 

2016 年 APEC 首脳会議において、FTAAP の実現に関する共同の戦略的研究の結果が報告されるとと
もに、これを踏まえた提言｢FTAAP に関するリマ宣言」に合意。同宣言は、将来の FTAAP の実現に 
向けた、能力構築の作業プログラムの策定や、次世代貿易投資課題の分析と共に、能力構築に関する 
作業計画、次のステップの検討を指示。 
目標と原則： 
狭義の自由化の実現以上を成すべきもので、包括的で質が高く、次世代貿易投資課題を組み込み、対処。 
FTAAPへのあり得べき道筋の完成と拡大： 
• TPPやRCEP等の現在進行している地域的取り組みが基礎。 
• FTAAP の実現に向けたあり得べき道筋の進展に留意。（TPP の国内手続完了に向けた努力、現代的
で、包括的な、質の高い、互恵的なRCEP協定の妥結に向けた交渉加速化の努力等。） 

• 遅くとも 2020年までに、FTAAPの実現に向けた「道筋」の貢献について検証を実施し、作業分野を
特定。 

• 最終的な FTAAPの実現に向けた次のステップとして APECがとり得る行動について検討。 
インキュベーターとしてのAPECの役割継続、既存のAPECのイニシアティブの強化： 
• FTAAP の実現に向けて、APEC は知的貢献や能力構築を通じ、インキュベーターとして重要な役割
を果たす。 

• 地域経済統合を推進する新しいイニシアティブ 
• 次世代貿易投資課題について、FTAやWTO協定等での扱いについて分析を行い、イニシアティブを
策定。 

• 能力構築に関する作業計画策定に着手（関税、非関税障壁、サービス、投資、原産地規則等）。 
 
【Ｍ】 
● MSAP ＝ Manufacturing Related Services Action Plan（製造業関連サービス行動計画） 

2015 年に日本のリードの下策定された、製造業のバリューチェーンにおいて不可欠なサービス分野 
（研究開発、デザイン、試験・評価、メンテナンス・修理等）について、貿易の自由化・円滑化および
能力構築支援を含めた協力を進めるための行動計画。FTA 交渉や APEC の取り組み等で貿易関連措置
を検証すると共に、製造業関連サービスの自由化・円滑化に関する好事例を共有し、2020 年 11 月に 
最終評価を実施した。 

 
 
 
 

 

● ILS ＝ Insurance-Linked Securities（保険リンク証券） 
保険会社の保険引受リスクを証券化した証券。自然災害の影響等が激甚化するなか保険必要額が増大し
てきている。資本市場を通じて保険会社の能力を補完し、保険価格の安定をもたらす保険リンク証券の
活用が期待されている。 

 
● Innovative alternative finance（革新的な代替的ファイナンス） 
零細・中小企業には、運転資金調達にあたり不動産など伝統的な担保資産を持たないところが少なくな
いことから、次の手段による代替的ファイナンスが零細・中小企業向けに開発されつつある。 
（a）サプライチェーンファイナンス：購買・供給等の継続的取引関係を基に売掛債権等を担保として

資金調達 
（b）銀行支払確約（BPO：Bank Payment Obligation）：輸入者に代わる輸出代金の支払い確約 
（c）フォーフェイティング：万一の不渡り時も買戻請求なく輸出手形を銀行に買い取って貰うこと 
（d）倉荷証券金融：倉庫会社が商品を保管していることを証して発行する証券による資金調達 
（e）ファクタリング：売掛債権を銀行・ファイナンス会社等に買い取って貰うことによる資金調達 

 
● ITA ＝ Information Technology Agreement（情報技術協定） 

1996 年 12 月、WTO シンガポール閣僚会議で合意された、情報技術関連機器とその部品等の関税を 
撤廃することを約束した協定。現在、参加国は EU 加盟国 28 カ国を含む 82 カ国。合意以来、品目の 
改定が行われておらず、技術進歩により多機能化・高機能化した IT 製品を品目に含めることが課題と
なっていたことを受け 2011 年 APEC ホノルルでの首脳宣言にて、「APEC 参加国・地域が交渉開始に
向け主導的役割を果たす」との文言が盛り込まれた。この合意を受け日米が連携し、主要メンバーと 
調整し、2012年５月中旬より非公式協議に入った。ABACではこの動きを歓迎し、対象品目拡大交渉を
「早期に意義ある結論に達するよう促進すべき」と提言。これを受け 2012年APECウラジオストック
での首脳宣言でも「よい交渉結果を迅速に達成するために本格的な作業を行うよう実務者に指示する」
とし、対象品目の拡大交渉が活発化した。その後の中断、交渉再開を経て 2015 年 7 月に 201 品目に 
つき大筋合意に至り、2015年第 10回WTO閣僚会議（MC10）にて最終合意がなされた。 

 
【Ｋ】 
● KYC ＝ Know Your Customer（KYCルール） 

e-KYC ＝ electronic Know Your Customer（電子本人確認） 
金融機関で口座開設する際に必要とされる顧客属性確認プロセスの総称。とりわけ、マネー･ロンダリ
ング等の金融犯罪対策として、顧客の属性確認や精査を行う行為は顧客デュー･デリジェンスとも呼ば
れる。 
e-KYC（電子本人確認）は、銀行や証券会社の口座開設やクレジットカード発行時などにおける身元確
認をオンラインで実施することを指し、サービスの利便性を高める仕組みとして注目されている。 

 
【Ｌ】 
● Level Playing Field（公平な競争条件） 
①多国間通商制度における Level Playing Field 
多角的自由貿易体制は、新興国経済の目覚ましい成長、グローバル・バリューチェーンの進化、第四次
産業革命の進展など、世界経済の飛躍的な発展に大きく貢献してきた。バイラテラル又はリージョナル
レベルで経済連携協定・自由貿易協定が多数締結され、多角的自由貿易体制を補完・強化しているほか、 
 

1352022 年 APEC首脳への提言

資料●



 

【Ｐ】 
● PA ＝ Pacific Alliance（太平洋同盟） 
ペルーの提唱にてチリ、コロンビア、メキシコ、ペルーを正式メンバーとして 2011年 4月に設立され
た中南米太平洋側諸国の経済統合体。加盟には原加盟国全てとの間で FTA を締結していることが条件
で、パナマ・コスタリカは原加盟国との二国間 FTAが終了した段階で正式に加盟する予定。2015年の
枠組協定の発効に続き、2016年枠組協定追加議定書が発効。これにより、加盟国間の貿易品目 92％の
関税が即時撤廃され、残り 8％を最長 17年かけて撤廃予定。また、主要目的のひとつとして、加盟国
間の経済統合とアジア太平洋地域との政治経済関係強化を目標に掲げている。2013年１月にオブザー
バー参加した日本をはじめ、現在、準加盟国候補国 4カ国（オーストラリア、カナダ、シンガポール、
ニュージーランド）を含む 59カ国がオブザーバー参加している。 
ABACでは TPP、RCEPとともに FTAAPを実現する道筋の一つとしている。 

 
● PECC ＝ Pacific Economic Cooperation Council（太平洋経済協力会議） 
太平洋地域における経済的協力を推進するために発足した国際組織で、産・官・学の三者構成を特徴と
した国際組織。アジア太平洋地域の APEC 非参加国も含めた 23 カ国・地域〔日本、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、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージー
ランド、ペルー、フィリピン、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、米国、ベトナム、コロ
ンビア、エクアドル、太平洋諸島フォーラム（PIF）、仏（太平洋地域が準加盟）〕がメンバーとして 
加盟している。「環太平洋連帯構想」を打ち出した当時の大平正芳総理がフレーザー・オーストラリア
首相との間で太平洋協力構想の推進に関して合意したことに基づき、1980年９月、キャンベラで「環
太平洋共同体セミナー」が開催されたのが PECCの始まり。後にこれが第１回 PECC総会と呼ばれる
ようになった。PECCの下には、種々の分野での協力活動の推進および APECへの政策提言を行うため
にプロジェクトが設けられている。具体的な活動はこれらプロジェクトにより行われ、その成果を原則
毎年開催されるPECC総会に報告するかたちをとっている。 

 
● Policy Framework for Investment（投資のための政策枠組み） 
経済成長と持続可能な開発を支える民間投資を促進するために、各国の投資環境・投資政策を評価し、
投資政策の策定・実施を支援するツール。12 の投資に関連する政策分野（投資政策、金融・税政策、
公的ガバナンス等）に関する章から構成され、チェックリスト形式となっており、自国の投資環境に 
ついて自己評価を行う。OECD 閣僚理事会において 2006 年に承認され、2015 年に改訂版が出されて
いる。 

 
【Ｑ】 
● Quality infrastructure（質の高いインフラ） 

2013年のAPEC首脳宣言附属書 A「APEC連結性に関する枠組み」において、継ぎ目のない①物理的、 
②制度的、③人と人との連結性が APEC 共同体構想実現に不可欠な前提条件である旨を確認。また、
2014年APECにおける「連結性に関するブループリント」の作成を指示。 
翌 2014年APEC首脳宣言附属書D「2015-2025年APEC連結性ブループリント」において、2025年
までに地域における物理的、制度的、人と人との連結性の強化に向け具体的行動をとるとの全体目標が
設定された。 
日本は、「インフラ開発･投資の質に関する APEC ガイドブック」の策定･改訂や、ピアレビュー･能力 
構築事業の実施を通じて、APECにおける「質の高いインフラ」に関する取り組みをリードしている。 

 

 

【Ｎ】 
● NBIP = Non-Binding Investment Principles（APEC非拘束投資原則） 
外国直接投資に対する制限撤廃への取組を含め、開かれた投資を促進するための原則。APEC 首脳に 
よって 1994年に採択され、その後 2011年に改定された。同原則は、透明性、解釈と実施の一貫性、
無差別、内国民待遇、規制上の保護、投資奨励措置、特定措置の履行要求、収用と補償、送金及び通貨
交換性、紛争解決、権利の保護及び実施、要員の入国及び一時滞在、二重課税の回避、投資家の行動、
資本輸出に対する障壁の除去にかかる非拘束的な原則を希求するもの。APEC 域内における再生可能 
エネルギー貿易・投資の発展に資する環境づくりにも適用される。 

 
● Net Zero Emissions（ネットゼロエミッション） 
温室効果ガスの人為的な排出量と人為的な除去量（吸収量）とを均衡させること。 

 
● NGeTI ＝ Next Generation Trade Investment Issue（次世代貿易投資課題） 

2010 年の APEC 首脳宣言にて「FTAAP の実現に向け、FTAAP に含まれるべき『次世代型』の貿易 
および投資の問題を規定、整理、そして対処することに重要な役割を果たすことで、FTAAP の育ての
親（インキュベーター）として重要で意味のある貢献を行う」というかたちで初めて言及され、これ 
以降 APECの場での検討が図られている一連の将来課題。詳細な定義は固まっておらず、2016年リマ
宣言においては「APECが引き続き次世代貿易投資課題を特定し、これに対処すべきこと、また最終的
な FTAAP の達成のために極めて重要であると特定された分野の新たなイニシアティブを前進すべき 
ことに合意する」との表現に留まっている。APEC 域内外の既存の FTAs／RTAs や WTO において、
「次世代貿易投資課題」がどのように取扱われているかに関してもストックテイクを行うことが指示 
されている。なお、ABACの 2016年の提言で TPPを取り上げ、「中小企業による市場アクセス、電子
商取引とデジタル経済、規制の整合性、透明性と腐敗行為防止、労働、環境、競争力」等を新たな課題
として挙げ、2019年の APECのフォーラムではビジネスの観点から分析を進め、FTAAPに含めるべき
優先度の高い項目を報告。2020年は競争章に焦点を当て、ビジネスから見た次世代課題に対するルー
ル作りを中心に APEC高級実務者会議に報告書を提出し、APEC貿易・投資委員会（CTI）の政策対話
において取り上げられた。 

 
● Non-trade distorting manner（貿易を歪めない手法） 
関税、補助金、価格支持などの障壁により、貿易を阻害しない状態を実現させる手法。ただし、各国・
地域とも関税、補助金などで国・地域内において育成もしくは保護していく産業があることから、完全
に貿易の歪みを撤廃させるのではなく、いかに諸制度を調和させるかが課題。 

 
● NTM ＝ non-tariff measure（非関税措置） 

NTB ＝ non-tariff barrier（非関税障壁） 
非関税措置は、関税以外の手段による、貿易制限的効果をもつ選別的な措置一般を指す。国内産業保護
を目的とした差別的な輸入制限措置（輸入数量制限、課徴金制度等）や、輸入国に貿易阻害の意図は 
なくとも、検疫や基準認証等、他国には類を見ない独自制度等、外国企業の市場参入にとって不都合な
措置や商慣習も含まれる。このうち、自由な貿易を現に妨げている障害を総称したものが非関税障壁で
あり、貿易阻害の意図を持った差別的な非関税障壁であるかどうかは、輸出企業と輸入国政府側の立場
により見解が分かれ、国際貿易におけるトラブルの原因ともなっている。 
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【Ｐ】 
● PA ＝ Pacific Alliance（太平洋同盟） 
ペルーの提唱にてチリ、コロンビア、メキシコ、ペルーを正式メンバーとして 2011年 4月に設立され
た中南米太平洋側諸国の経済統合体。加盟には原加盟国全てとの間で FTA を締結していることが条件
で、パナマ・コスタリカは原加盟国との二国間 FTAが終了した段階で正式に加盟する予定。2015年の
枠組協定の発効に続き、2016年枠組協定追加議定書が発効。これにより、加盟国間の貿易品目 92％の
関税が即時撤廃され、残り 8％を最長 17年かけて撤廃予定。また、主要目的のひとつとして、加盟国
間の経済統合とアジア太平洋地域との政治経済関係強化を目標に掲げている。2013年１月にオブザー
バー参加した日本をはじめ、現在、準加盟国候補国 4カ国（オーストラリア、カナダ、シンガポール、
ニュージーランド）を含む 59カ国がオブザーバー参加している。 
ABACでは TPP、RCEPとともに FTAAPを実現する道筋の一つとしている。 

 
● PECC ＝ Pacific Economic Cooperation Council（太平洋経済協力会議） 
太平洋地域における経済的協力を推進するために発足した国際組織で、産・官・学の三者構成を特徴と
した国際組織。アジア太平洋地域の APEC 非参加国も含めた 23 カ国・地域〔日本、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、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージー
ランド、ペルー、フィリピン、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、米国、ベトナム、コロ
ンビア、エクアドル、太平洋諸島フォーラム（PIF）、仏（太平洋地域が準加盟）〕がメンバーとして 
加盟している。「環太平洋連帯構想」を打ち出した当時の大平正芳総理がフレーザー・オーストラリア
首相との間で太平洋協力構想の推進に関して合意したことに基づき、1980年９月、キャンベラで「環
太平洋共同体セミナー」が開催されたのが PECCの始まり。後にこれが第１回 PECC総会と呼ばれる
ようになった。PECCの下には、種々の分野での協力活動の推進および APECへの政策提言を行うため
にプロジェクトが設けられている。具体的な活動はこれらプロジェクトにより行われ、その成果を原則
毎年開催されるPECC総会に報告するかたちをとっている。 

 
● Policy Framework for Investment（投資のための政策枠組み） 
経済成長と持続可能な開発を支える民間投資を促進するために、各国の投資環境・投資政策を評価し、
投資政策の策定・実施を支援するツール。12 の投資に関連する政策分野（投資政策、金融・税政策、
公的ガバナンス等）に関する章から構成され、チェックリスト形式となっており、自国の投資環境に 
ついて自己評価を行う。OECD 閣僚理事会において 2006 年に承認され、2015 年に改訂版が出されて
いる。 

 
【Ｑ】 
● Quality infrastructure（質の高いインフラ） 

2013年のAPEC首脳宣言附属書 A「APEC連結性に関する枠組み」において、継ぎ目のない①物理的、 
②制度的、③人と人との連結性が APEC 共同体構想実現に不可欠な前提条件である旨を確認。また、
2014年APECにおける「連結性に関するブループリント」の作成を指示。 
翌 2014年APEC首脳宣言附属書D「2015-2025年APEC連結性ブループリント」において、2025年
までに地域における物理的、制度的、人と人との連結性の強化に向け具体的行動をとるとの全体目標が
設定された。 
日本は、「インフラ開発･投資の質に関する APEC ガイドブック」の策定･改訂や、ピアレビュー･能力 
構築事業の実施を通じて、APECにおける「質の高いインフラ」に関する取り組みをリードしている。 

 

 

【Ｎ】 
● NBIP = Non-Binding Investment Principles（APEC非拘束投資原則） 
外国直接投資に対する制限撤廃への取組を含め、開かれた投資を促進するための原則。APEC 首脳に 
よって 1994年に採択され、その後 2011年に改定された。同原則は、透明性、解釈と実施の一貫性、
無差別、内国民待遇、規制上の保護、投資奨励措置、特定措置の履行要求、収用と補償、送金及び通貨
交換性、紛争解決、権利の保護及び実施、要員の入国及び一時滞在、二重課税の回避、投資家の行動、
資本輸出に対する障壁の除去にかかる非拘束的な原則を希求するもの。APEC 域内における再生可能 
エネルギー貿易・投資の発展に資する環境づくりにも適用される。 

 
● Net Zero Emissions（ネットゼロエミッション） 
温室効果ガスの人為的な排出量と人為的な除去量（吸収量）とを均衡させること。 

 
● NGeTI ＝ Next Generation Trade Investment Issue（次世代貿易投資課題） 

2010 年の APEC 首脳宣言にて「FTAAP の実現に向け、FTAAP に含まれるべき『次世代型』の貿易 
および投資の問題を規定、整理、そして対処することに重要な役割を果たすことで、FTAAP の育ての
親（インキュベーター）として重要で意味のある貢献を行う」というかたちで初めて言及され、これ 
以降 APECの場での検討が図られている一連の将来課題。詳細な定義は固まっておらず、2016年リマ
宣言においては「APECが引き続き次世代貿易投資課題を特定し、これに対処すべきこと、また最終的
な FTAAP の達成のために極めて重要であると特定された分野の新たなイニシアティブを前進すべき 
ことに合意する」との表現に留まっている。APEC 域内外の既存の FTAs／RTAs や WTO において、
「次世代貿易投資課題」がどのように取扱われているかに関してもストックテイクを行うことが指示 
されている。なお、ABACの 2016年の提言で TPPを取り上げ、「中小企業による市場アクセス、電子
商取引とデジタル経済、規制の整合性、透明性と腐敗行為防止、労働、環境、競争力」等を新たな課題
として挙げ、2019年の APECのフォーラムではビジネスの観点から分析を進め、FTAAPに含めるべき
優先度の高い項目を報告。2020年は競争章に焦点を当て、ビジネスから見た次世代課題に対するルー
ル作りを中心に APEC高級実務者会議に報告書を提出し、APEC貿易・投資委員会（CTI）の政策対話
において取り上げられた。 

 
● Non-trade distorting manner（貿易を歪めない手法） 
関税、補助金、価格支持などの障壁により、貿易を阻害しない状態を実現させる手法。ただし、各国・
地域とも関税、補助金などで国・地域内において育成もしくは保護していく産業があることから、完全
に貿易の歪みを撤廃させるのではなく、いかに諸制度を調和させるかが課題。 

 
● NTM ＝ non-tariff measure（非関税措置） 

NTB ＝ non-tariff barrier（非関税障壁） 
非関税措置は、関税以外の手段による、貿易制限的効果をもつ選別的な措置一般を指す。国内産業保護
を目的とした差別的な輸入制限措置（輸入数量制限、課徴金制度等）や、輸入国に貿易阻害の意図は 
なくとも、検疫や基準認証等、他国には類を見ない独自制度等、外国企業の市場参入にとって不都合な
措置や商慣習も含まれる。このうち、自由な貿易を現に妨げている障害を総称したものが非関税障壁で
あり、貿易阻害の意図を持った差別的な非関税障壁であるかどうかは、輸出企業と輸入国政府側の立場
により見解が分かれ、国際貿易におけるトラブルの原因ともなっている。 
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【Ｓ】 
● SOM ＝ Senior Officials’’ Meeting（高級実務者会合） 
毎年秋に開催される APECの首脳会議、閣僚会議等の準備や、APEC活動全体の調整を行う高級実務者
による会合。日本からは外務省と経済産業省から 1名ずつ、2名が高級実務者を務めている。SOMの
開催に合わせて、他の様々な APECの会合（委員会、作業部会など）が行われるのが通例。 

 
● STEM ＝ Science Technology Engineering and Mathematics 
科学、技術、工学、数学の頭文字をとったもの。女性の進出が遅れている分野として APEC 参加国・ 
地域でその推進が呼びかけられている。 

 
● Strategy for the Digitalization of Trade and Supply Chain Finance（貿易・サプライチェーン 
ファイナンスのデジタル化戦略） 
従来は書面ベースの取引が中心であったトレード&サプライチェーンファイナンスをデジタル化するに
当たっての課題を洗い出すことを目的に、APFFが作成した戦略ペーパー。デジタル化に向けて必要と
なるエコシステム、規格やプロトコルの統一、デジタル貿易文書の法制度整備といった課題を議論。 
 https://www2.abaconline.org/assets/2018/AGFSCB_Key_Documents/Attachment_B_A_Strategy_for_the_Digital

ization_of_Trade_and_Supply_Chain_Finance.pdf 
 
● Sustainable Finance Development Network（サステナブル・ファイナンス推進ネットワーク） 
サステナブル・ファイナンスの実現に向けたロードマップを策定するための、関心のある関係閣僚、 
規制当局、国際組織、投資家、金融機関等のワークショップ。 

 
【Ｔ】 
● TCFD ＝ Task Force on Climate-related Financial Disclosure（気候関連財務情報開示タスク
フォース） 
金融安定理事会（FSB）は「気候変動は金融安定に影響を及ぼしうる新たなリスク」との認識に基づき、
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）を設置。TCFDの最終報告書において、全ての企業に
対し、気候変動対応に関する事業のリスクと機会の把握・開示を提言。2022年 9月現在、世界で 3,800
以上の企業・機関が賛同しており、グローバルなフレームワークになりつつある。 

 
● TELWG ＝ APEC Telecommunications and Information Working Group（APEC電気通信・ 
情報作業部会） 
1990年に設立され、情報通信技術（ICT）分野における人材育成、技術移転、地域協力等を目的とし、 
自由化分科会（LSG）、ICT開発分科会（DSG）、セキュリティ繁栄分科会（SPSG）および相互承認（MRA） 
タスクグループにおいて技術的・専門的活動を実施している。近年はインフラのみならず、ICT利活用
や情報セキュリティについても議論を進めている。 

 
● TESSD ＝ Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions（貿易と環境持続
可能性に関する体系的議論） 
2021年 3月、WTOにおいて日本やカナダなどの 53カ国が有志国イニシアティブとして開始した取り
組み。気候変動等の環境問題に貿易の側面からどのように対処できるかを議論している。 

 
 

 

【Ｒ】 
● RCEP ＝ Regional Comprehensive Economic Partnership（地域的な包括的経済連携） 
日本、オーストラリア、中国、韓国、ニュージーランドの 5 カ国が ASEAN 加盟 10 カ国（ブルネイ、
カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、 
ベトナム）と結ぶ FTA を束ねる広域的な包括的経済連携。2012 年 11 月の ASEAN 関連首脳会合に 
おいて正式に交渉が立ち上げられ、異なる発展段階の国が積極的に参加し、利益を得ることができる、
開かれた包括的な地域経済統合に向けて、RCEP の妥結に向けて協力し、2020 年 11 月に 15 か国が 
協定の内容に正式に合意し、署名が行われた。この署名で、アジア太平洋地域で、世界の人口や GDP
のおよそ 3割を占める巨大な自由貿易圏が生まれた。 
一方、インドは国内産業への影響を懸念し、2019年 11月以降、交渉への出席を見送り続け、署名を見
送った。しかしながら、インドは「地域の全ての人々が裨益するより深化したかつ拡張されたバリュー
チェーンを有する地域を構築し、及び世界経済の発展に一層貢献するために、インドがいずれ RCEP 
協定の締約国となることの戦略的な重要性を認識し」、インドによる加入のために開放しておくことを
確認する、インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言が発出された。 
その後、各国において手続きが進み、2022 年 1 月 1 日に、日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、 
シンガポール、タイ、ベトナム、中国、オーストラリア、ニュージーランドについて RCEP協定が発効、
同年 2月 1日には韓国、3月 18日にはマレーシアについてそれぞれ発効となった。 
 

● Regulatory Sandbox（規制サンドボックス） 
法に基づき、新しい技術やビジネス・モデルを用いた事業活動を推進するための新技術等の実証制度。
期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を 
行うことができる環境を整えることで迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情報・資料を
活用できるようにして規制改革を推進するもの（金融庁資料より）。なお、サンドボックスという呼称
は、小さな失敗を許容して試行錯誤させることから「砂場（サンドボックス）遊び」に喩えられること
に由来。 

 
● Re-shoring and near-shoring（国内回帰や近隣国への拠点移転） 

APEC域内では、グローバル・バリューチェーン（GVC：global value chain）モデルに基づくサプライ
チェーンが効果的に構築され、域内経済成長の急速な拡大に寄与したことにより、発展途上の国・地域
が物品・サービス貿易に参画できるようになった。一方、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに
よって、製品、食料、エネルギー供給のサプライチェーンに混乱が生じると同時に、危機対応に欠かせ
ない物品の貿易の必要性が高まっている。これを受け、一部の国・地域ではサプライチェーンのレジリ
エンス向上の観点からリショアリング（製造拠点の国内回帰）やニアショアリング（近隣国への拠点移
転）が検討されているが、APECは脱グローバル化のいかなる動きも阻止し、サプライチェーンの混乱
を最小化する最も有効な手段として、貿易・投資の自由化をはじめとする開かれた安定的かつ安全な 
サプライチェーンを確保し、経済統合の重要性を再確認する必要があると提言している。 

 
● RTA/FTA ＝ 地域貿易協定・自由貿易協定 
地域貿易協定（RTA：Regional Trade Agreement）とは、自由貿易協定（FTA：Free Trade Agreement）
と関税同盟（Customs Union）との総称。FTAとは、関税およびその他の制限的な通商規則を、実質上
のすべての貿易について取り除くことにより、一定地域内の貿易を自由化するもの。関税同盟とは、 
域内の関税およびその他の制限的な通商規則を、実質上のすべての貿易について撤廃すると同時に、 
各締約国が域外から輸入する産品に対する関税その他の通商規則を実質的に同一にするもの。 
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【Ｓ】 
● SOM ＝ Senior Officials’’ Meeting（高級実務者会合） 
毎年秋に開催される APECの首脳会議、閣僚会議等の準備や、APEC活動全体の調整を行う高級実務者
による会合。日本からは外務省と経済産業省から 1名ずつ、2名が高級実務者を務めている。SOMの
開催に合わせて、他の様々な APECの会合（委員会、作業部会など）が行われるのが通例。 

 
● STEM ＝ Science Technology Engineering and Mathematics 
科学、技術、工学、数学の頭文字をとったもの。女性の進出が遅れている分野として APEC 参加国・ 
地域でその推進が呼びかけられている。 

 
● Strategy for the Digitalization of Trade and Supply Chain Finance（貿易・サプライチェーン 
ファイナンスのデジタル化戦略） 
従来は書面ベースの取引が中心であったトレード&サプライチェーンファイナンスをデジタル化するに
当たっての課題を洗い出すことを目的に、APFFが作成した戦略ペーパー。デジタル化に向けて必要と
なるエコシステム、規格やプロトコルの統一、デジタル貿易文書の法制度整備といった課題を議論。 
 https://www2.abaconline.org/assets/2018/AGFSCB_Key_Documents/Attachment_B_A_Strategy_for_the_Digital

ization_of_Trade_and_Supply_Chain_Finance.pdf 
 
● Sustainable Finance Development Network（サステナブル・ファイナンス推進ネットワーク） 
サステナブル・ファイナンスの実現に向けたロードマップを策定するための、関心のある関係閣僚、 
規制当局、国際組織、投資家、金融機関等のワークショップ。 

 
【Ｔ】 
● TCFD ＝ Task Force on Climate-related Financial Disclosure（気候関連財務情報開示タスク
フォース） 
金融安定理事会（FSB）は「気候変動は金融安定に影響を及ぼしうる新たなリスク」との認識に基づき、
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）を設置。TCFDの最終報告書において、全ての企業に
対し、気候変動対応に関する事業のリスクと機会の把握・開示を提言。2022年 9月現在、世界で 3,800
以上の企業・機関が賛同しており、グローバルなフレームワークになりつつある。 

 
● TELWG ＝ APEC Telecommunications and Information Working Group（APEC電気通信・ 
情報作業部会） 
1990年に設立され、情報通信技術（ICT）分野における人材育成、技術移転、地域協力等を目的とし、 
自由化分科会（LSG）、ICT開発分科会（DSG）、セキュリティ繁栄分科会（SPSG）および相互承認（MRA） 
タスクグループにおいて技術的・専門的活動を実施している。近年はインフラのみならず、ICT利活用
や情報セキュリティについても議論を進めている。 

 
● TESSD ＝ Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions（貿易と環境持続
可能性に関する体系的議論） 
2021年 3月、WTOにおいて日本やカナダなどの 53カ国が有志国イニシアティブとして開始した取り
組み。気候変動等の環境問題に貿易の側面からどのように対処できるかを議論している。 

 
 

 

【Ｒ】 
● RCEP ＝ Regional Comprehensive Economic Partnership（地域的な包括的経済連携） 
日本、オーストラリア、中国、韓国、ニュージーランドの 5 カ国が ASEAN 加盟 10 カ国（ブルネイ、
カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、 
ベトナム）と結ぶ FTA を束ねる広域的な包括的経済連携。2012 年 11 月の ASEAN 関連首脳会合に 
おいて正式に交渉が立ち上げられ、異なる発展段階の国が積極的に参加し、利益を得ることができる、
開かれた包括的な地域経済統合に向けて、RCEP の妥結に向けて協力し、2020 年 11 月に 15 か国が 
協定の内容に正式に合意し、署名が行われた。この署名で、アジア太平洋地域で、世界の人口や GDP
のおよそ 3割を占める巨大な自由貿易圏が生まれた。 
一方、インドは国内産業への影響を懸念し、2019年 11月以降、交渉への出席を見送り続け、署名を見
送った。しかしながら、インドは「地域の全ての人々が裨益するより深化したかつ拡張されたバリュー
チェーンを有する地域を構築し、及び世界経済の発展に一層貢献するために、インドがいずれ RCEP 
協定の締約国となることの戦略的な重要性を認識し」、インドによる加入のために開放しておくことを
確認する、インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言が発出された。 
その後、各国において手続きが進み、2022 年 1 月 1 日に、日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、 
シンガポール、タイ、ベトナム、中国、オーストラリア、ニュージーランドについて RCEP協定が発効、
同年 2月 1日には韓国、3月 18日にはマレーシアについてそれぞれ発効となった。 
 

● Regulatory Sandbox（規制サンドボックス） 
法に基づき、新しい技術やビジネス・モデルを用いた事業活動を推進するための新技術等の実証制度。
期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を 
行うことができる環境を整えることで迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情報・資料を
活用できるようにして規制改革を推進するもの（金融庁資料より）。なお、サンドボックスという呼称
は、小さな失敗を許容して試行錯誤させることから「砂場（サンドボックス）遊び」に喩えられること
に由来。 

 
● Re-shoring and near-shoring（国内回帰や近隣国への拠点移転） 

APEC域内では、グローバル・バリューチェーン（GVC：global value chain）モデルに基づくサプライ
チェーンが効果的に構築され、域内経済成長の急速な拡大に寄与したことにより、発展途上の国・地域
が物品・サービス貿易に参画できるようになった。一方、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに
よって、製品、食料、エネルギー供給のサプライチェーンに混乱が生じると同時に、危機対応に欠かせ
ない物品の貿易の必要性が高まっている。これを受け、一部の国・地域ではサプライチェーンのレジリ
エンス向上の観点からリショアリング（製造拠点の国内回帰）やニアショアリング（近隣国への拠点移
転）が検討されているが、APECは脱グローバル化のいかなる動きも阻止し、サプライチェーンの混乱
を最小化する最も有効な手段として、貿易・投資の自由化をはじめとする開かれた安定的かつ安全な 
サプライチェーンを確保し、経済統合の重要性を再確認する必要があると提言している。 

 
● RTA/FTA ＝ 地域貿易協定・自由貿易協定 
地域貿易協定（RTA：Regional Trade Agreement）とは、自由貿易協定（FTA：Free Trade Agreement）
と関税同盟（Customs Union）との総称。FTAとは、関税およびその他の制限的な通商規則を、実質上
のすべての貿易について取り除くことにより、一定地域内の貿易を自由化するもの。関税同盟とは、 
域内の関税およびその他の制限的な通商規則を、実質上のすべての貿易について撤廃すると同時に、 
各締約国が域外から輸入する産品に対する関税その他の通商規則を実質的に同一にするもの。 
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● TWG ＝ APEC Tourism Working Group（APEC観光作業部会） 
APEC域内における観光振興に向け、域内に共通した政策的課題について、情報共有、意見交換、政策
における協力を実施するために 1991年に設立された APECの作業部会。 
観光産業は COVID-19 パンデミックの影響を受けた最初のセクターであり、旅行者が健康上のリスク 
をより意識することになり、各国･地域で実施されている厳しい旅行制限により、回復する最後のセク
ターの 1つになるとされている。観光産業は中小企業や女性にとって重要な産業でもあるため、APEC
内で持続可能な包括的観光を促進する目的で、各国・地域の政策の調整、旅行の促進、調整メカニズム
の改善を含め、観光業界内の新しい標準に準拠するための最良の解決策を検討している。 

 
【Ｗ】 
● WTO ＝ World Trade Organization（世界貿易機関） 

WTOは、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果 1994年に設立が合意され、1995年 1月 1日に設立された
国際機関。WTO 協定は、貿易に関連する様々な国際ルールを定めている。WTO はこうした協定の 
実施・運用を行うと同時に新たな貿易課題への取り組みを行い、多角的貿易体制の中核を担っている。
1930年代の不況後、世界経済のブロック化が進み各国が保護主義的貿易政策を設けたことが、第二次
世界大戦の一因となったという反省から、1947年に関税及び貿易に関する一般協定（GATT：General 
Agreement on Tariffs and Trade）が作成され、GATT体制が 1948年に発足（日本は 1955年に加入）。
貿易における無差別原則（最恵国待遇、内国民待遇）等の基本的ルールを規定したGATTは、多角的 
貿易体制の基礎を築き、貿易の自由化の促進を通じて日本経済を含む世界経済の成長に貢献してきた。
GATT は国際機関ではなく、暫定的な組織として運営された。しかし、1986 年に開始されたウルグ 
アイ・ラウンド交渉において、貿易ルールの大幅な拡充が行われるとともに、これらを運営するため、
より強固な基盤をもつ国際機関を設立する必要性が強く認識されるようになり、1994年のウルグアイ・
ラウンド交渉の妥結の際にWTOの設立が合意された。（外務省ホームページより） 
一方、WTO の紛争解決制度については、上級委員会の機能をめぐり問題が生じている。WTO の紛争
解決制度はパネル（第一審）と上級委員会（第二審、上訴審）という二審制になっている。しかし上級
委員会の WTO 協定解釈などに対する米国の不満・批判が強まり、米国が上級委員会（定員 7 人）の 
欠員補充（全加盟国の賛同が必要）を拒否したため、上級委員の人数は 2019年 12月に審議・報告書
作成に最低必要な３人を割り、その機能を停止した。EU をはじめとする大多数のWTO加盟国は上級
委員会委員の任命手続開始を求める共同提案を行っているが、現時点で米国や日本など一部の加盟国は
加わっていない。 
 

● WTO Ministerial Conference（WTO閣僚会議） 
原則 2年に 1度開催されるWTOの最高意思決定機関。 
第 12回WTO閣僚会議（MC12）は新型コロナウイルス感染症の影響を受け開催が延期、約 4年半ぶり
の 2022年 6月 12～17日にスイス・ジュネーブで開催され、第 10回閣僚会議（MC10）以来約 6年半
ぶりに閣僚宣言が発出された。 

 

● TFA ＝ Trade Facilitation Agreement（貿易円滑化協定） 
2013年 12月に開催された第９回WTO閣僚会議で採択された貿易の円滑化に関する協定（バリ合意の
一部（難航するドーハ・ラウンド貿易自由化交渉のうち一部の分野＝貿易円滑化、農業の一部、途上国
の開発支援を切り離した合意）を、2014 年 11 月、WTO 一般理事会にて、WTO 協定に追加するため
の改訂議定書として採択することで作成された新協定。通関その他の国境での手続きを、簡素で統一的
なものにすることによって、貿易関係者のコスト等の負担の軽減に資することを目的としたもの。開発
途上国に対する優遇扱いをとりつつ、税関等での通関手続を迅速・効率化し、貿易取引を予見可能な 
ものとすることも目指す。2017 年 2 月 22 日に WTO 加盟国 3 分の 2 が国内手続きを終え正式発効 
した。TFA が全面的に適用された場合には貿易関連費用が平均 14.3％減少し、年間総額１兆ドル貿易
額が増え、最貧国が最大の裨益を得ると予想されている。Trade Facilitation Agreement Facility（TFAF）
が創設され、途上国が TFAの利益を得る様な援助が行われる。 

 
● TiSA ＝ Trade in Service Agreement（新サービス貿易協定） 

WTO に加盟する 23 の有志国・地域により、2012 年末から議論が開始されたサービス貿易の一層の 
自由化に向けた新しい協定。現在、本格的な交渉段階に移行し、内容の詳細を加速度的に固めつつ、 
可能な限り早期の妥結を目指すとされている。現行GATS協定以上のサービス貿易分野の自由化、およ
び各国による FTAの成果を取り入れた 21世紀にふさわしい先進的な新協定の策定を目指している。 

 
● TPP ＝ Trans-Pacific Partnership（環太平洋パートナーシップ協定） 
 CPTPP ＝ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
（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） 
環太平洋諸国による自由貿易協定。関税や非関税障壁の撤廃、貿易の完全自由化を目指し、サービス 
貿易、政府調達、知的財産権など、幅広い分野でのルール作りを含む。ブルネイ、チリ、ニュージーラ
ンド、シンガポールの 4カ国が加盟する環太平洋戦略的経済連携協定（通称：P4協定、2006年発効）
を原協定として、2010年から米国、オーストラリア、ベトナム、ペルーの４カ国を加えて拡大交渉が
開始された。その後、マレーシア、カナダ、メキシコに加え、日本が 2013 年 7 月の交渉から参加し、
合計 12カ国間での交渉を進め、2015年 10月に大筋合意、2016年 2月に署名。参加各国が国内手続
きを進める中、2017 年 1 月に就任直後のトランプ米大統領が TPP 不参加を表明した。2017 年 11 月
にベトナム、ダナンで開催された首脳会議において米国を除いた 11 カ国で「TPP11」の大筋合意に 
達し、2018 年 3 月 8 日にチリのサンティアゴで当初案を修正した CPTPP（Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）に署名した。2018年 10月 31日までに日本を
含むメキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、ベトナムの７カ国がそれ
ぞれの国内法上の手続きを完了し 2018 年 12 月 30 日に発効、2021 年 9 月にはペルーが８カ国目の 
締約国として発効した。チリ、ブルネイおよびマレーシアは国内手続き中。2021年には英国、中国、
台湾、エクアドルが、2022年にはコスタリカが正式に加入を申請した。 

 
● Trust Service（トラスト・サービス） 
インターネット上における人・組織・データ等の正当性を確認し、改ざんや送信元のなりすまし等を 
防止する仕組み。電子署名、タイムスタンプ、e シール、ウェブサイト認証、モノの正当性の認証、 
eデリバリーから、構成される。 
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● TWG ＝ APEC Tourism Working Group（APEC観光作業部会） 
APEC域内における観光振興に向け、域内に共通した政策的課題について、情報共有、意見交換、政策
における協力を実施するために 1991年に設立された APECの作業部会。 
観光産業は COVID-19 パンデミックの影響を受けた最初のセクターであり、旅行者が健康上のリスク 
をより意識することになり、各国･地域で実施されている厳しい旅行制限により、回復する最後のセク
ターの 1つになるとされている。観光産業は中小企業や女性にとって重要な産業でもあるため、APEC
内で持続可能な包括的観光を促進する目的で、各国・地域の政策の調整、旅行の促進、調整メカニズム
の改善を含め、観光業界内の新しい標準に準拠するための最良の解決策を検討している。 

 
【Ｗ】 
● WTO ＝ World Trade Organization（世界貿易機関） 

WTOは、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果 1994年に設立が合意され、1995年 1月 1日に設立された
国際機関。WTO 協定は、貿易に関連する様々な国際ルールを定めている。WTO はこうした協定の 
実施・運用を行うと同時に新たな貿易課題への取り組みを行い、多角的貿易体制の中核を担っている。
1930年代の不況後、世界経済のブロック化が進み各国が保護主義的貿易政策を設けたことが、第二次
世界大戦の一因となったという反省から、1947年に関税及び貿易に関する一般協定（GATT：General 
Agreement on Tariffs and Trade）が作成され、GATT体制が 1948年に発足（日本は 1955年に加入）。
貿易における無差別原則（最恵国待遇、内国民待遇）等の基本的ルールを規定したGATTは、多角的 
貿易体制の基礎を築き、貿易の自由化の促進を通じて日本経済を含む世界経済の成長に貢献してきた。
GATT は国際機関ではなく、暫定的な組織として運営された。しかし、1986 年に開始されたウルグ 
アイ・ラウンド交渉において、貿易ルールの大幅な拡充が行われるとともに、これらを運営するため、
より強固な基盤をもつ国際機関を設立する必要性が強く認識されるようになり、1994年のウルグアイ・
ラウンド交渉の妥結の際にWTOの設立が合意された。（外務省ホームページより） 
一方、WTO の紛争解決制度については、上級委員会の機能をめぐり問題が生じている。WTO の紛争
解決制度はパネル（第一審）と上級委員会（第二審、上訴審）という二審制になっている。しかし上級
委員会の WTO 協定解釈などに対する米国の不満・批判が強まり、米国が上級委員会（定員 7 人）の 
欠員補充（全加盟国の賛同が必要）を拒否したため、上級委員の人数は 2019年 12月に審議・報告書
作成に最低必要な３人を割り、その機能を停止した。EU をはじめとする大多数のWTO加盟国は上級
委員会委員の任命手続開始を求める共同提案を行っているが、現時点で米国や日本など一部の加盟国は
加わっていない。 
 

● WTO Ministerial Conference（WTO閣僚会議） 
原則 2年に 1度開催されるWTOの最高意思決定機関。 
第 12回WTO閣僚会議（MC12）は新型コロナウイルス感染症の影響を受け開催が延期、約 4年半ぶり
の 2022年 6月 12～17日にスイス・ジュネーブで開催され、第 10回閣僚会議（MC10）以来約 6年半
ぶりに閣僚宣言が発出された。 

 

● TFA ＝ Trade Facilitation Agreement（貿易円滑化協定） 
2013年 12月に開催された第９回WTO閣僚会議で採択された貿易の円滑化に関する協定（バリ合意の
一部（難航するドーハ・ラウンド貿易自由化交渉のうち一部の分野＝貿易円滑化、農業の一部、途上国
の開発支援を切り離した合意）を、2014 年 11 月、WTO 一般理事会にて、WTO 協定に追加するため
の改訂議定書として採択することで作成された新協定。通関その他の国境での手続きを、簡素で統一的
なものにすることによって、貿易関係者のコスト等の負担の軽減に資することを目的としたもの。開発
途上国に対する優遇扱いをとりつつ、税関等での通関手続を迅速・効率化し、貿易取引を予見可能な 
ものとすることも目指す。2017 年 2 月 22 日に WTO 加盟国 3 分の 2 が国内手続きを終え正式発効 
した。TFA が全面的に適用された場合には貿易関連費用が平均 14.3％減少し、年間総額１兆ドル貿易
額が増え、最貧国が最大の裨益を得ると予想されている。Trade Facilitation Agreement Facility（TFAF）
が創設され、途上国が TFAの利益を得る様な援助が行われる。 

 
● TiSA ＝ Trade in Service Agreement（新サービス貿易協定） 

WTO に加盟する 23 の有志国・地域により、2012 年末から議論が開始されたサービス貿易の一層の 
自由化に向けた新しい協定。現在、本格的な交渉段階に移行し、内容の詳細を加速度的に固めつつ、 
可能な限り早期の妥結を目指すとされている。現行GATS協定以上のサービス貿易分野の自由化、およ
び各国による FTAの成果を取り入れた 21世紀にふさわしい先進的な新協定の策定を目指している。 

 
● TPP ＝ Trans-Pacific Partnership（環太平洋パートナーシップ協定） 
 CPTPP ＝ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
（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） 
環太平洋諸国による自由貿易協定。関税や非関税障壁の撤廃、貿易の完全自由化を目指し、サービス 
貿易、政府調達、知的財産権など、幅広い分野でのルール作りを含む。ブルネイ、チリ、ニュージーラ
ンド、シンガポールの 4カ国が加盟する環太平洋戦略的経済連携協定（通称：P4協定、2006年発効）
を原協定として、2010年から米国、オーストラリア、ベトナム、ペルーの４カ国を加えて拡大交渉が
開始された。その後、マレーシア、カナダ、メキシコに加え、日本が 2013 年 7 月の交渉から参加し、
合計 12カ国間での交渉を進め、2015年 10月に大筋合意、2016年 2月に署名。参加各国が国内手続
きを進める中、2017 年 1 月に就任直後のトランプ米大統領が TPP 不参加を表明した。2017 年 11 月
にベトナム、ダナンで開催された首脳会議において米国を除いた 11 カ国で「TPP11」の大筋合意に 
達し、2018 年 3 月 8 日にチリのサンティアゴで当初案を修正した CPTPP（Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）に署名した。2018年 10月 31日までに日本を
含むメキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、ベトナムの７カ国がそれ
ぞれの国内法上の手続きを完了し 2018 年 12 月 30 日に発効、2021 年 9 月にはペルーが８カ国目の 
締約国として発効した。チリ、ブルネイおよびマレーシアは国内手続き中。2021年には英国、中国、
台湾、エクアドルが、2022年にはコスタリカが正式に加入を申請した。 

 
● Trust Service（トラスト・サービス） 
インターネット上における人・組織・データ等の正当性を確認し、改ざんや送信元のなりすまし等を 
防止する仕組み。電子署名、タイムスタンプ、e シール、ウェブサイト認証、モノの正当性の認証、 
eデリバリーから、構成される。 
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