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中華人民共和国　商務部長
高 虎城 閣下

拝啓

　ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）を代表し、私どもの優先事項のいくつかと今年最初の
提言を、謹んで大臣閣下とＡＰＥＣ貿易担当大臣の皆さまに提出いたします。本年後半のＡＰＥＣ
首脳への報告の準備も進める中、本年、私たちが重点的に作業を進めているのは、地域経済統
合の深化、インフラ成長とコネクティビティの推進、持続可能な発展の奨励、中小・零細企業の
発展と起業家精神の促進、そして金融市場の発展・統合の推進です。ＡＰＥＣ参加エコノミーが、
貿易・投資に対して市場が開かれることと、長期的成長の達成を目指し、上記の分野で協調した
行動を取るべきであるとＡＢＡＣは確信しております。

　世界貿易機関（ＷＴＯ）の強力な支持者として、ＡＢＡＣは 2013 年 12月に開催された第 9回 
ＷＴＯ閣僚会議（MC9）の成果を歓迎いたします。私たちは、ＡＰＥＣ参加国・地域がＷＴＯドーハ・
ラウンドを前進させ、保護主義と闘う努力を倍加するよう奨励します。最も重要なのは、「バリ・パッ
ケージ」での合意、特に貿易円滑化協定（ＴＦＡ：Trade Facilitation Agreement）を実行するこ
とです。ＴＦＡが実行されれば、物品やサービスの流れにおけるコスト削減と効率化に寄与するか
らです。私たちは大臣の皆さまがＴＦＡの早期発効・実施に向けてジュネーブで交渉を主導するよ
う要望します。同様に、ＡＢＡＣがＡＰＥＣに強力に要請するのは、5月の貿易担当大臣会議終了
までに、ビジネス上重要なＩＴＡ拡大を支持する姿勢をより明確にアピールすることです。その際
には、特に、センシティブ品目を制限し、初期のＩＴＡ拡大交渉が目指したような相互にバランス
の取れた野心的な自由化を支持すべきです。

　私たちが以前、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of Asia-Pacific）へ
の潜在的道筋として特定した、複数の貿易協定で顕著な進展があったことに注目しております。こ
のような進展を踏まえ、ボゴール目標達成の期限である2020 年が近づいていることから、ＡＢＡＣ
はＦＴＡＡＰを進めていくには、より「トップダウン」のアプローチが必要だと考えます。そのため
には、全体的なビジョンの更なる明確化や、見込まれる利益のしっかりした経済分析、そして透明
性の向上やビジネスの要請の特定を目的とした対話が必要になります。従って、ＦＴＡＡＰの実現
に向けた具体的な手段、例えば、ロードマップや工程表の作成、実現可能性調査などを私たちは
歓迎します。このような取り組みは、ＡＰＥＣ、ＡＢＡＣ、ＰＥＣＣによる大規模な作業を前提に行
われるべきであり、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ：Trans Pacific Partnership）、東アジ
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ア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ：Regional Comprehensive Economic Partnership）、太平洋
同盟（ＰＡ：Pacific Alliance）がＦＴＡＡＰに向けた重要な道筋となるべきと考えます。私たちは、
ビジネス界からの要望を伝えることで、そのプロセスに貢献する用意があります。

　ＡＢＡＣは、これらの交渉の進展を歓迎します。ＴＰＰは妥結に近づいているものの、この交渉
の勢いを持続させようとするならば、更なる政治的な方向性の明示が必要になります。ビジネスの
要求を満たすためには、交渉の道筋の目的は質が高く、野心的で包括的なものでなければなりま
せん。市場アクセスに関する全ての二国間交渉は、野心のレベルが下がらないよう注意深く管理す
る必要があります。加えて、2011年11月に首脳たちが発表したＴＰＰの大枠の概要の中で示され
た包括性原則を支持できない交渉参加国がある場合、その参加国によってＴＰＰの締結が遅れる
ことがないようにすべきです。ＲＣＥＰもまた、ＴＰＰなどのＦＴＡＡＰへの他の道筋と肩を並べら
れるような、より早いペースと高い野心レベルで進展させる必要があります。私たちは可能な限り多
くのＡＰＥＣ参加国・地域が、開かれた地域主義の精神に沿ったＦＴＡＡＰへの道筋に参加するこ
とを奨励します。私たちは、ＦＴＡＡＰが、それぞれの道筋の最高水準に向けて収束していくこと
を確信しております。

　ＡＢＡＣは本年、サービス分野で様 な々取り組みを開始しました。グローバル・バリューチェーン
でのサービス分野の役割の特定や、ＡＰＥＣ地域でサービスの自由化に特に関心のあるビジネス団
体の概要作成、ＡＰＥＣ地域における臨時の経済活動従事者の効率的移動を管理する枠組み
の開発、そして、ＡＰＥＣ実務者とサービス貿易の課題について連携することです。

　長期間にわたって、経済成長が持続するには、国内及び海外からの投資が地域経済内で増加し
ていかなければなりません。私たちは大臣の皆さまに、2013 年の首脳への提言の中で特定した海
外直接投資（ＦＤＩ：foreign direct investment）の課題に取り組み、ビジネス界とＡＰＥＣが連
携して作り出したツールを活用することを要請します。例えば、ＡＰＥＣ投資円滑化行動計画のよう
な官民対話のガイダンスや対話促進を企画したツールの活用です。更に、私たちは大臣の皆さまに、
高度な投資専門家グループの設立提案を支持するよう要望します。その目的は、投資実績評価指
数への信頼を高め、その価値を社会に広めるためのツールとして、数値目標の設定・活用に関する
客観的助言を行うためです。

　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ地域のインフラとコネクティビティを強化するための、ＡＰＥＣの総合的で
先進的な複数年プログラムを賞賛します。ＡＰＥＣ地域には質の高いインフラが整備されておらず、
経済的にＡＰＥＣ地域と結びついていない地域が未だに存在します。ＡＢＡＣは、新しくて質の高
い、地域全体や国内を連結するインフラ建設に関する全てのＡＰＥＣの取組みがコネクティビティ
の達成を目指して、より協調の取れた方法で運営されることを奨励します。このような調整はビジ
ネス投資家やユーザーにとって重要です。そうすることによって、実行可能なインフラ計画が増加し、
輸送網の質を高くし、グローバル・バリューチェーンを強化することになります。グローバルなデー
タ規格（ＧＤＳ：global data standards）がより広範にＡＰＥＣ地域内で取り上げられることにより、
機能性及び域内サプライチェーンを大いに強化し、その結果バリューチェーンの強化を支えること
になるとＡＢＡＣは確信しています。私たちはＡＰＥＣがＧＤＳに関する作業計画を現在推進してい
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ることを賞賛します。

　特に懸念されるのは、地域のインフラへの非常に高いニーズと、政府の資金供給能力のギャッ
プです。注意しなければならないのは、国際基準設定機関がアジア太平洋地域で投資を行う長
期的投資家の行為を、意図せずに阻害してしまわないようにすることです。正しい条件の下では、
政府系ファンドや国営企業、年金・保険基金などによる投資が、投資の主な供給源となり得ます。
海外資本を惹きつけ活用するための手引きを用意することを目的に、2013 年ＡＢＡＣはインフラ
投資の環境整備チェックリストを作成しました。ビジネス界との対話が増えている中、このチェッ
クリストを活用するよう、ＡＢＡＣはＡＰＥＣに求めます。その際、ＡＢＡＣと連携しながら自己
評価し、「ＡＰＥＣインフラ開発・投資に関する複数年計画（ＭＹＰＩＤＩ：Multi-Year Plan on 
Infrastructure Development and Investment）」の中で実務的なベンチマーク・ツールのひとつ
と考えていただければ幸甚です。

　ＡＢＡＣは、大臣の皆さまが金融市場管理当局や関係機関に対して民間部門と協力するよう促
すことを要請します。その際は、貿易やサプライチェーン・ファイナンスを円滑化し中小企業の金融
アクセスを拡大し、インフラ投資をより促進するようアジア太平洋金融フォーラム（ＡＰＦＦ：Asia-
Pacific Financial Forum）を活用ください。

　ＡＢＡＣの作業計画には、ＡＰＥＣ地域のビジネス環境の改善に関連する他の複数の進行中の
イニシアチブも含みます。これらのイニシアティブの進捗状況は添付の付属文書に記載されており
ます。大臣閣下が主催されます青島での会合に参加し、これらの提言を詳細に伝えることができま
すよう期待しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

2014 年ＡＢＡＣ議長
寧　高寧
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その他の課題に関するAPEC貿易担当大臣への進捗報告

１．インフラ投資の障害を取り除くパートナーシップの設立
　インフラ開発に焦点を広げることにより、インフラ投資の障害に関する課題に対応したＡＰＥＣ
の努力は、インフラ開発及び投資に関する複数年計画を策定したこと、また官民パートナーシップ・
センターをインドネシアにおいて設立したことにより示されたが、ＡＢＡＣは本努力を称賛する。サ
プライチェーンの働きや投資の競争力を決める基礎的な要因として、新たにインフラを作ることおよ
び既存のプロジェクトに再投資を行うことは、アジア太平洋地域の長期的成長を推進する助けとな
る。民間セクターの資本及び専門性は政府が将来の需要に応え、現存するギャップに対応するた
めに必要となるであろう。ビジネスにとっての固有の関心事は、規制やリスクに関係する不適切な
調整や準備、および不確実性に起因する、インフラ・プロジェクトの承認段階から実行段階に到
るまでの時間と費用である。ＡＰＥＣの複数年計画の初期段階でこれらの課題に対応することは、
プロジェクトの開発プロセス年数を短縮し、プロジェクト費用を数百万ドル削減し、また資金調達
にすばやく弾みをつけると共に、計画段階にあるプロジェクトを新たに実行可能なものに変えてゆく
ことができる。

　この重要な取り組みを前進させるために、ＡＢＡＣが作成した補完的インフラ投資の環境整備
チェックリストをＡＰＥＣ参加国・地域の政府が活用し、この重要な問題に関ししっかりした、内
容の濃い対話をすることでビジネス界を関与せしめることをＡＢＡＣは奨励する。このチェックリス
トは実績を評価し、インフラ部門へＦＤＩを誘致し効果的に活用するために必要な複雑な政策や制
度の履行への理解を深めるよう作られている。また、このチェックリストは、全てのＡＰＥＣ参加国・
地域でのインフラ環境における前進と成果に注意を喚起すると共に、潜在的投資家との新たな連
携を作るためのまたとないチャンスを提供することになる。

２．官民対話を通じた官民パートナーシップ（ＰＰＰ：public-private partnership）のため 
　　の環境整備
　アジア太平洋インフラ・パートナーシップ（ＡＰＩＰ：Asia-Pacific Infrastructure Partnership）
はインフラ開発と資金調達のためのＰＰＰ進展を推し進めるために必要不可欠な要因についてアド
バイスを大臣及び政府高官に提供している。先進国および開発途上国双方の地域経済において、
インフラ設備の強化は依然として開発を行なう際の主要な課題であり、達成されればその地域にお
ける経済成長と物品及びサービス貿易の多大な効率化に著しく貢献するものである。高品質のイン
フラは地域経済の連携向上の可能性を高め、サプライチェーンに組み込まれることによる便益を経
済が享受する機会を切り開くものである。より確実な投資手順の必要性とインフラのための資金調
達ニーズには強い関係がある。インドネシアがＰＰＰに関する研究センターの次期設立を模索して
いることに伴いＡＰＩＰが同国を支援する作業を行なっていること、及び中国がインフラに優先的に
取組んでいることを支持する作業をＡＰＩＰが行なっていることについて、我々は強力に支援する。
我々はこれらのメッセージを本年後半にＡＰＥＣリーダーに伝える予定である。

付録
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３．ＷＴＯ情報技術協定交渉の完結
　情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement) は世界貿易機構（ＷＴＯ）の貿
易協定の中でも商業的見地から見て最も効果的なものの一つであり、先進国、発展途上国の双方
において、成長、イノベーションそして雇用創出を牽引している。ＩＴＡは、革新的でより手頃な価
格の情報通信技術（ＩＣＴ：information and communication technology）製品を消費者の手元
にもたらし、この結果、ＡＰＥＣ域内そして世界中におけるイノベーションの推進に重大な貢献を
果たした。さらに、ＩＴＡは、高い価値を持つＩＣＴ製品に必要とされる部品を入手可能とし、こ
れらの装置の製造に関わる世界的なバリューチェーンのより広い統合を促進した。技術分野におけ
る途方もないイノベーション、何千にもおよぶ新たなＩＣＴ製品の市場への登場にもかかわらず、過
去18 年間、ＩＴＡに付け加えられた関税品目は、１つもない。この協定を最新の状況に合わせる
ために、ＩＴＡ加盟国は 2013 年中に毎月のようにジュネーブにて交渉会合を開催した。ＩＴＡ拡大
のためのこのような大きな努力にも拘らず、協定に対する各国の意見の相異を縮めることはかなわ
ず、交渉は昨年の11月から中断している。

　ＡＢＡＣは、ＩＴＡ交渉を完結しようとの機運が失われたことに失望させられた。5月の貿易担
当大臣会合の成果、特にＩＴＡ拡大交渉においてセンシティビティ品目を限定し、相互に均衡が取
れ意欲的な自由化目標を打ち出すとの合意を通じて、ＡＰＥＣが商業的にも意義あるＩＴＡ拡大と
いう主張により大きなリーダーシップを発揮することをＡＢＡＣは要請する。そのような成果は
ＷＴＯと世界経済に対するＡＰＥＣによる意義深い貢献となろう。

４．サプライチェーン・コネクティビティの強化
　国境を越える物品・サービスの取引をより容易により低コストでより早く実行できるようにすること
により域内の競争力を強化するというＡＰＥＣの取組みをＡＢＡＣは強く支持する。2013 年の世界
経済フォーラムの報告によれば、国境管理や輸送・通信インフラに関わるサプライチェーンの全て
の国における効率を世界最高水準の半分程度に高めることができれば、世界のＧＤＰは 2.6 兆ドル、
輸出額は1.6 兆ドル増加すると試算される。

　サプライチェーン・コネクティビティに関する包括的なキャパシティ・ビルディング計画やサプ
ライチェーンに特化したＡＰＥＣ貿易・投資の自由化・円滑化（ＴＩＬＦ：APEC Trade and 
Investment Liberalization and Facilitation）サブファンドの創設を含め、サプライチェーンの能
力向上のためのＡＰＥＣの体系的な取り組みをABACは支持する。アジア太平洋において取引を
している企業や団体は、域内を通じて物品・サービスを途切れることなく、迅速に、そして安価に
移動させることに関わる貴重な経験を持っている。それ故に、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに対し、
Ａ２Ｃ２（APEC Alliance for Supply Chain Connectivity）すなわち、ＡＰＥＣのサプライチェー
ン・コネクティビティに関する包括的なキャパシティ・ビルディング計画に関連する提言を各
エコノミーとともに策定し、実施するための官民フォーラムの創設を承認することを求める。
さらにＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ各エコノミーがＡ２Ｃ２をＷＴＯの貿易円滑化協定（ＴＦＡ：Trade 
Facilitation Agreement）の義務履行を促進する手段として活用することを勧める。
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５．効果的なグローバル・バリューチェーンの構築
　グローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ：global value chains）は、すべての発展段階の国・地域
に関与し、世界経済で支配的な現象となっている。バリューチェーンがグローバル化すれば、各エ
コノミーの貿易・投資政策はより相互依存性が高まり、保護主義のコストは、より高く、より直接的に、
より広範なものとなる。このため、ローカルコンテンツ要求のような新たな貿易歪曲措置の拡散を防
止する政策手段が必要である。ローカルコンテンツ要求は、時 バ々リューチェーンを向上させる方策
と見なされるが、実際には、投資環境を劣化させ、貿易円滑化のための措置のメリットを減殺する
など、すべての取引主体に深刻な経済的影響をもたらす。国境を越えた生産活動の分業が増加し
ているため、関税、非関税障壁そしてその他の制限的措置は海外のサプライヤーのみならず国内生
産者にも影響を与えるので、各エコノミーにとっては、貿易・投資に関わる制度をオープンで、かつ
予測可能で、透明なものとする必要が増している。また、これは、物品のみならず、サービス、投資、
競争、知的財産、経済活動従事者の一時的移動なども含めGVCの多様な要素を網羅することによ
り最大限の効果を持つ質の高い貿易協定を目指すことが重要であることを強調している。
　ＧＶＣは企業に新たな要求を課する。特に生産段階および各国・地域の間でしっかりとした整合
をとり効率的な連携を図ることにおいてである。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣのグローバル・バリューチェー
ン戦略的ブループリントの策定にあたって民間部門を専門知識の源として活用することを勧める。 
ＡＰＥＣ参加国・地域はＧＶＣへのより大幅な参画を促進するためには、輸出入規制の撤廃・削減
に力点をおくべきである。ＡＰＥＣ実務者は主導力を発揮し、ＧＶＣの多様な要素をなるべく幅広
く網羅した質の高い貿易協定を支持するべきである。

６．良き規制慣行の推進
　この数年間、自由な貿易と投資に対する不必要な非関税障壁を生み出す国内規制の問題を克
服する必要があるとの認識が高まってきている。企業、特に中小・零細企業（ＳＭＭＥ：small, 
medium and micro-enterprise）にとって、コンプライアンス費用の増加は国際競争力の低下を招
き、経済資源の最も効率的な活用を困難なものとする。

　ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣホノルル宣言で合意された三つの良き規制慣行（ＧＲＰ: Good Regulatory 
Practice）とともにＡＰＥＣバリ宣言で特定された三つのＧＲＰツールの実施をAPEC が促進
することを要請する。この関連では、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣの第 1回高級実務者会議（ＳＯＭ：
Senior Officials Meeting）で承認された、インターネット時代においての規制立案に対する公開
の協議に関わる提案を歓迎し、各国・地域が情報技術を利用してのパブリック・コンサルテーショ
ンを一層促進できるように実用的な意見陳述を行うことを心待ちにしている。特に、ＡＢＡＣは、
ＡＰＥＣ各国・地域の規制を世界のベストプラクティスにより近いものにすること、理念より実績重
視の規制を活用すること、産業重視の規制を促進する制度設計をすること、そして説明責任を強
化し、相互学習を促し、ベストプラクティスを促進すべく協議機関を活用して官民連携を強化する
ことなどの努力を支援する。

７．中小・零細企業の育成支援
　中小・零細企業（ＳＭＭＥ）はＡＰＥＣ地域の基幹であり、経済成長と雇用機会の源泉として欠
くことのできない存在である。ＳＭＭＥの発展や適応能力、持続性に資する環境が重要であると
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ＡＢＡＣは考えており、大臣に以下の検討を要請する。（ａ）ＳＭＭＥが国際市場ネットワークへのア
クセスや参画の機会を得られるような能力構築プログラムの創出、（ｂ）ＩＣＴや電子商取引など効
果的で利用可能な技術を紹介しＳＭＭＥの国際化チャネルを拡大、（ｃ）官民対話やパートナーシッ
プの拡大、（ｄ）新たな革新的なビジネス・イニシアティブに対する障壁の排除、（ｅ）インターネット・
ファイナンスなど革新的なチャネルを通してＳＭＭＥの効果的な金融アクセス支援。
　
　ＡＢＡＣは、伝統的な金融メカニズムに存在するＳＭＭＥに対する障壁に対処するとともに、エ
クイティ・キャピタルやクラウド・ファンディングなどＳＭＭＥの成長を後押している革新的で非伝統
的な金融メカニズムを支援するよう大臣に呼びかける。

　ＡＢＡＣは、ＳＭＭＥの革新的な成長を加速するために、起業家精神を促進し市場主導で先端
技術の発展、普及、商業化が行われるような政策を通じた包括的なアプローチをとるよう大臣に提
言する。ＡＢＡＣは法や規制の障害の簡素化によりＳＭＭＥの機会が拡大するよう大臣に要請する。
ＡＢＡＣは域内の国境を越えた協力と技術普及のためのオープン・イノベーション・プラットフォー
ムに関するイニシアティブの可能性を引き続き検討している。 

８．女性の経済への参加の推進
　ＡＰＥＣは 女性の経済参画を拡大するための重要な取り組みを行ってきている。こうした取り組
みの進展は、女性やその家族の生活の改善につながるという社会的な責務であるばかりではなく、
経済的な要請でもある。にもかかわらず、ＡＰＥＣ域内の女性は、資本の獲得、市場へのアクセス、
能力の開発、ネットワークへのアクセス、指導的地位の獲得において障壁に直面している。こうし
た障壁によりＡＰＥＣ域内には多大な生産力が活用されずに残っている。このような障壁を排除す
る政策を支援するようＡＢＡＣは大臣に要請する。障壁に対処し、官民を問わず女性を経済の主
流に迎え入れることで、域内の経済成長と安定を促進することとなる。

９．グリーン成長の促進
　グリーン成長に向けたＡＰＥＣの具体的な取り組みをＡＢＡＣは称賛する。環境物品 54品目の
関税率を低減するというＡＰＥＣの取り組みをきっかけにＷＴＯの14の加盟国・地域が同様の協
議を開始することに本年１月に合意し、国際交渉の行き詰まりを打破することに成功した。ＡＰＥＣ
はまた域内のエネルギー集約度を2035 年までに45%削減することも表明している。省エネは最も
安価で最も入手しやすいエネルギー源であり、45%という目標を達成するうえで重要な要素となる。
こうした測定が容易なベンチマークは実際的な取り組みである。グリーン成長のアジェンダを促進
するために、ＡＢＡＣはＡＰＥＣに以下を提言する。（ａ）2015 年末までの環境物品54品目関税削
減の確実な実行。また環境サービスに関する議論を深め、環境物品・サービスの非関税障壁の特
定と排除の実施、 （ｂ）省エネを促進し、省エネ製品の普及を推進し、当該物品サービスの自由貿
易を円滑化する政策の導入。

10．エネルギー安全保障への取り組み
　経済成長の核となる電力の安定供給はＡＰＥＣ地域で喫緊の課題である。再生可能エネルギー
は究極の発電源であるが、主要な発電源となるには更なる技術革新が必要である。多くの国・地
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域では化石燃料を含むエネルギー・ミックスを継続せざるを得ないが、その場合は環境への負荷
が大きな課題となる。経済成長と環境保護を両立させるために、ＡＢＡＣはＡＰＥＣに以下を提言
する。（ａ）再生可能エネルギーの技術革新の支援強化、（ｂ）環境負荷を軽減するための規制の整
備、強化、徹底、 （ｃ）発電における化石燃料の影響を緩和するため環境フットプリントの小さい
技術の採用、（ｄ）クリーン・コール・テクノロジーの採用拡大のため、必要に応じて国際機関と協
力しながら能力構築やファイナンスを実施。

11．食料安全保障への取り組み
　域内の食料安全保障問題の解決における民間部門の重要性をＡＢＡＣは長く主張してきた。民
間部門との協調が重要だとの大臣の認識に基づき設立されたＡＰＥＣ食料安全保障政策パート
ナーシップ（ＰＰＦＳ：APEC Policy Partnership on Food Security）は、ＡＢＡＣが域内の食
料安全保障を議論する主たるメカニズムである。ＰＰＦＳが 2020 年までにＡＰＥＣ域内の食料安
全保障を達成するという目標を実現するためには、現在ＰＰＦＳが直面する構造上、運営上の課題
を解消する必要があるとＡＢＡＣは考えている。 

12．健康な労働力の重要性
　急速な高齢化と非感染性疾患に起因する負担増は持続的な経済成長への大きな課題となってい
る。この傾向は共同体の福利や長期的な介護費用、そして労働生産性の確保に大きな影響を及
ぼす。健康上の問題に起因する常習的欠勤や障害、生産性の低下は官民問わず重大な関心事で
ある。こうした傾向への理解を深めるためにＡＢＡＣはＡＰＥＣ生命科学イノベーション・フォーラ
ム（ＬＳＩＦ：APEC Life Sciences Innovation Forum）と共同で報告書作成を委託している。こ
の調査は、非感染性疾患の生産性コストの現状を示し、将来への潜在的影響を分析し、この重
大な課題に対する効果的な政策を提示するための知識的基盤を提供するものである。

　ヘルスケア・システムへの賢明な投資とビジネスに優しい貿易・規制政策は、ＡＰＥＣ各国・地
域がこの傾向に対処する一助となる。そのような政策により、民間部門が治療法や処置を新しく開
発し、タイムリーかつ安全に提供する能力を最大限に引き出すことが可能となる。例えば、複雑で
多国籍にわたるサプライチェーン上で製品を追跡するために企業は一貫性のあるデータ・スタンダー
ドを利用することとなる。追加のデータを得るためにABACは本年、韓国と米国の大学と共同で
パイロット・プロジェクトに着手する。このプロジェクトでは、一般的なデータ・スタンダードを医薬
品の越境取引に適用し、費用効率や、コンプライアンス・コストの削減と低水準の製品や偽造品
の流通阻止が患者保護にどの程度資するかを調査する。 

13．成長を推進する金融市場発展の加速
　アジア太平洋金融フォーラム（ＡＰＦＦ）が設立され、金融市場が国内消費と貿易、インフラ投
資、イノベーション、中小・零細企業の成長をサポート出来るよう官民一体の新たな取り組みが数
多く行なわれている。金融市場がこうした役割を果たすためには、資金調達手段の大幅な多様化
を実現するよう進化する必要があり、長期ファイナンスを提供できる、厚みがあり流動性の高い資
本市場と金融機関がより大きな役割を担わなければならない。金融市場はまたより開かれたものに
なる必要がある。ＡＰＦＦは現在保険会社や年金などが投資をインフラに振り向ける余力に影響を
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与える市場、規制、オペレーション上の課題を特定している。また、中小・零細企業（の資金調達）
を支援する動産や消費者信用情報を広く利用するための法的および制度的インフラの改善を支援す
るアクション・プランを策定している。ＡＢＡＣはＡＰＥＣ財務大臣およびリーダーにこれらの事案
についての提言を提出する予定である。

14．貿易金融およびサプライチェーン・ファイナンスの推進
　サプライチェーンは中小・零細企業が貿易の成長からの利益を享受すると共に、自ら成長に貢献
する非常に重要な機会を提供する。現在、中小・零細企業は新たな規制、経済状況およびサプラ
イヤーが運転資金を利用することを制限する業界の傾向などにより貿易金融を取巻く状況が急速に
変化している事態に直面している。しかしながら、革新的な問題解決手法により、より長期の生
産および販売サイクルに対する需要や、拡大する輸出量に対応することを可能にもしている。
ＡＰＦＦは貿易金融に関するバーゼルⅢの適切かつ一貫性のある適用を推進すること、バランスの
とれた顧客確認ルールの適用、そして担保管理業界の発展を支援する法的、制度的改革に着目し
ている。また、銀行支払確約（ＢＰＯ：Bank Payment Obligation）のような革新的な取引決済手段、
電子商取引基盤、新興成長市場通貨のより広い普及の推進も取り扱っている。ＡＢＡＣは大臣がよ
り広い分野での官民連携を推奨しＡＰＦＦの作業を通じた貿易金融及びサプライチェーン・ファイ
ナンスを推進することを強く主張する。

15．鉱業分野における活発なパートナーシップの確立
　域内の持続可能な経済成長を支える上で、鉱物資源や金属の大規模な生産・消費地である
ＡＰＥＣ各国・地域が効果的な規制環境を協調して推進することは重要である。地域社会、経
済、投資家に有益な結果をもたらすような責任ある投資が行われるためには官民のパートナーシッ
プや対話の活性化が必要である。ＡＰＥＣにはこの経済上極めて重要な部門に焦点をあて、既
存の官民協調に倣い、例えばＡＰＥＣ鉱業タスクフォース（APEC Mining Task Force）などの
ステークホルダーとビジネス界の連携を進めることを提言する。ＡＢＡＣでは将来の議論の糧とす
るべく、鉱業に関する調査委託の準備を進めている。この調査の内容は、鉱業が域内経済に及
ぼす影響や、投資を促進する政策、そして責任ある鉱業のベストプラクティスの特定などである。 


