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ＡＰＥＣ首脳への提言 

 

 

 

「格差に留意：グローバル化を万人のチャンスに」 
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序言 

 

過去１２ヵ月間、我々は、アジア太平洋地域経済が安定した状態から激しく落ち込むさまを目の当

たりにしてきた。今、その回復力が厳しく試されている。全てのＡＰＥＣ参加国･地域は、先進国・地域

であれ途上国・地域であれ、ⅰ）市場の不安定さ、ⅱ）上昇するインフレ圧力、ⅲ）消費者需要の減

退、ⅳ）資金流動性の制約、による意欲の低下を感じている。ビジネス界は、こうした消極的な傾向

を鋭敏に認識したが、その規模や場所に拘らず、その打撃を逃れた企業はほとんどない。 

 

アジア太平洋地域の景気後退の見通しに対して断固とした措置で取り組み、全てのＡＰＥＣ参加国・

地域が、サービス・製品の生産・貿易において、成長を取り戻すことが重要である。これらの難題に

は、成長と発展のための新たな機会を提供し、かつ近年に達成された進捗を後退させないような方

法で対応する必要がある。 

 

ビジネスに携わる者としてＡＢＡＣメンバーは、発生する問題に果敢に立ち向かい、ビジネスの維持

につながるような意思決定を行う責任を負っている。我々は、アジア太平洋地域中のビジネス関係

者は解決策を見出すために、全力を傾注しているものと信じている。しかしながら、グローバル経済

において、政府はビジネス関係者と協働し、ビジネス界が安心して事業を継続できるような環境を

整備する必要がある。 

 

我々は、本提言の中で、ＡＰＥＣ参加国・地域の政府が上述した問題に取り組むためにとるべき具

体的対策を追求している。本報告書におけるＡＢＡＣの提言は、ＡＰＥＣの創設以来導いてきた基本

理念と一致するものであり、ＡＰＥＣの中核をなす三本柱、すなわち貿易・投資の自由化、円滑化お

よびキャパシティ・ビルディングに関わるものである。我々は、次のことを確信して、ＡＰＥＣ首脳への

提言を行う。すなわち、本提言は、ＡＰＥＣ参加国・地域が国際舞台において共通の問題に対処する

上で引き続き確固たるリーダーシップを発揮する一助となるものであり、また、ＡＰＥＣ参加国・地域

が協働することによって、相互利益と恩恵をいかに人々に与えることができるかを示すものである。 

 

 

A. ドーハ開発アジェンダ交渉中断への対応 

 

ＡＢＡＣは、ドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）交渉を含め、世界貿易機関（ＷＴＯ）を支持してきた。ビジ

ネス社会としては、ドーハ・ラウンドが先般中断されたことに深く失望している。ビジネス社会は、国

際市場、とりわけアジア太平洋において貿易･投資の自由化の推進を持続させることをＡＰＥＣ首脳

に要請する。 

 

一方、ＤＤＡ交渉の中断によって、ＡＰＥＣには、太平洋を横断する地域統合を強化・深化する過程

に焦点を当てる機会がまさに与えられている。 

 

ＡＰＥＣがより強固に、完全にコミットされた自由貿易を目指すことが、現在の状況下で、我々が  

ＷＴＯに果たせる最善の貢献である。 

 

 

提 言 

 

 ＡＰＥＣを通じて、さらに統合され、かつより発展した太平洋を横断する地域統合を推進する。 
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 ドーハ･ラウンドにおいて現在までに達成された進捗およびバランスのとれたドーハ・ラウンドの

最終合意を確保するための一層の努力を促す。 

 

 ロシアの世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟を支援する。 

 

 

B. 地域経済統合の加速 

 

ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域における経済統合をさらに促進させるための努力を加速させるとの  

ＡＰＥＣ首脳の決定を歓迎する。ＡＢＡＣは、その信念、すなわち「アジア太平洋自由貿易圏     

（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of the Asia-Pacific）」こそが、ⅰ）地域貿易協定/自由貿易協定（ＲＴＡ／

ＦＴＡ）の収斂の実現、ⅱ）地域における貿易・投資の自由化の進展、ⅲ）ボゴール目標の達成、に

向けた現実的な方策に他ならないことを再度表明する。 

 

ＡＢＡＣは、ＦＴＡＡＰに向けた基礎となり得る多くの分野での作業を開始している。これらには、   

ⅰ）モデル措置の作成、ⅱ）地域統合の核となる要素を特定するための質の高いＲＴＡ／ＦＴＡの評

価、ⅲ）原産地規則の研究、が含まれている。 

 

提 言 

 

 ⅰ）現在行われている地域経済統合に関する研究の完了、ⅱ）モノ・サービス・資本および労働力

のアジア太平洋地域内での自由なフローを実現するためのあらゆる選択肢あるいは他の方策の

模索、によって「アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of the Asia-Pacific）」に関

する作業を加速させることをＡＰＥＣ閣僚に要請する。 

 

 

C. 世界的な信用収縮およびインフレ圧力への対処 

 

サブ・プライム住宅ローン危機および様々な国際的な銀行の償却損により火のついた現在の世界

的な信用収縮は、アジア太平洋地域の経済に深刻かつ甚大な影響を及ぼしている。したがって、   

ＡＢＡＣは、将来の金融上の混乱回避を支援するための提言を政策立案者に対して行う。 

 

さらにまたＡＢＡＣは、アジア太平洋地域内で、さらにグローバルに中央銀行間、規制当局間の政策

協調に高い優先順位を置くよう提言する。ＡＰＥＣ参加国・地域が信用・流動性収縮から被るシステ

ミック・リスクは深刻であり、まだ終わりが見えない。時宜を得た、かつ透明性の高い情報の公表に

関する各規制当局と各中央銀行による、迅速なコミュニケーション、多角的な意思決定、そして断固

たる時宜を得た行動こそが残っている問題を大きく緩和し、ＡＰＥＣの資本市場における安定性と流

動性の迅速な回復を促すものである。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域で浮上し始めたインフレに対する抑制圧力を維持しつつ、成長の持

続に必要な企業や個人の投資に十分な流動性供給を可能にするような、適切なバランスを見出す

ことを政策立案者に提言する。さらに、ＡＰＥＣ参加国・地域の市場安定性の向上のため、ＡＢＡＣは

資金の短期フローに係わるデータの向上と伝達を目的とした規制に関する国際的な協力の強化を

提言する。 
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提 言 

 

 一貫性があり、かつ慎重な財政・金融政策および時宜を得た流動性メカニズムを推進すること

により、信用・資本市場におけるコンフィデンスを回復させる。 

 

 業態毎の金融規制から業態を横断した金融規制に重点を移すことを、直ちに開始する。後者は

ＡＰＥＣ参加国・地域の内部、また、これら国・地域の間での様々な規制当局の非公式な協力を

通じて実現され得る。 

 

 カウンターパーティー・リスクが明確に理解され、定着するよう、クレジット・デリバティブおよび高

レバレッジ市場の透明性を高めるための対策を実施する。 

 

 

D. 零細企業を含む中小企業の発展の強化 

 

ＡＰＥＣ首脳へのＡＢＡＣの提言において常に存在するテーマの一つは、各ＡＰＥＣ参加国・地域の零

細企業および中小企業（ＳＭＥ：Small and Medium Enterprises）の貢献への高い依存度である。   

ＡＢＡＣは、ⅰ）ＳＭＥの成長の障害となる規制の削減・撤廃、ⅱ）資金調達・情報・技術およびトレー

ニングへのアクセスの改善、を繰り返し求めてきた。このテーマは、国内経済におけるＳＭＥの役割

を高めることに主眼を置いてきた。ＡＢＡＣは、過去２年間、ＳＭＥが海外市場で成功する方法につ

いてますます関心を高めてきた。ＡＢＡＣは、一般的なテーマである「ビジネス環境整備（ease of 

doing business）」により、ＳＭＥが海外で存在感を確立し、成功裡に活動するための機会に影響を

与える「国内問題（‘behind-the-border’ issues）」を明らかにしてきた。 

 

提 言 

 中小企業（ＳＭＥ：Small and Medium Enterprises）の発展のために、全てのＡＰＥＣ参加国・地域に

おいて、２０２０年までに適切な情報通信技術（ＩＣＴ：Information Communications Technology）

サービスおよび技術インフラを提供することにより、「技術インフラ・プログラム」を実行に移す。ア

クションの詳細には、以下のことが含まれるが、これらに限定されない。すなわち、ⅰ）あらゆる行

政上・社会上の資源を調和させることにより、ＳＭＥのためのＩＣＴによる社会支援・サービスおよ

びセーフガード・システムの確立と改善、ⅱ）ＳＭＥによるＩＣＴ利用のための財政支援の強化、ⅲ）

ＳＭＥの知的財産保護を支援するプログラムの導入促進、ⅳ）ＳＭＥによる ＩＣＴの研究・開発能

力およびＩＣＴ利用能力の督励、ⅴ）ＳＭＥの生産性を高めるシステム・方法の開発、特に進化し

続ける新技術の利用、ⅵ）ＳＭＥがビジネス上の主要課題へ対処することを支援するためのビジ

ネス変革メカニズムの開発支援、である。 

 

 全てのＡＰＥＣ参加国・地域におけるＳＭＥの資金調達能力を強化するための包括的キャパシ

ティ・ビルディング・プログラムによる「資金調達のキャパシティ・ビルディング・プログラム」を実行

に移す。アクションの詳細には、以下のことが含まれるが、これらに限定されない。すなわち、ⅰ）

ＡＰＥＣ参加国・地域によるマイクロ・クレジット／ローン・システムおよび健全な資金調達の法的

枠組みの設立、ⅱ）ＳＭＥのためのベンチャー投資基金の創設、ⅲ）ＳＭＥのための政府系資金

借入保証・再保証機関の設立、iv) インターネットを利用した融資システムの構築促進、ⅴ）ＳＭＥ

を明確な対象としたハイリスクな株式を取引する新しい資本市場の促進および特に投資受入企

業の極めて厳格な透明性を確保するオンライン・システムの促進、である。 
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 次のアクションを通じて、ＳＭＥトレーニング・プログラムを実施する。すなわち、ⅰ）ＡＰＥＣ参加

国・地域間での日常的な協力・交流のメカニズムの構築、ⅱ）あらゆる範囲の教育資源の完全な

利用・活用および国際・国内関係研修機関の間での協力の強化、ⅲ）適切な「ＡＰＥＣ経済・技術

協力 （ＥＣＯＴＥＣＨ）」スキームの下で、ＳＭＥの経営教育を支援する「特別基金」の創設、ⅳ）必

要に応じ、ＳＭＥの経営教育が「ＡＰＥＣ共同行動（Collective Action）」として遂行し得るかどうか

の検討、である。 

 

 

E. 食料供給および価格問題への対応 

 

基本的な食料の供給不足およびそれに伴う価格の顕著な上昇の影響に対する広範な懸念がアジ

ア太平洋地域のビジネス界に生じている。これらの問題は多くの要因、とりわけ世界的に増大した

食料の需要および石油価格の上昇を含むエネルギー関連の問題が原因である。一部のＡＰＥＣ参

加国・地域においては、国内市場への供給を維持するために輸出規制を課すといった防衛的な措

置がとられており、このことは他の参加国・地域に対して悪影響をもたらすことになる。このような無

用な短期的措置を回避することに加え、根底にある長期的な課題に取り組むことが極めて重要で

ある。ＡＰＥＣにおいては、この分野における政策決定の指針となる確立された枠組み、すなわち  

ＡＢＡＣが策定し、１９９９年にＡＰＥＣ首脳が採択した「ＡＰＥＣ食料システム（ＡＦＳ：APEC Food 

System）が存在する。 

 

１９９８年および１９９９年のＡＰＥＣ首脳へのＡＢＡＣ提言で明確に述べられている通り、ＡＦＳは、  

ⅰ）農村部の開発およびキャパシティ･ビルディング、ⅱ）技術開発および技術共有、ⅲ）食料貿易・

投資の自由化、を指針として構築された地域食料システムを想定している。食料安全保障の問題

に取り組むためのＡＰＥＣの主たる手段として、ＡＦＳは、地域食料システムのビジョンに基づき、ⅰ）

消費者に希望する食料を手頃な価格での入手を可能にする、ii) 地域全体で利用可能な食料関連

技術の進歩や効率のよい資源活用を通じて食料セクターの生産性を高度化する、ⅲ）協力と相互

依存を通じて供給保障を改善する、ⅳ）インフラ整備の改善および実行可能な非農業分野での雇

用機会と産業へのアクセスを通じて農村社会の活力を高める、ための環境の創設を求めている。 

ＡＦＳには、このビジョンを達成するための具体的なプログラムが含まれる。これらのプログラムは、

現在直面している状況にも直接関わっている。我々は、多くのＡＰＥＣ参加国・地域において、ＡＦＳ

を試み、また実行するために多くの努力が払われてきたとの事実を認識し、賞賛する。しかしながら、

我々は、ＡＰＥＣの中でＡＦＳを完全に受け入れるためにさらに多くの作業が実行可能であると感じて

いる。ＡＢＡＣは、現時点から２００９年のＡＰＥＣ首脳会議まで、食料問題についてＡＰＥＣと緊密に

協働する用意がいつでもできており、かつＡＦＳと食料問題に格別の重点を置くことを計画している。 

 

提 言 

 

 ＡＦＳを実行するため、１９９９年にＡＰＥＣ首脳が取り交わしたコミットメントを再確認するとともに担

当官に対して、ＡＦＳのレビューとアップデートおよびＡＦＳの効果的な実施に必要な政策とプログ

ラムの策定を指示する。 

 

 食料不足に取り組む措置としての禁輸または輸出制限を放棄する。 
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Ｆ．投資フローの円滑化 

 

１．投資円滑化行動計画 

 

ＡＰＥＣ参加国・地域における投資フローの増進は、成長と経済統合に対して決定的に重要である。

これらの目標は、ⅰ）アジア太平洋地域全体の順調な経済成長の中心点であること、ⅱ）新たに合

意された投資円滑化行動計画（ＩＦＡＰ：Investment Facilitation Action Plan）に反映されていること、

から ＡＢＡＣはＩＦＡＰを強く支持する。ＩＦＡＰの実施に際しては、ⅰ）投資のルール・意思決定におけ

る透明性の向上、ⅱ）プロセスの簡素化、ⅲ）アジア太平洋地域におけるビジネス環境の一層の整

備、に重点を置くべきである。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳が示した先見性、すなわち、ⅰ）２０１０年まで

に「構造改革の実施に向けた首脳の課題（ＬＡＩＳＲ：Leader’s Agenda to Implement Structural 

Reform)」の実施を目指した第一回ＡＰＥＣ構造改革担当大臣会合を招集したこと、ⅱ）地域経済統

合の目標を確かなものとしたこと、を賞賛する。我々は、二国間投資協定の中核要素に関する作業

および地域貿易協定・自由貿易協定（ＲＴＡ／ＦＴＡ）におけるモデル投資章の作成努力を支援する。

我々がＡＰＥＣ投資専門家会合（ＩＥＧ：APEC Investment Experts Group）およびＡＰＥＣ経済委員会

（ＥＣ：APEC Economic Committee）の作業を支援し、その作業に関与することは、アジア太平洋地

域における投資フローの増進に対するＡＢＡＣのコミットメントを明示している。 

 

ＩＦＡＰには測定可能かつ現実的な目標および指標が組み込まれる一方で、ＡＢＡＣは、ＩＦＡＰ実施の

進捗度合いおよびＩＦＡＰでとられるアクションによる実際のビジネス上の利益を測定する有効な指

標を提案する。ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域における投資の促進・円滑化において、世界銀行、国

連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）および国際法研究所による支援に感

銘を受けている 。 

 

提 言 

 

 投資円滑化行動計画（ＩＦＡＰ：Investment Facilitation Action Plan）による投資円滑化のためのア

クションが、ⅰ）投資のルール・意思決定における透明性の向上、ⅱ）プロセスの簡素化、ⅲ）アジ

ア太平洋地域におけるビジネス環境の一層の整備、ⅳ）アジア太平洋地域の国・地域間の地域

貿易協定／自由貿易協定（ＲＴＡ／ＦＴＡ）の投資章条項の収斂を促進するモデル措置、に焦点を

当てることを確実にする。 

 

 地域統合を確実にする上で、ＩＦＡＰとＡＰＥＣ構造改革担当大臣会合から提起された措置との間

に生じる重要なリンケージに重点を置く。 

 

 投資の促進・円滑化について主要な国際機関との連携を継続する。 

 

２．金融サービスにおける投資円滑化 

 

金融サービスはアジア太平洋地域において急速に成長しており、サービスの自由化は、ボゴール

目標の実現に極めて重要である。２００６年、ＡＢＡＣは世界貿易機関（ＷＴＯ）での金融その他の

サービスに関する交渉において使用するため、目標とベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）に

関する一連のチェックリストをＡＰＥＣ閣僚および首脳へ提示した。これらのチェックリストは、ＡＰＥＣ

参加国・地域が作成または受領した提案を判断するための指針ないしベンチ･マークであり、投資フ

ローを改善するための国内の政策意思決定にも大きく関連している。２００６年の「チェックリスト」を

踏まえ、本年、ＡＢＡＣは証券業界におけるベスト・プラクティスおよび目標を反映するべく、金融
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サービス・チェックリストの改訂を行った。 

 

提 言 

 

 チェックリストのレビューを行うとともに、証券セクターにおける金融サービスに関する協議を進展

させるために、世界貿易機関（ＷＴＯ）交渉官に対してチェックリストを利用するよう指示する。さら

に、ＡＰＥＣ参加国・地域における証券サービスへの投資のための国内の政策枠組みにおける目

標およびベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）を実行する。 

 

 

Ｇ．貿易フローの円滑化 

 

１．モノの移動 

 

ＡＰＥＣ参加国・地域は、輸出セクターの収益性を通じて繁栄している。アジア太平洋地域が、グ

ローバルな経済勢力として、ますます有力となってきたことにより、国境管理と貿易の成長との調和

が一層重要になってきている。 

 

従って、国境における効率的なモノの移動に影響を及ぼす障害の除去は、アジア太平洋地域のビ

ジネスにとり極めて重要である。ＡＰＥＣ参加国・地域間におけるモノおよびサービスの移動の容易

さ・スピードを高める効率的かつコスト効率の優れた国境管理体制無くして、アジア太平洋地域のビ

ジネスは、向上した市場アクセスおよび低減された関税から得られる利益を最大化できない。 

 

アジア太平洋地域のビジネス界は、モノおよび人のフローへの影響は最小限に止めるが、規則に

従わない者には、最大のペナルティを課す国境体制を支持する。全ての規制要件の単一窓口化お

よびシームレスな情報共有は、アジア太平洋地域のサプライ･チェーンおよび経済統合の成長を支

えつつ、コンプライアンス・コストの抑制に役立つ。 

 

提 言 

 

 国際間で相互に運用することが一層容易になるよう国際的に公認された手順および統一基準を

支持し、アジア太平洋地域全域にわたる「シングル・ウィンドウ（単一受付窓口）」方式の実施を加

速する。 

 

２．貿易円滑化行動計画Ⅱおよび主要実績評価指標 

 

貿易円滑化行動計画Ⅱ（ＴＦＡＰⅡ：the Second Trade Facilitation Action Plan）の目標が貿易の円

滑化であることを踏まえ、ＡＢＡＣは、ＴＦＡＰⅡでのアクションによる時間・取引コストの削減を測定す

るための「主要実績評価指標（ＫＰＩｓ：Key Performance Indicators）」を利用することの意義を喧伝し

た。ＡＢＡＣが適切と考えるＫＰＩｓをビジネスに直接関連する作業を行うＡＰＥＣの小部会に提出して

おり、ＫＰＩｓの実施に際しては、同小部会と協働する。 
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提 言 

 

 貿易円滑化行動計画Ⅱ（ＴＦＡＰⅡ：the Second Trade Facilitation Action Plan）の成果が、現実の

ビジネス慣行に結び付くことを確実にする。 

 

 ビシネス界の考え方をＴＦＡＰⅡ実施の際の評価に組み入れる。 

 

３．貿易の安全確保  

 

ＡＢＡＣは、円滑な通関手続を阻害してきた可能性がある近年の貿易安全確保制度が、急激かつ過

剰に拡がったことを懸念している。ＡＢＡＣは、貿易の安全確保の重要性を認識する一方で、貿易の

安全確保の強化は、貿易円滑化の促進と両立可能であり、両立させなければならないと考える。

従って、安全な国境を維持する必要性と貿易円滑化の必要性とをバランスさせるために、ＡＰＥＣ参

加国・地域が貿易安全確保制度の発展に向けた「総括的」な取り組みを導入することが重要であ

る。 

 

提 言 

 

 一貫性のない、冗長な、かつ重複する要求および優良事業者（ＡＥＯ：Authorized Economic 

Operators）に対する監査を回避するため、他のＡＰＥＣ参加国・地域が認定したＡＥＯの相互認

証手段を開発する。 

 

 時間の消費あるいは法外なコストによって輸送を妨げるような貿易安全確保体制の実施を放棄

する。 

 

 高額な設備への融資の提供、キャパティ・ビルディングの支援等の対抗措置により、あらゆる法

外なコストに対して取り組む。 

 

４．国内課題 

 

Ａ Ｂ Ａ Ｃ は 、 地 域 経 済 統 合 が よ り 緊 密 に な れ ば 、 貿 易 ・ 通 商 に 影 響 を 与 え る 「 国 内 課 題

（’behind-the-border’ issues）」に対して、より細心の注意を払うことが要求されるとのＡＰＥＣ首脳

の認識を歓迎する。８月にメルボルンで開催されたＡＰＥＣ構造改革担当大臣会合は、ＡＰＥＣおよ

びＡＢＡＣが競争政策や規制改革といった課題に取り組むための行動プログラムに着手した。    

ＡＢＡＣは同大臣会合の結果を支持し、また、これらの成果をＡＰＥＣ首脳に提言する。 

 

ＡＢＡＣは、より優れた規制およびビジネス慣行を促進するためにＡＰＥＣ中小企業作業部会（ＳＭＥ

Ｗ Ｇ ： APEC SME Working Group ） が 打 ち 出 し た 「 民 間 部 門 の 発 展 （ Ｐ Ｓ Ｄ ： Private Sector 

Development ）アジェンダ」を強固に支持する。しかし、関連するキャパシティ・ビルディングのプログ

ラムは、政策担当官と実施担当官双方の参加を得て推進されるべきである。それにはＡＰＥＣの首

尾一貫した取り組みが必要であり、ＡＰＥＣに関係する機関の間で最高レベルの提携・協力が求め

られる。ＡＢＡＣは、ＰＳＤワークショップにおいて、国内課題に取り組むために新しく計画される規制

に関して、アジア太平洋地域のビジネス界の考え方を示す適切な機会を探っている。 
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５．ビジネス関係者の移動 

 

ビジネス関係者の移動が貿易・投資の促進にとって極めて重要なことは明白である。ビジネス関係

者が会わなければ、ビジネスは生まれない。さらに、査証要件や入国管理が原因で、出張に時間が

かかることは、ビジネスにとり実質的なコストを強いられることになる。こうした事実に着目した   

ＡＢＡＣによる努力の結果、１９９６年にＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ：APEC Business 

Travel Card）制度が生まれた。 

 

１９９７年、ＡＢＴＣがオーストラリア、韓国、フィリピンにより導入されて以来、ＡＢＴＣ制度は、着実に

拡大してきた。２００６年末、米国はＡＢＴＣ制度に参加する意向を示し、現時点で、米国は制度参加

準備中の国として、既にＡＢＴＣ制度への参加を開始している。２００７年にメキシコがＡＢＴＣ制度に

加わったことにより、ＡＢＴＣ参加国・地域は１９カ国・地域に達した。ＡＢＴＣ参加国・地域が段階的に

拡大してきたことは、ＡＰＥＣの「パスファンダー・アプローチ」が成功し、かつ信頼できることを目に見

える形で証明した。しかしながら、ある予測によれば、今後５年間に発行されるＡＢＴＣの数は１０倍

に増える可能性がある。ＡＢＡＣは、ＡＢＴＣ制度はセキュリティを維持しながら、運用条件をさらに発

展・改良が可能である重要な段階に達したと確信する。  

 

提 言 

 

 ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ：APEC Business Travel Card）制度に参加している国・

地域において、ⅰ）優先順位による処理、ⅱ）事前審査に要する処理時間のさらなる短縮、 

ⅲ）ＡＢＴＣの有効期限延長、ⅳ）旅券更新時におけるシームレスな有効期限の供与、ⅴ）オンラ

イン・サービスの向上、ⅵ）空港におけるＡＢＴＣの確実な認識の確保、ⅶ）明確に識別された 

ＡＢＴＣレーンの提供、などＡＢＴＣの運用を引き続き改善する。 

 

 ＡＢＴＣ制度に参加準備中および未参加の国・地域対し、ＡＢＴＣ制度に完全に参加することを督

励する。その際には、ＡＢＴＣ保有者の混乱を解消するとともに、こうした国・地域の全面参加を促

進にするため、参加準備期間を出来る限り短く（最大３年間）する。 

 

 空港における混乱を回避するため、入国管理職員への十分なキャパシティ・ビルディングを提供

する。 

 

 ＡＢＴＣ制度の変更があれば、ＡＢＴＣ保有者の間でその変更に関する認識を確実に広めるため、

また、ＡＰＥＣ参加国・地域各々かつＡＰＥＣ全体における混乱を回避するため、変更事項の周知

を図る。 

 

 ＡＢＴＣ保有者がほとんどいないＡＰＥＣ参加国・地域にも恩恵があり、かつコスト効率に優れるこ

とが証明される限りにおいて、ＡＢＴＣ保有者の個人データの保存を可能にするコンタクトレス・

チップ（非接触型チップ）等の新技術の利用を検討する。 

 

６．基準の調和（標準化） 

 

ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域全体の基準の調和(標準化)に向けた機運を高めつつある。重要なインフラ

の安全確保のための緊急時管理基準に関するＡＰＥＣ全体でのイニシアティブおよび災害時・緊急時対策

手順の策定・導入に関するグローバルな取り組みをさらに推進するために、ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域

全土にわたる基準およびキャパシティ・ビルディングに関する調査を活用してきた。このプロジェクトから得
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られる成果は、他のセクターにおける将来の作業の枠組みとしての活用する観点から評価されることとな

る。 

 

 

H. 労働力へのアクセスの確保 

 

グローバル化が激化し、人口構造の変化が加速されたことにより、ビジネス界では、熟練労働力お

よび熟練度の低い労働力が一層不足している。労働力のフローが加速していることは、ＡＰＥＣ参加

国・地域に影響を与える恒常的・構造的な特徴になっており、潜在的にビジネス活動に影響を及ぼ

す緊張の原因となる。ビジネス界は、アジア太平洋地域におけるモノ・投資の自由なフローを円滑

化するために進めている取り組みと併行して、ＡＰＥＣが国際的な労働力の移動を巡る課題に対応

するためのステップを議論することは有意義であると考える。 

 

貿易・金融フローの自由化は、非常に大きく進展した。しかしながら、労働力の移動における進展は

限られてきた。労働力の移動に関するイニシアティブは、ＡＰＥＣの目標と一致しており、アジア太平

洋地域の統合プロセスを大きく進めるであろう。 

 

ＡＢＡＣは、労働力の移動が持つ経済・ビジネスに対する含意を評価するため、太平洋経済協力会

議（ＰＥＣＣ：Pacific Economic Cooperation Council）と共同で研究を行い、共通の課題を明確にする

とともに、次のような可能性のある協調的な対応を提案した。 

 ＡＰＥＣ参加国・地域およびその関係者が労働力の移動とその重要性をより深くに理解できるように、各

参加国・地域およびアジア太平洋地域のデータ・政策の分析を強化する。 

 各ＡＰＥＣ参加国・地域およびアジア太平洋地域のレベルで、労働力の移動の管理に関するキャパシ

ティ・ビルディングを実施する。  

 ベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）として、ⅰ）循環型移住、ⅱ）派遣労働者のための取引コスト

の削減、ⅲ）技術移転とトレーニング、ⅳ）年金のポータビリティ、ⅴ）社会的適応の促進、等を共有す

る。 

 

提 言 

 

 ＡＰＥＣの２００９年のアジェンダに次の課題に取り組むための作業計画を含める。すなわち、ⅰ）労働

力の移動がＡＰＥＣ参加国・地域にもたらす利益の増大、ⅱ）労働力の移動に伴う社会的適応問題の緩

和、ⅱ）人口・労働力の不均衡を克服するような人的熟練技能の移転の強化、ⅲ）派遣労働者に対する

保護および充実した福祉の提供、である。ＡＢＡＣおよび太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ：Pacific 

Economic Cooperation Council）は、ＡＰＥＣ実務者と我々の知識・分析・成果を共有することにより、この

プログラムにＡＰＥＣと共同で参加する用意がある。  

 

 

Ｉ．イノベーションの促進 

 

知的財産権の保護 

 

(a) 特許協力と特許権の執行  

 

近年、知識の獲得および知的財産の発展がスピードを増し、また世界の市場が拡大しているため、

世界全体の特許出願件数が急増している。同時に、非居住者による特許出願（複数のＡＰＥＣ参加
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国・地域での特許出願）が増加してきた。世界知的所有権機関（World Intellectual Property 

Organization）によれば、２００６年の世界における特許出願は1,660,000件に達し、このうちの７７％

が非居住者による出願であった。世界中で特許出願が急速に増加しているため、これらの出願を

審査するために必要な資源の量と能力の両方に対する要求が高まっており、個々の特許当局に負

担がかかってきた。この特許申請の急増という問題の解決に本気で取り組まなければ、イノベー

ションの障害となる可能性がある。 

 

特許の出願・審査手続の改善は、特に新たな特許出願が著しく増加しているＡＰＥＣ参加国・地域に

おいて確実に役に立つ。「特許協力条約（ＰＣＴ：Patent Cooperation Treaty）」の基準に概ね従った

共通出願様式の採用といった措置は、特許当局および出願者の負担を軽減するととともに、電子

出願・審査を促進する。同様に、特許調査の結果の共有を促進・円滑化する取り組みも、特許手続

の合理化に寄与する。さらに、こうした措置をとれば、ⅰ）出願者および特許当局のコスト低減、ⅱ）

審査結果の確実性・一貫性の進展、ⅲ）特許出願処理の遅延短縮、につながる。米国、日本および

欧州の特許当局は、特許手続における重複を避け、かつ効率を上げるため、他の特許当局が行っ

た調査および審査を活用する試みを行っている。こうした取り組みは、知識を共有し、それによって

特許出願の質と適時性を向上させるパスファインダー･イニシアティブをＡＰＥＣ内で作る上で参考モ

デルとしての役割を果たすことが可能である。 

 

イノベーションを支援する上では、次のことも重要である。すなわち、いったん承認されればその特

許製品が、ⅰ）特許期限まで模倣品から保護されること、ⅱ）模倣品製造者が販売認可を得るため

に特許保有者の安全性・有効性に関するデータを利用させないこと、についてＡＰＥＣ参加国・地域

が確約することである。行政上の遅延が原因で失った特許期間の一部を回復することも、技術の発

展を助けるものとなる。 

 

提 言 

 

 一つのＡＰＥＣ参加国･地域において実施された調査および審査が、別のＡＰＥＣ参加国・地域に

おける特許出願手続に適用できるように、特許の審査・発行に関する情報交換の協力を進める。 

 

 現在の特許の状況に照らして共通特許出願様式の実現可能性を分析するワークショップを開催

するよう、ＡＰＥＣ地域の特許専門家を督励する。 

 

 より大きなイノベーション投資が行われるよう、ＡＰＥＣに参加する先進国・地域が特許侵害製品

の販売許可および特許保有企業が提供する安全性・有効性に関するデータの利用を防止する

法・規制を制定するためのキャパシティ・ビルディングの支援を行うことを奨励する。 

 

 特許に関連する短期・長期の課題を追求するためのパスファインダー・イニシアティブを確立す

る。 

 

(b) 放送信号の盗用 

 

２００７年ＡＰＥＣ閣僚宣言および２００８年ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合議長声明は、知的財産権の保

護に対する継続的なコミットメントを確認し、また、初めて、衛星・ケーブル信号の盗用に注意を向け

ることをＡＰＥＣ参加国・地域に要請した。ＡＰＥＣは、著作権の所有者や放送・ケーブル産業に損害

を与え、かつ税収入の損失という形で政府財源に損害を強いている放送信号盗用の問題に対して、

国際的な義務・法制度を踏まえて、効果的に取り組むための方策を模索するようＡＰＥＣ参加国・地
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域に要請した。 

 

提 言 

 

 以下の方法により、放送信号の盗用に関する２００７年ＡＰＥＣ閣僚宣言および２００８年ＡＰＥＣ貿

易担当大臣会合議長声明を実行に移す。すなわち、インターネットを含む様々なプラットフォーム

上で、地上デジタル放送の無料放送を含め、著作権のあるコンテンツ（放送番組）の無許可での

再配信を防止するために、ⅰ）問題の性質・程度についてのさらなる文書調査、ⅱ）ガイドライン

およびベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）の策定、ⅲ）官民両セクターの共催によるワー

クショップを通じたキャパシティ・ビルディング活動の展開、を行う。 

 

(c)  技術保護措置 

 

情報の流れが一層グローバル化するとともに、情報がアジア太平洋地域の経済成長をますます牽

引していることに伴い、ＡＰＥＣ参加国・地域はコンテンツ(放送番組)の制作者・所有者に対する適切

な法的保護を与える政策を導入する必要がある。 

 

提 言 

 

 技術保護措置（ＴＰＭｓ：Technological Protection Measures）の迂回（措置の巧みな回避）を制限

し、かつ迂回装置の販売・流通を禁ずることにより、情報セキュリティ、プライバシー保護および

著作権管理を目的としたデジタル・コンテンツ（デジタル放送番組）の保護を実施する。 

 

(d)模倣品・海賊版拡散防止条約 

 

模倣品・海賊版のグローバル拡散と一層の巧妙化に対処するため、多くのＡＰＥＣ参加国・地域は、

「模倣品・海賊版拡散防止条約（ＡＣＴＡ：Anti-Counterfeiting Trade Agreement）」を追求していくこと

になるだろう。ＡＣＴＡ構想は、以下の３分野におけるコミットメントを含むことが期待される。すなわち、

(i) 国際協力の強化、(ii) 執行手続の改善、(iii) 知的財産権（ＩＰＲ：Intercultural Property Right）の

執行に関する強固な法的枠組みの提供、である。ＡＣＴＡに関する議論は初期段階にあり、ＡＰＥＣ

で繰り返して行う必要はないが、ＡＣＴＡに関する交渉の進展を把握し、かつ情報化社会に内在する

ビジネス・チャンスの拡大にどれだけ貢献できるかを把握しておくよい機会として認識する必要があ

る。  

 

提 言 

 

 ＡＰＥＣ参加国・地域が「模倣品・海賊版拡散防止条約（ＡＣＴＡ：Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement）」の重要性を認識するため、新しい条約であるＡＣＴＡを検討しているパートナーとの

対話を促進・奨励する。 

 

(e) 模倣品防止のための知的財産権執行に関する情報の共有 

 

ＡＰＥＣ参加国・地域は、２００５年に承認された模倣品・海賊版対策イニシアティブに基づき、６種類

のモデル･ガイドラインを策定しており、知的財産権（ＩＰＲ：Intellectual Property Right）の保護および

ＡＰＥＣ独自のＩＰＲ執行制度の強化に務めてきた。産業界、政府およびＡＰＥＣを含む様々な国際機

関による最近の努力にも拘らず、模倣品・海賊版が引き起こした損害は減少していない。逆に、模
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倣品・海賊版「ビジネス」は国際化・複雑化・巧妙化してきた。  

 

知的財産保護に世界的に積極的に取り組んでいる企業は、模倣品・海賊版の国際分業化および巧

妙な手口に関する豊富な情報を蓄積している。この情報が集約されるならば、企業や業界団体によ

る共同の対抗措置が推進され、また、しかるべき当局が効率的・効果的に執行する上での協力が

円滑になり、効果的な対応に役立つ。今日、いくつかのＡＰＥＣ参加国・地域における業界団体と政

府機関は、効率的・効果的な対抗措置を導入するための連携をすでに開始している。それら取り組

みと成果は、ＡＰＥＣ参加国・地域により異なる。いくつかのＡＰＥＣ参加国・地域のビジネス界は、政

府当局に対抗措置の着手を要請する必要がある。知的財産保護の強化におけるＡＰＥＣの優先課

題は、模倣品・海賊版に対するより効率的・効果的な国際的対抗措置を推進するための、アジア太

平洋地域全体の情報共有の枠組みづくりを促進することである。 

 

提 言 

 

 各ＡＰＥＣ参加国･地域内で民間同士および官民の連携・協力を推進するために、ビジネス界の

参加を得て、知的財産権侵害事例を収集・分析し、そうした情報の共有を促進するコンタクト・ポ

イントを設置することを奨励する。 

 

 各ＡＰＥＣ参加国･地域のコンタクト・ポイントと他の参加国・地域の企業・執行当局との間で情報

共有を推進する。 

 

 民間同士および官民による情報共有の枠組みづくりをするための適切な措置の推進にあたり、 

ＡＰＥＣは主導的役割を担う。 

 

(f) ライフ・サイエンス（生命科学） 

 

ＡＰＥＣ参加国・地域において保健･衛生に係わる成果を上げることは、ビジネス界および政府の重

要な共通目標である。ＡＢＡＣは、健康な労働力は、より高い生産性を発揮する労働力である、と認

識している。ＡＰＥＣ参加国・地域が直面している複雑化した疾病問題に対処するため、ライフ・サイ

エンス・セクターが、イノベーションを継続することが非常に重要である。 

 

提 言 

 

 ライフ・サイエンス（生命科学）への投資を可能にし、かつライフ・サイエンスにおけるイノベーショ

ンを促進するような政策を支持する。 

 

 

Ｊ．情報通信技術による経済成長の推進 

 

２００６年にＡＢＡＣが「情報通信技術（ＩＣＴ：Information Communications Technology）による経済成

長イニチアティブ（ICT-Enabled Growth Initiative）」の実施を提言して以来、本イニシアティブの推進

のためにＡＰＥＣが実施してきた取り組みに勇気づけられている。具体的には、ＡＢＡＣは、経済成長

をさらに進めるための「ＡＰＥＣデータ･プライバシー・パスファインダー・イニシアティブ（APEC Data 

Privacy Pathfinder Initiative）」、「ＡＰＥＣ技術選択原則に関するパスファインダー・イニシアティブ

（APEC Technology Choice Principles Pathfinder Initiative」）等を含むＩＣＴ関連政策の実施において

ＡＰＥＣ参加国・地域にとり指針となるツールとして「デジタル・プロスペリティ・チェックリスト（デジタ
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ルによる繁栄のチェックリスト）」を策定する取り組みを支持する。 

 

１．デジタル・ディバイド（情報格差）の解消およびデジタル・ディビデンド（情報化が生み出す配当）

の創出 

 

情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communications Technology）の効果的な活用は、生産性を高

めており、ＩＣＴの効果的活用は引き続き促進されるであろう。しかしながら、ＩＣＴへのアクセスや ＩＣ

Ｔの導入だけでは、デジタル・ディバイドを解消するには不十分である。ＩＣＴの効果的活用および複

数ステークホルダー間の連携を通じて社会経済的価値すなわちデジタル・ディビデンドを創出するこ

とが、デジタル・ディバイドの解消、ひいては「国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ：United Nations 

Millennium Development Goals）」に沿って貧困を削減するための重要な鍵である。 

 

ＡＰＥＣ電気通信・情報作業部会（ＴＥＬ：APEC Telecommunications and Information Working Group）

は、デジタル・ディバイドを解消するための様々なプログラムを策定し、ＩＣＴへのアクセスや ＩＣＴの

導入に関するいくつかの課題への取り組みに成功してきた。しかしながら、社会経済的価値の創出

および複数ステークホルダー間の連携に関する多くの分野で改善が必要とされている。 

 

提 言 

 

 複数ステークホルダー、すなわちⅰ）政府、ⅱ）民間セクター、ⅲ）国際機関、ⅳ）市民社会、によ

る連携のための調整を進める。 

 

 社会経済的価値を測定する指標を新たに重視するような、より効果的な実績評価・監視システ

ムを提供する。 

 

２．情報技術協定 

 

１０年以上前に、ＡＰＥＣ首脳はマニラにおいて、貿易パートナー間で取引きされる情報技術製品の

うち９５％近い品目の関税を撤廃するという広範な影響力を持つ「情報技術協定（ＩＴＡ：Information 

Technology Agreement）」に合意することにより、世界貿易システムに新しい方向性を与えた。ＩＴＡ

は初のグローバルな分野別協定であり、ⅰ）対象範囲を一律に義務付け、ⅱ）情報技術セクターの

ダイナミックな性質を踏まえ、技術の進展に沿った製品のＩＴＡ待遇の継続を保証する、との規定を

含んでいた。ＡＰＥＣは、この取り組みにおけるリーダーシップを誇りにしており、ＩＴＡ待遇の維持がＡ

ＰＥＣの技術分野における重要な取り組み課題としていて存続するよう引き続き留意する。 

 

提言 

 

 ＡＰＥＣで最初の交渉が行なわれた「情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）」に

関し、その完全性および対象範囲を維持するための継続的な取り組みを強く支持する。 

 

３．情報通信技術/電子・電気製品の関税撤廃 

 

世界貿易機関（ＷＴＯ）ドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）の非農産品市場アクセス（ＮＡＭＡ）交渉の枠

組みの下で、情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communications Technology）/電子・電気製品の

分野別交渉が成功裏に終結するならば、この分野における貿易の一層の拡大が期待できる。「情

報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）」の成功、すなわちⅰ）情報技術（ＩＴ）製品の
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利用可能性を向上したこと、ⅱ）デジタル・ディバイド（情報格差）を軽減したこと、ⅲ）人々の生活を

より便利で豊かにしたこと、ⅳ）ＩＣＴ産業の急成長をもたらしたこと、を踏まえ、ＡＰＥＣは、ＩＣＴ／電

子・電気分野における関税撤廃を実現し、アジア太平洋地域のさらなる繁栄を追求するために最大

限の努力をする必要がある。 

 

ＩＣＴ／電子・電気分野の多国籍企業が、自動車産業分野といった他の製造分野と同様、域内生産

ネットワークを形成していることから、東アジアにおいては「事実上」の統合が進行しており、政府は

この動きの後を追って制度化している。この「事実上」の統合は、ＡＰＥＣの地域経済統合における

重要な先行事例と考えられる。ＩＣＴ／電子・電気分野における関税撤廃の実現は、ＡＰＥＣの地域

経済統合の原動力になると期待される。 

 

提 言 

 

 世界貿易機関（ＷＴＯ）ドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）の非農産品市場アクセス（ＮＡＭＡ）交渉に

おける情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communications Technology）／電子・電気製品の分

野別交渉が成功するよう積極的に支援するとともにリーダーシップを発揮する。 

 

 全てのＡＰＥＣ参加国・地域がＩＣＴ／電子･電気製品の分野別交渉に積極的に参加し、合意に加

わることで、ＩＣＴ／電子・電気製品の分野別合意をＤＤＡの成功裡な終結に不可欠な部分として

確立させる。 

 

４．技術選択の原則 

 

２００２年のＡＰＥＣ首脳による「貿易とデジタル・エコノミーに関するＡＰＥＣ政策実施のための声明」

のパスファインダーを進展させるべく、２００６年にＡＰＥＣ参加国・地域は、技術選択の原則を推進

するために協働することで合意した。この協働は市場開放および貿易自由化につながるやり方でな

され、イノベーションとビジネス・チャンスの循環を促し、アジア太平洋地域全体の経済発展を促進

するために行われる。今日までに、１５のＡＰＥＣ参加国・地域が「ＡＰＥＣ技術選択の原則に関する

パスファインダー・イニシアティブ（APEC Technology Choice Principles Pathfinder Initiative）」に参加

している。技術選択の原則はＡＰＥＣの将来の作業計画の多くを支えており、ＡＰＥＣは、ＡＰＥＣ参加

国・地域による技術選択の原則の受け入れ・堅持を促進する唯一の立場にある。 

 

提 言 

 

 全てのＡＰＥＣ参加国・地域は一致して、「ＡＰＥＣ技術選択の原則に関するパスファインダー・イニ

シアティブ（APEC Technology Choice Principles Pathfinder Initiative）」を採択する。 

 

 技術選択の原則に対して法・規制制度の現状・実態がどうなっているかについて、ＡＰＥＣ参加

国・地域の調査を行う。 

 

 技術選択の原則を堅持することで得られる長期的な経済成長およびイノベーションの恩恵に関

して調査を実施する。 

 

 



2008首脳への提言 16/22 

Ｋ．エネルギー安全保障および気候変動への取り組み 

 

1. 気候変動問題への対応 

 

２００７年９月９日に承認された「気候変動、エネルギー安全保障およびクリーン開発に関するシド

ニーＡＰＥＣ首脳宣言」の中で表明されている多くの野心的な課題、すなわちⅰ）全てのＡＰＥＣ参加

国・地域の参加実現に向けた交渉プロセスの開始、ⅱ）長期目標設定の重要性、ⅲ）革新的技術の

開発の重要性、等が、２００７年１２月３日から１５日までの間、インドネシア・バリで開催された国連

気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）第１３回締約国会議（ＣＯＰ１３）で承認された「バリ行動計画」の中

に反映された。ＣＯＰ１３において、会議メンバーは、２０１３年以降の新しい枠組みを２００９年まで

に採択するための新しい交渉プロセスの設定にも合意した。 

 

即効性があり、コスト効率が高く、経済成長と環境保護との両立を可能にするエネルギー効率・省

エネルギーの取り組みを国際的に進めることは極めて重要である。同時に、革新的な技術の開発・

普及による温室効果ガス排出の大幅削減を実現しなければならない。 

 

気候変動問題に取り組むための長期にわたるグローバルな協力の枠組みを構築するためには、次

の３点に十分に留意することが不可欠である。 

(a) グローバルな気候変動は、過去に蓄積された温室効果の結果である。 

(b)海外直接投資の増加の結果、発展途上国・地域に立地する工場の数が増大した。 

(c) 一人当たり／GDP当たりのエネルギー消費も考慮されるべきである。 

 

提 言 

 

 国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）の下で、ポスト京都議定書の枠組みを実施するに際して、

次の条件を確実に満たす。 

(i）全ての主要排出国・地域の参加 

(ii) 温室効果ガス排出削減のための衡平かつ公正な目標の設定と実施 

(iii)各国・地域の状況を考慮に入れた、柔軟かつ多様な取り組み方法の容認 

 

 温室効果ガス排出削減のためにエネルギー効率に焦点を当てる。ＡＰＥＣ参加国・地域は、各々、

エネルギー効率向上の目標および行動計画を策定すべきである。また、各国・地域の進捗状況

を相互に監視するためのピア・レビュー・メカニズムが設立されるべきである。 

 

 地球温暖化効果の軽減に寄与するセクター別の具体的な活動を促進するために、セクター別ア

プローチの考え方を浸透させる。 

 

 目標設定と結果の監視に際して、主要セクターのエネルギー効率に関する検証可能かつ客観的

なデータおよび指標を収集・共有するための官民の取り組みを強化する。 

 

 新たなエネルギー技術の研究開発に向けた官民の連携を推進するとともに、クリーン・エネル   

ギー技術を公正な価格で共有する上で障害となるものを除去する。 

 

 低金利の融資、税制上の優遇措置および奨励金などのインセンティブを提供し、既存の省エネ

ルギー技術の配備・移転・普及を加速する。こうしたインセンティブは、省エネルギー技術に関し、

ビジネス界の投資および消費者による早期導入を促進する。 
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２．環境物品・サービスの貿易 

 

２００７年９月、シドニーにおいてＡＰＥＣ首脳は、２００８年首脳会議の場で、世界貿易機関（ＷＴＯ）

ドーハ・ラウンドでの環境物品・サービスの貿易自由化に関する進捗状況をレビュー・議論すること

に合意した。一方、ＡＰＥＣ閣僚はＡＰＥＣ参加国・地域の気候およびエネルギー安全保障に関わる

目標達成のための支援へ特に重点を置きつつ、環境物品・サービス貿易の分野における作業を継

続するようＡＰＥＣ実務者に要請した。  

 

 

提 言 

 

 ２００８／２００９年のＡＰＥＣの貿易自由化アジェンダにおいて、環境物品・サービスの貿易に高

い優先順位を置く。 

 

 ＡＰＥＣ市場アクセス・グループ（ＭＡＧ：APEC Market Access Group）のパネル・ディスカッション

やワークショップ等への参加を通じて、官民両セクター間でより多くの情報の交換を行い、かつ新

しい展開を監視するための実際的な方策を推進する。 

 

 ＭＡＧが着手した、環境物品・サービスの貿易および関税制度に関する最新の資料に基づいた

アジア太平洋地域のデータベースを構築するための作業を促進・支援し、その作業に参加する。 

 

 ＡＰＥＣ貿易担当大臣に対し、環境物品・サービスに関する世界貿易機関（ＷＴＯ）の交渉におい

て、より柔軟な対応を要請する。 

 

３．２００８年～２０１２年のＡＰＥＣにおけるエネルギー安全保障の拡充 

              

ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域におけるエネルギー安全保障を拡充する５ヵ年戦略の策定を開始し

た。エネルギー資源の継続的な価格高騰の見通しの中、ＡＰＥＣ首脳が、エネルギー資源の供給と

需要の増加との間のギャップの縮小につながる政策についてコンセンサスを形成し、政策の実施に

乗り出すことは極めて重要である。ＡＢＡＣは、省エネルギー、技術開発およびエネルギー・ポート

フォリオ多様化の分野における測定可能な改善目標を含む政策の策定を推進する包括的な計画を

５年間にわたりＡＰＥＣ首脳・閣僚に提出する。 

 

 

Ｌ．資本市場の深化・強化および年金システム対策 

 

本年、ＡＢＡＣは、金融市場に関して二つのイニシアティブに努力を集中させた。その一つは、資本

市場の深化・強化であり、残る一つは年金システム対策である。ＡＢＡＣは、資本市場への問題とと

もに、金融サービスへの投資フローの流れを増進し、かつ開かれた市場を維持するような措置に焦

点を当てた。我々の提言は、（ｉ）温室効果ガス排出を削減する金融措置、（ｉｉ）マイクロファイナンス

を通じたソーシャル・インクルージョンを促進する根拠およびその方法、（ｉｉｉ）市場発展における消費

者金融、など資本市場を深化・強化するイニシアティブと一体になっている。 

 

資本市場を深化・強化するためのＡＰＥＣ参加国・地域による現在の取り組みは、市場の不安定さを

抑制するとともに、資金を求める事業者に対して多様で広範な流動性供給手段を提供することによ

り、ＡＰＥＣ参加国・地域が、現在の信用収縮のような将来の金融ショックに対して持ちこたえること
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を可能にする。下記に列挙した提言は、ⅰ）アジア太平洋地域の地場債券市場、ⅱ）金融サービス

における投資の円滑化、ⅲ）マイクロファイナンスの商業化、ⅳ）資本市場の発展を促す財政改革、

といった分野に関するキャパシティ・ビルディングのイニシアティブを含んでいる。 

 

１．税と金融統合 

 

金融統合にとり、税は大きな問題である。税は金融の発展およびグローバルな金融統合に対する

障壁を招く可能性がある。ＡＢＡＣは昨年ＡＰＥＣ閣僚が表明した税とその金融統合への影響に関す

る懸念に応える形で、個々のＡＰＥＣ参加国･地域またはアジア太平洋内の地域別に経済的な見地

からレビューを行い、非効率な税を特定することを提言する。このレビューは、経済開発協力機構

（ＯＥＣＤ）や国際通貨基金（ＩＭＦ）といった国際機関からの支援を受けた場合、最大の効果を発揮

する。ＡＰＥＣ参加国・地域を対象にした調査および「ＡＰＥＣ個別行動計画（ＩＡＰ：Individual Action 

Plan）ピア･レビュー研究報告書」に織り込まれた分析によって、この報告結果が補完となる。 

 

２．年金制度の強化  

 

ＡＰＥＣに参加する先進国・地域、発展途上国・地域の両者は、均衡を乱す人口高齢化および退職

者年金の資金拠出・管理に関連する様々な新しい課題に直面している。高齢化に関連するコストは、

隠れた国家の負債であり、かつ雇用主および社会的セーフティ・ネット提供者としての国家の役割

の帰結でもある。ＡＢＡＣは、貯蓄率、投資水準および金融市場の強弱は、各ＡＰＥＣ参加国・地域そ

れぞれで異なっていると認識している。従って、この課題に取り組むための単独の処方箋というもの

はない。賦課方式の社会保障構造には固有の弱点があり、時間をかけて拠出型メカニズムといっ

た形態に置き換えられるべきとの認識を、全てのＡＰＥＣ参加国・地域が持つことが重要である。全

てのＡＰＥＣ参加国・地域にとって、社会保障システムの重要性を政府が早急に重視することが肝要

である 

 

３．フィナンシャル・インクルージョンおよびマイクロファイナンス 

 

ＡＰＥＣに参加する多くの発展途上国・地域において、成人人口の大部分、場合によっては６０％か

ら７０％もの高い割合が金融サービスを利用できない状態のまま置かれている。この課題に取り組

むための有効なツールとしてマイクロファイナンスが浮上し、近年においては、ⅰ）技術・金融のイノ

ベーションの利用拡大、ⅱ）マイクロファイナンス機関の一層の高度化、ⅲ）資本市場とのリンケー

ジの高まり、ⅳ）政策改革、により、マイクロファイナンスの課題対応能力が増大した。アジア太平洋

地域全体でのマイクロファイナンスの発展は一様ではない。このことは、ＡＰＥＣ参加国・地域がマイ

クロファイナンスを通じてフィナンシャル・インクルージョンを促すための好ましい環境を提供すべく、

地域協力による支援が大きな潜在性を持っていることを浮き彫りにしている。 

 

政府は、フィナンシャル・インクルージョンを促進するプロセスにおいて重要な役割を担っており、かつ最も

緊要な政策的解決策を特定することにより、フィナンシャル・インクルージョンを加速することが可能である。

フィナンシャル・インクルージョンを推進するための政策措置の選択肢を分析した研究により、金融アクセ

スに関してアジア太平洋地域の政府が検討し得る６通りの政策的解決策が明らかとなった。それらは、 

ⅰ）コルレス・バンキング業務、ⅱ）携帯電話を利用したバンキング、ⅲ）金融セクターへの参入障壁、 

ⅳ）公的金融機関のガバナンス・経営、ⅴ）金融上の本人確認法、ⅵ)金融面の消費者保護、を統制する政

策および規制について述べている。  
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提言 

 

 ＡＢＡＣと連携して、マイクロファイナンスを可能とする法律、政策および規制に重点を置いた、フィ

ナンシャル･インクルージョン促進のための政策イニシアティブに着手する。このイニシアティブを

進展させる上で、ＡＰＥＣ首脳および実務者は、ＡＢＡＣアドバイザイリー･グループ・ワークショップ

報告書「ビジネスとして持続可能なマイクロファイナンス：ＡＰＥＣにおけるフィナンシャル･インク

ルージョン促進のための戦略」の結論を考慮すべきである。 

 

４．消費者信用および消費者保護 

 

金融セクターの強固な発展の根底には、フィナンシャル・インクルージョンを讃えるような消費者中

心の経済がある。企業活動やマクロ経済の成長も究極的には企業製品への需要、さらにはそうし

た製品の発展を促す一層複雑な金融サービスへの需要を生み出すような消費者活動に起因する。

旺盛な消費者需要ための条件が整わない限り、より広範な経済成長は、一層困難になる。さらに、

健全な消費者・商業金融サービス市場にとって、リスク管理は非常に重要である。ＡＢＡＣは、   

ＡＰＥＣ参加国・地域が、正確、堅実かつ完全な信用調査機関および信用情報ソースの利用が可能

となるよう、集中的に取り組むべきであると提言する。そのような体制の下では、ⅰ）損失を最小化

するためのより効率的な資本の配分、ⅱ）信用力のある借り手へのより多くの資本の供与、ⅲ）信

用リスクの内部相互補助(cross-subsidization)に関連した非効率を終わらせること、を可能とするよ

うな優れたリスク分析を展開することができる。 

 

５．環境金融 

 

現行の金融による支援規模と、グローバルな低炭素社会への成長軌道を実現するために必要とさ

れる支援レベルとの間には依然として大きな乖離があり、今後、民間資金の活用が極めて重要とな

る。 

 

提 言 

 

 環境分野への民間資金のフロー拡大を妨げる様々な障害・障壁を取り除き、かつ低金利融資、

税制上の優遇措置、奨励金といったインセンティブを提供する。 

 

 国際金融機関および公的金融機関による信用補完を通じ、環境金融に特有のリスクを緩和する

ための官民提携を推進する。 

 

６．ソブリン・ウエルス・ファンドおよび国家安全保障上の利益 

 

ソブリン・ウエルス・ファンドの成長は、資本の国際間の移動における重要な政策課題となっている。

同様に、安全保障または国益の観点から、資本流入を規制する政策への関心が増している。   

ＡＢＡＣは、資本移動から最大限の恩恵を得るために、市場は資本移動にオープンであるべきと考

えるが、グローバルな銀行が資本増強に際してソブリン･ウエルス･ファンドからの恩恵を受けたこと

は、グローバルに流動性が逼迫している時期にそのような資金フローに価値があることを示す事例

である。 

 

同時にＡＢＡＣは、透明性および説明責任を欠いているファンドが存在する事実を懸念している。ま

たＡＢＡＣは、国家安全保障に影響を与える可能性のある海外投資に対して、ＡＰＥＣ参加国・地域
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が関心を持っていることも認識している。これらの分野においてＡＰＥＣ参加国・地域が政策のバラ

ンスを追求し、さらにⅰ）無差別、ⅱ）内国民待遇、ⅲ）説明責任、ⅳ）予測可能性という国際投資原

則を維持することには意義がある。 

 

上述した利益のバランスを反映するために、国際通貨基金（ＩＭＦ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）等

の国際機関において、これらの問題に関して重要な議論が進行している。投資招致国および投資

国が遵守すべき原則に関し米国、シンガポールおよびアブダビの間で交わされた協定は、上述した

利益のバランスについて信頼できる事例を提供している。 

 

提 言 

 

 （ｉ）ソブリン･ウエルス･ファンドの秩序ある発展およびＡＰＥＣの投資招致国・地域の法律を完全に

遵守するようなファンドの情報開示やデータ収集の改善目標、（ｉｉ）投資招致国・地域の法律・政策

における無差別待遇、予測可能な投資環境の規定およびファンドに関する干渉的な政策の回避、

を確保する国際的な取り組みを支持する。 

 

 国家安全保障およびそれに関連する他の投資利益に関する政策について、経済協力開発機構

（ＯＥＣＤ）によって着手された作業を高く評価するとともに、これらについての政策ガイドラインお

よびベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）を策定することを目的とする現行の議論に参加す

る。 

 

７．金融サービスのキャパシティ・ビルディング  

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ財務大臣と協働して、金融市場の発展に向けたキャパシティ・ビルディングにおけ

るアジア太平洋地域の官民両セクターの協力をより深めることをＡＰＥＣ首脳に要請する。具体的に

は、ＡＢＡＣは、「ＡＰＥＣ金融システム キャパシティ・ビルディング アドバイザリー・グループ    

２００８年報告書」を承認しており、同報告書から下記の提言の導入・実施を強く要請する。 

 

（ａ）債券市場の発展 

 

第１回「債券市場の発展に関するＡＰＥＣ官民フォーラム」が２００７年５月にメルボルンで成功裏に

開催された後を受けて、２００８年７月９日にペルー・クスコで第２回目のフォーラムが開催された。 

ＡＢＡＣは、チリ、メキシコおよびペルーの債券市場に焦点を当てたこの第２回フォーラムの成果を

支持する。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域間での債券市場の発展に関する経験の共有および官民

両セクターによる対話に大きな意義を見出している。 

 

提 言 

 

 第３回目の開催が２００９年にシンガポールで予定されている「債券市場の発展に関するＡＰＥＣ

官民フォーラム」を継続する。 

 

（ｂ）インフラに関する官民連携 

 

地域におけるインフラに関する官民連携（ＰＰＰｓ：Public-Private Partnership）を成功裏に推進させ

るためには、民間セクター側にとり不確実性を減らし、かつ官庁・地域社会側でプロセスについての

理解が深まるような、透明なプロセスが必要である。さらに、とりわけプロジェクトの財務分析および
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適切な枠組みの話し合いにおいて、スキルの制約という課題に取り組むためのステップが必要とな

る。この分野での進行中の作業、すなわちⅰ）アジア開発銀行（ＡＤＢ：Asian Development Bank）、

ⅱ）アジア開発銀行研究所（ADB Institute）、ⅲ）国際金融公社（ＩＦＣ：International Finance 

Corporation）、ⅳ）太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ：Pacific Economic Corporation Council）、の作業に

は、アジア太平洋地域における協調的なアプローチを通じて、ＡＰＥＣ参加国・地域の官民両セク

ターがさらに深く参画する余地が残されている。ＡＰＥＣ参加国・地域においてスキルの基礎を深化

させるためには、政策立案者および規制当局者へのトレーニングが必要である。 

 

提 言  

 

 インフラ案件に関する立案強化およびアジア太平洋地域の政府・民間セクター内でのガバナンス

に関するベスト･プラクティス（優れた取り組み事例）の推進を目的として、政府・民間セクターおよ

びホスト地域の主要な代表者を加えた、域内インフラ対話の設立を支持する。また、インフラ管理

および金融アレンジメントについて、地域の政策立案者および規制当局者に対するキャパシティ・

ビルディングのためのトレーニング・イニシアティブを支持する。 

 

（ｃ）アジア太平洋地域の金融安定強化 

 

規制当局および市場がサブ・プライム危機から生じた混乱の度合を予測できなかったことは、金融

市場において進行中のイノベーションおよび金融市場の発展をより深く理解することの必要性を浮

き彫りにしている。規制と透明性の確保、効率性追求とイノベーションの促進、この二つを健全にバ

ランスさせるような対応が必要である。金融危機の性質は、金融情勢の進展に伴い変化し続ける可

能性があることを考慮すると、とりわけサブ･プライム危機を踏まえ、規制当局および金融市場プレ

イヤーの金融環境の変化に関する理解を深めることを促し、かつ早期警告システムを強化するた

めに民間セクターの金融フローに関するデータの収集・伝達を向上させるための一層の努力が必

要である。ＡＰＥＣ金融システム キャパシティ・ビルディング アドバイザリー・グループは、官民両セ

クターに関係するデータの報告・伝達を強化する方策をレビューするためにアジア開発銀行研究所

（ＡＤＢＩ：ADB Institute）他の機関と協力する形で、金融システムの専門家と協働している。 

 

提 言 

 

 現在の金融市場に関する理解を深めるための官民両セクターの連携および民間セクターの金融

フローに関するデータの収集・伝達を促進するための方策を検討するとともに、この問題に関し

てＡＰＥＣ金融システム キャパシティ・ビルディング アドバイザリー・グループによるアジア開発

銀行研究所（ＡＤＢＩ：ADB Institute）、国際通貨基金（ＩＭＦ）他の組織との協働作業への正式な関

与および支援を督励する。 

 

（ｄ）信用調査システムの改善 

 

ＡＢＡＣが行った研究は、ⅰ）データ提供者が個人消費者信用調査システムについてより大きな役

割を果たすこと、ⅱ）完全（否定的のみとの対比）で包括的（断片的との対比）な信用調査を利用す

ることにより、より豊富、かつより公平なクレジットへのアクセスと融資パフォーマンスの向上が促進

されること、を強く示している。このシステムへの公衆の支持を確保するためには、法的・政策的な

改革および技術の利用を通じて、プライバシー、身元および守秘義務に関する懸念に取り組む必要

がある。 
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提 言 

 

 民間信用機関による完全で包括的な信用報告を促進するための措置を検討する。この措置は、

また、プライバシー、身元および守秘義務について効果的に取り組み、かつ法的・政策的な改革

および技術の利用を通じて公衆の支持を確保するものでもある。 

 

（ｅ） バンキング・システムにおけるリスク管理およびガバナンスの強化 

 

ＡＢＡＣは、バーゼルⅡおよびバンキング・システムにおけるガバナンスの効果的な実施を推進する

ため、アジア太平洋地域の他の機関との連携作業を継続している。本年は、東南アジア諸国中央

銀行グループ・センター（ＳＥＡＣＥＮ）が主催し、ＡＢＡＣが共催する銀行規制当局とアジア太平洋地

域の金融界との間の第４回年次対話の年に当たる。商業銀行と地域の銀行規制当局による継続

的な参加は、バンキング・システムにおける堅固なリスク管理システムおよびガバナンスを確実なも

のとするための鍵である。 

 

提 言 

 

 東南アジア諸国中央銀行グループ・センター（ＳＥＡＣＥＮ）主催の、バーゼルⅡ実施および銀行シ

ステムの強化に関する年次域内官民対話への銀行監督機関の継続的な参加を支持する。 

 

 

Ｍ．企業の社会的責任の増進  

 

ＡＢＡＣは、企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social Responsibility）が重要、かつ幅の広い課題

であることに同意する。ＡＢＡＣのメンバーは、多岐にわたる産業界および様々な経済発展の段階に

あるＡＰＥＣ参加国・地域を代表している。従って、ＣＳＲのトピックに関しては、多くの異なる考え方

がある。それでもなお、ＡＢＡＣはＣＳＲに関して３点の共通認識を得た。 

 

ＣＳＲは、企業価値および各企業とその企業が活動している地域に独特の状況によって推進される

完全なビジネス活動である。ＡＢＡＣは、良き法人市民であることは、ビジネスのためであり、かつ企

業の地位および価値を高めると信じている。しかし、ＣＳＲは各企業独自の価値と判断に基づく自発

的なものでなければならず、強制されたり、法制化されたりすべきものではない。 

 

ＣＳＲは、事業資金活動や本来政府が資金を融通すべき事業を引き受ける方策ではない。ⅰ）学校、

ⅱ）保健医療機関、ⅲ）インフラ、ⅳ）他の基本的なニーズ、といったサービスは、政府に根本的な責

任がある。 

 

ＣＳＲは、様々な自発的活動を含むことが可能であり、その活動は産業ごとに幅広く異なる。しかし、

一般的に理解されているように、ＣＳＲとは、企業が、従業員、顧客およびその企業が活動している

地域の隣人のために、生活・労働・環境の条件を改善するために引き受ける活動である。 

 

ＡＢＡＣは、ＣＳＲに関し、ⅰ）ＡＰＥＣ参加国・地域で現在実施されているＣＳＲのベスト・プラクティス

（優れた取り組み事例）の紹介、ⅱ）ＣＳＲの実施に関して利用可能なグローバルなリソーセスの集

約、ⅲ）ＣＳＲに関する原則・基準・行動規範・定義の集約、を含む多くの作業に取り組むこととして

いる。 

 


