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要 旨 

 

以下はＡＰＥＣ首脳への提言の要旨である。 

 

１．ドーハ開発アジェンダ交渉中断への対応 

ＡＢＡＣは、首尾一貫して、ドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）交渉を含めた世界貿易機関（ＷＴＯ）   

システムを支持してきた。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。我々は、ドーハ・ラウンドにおいて達成された進

捗およびバランスのとれた合意を確保するための一層の努力を促すことをＡＰＥＣ首脳に要請す

る。 

 

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する過程に焦点を  

当てる機会がまさに与えられている。 

 

 

２．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す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。我々は、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やその他の方策の模索、によってＦＴＡＡＰに関する作業を加速させることを

提案する。 

 

 

３．世界的な信用収縮およびインフレ圧力への取り組み 

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世界的な 

信用収縮を踏まえ、ＡＢＡＣは将来の金融上の混乱回避を支援するため、ⅰ）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通じて信用・資本市場へのコン

フィデンスを回復させること、ｉｉ）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、ⅲ）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こと、を政策立案者に要請する。 

 

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と規制当局間の 

政策協調を高い優先順位に置くよう提言する。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。 
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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のために十分な流動性供給を可能にするようなバランスを見出

すことを政策立案者に提言する。現在の状況において、ＡＢＡＣは、インフレの悪化を招く可能性

のある過剰な流動性を避けるよう勧告する。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。 

 

 

４．零細企業を含む中小企業の発展の強化 

ＡＰＥＣ参加国・地域における中小企業（ＳＭＥ：Small and Medium Enterprises）の重要な役割を認

識し、ＡＢＡＣは、第２回ＡＢＡＣ ＳＭＥサミットの一回目のセッションを２００８年８月に中国・杭州

で開催した。二回目のセッションは、２００８年１１月にペルー・リマで開催される。我々は、ⅰ）技

術インフラ、ⅱ）資金調達のキャパシティ・ビルディング、ⅲ）トレーニング、に関する特別な支援プ

ログラムを実施することによってＳＭＥの発展に引き続き重点を置くことをＡＰＥＣ首脳に要請す

る。 

 

ＡＢＡＣは、ＳＭＥのための「ＡＰＥＣ民間部門の発展プログラム（APEC Private Sector 

Development program）」による活動を加速するための改訂作業計画を歓迎する。関係するワーク

ショップの開催計画は、関連性のあるベンチマークとして世界銀行が特定した新しいテーマを含

むように拡充されるべきである。ＡＢＡＣは、こうした課題への取り組みを支援するために計画され

た新しい規制に 関するアジア太平洋地域のビジネス界の考え方を提示する適切な機会を作る

よう努力しており、 また、ＳＭＥにとってより良い規制とビジネス慣習に関するキャパシティ・ビル

ディング・プログラムについて、関連するＡＰＥＣの部局と協調して取り組む意向である。 

 

 

５．食料供給および価格問題への対応 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣが食料問題に取り組む上で、生産性を高め、かつ食料のより自由なフローおよ

び生産技術を確保するための努力が重要な手段であると引き続き確信している。我々は、    

「ＡＰＥＣ食料システム（ＡＦＳ：APEC Food System）」を実行するために、ＡＰＥＣ首脳が１９９９年に

取り交わしたコミットメントを再確認し、また、ＡＦＳを効果的に実施するために必要な政策とプログ

ラムの構築を担当官に指示することをＡＰＥＣ首脳に要請する。さらに、我々は、食料不足への取

り組み手段としての禁輸措置および輸出制限を放棄することをＡＰＥＣ首脳に要請する。 

 

 

６．投資フローの円滑化 

地域経済統合は、透明性を高め、かつ国内・海外の投資家による投資のルールを簡素化・明確

化するような方法で円滑化される。国際的な投資フローに対する不必要な障害は回避されるべき

であり、また、投資を公正に扱う国際的に合意されたルールが維持されるべきである。ＡＢＡＣは、 

「投資円滑化行動計画（Investment Facilitation Action Plan）」の出現を高く評価し、また、同計画

下での進展を測定するための指標について提言することとしている。 

 

ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域における海外直接投資（ＦＤＩ：Foreign Direct Investment）フローに 

対 す る 障 害 を 低 減 し 、 か つ 、 金 融 サ ー ビ ス へ の 投 資 に 対 す る 「 国 内 障 壁

（behind-the-border-barriers）」を除去するための方策の推進に重点を置くことを提言する。さら

に、ＡＢＡＣは、世界貿易機関（ＷＴＯ）の交渉において、ＡＢＡＣが２００６年に作成した金融サービ

スの自由化のための目標とベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）に関するチェックリストを 
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ＡＰＥＣが利用するよう要請する。本年も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サービス・チェックリストを見直した。我々は、ＡＰＥＣ首脳がＡＰＥＣ実務

者および世界貿易機関（ＷＴＯ）交渉官に対し、上記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利用するよう指示し、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・プラクティスを実行するよう提言する。 

 

 

７．貿易フローの円滑化 

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。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

小限に止めるが、規則に従わない者には 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。そのために、  

ＡＢＡＣは、国際間で相互に運用することが一層容易になるような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

実施を加速することを要請する。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣのⅰ）「貿易円滑化行動計画Ⅱ（ＴＦＡＰⅡ：Second Trade Facilitation Action 

Plan）」の実施、ⅱ）同計画の下で取られる行動の結果として生じる時間および取引コストの節約

を測定するための「主要実績評価指標(ＫＰＩｓ：Key Performance Indicators)」の使用、を全面的に

支持する。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

提出した。 

 

近年の貿易安全確保体制の過剰な拡がりは、適法な貿易の円滑なフローを妨げかねない。しか

しながら、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。ＡＰＥＣ参加国・地域は、総括的な取り組みによる信頼性があり、かつ効果的なリスク管

理システムを確立するためにアジア太平洋地域のビジネス界と緊密に協働すべきである。 

 

ビジネス関係者の移動は、貿易や投資の促進にとり極めて重要である。ＡＰＥＣは、「ＡＰＥＣビジ

ネス・トラベル・カード」制度について参加準備中もしくは未参加の国・地域に対し、引き続き全面

参加を促すべきであり、また、この制度に参加している国・地域における運用およびキャパシティ･

ビルディング機関を改善すべきである。 

 

ＡＢＡＣが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

ティブを進めることにより、アジア太平洋地域全土にわたる標準化（基準の調和）に向け機運が高

まりつつある。１１月に得られるこのプロジェクトの結果は、他のセクターにおける将来の作業の

枠組みとして活用する観点から評価されることとなる。 

 

 

８．構造改革の実施 

地域経済統合および持続可能な経済開発は構造改革に支えられている。ＡＰＥＣ構造改革担当

大臣会合は、競争政策、規制改革といった課題に関する進行中の作業プログラムに合意した。Ａ

ＢＡＣは、同大臣会合の結果を支持し、また、これらの結果をＡＰＥＣ首脳に提言する。 
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９．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で増大した国際的な労働力の移動は、

労働力の送り手・受け手となるＡＰＥＣ参加国・地域の双方に利益をもたらしつつ、アジア太平洋

地域の経済の変貌において極めて重要な役割を果たしてきた。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、共通の課題および可能性のある協調的な対応を明

確にした。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣの２００９年のアジェンダに、ＡＰＥＣ参加国・地域への利益を著しく高

めるであろう国際的な労働力の移動に関する課題へ取り組むための作業計画を含めるよう   

ＡＰＥＣに要請する。 

 

 

１０．イノベーションの促進 

質の高い特許がより迅速に承認されるならば、イノベーションは加速され、競争力は増大する。

我々は、次の措置を採るようＡＰＥＣ参加国・地域に要請する。すなわち、ⅰ）特許出願様式を調

和すること、ⅱ）効率性の高い特許認可手続のための特許調査･審査の結果を共有すること、   

ⅲ）模倣品製造者が特許侵害製品の販売認可を得るために特許保有者の安全性・有効性に関

するデータを使用することを防止するための法制度・規制の制定を支持すること、である。 

 

模倣品・海賊版に関わる活動はますますグローバル化・巧妙化の度合いを強めており、その効果

的な取り締まりには、民間セクターと知的財産権（ＩＰＲ）執行当局のコラボレーションが不可欠で

ある。ＡＢＡＣは、次のことをＡＰＥＣ首脳に要請する。すなわち、ⅰ）各ＡＰＥＣ参加国・地域内で、

官民連携を通じて、ＩＰＲ侵害事例を収集・分析し、かかる情報を共有するためのプラットフォーム

の確立を促すこと、ⅱ）より有効な対策をとるために、ＡＰＥＣ参加国・地域間で情報共有のための

枠組みの確立を推進すること、である。 

 

デジタル・コンテンツの保護は、情報セキュリティ、プライバシー保護および著作権管理といった

目的のために重要である。我々は、２００７年ＡＰＥＣ閣僚宣言で言及されている衛星・ケーブル放

送信号の盗用に関して、対策を実行するための行動計画を策定するようＡＰＥＣに要請する。行

動計画を策定する方法としては、官民両セクターの共催によるワークショップを開催して、ベスト・

プラクティス（優れた取り組み事例）を策定し、キャパシティ・ビルディングを図ることが挙げられ

る。 

 

 

１１．情報通信技術による経済成長の推進 

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、

ＩＣＴの導入だけでは、デジタル・ディバイド（情報格差）を解消するには不十分である。焦点をデジ

タル・ディビデンド（情報化が生み出す配当）の創造へと移すべきであるが、その目的は国連ミレ

ニアム開発目標（ＭＤＧｓ：Millennium Development Goals）に沿って貧困を削減することである。ま

た、将来のＩＣＴ市場に新たな経済的チャンスの増加をもたらすような効果的な開発プログラムが

その手段となる。これを実現するために、世界貿易機関（ＷＴＯ）の「情報技術協定（ＩＴＡ：

Information Technology Agreement）」によるＩＣＴ製品・部品に対する関税撤廃は維持されるべき

である。さらに、ＡＢＡＣは、ＷＴＯドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）におけるＩＣＴ/電子・電気製品の分

野別交渉をＡＰＥＣが支持するよう要望する。 
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１２．エネルギー安全保障の確保 

長期的なエネルギー安全保障を実現するためには、ⅰ）従来の石油・ガス、ⅱ）再生可能エネル

ギー、ⅲ）代替エネルギーを含めた全てのエネルギー資源、を拡充し、利用できるようにすること

が必要となる。 初のステップとして、ＡＰＥＣ首脳が２００７年に設定した「２０３０年までにエネル

ギー集約度を少なくとも２５％削減するという野心的な目標」を達成するために、ＡＰＥＣ参加国・

地域は各々、エネルギー効率向上のための目標および行動計画を策定すべきである。 

 

 

１３．気候変動の緩和 

効果的なポスト京都議定書の枠組みは次の三つの条件を満たすべきである。 

（ａ） 全ての主要排出国・地域の参加 

（ｂ） 各ＡＰＥＣ参加国・地域による温室効果ガス排出削減に向けた衡平かつ公正な目標の設定

と実施 

（ｃ） 多様な取組み方法の容認 

目標の設定や結果の測定にあたっては、主要産業セクターの検証可能かつ客観的なデータおよ

び指標が共有されるべきである。 

 

以下のこともまた重要である。 

（ａ） 新エネルギー技術の開発における官民連携 

（ｂ） 主要な温室効果ガス排出産業におけるエネルギー効率向上のためのセクター別アプロー

チの追求 

（ｃ） 発展途上のＡＰＥＣ参加国・地域に対する市場ベースの技術移転 

（ｄ） 様々なインセンティブおよび障害除去を通じた民間資金の動員 

（ｅ） 明確な法・規制の枠組みの確立 

（ｆ ） 環境物品・サービスの貿易自由化 

 

 

１４．資本市場の深化・強化 

ＡＰＥＣ参加国・地域による資本市場を深化・強化する継続的な努力は、市場の不安定さの軽減

に資するとともに、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・地域が将来の金融ショックに対して持ちこたえることを可能とする。したがっ

て、ＡＢＡＣは、ⅰ）アジア太平洋地域の地場債券市場などの分析に関するキャパシティ・ビルディ

ングのイニシアシアティブ、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、を提言する。 

 

ＡＢＡＣは、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・インクルージョンの促進のため、ＡＥＰＣにおいて政策イニシアティブに着手することを提言す

る。債券市場の発展に関する経験を共有することの有用性に留意し、ＡＢＡＣは、「債権市場の発

展に関するＡＰＥＣ官民フォーラム」の継続的な開催を提案する。 

 

ＡＢＡＣは、立案能力の強化、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

進およびキャパシティ･ビルディングのイニシアティブ支援のため、政府、民間セクターおよびホス

ト地域の代表による域内インフラ対話の設立を提案する。アジア太平洋地域の金融安定性の強

化については、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

とを助長するために一層の努力が必要である。 

 



提言要旨 6/6 

我々は、ソブリン・ウエルス・ファンドの急激な成長および安全保障や国益に影響を及ぼすような

その他の資金フローに関連した動きに対応するために、国際的な機関により展開されている対策

の支援を提言する。 

 

ＡＢＡＣは、効果的にプライバシー、身元および守秘義務に関する課題に取り組みつつも、より豊

富、かつより公平なクレジットへのアクセスを提供するため、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）完全で包括的な信用調査が利用さ

れること、を提言する。 

 

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を継続する。ＡＢＡＣは、東南アジア諸国中央銀

行グループ（ＳＥＡＣＥＮ）主催のバーゼルⅡ実施に関する年次域内官民対話への銀行監督機関

の継続的な参加を提言する。 

 

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。ＡＢＡＣは、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

えられるべきと信じる。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。 

 

 

１５．企業の社会的責任の推進 

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。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。ＣＳＲは、自発的なものでなければならず、

強制されたり、法制化されたりするものであってはならない。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実践例の収集、ⅲ）ＣＳＲに関する指針・基準・行動規範・定義の集約、を含む多くの作

業を開始している。 

 

 


