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APEC 首脳への提言  （仮訳） 
 
序言 
 
大規模な金融危機によって引き起こされた深刻な景気後退と、これに伴い市場の信頼が大きく失

われたことによって、グローバル経済は引き続き低迷している。実質 GDP 成長率は大幅に低下し

ており、先進国および途上国の両者に影響を及ぼしている。今年の世界貿易は約 10％減少する

見込みである。金融市場は、依然としてストレス下にある。近い将来に景気が回復する兆しはある

ものの、失業率の上昇、高い水準の過剰設備、資産価格の継続的な低下、信用市場の持続的な

逼迫に直面し、消費者と企業が支出を控えていることから、低迷した経済状況が長期化するリスク

が残っている。また、今回の危機は、金融システムに対するリスク、金融・貿易面において保護主

義が台頭するリスク、外国投資と革新に対する新たな障壁となるとともに、流動性と信用をさらに抑

制する規制・法的措置を含む一連の重大なリスクを生み出している。 
 
したがって、ABAC は、持続的な経済成長に戻るために必要とされる条件を整備する、各国・地域

の政府による強力な行動の重要性を強調する。ABAC は、「全員が一丸となってボゴール目標を

達成しよう」というテーマと、地域経済統合の加速、持続可能な成長モデルの支持、キャパシティ・

ビルディングの強化、アジア太平洋地域内のコネクティビティの増大といった優先課題が、アジア

太平洋地域における経済成長の回復において依然として中核をなすものであると信じている。

ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、現在の課題に取り組むとともに、アジア太平洋地域におけ

る自由で開かれた貿易・投資を目指すボゴール目標の実現を加速するため、以下の行動をとるこ

とを要請する。 
 
 
A. 危機後の景気回復の促進 
 
政府は、国内外において今回の危機に対応するため重要な努力を行ってきた。2009 年 4 月 2 日

に開催された G20 において、政府は、痛手を被った金融システムを修復し、国際機関の有効性を

改善するため、十分な財政刺激政策と改革に着手することを確約した。これらの方策が景気回復

をもたらすかどうか、また、いつ景気回復をもたらすかは、不動産・金融商品を含む資産の過度な

価格下落を回避し、市場の信頼を取り戻す努力が成功するかどうかにかかっており、依然として明

らかではない。今回の危機によって金融システムに被害を受けた国・地域では、金融仲介プロセス

を再生することが景気刺激政策の効力を発揮させるために重要である。世界的な金融危機の結果

としておきたクロスボーダー取引の減少、とりわけ貿易金融の減少についても取り組む必要がある。 
 
さまざまな国・地域の規制当局間のコミュニケーションの機会が増えていることは歓迎すべき進展

であるものの、それぞれの国・地域レベルでは国際的協調に逆行する傾向も見られる。具体的に

は、クロスボーダーの資本フロー、アウトソーシングの制限、ある国・地域では外国法人は支店で

はなく子会社を通じて活動を行わなければならないという要件など、新たな障壁・制限が国・地域に

よって導入される動きがある。 
 
ABAC は、効果的かつ質の高い財政金融政策を通じて景気回復を促進すること、健全な規制実施

を促進するための国際的協調及び協力を改善し、その一貫性のある実施を確保し、国境を越えて

規制当局を提携させること、国際通貨基金(IMF: International Monetary Fund)及び他の国際開

発金融機関(MDB: Multilateral Development Banks)に更なる資源を投入すること、そして輸出信
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用・投資機関及び MDB を通じて貿易金融を支援するため、今後 2 年間にわたり 2,500 億米ドル

を供与するといった、G20 の努力を支持する。 
 
ABAC は、国内需要の回復を促進するだけではなく、各国・地域のニーズや状況に即しかつ、構造

改革の促進と今回の危機をもたらした不均衡の是正に向けた明確なビジョンを持って、世界的規

模での需要を回復していくことが重要であると信じる。更に、中小企業(SME: Small and Medium 
Enterprises)と、経済ピラミッドの基礎を形成している家計・零細企業の金融需要に応えることに

よって、これらの諸方策が広範囲に亘る持続的な回復を確実にすることに役立つと考える。 
 
提言 
 
 既存の景気刺激政策の質の高さを確保し、金融市場の機能を完全に回復させ、貿易金融を支

援するため、国内及び世界的規模における努力を継続する。 
 
 金融システムが今回の危機によって著しく痛手を被っている場合には、信用市場を再び活性化

させ、存続可能な貸し手のバランスシートを修復し、存続不能な貸し手を清算することによって、

景気刺激政策にはずみをつける際に重要となる金融仲介機能の再生に重点的に取り組む。経

済の減速が長期化した結果、貸し手の資産の質がさらに悪化する場合には、経営難に陥ってい

る金融機関に対する資本注入の継続を検討すべきである。また、不良資産の売却を促進するた

め、必要な場合には、特別租税措置を含む優遇措置についても検討すべきである。健全な金融

機関に対する資本注入の有効性を確保する為にも、不良資産を完全に償却することを奨励する。 
 
 二国間及び多国間、特に G20 及び 金融安定化理事会 (FSB：Financial Stability Board)内で

の政策に関する意見交換及び協調改善を継続し、健全なクロスボーダー取引を促進するために、

債務保証を含む追加メカニズムを特定する。不安的なクロスボーダーでの資本移動について効

果的なモニタリングを強化する。意味のある規制改革を促進する。ABAC は G20 に対し、引き

続き 2010 年も首脳レベルの会合を開催し、危機に対する有効な協調及び対応を実施すること

を促す。 
 
 金融セクターにおける規制について、個別金融機関の規制から金融機関間の取引に注視した

横断的な規制への変更を継続する。ABAC はデリバティブ商品向けの集中決済機関を設立し、

異なる国・地域と時間帯をカバーし、世界的に一貫性のある手続及び運用のスタンダードを確立

することの重要性を強調する。  
 
 現在行われている景気刺激政策の規模に鑑み、長期金利の動向が住宅市場の回復と投資家

の心理の妨げとならないよう長期金利を注意深く監視する。更に、今回の危機への対応におい

て実施された財政金融政策の規模・影響を考慮し、経済が回復し、これらの財政金融政策が解

除される移行期に、各国・地域政府は十分協調して出口戦略を実行していくべきである。 
 
 

B. 地域経済統合の加速  
 

地域経済統合の加速に向け、次に APEC が講じるべき措置は、アジア太平洋自由貿易圏

(FTAAP：Free Trade Area of the Asia-Pacific)交渉の開始である。ドーハ開発アジェンダ(DDA: 
Doha Development Agenda) 交渉が行き詰っている現状を踏まえ、これは可及的速やかに実施

されるべきである。FTAAP の実現に向けては、環太平洋連携（TPP：Trans Pacific Partnership）

などのイニシアティブの活用等、種々の方策が考えられるものの、域内自由貿易と APEC 参加国・
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地域間の貿易規定改善のための時間枠とモダリティを策定する包括的なビジョンに代わるものは

ない。我々は収斂/多様化、原産地規則、分析的研究を含む FTAAP の実現を目指した既存のモ

ダリティを、長期に亘って分析してきた。しかし更に分析を継続することによって、何らかの有効な

成果を残すことはあっても、FTAAP 創設に必要な政治的意思を形成し得る可能性は低い。APEC
首脳自身が、今まさに大胆な一歩として FTAAP 交渉の開始に着手する必要がある。 

 
提言 

 
 2010 年首脳会議での合意に向けて、大臣・高級実務者に 2010 年半ば迄に枠組みを策定する

よう指示することを、APEC 首脳に要請する。 
 

 
C. 保護主義への対抗 

 
ABAC は、拡大しつつある保護主義の監視を行っているが、主要先進国を含め APEC 参加国・地

域の中には、WTO 規則との整合性は保ちつつも、貿易と投資に悪影響を及ぼし経済回復を阻害

する行動を取る例が確認されている。このような政策に訴えない参加国・地域がある一方で、各種

規制を実施している参加国・地域が確認されている。 
 

APEC 参加国・地域が貿易制限的措置の凍結に関し「有言実行」し、G20 のコミットメントの精神と

文言を遵守する場合にのみ、世界的な保護主義に対抗することができる。 
 

提言 
 

 市場を開放し、WTO 規則に抵触するか否かに関らず、全ての新たなる貿易制限的措置を有効

に凍結する APEC の確約を再確認し、引き続き履行することを要請する。 
 
 すでに導入されている貿易制限的措置を取り消す。 

 
 保護主義とビジネス界への影響の監視を継続する。 

 
 

D. ドーハ開発アジェンダの妥結 
 

WTO ドーハ開発アジェンダの交渉停滞は、政治的意思の著しい欠如に拠るものである。ビジネス

界ではドーハ・ラウンドの妥結は望み薄との観点から、貿易よりも投資に焦点を置いたビジネスモ

デルの開発に着手する明らかな動きもある。しかし、生産・輸出補助金の問題を含め、ドーハ・ラウ

ンドの妥結によってのみ解決され得る問題は依然として残されている。ドーハ・ラウンドを妥結させ、

ビジネス界における WTO の存在意義を保持するために、APEC 参加国・地域には、これまでの

交渉の進捗を基礎として、交渉に柔軟に対応しながら非 APEC 参加国・地域と連携していく役割

がある。 
 

提言 
 

 ドーハ・ラウンドが 2010 年末までに妥結することを確実にするため、具体的な措置を講じる。 
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 世界的な経済統合を規定する将来のルールに関するビジネス界の優先順位を決定するため、

ABAC と積極的に協働する。  
 
 

E. 投資フローの促進 
 
世界的な景気後退に直面している中、経済成長と経済再建へ立ち戻るためには、APEC 参加国・

地域内における投資フローの促進は大変重要である。ボゴール目標の実現に向け、APEC はアジ

ア太平洋地域内における国際投資の円滑化・自由化の両側面に引き続き重点的に取り組むべき

である。ABAC は、投資円滑化行動計画(IFAP：Investment Facilitation Action Plan)を、投資円

滑化に向けた APEC の取り組みを促進する有効な手段であると評価し、実施状況を継続的に監

視する。計画実施においては、投資原則と意思決定の透明性向上、手続きの簡素化、域内のビジ

ネス環境整備に重点が置かれるべきである。更に、投資円滑化施策は企業、そして 終的には消

費者に大幅なコスト削減をもたらすものであり、優先的に実施するよう担当官に対して指示がなさ

れるべきである。 
 
提言 
 
 貿易・投資の拡大、内国民待遇、外国人所有の制限の撤廃などを歪曲または制限するようなパ

フォーマンス要件の制限を含む、APEC の 1994 年非拘束的投資原則に具体化されている投資

の自由化に取り組む努力を再び活性化する。 
 
 投資家対国家の紛争解決メカニズムを含む投資環境改善政策を APEC 参加国・地域に周知徹

底させるキャパシティ・ビルディング・イニシアティブによって、IFAP を実施する努力を補完する。 
 
 IFAP による投資円滑化のためのアクションが、投資のルール・意思決定における透明性の向

上、プロセスの簡素化、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焦点を当てる

ことを確実にする。 
 
 地 域 貿 易 協 定 (RTA: Regional Trade Agreement)/ 自 由 貿 易 協 定 (FTA: Free Trade 

Agreement)中の質の高い投資関連の章と、アジア太平洋地域の国・地域間の二国・地域間投

資条約との収斂を促進するモデル措置を完成させる。 
 
 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とともに、既存の調査研究と

投資ベスト・プラクティスの有効活用を継続する。 

 

 

F. 貿易フローの促進 

 
1. 通関の手続き及び実務 

 
ABACは、国境を越えた物品とサービスの移動を推進し、企業のコストを大幅に削減し得る幅広い

貿易円滑化関連の諸問題を引き続き重視する。通関手続きは貿易フローに重要な影響を及ぼし、

企業の世界的なサプライチェーンのスピードと信頼性に直接的な影響を与える。透明性と一貫性

があり、予測可能な通関の実務と手続きは経済が繁栄するための重要な要素である。この分野が

改善されることによりビジネス界に大きな利益が生まれることから、ABACは、APEC 参加国・地域

における通関の実務と手続きの分野においては更なる進展が可能であり、また進展されるべきで
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あると考える。APECは、貿易円滑化措置を実施するために速やかに行動し、世界銀行によって確

認された2,800億米ドルの域内貿易の潜在的増加額を実現すべきである。 
 

提言 
 

 APEC シングル・ウィンドウ（単一受付窓口）イニシアティブの実施を通じ、通関手続きの調和を

図る作業を加速する。 
 

 企業の取引コスト削減という目標を早期に実現するため、APEC 貿易円滑化行動計画(TFAP 
II：Second APEC Trade Facilitation Action Plan)の実施を加速する。 

 
 とりわけ、現在 APEC による取り組みが行われていない地域において、ABAC 税関作業計画

（添付資料）の実施に努める。 
 

 事実上の保護主義的措置となる、煩雑な規制またはプロセスの導入を差し控える。 
 

 ドーハ開発アジェンダ（DDA）における貿易円滑化パッケージの要素を実施する。 
 
2. ビジネス関係者の移動 
 

近実施された APEC ビジネス・トラベル・カード(ABTC：APEC Business Travel Card) 利用者

調査によれば、利便性が ABTC 保有者にとって 大のメリットである。ABTC 保有者数は引き続き

増加している。また、この調査から、多くの保有者が APEC 参加国・地域以外、とりわけ EU にま

で ABTC の利用地域が拡大されることを希望していることも判明した。ABAC は、ビジネス関係者

の移動に関する専門家会合(BMG：Business Mobility Group)または適切な APEC フォーラムに

対し、 ABTC の利用地域を拡大できる可能性と方法を判断するための研究の実施を要請する。

ABTC の今後の成功は、カードに追加される将来の付加価値にかかっている。 
提言 

 
 ABTC 制度及びその拡充の支援を継続する。 

 
 ABTC が利用できる地域の拡大や生体認証システムによる入国手続の迅速化など ABTC 保有

者に対する付加サービスの導入を検討する。 
 

 ABTC 制度に参加している国・地域において、優先処理、事前審査に要する処理時間の更なる

短縮、ABTC の有効期限延長、旅券更新による無効化のないＡＢＴＣ有効期限の供与、オンライ

ン・サービスの向上、空港において ABTC が確実に認識される事、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。 

 
 未参加及び参加準備中の国・地域に対し、参加を促す。 

 
 混乱を回避するため、入国審査官にキャパシティ・ビルディングを提供する。 

 
3. 貿易の安全確保 
 
貿易の安全確保の必要性については疑問の余地がないものの、ABAC は、これらの制度が貿易

の円滑化に役立つような方法で実施されなければならないと考える。相互認証制度を伴う APEC
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地域共通の認定事業者(AEO：Authorized Economic Operator )制度の導入により、貿易の安全

確保を犠牲にすることなく、貿易の円滑化を大幅に改善することができる。この制度の概念をアジ

ア太平洋地域のすべての国・地域に広める一方、 健全かつ有効性のある制度の実現に必要な条

件を含め、制度の創設を注意深く行うため、具体的な措置を見出す必要がある。 
 
提言 
 
 次に挙げるようなことを念頭に、相互認証制度を伴う AEO 制度の創設に関する研究に着手す

るよう、適切な APEC のサブフォーラムに委任する。 i) アジア太平洋地域内を通じ、標準化され、

かつ調和のとれた安全確保の基準を適用する  ii) 世界税関機構(WCO：World Customs 
Organization) の 「 国 際 貿 易 の 安 全 確 保 及 び 円 滑 化 の た め の 基 準 の 枠 組 み 」 （ SAFE ：

Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade）に準拠する  iii) AEO 制度

の「スパゲッティ・ボウル」化を招かない  iv) AEO 制度の参加国・地域に共通の目に見える利便

性を提供する 
 

 アジア太平洋地域の参加国・地域が同じレベルにおいて AEO 制度を創設し、実施することを支

援するためのキャパシティ・ビルディングを提供する。 
 

 域内において中小企業が AEO 制度に確実にスムーズに統合できるようにするため、中小企業

に対し十分な支援を提供するプログラムを策定する。 
 
 
G. コネクティビティの増大 
 
ABAC は、APEC 参加国・地域における物流に関連する法規制や管理諸制度の改革を通じて、そ

の効率や安全性の改善を確保する作業に着手した。国境をまたぐ懸案や障害への取り組みが

APEC においてすでに行われているが、ABAC のイニシアティブは、この APEC の取り組みと、域

内の物流の主軸をなす国内の諸制度についての取り組みとを結びつけるものである。これらの目

標達成を支援するのが、車両向け技術の進化の加速である。まず第一歩として、APEC 中のいく

つかの国・地域（オーストラリア、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、タイ）における試験

的プロジェクトでこれらの改革に向けた活動を進展させようとしており、域内各国・地域の関与の拡

大を促す基盤を供するものと期待されている。 
 
 
H. 零細企業を含む中小企業の支援 

 
1. 中小企業の発展への支援 

 
中小企業は域内のすべての国・地域経済の実質上の主軸であり、またそうであり続ける点に鑑み、

ABAC は今年、零細企業を含む中小企業の発展を支援することに強い力点を置いている。ABAC
は今年、5 月にブルネイ、9 月に中国及びペルー、11 月にシンガポールと 4 回にわたり中小企業

関連のイベントを開催する。 これらの中小企業関連のイベントの結果は、10 月にシンガポールで

行われる中小企業大臣会合に供される。  
 

経済全般への中小企業の寄与の重要性に鑑み、ABAC は、毎年、APEC 首脳会議開催時に、中

小企業サミットを行うというコミットメントを非拘束ながら支持することとした。一年を通じて ABAC
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が支援する中小企業イベントは、その包括性を浸透させるため、「APEC」ブランドの後援の下で開

催される。ABAC は、このような中小企業イベントを開催し、中小企業がその発展を紹介する国際

的な討議の場を提供できるよう APEC の今後の支援を要請する。   
 
2. 中小企業によるイノベーション・イニシアティブの支援  

 
ABAC は中小企業によるイノベーションの取り組みをより一層支援していくための基盤づくりを推

進している。このイノベーション・サプライチェーン・プラットフォームは、開発者と市場との間に存在

する隘路を排除するひとつの解決策を提供する。イノベーション・サプライチェーンとは、官民が連

携して中小企業の制度的なプロセスを支援するため、財政面で強力に支援するプロジェクトである。 
 
 

I. 労働力へのアクセスの確保 
 
経済活動の主要な領域において労働者の不足が課題となるにつれて、ビジネス界、政策立案者の

双方にとって、APEC 域内での労働力の国際的な流動性が重要な案件となってきている。ABAC
は太平洋経済協力会議(PECC: Pacific Economic Cooperation Council)と共同でこの案件の経

済的影響度の評価、ビジネス界への影響度の検証、共通課題の抽出や協力的な反応が得られる

かどうかの洗い出しを行う作業プログラムを策定、その後、APEC 域内における労働力の国際的

な流動性に関する PECC-ABAC 共同研究が APEC に提出された。 
 
今年、ABAC は南カリフォルニア大学マーシャル・ビジネススクールに委託し、地域貿易協定

（RTA: Regional Trade Agreement）や自由貿易協定（FTA: Free Trade Agreement）の章、ある

いは APEC 参加国・地域間で協議された二国間の労働協約が、ビジネス界のニーズをどの程度

満たしているかについての調査プロジェクトに着手した。この研究では、労働力の流動性に関し、

派遣と受入双方の国・地域に問題とコストが発生していることが明らかにされた。 
 
提言 
 
 労働力の流動性に関する政策について、持続的かつ包摂的な経済成長を促すための重要な要

素である点を認識し、かつ優先させる。 
 
 期間労働者の移動の分野における戦略と政策を策定するため、APEC 内に労働力の流動性に

関するタスク・フォースを設置する。 
 
 非合法な移住形態の原因となるビザの有効期限を越えての滞在の問題に取り組む。 

 
 よりスムーズな期間労働者の移動を円滑化するため、政府間の交流及び協定を改善する。 

 
 将来の政策立案を支援するため、新規の APEC 共通のデータ収集プロジェクトを立ち上げる。 

 
 労働力移動のプロセスに関わっている民間団体を管理する。  

 
 さまざまな雇用セクターについて、APEC が受入れ、認定する専門技術及び資格に関するガイド

ラインを策定する。 
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 外国人労働者に対し、言語その他の出発前研修を提供する。   
 
 
J. 非合法貿易への取り組み 

 
多くの国際機関が非合法貿易を域内の経済成長に対する重要な阻害要因とみなしている。今年初

め、ABACは高級実務者に対し、世界の貿易の15～20%を占めるこの問題の解決に向け措置を

講じることを要請した。現在の世界的な金融危機と保護主義の脅威が非合法貿易の更なる増加に

つながることは明らかである。したがって、多くの国・地域の負担を軽減するとともに、企業・消費者

を取り巻く環境の改善を支援するため、非合法貿易に関する措置を緊急に講じる必要がある。非

合法貿易は、「国境をまたがる」行為であり、全ての国・地域が協調的行動をとることが必要である。

しかしながら、現状では、非合法貿易を阻止する活動を促進しうる十分な地域レベルの、あるいは

代替的な仕組みがない。これは、APECのような機関がABACと共同で、地域レベルの効果的な仕

組みの構築を模索することの必要性を強調している。 
 
更にABACは、非合法貿易が政府や企業にもたらすコストを分野別に測定する仕組みとなる、世

界非合法貿易指標の策定を現在注視している。この指標は、特定の産業を優先的に扱ったり、非

合法貿易の源流において対処したりすることで、この問題に取り組む各国・地域がそれぞれとるべ

き手法の告知に寄与するものと考えられる。映画産業はその一例で、集中的な取り締まり活動が、

海賊版映画の90%を占める映画の盗撮の減少をもたらし得ると考えられている。  
 
提言 
 
 非合法貿易への取り組みアプローチを APEC 全体として統合するための第一歩として、2007

年の「APEC 腐敗防止に関する行動方針」を手本とした非合法貿易に関する行動方針を策定す

る。 
 
 非合法貿易に対坑して優先順位の高いタスクを効率的かつ効果的に実施するために、キャパシ

ティ・ビルディング、技術支援、国・地域への援助のための資金を確保するにあたり、アジア開発

銀行(ADB：Asian Development Bank)及び世界銀行からの支援を模索する。 
 
 映画産業に影響を及ぼす盗撮など、集中的な取り締まり及び抑止効果を持つ法令によって非合

法貿易を源流において撲滅することができるような業界固有の非合法貿易事例に取り組むため

の措置を講じる。 

 

 

K. APEC と産業界との対話、会合を支持 
 
ABAC は、民間部門が重視する課題を反映した作業計画を推進している、APEC 自動車対話、化

学対話、ライフサイエンスイノベーションフォーラムとのより緊密な連携の構築に取り組んでいる。こ

のような、業界に焦点を当てたグループの活動成果は、ABAC のより広範な作業計画におけるさ

まざまな課題への対応において直接役立ち、具体的な推進事例を提供する。具体的には、ABAC
は以下のイニシアティブ及び達成目標への支持について留意したい。 
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APEC ライフサイエンスイノベーションフォーラム 
 
 今年、シンガポールによって作成された「投資支援項目チェックリスト」の実施 

 
 韓国・ソウルの「APEC ライフサイエンス基準統一センター」の開設 

 
APEC 自動車対話 
 
 自動車に新たに関税または非関税障壁を課さないことを要請した貿易担当大臣声明 

 
 ２つの交通安全イニシアティブの発表：インドネシアのヘルメット安全プロジェクトとオートバイ安

全イニシアティブ 
 
 通関の迅速化及び税関のウェブサイトの近代化に関する、APEC 貿易投資委員会(CTI：

Committee on Trade and Investment)及び税関手続小委員会(SCCP：Sub-Committee on 
Customs Procedures)への提言 

 
 APEC においてバイオ燃料の輸送・流通インフラを高い費用効率で拡充することを検討するた

めのプロジェクト  
 
APEC 化学対話 
 
 域内における化学業界及びその川下産業の事業コストを削減する化学規制の優良事例に関す

る原則（2008 年の閣僚会議で承認）の実施 
 
 温室効果ガス削減の革新的解決策提供者としての化学業界の役割を検討するイニシアティブ 

 
提言 
 
 食品業界対話グループを設置する。 

 
 
L. APEC の知的財産権保護へのコミットメントの実行 
 
ABAC は、知的財産権の効果的な保護が地域経済統合やサプライチェーンのグローバル化、及び

知的財産権に立脚した国内産業の育成に果たしている重要な役割について引き続き強調する。さ

らに、ABAC は、民間セクターの利害関係者に関係するさまざまな事項に対応すべく、APEC 知的

財産権専門家会合とのより緊密な関与と協力を期待する。 
 
提言 
 
 インターネットを含むさまざまなプラットフォーム上で、地上波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の無許可での再配信を防止するため、問題の性質・程度についての更

なる文書調査、ガイドライン及びベスト・プラクティスの策定、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通じて、放送信号の盗用に関する

2007 年 APEC 閣 僚 宣 言 及 び 2008 年 APEC 貿 易 担 当 大 臣 会 合 （ MRT ： Ministers 
Responsible for Trade）議長声明を実行に移す。 
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 技術保護措置(TPM：Technological Protection Measures)の迂回を制限し、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、プライバシー保護及び著作権管理を目的とし

たデジタル・コンテンツの保護を実施する。 
 
 国境における模倣品・海賊版の識別・押収を円滑化するため、税関当局と知的財産権者間の協

力を強化する。 
 
 
M. 食料安全保障の確保 
 
ABAC は、APEC 食料システム(AFS：APEC Food System)に関する初期の行動計画が、依然と

して APEC にとっての優先課題であるべきとの考えを再度表明する。新たな近年の域内貿易とビ

ジネスの実態に即して、また重要性を増しつつある持続可能性という観点において、このシステム

の持つ影響が如何に変化したか、あるいは変化する必要があるかということを理解することが重要

である。APEC にとっての 終目標は、開発・貿易・投資の問題と並行して、食料安全保障を含む

食料問題 に対して、一貫した戦略的アプローチをとることである。ABAC は、現在の諸課題を反映

させる形で 1999 年の APEC コミットメントの当初の範囲を広げ、とりわけ上記で提案した食品業

界対話グループを通じて、ABAC と APEC 間の対話をより円滑化するためのプロセスを提案する。

特に、2010 年 10 月に日本での開催が予定されている食料安全保障担当大臣会合において、

ABAC はビジネス界の意見を報告する予定である。 
 
提言 
 
 AFS と、食料安全保障など ABAC によって提案されている問題の主要な要素への合意とに対

する、APEC 首脳の支援を再確認する。  
 
 食料の輸出禁止・制限に対し、APEC 首脳が反対の立場を明確にすることを再度要請する。  

 

 

N. エネルギー安全保障と気候変動への対応 
 
ABAC は、オープンで、かつ規制緩和された APEC 域内エネルギー市場が、変革を進め、かつ経

済成長と環境保全のバランスを保つよりよい選択肢を供するものであると主張する。ABAC は、

2010 年に APEC が注目する必要がある３つの分野を確認した。  
 
第一に、ABAC は、APEC における政策立案・実施を前進させるため、ABAC のエネルギー安全

保障に関する戦略枠組みに基づく長期計画の策定を要請する。その目的は、エネルギーの安全

保障、効率化、技術開発の向上を確実なものとするための支援を行うことと、WEC-ABAC シンポ

ジウムなどのイベントの機会を提供することにある。 
 
第二は、温室効果ガス (GHG: greenhouse gas) 排出量を削減するための措置に関連するもので

ある。GHG の削減を早期に実現する機会となることから、APEC 参加国・地域における「エネル

ギー効率」向上の努力を支援することが重要である。APEC 参加国・地域は、GHG の排出量を削

減するためにさまざまな対策を講じる選択肢を有するが、そのような対策の実施が域内の貿易と

投資にとって新たな障壁とならないよう要請する。  
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第三に、ABAC は、APEC エネルギー担当大臣会合が 2007 年以降開催されていないことに懸念

を表明する。APEC 日本が来年エネルギー担当大臣会合を計画していることは承知しているが、

ABAC は、APEC エネルギー担当大臣会合を毎年開催することに APEC 首脳が合意することを

要請する。  
 
提言 
 
 APEC におけるエネルギー長期計画の立案に寄与しうるイニシアティブ、すなわち天然ガスの

先物市場、 終需要者によるエネルギー効率のベスト・プラクティス、省エネルギーの実践例の

やり取りの促進方法に関する研究を支持する。  
 
 APEC 域内において一部の GHG 排出量削減措置が異なることにより、ビジネス界がマイナス

の影響を受けるリスクがあることを APEC 首脳に認識するよう促す。  
 
 
O. 環境物品・サービス貿易の促進 
 
ABAC は、 WTO ド ー ハ ・ ラ ウ ン ド が 行 き 詰 って い る 今 こ そ 、 環 境 物 品 ・ サ ー ビ ス (EGS ：

environmental goods and services)の貿易と投資に対する障壁を軽減する手段を見出すために、

今年後半に開催されるコペンハーゲン会合を 大限活用する方策を検討するよう APEC に要請

する。 
 
提言 
 
 APEC 参加国・地域、とりわけ途上国のキャパシティを強化する措置をとるなど、EGS について

行動をとることの重要性について APEC 参加国・地域における認識を高め、ひいては EGS を

普及させるべく、APEC と ABAC 間の作業計画を策定する。 
 
 エネルギー効率とラベリングを標準化、または整合する方法を探究する。 

 
 合意された基準を満たす製品には、低関税、あるいはゼロ関税が適用されるようなプログラムを

支援する。  
 
 
P. 現代的な緊急時対応産業の構築 
 
2008 年 8 月の第 2 回 APEC 緊急事態の備えタスク・フォース (TFEP：Task Force for 
Emergency Preparedness)会合において、APEC 参加国・地域は、ペルーが提案した「アジア太

平洋地域における災害リスク軽減と緊急事態への備えと対応のための戦略 2009-2015」を支持

し、自然災害及び緊急事態に関する連携を提言した。2009 年においては、A 型インフルエンザが

APEC 参加国・地域における緊急事態への対応に関する技術的協力の緊急性を再確認する機会

を供している。 
 
2003 年に SARS を経験した後、中国政府は従来の緊急時対応計画の限界を認識し、緊急時対

応管理の全く新しい概念及び枠組みの策定を促進することを決定した。政府、研究機関、ビジネス
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界の 5 年間にわたる連携の結果、中国は緊急時に迅速、科学的、かつ系統立った対応が可能な

デジタル緊急時対応プラットフォームのアイデアを構築した。この緊急時対応プラットフォームの概

念は、中国南部大雪災害、5 月 12 日の四川大地震、北京夏季オリンピックなど 2008 年のいくつ

かの災害時対応において重要な役割を果たし、政府及び社会は緊急時に適切かつ迅速に行動す

ることができた。 
 
提言 
 
 現代的な緊急時対応産業の構築への投資を強化する。 

 
 緊急時対応産業の構築に向け、民間部門による一層の関与の促進と支援を行う。 

 
 地域における民間部門間の連携を促進する。   

 
 
Q. 経済成長促進のための情報通信技術の活用 
 
アジア太平洋地域における経済成長がバランスを取り戻し、APEC 参加国・地域が新たな成長モ

デルを策定する努力を行うのに伴い、経済成長の乗数として寄与する情報通信技術（ ICT：

Information and Communication Technologies）の可能性に注目することが重要である。ICT の

導入は、国内需要の主要な牽引役であるサービス産業の生産性を向上させ、製品やサービスの

越境取引の円滑化に寄与する。今回の危機への対応としてとられている経済刺激施策において、

ICT インフラの整備のために資金を配分する APEC の多くの参加国・地域の努力は、ブロードバン

ド・アクセス拡大への投資を通じて ICT の乗数効果をさらに大きくする。よって、ABAC はこの努力

を歓迎する。 
 
具体的なICT事業と等しく重要なのは、ICTの導入によりもたらされるであろう利益を参加国・地域

が活用できる規制・政策環境の整備である。デジタル繁栄チェックリストは、ABACのICTによる経

済成長イニシアティブから生まれた包括的なツールである。ICT導入の円滑化のためのキャパシ

ティ・ビルディングのニーズや優先順位を決定するにあたり、APEC 参加国・地域は、このチェック

リストを利用することによって、自らの政策・規制環境を精査することができる。 
 
情報技術の急速な発展は、情報の役割を重要なリソースにまで高めた。しかしながら、重大なリス

クがインターネットの健全かつ有用な機能に影響を及ぼす恐れがある。これらのリスクはグローバ

ルな性質を持つことから、APEC域内における技術・政策問題に関する協力が重要である。課題の

解決には、政府、ビジネス界、市民社会、学界を含む全ての利害関係者による組織、政府、地域レ

ベルでの関与が必要である。APEC域内における効果的な情報セキュリティ政策・技術を実現する

ためには、APEC参加国・地域が能動的に関与し、新たな脅威を精査し、協調行動をとることが必

要である。 
 

提言 
 
 情報セキュリティ・サイバーセキュリティを強化するため、技術及び政策を通じて一層の協調努

力を行う。 
 
 さまざまな目的を隠れみのとしたサイバー犯罪による社会不安に一層の注意を払う。 
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 APEC 域内における教育を通じて、情報セキュリティに対する一般市民の意識を高める。 

 
 サイバー犯罪に対抗するため、一層強硬な措置を講じる。 

 
 ICT がもたらす利益を 大活用するため、APEC 参加国・地域の規制・政策環境を精査するデ

ジタル繁栄チェックリストを活用する。 
 

 経済刺激政策として実施されているブロードバンドインフラ投資計画の実施において、デジタル

繁栄チェックリストに挙げられている政策手段及びベスト・プラクティスを参照する。 
 
 
R. 域内資本市場の強化及び深化 
 
1. 国際的な金融協力 

 
今回の金融危機の期間を通じて、資本市場への被害を軽減するため、さまざまなイニシアティブが

講じられている。このイニシアティブには、APEC 参加国・地域間の通貨スワップ協定及び国際通

貨システムの見直しと強化のための議論などがある。 
 

(a) チェンマイ・イニシアティブのマルチ化 
 

2009 年 5 月 3 日、インドネシアのバリで開催された第 12 回 ASEAN+３（日中韓）財務大臣会議

において、財務大臣はチェンマイ・イニシアティブ(CMI：Chiang Mai Initiative)のマルチ化に合意し

た。ASEAN+３の途上国メンバーを支援することを想定しているものの、CMI は、APEC 参加国・

地域として取り得る金融協力体制のひとつの良いモデルであることを示している。域内において二

国・地域間スワップ協定を締結するという米連邦準備制度理事会の努力に加え、1,200 億米ドルま

での資金枠拡大と地域監督機関の創設は、国際金融市場における世界的な流動性逼迫が地域に

与える影響を軽減することに役立つと期待される。 
 

提言 
 

 CMI の有効性を高めるために、その発動メカニズムの更なる改善を検討する。とりわけ、スワッ

プ発動に当たってＩＭＦ支援プログラム遵守なしに行われる部分が現行 20％にとどまっているこ

とを見直す。 
 

(b) 健全な国際通貨制度の促進 
 
現在の国際通貨システムは、過去数十年にわたり、前例のない世界的な経済成長・発展を促進す

る上で重要な役割を果たしてきた。現在の国際通貨システムは、特に、世界的な経済構造の非常

に大きな変化をどの程度有効に反映しているかについて、詮索の的となっている。   
 
提言 

 
 国際的な取引の決済のために、実業界においてより広範囲に使用されうる通貨のバスケットを

発展させる方策を検討し、結果的に機軸通貨機能を担う米ドル及びユーロを補完し、国際通貨

体制の安定化に寄与する。 
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 不安定なクロスボーダーでの資本移動をより効率的に監視していくために、金融規制当局間の

政策協調及び協力を図り、国際金融市場に与えるマイナス要因を極小化する。 
 
2. 規制枠組みの改善 
 
金融の規制枠組みの改善は引き続き重要な懸案事項である。とりわけ今年は、中小企業金融及

び債券市場の発展に加え、コーポレート・ガバナンス及びリスク監視が、今回の危機を反映した議

題の中で重要な項目であった。 
 

(a) コーポレート・ガバナンス 
 
直近の主要な金融機関の破綻を通じて、効果的なコーポレート・ガバナンスの重要性が強調され

てきている。こうした動きの中で、金融規制制度を改善する必要性の他、優れたコーポレート・ガバ

ナンスを促進する必要性が浮き彫りにされている。2004 年に採択された OECD コーポレート・ガ

バナンス原則は、健全な基礎として役立っているものの、国内事情を考慮した上で、世界標準と他

の参加国・地域の妙案を盛り込んだ「ハイブリッド型」のガバナンス構造の導入の可能性を模索し、

試すべきである。 
 

提言 
 

優れたコーポレート・ガバナンスの原則の適用を十分に監視する。上場企業の情報開示要件を強

化し、リスク管理を円滑化する。 

 

(b) システミック・リスク及びマクロ・プルーデンシャル規制・監督 
 
新たに設置された金融安定化理事会(FSB: Financial Stability Board)は、規制間の非整合性を

小限に留め、金融保護主義を予防する上で重要な役割を果たし得る。規制の枠組みが見直され

改定される一方で、非整合性の回避を図るための一連の共通原則及び基準を策定・適用する国

際協力を、FSB のような機関を通じて強化することが、世界市場が効率的かつ効果的に機能する

ことにとって重要となる。 
 

提言 
 

 バーゼル銀行監督委員会と密に協調し、景気変動を助長する規則を和らげるためにバーゼル

II の枠組みを見直し、適切な変更を検討し、更にシステミック・リスクの管理と評価に関する効率

的なマクロ・プルーデンシャル規制及び監督を促進するよう、FSB に要請する。資本要件の変更

を含めた如何なる新規制を実施する前にも、官民対話を維持する。そうした新規制は、とりわけ

リスク管理及びコーポレート・ガバナンス実施に関する包括的金融パッケージの一部をなすべき

である。 
 

 ロンドンの G20 で宣言されたように、経済の回復が確認できるまでは、 低資本に関する国際

基準を維持すべきである。 
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(c) 中小企業向け金融を促す金融制度基盤の構築 
 
金融制度基盤及び適切な諸規制や法体系の発展が、とりわけ中小企業を対象としたファイナンス

促進と、 終的には信頼と経済成長を回復することにとって不可欠となる。注目すべき重要な分野

は、担保付貸出枠組みの強化を通じた商業貸出の促進、信用情報の高度化を通じたリスク管理の

改善の促進、司法制度の規制プロセス・透明性・予測可能性の改善である。 
 

担保付貸出は、予測可能性を確保するために法律・司法の基盤を必要とする。資産担保貸出及び

担保付貸出は、とりわけ中小企業向けについて、必要とされる企業の流動性を供与する潜在的

キャパシティを、多くの場合まだ下回っている状況にある。 
 

提言 
 

 担保付貸出の為のより予測可能な法的枠組みの整備を促進するイニシアティブを実施する。こ

の法的枠組みには、動産と売掛債権の双方を対象とする担保権の設定・登記のための専用シ

ステム、担保権の執行に関する効率的な法的手続き、及び担保資産に基づく貸出の要件にまつ

わる明確な規制といったことを含み、貸し手と借り手が共にリスクを評価し、堅実な与信供与と

貸出活動を強化することを意図する。 
 
リスク管理は、健全な消費者・商業金融サービス市場にとって不可欠である。しかしながら、リスク

管理ツールの開発は、正確で堅牢なフルファイルの信用情報センター及び信用情報リソースの利

用が可能かどうかにかかっている。APEC の多くの参加国・地域において、信用供与の決定を改

善するにあたって、信用情報システムはそのすべての可能性を発揮できる水準には到達していな

い。一部の参加国・地域では、過度に厳格な個人情報保護法が、信用分析のための情報の利用

を阻害したり、借り手の返済能力・債務不履行リスクをより良く予測し、貸し手が適格な借り手を識

別する能力を高める科学的なスコアリングシステムの開発を阻害したりしている可能性がある。高

度化された信用情報システムの導入により、質の高いリスク分析手法の展開が可能となり、信用

力のある借り手に資金をより効率的に割り当てることができる。 
 

提言 
 

 全ての適格な貸し手へのアクセスを許可し、その貸し手からの情報を反映させることを信用情報

センターに促す。これにより公正かつ競争的なアクセスを維持し、公開データの質を改善する。 
 
規制制度は、告知・意見聴取による規則制定及び「ノーアクション」レター制度などを通じて、透明

性の高い規則制定及び規則適用を行うことで、市場参加者が新商品の発売をためらうことになり

かねない法律の曖昧な部分を解決する必要がある。株式公開企業の開示要件の厳格化は、透明

性を向上させ、リスク管理を改善する。更に、全ての市場参加者にとって、契約上の権利の司法執

行の予測可能性及び迅速さは、金融サービスのあらゆる側面への信頼を高めるのに役立つ。全て

の金融機関にとって、公平に判決、抵当権、担保権を迅速に執行出来ることは、特に担保付貸出

の規制の枠組みを強化するために不可欠である。   
 
提言 

 
 より良いリスク管理を促進するため、株式公開企業の開示要件を厳格化する。  
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(d) 債券市場発展に対する障害への対処 
 

途上国・地域の債券市場は、民間部門の資金調達ニーズを満たすのに未だに十分とはいえない。

債権者に十分な保護を提供し、透明性と公正な取り扱いを確保するため、法制度を強化する必要

がある。税制は、多くの市場の発展にとって継続課題である。市場をより深くし流動性を高めるた

め、投資家層を拡大する必要がある。域内におけるクロスボーダー投資の促進は、債券市場の深

化に大きく寄与する。これに関連して、現地通貨建て債券に投資している域内の投資家に対し、域

内の新興市場全体で有益かつ比較可能な債券の信用格付けや、投資家のニーズを満たす効率

的な債券決済制度を提供するような追加措置が必要とされている。 
 

提言 
 

 透明性と公正な取り扱いを促進・実施するために法令を強化し、十分な消費者保護及び債権回

収手続きを提供し、市場の規制と監督を一層発展させる。税制を見直し、債券市場への税制上

の悪影響に対処する。新商品に対する需要を促進し、投資家層の拡大に資するような税制上の

インセンティブ付与を検討する。 
 

 社債市場の成長と金融統合の促進に重点を置きつつ、域内債券市場を次のレベルに発展させ

るための思い切った措置を講じる。2010 年の「第 4 回債券市場の発展に関する APEC 官民フ

ォーラム」の開催を含む、債券市場育成アジェンダについて ABAC と協働で推進していく。 
 
 
S. 金融システム強化のためのキャパシティ・ビルディングの促進  
 
過去数年間にわたり、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･グループを通じて、地域官民協力のアイデアを発展させるため、多くの主要な国際機関と協

働してきた。今年、アドバイザリー･グループは多くの問題について討議し、将来進むべき道につい

て提言するため、いくつかの重要な活動に着手した。アドバイザリー・グループの 2009 年報告書

には、ファイナンシャル・インクルージョンの促進、新興債券市場における機関投資家層の拡大、イ

ンフラに関する官民連携、域内の信用調査システムの改善、金融経済危機への対応の 5 つの問

題点に関するアイデアと提言が盛り込まれている。 
 
1. ファイナンシャル・インクルージョンの促進 
 
世界中で 30 億人以上の人々が金融サービスを利用できない状況にあることから、より包括的な

金融セクターの実現を求める大きな声が途上国から上がっている。発展途上にある APEC の参加

国・地域においては、金融サービスを利用できない成人人口の割合が 40％から高いところでは

90％に及んでいる。ファイナンシャル・インクルージョンをより一層促進することは、経済の発展、社

会の公平性及び金融の深化に対して多大な影響を及ぼす。APEC 参加国・地域は、多くの重要な

分野における主要問題に取り組む政策イニシアティブに着手することによって、域内のファイナン

シャル・インクルージョンを促進することができる。 
 

2009 年、ABAC は、東京で開催されたワークショップ（「革新的政策を通じたファイナンシャル・イン

クルージョンの促進」）を通じて、これらの重要な分野における改革着手のベスト・プラクティスにつ

いて討議するため、多くの地域機関及び国際機関と協働した。このワークショップの成果は、
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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・グループの 2009 年報告書にお

いて報告されている。 
 

提言 
 

 マイクロファイナンスの環境を整備するための法制上、政策上そして規制上の改革を行うための

ファイナンシャル・インクルージョン・イニシアティブに着手し、これらの改革を実施するための優

れた具体例を共有する。具体的には、エージェント・バンキング、携帯電話バンキング、マイクロ

ファイナンスサービス事業者の多様化促進、マイクロファイナンス運営に関わる公的金融機関の

ガバナンスと経営の強化、金融サービスを受けるための本人確認、消費者保護の六項目である。 
 
2. インフラに関する官民連携の促進 
 
域内の大きなインフラニーズへの取り組みを目的として、官民連携を通じて域内の巨額の貯蓄を

動員できる極めて大きな可能性がある。しかしながら、この可能性を実現するには取り組むべき基

本的な問題が存在する。 
 

提言 
 

 政府、国際金融機関、及び民間部門の間で域内インフラに関する連携を推進する。具体的には

広範囲にわたる諮問を通じて、各地域の優先度を反映した主要プロジェクトのリストを作成し、よ

り一層の市場革新と市場への参加を阻む政策・規制上の障害へ対処することを通じて、資本市

場における資金調達の選択肢の範囲を広げる方法を積極的に発掘していく。 
 

3. ソーシャル・セーフティー・ネットの強化 
 
発達した社会サービスインフラが暮らしやすい環境を提供している先進国の家計に比べて、新興

アジア諸国・地域の家計は、年金制度や失業保険制度などのソーシャル・セーフティー・ネットが不

十分なことから、より高い貯蓄率を維持することを余儀なくされている。 
 

提言 
 

 十分なソーシャル・セーフティー・ネットを構築するため、失業保険及び職業訓練を強化すること。

更に、転職のコストを軽減するため、拠出型年金制度を発展させるべきである。 
 

 個人年金制度について、潜在的弱点を有する賦課方式から、時間をかけて拠出型方式へ移行

する。急速に高齢化が進展する中、それに付随する費用は国の潜在負債となることに留意しな

ければならない。  
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付属資料 

 

APEC ビジネス諮問委員会 
税関作業計画： APEC 貿易投資委員会への通関の実務及び手続きに関する提言 （仮訳） 
 
APEC ビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）は、国境を越えた物品と

サービスの移動を推進し、ビジネスコストを大幅に削減し得る幅広い貿易円滑化関連の諸問題を

引き続き重視する。通関手続きは貿易フローに重要な影響を及ぼし、企業の世界的なサプライ

チェーンのスピードと信頼性に直接影響を与える。透明性と一貫性があり、予見可能な通関の実

務と手続きは、経済が繁栄するための重要な要素である。この分野の改善によりビジネス界に大

きな利益が生まれることから、ABAC は、APEC 参加国・地域における通関の実務と手続きの分

野においては更なる進展が可能であり、また進展されるべきであると考える。ABAC は、APEC 貿

易投資委員会（CTI: Committee on Trade and Investment）に対し、コストを削減し、透明性を向

上させることを目的とした税関に係る事項に関する以下の提言について検討することと、この提言

を APEC 税関手続小委員会（SCCP: Sub-Committee on Customs Procedures）に送付し、速や

かに対応することを要請する。 
 
 
世界貿易機関（WTO: World Trade Organization）と世界税関機構（WCO: World Customs 
Organization）の協定 
 
以下の税関近代化措置を APEC の各参加国・地域は実施し、その共同行動計画に反映させるべ

きである。 
 
・ WCO の「税関手続きの簡素化及び調和に関する国際規約の改正議定書（改正京都議定書）」

に参加し、完全実施する。 
・ 関税の課税標準となるべき価格は取引価額、すなわち通常輸入者によって「支払われた又は

支払われるべき価格」によって決定されることを定めている WTO 関税評価協定を遵守する。 
・ WCO の「国際貿易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組み」を採択し、実施する。 
・ 通関プロセスを一層加速するために、WCO の即時引取ガイドラインを採択し、実施する。即時

又は迅速な通関手続きを実施する場合、品目の重量又は価格を問わず、可能な限り適用すべ

きである。 
・ WCO の 新の関税率表（HTS: Harmonized Tariff Schedule）の品目分類を APEC 共通で

適用する。 
 
 
通関の迅速化及びサプライチェーンの安全確保策の調和 
 
低リスクと高リスクの輸入者を区別することは、国境における効率性を向上させるための有効な方

法である。これにより、税関当局は、リスクがほとんど又は全くない貨物及び貿易関連事業者に、

限りある実施資源を集中させるのではなく、高リスクの貨物及び輸入者に重点的に対応できる。

WCO の「国際貿易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組み」を実施する場合、APEC 参加

国・地域は、域内における国際貿易のコスト及び複雑さを増すことになるため、互いに異なる認定

事業者(AEO: Authorized Economic Operator)制度の導入を避けるべきである。AEO 制度の一

層の調和及び簡素化を円滑化するために、APEC 参加国・地域は、次のことを行うべきである。 
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・ 域内共通の AEO 申請書/申告納税書の様式の作成及び検証プロセスを構築する。 
・ 貨物情報の事前提出に必要とされる一連の共通データ要素を定める。 
・ AEO 制度の参加者が享受する一連の共通利益を定める。 
・ 域内における AEO 制度に関する安全確保のための 低基準に合意する。 
 
 
税関のウェブサイト 
 
WTO 加盟諸国は、貿易に関する法令を公表することが義務付けられている。APEC 参加国・地域

のほとんどが、インターネット上で政府のウェブサイトへアクセスできるようにして、この要件を満た

している。しかしながら、多くのウェブサイトは保守されておらず、輸入者が参照手段として利用す

るには信頼性が低い。情報が古く、利用しづらい APEC 参加国・地域の関税データベースの機能

性を 終的に更新し、改善するための重要な 初の段階として、ABAC は、APEC の各参加国・

地域の税関のウェブサイトを近代化し、可能な限りその調和を図るために、キャパシティ・ビルディ

ングに着手することを提言する。ウェブサイトに関する取り組みの具体的な目的は、次のとおりであ

る。 
 
・ インターネット上で検索可能なデータベースにおいて貿易に関する法令を公表すること 
・ 特恵税率及び非特恵税率を含む、 新の税率情報を掲示すること 
・ 国外のユーザが英語など世界貿易機関の公用語で容易にナビゲートできること 
・ キーワードを使用した簡易な又は複雑な検索語句に基づき、データの検索が可能なこと 
・ 重要な情報を含んでいる APEC 参加国・地域の政府のウェブサイトへのリンクがあること 
・ 検索結果が適時なもので、かつ当局が公表した正確なものであること 
 
 
紛争解決制度 
 
一部の APEC 参加国・地域では、透明性のある紛争解決制度が存在しない、又はプロセスが現地

の税関当局に一方的に有利なものになっている。APEC 参加国・地域は、次のことをすべきである。 
 
・ 輸入者と税関当局間において意見の一致が見られない場合に適用する、強固で、一貫性と透

明性のある紛争解決制度を構築する。この紛争解決制度は、入国レベルの 初の港又は事

後調査のいずれかにおいて実施することができる。 
 
 
内国物品税の合理化 
 
内国物品税は、奢侈税、物品税、売上税と呼ばれる税金で、APEC の多くの参加国・地域が自動

車、タバコ、アルコールなどの少数の品目にこのような税金を課している。これらの税金が課される

価格及び分類の両方あるいはどちらかが明確に定められていない場合がよくあり、あいまいな状

態が生じている。透明性及び一貫性を向上させるために、APEC 参加国・地域は、次のことをすべ

きである。 
 
・ あいまいさと紛争を避けるために、想定価額又は任意に設定された価額ではなく、取引価額又

は販売価格をこれらの税金の課税標準とする。 
・ あるいは、これらの税金を標準的な付加価値税と組み合わせるか、又は付加価値税に含めて、
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付加価値税率を（WCO の HTS 品目分類に基づき）関連する物品に応じて適切に引き上げる

こともできる。 
 
 
事前教示制度 
 
事前教示制度は、回答を得るのが遅れることから、輸入者や納税者に利用されることは極めて少

ない。回答は税関当局を明確に拘束しない場合もある。このプロセスは税関や税務当局の権限の

一部であるため、その決定は歳入面の考慮によって影響を受けることがある。これらの制度は一

般的に機能不全に陥っている。APEC 参加国・地域は、次のことを行うべきである。 
 
・ HTS の品目分類、関税評価、自由貿易協定（FTA: Free Trade Agreement）における原産地

規則を含む、税関に係るすべての問題について、独立した透明性のある期限を定めた事前教

示制度を構築する。 
 
 
FTA に基づく免税待遇の申請 
 
FTA に基づく免税待遇の申請について定めた規則は、APEC 参加国・地域によって異なり、不必

要な負担となっている。例えば、APEC の多くの参加国・地域の税関当局は、つづりのミスや翻訳

の不備など些細な相違がある原産地証明書を受け付けようとはしない。更に、政府当局は、積荷

ごとに原材料に関する膨大な量の明細書を繰り返し提出することも要求している。これらの行為は、

手続上大きな負担となっており、FTA の目標を損なっている。APEC 参加国・地域は、次のことを

すべきである。 
 
・ 実質的な相違がない原産地証明書は、免税待遇の申請に十分であるという規則を制定する。 
・ 包括的な年間原産地証明書を提供する共通の規則を制定する。この規則は、輸出品の組成

に重大な変更がある場合、輸出者が原産地証明書を発行する国の機関に通知することを義務

付けなければならない。 
 
 
その他の基準・適合性に関する問題 
 
税関の実務及び手続きは、APEC 参加国・地域において異なっており、WCO の基準に一致してい

ないものもある。一部の APEC 参加国・地域では、事務手続きに依存することは非効率的である。 
 
・ 合理的な僅少基準を設定し、この基準に満たない場合には関税・税金を徴収しない、又は通関

手続きを適用しないこととする。 
・ 輸出入に必要とされるすべての規制当局の認可を受けるための単一電子受付窓口を設置す

る。 
・ 即時引取手続きを円滑にするために、APEC 参加国・地域は、適切な財政制度を構築すべき

である。この財政制度は、関税・税金の納付を確実にするために、担保、預託金その他の適切

な手段による保証を可能とするものである。 
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添付資料Ａ 
 

ＡＰＥＣ Ｇ２０首脳に対する書簡 （仮訳） 

 

2009年3月26日 

 

 

 

謹啓 

 

APECビジネス諮問委員会（ABAC: APEC Business Advisory Council）は、2009年の第1回会合を、2月12日、

ニュージーランド ウェリントンにて終えました。主な懸案は、各国・地域政府が国内の圧力に屈し、保護主義

的な政策を採り兼ねない、ということでありました。 

 

ABACは、アジア太平洋地域における自由で開かれた貿易と投資の体制作りを標榜したボゴール目標の実

現に向けて、各国・地域の首脳に助言とビジネス界の見解を具申すべく、APEC参加国・地域の首脳によって

1995年に創設されました。ABACは、向こう12ヶ月間、物品とサービスの貿易に対する新たな障壁を設けるこ

とへの反対を公約した、昨年11月のG20首脳宣言、ならびにAPEC首脳リマ声明への強い支持を再度強調し

ます。 

 

昨年11月のAPEC首脳会議以来、APEC参加国・地域が国内の圧力や経済の不確実性の増大に反応するに

つれ、ビジネス界はG20やAPECリマ声明のコミットメントの「不履行」の可能性を懸念させるような、APECの

いくつかの国・地域における政策の変化に直面してきています。 

 

ロンドンで4月2日より開催される次回のG20首脳会議の機会を捉え、ABACはG20に参加するAPEC首脳に

対し、ＡＰＥＣリマ声明への完全なコミットを維持し、またG20の他の首脳からも同様のコミットメントを引き出す

よう、再度要請します。 

 

先月のウェリントン会議では、信頼の欠如によりグローバル経済は既に大きく後退しているということで、他

のABACメンバーと私との間で見解が一致いたしました。いかなる保護主義的な方策の増加も、それが現実

のものであろうと見せかけだけのものであろうと、市場の信頼を低下させ世界貿易の閉塞状態を招くだけで

す。我々は、市場の信頼回復、消費者需要の促進、金融市場の安定化によって貿易が引き続き淀みなく流

れることを保障するよう、首脳が思い切った政策を実行する差し迫った必要があるという見解に、全会一致で

同意致しました。適切な規制改革の方策が必要である一方、G20プロセスに参加しているAPEC首脳が、

APEC非参加国の首脳に対し、これらの目的を達成するのに協調的金融刺激策が果たす役割の重要性を印

象付けるべきであると、ABACは信じています。 

 

ABACは、自由で開かれた市場を維持し、市場の信頼を回復して経済回復を加速させることが、今 も重要

で緊急を要する課題であると信じています。同時に我々は、保護主義的措置への傾倒を防ぐために世界貿

易機構（WTO: World Trade Organization）ドーハ開発アジェンダ（DDA： Doha Development Agenda）の妥結

を引き続き支持するよう、G20の首脳に対して働きかけていきたいと考えております。 

 

本書簡では、本年ABACが、我々が毎年提出している「APEC首脳への提言」とは別に、本年半ばまでに、現

状のグローバルな危機がもたらす緊急の課題への対処に重きを置いた提言を政府宛に複数提出するという、

いわば「複層的アプローチ」を取ることについて、閣下にご認識頂きたく思います。 
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また、保護主義的政策が台頭する恐れから、ABACは、現在の金融課題に対処するG20公約の主要な要素

やWTOへのコミットメントの遵守状況を監視する仕組みを設置する予定であることを、APECやG20の首脳に

お知らせしたく思います。 

 

後になりますが、ABACはAPECならびにG20首脳による保護主義への断固たる対抗を奨励すると共に、グ

ローバル規模で保護主義に対抗すべく我々の政府と緊密に協力してまいりたいと思います。 

 

我々は、自由で開かれた貿易と投資のための体制に向けた我々の要望を確約する首脳宣言を以って、ロン

ドンにおけるG20首脳会議が大きな成功を収めることを願っております。 

 

ありがとうございました。 

 

敬白 

 

 

ABAC2009 議長 

Teng Theng Dar 

 

 

CC： 全 APEC 首脳 
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添付資料Ｂ 
 

ＡＰＥＣ首脳宛短期提言（仮訳） 
 

２００９年５月１５日 

 

H.E. Lee Hsien Loong 閣下 

アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）議長 

シンガポール共和国首相 

 

閣下、 

 

私たちは、深刻かつ長引くおそれのある景気後退に直面した世界経済を背景として、アジア太平

洋地域の経済回復を促進するために短期的に取り得る行動を提言いたします。 

 

私たちの主たる懸念事項は、世界の貿易が今年は９％縮小する見込みであり、これは第二次世界

大戦後 大の減少となる、ということです。私たちＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）委員は、 

世界の経済成長の回復のためには世界貿易の回復を促進することが必要不可欠である、というこ

とを強調いたします。 

 

金融市場の脆弱性が続く中で、その機能を完全に再生するために、各国･地域が協調して世界レ

ベルで努力を行うことが引き続き も重要です。この点でＧ２０の首脳会合プロセス（その中で 

ＡＰＥＣの見解が９つのＡＰＥＣ参加国･地域により伝達されるのですが）は、危機に対応した政策協

調及び市場の信頼回復のための効果的な仕組みとなっています。私たちはこうした困難な時代に

おいて、Ｇ２０等の国際会合で謳われた保護主義反対への約束を実行に移す際に、国内の圧力が

大きな足かせとなることを理解しています。私たちは各国･地域の首脳が、ある特定の分野の利益

を考えるのではなく、すべてのＡＰＥＣ参加国･地域とその居住者の大部分にとって、何が長期的に

有益となり持続可能となるかをしっかりと見据えて見失わないよう求めます。 

 

私たちはＡＰＥＣ首脳が今この機会を捉え、地域内及びＡＰＥＣ以外の地域に対して指導力を発揮

し、ボゴール目標達成の公約とアジア太平洋自由貿易地域（ＦＴＡＡＰ）構想の実現の志を強めるこ

とと信じます。 

 

第一に、ＡＰＥＣ首脳は貿易についていかなる障壁をも新たに設けないとの公約を守るべきです。

我々独自の観察によると、貿易上の新たな障壁と貿易救済措置の増加という形で、保護主義の強

まりという悪しき傾向が散見されます。これらの行動の多くはＷＴＯ規定を順守したもののように見

える一方で、私たちはこれらが G２０と   ＡＰＥＣ首脳の公約の精神に反するものであると強く信じま

す。実質的な効果を期待するならば、新たな障壁を設けないという公約は、財政刺激策を含む貿

易と投資に悪影響を与えるすべての措置に適用されるべきです。私たちはすでに適用されてしまっ

ている保護主義的措置がすべて撤回されるよう求めます。 

 

第二に、地域経済統合と諸規制改革、そして物理的なコネクティビティを直ちに強化し促進するた

めのイニシアティブを加速するよう、貿易担当大臣に対して指示がなされるべきです。世銀によって

指摘された、ＡＰＥＣ域内貿易を２，８００億ドル増加させ得るという貿易促進措置を早急に実施する

ことに重点が置かれるべきです。   ＡＰＥＣ参加国･地域は現行の目標の２０１０年を待たず、２００９



 

 28

年末までに取引コストを５％削減することをめざすべきです。ＡＰＥＣはドーハ開発アジェンダ 

（ＤＤＡ）における貿易円滑化パッケージの一部を実施すべきです。 

 

第三に、財政刺激策を実施するＡＰＥＣ参加国･地域は、その実施にあたり、現在経験しているよう

な問題の再発を防ぎ、持続的な経済成長を促す構造改革を促進するための明確なビジョンを持っ

て、国内需要のだけでなく、世界の需要をも高めるよう行動すべきです。加えて、そうした財政政策

は中小企業金融を活発化すべきです。何故ならば、中小企業の活動は雇用創出効果が大きいか

らです。消費者の信頼を直ちに回復するための一つの重要なやり方として、官民が協同して消費

を刺激し、また同時に健康や衛生、持続性といった他の政府政策目標の促進をもたらすプログラ

ムを開発していくべきです。ＡＰＥＣはこうしたプログラムを促進する他にはない官民パートナーシッ

プの土台を提供します。 

 

後に、私たちの大きな懸念として、ＷＴＯドーハ・ラウンドが２００９年中に妥結する見込みが薄い

点に鑑み、ＡＰＥＣ首脳は貿易担当大臣に対し、既に合意されたものに積み上げる形で、交渉の 

モダリティについて北半球の夏季休暇の前に合意し、ラウンド決着の期限を２０１０年初頭に定め

るため、責任を持って努力するよう指示すべきです。８年間にわたる交渉と、完遂を求める無数の

要求にもかかわらず、ドーハ・ラウンドが妥結せずにいることは極めて残念です。 

 

私たちは提言の詳細についてＡＰＥＣ首脳とより詳細に議論する用意があり、今年後半の年次対話

の機会を待ち望んでいます。 

 

敬具 

 

 

Teng Theng Dar 

２００９年ＡＢＡＣ議長 
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添付資料Ｃ 

 

ＡＰＥＣ貿易大臣宛書簡（仮訳） 

 

２００９年６月１５日 

 

Lim Hng Kinang 閣下 

ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合議長 

貿易産業大臣 

シンガポール 

 

 

拝啓 

 

ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）を代表し、ＡＰＥＣ貿易担当大臣に、２００９年にＡＢＡＣが遂行

している作業の中間報告を謹んで提出申し上げます。 

 

私たちのアジェンダは、今年の世界貿易を９%減少させると予想されている世界経済危機に大きく

影響されています。私たちは「全員一丸となってボゴール目標を達成  しよう」というテーマを掲げ、

地域経済統合の加速、持続可能な成長モデルの支持、キャパシティ・ビルディングの強化及び域

内のコネクティビティの強化に重点をおいており、これらがＡＰＥＣの域内経済成長の回復に向けた

取り組みの中心となります。 

 

地域及び世界の経済環境における大きな不確実要因に鑑み、域内の自由で開かれた  貿易と投

資というボゴール目標を達成するためのＡＰＥＣのアジェンダを加速させることで、世界的経済危機

によってもたらされた喫急の課題に対処することを、 

ＡＢＡＣは も重視しています。 

 

とりわけＡＢＡＣは貿易担当大臣に対して以下のとおり求めます。 

 

1. 世界的経済危機によってもたらされた課題への対処 

ＡＰＥＣ参加国・地域は、昨年１１月のＡＰＥＣ首脳会議及び直近の G２０サミッで再確認された、

保護主義的政策を凍結する公約を順守すべきです。今日までに貿易規制や貿易救済措置の

増加の悪しき傾向がみられます。これらの保護主義的対策の多くは、ＷＴＯ規則に整合的であ

るように見えます。私たちはこれらが政策の現状維持を公約したＧ２０とＡＰＥＣの精神に反す

るものと信じます。この現状維持の公約を実効性のあるものとするためには、財政刺激策を含

め、貿易投資の流れに悪影響を及ぼす、あるいは国･地域間のモノの移動を制限するあらゆ

る措置を含むべきです。ＡＢＡＣは保護主義的政策の出現を監視するとともに、域内各国･地

域の政府が保護主義の動きに出ないよう、私たちができることを行います。 

難しい経済環境の中で、貿易金融は貿易フローを保つために極めて重要です。ＡＢＡＣは、 

G２０の首脳が輸出信用機関や投資機関、多国間開発銀行を通じて貿易金融をサポートする

ための２，５００億ドルの追加資金を確保すること、   さらに貿易金融のための資本規制に柔

軟性を持たせることを決議したことを歓迎します。私たちは、ＡＰＥＣが貿易金融に補強手段を

提供する方法を、各国･地域の大臣が検討することを求めます。とりわけＡＰＥＣ参加各国･地

域の大臣は、途上国･地域を含む域内各国･地域で貿易金融についての固有の要望があるか
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どうかを議論すべきです。私たちは健全なクロスボーダー取引を促進するための追加的メカニ

ズムを確認する努力を行うよう求めます。 

 

2. ドーハ開発アジェンダの妥結 

２００８年 7 月の閣僚会合の失敗以来、ほぼ 1 年の長きにわたりＷＴＯドーハ開発アジェンダ

（DDA）の交渉が遅延していることは、ＡＢＡＣにとって大きな不満です。ワシントンのＧ２０ 

サミットでの合意にもかかわらず、各国の閣僚が予定されていた２００８年末までに集まること

すらできなかったことに、私たちは大きな失望を感じています。ラウンドの妥結は予定から大幅

に遅れています。私たちは各国･地域の閣僚がＷＴＯメンバーに積極的に働きかけ、すでに行

われた進捗をベースに、北半球の夏季休暇前にＤＤＡのモダリティについて 終合意すること

を求めます。ＡＢＡＣは、ドーハの交渉で大きな成果を出すよう強く求めるため、自ら再度ジュ

ネーブを訪れることを提案します。 

 

3. 地域経済統合の加速 

ＤＤＡ妥結の遅延のため、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）のための枠組みをさらに急ぎ

構築する必要があります。ＡＢＡＣはＦＴＡＡＰに取り組むにあたり、ビジネス界にとって重要な

問題をより具体的に検討するタイムテーブルを設定するための具体的な手順を決めるよう求

めます。これによりＡＰＥＣは自信を持って地域経済回復に寄与することができるでしょう。 

 

4. 貿易フローの促進 

ＡＰＥＣ参加各国･地域は、今こそ貿易促進措置を実施し、世銀によれば２，８００億ドルに及ぶ

ＡＰＥＣ参加国･地域間の潜在的貿易量増加を実現すべきです。ＡＰＥＣシングル・ウィンドウ・

イニシアティブの実施を通じ、ＡＰＥＣは通関手続きの調和を加速すべきです。さらにＡＰＥＣは、

たとえばＡＰＥＣワイドのＡＥＯ（認定事業者）システムとその相互認証制度といった、貿易を円

滑化する安全保障体制を構築することに集中して努力すべきです。とりわけ新興産業・部門に

おける基準の調和は、取引コストを５%削減させるというＡＰＥＣ貿易円滑化行動計画（ＴＦＡＰ）

の目標達成のために重要です。ＡＢＡＣはＡＰＥＣライフサイエンス基準統一センターの設立を

歓迎します。これは地域における基準の統一を進めるための、目に見える努力の形です。 

 

国境を跨る人の移動はビジネス界にとって重要な問題で、世界経済の成長の減速によって新

たな問題も発生しています。２００８年のＰＥＣＣとの協同研究の結果を踏まえ、ＡＢＡＣは労働

者の移動に関するＦＴＡの章や覚書の内容を検証し、こうした取り決めが域内ビジネス界の要

望に合致しているかどうかの評価を行います。この研究の成果を踏まえた具体的な提言を、 

１１月に首脳及び閣僚宛に   提出する予定です。 

 

ＡＢＡＣは非合法貿易を域内の経済成長を阻害する大きな要因として特定し、先般政府高級

実務者に対し、世界の貿易の１５－２０％を占めるこの問題を解決するための行動を起こすよ

う求めました。ＡＢＡＣは現在、非合法貿易が政府や企業にもたらすコストを分野別に測定する

仕組みとなる、世界非合法貿易指標の策定を見守っています。この指標はこの問題に取り組

むための各国･地域それぞれの手法の共有化に寄与するでしょう。映画産業はその一例で、

新しい法制に裏づけられた集中的な取り締まり活動が、海賊版映画の９０%を占める映画の盗

撮の劇的な減少をもたらしました。 
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5. 投資フローの促進 

ビジネス界にもっとも大きな利益をもたらす促進策を重視するよう、政府実務者が指示される

べきです。また具体的な主要業績指標を導入し、これらの努力の達成状況と効果を計測すべ

きです。各国･地域が透明性を高め、規制の調和を図り、承認手続きを簡素化することで、 

越境投資のフローを増加することができます。 

 

6. 零細企業を含む中小企業の発展への支援 

中小企業は域内のすべての国･地域の実質上の屋台骨であり、またそうであり続ける点に鑑

み、ＡＢＡＣは今年、零細企業を含む中小企業の発展を支援することに強い力点を置いていま

す。ＡＢＡＣは今年、４回にわたり中小企業サミットを開催します。即ち５月にブルネイ、９月に

中国とペルー、１１月にシンガポールで開催します。私たちは各国･地域政府がこれらのイベン

トを支援するよう求めます。さらに、中小企業の越境取引の効率を高めるために、ＡＢＡＣは各

国･地域の政府が政策環境を確立し、デジタル発展チェックリストに盛り込まれている仕組みを

支持することを求めます。このチェックリストにより中小企業は情報通信技術の恩恵に預かる

ことができます。とりわけＡＢＡＣは、ＡＰＥＣがより実践的な   行動計画を確立し、各国･地域間

の法的、基礎的なインフラの格差を是正し、中小企業に相応しい電子商業協力体制と e-ビジ

ネス構造を確立し、ＡＰＥＣ電子通商取引計画の実行に合意するよう求めます。 

 

7. コネクティビティの増大 

運送に関する規則を統一し、道路の安全対策のベストプラクティスを採用することで、サプライ

チェーンの効率性を高めることができます。ＡＰＥＣは運送と安全に関する規則についての世

界のベストプラクティスを検証するべきです。ＡＢＡＣはより安全で効率的な域内サプライチェー

ンネットワーク構築の助けとなる作業計画の立案を支援します。 

 

8. エネルギー安全保障と気候変動への取り組み 

各国・地域が提示している温室効果ガス排出削減措置の内容が異なることから、異なるレベ

ルの義務を負うことが、各国･地域間の貿易にマイナスの影響を与えるリスクがありえます。域

内の貿易･投資に与える悪い影響を極小化する方法の一つとして、温室効果ガス排出削減に

関する情報やアドバイスの共有を進めることが考えられます。ＡＢＡＣはエネルギー効率化政

策の推進も支持します。 

 

9. 食料安全保障の確保 

ABAC は APEC Food System（AFS）について、１９９９年にＡＰＥＣ首脳が承認した私たちの提

言の主要な部分が実行されていないことを残念に思います。 ＡＢＡＣは、ＡＦＳが食料の供給と

安定性について今日直面している重大な問題に直接連関しており、ＡＦＳを実現するために 

ＡＰＥＣの中でより一層多くのことができると信じます。ＡＢＡＣはＡＦＳに関する問題を解決する

ためのロードマップを作成中です。 

 

10. 環境関連物品・サービスの貿易促進 

ＡＢＡＣは２００８/２００９年のＡＰＥＣ自由化アジェンダにおける環境関連物品・サービス貿易

が重要であるとの提言を再び提起します。ドーハ・ラウンドが進展しない中、ＡＢＡＣはビジネス

界としてＡＰＥＣにおいて具体的アクションを進めていくべきと信じます。たとえば、ＡＰＥＣ市場

アクセスグループ（ＭＡＧ）のパネルディスカッションやワークショップに参加し、環境関連物品・

サービスの貿易、エネルギー効率が良く環境に優しい製品の使用の推進を提案していきます。 
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私たちは上記の提言を本年 7 月２１日、２２日にシンガポールで開催されるＡＰＥＣ貿易担当大臣

会合において議論したく思います。 

 

敬具 

 

 

Teng Theng Dar 

２００９年ＡＢＡＣ議長 
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添付資料Ｄ 

 

保護主義措置の監視活動に関する APEC 貿易担当大臣宛書簡（仮訳) 

 

２００９年７月１０日 

 

Lim Hng Kiang 閣下 

貿易産業大臣 

シンガポール 

 

 

拝啓、 

 

本書簡では、ＡＢＡＣが行っている保護主義政策やＧ２０の新たな規保護主義政策導入停止の約

束の順守状況モニタリングの取り組みについて、各ＡＰＥＣ貿易担当大臣殿にお伝え致します。 

 

近のＷＴＯ報告書で指摘された保護主義措置のビジネス界に与える影響について、ＡＢＡＣ委員

から寄せられた意見をベースに、２００９年８月にダナンで開催される会議でさらに作業を進め、 

その結果は年末のＡＢＡＣのＡＰＥＣ首脳への報告書に盛り込まれる予定です。 

 

ＡＢＡＣは、ＷＴＯの事務局長による大規模な保護主義への後退は見られないとした 新の報告書

に概ね賛同する一方で、ＡＰＥＣ参加国･地域を含むいくつかの国・ 地域の政府が、モノ・サービス

の越境移動にマイナスの影響を与える貿易制限的措置を継続して実施していることについて、 

引き続き懸念を持っています。 

 

さらにＡＢＡＣは、Ｇ２０のコミットメントが、貿易制限的で現在の環境に悪影響を及ぼすようなもので

あってもＷＴＯ整合的な行動であれば正当化してしまうような表現になっていることを危惧していま

す。そのような行動の事例からＡＢＡＣの注意を惹き、ダナン会議でさらに議論される予定の案件に

は、ＷＴＯ規定の範囲内での  関税引き上げ、景気刺激策における自国・地域製品の購入奨励策、

特に農産品の輸出補助金があります。 

 

故にＡＢＡＣは、改めて各ＡＰＥＣ貿易担当大臣に対し、リマ宣言やＧ２０声明で  表明された、現状

を据え置き、ＷＴＯ整合的であるか如何に拘らず、モノやサービスの越境移動を制限、あるいは供

給者間の競争を制限するような新たな措置の実施に抵抗するとのコミットメントを再確認するよう 

要請します。 

 

私たちは、自由で開かれた市場を維持し、経済回復を増幅させるための市場の信頼性を回復する

ことの重要性、緊急性について再度強調致します。同時に各首脳に対し、ＷＴＯドーハ・ラウンド 

（ＤＤＡ）の妥結を支援し、保護主義への傾倒と戦うための   明確かつ協調的な行動をとることを 

要請します。 

 

 

背景 

2007 年半ばに具現化し、2008 年半ばに明らかとなり、現在まで継続している金融･経済危機は、

世界的な経済活動の大幅な縮小、世界貿易の急激な減少をもたらしました。 
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このような状況の下、いくつかの国・地域の政府は越境貿易･投資を制限し、経済の回復を遅らせ

る危険性のある措置の実施に踏み切っています。その後２００８年１１月にワシントン、２００９年 

４月にロンドンでそれぞれ開催された一連の会合では、このような保護主義に抵抗することについ

て、9 つのＡＰＥＣ参加国・地域を含む   Ｇ２０各国首脳が合意しました。２００８年１１月にリマで開

催されたＡＰＥＣ首脳会議でも、同様のコミットメントを支持しています。 

 

（金融・経済）危機により、政府がＡＰＥＣのボゴール目標である貿易･投資の自由化の達成を遠の

かせるような、望ましくない措置をとることへの圧力が増大している状況下に於いて、ＡＢＡＣは 

今年 2 月にニュージーランドで開催された第 1 回会議で、Ｇ２０とＡＰＥＣの保護主義回避のコミット

メントの成否の状況を監視する仕組みを構築することに合意しました。 

 

WTO 事務局長の報告書を基にした 初の報告書が、２００９年５月に開催された  ＡＢＡＣブルネイ

会議に提出され、監視プロセスの起点として役立つとして賛同を 得ました。ＡＢＡＣ委員はさらに、

ビジネス界が保護主義的政策により実際に受けている影響について情報を共有し、本件について

８月のダナン会議で議論することに 合意しました。 

 

 

WTO 報告 

２００９年７月、ＷＴＯは今後１年で世界貿易は１０パーセント減少し、途上国の  輸出は７％、先進

国からの輸出は１４％減少すると予想しています。ＷＴＯは、世界経済の急激な縮小のペースは減

少しているように見えるが、過去３ヶ月の間にさらに貿易制限的・歪曲的な政策の傾向が見られる

ものの、強力な保護主義的措置をとることは全般的に抑止されていると指摘しています。 

 

世界規模では、今年初めと比べ貿易自由化・円滑化措置を導入する国が増える一方で、３月以降、

さまざまな新しい貿易制限的・歪曲的な措置が実施されています。貿易救済措置（アンチダンピン

グ・セーフガード）調査開始の件数がさらに増加し、新たな関税・非関税措置（非自動認可、参考価

格など）が貿易取引に影響を与えています。 

 

特に乳製品などの農産品、鉄鋼製品、自動車と部品、化学・プラスティック製品、繊維・衣服、それ

ぞれの分野における貿易が、これらの新たな措置の影響をもっとも受けています。 

 

これらの措置のいくつかに公式、あるいは非公式に付属している、購買･投資･貸与･雇用の現地化

要求に対し、政府、ビジネス界の懸念が高まってきています。主に地方政府レベルで行われている

自国・地域企業の製品の購買キャンペーンに関する新しい事例が、過去３ヶ月の間にいくつか報

告されています。 

 

これらのプログラムの中の競争を歪曲する補助金についての懸念も継続的に指摘されています。 

 

 

ＡＢＡＣプロセス 

ＡＢＡＣ委員からの初期の連絡によると、世界的な傾向がＡＰＥＣ参加国・地域においても見受けら

れることがわかっています。いくつかのＡＰＥＣ参加国･地域が  自由化措置を導入し、まったく何の

対策をとらない国や地域もある一方で、ＷＴＯ  規定の範囲内での関税引き上げ、景気刺激策の一

環としてのさまざまな自国・地域製品の購買約束の制定、輸出補助金の再開など行う国・地域もあ

りました。 
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ダナン会議後、ＡＢＡＣはこれらの措置の現実のビジネスにおける影響についてさらに報告できる

状況になる見込みです。 

 

現在ＡＢＡＣの仲間がさらなる作業を行い、ＡＰＥＣ参加国･地域がリマ会議、Ｇ２０以降新たに取っ

た貿易措置の彼らのビジネスへの影響について、民間セクターからのフィードバックを整理してい

ます。 

 

ビジネス界への見解要請を通じ、貿易措置の実施によって も影響を受けた利害当事者の中核 

グループからの直接の意見を得ることが期待されています。ビジネスが直面し共有されている負の

影響をいくつか挙げると、販売機会の減少、ビジネスコストの増加、時間の浪費があります。 

 

経験を包み隠さず共有することと、この取り組みの結果は、民間部門の新たな視点を示し、既存の

ＷＴＯ、ＡＰＥＣでの調査を大いに補完するとみています。この回答処理作業は、２００９年８月に 

ベトナムのダナンで開催される第３回ＡＢＡＣ会議で完了し承認される予定です。 

 

我々の作業の進捗について共有することが適切な中間報告となり、これから開催される貿易担当

大臣会合の議論の土台となればと希望します。 

 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣのさまざまなフォーラムと密接に連携することを約束し、ＡＰＥＣ内の官民協力を強

化し、貿易担当大臣、ＡＰＥＣ高級実務者の方々の我々の努力への支持を期待していることを再度

申し述べます。 

 

当面は、いくつかの地域で若干の悪化はあるものの全般的に保護主義を抑止することができたと

して満足しうるものの、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ貿易担当大臣に対し、油断することなく保護主義に抵抗

し、現状据え置きのコミットメントについて可能な限り幅広に解釈するよう要請します。ＡＢＡＣは、 

現在の環境下では、ＷＴＯ整合的であろうとなかろうと、どのような新たな保護主義的措置も貿易

の成長を妨げ、経済回復の初期兆候を抑制しうることに疑問の余地はないと考えます。 

 

ＡＢＡＣは、保護主義の出現を阻み、ＡＰＥＣの開かれた市場へのコミットメントを推進するために、

必要な主張を行う用意があります。 

 

この書簡をＡＰＥＣ参加国･地域の各大臣と共有していただければ幸いです。 

 

敬具 

 

Teng Theng Dar 

２００９年ＡＢＡＣ議長 

 

Tony Nowell 

２００９年ＡＢＡＣ自由化作業部会 部会長 
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添付資料Ｅ 

 

金融システム強化に関する財務大臣宛緊急書簡（仮訳） 

 

 

２００９年８月１３日 

 

ＡＰＥＣ財務大臣会合議長 

タルマン シャンムガラトナム閣下 

 

 

 

近の危機に照らし金融制度を強化するため G２０諸政府によって進められている対応を念頭に、

ＡＰＥＣビジネス諮問委員会委員（ＡＢＡＣ）はＡＰＥＣ財務大臣に対し、敬意を持って、こうした努力

を全面的に支持するよう求めたく思います。とりわけ９月４－５日に開催される G２０財務大臣会合

は、ＡＰＥＣエコノミーから出席する大臣にとって、域内の経済回復と持続的成長を促進するため、

健全かつ効率的で革新的な金融制度を確保する効果的な改革方策を打ち出す機会となることを

望みます。 

 

昨年我々はこの目的を達成するためのいくつかの方策を提案しました。これらの中には金融セク

ターにおける規制を個別金融機関の規制から金融機関間の取引に注視した横断的な規制へと変

更することや、透明性を増しカウンター・パーティー・リスクを軽減するためにクレジット・デリバティ

ブ向けの決済機関を設立することなどを含んでいます。我々は政府によって打ち出されている昨今

の対応案が、これらの提案を反映していることを評価すると共に、こうした方向に沿った一層の対

応を促すものであります。 

 

自己資本規制強化に関する継続的な議論に関連し、ＡＰＥＣ財務大臣に対して我々の考えをお知

らせしたく思います。自己資本規制強化により、脆弱な経済状態が続く現時点で信用収縮が一層

深刻化することで、金融仲介機能が阻害されるといった好ましからざる展開を齎すリスクに鑑み、こ

の問題には深甚なる注意をもって議論がなされるべきであります。我々は、そうした規制強化は景

気が完全に回復した後まで待たれるべきであり、さらに変更と実施のタイミングについては、過度

なレバレッジの低下と信用収縮のリスクを 小化するために、民間セクターとの緊密な打合せと対

話を経て行われることが 良であると見ています。 

 

加えて、こうした方策はコーポレート・ガバナンスとリスク管理を改善する努力、さらにシステミック・

リスクとモラル・ハザードを 小化するための、マクロ・プルーデンス、破綻処理制度と監視メカニズ

ムの発展と並行して行われるべきであります。ＡＰＥＣ域内の金融機関が業務を遂行する地域は多

岐に亘っているため、我々は新しい自己資本規制を導入するにあたり、それぞれの金融機関が営

む地域でのビジネスモデルとそれぞれの地域の金融機関の資金調達構造に配慮し、各エコノミー

当局の裁量に委ねることが適切であると信じます。 

 

後に、危機に対応して行われた財政・金融政策の規模と影響に鑑みて、我々は政府が出口政策

について、経済回復を睨みながらその実施時期を、各エコノミーが協力しながら十分注意深く行っ

ていくことを希望します。 
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我々は上記が、地域の金融安定化と経済復興を齎すために重要であると信じます。またＡＰＥＣ財

務大臣は他の G２０参加大臣に対し、来るべき会合において自己資本規制の問題を討議する際に

上記を念頭に置き、更にそれぞれのエコノミーにおける適切な監督当局の注意を喚起するよう促

すことを望みます。我々は、改革とキャパシティ・ビルディングを通じた、堅固で効率的な国内外の

金融制度改革を促進するために、国内の当局者と国際機関の努力を断固として支持し、これから

先も対話と協力を継続強化することを期待します。 

 

 

Ｔｅｎ Ｔｈｅｎｇ Ｄａｒ 

２００９年ＡＢＡＣ議長 

 

 

渡辺 喜宏 

ＡＢＡＣ金融経済作業部会長 
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添付資料Ｆ 

 

APEC 中小企業大臣宛書簡 （仮訳） 

 

2009 年 9 月 15 日 

 

シンガポール 通商産業省 

国務大臣 

APEC 中小企業大臣会合 議長 

Lee Yi Shyan 閣下 

 

 

 

Lee 大臣閣下： 

 

現在の世界的な経済危機は、域内 GDP の 70％以上を占める中小ならびに零細企業の脆弱さを

明らかにすることとなりました。我々は、APEC 参加国・地域が、貿易向け金融の拡大など、これら

のセクターを対象とした救済策を、明確な経済指標が経済の正常化を明示するまで継続することを

奨励します。それを支持すべく、ABAC では現在 APEC 域内における中小企業救済プログラムの

調査を行っており、次回 11 月の ABAC 会議でその結果を報告致します。 

 

ABAC のさまざまなアジェンダにおける中小企業の幅広い関連性に鑑み、我々は中小企業関連会

合を 5 月にブルネイで、9 月にペルーと中国で開催し、また APEC 首脳会議および CEO サミットと

併せてシンガポールにおいても開催する予定にしています。さらに ABAC は、直近のダナンにおけ

る会合で、APEC 中小企業サミットを毎年行うというコミットメントを非拘束ながら支持したことを強

調しておきます。中小企業大臣におかれましては、こうした中小企業関連行事の主催や、それを通

じた中小企業に特有の課題、懸案を検証し討議する国際的な会合の場の提供を、継続的に支持し

て頂きますようお願いしたく思います。 

 

包摂的（inclusive）成長を牽引していくためには、より広く社会の全てのセグメントにわたって利益

の共有が必要です。包摂的成長に向けた戦略には、経済の構造改革の促進により市場競争の圧

力に対しより大きな耐性と適応性を経済に持たせることや、社会的な回復力を強化して弱者保護

を図りつつ努力に報いることなどがあります。ビジネスの観点から、APEC における包摂的成長の

議論は、域内において実質的に全ての国・地域の主軸をなす中小企業の発展を奨励、促進、支援

するための政策を含むべきであると考えます。 

 

環境と調和し持続可能な成長は、健全で繁栄する社会を維持するための基本的な要素です。

ABAC は現在中小企業のイノベーションの取り組みをより一層支援していくための基盤づくりを推

進しています。ABAC では APEC 首脳会議週間にイノベーション・サプライチェーン・プラットフォー

ムについての報告を行ないます。これは、開発者と市場との間に存在する隘路を排除するひとつ

の解決策となります。イノベーション・サプライチェーンとは、官民が提携して中小企業の制度的な

プロセスを支援するため、財界が強力に支援するプロジェクトです。 
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中小企業の成長と発展は、情報通信技術（ICT: information communication technologies）がもたら

す恩恵を活用することで増進されます。ICT はその効率性と規模の経済を通じてコスト削減をもた

らし、社会福利のより広範な普及を可能とするとともに、インターネットの媒介なしには不可能で

あったサービスと市場へのアクセスの機会を中小企業にもたらします。我々は、APEC デジタル繁

栄チェックリストにあるような政策を中小企業大臣が採用し、ICT 訓練プログラムの強化やビジネス

プロセスに関する相談、財務支援といったことを通じて、中小企業の ICT 利用に対する障壁を取り

除くことを要請します。 

 

中小企業の資金調達が困難であることは引き続き 大の懸案であり、ABAC は、担保付貸出の為

のより予測可能な法的枠組みの整備を促進するイニシアティブを APEC が取ることを提言していま

す。この法的枠組みには、動産と売掛債権の相方を対象とする担保権の設定・登記のための専用

システム、担保権の執行に関する効率的な法的手続き、および担保資産に基づく貸出の要件にま

つわる明解な規制といったことを含み、貸し手と借り手が共にリスクを評価し、堅実な与信供与と貸

出活動を強化することを意図しています。 

 

また ABAC は、包摂的成長という全体のテーマの一部として、財務大臣プロセスの中で、APEC

フィナンシャル・インクルージョン・イニシアティブを立上げるよう提案しています。このイニシアティ

ブは、マイクロファイナンスを可能にする環境を参加国・地域が提供することを手助けすることに焦

点を当てています。具体的には、エージェント・バンキングや携帯電話バンキングの促進における

優良事例の共有、マイクロファイナンスサービス事業者の多様化促進、マイクロファイナンス運営

に関わる公的金融機関のガバナンスと経営の強化、経済ピラミッドの 下層に属する人々が金融

サービスを受けるための本人確認を持てるようにし、更に消費者保護が改善されるといったことを

通じて加盟国・地域を支援していくことを提案しています。我々としては、閣下がこのイニシアティブ

を承認くださるよう、お願いする次第です。 

 

後に、今年の三回の中小企業関連イベントを通じて浮かび上がってきた主要テーマをお伝えし

ます。 

 

・ まず、政府は中小企業の活動やキャパシティ・ビルディングを可能にする環境づくりに重要な役

割を担っています。中小企業経営の成功のためには、現存する煩雑な形式主義の軽減を含め、ビ

ジネス環境の整備が不可欠であります。それゆえ、いかにビジネス環境を改善するかについて、中

小企業が政策立案者に対し意見を述べる会合を政府が積極的に設定することを奨励します。 

・ 次に、独創性（イノベーション）というものが中小企業の存続にとり鍵であります。いかに素早く変

化をもたらすことができるか、その柔軟性と能力が、中小企業が大企業に対して持つ数少ない競

争優位性の一つです。製品、システム、工程の地道な改善を奨励する政策を実施したり、創造性

や企業家精神を育成するような教育カリキュラムを導入したりすることで、政府は 

中小企業におけるイノベーションを支援することが出来ます。 

 

・ 三つ目に、開かれた市場や多国籍大企業による海外直接投資が、地域の中小企業の発展に建

設的かつプラスの影響を与えることができます。公式のプログラムあるいは共同プロジェクトを通じ

た協力が、地元の中小企業が大型国際企業の優良事例から学んだり、そうした企業が海外におけ

るプロジェクトで競い、成功する元となった、世界的なスタンダード、技能、経験を採用したりする機

会を提供することになります。 
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我々は、前述の案件や提言を、シンガポールで 2009 年 10 月 8 日～9 日に開かれる APEC 中小

企業大臣会合で議論することを期待しています。 

 

敬具 

 

 

2009 年 ABAC 議長 

Ten Theng Dar 

 

ABAC キャパシティ・ビルディング・行動計画作業部会 部会長 

Ma Yun 
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添付資料Ｇ 

 

APEC 財務大臣宛書簡 （仮訳） 

 

 

２００９年９月１５日 

 

ＡＰＥＣ財務大臣会合議長 

シンガポール財務大臣 

Tharman Shanmugaratnam閣下 

 

 

 

拝啓 

 

ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）を代表し、ＡＰＥＣ財務担当大臣への２００９年度版ＡＢＡＣ報

告書を謹んで提出いたします。私どもは、ＡＢＡＣがこの数年間に亘りＡＰＥＣ財務担当大臣と発展

させてきたすばらしい関係に大きな価値を置くとともに、高級財務担当官との協力が深まったことに

満足しております。私どもは、来る１１月１２日にシンガポールにおいて財務担当大臣との対話を再

度持てる機会に感謝しております。また、今日私たちが直面している重要な諸問題に関し、域内の

金融業界からの考え方および見解について財務担当大臣とお話しできることを楽しみにしておりま

す。 

 

今年、ＡＢＡＣは世界的な金融・経済危機に対する健全な対応策をまとめること、また、資本市場の

深化・強化・統合と域内産業・社会基盤の拡充を通じた包摂的な経済成長の促進に注力しました。

これらの目的は、私どもの報告書に盛り込まれている提言を支えるものであり、報告書はご留意頂

きたい３つの重要な分野を反映するように構成されています。 

 

第一に、私どもは、とりわけＧ２０と金融安定理事会（ＦＳＢ）の枠組みにおいて、健全な規制の実施

と国際協働の継続を促進するための世界的な協調と協力の強化によって支えられた、有効かつ質

の高い財政金融政策を通じて、危機後の景気回復を促進する努力を歓迎します。私どもは、金融

機関間の取引を注視した横断的な規制への変更の継続と決済機関に関する統一性を持った基準

の策定を求めます。また、長期金利の動きと十分に協調した出口政策の実行によって確実に景気

回復を支えるよう図ることを政府に要請します。 

 

第二に、私どもは、域内の資本市場を強化・深化させる国内外における新たな努力を提言します。

これはチェンマイ・イニシアティブの更なる改善と、結果的に国際通貨制度を強化することに役立つ

国際取引決済のための通貨バスケットの発展を通じて可能であると考えます。私どもは、クロス

ボーダーでの資本移動をより効率的に監視するために、金融監督当局間の協調と協力を図ること

を要請します。また、コーポレート・ガバナンス原則の実施、情報開示要件の強化、マクロ・プルー

デンシャル規制と新たな規制に関する官民対話の促進について注意深く監視することも提言しま

す。私どもは、担保付貸出の法律上のアーキテクチャーの改善、社債市場の発展・金融統合の加

速、商品情報・多様化した商品、ヘッジ手段、国際的な投資家層へのアクセスの改善を通じた株式

市場発展の促進を提案します。 
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第三に、域内における社会・産業基盤拡充のためのキャパシティ・ビルディングの向上を要請しま

す。私どもはとりわけ、国内需要を促進し、数十年に亘り積み上がってきた大きな世界的な不均衡

を是正する強い必要性を認識しています。この目的を達成するために、ＡＰＥＣファイナンシャル・イ

ンクルージョン・イニシアティブの実施と政府・民間部門・国際金融機関の間の域内連携を通じたイ

ンフラ発展の促進を提言します。私どもは、それぞれの国・地域の状況に応じた社会保険と年金制

度を含む、ソーシャル・セーフティー・ネットの拡充と消費者金融の成長を円滑化するために信用レ

ポート・システムの強化を要請します。 

 

この報告書に盛り込まれているこれらの提言の他に、とりわけ、財務担当大臣に今年提出した別

の書簡において触れた自己資本要件に関連した、金融改革と規制の変更に関する一層の官民対

話も要請します。 

 

私どもは、アジア太平洋地域は世界経済の成長センターとなるべきであると確信しています。 近

明るい動きが見られるものの、現時点において完全かつ持続可能な景気回復が依然として不確実

であることに鑑みて、官民対話の重要性と域内において健全な経済環境を促進するためのＡＰＥＣ

財務担当大臣の協調した努力の継続の重要性を再度強調したいと思います。私どもは、これらの

努力に対する支援を再確認し、今後ともＡＰＥＣ財務担当大臣との協力を一層強化できることを期

待しています。 

 

 

敬具 

 

 

２００９年ＡＢＡＣ議長  

Teng Theng Dar 

 

 

ＡＢＡＣ金融・経済作業部会長 

渡辺 喜宏 
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添付資料Ｈ 

 

ＡＰＥＣビジネス諮問委員会 

（The APEC Business Advisory Council） 

 

設立・組織 

 

ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ：APEC Business Advisory Council）は、１９９５年１１月に 

ＡＰＥＣ首脳により創設された。その目的はⅰ）ＡＰＥＣ大阪行動アジェンダの実施およびビジネス・

セクターの他の具体的な優先事項に関する助言を行うこと、ⅱ）様々なＡＰＥＣ委員会・部会がビジ

ネス関連課題について情報提供を依頼してきた際、それに応じること、また、iii) 特定の協力分野

に関するビジネス界の見解を提供すること、である。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳との公式対話を通じて

ＡＰＥＣ首脳会議で公式な役割を果たす唯一の非政府団体である。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ各参加国・地域の民間セクターの代表（それぞれ 多３名）で構成される。 

ＡＢＡＣ委員は、それぞれの参加国・地域の首脳から指名され、中小企業を含む幅広いビジネス・

セクターを代表する。指名されたＡＢＡＣ委員の任期、事務処理、支援スタッフについては各参加

国・地域でそれぞれ決定する。 

 

フィリピン・マニラにあるＡＢＡＣ事務局は、全てのＡＢＡＣ委員および全てのＡＰＥＣ参加国・地域へ

のサービスを行うとともにウェブサイトを保守する。財源は、ＡＰＥＣ方式にならい、ＡＰＥＣ参加国・

地域各々の規模を反映して策定した年会費システムによって賄われる。 

 

２００９年のＡＢＡＣ 

 

２００９年はシンガポールがＡＢＡＣ議長国を、ペルーおよび日本が共同議長国を務めた。これは、

ＡＰＥＣの規定にならっている。共同議長は、前年・翌年の議長が務める。 

 

世界的な経済・金融危機、WTO ドーハ開発アジェンダ交渉の長期化、気候変動問題や食料・エネ

ルギー安全保障に関わる新しい課題を背景に、ABAC は取り組みテーマを「Building Towards the 

Bogor Goals with One Community （全員が一丸となってボゴール目標を達成しよう）」とした。作業

は、次の３つのサブ・テーマを通じて進められた。 

• 地域経済統合の加速 

• 持続可能な成長モデルの支援 

• 能力構築（Capacity Building）強化と連結（Connectivity・・・各国・地域の間のヒト・モノ・カネのス

ムーズな流れ）促進 

 

ＡＢＡＣ議長国の提示した優先事項に沿って、ＡＢＡＣは次の５つの作業部会を設置し、年間を通し

ての作業を進めた。 

• 自由化作業部会（ＬＷＧ：Liberalization Working Group） 

• 円滑化作業部会（ＦＷＧ：Facilitation Working Group） 

• 持続可能な発展作業部会（ＳＤＷＧ：Sustainable Development Working Group） 

• キャパシティ･ビルディング・行動計画作業部会（ＣＢＡＰＷＧ：Capacity Building and Action Plan 

Working Group） 

• 金融・経済作業部会（ＦＥＷＧ：Finance and Economics Working Group） 
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２００９年にＡＢＡＣは次の４回の会議を開催した。 

- ニュージーランド・ウェリントン（２月９～１２日） 

- ブルネイ・バンダルスリブガワン（５月１２～１５日） 

- ベトナム・ダナン（８月２４～２７日） 

- シンガポール（１１月８～１１日） 

 

また、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・グループの会合も４回開

催された。 

- ニュージーランド・ウェリントン（２月１１日） 

- ブルネイ・バンダルスリブガワン（５月１４日） 

- ベトナム・ダナン（８月２５日） 

- シンガポール（１１月１１日） 

 

ＡＰＥＣとＡＢＡＣのより緊密な関係を促進し、両者の交流を推進するために、ＡＢＡＣは、「代表連絡

者（Liaison Representative）」制度を継続維持した。これによりＡＢＡＣスタッファーはＡＰＥＣ委員

会・部会に対するＡＢＡＣの代表として任命され、ＡＰＥＣ・ＡＢＡＣ間のコミュニケーションを促進する

パイプ役となった。ＡＢＡＣは、様々なＡＰＥＣの会議および関連行事に積極的に参加した。その中

には、特に次のような会議・行事がある。 

- 第１回ＡＰＥＣ高級実務者会合（ＳＯＭ※ Ｉ）および関連会合   ※APEC Senior Officials Meeting 

（シンガポール ２月１３日～２６日） 

- 第５回ＡＰＥＣ高級財務担当実務者会合（ＳＦＯＭ※ V）   ※Senior Finance Officials Meeting 

 （シンガポール ２月１６～１７日） 

- ＡＰＥＣサプライチェーン・コネクティビティー・イニシアティブ・シンポジウム 

 （シンガポール ５月１６～１７日） 

- ＡＰＥＣ貿易投資委員会（ＣＴＩ：Committee on Trade and Investment）および付属フォーラム会合 

 （シンガポール ５月１８～２２日） 

- 第２回ＡＰＥＣ高級実務者会合（ＳＯＭ Ⅱ）および関連会合 

 （シンガポール ７月１５～１９日） 

- 第６回ＡＰＥＣ高級財務担当実務者会合（ＳＦＯＭ ＩＶ） 

 （シンガポール ７月１７～１８日） 

- ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合 

 （シンガポール ７月２１日～２２日） 

- ＡＰＥＣ貿易投資委員会（ＣＴＩ）および付属フォーラム会合 

 （シンガポール ７月２３～８月８日） 

- ＡＰＥＣ中小企業大臣会合 

 （シンガポール １０月８～９日） 

- 第２１回ＡＰＥＣ閣僚会合 

 （シンガポール １１月１２日） 

- ＡＰＥＣ財務大臣会合 

（シンガポール １１月１２日） 

 

その他のＡＢＡＣが運営・参加した行事は以下のとおり。 

- APEC ビジネス環境改善セミナー： 国境を越えての取引 

（ニュージーランド・ウェリントン ２月９日） 
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- 革新的政策を通じたファイナンシャル・インクルージョンの促進 

（日本・東京 ３月３１日～４月３日） 

- ＡＰＥＣ ＳＭＥ※サミット 

（ブルネイ・バンダルスリブガワン ５月１２日） 
※Small and Medium Enterprises 

- 債券市場の発展に関するＡＰＥＣ官民共同フォーラム 

（シンガポール ７月１６日） 

- アジア太平洋地域の為のＳＥＡＣＥＮ※／ＡＢＡＣ／ＡＢＡ※※／ＰＥＣＣ※※※官民対話 

（タイ・バンコク ７月２７日～２８日） 
※South East Central Asian Banks      ※※Asian Bankers Association   

※※※Pacific Economic Cooperation Council 

- エネルギー効率に関するシンポジウム 

（ベトナム・ダナン ８月２４日） 

 

研究・その他の取り組み 

ＡＢＡＣは２００９年、保護主義的動きが増大する兆しがある為、世界的な経済危機の下にありなが

らも、ボゴール目標に向けての進捗を確実にすべく、Ｇ２０による公約の主要な要素や、ＷＴＯのコ

ミットメントをＡＰＥＣ参加国・地域が遵守しているかどうかを監視する機構を設けた。 

 

ＡＢＡＣは、南カリフォルニア大学マーシャル・ビジネススクールに委託し、地域貿易協定（RTA: 

Regional Trade Agreement）や自由貿易協定（FTA: Free Trade Agreement）、あるいは APEC 参加

国・地域の間で協議された覚書における、労働力の移動に関わる規定が、ビジネス界のニーズを

どの程度満たしているかについての調査に着手した。 

 

将来の取り組み 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳に対しビジネス・セクターにとっての優先事項について助言を行うことおよび

貿易・投資の自由化・円滑化というＡＰＥＣのアジェンダを推し進めることに全面的にコミットし続け

る。将来の取り組みは、引き続き次のようなものに焦点を当てることとなる。すなわち、ⅰ）地域経

済統合、ⅱ）貿易・投資の円滑化、ⅲ）中小企業（ＳＭＥ：Small and Medium Enterprises）の発展、

ⅳ）キャパシティ・ビルディングの取り組み、ⅴ）金融・資本市場の強化・深化、ⅵ）エネルギー安全

保障および気候変動への取り組み、である。 

 
 


