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●APEC首脳への提言「持続可能な成長を全ての人々のために」

要旨

　以下は、域内の全ての人々のために、均衡ある、あまねく広がる、持続可能で、革新的
かつ安全な成長を達成するために、ABACがAPECに対して行う提言の要旨である。 

Ａ．ボゴール目標の達成の決意の再表明及び新たなビジョンの策定　
　　　ABACによるボゴール目標の達成度の独自評価において、多くのAPEC参加国・地域
が1994年以降、以前に比べはるかに開かれた国・地域となっていることが明確に確認さ
れている。さらにABACは、ボゴール目標の導入以降、APEC域内のサプライチェーン
及びバリューチェーンにおいてビジネス環境を改善するために重要な措置がとられたこ
とを認める。しかし、貿易・投資への障壁の除去がまだ完全には終息していないこと、
及び域内の近代的なサプライチェーン及びバリューチェーンの性質が変化してきている
ことは、域内における自由で開かれた貿易・投資という目標を達成するためには、まだ
実施するべきことが多く残っているということを意味している。 

　　　ABACは、APEC首脳がこれまでの成果を土台として、また、ボゴール時代以降の
将来に目を向けて、APECが将来に希望を持てるような新たなビジョンを策定すること
を提言する。この新たなビジョンは、APEC参加国・地域に、均衡ある、あまねく広が
る、持続可能で、革新的かつ安全な成長を達成するために、自由で開かれた貿易・投資
の達成、地域統合の深化の促進を再確約せしめるものでなければならない。新たな
ビジョンを策定する一方で、APEC参加国・地域は一連の地域統合指標を採択し、
年1回公表するべきである。新たなビジョンは、域内における物品、サービス、投資、
技術、人材の流れの自由化を目指すとともに、ビジネス界との協議のもと策定される
べきである。

Ｂ．FTAAP達成への更なる推進努力　
　　　ABACは、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：Free Trade Area of the Asia Pacifi c）は、

アジア太平洋地域において自由で開かれた貿易・投資を達成するための、野心的では
あるものの達成可能な手段であると考える。ABACは、全APEC参加国・地域が確実に
参加できるようなFTAAPの実現に向けた方策が、経済統合に関するAPECの基本
原則・最終目標と整合性を持って進められるよう、また、ビジネス界が今後のアジェンダ
の明確化において積極的な役割を果たすことができるよう、横浜会議において実行可能
な方策について決定することをAPEC首脳に対して要請する。
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Ｃ．FTAにおける新たなビジネス上の要件の特定　
　　　ABACは、FTAAPあるいはその他のパスファインダー協定であるかを問わず、将来

の自由貿易協定（FTA：Free Trade Agreement）に盛り込むべき新たなビジネス上の
要件についてさらに検討を加え、考え方を発展させた。市場アクセスと並行して、将来
のFTAは、市場統合に取組むとともに、デジタルエコノミー、サービス部門のニーズ
の他、当局者間の規制協力に関する原則や、規制協力と一貫性を達成するためのプロセ
スを考慮しなければならない。

Ｄ．保護主義への対抗　
　　　ABACはこの1年、保護主義の発生を継続的に監視した結果、APEC参加国・地域を

含む国・地域の中には、世界貿易機関（WTO）規則との整合性を保ちつつも、貿易及
び投資に悪影響を及ぼす行動をとる例があることを確認した。このような政策に訴えず、
貿易・投資を自由化しているAPEC参加国・地域がある一方で、貿易制限的措置を引き
続き講じている国・地域もある。ABACに通報されたこのような貿易制限的措置には、
関税の引上げ、輸出入を差別的に取扱う規制の導入、国の援助、輸出補助金の交付など
がある。ABACは、APEC首脳に対して、WTO規則に抵触するか否かにかかわらず、
開かれた市場、すべての新たな貿易制限的措置の有効な凍結・撤廃に対するAPECの
確約を再確認することを要請する。

Ｅ．ドーハ開発アジェンダの妥結　
　　　ABACは、世界の国・地域が2010年にWTOのドーハ開発アジェンダ（DDA：Doha 

Development Agenda）を妥結させるのに必要な政治的意欲を失ったことに深く失望し
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。ABACは、DDAが
確実に2011年に妥結するよう、APEC首脳に対して、できることをすべて行うことを要請
する。

Ｆ．投資フローの促進　
　　　ABACは、APEC参加国・地域は域内への投資をより容易に、より安価に、より迅速

にするための努力を重ねなければならないと考える。APECは投資円滑化の集中的な
プログラムの他に、投資の自由化を促進する積極的なプログラムも継続しなければなら
ない。APECの努力により域内全域でビジネスを行う民間部門の能力が確実に向上する
ためには、APECが掲げる目標の達成度を測定する必要がある。ABACは、成果を達成
するとともに、ビジネスを行うことの現実を認識する形で、投資のロードマップが採択・
実施されることを支持する。ABACは、1994年非拘束的投資原則の見直しを行い、域内
において行われるビジネスの方法が変化する中、海外・国内投資が引き続き確実に促進
されるよう、APEC首脳が提案されている改善策を採択するよう提言する。
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Ｇ．物品とサービスの移動の円滑化　
　　　ABACは、シングル・ウィンドウ（単一受付窓口）、貿易円滑化行動計画（TFAP：

Trade Facilitation Action Plan）II、サプライチェーン・コネクティビティ枠組みイニ
シアティブを通じた、国境を越えた物品・サービスの移動に関連した規制・プロセス
の簡素化、標準化、透明性の向上を図るための継続的努力を歓迎する。しかし、APEC
参加国・地域は、APECの貿易円滑化イニシアティブの結果から民間部門が十分な恩恵
を享受するように、一層広範な努力を行う必要がある。ABACは、APECに対して、
TFAP II及び投資円滑化行動計画に基づく進捗状況を評価するため、既存の指標・指数
を参照し、改善を図ることを要請する。ABACは、APEC参加国・地域に対して、域内
全体の企業活動の円滑化に貢献するであろうベスト・プラクティスを特定するために、
経験を共有することを要請する。

Ｈ．中小・零細企業（SMME）のキャパシティ・ビルディングの取組みの加速　
　　　中小・零細企業（SMMEs：small，medium and micro-enterprises）による経済活動

への貢献に鑑み、均衡ある、あまねく広がる、持続可能で、革新的かつ安全な成長を
達成することにより、APEC参加国・地域におけるSMMEの役割の強化に資する環境を
整備する差し迫った必要性がある。ABACは、生産性、イノベーション、ファイナンシャル・
インクルージョン、輸出促進の分野の目標を定めた政策の策定を後押しする。ICT、
スキル開発プログラム、新たなビジネスモデルなどのツール及びリソースに関する認識
を高めることによりSMMEの成長を支援できることから、SMMEを対象とした教育は
もうひとつのキャパシティ・ビルディング活動と言える。零細企業の活動を把握し、
広め、育成するアウトリーチ・プログラムは、包摂性を確保し、経済活動への貢献のた
めの基盤を広げる。ABACは、APEC参加国・地域に対して、SMMEの資金調達機会の
一層の改善、域内SMMEによるICTの一層の活用の促進、革新的な成長を推進するため
のキャパシティ・ビルディング・プログラムの着手、中小企業を対象としたビジネス・
プラクティスの倫理に関する共通原則の策定を要請する。 

Ｉ．食料安全保障の確保　
　　　ABACの文書「APEC域内における食料安全保障の戦略的枠組み」に盛り込まれてい

る提言は、APECの食料安全保障作業計画に統合されるべきである。ABACは、APEC
に対して、（a）食料貿易における補助金、輸入制限、その他の歪曲的な措置を撤廃する
APEC食料システムへのAPEC首脳による再確約、（b）民間・研究部門を含む、食料
問題に関するAPECの作業を調整するハイレベルな機関の創設、（c）APEC参加国・
地域間において取引される食料品を対象としたすべての輸出禁止、数量制限、輸出税を
撤廃するようAPEC参加国・地域に確約させることによって、真の意味での食料安全
保障を達成することに特に注力すること、を要請する。 

Ｊ．エネルギー安全保障への対応　
　　　ABACは、提案されている政策・規制措置が実際の市場、消費パターン、生産性に及

ぼす実質的な影響について重要な視点を提供するために、政府と民間部門間の関係の
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継続を強く提言する。同時に、供給者についてのエネルギー安全保障に関する需要サイド
の懸念について、然るべき配慮をすべきである。ABACは、APEC参加国・地域に対して、
短期的には、エネルギーの効率性及び省エネの向上を重視すること、低炭素化石燃料の
幅広い使用を確保するよう努力すること、原子力エネルギーについて検討し、低排出の
発電源としてAPECの各参加国・地域における実現可能性について調査すること、再生
可能エネルギーの開発・管理を引き続き重視すること、エネルギー市場における歪みを
是正し、効率性を促進すること、「クリーンな」エネルギーの開発を一層重視すると
ともに、APECエネルギー安全保障アプローチの柱として、エネルギー・関連技術の
イノベーションを促進すること、世界エネルギー安全保障の全般的状況の文脈の中で、
APEC域内エネルギー安全保障戦略を策定・実施すること、を要請する。 

Ｋ．熟練人材不足への対応　
　　　熟練人材不足が持続的な経済成長の阻害要因とならない様に、各参加国・地域

は、人材ニーズを管理するための政策やプログラムを策定・継続する必要があ
る。APECは、効果的な人材管理システムの導入を通じて、各参加国・地域の
あまねく広がる成長の促進を確実にするため、キャパシティ・ビルディング及び
ベスト・プラクティスの共有などの措置を講じるべきである。包括的人材管理制度は
下記を含む必要がある。

　　（a）各参加国・地域全体の能力マッピングのための手段
　　（b）国内の人材の選択的な訓練及び再訓練を目的としたプログラム
　　（c）人材不足が発生した場合に遠隔地からの人材調達により対応可能かを評価する手段
　　（d）産業界で発生した物理的な人材不足に対応できる政策

Ｌ．貿易の安全保障の確保　
　　　ABACは、APECの認定事業者（AEO：Authorized　Economic Operator）作業グ

ループの創設及びAPEC全体を網羅するAEOプログラムの検討開始の決定を歓迎する。
ABACは、このAEO作業グループに対し、プログラムの相互承認に注力するとともに、
AEOに認定された企業への実質的な恩恵を重視した具体的なプログラムの策定を要請
する。さらに、AEOプログラムと他の貿易の安全保障プログラムとの重複をなくすた
めの検討も必要である。

Ｍ．輸送安全規制の調和　
　　　現代のサプライチェーンのグローバル化に鑑み、ABACは、貿易の安全性と円滑化の

双方を達成するため、国際的な基準で輸送規制の調和を図ることを要請する。各参加国・
地域の基準は、関連する国際機関が定めたものと一致していなければならない。国際
基準が存在しない場合には、世界的に調和のとれた規制を策定するための適切な国際的
枠組みの導入が奨励されるべきである。APEC参加国・地域は、関連するサプライチェー
ン事業者による現行の規制の遵守を奨励することにより、輸送の安全性を確保するため
にキャパシティ・ビルディング活動を促進すべきである。
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Ｎ．物流サプライチェーンにおける安全の促進　
　　　貨物の増加に伴う問題に対処しつつ、円滑で安全な物品やサービスの移動を可能とす

るために、ABACは、APEC参加国・地域に対して、大型車両安全指針の策定と適用に
ついてABACが着手している作業への支持を要請する。このような作業は、対応すべき
分野を特定する他、政策決定者・実務者の安全対策を強化する手段に対する認識を高め
るためのきっかけとして有益である。さらにABACは、APEC参加国・地域に対して、
道路安全対策の事例研究及び各参加国・地域の経験に関する試験的プロジェクトについ
て、ABACと協働することを要請する。

Ｏ．競争政策の拡充　
　　　ABACは、企業結合や競争法関連案件における手続上の公平性を確保するような、

透明性が高く一貫性がある環境の整備を進めることで、国境を越える貿易・投資は活性化
すると考える。これは、競争政策体制が整備された国・地域のみならず、体制が未だ
不十分な国・地域においても同様である。ABAC・民間代表者とAPEC競争政策・競争法
グループ（APEC Competition Policy and Law Group）との最初の官民対話が成功した
ことを受け、ABACは、すべてのAPECの競争当局が合意できる、APEC域内の手続き
の公平性に関する共通原則を策定するために、第2回官民対話を開催し、企業結合など
の案件における手続上の公平性に関するベスト・プラクティスの研究を行うことを要請
する。とりわけ、APEC参加国・地域間に競争政策体制の整備段階に差が見られること
については、十分考慮されなければならない。

Ｐ．ビジネス関係者の移動の円滑化　
　　　APECビジネス・トラベル・カード（ABTC：APEC Business Travel Card）は、

APEC域内におけるビジネス関係者の移動を円滑化するとともに、APECによってビジ
ネスに直接かつ目に見える形で恩恵が提供される一例となっている。ABACは、APEC
参加国・地域に対して、事前審査に要する処理時間の短縮、更新プロセスの簡素化、
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こと、明確に
識別されたABTCレーンの提供など、ABTC制度の運用を引き続き拡充することを要請
する。さらにABACは、APECに対して、とりわけEUを含めて、ABTCが利用できる
地域をAPEC参加国・地域を越えて拡大するなど、ABTC保有者が享受する恩恵を拡大
する可能性を研究することを要請する。

Ｑ．知的財産権に関する協力の強化　
　　　特許は、知的財産権の保護及び革新的成長の促進のための重要なツールである。世界

中の研究開発投資の爆発的な増加は、350万件に上る未処理特許出願件数の原因となっ
ている。特許出願件数のこのような増加に対応するために重要なことは、アジア太平
洋地域における特許当局間の特許取得協力の努力を拡充することであろう。ABACは、
APECに対して、特許出願の処理作業分担を管理し、その実施に必要とされる法律・
技術上のモダリティを策定する一連の枠組み原則を構築することを要請する。知的財産
権の水際取締りの強化ために、ABACは、特許当局間および民間部門との情報共有の
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拡充を提言する。また、ABACは、知的財産権保有者の権利の保護と公衆の権利の間の
適切なバランスを維持する必要性も重視している。

Ｒ．透明性の向上及び汚職撲滅　
　　　APEC首脳は、透明性の向上及び汚職撲滅を、それ自体無論重要な目標として認識す

ると同時に、アジア太平洋地域における持続可能な発展、経済成長、良きガバナンスに
大きく貢献するものとして、極めて重要であることを認識している。APEC首脳は、こ
れまでにも汚職撲滅及び透明性の向上を図るために、確固たる成果物を数多く承認して
きた。しかし、これらのコミットメントに対して実際にAPECが行動していることを示
す実績は乏しい。従いAPEC首脳が、コミットメントに対する活動を報告書として公表
することは、実現に向けて行動していることを証明する最良の手段となる。ABACは、
APEC首脳に対し、透明性向上と汚職撲滅に関するコミットメントの実施について年次
報告を行い、完全実施に向けたベンチマーク及び予定表を設定することを要請する。
最初の報告書は、2011年11月に米国で開催される首脳会議までに発表されるべきである。

Ｓ．産業界との対話への支持　
　　　ABACは、産業界との対話において実施されている活動、とりわけ化学対話における

化学物質規制のベスト・プラクティスに関する原則、自動車対話における先端技術を
導入した環境配慮型自動車の重点研究、ライフサイエンス・イノベーション・フォーラム
（LSIF：Life Sciences Innovation Forum）における規制調和に関する議論を歓迎する。
化学対話及びLSIFにおいて議論されている規制調和については、地域経済統合を実質
的に推進し得るものであり、また化学対話においては経済成長を、LSIFにおいては
人の健康を促進するという観点からも、優先的に取組むべき課題である。また、ABAC
は、化学業界における国際的諸問題について協調して取組むことを目的として、化学
対話が2012年までに戦略的枠組みの策定を目指していることを歓迎する。さらにABAC
は、「医療革新分野の投資収益に関するLSIF枠組み研究（LSIF Framework Study on 
the Returns to Investment in Health Innovation）」が拡大され、感染症及び経済成長
に及ぼす重大な影響についても研究対象に含まれることになったことを支持するととも
に、この研究の進展に伴いLSIFと協働することを期待している。

Ｔ．環境に優しい物品・サービスの促進　
　　　エネルギー効率ラベリングの導入は環境物品・サービス（EGS：environmental 

goods and services）の普及を加速するが、ABACは、多くのAPEC参加国・地域が
これらのラベリング制度をすでに導入していることを喜ばしく思う。また、APECが
需要サイドにおけるエネルギーの効率化及び省エネを促進する努力の加速も促す。
とりわけABACは、APEC参加国・地域に対して、パスファインダー方式で他の参加国・
地域のラベリング制度を相互承認することを検討すること、インセンティブなどを通じて、
普及政策を実行する方法を検討すること、建物のエネルギー効率を測定する基準を策定
すること、を要請する。
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Ｕ．気候変動への取組み　
　　　2009年の首脳宣言においてAPEC首脳が気候変動の脅威に取組むコミットメントを再

確認したことに留意し、ABACは、温室効果ガス（GHG：greenhouse gas）排出量の
削減取組措置の設計において、食料の生産・流通、食料の安全性、食料の安全保障全般に
及ぼす削減措置の影響を考慮しなければならないことを提言する。さらに、APEC参加
国・地域は、可能であればセクター別に、進捗状況の測定及び結果の定量化を支援するため
に、効率性を評価する基準指標を策定しなければならない。APECは、「APEC低炭素
パスファインダー・スキーム」の策定を検討しなければならない。このスキームに基づ
き、APECの各参加国・地域による低炭素政策措置は、体系的かつ透明性を持って優先
順位付けされ、見直しが行われる。また、報告書を年1回、または2回公表する。 

Ｖ．人材のキャパシティ・ビルディングの促進　
　　　ABACは、人材のキャパシティ・ビルディングはAPECの成長枠組みの中核をなすべ

きものと考える。ABACは、APEC参加国・地域に対して、（a）情報通信技術（ICT：
information and communication technologies）を活用した教育・訓練制度を試験的に
導入することにより、最も適切なインフラ及びアプリケーションを確認し、人材開発に
おけるICTの利用を促進すること、（b）起業家のイノベーション及び創造的思考を培う
文化を醸成することにより、教育制度を改革すること、（c）次世代のリーダーにAPEC
の活動を継承するために、首脳会議において「ボイス・オブ・ザ・フューチャー・プロ
グラム（Voices of the Future Program）」を恒久行事化させること、を提言する。

Ｗ．域内資本市場の強化及び深化　
　　　ABACは、世界金融危機及びとりわけ欧州における新たな金融の混乱の後の世界経済

の回復の萌芽に鑑み、APEC参加国・地域における出口戦略・政策協調の重要性を強調
する。出口戦略の実施時期の選択について慎重に対処しなければならない。財政金融
政策は各参加国・地域の個別の状況を反映するべきである一方、世界中で緊密な連携を
維持しなければならない。さらに、APEC参加国・地域は地域金融統合を促進すると
ともに、アジア太平洋地域外で発生する緊急事態にも準備を整えることができるイニシ
アティブ（クロスボーダー有価証券担保管理など）を策定しなければならない。

　　　ABACは、とりわけ次のことによって、域内資本市場の強化・深化を図るキャパシ
ティ・ビルディング努力を推進する国際・国内努力の継続を提言する。すなわち、金融
システムの強靭性を一層促進するために、イスラム金融システムと従来型金融システム
の共存を奨励すること、域内におけるインフラに関する官民連携の発展を促進するため
の先駆的・イニシアティブとして、インフラに関するアジア太平洋地域パートナーシップ
（APIP：Asia-Pacifi c Infrastructure Partnership）を創設すること、特定投資家だけが
参加できるホールセール証券市場の創設などを通じて、債券・株式市場を一層促進す
ること、国際会計基準審議会（IASB：International Accounting Standards Board）と
協力して、国際財務報告基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）
の導入について議論するタスク・フォースをAPEC内に設置すること、である。ABAC
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は、経済ピラミッドの最下層に属する人々に十分な注意を払いながら、環境ファイナン
ス及びSMMEファイナンスを促進するための適切な法律枠組みを導入する際に、公的
部門が果たす役割の重要性を強調する。


