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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」

全文

序言
　2010年の世界経済は当初の予想より高い約4.5％の経済成長が予想されている。しかし、
引き続き重要なリスク及び課題が残っている。とりわけ欧州において、新たな金融の混乱が
発生する中、景気の下振れリスクが急速に高まっている。

　この背景を踏まえ、ABACは2010年のアジェンダの柱として、域内の景気回復の促進・
持続、及び経済成長の回復に焦点を当てた。「持続可能な成長を全ての人々のために」のテーマ
の下、ABACは均衡ある成長のための経済構造の高度化、地域経済統合の推進、環境調和型
の経済成長の促進に寄与する提言の策定に重点を置いた。ABACはAPECの自由で開かれた
貿易・投資アジェンダの進展を加速することが、域内で新たな成長を達成する上で極めて
重要であると信じている。ABACはAPEC参加国・地域に対し、現在の課題に取組むために
以下の提言を採用することを要請する。

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
　この1年、ABACは、ビジネス界の視点からボゴール目標の達成状況について独自に評価
を実施した。この評価作業は、ボゴール目標が域内でのビジネスの展開を容易にすることに
より、APEC域内の企業にとりプラスの成果を生んだとの結論に至った。多くのAPEC参加
国・地域が1994年以降、はるかに開かれた国・地域となっている。先進国・地域はより自由
で開かれることを目指して重要な措置を実施しており、この傾向は途上国・地域においても
明確である。

　しかしながら、ボゴール目標の導入以降、世界経済は大きな進展を遂げたため、自由で
開かれた貿易・投資という目標をAPEC域内のすべての国・地域で達成するために実施すべ
きことが一層増加した。企業のより力強い成長を実現するためには、真の統合への障壁の
撤廃に新たに注力する必要があるとともに、アジア太平洋地域の近年のサプライチェーン
及びバリューチェーンの性質を加味する必要がある。 

　ボゴール目標のレビューを行う際の課題のひとつは、まず成功をどのように測定するのか
という定義が無い点であった。2020年までの期間を対象としたいくつかの具体的な地域統合
指標の策定がAPECの実績の評価及び首脳の説明責任を問うために不可欠である。

APEC首脳への提言
「持続可能な成長を全ての人々のために」
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提 言
●2020年までにAPEC域内において自由で開かれた貿易を達成するというボゴール目標を
再確約する。

●一層の経済統合に向けた各参加国・地域の進捗状況を監視する一連の地域統合マトリックス
を策定し、毎年公表するようAPEC事務局に対して指示を行う。ABACは、域内全体を
通じた物品・サービス・投資・技術・人材の流れを含むが、これに限定されない自由化の
様々な指標の水準と変化を示す、1枚ものの「地域統合ダッシュボード」を各参加国・地域
ごとに作成することを提言する。 

●経済統合の新たなビジョンが、域内における物品・サービス・投資・技術・人材の流れの
自由化を目指し、均衡のとれた、あまねく広がる成長及び持続可能な発展を特に重視すべ
きことに合意する。

●APECの新たなビジョンを策定する際、政策立案者がビジネス界のリーダー達の専門知識
を活用し、現実的なイニシアティブを特定し、実施可能な解決方法を提案するため、
ビジネス界と緊密にかかわることに合意されたい。この目的を達成するため、ABACは、
APEC高級実務者会合（SOM：Senior Offi  cials Meeting）とABACプロセスの間の連携を
より明確化し、統合することを提言する。

Ｂ．FTAAP達成への更なる推進努力
　世界貿易機関（WTO：World Trade Organization）のドーハ開発アジェンダ（DDA：
Doha Development Agenda）に進展が見られない状況から、APECは今年、地域経済統合
に向けてより意欲的なアジェンダを推進する特異な機会を得た。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、野心的だが達成可能な手段である。最近APEC高級
実務者のために行われた分析的研究では、包括的な関税撤廃と貿易の円滑化及びサービスの
自由化を組み合わせた場合、域内GDPは2.9％上昇し、金額ベースでは5,270億米ドル増加す
ることが示された。これらの数字は、軽視することができない顕著な拡大・成長性の潜在力
を示すものである。

　従い、ABACはAPEC首脳に対し、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むよう、実行可能な方策を横浜会議で決定
することを要請する。これは全APEC参加国・地域の参加をより確実にする手助けとなり、
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を可能にする
ものである。FTAAP実現に向けた実行可能な方策として、次のイニシアティブが挙げられる。
すなわち、環太平洋連携（TPP：Trans Pacifi c Partnership）、ASEAN＋1、ASEAN＋3、
東アジア包括的経済連携（CEPEA：Comprehensive Economic Partnership in East Asia）、
である。

　ABACは、FTAAPを単なる従来の自由貿易協定以上の存在として位置付けている。FTAAP
は、域内における経済統合として、できる限り広く網羅的に定義されなければならない。
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FTAAPは、可能な場合には既存の貿易上の障壁を撤廃するとともに、ビジネス界が域内の
既存の貿易協定の恩恵を累積できる原産地規則を導入することによって、市場アクセスの
拡大を目指すべきである。更にFTAAPは、投資・サービスの他、物品の移動の円滑化、
参加国・地域間における規制改革・協力の促進、基準の調和、その他非関税障壁の撤廃、
域内の人材ニーズのマッチングを含む市場統合に関する問題にも取組むべきである。

提 言  
●横浜会議において、FTAAPの実現に向けた実行可能な方策を決定する。

●大臣・高級実務者に対して、ビジネス界の積極的な関与を可能にするために、FTAAP
実現に向けた望ましいモダリティ及びプロセスに関する詳細を提供するよう指示する。 

●TPP、ASEAN＋1、ASEAN＋3、CEPEAなどの既存の地域貿易イニシアティブを引き
続き発展させる。

●地域内取決めの改訂にかかわっているAPEC参加国・地域の首脳に対して、一部交渉の
機微を尊重しつつ、適時かつ透明性を持って当該交渉についての知識及び内容を他の参加
国・地域と共有するよう、それぞれの実務者に指示するよう要請する。

Ｃ．FTAにおける新たなビジネス上の要件の特定
　過去1年間に亘り、ABACは、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きさらに検討を加え、考え方を発展させた。これ
らの考え方及びその他の取決めを改訂する際には、原産地規則、サービス・投資、その他の
新たなビジネス上の要件が盛り込まれた、過去に策定されたAPEC FTAモデル章を指針と
して活用するべきである。このようなビジネス上の要件には、以下が含まれる。

1．規制原則
　ABACは、将来の「21世紀型」貿易協定の規制に関する章に適用可能な一連の原則を確認
した。これらの原則は、将来の協定の「品質」を量るために活用可能な基準を提供する。
これは、APEC参加国・地域が具体的な結果に関し、何が「高品質」をもたらす要因となる
かについて異なる概念を持っている場合に特に有益である。提案する原則は、無差別、包括
的で透明性が高い、説明責任の所在が明確、「効率への阻害が最小」、である。これら原則は、
ビジネス界の真のニーズを反映し、基準・適合性の分野の非関税障壁を含む様々な規制問題
に適用できる。法令・規制の調和を目指す代わりに原則を利用することにより、相互認証な
どの仕組みを通じて、法令・規制に対するアプローチの違いが、同じ、または同様の規制
結果を生む限りにおいて、異なるアプローチが認められる。このアプローチには、透明性が
確保され、健全な公共政策上の理由から実施されている限りにおいて、例外を認める余地が
ある。
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2．デジタルエコノミー
　「デジタルエコノミー」の国際貿易における役割は拡大している。製品におけるコンピュー
タ及び通信の融合が進展し、情報技術ソリューションがサービスとしてネットワークを通じ
て提供される機会の増加を受け、将来のFTAにデジタルエコノミーに関する諸問題を盛り
込むことで、10年以上前に情報技術協定がコンピュータハードウェアの利用を促進した時
のように、先端情報通信技術、サービス、ソフトウェア、電子商取引の利用を確保するこ
とができる。このような協定は、一層の生産性向上の促進、「グリーンな」ビジネスモデル
の実現、より近代的なサービスインフラの構築を図るために、様々な情報通信技術（ICT：
information and communication technologies）を活用した製品・サービスの利用可能性も
拡大することができる。

　APECデジタル繁栄チェックリストは、デジタルエコノミー関連の各種協定を作成する際
に、政策立案者の指針となる有益なツールである。本チェックリストの諸要素は拘束力を
有しないものの、セキュリティ、プライバシー、知的財産制度、電子決済、海外直接投資の
促進、スキル・能力の開発、相互認証、最先端のインフラ（ハードウェア及びソフトウェア）
の構築などの、本チェックリストにおいて取上げられている主要な政策問題については、
新たな協定において対応されるべきである。 

　クラウド・コンピューティング、スマートグリッド、インテリジェント交通システムなど
の革新的な技術とアプリケーションは、新たなビジネスモデルの推進力となっている。しかし、
現状の貿易交渉の分類や構造は、ビジネス環境の急速な発展に対応できていない。デジタル
エコノミーに関する21世紀型貿易協定は、WTOなどの既存の枠組みを補完し、以下の提言
に盛り込まれている問題に取組むために、ビジネス界及び社会の変化に対応する新たな枠組
みの構築を目指さなければならない。

3．サービス
　ABACは以下のことを目的とした、サービス貿易の一層の自由化及び、APEC貿易投資
委員会（CTI：APEC Committee on Trade and Investment）による作業の継続を支持する。
（a）国境を越えたサービス及び関連する政策問題の性質に関する認識を高めること。　
（b）国境を越えたサービス貿易の拡大を促進するため、サービスに関する原則の枠組みを
構築すること。 

（c）APEC域内におけるサービス貿易を拡大するとともに、開かれた効率的なサービス市場
の発展を促進するために、「サービス行動計画（Service Action Plan）」を策定すること。

　ABACは、この作業の最終目標は、域内のサービス貿易の自由化及びサービス貿易のすべ
ての障壁の撤廃でなければならないと考える。合意により例外分野を認めるものの、その数
は厳しく制限する。
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提 言
●以下のとおり、規制原則、規制の一貫性、デジタルエコノミー、サービスに関連する規定
を将来の協定に含める。

　○規制原則・一貫性

　　◉規制の章に関して次の一連の指針となる原則、すなわち、無差別、包括性、透明性、
責任の所在の明確化、及び「効率性の阻害の最小化」を採用する。

　　◉規制当局間の対話と協力を促進することによって、規制の一貫性の拡充を促進するた
めの選択肢を策定する。

　○デジタルエコノミー

　　◉情報技術協定（ITA：Information Technology Agreement）の遵守を再確認すると
ともに、すべてのICT製品、部品、機器に課されている現行の関税を撤廃する。すべ
ての新しいICT製品は、その関税分類又は用途（例えば、家電、自動車、電気通信、ゲー
ム、プロセス制御又はその他ICTを活用したアプリケーション）にかかわらずゼロ
関税を適用する。

　　◉情報技術サービスが技術の変化とともに発展する中でも、コンピュータ及び関連サー
ビスに関するコミットメントが常にすべての情報技術サービスを対象とすることを
確認する。

　　◉電子商取引への関税適用を恒久的に禁止する。協定当事者は、デジタル製品の無差別
待遇に合意する。

　　◉ICTに影響を及ぼす標準、技術規制、適合性評価の策定の透明性、策定への協力・
参加に関する原則及び手続きを構築する。

　　◉ICT製品を対象とする非関税障壁を撤廃する。

　　◉デジタルエコノミーにおけるイノベーションを促進・奨励する形で、知的財産権を
強力に保護する。

　○サービス

　　◉サービス貿易のすべての障壁を撤廃することによって、域内全体のサービス貿易を
自由化することに合意する。例外分野を認めるものの、その数は厳しく制限する。

Ｄ．保護主義への対抗
　保護主義は消滅していない。ABACが過去1年間に保護主義の発生を継続的に監視した
結果、主要先進国・地域を含むAPEC参加国・地域の中には、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った例があることを確認した。このような
政策に訴えず、むしろ貿易・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APEC参加国・地域がある。ABACに通報された貿易制限
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
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交付などがある。さらに、金融危機の最中に実施された貿易制限的措置の中には、未だに
撤廃されていないものがある。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及びAPEC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かかわらず、すべての新たな貿易制限的
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。

●すでに導入されている貿易制限的措置を撤廃する。

●保護主義とビジネス界への影響の監視を継続する。

Ｅ．ドーハ開発アジェンダの妥結
　ABACは、世界の国・地域が、2010年中にWTOのドーハ開発アジェンダ（ドーハ・ラウ
ンド）を妥結するために必要な政治的意欲を失った事に、深く失望している。私たちは、ドー
ハ・ラウンドの意欲的な成果及び結論が近い将来に出されることに強く期待する。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、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。その間にも、APECに対し、ドーハ・ラウンドの枠組みの
外で貿易自由化をより迅速に進めるよう求めるビジネス界の圧力が高まりつつある。 

提 言
●ドーハ・ラウンドが2011年中に確実に妥結するため、すべての具体的な措置を講じる。

Ｆ．投資フローの促進
　ABACは、現在の景気回復の持続可能性及び裾野を確保するために、APEC参加国・地域
が、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
らないと信じる。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。さらに、APECの努力により域内全体
でビジネスを行う民間部門の能力を確実に向上させるために、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、提案さ
れている投資のロードマップを採択・実施することを支持する。APECの創設以来、企業が
国境を越えて組織化し事業を行うやり方は大きな発展を遂げた。この点に鑑み、APECは、
現在の取引の性質に適合するよう、過去に合意したベスト・プラクティス及び原則の見直し
を行い、必要に応じて更新を行わなければならない。ABACは、15年以上前に策定された
APEC非拘束的投資原則の見直しを行い、APEC首脳がこの報告書の添付資料にある改善案
を採択することを提言する。



40 2010年　APEC首脳への提言

●APEC首脳への提言「持続可能な成長を全ての人々のために」

提 言
●APEC域内に、政府・民間部門の代表者が投資環境を改善する方法を議論するための協議
機関を設置する。APEC参加国・地域は、新たな規定がもたらす影響について実施に先立っ
て検討できるよう、協議を行うAPECの仕組みについても検討するべきである。

●域内においてビジネスを行う方法が変化する中、海外・国内投資が引き続き確実に促進さ
れるように、ABACの意見に基づき1994年非拘束的投資原則の見直しを行い、必要に応じ
更新を行う。

●原材料の調達からアフターサービスまでの包括的なサプライチェーンを構築する企業の
能力を促進するために、サービス投資をさらに自由化する。

●APEC原則及びベスト・プラクティスの実施を支援するために、キャパシティ・ビルディ
ング（能力構築）及びピア・レビュー・プログラムを拡充する。

Ｇ．物品とサービスの移動の円滑化
　APEC参加国・地域は、国境を越えた物品・サービスの貿易をより容易に、より安価に、
より迅速に行えるようにすることによって、域内の企業の競争力を向上させることができる。
世界銀行などの機関が実施した調査は、APEC参加国・地域による協調行動が費用の削減
及び貿易の拡大という形で、域内のすべての規模の企業に重要かつ明確な恩恵を生む可能性
を有している分野として、貿易の円滑化を確認している。APECの重点分野には、ABAC
税関作業計画において明らかにされているような税関手続きの他に、基準の調和及び適合性
評価を含めるべきである。 

　さらに、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な努力を歓迎する。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。

　TFAP II及び投資円滑化行動計画（IFAP：Investment Facilitation Action Plan）に基づ
く進捗状況を評価するに当たり、ABACは、APECに対し、円滑化及び競争力に関する問題
の進捗状況を評価するため、世界銀行ビジネス環境改善指標、世界経済フォーラム競争力
指数、ヘリテージ財団経済自由度指数などの既存の指標・指数を参照し、改善を図ることを
要請する。

　ビジネス環境改善などの評価はAPECの様々な参加国・地域において多くの成功経験があ
り、既存の報告書を参照することにより、APECの会合は、優先順位が高い分野や協力すべ
き分野を特定することができる。ベスト・プラクティスを特定するためにこれらの経験を
共有することは、域内全体の企業活動の円滑化に貢献すると考えられる。



2010年　APEC首脳への提言 41

APEC首脳への提言「持続可能な成長を全ての人々のために」●

提 言
●シングル・ウィンドウ制度を完全実施していないAPEC参加国・地域がこの目標に向かっ
て前進し、制度間の相互運用性を優先して原産地証明書などの文書の共有化を促進するこ
とを確保するために、シングル・ウィンドウ・イニシアティブを再活性化する。

●ABACの2010年の提言を盛り込み、企業にとって最大の恩恵を提供する分野に焦点を当て
たサプライチェーン・コネクティビティ枠組みの導入を推進する。

●引き続きTFAP IIを実施し、かかる努力が企業にとって明確な恩恵をもたらすことを確実
にするために、取引コストの5％削減という現行の目標の進捗状況評価を行う。

●TFAP II及びIFAPに基づく進捗状況を評価し改善を図るために、世界銀行ビジネス環境
改善指標、世界経済フォーラム競争力指数、ヘリテージ財団経済自由度指数などの既存の
指標・指数を活用する。

Ｈ．SMMEのキャパシティ・ビルディングの取組みの加速
　ABACは、景気回復を加速するため、均衡ある、あまねく広がる、持続可能な、革新的かつ
安全な方法でAPEC参加国・地域の経済成長を促進するAPEC首脳の決定を全面的に支持
する。この新たなパラダイムは、アジア太平洋地域における中小・零細企業（SMMEs：
small, medium and micro-enterprises）の成長をいかに支援するか、という点に焦点を当て
なければならない。 

　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、輸出振興の
分野で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で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。

1．SMMEの発展の促進
　SMME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、持続可能な、革新
的かつ安全な成長を達成するため、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。多くのSMMEの生産活動は正規の資金調達が
できないため、SMMEにマイクロファイナンスの提供を支援するために、金融の仕組みの
改定が求められている。SMMEの資金調達機会の拡大及びファイナンシャル・インクルー
ジョンの促進のための具体的な提言については、以下のセクションWに述べられている。 

2．SMMEによるICT活用拡大の促進
　SMMEによるICTの活用・採用の現状に関するベンチマークの策定とともに、SMMEに
よるICTの一層の活用を支援する潜在的なベスト・プラクティス及び関連政策を策定する
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ため、APEC参加国・地域におけるICTの導入に関する調査が実施された。この調査の結果
によると、ICTの基本ツールを通じた生産性の向上、イノベーション、新たな市場の拡大
といったSMMEの能力は、ブロードバンド活用スキルの不足、加入料金の高さ、ブロード
バンドの恩恵に対する認識の欠如による制約を受けている。SMMEによる一層のICT活用
を促す取り組みには、料金引き下げ措置、とりわけ電気通信市場における競争の促進及び
SMMEによるブロードバンドサービスやICT関連教育の活用を支援するインセンティブの
提供を含めるべきである。ABACは、ブロードバンドサービスへの確実かつ手ごろな価格で
のアクセスが、生産性の向上、イノベーション、より高度な電子商取引アプリケーションの
必要条件であると考える。

提 言
●APEC参加国・地域におけるICTの一層の活用の促進を図るため、SMMEによるICT活用
の実現を可能とする要因、あるいはその障害となる要因を特定する。

●競争の促進、またはサービスの提供が十分でない地域に特定したインセンティブの提供に
より、ブロードバンド費用を引き下げるとともに、SMMEのエンドユーザーへのブロー
ドバンドの供給を増やす。

●SMMEがICT活用の恩恵に対する認識を高める政策を策定する。

3．SMME政策観測機関の創設
　ABACは、アジア太平洋地域におけるSMME関連の政策の成果を観察・監視するために、
信頼性のある指標の採用を目指している。これらの指標には定量的なものと定性的なものが
あるが、各参加国・地域における傾向、有望分野、課題を特定する強固な基盤を提供するだ
ろう。このSMME政策観測機関は、APEC参加国・地域及びそのSMME成長・発展政策が
及ぼす影響に対する、恒久的かつ共同の観測機関となるだろう。

提 言
●SMMEの成長・発展を支援する政策の見直し・拡充を行うための信頼性のあるツールと
して、ABACによって作成された指標を利用する。

4．革新的成長の促進
　革新的成長（IG：Innovative growth）は、APEC参加国・地域の成長の加速、雇用創出、
所得分配の改善を図ることを目的とした、APEC成長戦略の5つの柱のうちのひとつである。
ABACは、革新的成長の現状を検討する研究に着手し、APEC域内における革新的成長を
促進するとともに、ビジネス界及びSMMEを支援するキャパシティ・ビルディング・プログ
ラム及び政策を提案した。

提 言
●中等教育修了者、社内教育を受けた専門家、現在ICT分野に従事する労働者を対象とした、
ICTと他の分野を組み合わせた様々なプログラムを拡大する。
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●ICTアプリケーションに関する研修を生涯学習システムに盛り込む。

●企業と世界最高峰の大学／機関と連携して、「インスティテュート・オブ・エクセレンス
（Institute of Excellence）」を創設する。

●認証制度の導入の可能性を含むICTを活用したサービスを拡大するために、ハードウェア
からソフトウェアまでのICTインフラ投資を拡大する。

●共同研修施設・インフラのための制度・枠組みを最小限の費用で提供する。

●基準の統合を促進し、官民間、企業間における技術のクロスライセンスを促進し、アプリ
ケーション・サービス開発の固定費を削減するためオープン・イノベーションを部分的に
認める。

●新興企業に対し、より完全なサービスを提供するために、市場成立の可能性調査及び技術
評価などの重要な機能を垂直統合するよう、ベンチャー・キャピタリストに奨励する。

●新たなアプリケーションの試験を行うために、マルチオプション型の即入居可能な工業
団地、又はリビング・キャンパスを提供するよう、国際デベロッパー間の協力を促す。

●コンサルティング、海外ビジネスミッションの企画、包括的な市場調査データの提供など
を含む「市場知識センター」を通じてSMMEに関連する情報を提供し、SMMEの基盤を
固める。

5．中小企業のためのビジネス・プラクティスの倫理に関する共通原則の策定
　とりわけ中小企業にとって貿易の重大な障害のひとつは、食事・娯楽に関する方針、贈答、
寄付、研究助成金、コンサルティングの手配などのビジネス・プラクティスの分野におい
て、予測可能で一貫性と透明性のある法的・規制枠組みがないことである。ABACは2007年、
APECビジネス行動規範（APEC Code of Conduct for business）の策定を支援した。ABACは、
様々なセクターの固有のニーズを対象としたビジネス・プラクティス倫理原則を策定するこ
とによって、このAPECビジネス行動規範を強化するために現在行われている努力を歓迎
する。この努力は、中小企業が大半であること、医療従事者との関わりが多いことから、
まず医療機器業界において試験的に行う。 

提 言
　様々なセクターにおける、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
共通原則策定の取組みを支援する。この努力は、2011年にまず医療機器業界から開始する。

Ｉ．食料安全保障の確保
　ABACは、APECが食料安全保障という重要な問題に取組んでいることを喜ばしく思って
おり、食料安全保障に関する行動を実行するための手段として、今年10月に新潟において、
初めての食料安全保障担当大臣会合が開催されたことを歓迎する。 
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　昨年11月、ABACは食料安全保障に影響を及ぼす主要な問題について検討した文書「APEC
域内における食料安全保障の戦略的枠組み」を公表した。この調査には、APEC参加国・
地域が実施するべきであるとABACが考える提言が盛り込まれている。

提 言
●食料システムアプローチに着手する。APEC首脳は、断片的に問題に対応するのではなく、
APEC域内での食料システムアプローチを明確に再確約すべきである。本対応には、輸入
制限及び補助金などの歪曲的な措置の撤廃が含まれる。 

●調整メカニズムを創設する。統合を通じ域内の食料安全保障を実現し得る、多くの問題に
適切に対応するために必要な政策の一貫性・継続性と技術協力を確保する、継続的でハイ
レベルな仕組みが必要である。食料安全保障は「APECにとって最優先事項である」とい
う2009年首脳会議声明を反映するこのメカニズムは、食料安全保障に影響を及ぼす多くの
複雑な問題に対応できる適応能力を備え、最新情報を入手する機会を得るために、民間・
研究部門を公式に含む必要がある。また、このメカニズムは、APECを最優先とすると
ともに、食料及び食料安全保障に関連する問題に取組む様々なAPEC会合間の調整を行う
十分な権限を有していなければならない。

●輸出制限を撤廃する。APEC首脳は、APEC参加国・地域間で取引されるすべての食品を
対象とした、すべての輸出禁止、数量制限、輸出税を公式に撤廃することを確約すべきで
ある。端的には、供給が完全に確実でない場合、貿易によって国内生産を確実に増大させ
ることはできず、また効率的な特化もできない。

●APECコーカスを通じ、ドーハ・ラウンド農業交渉を推進する。APECの食料システム
アプローチを通じ、域内食料安全保障を追求することは、ドーハ・ラウンドが進展するた
めの契機になり得ると思われる。

Ｊ．エネルギー安全保障への対応 
　ABACは、政府と、エネルギー生産者、輸送業者、資金提供者、消費者や関連するNGO
を含む民間部門間との関係の継続を強く提言する。これらは、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。 

提 言
●短期的には、エネルギー効率及び省エネの向上に重点を置く。ビジネス部門は、建物の
他、家電、IT製品の自らの使用において重要な役割を果たすことができる。産業界にとって、
進捗状況の測定を支援し、結果を数量化するために、可能であれば産業セクターごとの、
効率性を評価する標準指標の作成を優先課題とすることが重要である。ABACは、APEC
に対して、効率性を測定するためのAPEC全域共通の用語、基準、ベスト・プラクティス
の策定に取組むことを促す。
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●天然ガスの利用及びガス輸送インフラの開発の促進を含む、低炭素化石燃料のより幅広い
使用を確保するよう努力する。また、ABACは、APECがAPEC、またはアジアのガス先物
市場創設の可能性について研究することも提言する。

●原子力エネルギーについて、低排出の発電源として検討するとともに、APECの各参加国・
地域における原子力エネルギーの実現可能性について調査する。

●再生可能エネルギーと、研究開発及びベスト・プラクティスの共有を含む、再生可能エネ
ルギー源の開発・管理に対する慎重なアプローチに今後も注力する。再生可能エネルギー源
は、エネルギー・ポートフォリオに最適な方法で含められなければならない。 

●エネルギー市場の歪みを是正し、効率性を促進する。ABACは、APECのような多様性の
あるグループにおいて、基準の完全な調和は大変困難であることを認識し、短期的には、こ
の分野における透明性及び情報の共有に注力することが、実行可能な目標となると考える。

●「クリーンな」エネルギーの開発を重視し、APECエネルギー安全保障の網羅的なアプロー
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。その際には、需要サイ
ドのエネルギー安全保障に関する懸念について然るべき配慮をする。このような開発は、
官民連携（PPP：Public Private Partnership）及び民間部門の投資を奨励する法的枠組みを
通じた政府との緊密な協力を伴わなければならない。

●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。APECの各会合は、努力の同調性を確保するために、エネルギー関連
国際機関と緊密な調整を行わなければならない。 

Ｋ．熟練人材不足への対応
　本年初頭に南カリフォルニア大学マーシャル・ビジネススクールは、ABACの委託で行っ
た労働力の流動性に関する調査について、労働力の派遣、あるいは受け入れを行うAPEC
参加国・地域のビジネス界のリーダー及び政策立案者に対し成果発表を行った。本調査は、
国際的な労働力の流動性はビジネス界のリーダー及び政策立案者にとり、引き続き重要な懸案
事項であり、APEC各参加国・地域は主要な企業活動における人材不足に対処しているこ
とを示唆した。労働者の確保は、企業の競争力及び経済成長と直接的な相関があることが
認識された。熟練人材の不足が持続的な経済成長の阻害要因とならない様に、APEC参加国・
地域は、その人材ニーズに対処するための政策・プログラムを策定・実行する必要がある。
APECは、有効な人材管理システムの導入を通じて、各参加国・地域があまねく広がる成長
を促進できる様に、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。

提 言
　以下の段階的な措置を講じる事を提案する。

●能力のマッピング及びデータ－参加国・地域全体の熟練人材のマッピングに着手しなけれ
ばならない。
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●国内研修－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を提供しなけれ
ばならない。

●アウトソーシング－人材が不足した場合、遠隔地から人材調達により対応が可能かを評価
する手段が提供されなければならない。

●人材の国外からの導入－産業界で発生した物理的な人材不足に対応できる政策を導入しな
ければならない。

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プログラムの検討の開始を歓迎する。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
企業への明確な恩恵の提供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。

提 言
●AEOのステータス、及び恩恵に関して段階的な制度を導入し、最も高い安全保障要件を
満たしているAEOに対しては、実質的な「グリーンレーン」待遇を認め、最低限の安全
保障要件を満たしているAEOに対しては基本的な恩恵を付与する。

●AEOに認定された事業者が享受できる具体的な恩恵を特定する。輸出入業者にとっての
恩恵の他に、倉庫業者、通関業者、貨物取扱業者、貨物輸送業者などの様々な物流サービ
ス事業者にとっての恩恵を特定する。

●税関当局間におけるAEOに関する情報共有を促進するとともに、相互承認制度に基づき、
いわゆる「24時間ルール」及び「10＋2ルール」などの出発前／到着前のデータ提出要件
を免除する。

●AEOプログラムを創設していないAPEC参加国・地域において、認定を受けたAEOと
同等の内部安全管理を実施する事業者に、特別な便宜をはかる可能性について研究する。

●本社だけではなく、APEC域内に展開しているその子会社についてもAEO部門として認
めるAEOのステータスを導入する。

Ｍ．輸送安全規制の調和
　国際貿易に従事している企業は、一部のAPEC参加国・地域が独自の輸送安全規制を採用
していることに懸念を表明している。このような動きには、リチウム電池の空輸において
過度の負担を強いる安全基準の導入、トラックによる貨物コンテナの輸送規制の強化が含ま
れる。現代のサプライチェーンのグローバル化に鑑み、一カ国・地域による輸送規制の単独
導入は、企業活動を阻害する可能性がある。個別のケースを見ると、多くの場合において、
安全は新たに厳格な規制を導入するのではなく、現行の規制遵守を強化することによって
高めることができる。
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提 言
●貿易の安全と円滑化の双方を達成するため、世界的な輸送規制の調和を図るべきであり、
規制の一カ国・地域による単独導入は最小限に抑制する。

●各参加国・地域の基準は関連する国際機関が定めたものに則しているべきである。例え
ば、リチウム電池の空輸に関する基準は、国際民間航空機関（ICAO：International Civil 
Aviation Organization）などの国際機関により制定されるべきである。

●陸送中の国際貨物コンテナの横転事故を回避するための規制など、国際基準が存在しない
分野について、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を
促進する。

●規制を強化する代わりに、関連するサプライチェーン事業者が現行の規制を遵守するよう
奨励することによって輸送の安全を確保するよう、キャパシティ・ビルディング活動を
促進する。

Ｎ．物流サプライチェーンにおける安全の促進
　今年2月にメルボルンで開催された会合において、数名のAPEC交通担当大臣とビジネス
界の代表者が、大型トラックの安全性に取組むイニシアティブに合意した。大型車両に関す
る新たな安全・環境技術を活用するための、より有効な規制の導入に関心が払われており、
運転手の訓練、疲労、運転中の死亡、混雑などの問題に取組む事となった。これらすべての
取組みは、貨物の増大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
にする事が目的である。

提 言
●今後ABACがさらに進める大型車両の安全運行のための指針の策定・適用の作業を支持す
る。この指針は今後対処すべき分野を特定し、安全対策の強化手段について政策決定者・
実務者の認識を高めるものである。

●道路安全対策に関する事例研究、及び各参加国・地域の経験を開発する試験的プロジェク
トについて、ABACと協働する。

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。2010年2月、ABAC及び民間部門の代表者は広島において、
APEC競争政策・競争法グループ（APEC Competition Policy and Law Group）のメンバーとの
対話に参加した。この対話では、関連当局は競争政策の法規制において一層の透明性・一貫
性を確保すべきことを求めるビジネス界の要求が直接伝えられた。
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提 言
●すべてのAPECの競争当局が合意できる、APEC域内の手続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、その他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。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ビジネス関係者
の移動に関する専門家会合（BMG：Business Mobility Group）によるABTC制度の運用
改善に向けた継続的努力を歓迎する一方、とりわけ申請処理期間の短縮化においては一層の
改善努力が必要である。ABACは、APEC参加国・地域以外にも利用地域を拡大するなど、
ABTC保有者に対する恩恵を拡大することによって、APECがABTC制度の運用を引き続き
拡充することを提言する。

提 言
●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、
国境において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
により、ABTCの運用を引き続き改善する。

●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。

●国境における混乱を回避するため、入国審査官に十分なキャパシティ・ビルディングを
提供する。

●エンジニア、建築士、学者・研究者など高度熟練人材をABTC制度の対象者に含めるため
に、適格基準の緩和を検討する。

●ABTC参加準備中の国・地域に対して、ABTCの発行を含めたABTC制度への完全参加に
向けて、一層努力するよう要請する。

Ｑ．知的財産権に関する協力の強化
　ABACは、知的財産権の効果的な保護が、地域経済統合、サプライチェーンのグローバル化、
知的財産権に立脚した革新的な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。またABACは、知的財産権者の保有する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。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。需要管理は特に問題である。すなわち、世界中の研究開発
投資の爆発的な増加が、世界の特許出願件数の急増（複数の参加国・地域において出願され
ている特許を含む）とともに、350万件に上る未処理特許出願件数の原因となっている。
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このような各参加国・地域の特許庁の負担を軽減するために、APEC域内の特許当局間の
一層の協力が必要とされる。 

　模倣品及び海賊版の製造・販売が組織化されている現状に鑑み、水際取締りも大変重要な
課題である。税関当局、知的財産当局、民間部門間の情報共有の拡充によって、知的財産権
を侵害する物品の水際取締りが改善されるだろう。この点において、ABACは、官民部門の
利害関係者が問題としているさまざまな課題に対応するため、APEC知的財産権専門家会合
（APEC Intellectual Property Rights Experts' Group）のより緊密な関与及び協力を期待する。

提 言
●特許出願件数の増加に対応するため、アジア太平洋地域における特許当局間の特許取得に
おける協力を拡充する。

●特許当局間の不必要な作業の重複を取除くことを検討し、特許審査の効率性・質を向上し、
特許権の安定性を保証する。

●域内の異なる当局間の効率的な作業の分担を促進するため、特許協力条約（PCT：Patent 
Cooperation Treaty）の機能を向上させる。 

●税関当局間および民間部門との情報共有の拡充に向けて努力する。また、APECは、海賊
版・模造品に対する協調措置のための枠組み策定も目指すべきである。

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が、それ自体重要な目標として、またアジア
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。さらに、APEC首脳は、2004年に採択された
「APEC透明性基準」、「汚職撲滅及び透明性確保のためのサンティアゴ・コミットメント」、
「汚職撲滅及び透明性確保に関するAPEC行動指針」など、汚職対策及び透明性の向上を
図るための数多くの確固たる成果物を承認している。 

　透明性の向上及び汚職撲滅に対する明確な支持は表明されているものの、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
とを証明する最善の手段となる。さらに、先導的役割を果たす国・地域として、報告書の
作成は説明責任を果たしていることを証明することにもなる。

提 言
●完全実施のためのベンチマーク及び予定表を含む、上記の行動方針の実施に関する年次
報告書作成の可能性について検討する。最初の報告書は、2011年11月に米国で開催される
首脳会議までに発行されるべきである。
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Ｓ．産業界との対話への支持
1．化学対話
　化学対話が化学物質規制のベスト・プラクティスに関する原則の実施に貢献し、実質的に規
制の調和を推進していることから、化学対話への産業界からの参加及び支持が2009－2010
年に大きく高まった。ABACはこの作業を強力に支持するとともに、地域経済統合及び
経済成長に寄与するものとして、APEC参加国・地域が優先的に取扱うことを奨励する。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。

2．自動車対話
　ABACは、域内のエネルギー効率改善に向けた活動の一環として、APEC自動車対話が
環境配慮型自動車の先端技術を重視していることを歓迎する。さらにABACは、先端技術
及び代替燃料自動車への移行を加速するにあたり、政府は産業界の重要なパートナーである
という自動車対話の立場を支持する。これは研究開発やコスト差の軽減が必要な場合の消費
刺激策、あるいは先端技術及び代替燃料自動車の普及に必要なインフラの開発などに、政府
が経済的支援を行うことによって、初めて研究開発されたものが市場化されるからである。
APEC参加国・地域は、統一基準を迅速に作成するとともに、基準の移行を促進し円滑化
するために、情報や経験を共有する方策を検討するべきである。

3．ライフサイエンス・イノベーション・フォーラム
　ABACは、生物医学・医療制度のイノベーションを促進するための最も重要なハイレベル
の域内フォーラムとして、APEC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）の作業を一貫して支持している。LSIFにおける規制調和
に関する議論は、規制調和の実現に向けた複数年戦略計画の策定を受けて大幅に前進して
いる。この戦略計画は、コストの大幅削減に貢献し、最先端で安全かつ効果的な治療が、可能
な限り迅速に域内の患者に行われることを可能にするものとして、APEC閣僚にも支持さ
れている。ABACは、LSIFにおける規制調和に関する議論が実質的に地域経済統合を推進し、
また人の健康を促進するものとして、優先的に取扱われることをAPECに対して要請する。
また、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歓迎するとともに、
この研究の進展に伴い、LSIFとの協働に期待している。

Ｔ．環境に優しい物品・サービスの促進 
　ABACは、エネルギー効率ラベリングの導入が環境物品・サービス（EGS：environmental 
goods and services）の普及を加速すると主張し、APECに対して、このような提言を行った。
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。
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　APECが異なる制度の調和を図る努力を行ってきていることは賞賛に値する。共通のラベ
リング制度の構築が最終的な目標であるものの、ABACは、この目標を達成するにはさらに
時間を要することを認識している。

　需要サイドにおけるエネルギーの効率化及び省エネは、相対的に費用が低く、かつ結果が
早期に得られる。ABACはAPECに対して、需要サイドにおけるこのような行動を促進する
努力を加速することを奨励する。

提 言
●パスファインダー方式で、他のAPEC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。

●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。

Ｕ．気候変動への取組み
　国連における交渉がすぐに妥結する可能性は低い。

　言うまでもなく、このような議論に積極的に参加する必要があるものの、APECは、自主性、
非拘束性、コンセンサスというアプローチに基づき、柔軟かつ有効な行動をとらなければな
らない。APECは、これらのアプローチを通じて、温室効果ガス（GHG：greenhouse gas）
排出の削減に努めるべきである。

提 言
●GHG排出量の削減を目的とした措置が、食料の生産・流通、食料の安全性、食料の安全
保障全般に及ぼす負の影響を考慮することを確実にする。さらに、目標を定めた措置は
各参加国・地域の現状を考慮したものでなければならない。 

●GHG排出削減努力を支援するために、技術移転などの支援を提供する。APECは、技術
移転を促進するために、環境に関する官民連携（PPP：Public Private Partnership）の
資金制度を拡充する方法を検討しなければならない。

●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する。

●「APEC低炭素パスファインダー・スキーム」を策定する。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もって優先順位
付けされ、見直しが行われる。また、APECの他の参加国・地域と経験を共有するために、
報告書を年1回、または年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成長枠組の中核をなすべきものと
考える。



52 2010年　APEC首脳への提言

●APEC首脳への提言「持続可能な成長を全ての人々のために」

1．人材開発におけるICT利用の促進
　SMMEを含むビジネス界は、一般教育とともに職業訓練を更に促進することが重要だと
考える。しかし、教育及び研修の促進に向けては課題がある。現在直面している課題として、
（i）教育の域内間格差、（ii）教員不足及び教育の質の低さ、（iii）地域特性に合った多様な
カリキュラムの必要性、（iv）産業労働者を対象とした上級研修の必要性、がある。ICTの
活用は、このような課題の克服に役立つ。ICTインフラを開発する前に、各参加国・地域に
おいて具体的に必要なアプリケーションとその適用要件を確認することが重要である。

提 言
●APEC参加国・地域が協力して、高度ICTアプリケーション・システムの人材開発分野へ
の実証実験を促進し、その有効性を評価する。

●ICTを最大限活用するため、基本インフラの整備を実施する。

●APEC参加国・地域間におけるICTアプリケーションのベスト・プラクティスに関する
情報を共有し、関連する学校・機関への一層の普及を促進する。

2．教育制度改革
　教育カリキュラムは、起業家のスキル開発及び起業家精神の活用（及びSMMEの発展）
を支えるものでなければならない。また初期の学習段階から起業家精神やイノベーションを
促進する創造性とスキルを醸成するものでなければならない。

提 言
●教育制度改革を通じて、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。

3．「ボイス・オブ・ザ・フューチャー」プログラム継続の確保
　「ボイス・オブ・ザ・フューチャー（Voices of the Future）」プログラムは、アジア太平洋
地域の次世代リーダーに、現在の高級政策決定者及びビジネス界の成功者との対話・交流の
機会を与え、若い世代に地域の問題を理解せしめ、地域市民としての成長を支援するという、
他に例を見ないプログラムである。 

提 言
●毎年のホスト国・地域が首脳会議の準備作業とともに定期的にこのプログラムを実施する
ことにより、ボイス・オブ・ザ・フューチャー・プログラムの恒久性を高める。このこと
で、次世代のリーダーとともにAPECプログラムを進展させるための継続性がもたらされ
るだろう。
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Ｗ．域内資本市場の強化及び深化
1．より力強い成長の促進
（a）経済回復に向けた慎重な措置の採択
　前例のない金融危機の後の世界経済の回復が始まって間もない中、アジア太平洋地域は
重要な成長センターとみなされている。景気刺激策がこの成長に貢献してきた。市場には
ソブリンリスクの高まりに対する懸念があり、G20首脳は健全な財政状況の回復に全力を
傾けてきたが、出口戦略の実施時期については慎重に選択しなければならない。時期尚早な
出口戦略の実施は、経済回復の萌芽を阻害する一方、行動の遅れはとりわけAPECの成長
センターである参加国・地域に対して大きな副作用を及ぼすだろう。財政金融政策は各参加国・
地域の個別の状況を反映しなければならない一方、世界中で緊密な連携を維持しなければな
らない。また、APEC参加国・地域はアジア太平洋地域の外で発生する緊急事態にも十分な
準備を整えなければならない。チェンマイ・イニシアティブのマルチ化（CMIM：Chiang 
Mai Initiative Multilateralization）契約が発効したことは最も歓迎すべきことである。クロ
スボーダー有価証券担保管理などの、市場に流動性を供給するための補完策を迅速に策定す
る必要がある。アジア太平洋地域の安定を達成するとともに、新たな貿易障壁、関税の新設・
引上げ、移転価格の操作、金融・産業政策を通じたあらゆる形態の保護主義を回避するため、
APEC首脳には緊密なコミュニケーションと連携が求められる。

（b）サブリージョナル金融統合を通じた地域統合の促進
　今日、APEC参加国・地域は、またもや域外で発生した危機に直面しており、これによ
り、均衡ある持続可能な経済成長の達成が阻害される可能性がある。域内金融統合の促進
は、引き続き喫緊の課題である。2010年5月2日にウズベキスタンのタシケントにおいて
開催された、第13回ASEAN＋3財務大臣会議において、チェンマイ・イニシアティブの
マルチ化（CMIM）契約が2010年3月24日に発効し、ASEAN＋3マクロ経済リサーチオフィス
（AMRO：ASEAN＋3Macro-Economic Research Offi  ce）と呼ばれるCMIMの域内マクロ
経済監視ユニットに関するすべての主要要素に合意したと発表された。ABACは、APECに
とって良きモデルとなる、域内金融協力に向けたこのような最近の国際的イニシアティブを
支持する。ABACは、AMROを設置することにより、とりわけ新興参加国・地域を巡る
資本の流出入など、不安定なクロスボーダーでの資本移動の監視が拡充されるとともに、
域内通貨単位（RMU）の研究を含む、新興参加国・地域の金融に関するキャパシティ・
ビルディングの強化においても、支援が充実するだろうと期待している。しかしながら、
域内構造の発展は、既存のグローバルな機関及び構造に代替したり、模倣したりするのでは
なく、それらを補完するものでなければならない。

提 言
●アジア太平洋地域外で発生する金融危機の伝染に対する脆弱性を軽減するために域内
金融統合を促進する。CMIMをAPEC域内における金融の安定性を拡充するためのプラッ
トフォームとして発展させる。
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●CMIMの有効性を高めるために、発動メカニズムの一層の改善について検討する。とりわ
け国際通貨基金（IMF：International Monetary Fund）支援プログラム遵守なしに行わ
れる部分が現行20％に留まっていることを見直す。

●AMROを通じて域内マクロ経済の監視を強化する。

（c）イスラム金融の活用
　イスラム金融システムと従来型の金融システムの共存は、金融市場の裾野を広げ深化させ
ることによって、金融システムの強靭性を一層促進することができる。APEC域内のイスラ
ム教徒のコミュニティから集められ、貸出が行われていないイスラムファンドは、中東から
のイスラム資金とともに、域内の成長を加速するために、インフラの発展など域内における
金融ニーズを支援することができる。イスラム教徒のコミュニティが資金調達できる機会を
増すことで、コミュニティの経済統合及び安定性が高まるだろう。商業倫理、良心、責任、
投資家と被投資会社間における公平な契約などの重要な価値観は、イスラム金融の基本原則
の中に組み込まれている。イスラム金融は実体経済と直接結びついており、基礎となる活動
に裏打ちされた確実性を有している。このように、イスラム金融は、商業倫理を高めるとと
もに、一層の透明性及び情報開示を促進するための良き基礎となりえる。また、シャリア法
に基づき投機取引が禁止されていることから、イスラム金融は金融バブルを阻止することが
できる。最近では、イスラム金融業界は国際金融システムの根幹となるまでに発展を遂げ、
シャリア法を遵守している資産の約80％がイスラム金融機関において保有されている。イス
ラム金融は包摂的で、イスラム教徒及びイスラム教徒以外の者の双方を対象としており、
従来型の金融システムと共存することが可能である。それにもかかわらず、イスラム金融の
取引の性質上、促進するにあたっては多くの阻害要因がある。APEC参加国・地域において、
イスラム金融に公平な競争条件を確保するとともにイスラム金融を実行可能にするために
は、租税、規制、会計に関する諸問題に取組む努力が必要とされる。

提 言
●市場によるイスラム金融の認知度を高め、成長を促進するために専門家及び研究者の能力
を向上させる。APECの各参加国・地域において、イスラム金融のハブとして機能するこ
とができる域内教育研修機関を設立し、発展させる。

●国内・クロスボーダー取引に関する課税措置（印紙税、利益のマークアップ・取扱い、
預金）などの阻害要因を撤廃し、参加国・地域内の税務当局、中央銀行、財務省間におけ
る連携を強化する。イスラム金融商品に関する、規則及び手続きを含む規制枠組みを維持
する。　

（d）インフラに関する官民連携の促進
　アジア開発銀行（ADB：Asian Development Bank）とアジア開発銀行研究所（ADBI：
Asian Development Bank Institute）の共同研究によれば、2010年から2020年までの期間の
国内・域内インフラ需要を満たすために、アジアは年間平均約7,500億ドルの投資を必要と
する。これらの需要を満たすことを支援するため、官民連携を活用できる大きな可能性がある。
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しかし、この目的達成のために官民連携が有効に活用されるためには、公的部門と民間部門
間における情報の非対称性、資本市場の拡大・深化、公的部門・民間部門との連携における
多国間機関のより積極的な役割といった重要な問題に取組む必要がある。政府、国際金融
機関、民間部門間におけるインフラに関する域内連携は、これらの問題への取組みを支援
する。この連携の重要な要素は、域内インフラに関する官民連携促進プロセスへの民間部門
による持続可能で継続的なインプットを確保する仕組みであり、APEC、多国間機関、政府
と緊密に協働することが大切である。 

提 言
●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に、民間部門、政府、多国
間開発機関と協働を行う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。

（e）債券・株式市場の発展
　近年、域内の債券市場は重要な発展を遂げているものの、新興債券市場は依然として民間
部門の資金調達需要を満たすには決して十分ではない。深化・流動性に関連した供給上の
制約、市場インフラ、法令・政策・規制枠組みが、引き続き市場の発展、とりわけ社債市場
の発展にとって重要な障害となる。APEC参加国・地域は、株式市場を含む資本市場の裾野
を広げる際に発生する難しい問題に対応する必要もある。

　クロスボーダーの資金移動の増大と新たな商品・サービスの導入の促進は、債券市場、
株式市場、域内の資本市場の発展に、引き続き大きく貢献するだろう。上場投信（ETF：
Exchange Traded Funds）など域内外における上場ファンドの重複上場によって、投資家
はより低いコストで高いリターンを得られる可能性がもたらされ、投資選択の幅も広がる。
しかし、政府は、非上場ファンドのクロスボーダー認識という、未だ検討されていない重要
な要素について、議論を開始しなければならない。

　非上場ファンドのクロスボーダー認識について域内の合意がない中、APEC参加国・
地域の中には欧州の規制の仕組み（UCITS：Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities）に依存している国・地域もある。APEC参加国・地域が、域内に
おける非上場ファンドの組成、販売、運用、事務管理を認める一連の規制に合意できる場合
には、参加国・地域にとって投資の選択肢及び雇用機会に新たな重要な幅が生まれる。域内
におけるファンドのリサイクル及び地域統合も促進される。

提 言
●外国発行者を含む発行者ベースの拡大を促進するために、特定投資家だけが参加できる
ホールセール証券市場（一般投資家を保護するために設計された情報開示ルールよりも
緩やかなものが適用される市場）を発展させる。各参加国・地域は、このような仕組みを
創設し、有価証券の決済の域内制度を発展させるために最終的には詳細を詰めて、域内
プロ向け証券市場を創設するために参入障壁を撤廃し、一歩前進することができる。
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●クロスボーダー決済の障害を減らすために、政府・規制当局と市場参加者間において協働
する。公的部門は、税制、外為管理、投資家登録、オムニバス口座、割当に関連した障害
に取組むために先導的役割を担わなければならない。民間部門は、メッセージング・フォー
マット及びプレマッチングに関連した障害に取組むため率先して努力しなければなら
ない。公的部門と民間部門は、現金管理、現物証書、証券コードの付与、決済サイクルに
関連した障害に取組むために協働しなければならない。

●主要な国内外の金融機関及び投資家がクロスボーダー担保市場に参加できるように、域内
を通じて外国有価証券を適格担保として利用することを促進する。これらの市場において、
債券はマネーマーケット取引における担保として積極的に利用したり、買戻条件付取引に
おいて取引したりすることができ、債券市場の流動化に寄与することができる。現行の
制度は、新たな二国・地域間の取決めを構築し、地域全体のシステムへと発展させるため
の出発点としてとらえることができる。

●強固なグローバル・スタンダードを目指して、会計基準、情報開示制度、コーポレート・
ガバナンス・プラクティスの域内全体における収斂を促進するために、政府、規制機関、
信用格付機関、市場参加者間における共同努力を継続する。

●ファンド・パスポート・スキームを導入するために、先駆的イニシアティブをとる。この
ようなスキームは、APEC参加国・地域を通じて広く合意された一連の共通したファンド
投資ガイドラインを遵守した合同運用型ファンドの販売を促進することを意図している。
このようなスキームは、非適格ファンドに比べて一般投資家保護・規制の優れた基準を
提供するよう設計されなければならない。APEC参加国・地域を通じてファンドの販売に
適用できる一連の共通ガイドラインの策定は、関連する規制・税制上の障害と通貨問題に
取組む努力を伴う必要がある。とりわけ社債市場については、すでに供給量が限定されて
いる債券を求めて追加ファンドが設定され、スプレッドがさらに小さくなり、資本の配分
プロセスが歪められる可能性が生じる前に、共通の格付基準、発行者情報提供機関の利用
／透明性、破産法等を含む、授権枠組みを最初に強化する努力を行わなければならない。
投資家が、強化された法令・政策・規制の枠組みから恩恵を受けることは明らかである。

2．より持続可能な成長の促進
（a）規制改革の進展 
　世界経済は一般的に考えられるよりも早いペースで回復したとは言え、その回復は主とし
て民間需要の回復というよりも主要各国・地域によってとられた積極的な財政刺激策が
牽引役となっており、金融仲介機能の完全な回復は依然不確実である。一部のAPEC参加国・
地域においては、金融機関のバランスシート上の減損資産が引き続き問題となっている。
ABACは、持続可能な景気回復がすべての成長アジェンダの根幹を成すものと考える。回復
力があり、安定した融通性のあるビジネス環境の発展が極めて重要である。

　ABACは、様々な規制改革努力が世界中において行われていることに留意している。しか
し、ABACは、APEC参加国・地域が、現在の規制改革努力が取組もうとしている金融シス
テムの脆弱性を抱えた国・地域とは非常に異なった社会・経済構造、発展段階、ビジネス
モデルを有していることを強調したい。例えば、アジアのほとんどの金融機関は、欧米の
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金融機関に比べ比較的厚い預金ベースを有し、リレーションシップ・バンキングに一層の重
きを置いている。

　ABACは、金融機関による行き過ぎたリスクテイクを減らすことを目的とした強靭な世界
的規制枠組みを構築することを支持するが、ABACは、規制資本の増加は一般的にこの目標
を達成する助けとはならず、むしろ持続可能な景気回復を阻害することによって逆効果を
生むだろうと考える。同時に最低流動性要件を導入することは、とりわけ、発展途上国・地域
及び多くの先進国・地域の双方において、革新、ファイナンシャル・インクルージョン、
雇用の主要な源泉であるSMMEと言った借り手にとって、金融仲介機能及び必要とされる
流動性の供給のインセンティブを低下させることによって、この問題を悪化させる可能性が
ある。今回の危機が、主として投資銀行及びノンバンク部門による行き過ぎたリスクテイク
によってもたらされたものである点に鑑み、バーゼル銀行監督委員会が提案した新たな規制
が、商業銀行の金融仲介機能又はノンバンクによる同等の貸出に、不必要な影響を及ぼさな
いようにすべきである。

　規制の導入に当たっては国際的協調が必要であり、各参加国・地域に特有の経済状況、
金融機関のビジネスモデル（例えば、銀行と保険会社のビジネスモデルの相違）、税制・会計
制度を斟酌すべきである。また、規制は、各参加国・地域において、商業ベースで又は他の
サービス・サプライヤーと競合しながら金融サービスを提供するすべての市場参加者が、
同じ方法で同じ規制当局によって所管される同じ法令・規則を遵守しなければならないことを
確保する必要がある。規制改革の目的は金融仲介機能を強化し、安定させることであること
から、ABACは、規制改革案の多くが個別には最適なものであるように見えても、各国・
地域で積み上がると銀行などの規制対象となる金融機関の金融仲介能力を損なう可能性があ
ることを危惧している。例えば、世界的金融危機に対するバーゼル銀行監督委員会の対応は、
「一つの規制ですべてを賄う」規制改革とならないようにすべきであるというものである。
新たな規制は、参加国・地域間の相違を認識しなければならない。とりわけ、監督官庁による
レビュー（第2の柱）を通じて問題に最もよく取組むことができる場合には、発展途上国・
地域がバーゼル銀行監督委員会の枠組みを各国・地域の状況に有効に適応させることができ
るように、監督能力を強化する必要がある。最も基本的なことは、新たなバーゼル銀行監督
委員会の基準及び関連するグローバルな改革措置が、SMMEその他の高リスクの借り手向
けの適切に管理されたリスクを伴う貸出を阻害するまでに至り、結果的により裾野の広い
包摂的な経済成長政策を損なわないよう慎重に対応しなければならない。　

　ABACは、トロントにおけるG20の合意を支持する。とりわけ、ABACは、為替レートの
行き過ぎた変動及び秩序のない動きが経済・金融の安定にとってマイナスの結果をもたらす
というG20の評価に同意する。また、ABACは、財政状態が改善し、景気回復が確認された
場合に、金融機関の資本・流動性基準の強化ルールを段階的に実施するというG20の合意に
ついても歓迎する。さらに、ABACは、均衡ある成長を達成するために重要である流動性
の高い資本市場及び効率的な金融サービスを展開する努力の方向性において、G20参加国と
APEC地域の間に相違及び対立がないことを確保することが重要であるとも考える。
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提 言
●資本及びレバレッジを含むものの、それに限定されない重要な指標の水準決定については、
民間部門との緊密な協議及び対話を継続する。新しい規制がビジネスを行う上でのコスト
に及ぼす影響について見直し、評価する。

●資本バッファーを導入する際の、景気後退をもたらす可能性について考慮する。ABAC
は、景気動向に応じて資本規模を調整することは極めて困難であると考える。したがって、
ABACは、潜在損失に備えるための引当と資本との区分に関して、十分な考慮が向けられ
るべきであると考える。　

●金融機関のリスクテイク能力を超えた活動を規制する。金融機関のリスク監視能力及び
財務内容を強化する。 

●発展途上国・地域の金融規制当局が監督能力を強化できるよう、また各参加国・地域の
状況及びビジネスモデルに合致する形で、バーゼル銀行監督委員会の枠組みを有効に採用
できるように、キャパシティ・ビルディング努力を行う。 

●流動性の高い資本市場及び効率的な金融サービスを発展させるために、G20の規制改革の
結果と域内努力の間の一貫性を確保する。

（b）国際財務報告基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）の採用 
　ABACは、質の高い単一のグローバルな会計基準の導入を目指すG20のイニシアティブを
支持する。ABACは、IFRSなど強固な共通の会計基準の導入は、APEC域内における資本
市場の更なる発展を強化するとともに、持続可能な経済成長を促進するものと考える。しか
し、景気循環が民間部門の経済活動に与える効果を最小限に抑えるために、IFRSの様々な
要素について研究を行わなければならない。これらの研究は、会計ポリシーが実体経済及び
企業経営に与える影響に焦点を当てるべきである。バーゼルII（及びその改訂版）や保険
監督者国際機構（IAIS：International Association of Insurance Supervisors）の原則など、
他の規制枠組みとの一貫性についても注意深く研究しなければならない。これらの枠組みに
ついて研究を行う際に、すべての業界は同じではないことを認識しておくことが特に重要で
ある。例えば、外見上似ているものの、保険業は銀行業とは大きく異なるものである。

　また、APEC地域は、会計基準に関するグローバルな議論に有効な貢献をするよう、尽力
しなければならない。会計基準は、企業の経営実績を理解するとともに、長期に亘って企業
価値を生むために、経営者が活用する最も重要な経営ツールのひとつである。IFRSの導入
には一定の融通性を持たせ、財務諸表作成の負担を軽減するために各参加国・地域のビジネ
ス慣行を反映しなければならないが、参加国・地域が受け入れるべき基準を選択することを
認めるべきではなく、またIFRSを地域の事情に合わせて変更することも認めるべきではない。

提 言
●国際会計基準審議会（IASB：International Accounting Standards Board）、APEC、ABAC
間における適切なコミュニケーションを確保するために、IFRSの円滑な導入に関する
研究について議論するタスク・フォースを設置する。
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●非財務情報及び金融商品、とりわけ非流動性資産（例えば、IFRS第7号に定めるレベル
3資産）の公正価値を計算する際の恣意的な取扱いを避けるために、明確なガイドライン
を策定する。

●金融セクターによって提供された個々のローンの時価評価実施に伴うコストについて考慮
するとともに、国際会計基準（IAS：International Accounting　Standards）第39号に
おいて提案されている今後の規定を実施する場合には、民間部門との緊密な対話を継続する。

●企業の損益計算書に重要な影響を及ぼす可能性がある改訂（例えば、年金会計に関する
IAS第19号）を行う際には、民間部門と入念に調整を行う。

（c）環境ファイナンス
　企業は、ポスト・コペンハーゲンの時代において以前よりさらに高い水準の環境規制リス
クに直面している。国際社会が、環境問題に対する政策対応として「一つの規制ですべてを
賄う」という考え方を避けたことは正しい対応である。また、環境の質を改善し、温室効果
ガスの排出量を削減するための多くの政策アプローチは、高度に中央集権化し、高度に規範
的なものに基づいている。これらのアプローチは、要求される環境面の成果を正確にかつ
測定可能な形で定義しつつもそれぞれの市場参加者に知識・状況に最も合致する特定の
解決策を模索させるアプローチに比べ、経済的観点から見るとはるかにコストがかかる。

　一方、民間部門は現在、とりわけ発展途上国・地域において、再生可能エネルギー・プロ
ジェクトの分野における我々の活動の拡大を図る中、重要な難しい問題に直面している。
再生可能エネルギー・プロジェクトの拡充には、商業ベースで採算が合うように、実現可能性
ギャップを埋め、民間投資家にとってプロジェクトを実現可能なものとするために、保証、
補助金、税制優遇措置といった形態での、公的部門の積極的な関与が必要とされる。このよ
うな商業上の実現可能性ギャップには、規制によって低水準に据え置かれている、または
廉価なエネルギー源（水力発電費用）を基準とした小売電気料金、各参加国・地域の信用
状態に関連したリスク、電力購入者の脆弱な財務状態、再生可能エネルギーのインセンティブ
及び規制の欠如（または不十分さ）、免許手続き・法制度の透明性の欠如、金融市場の効率性・
流動性の欠如が含まれる。　

提 言
●政策枠組みにおいて、化石燃料の利用に対する補助金削減への再度の取組み、エネルギー
技術の民間部門の応用研究開発の促進及び代替エネルギー源の促進に対する税額控除又は
補助金といった優遇措置などを含む、一連のハイレベルの原則を策定する。規制制度を
設計する際に、政府は産業界と協議する必要がある。

●再生可能エネルギー・プロジェクトに十分なキャッシュフローが供給されるように、イン
センティブ及び規制を導入する。ホストとなる政府は、これらのインセンティブプログラ
ムを継続するために、強力かつ実行可能な公約を維持しなければならない。



60 2010年　APEC首脳への提言

●APEC首脳への提言「持続可能な成長を全ての人々のために」

●プロジェクトのホストとなる参加国・地域の政府又は国際金融機関（IFI：International 
Financial Institutions）が電力購入者に対し信用補完を行うこと。また、金融市場の効率
性及び流動性を向上させるとともに、資金不足ギャップを埋めるための措置を導入する
必要がある。

3．より均衡ある成長の達成
（a）SMMEの資金調達の拡大
　ABACは、担保付貸出の枠組みの拡充を通じて、商業貸出を促進する分野において、企業、
とりわけSMME向けのファイナンスを促進する改革イニシアティブを強く支持してきた。
SMMEは一般的に大企業に比べて脆弱で、世界経済環境による影響をより強く受けやすい。
金融機関との深い関係がない場合が多いことから、SMMEは様々な形態の資産担保型の
資金調達に依存している。SMMEが域内の経済成長を牽引する極めて重要な役割を果たし
ていることから、この市場に流動性を供給するよう、資産担保型の貸し手にインセンティブ
を与えるため、担保付貸出の透明性があり効率的な法律インフラを促進する規制イニシア
ティブを実施しなければならない。

　ほとんどのSMMEは、銀行が要求するように担保として土地・建物を提供できないこと
から、銀行融資の利用が制限されている。商業銀行は通常担保付ローン（担保の設定を伴う
ローン）を提供している。土地・建物には、確固たる所有権の登記と評価制度が通常備わっ
ていることから、土地・建物は担保として利用される最も広く受け入れられている種類の
資産である。

　多くの先進国・地域において、担保法は、棚卸資産、機械、設備の他に、売掛金、知的財産、
他社の持分権、賃借権などの無形資産も対象としている。したがって、より信頼性が高い
担保付貸出に関する法律が促進された場合には、これらの資産を保有している企業、とりわけ
SMMEは資金調達の機会が拡大する。これらの改善には、抵当権が設定でき、第三者対抗
要件を具備できる担保の種類を拡大するだけではなく、このような担保権が統合的かつ唯一
の、一般に検索可能な登記に関する規定も含まれる。これにより、貸し手にしばしば不安を
もたらし、高リスクの借り手への融資を抑制する「隠れたる抵当権」の問題を避けることが
できる。短期のキャッシュフロー問題を経験しているものの、問題処理と企業再生を可能と
する実行可能なビジネスモデルを有している企業に対する流動性の提供を促進するために、
再建企業向け融資に関するより詳細な規定を促進するという改革についても考えなければな
らない。

　担保付貸出の規制プロセスを改善する他、ABACは、域内の多くの参加国・地域において、
SMMEの資金調達機会を拡大する上で重要な問題となる、適切な仕組みを有する信用情報
システム及び法的枠組みを発展させるとともに、保証の形態で商業上の資金調達ギャップを
埋めることが重要であると考える。電子約束手形の導入など現代の技術発展は、不正リスク
を抑え、SMMEが利用できる資金調達ツールを拡大する可能性がある。また、世界的な
事業拡大を目指すSMMEを支援するため、課税問題などすべての障害を取除くことも重要
である。
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提 言
●SMMEの資金調達機会を拡大するために、適切な仕組みを有する信用情報システム及び
法的枠組みをAPEC参加国・地域が発展させることを支援することに焦点を当てたSMME
ファイナンス・イニシアティブに着手する。

●信用保証の形態で信用強化を提供すること、SMMEの財務活動・国際活動を促進するた
めにより良い規制枠組みを導入することによって、SMMEのビジネスの発展を支援する。

●効率的で透明性の高い単一の担保の登記及び信頼性のある評価制度を導入する。これによ
り、債権者が優先担保と自分が有する担保の優先順位を確実に判断でき、ローンが債務
不履行に陥った場合にローンを回収するために担保権を行使し、担保を流動化させるために
迅速に行動することができる。ローンに担保を設定するために、土地・建物の他に担保と
して様々な資産を認識する担保法を導入する。再建企業向け融資の機会を増やす。

（b）ソーシャル・セーフティ・ネットの拡充
　十分な社会保障政策の実施は、企業が直面している困難な問題を緩和し、雇用を安定化
させる上で積極的な役割を果たすと同時に、経済発展のパターンを変容させるための強力な
推進力となる。したがって、社会保障政策は、経済成長の持続、国内需要の刺激、経済改革
の実現、人々の福祉の改善に大いに貢献する。

提 言
●人口の高齢化、雇用形態の多様化、都市化の加速など各参加国・地域の特質に従い、企業
退職者の関連する保険金・基礎年金、最低生活基準を引き上げるために社会保障政策を
実施する。

●拠出型方式の十分な年金制度を導入する。APEC参加国・地域は、域内における十分な労働力
の流動性を可能とする年金制度を促進するために必要な協定を締結しなければならない。

（c）ファイナンシャル・インクルージョンの促進
　多くのAPEC途上参加国・地域において、成人人口の大部分、とりわけ経済ピラミッドの
最下層に属する者、地方に住んでいる者、女性が、依然として金融サービスを利用できない
状況にある。この数年間に、マイクロファイナンスが、とりわけ技術・革新の導入のおかげ
で、サービスの提供コストが下がり、限定的にこの問題に取組む最初のツールとして有効で
あることが証明された。APECは、マイクロファイナンスの促進の様々な側面に取組む政策
改革の成功経験を共有するために有効なプラットフォームを提供することによって、ファイ
ナンシャル・インクルージョンの拡大に大きく貢献する大きな可能性を有している。規制
改革措置は、ファイナンシャル・インクルージョンを促進するためにどのような政策が必要
とされるかに関する最近の包括的な研究を考慮に入れ、金融の健全化基準を遵守する一方で、
必須の規制に消費者ニーズに対応した商品を仕組む融通性を残さなければならない。金利
規制、貸出上限、情報開示要件、引受規範などの措置は、このイニシアティブに基づく包括的
分析に含まれなければならない。 
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提 言
●2009年にABAC及び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・グループが提案したAPEC財務大臣プロセスに基づき、APECファイナンシャル・
インクルージョン・イニシアティブを立ち上げる。




