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ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ高級実務者に私どもの２００７年提言を提出できることを嬉しく存じます。 

 

本提言は、アジア太平洋地域のビジネス界にとり重要な問題の概要をＡＰＥＣ実務者に提示し、そし

てＡＰＥＣとＡＢＡＣ間の作業レベルの関係を深めるイニシアティブであります。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣとの建設的な対話に加わって参りました。２００７年を通して、ＡＢＡＣは、運輸、中

小企業、エネルギー、保健、貿易、金融、そして婦人対策に関するＡＰＥＣの担当大臣会合に参加い

たしました。特に、ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域のビジネス界にとり重大な問題およびＡＰＥＣ自体

の将来の方向と体制に関する３回の高級実務者会合（ＳＯＭ：APEC Senior Officials Meeting）にお

いて、活発な討議に加わりました。 

 

高級実務者の皆様に本提言を提出するに当たり、私は、今年ＡＢＡＣが特別に関心を持った作業レ

ベルの活動の幾つかに焦点を当てたいと考えております。これらの活動は２００８年のＡＢＡＣの優

先事項に指定されるものであります。 

 

● 気候変動は私どものＡＰＥＣ首脳への提言の中でも特記事項であり、シドニーでの私どもとＡＰＥ

Ｃ首脳との対話においても大きく取り上げられました。気候変動に関するＡＢＡＣの今後の作業

は、省エネ技術における革新および投資を加速する政策に焦点を合わせることになるでしょう。

気候変動の政策を巡り、市場が発する明確なメッセージをビジネス界が求めていくことがエネル

ギー安全保障問題に対応するＡＢＡＣの作業の一部になるでしょう。 

● マーシャル・スクール・オブ・ビジネスの原産地規則に関する調査報告に基づき、アジア太平洋

地域における貿易協定の規定の収斂および自由貿易協定（ＦＴＡ：Free Trade Agreement）の交

渉におけるモデル措置の推進。 

● ドーハ・ラウンドの促進を通じて、アジア太平洋地域における貿易・投資環境の更なる自由化お

よびアジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of the Asia-Pacific)の実現可能性に

関する研究。 

● 標準化、知的財産権保護等の国内措置に取り組むことによる貿易の円滑化。 



● アジア太平洋地域内の金融市場の強化・深化を推進するため、そして気候変動が金融市場に

与える影響を調査するため、ＡＰＥＣ財務大臣との連携を強化。 

● ２００８年にＡＰＥＣ首脳への提言を提出することを念頭において、労働力の国際移動が持つ経

済的意義に関して、ＡＢＡＣと太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ：Pacific Economic Cooperation 

Council）による共同研究の実施が予定されております。 
 

本提言には、シドニーにおけるＡＰＥＣ首脳の最近の声明に関するＡＢＡＣの講評は含まれておりま

せん。これらの問題は、２００８年１月にジャカルタで開催される２００８年第１回ＡＢＡＣ会議で討論さ

れる予定であります。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣを一つの機構として強化・発展させるため、またビジネス界およびより広範にＡＰ

ＥＣ共同体に対して、引き続き実質的かつ有益な成果をもたらすために、ＡＰＥＣ高級実務者との協

働作業の継続に期待を寄せております。 

敬具 

 

２００７年ＡＢＡＣ議長 

Mark Johnson 

 

 

 



 

ＡＰＥＣ高級実務者会合＊への提言 

 

 

１．ＡＢＡＣのＡＰＥＣとの連携と協力 

 

ＡＰＥＣとＡＢＡＣの連携は、引き続き、アジア太平洋地域のビジネス界にとって重要な成果をもたら

している。ＡＢＡＣは、ビジネス界およびより広範なＡＰＥＣ共同体に価値を加えるような成果を生み

出す取り組みの一環として、この建設的な関係を更に深めてゆく所存である。 

ＡＰＥＣからの連携を拡大したいとの要請に対し、ＡＢＡＣは具体的・中心的役割を担う連絡代表者

（Liaison Representative）を指名し、ＡＰＥＣの特定の委員会・部会との関係の進展およびより円滑な

連携の発展を促進する。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

１） ＡＰＥＣ首脳／高級実務者会合（ＳＯＭ：APEC Senior Official Meeting）レベルに限らず、ＡＰＥＣ

の委員会・部会とＡＢＡＣの作業部会間の作業レベルにおいても、ＡＢＡＣとＡＰＥＣ間の相互の

連携を強化する。 

２） 特定のＡＰＥＣの委員会・部会との連絡を図る権限をＡＢＡＣメンバーから与えられているＡＢＡＣ

の連絡代表者を承認し、そして支援する。 

３） ＡＢＡＣの提言に対し、早急、有益、かつ建設的な対応ないしは返答を行う。それを受けて、  

ＡＢＡＣは、今後の提言に一層磨きをかけ、そして焦点を絞ることができるようになる。 

 

２．キャパシティ・ビルディング 

 

ＡＢＡＣは、安定的かつ十分に発達した金融システムを育成する上で、制度面におけるキャパシティ・ビル

ディングが決定的に重要であると考える。ＡＰＥＣの多くの発展途上国・地域は、過去数十年間において生

活水準の向上に目覚しい成功を収めてきたが、未だに、十分に多様で効率的な、そして活気のある金融市

場を持っていない。 

この先何年も成長を持続しようとするならば、この課題に取り組む必要がある。地域協力が、この目的の

実現に重要な役割を果たすことができる。本目的が実現すれば、アジア太平洋地域全体に利益をもたらす

他、ＡＰＥＣの構想の達成を促すことになる。アジア太平洋地域において、金融部門に関連するキャパシ

ティ・ビルディングのイニシアティブが不十分であるということは決してない。 

それどころか、様々なアジア太平洋地域の組織および国際金融・開発機関は、今日、多くの新興市場諸国



が金融市場の強化・深化において進展を成し遂げるのを支援するため、数多くのプロジェクトを引き受けて

いる。主要な課題は、いかにして、これらのプロジェクト事業の間により大きな相乗効果を生み出すかであ

り、また、重要な点は、いかにして、かかるプロジェクトの取り組みの中に、民間部門を効率的に参加させ、

そして統合するかである。 

 

２．１ 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 
 

ＡＰＥＣ金融システム キャパシティ・ビルディング アドバイザリー・グループは、２００３年の設立以来、上

記の課題に取り組むため、国際的な公共部門および民間部門の機関・組織の参加を得て、定期的な話し

合いを行ってきた。ＡＢＡＣは、同アドバイザリー・グループおよび太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ：Pacific 

Economic Cooperation Council）と緊密に連携し、多くの政策的取り組みを提案した。なお、これらの政策的

取り組みは同アドバイザリー・グループの２００７年版報告書に反映されている。金融システムの強化・発

展を図るキャパシティ・ビルディング措置に関する同アドバイザリー・グループの２００７年版報告書は、「添

付資料１」に列挙されている幾つかの提言を行っている。 

 

２．２ アジア太平洋地域の債券市場の発展支援 
 

最近の数年間、アジア太平洋地域の現地通貨建て債券市場の発展に関して、様々な官民対話が行われ

てきた。これらの対話が、主要な提言の洞察・要約を可能にしていることとは別に、i） 債券市場の流動性

を強化・増加する活動を民間部門に首尾よく促すと考えられる措置に関して助言を与えること、ii） 政策機

関により計画され、そして引き受けられる措置に対応して、いかに市場が発展して行くと考えられるかにつ

いて一つの理解を与えることにより、官民両セクターにとり非常に有益であることを立証した。２００６年の

ハノイにおけるＡＰＥＣ財務大臣会合はＡＢＡＣより提示された次のような提案を受入れた。 

（ＡＢＡＣの提案）：ＡＰＥＣ金融システムキャパシティ・ビルディングアドバイザリー・グループは、いかにし

て、官民両セクターが協力し合いながら、それぞれのＡＰＥＣ参加国・地域の債券市場（特に社債市場に注

意を払いながら）を発展させることができるかについて、各ＡＰＥＣ参加国・地域と踏み込んだ議論を促進す

べきである。 

ＡＰＥＣ参加国・地域が、目標設定を超えて、重要な課題に取り組み、そして実行に移しつつある中、かか

る対話の時期は適切であると考えられた。これらの対話に関しては、一日の日程の会議を連続して行う形

をとり、また、各会議では、発展途上の３ないし４のＡＰＥＣ参加国・地域の債券市場に的を絞ることが決定

された。 

 

最初の対話フォーラムが、２００７年５月８日に召集された。本フォーラムは、ＡＢＡＣおよび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・グループにより主催された。この最初の

フォーラムでは、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの債券市場に焦点を合わせた。本フォーラ

ムは、ＡＰＥＣ参加国・地域の関係当局実務者および規制当局者、民間部門の市場参加者、また国

際的な官民の組織の専門家の対話を促し、市場の発展に役立つと考えられるキャパシティ・ビル

ディングのイニシアティブを前面に打ち出した。 



 

２．３ 中小企業の振興とＡＰＥＣビジネス共同体の創設 
 

中小企業（ＳＭＥｓ：Small and Medium Enterprises）は、ＡＢＡＣのアジェンダの重要な要素である。２００７年

８月にメルボルンでＡＢＡＣが主催したＳＭＥ企業サミットを含め、ＳＭＥ大臣会合へのＡＢＡＣの参加を通じ

て、アジア太平洋地域全体のＳＭＥｓの競争力を強化する方策を見出す真剣な努力が払われている。 

 

この取り組みの一環として、ＡＢＡＣメキシコは、２００７年を通して、ＳＭＥｓを育成するためにいかな

る措置が講じられたか、そしてＳＭＥｓ振興の努力による暫定的な成果を含め、各ＡＰＥＣ参加国・地

域におけるＳＭＥｓの貢献に関する情報を集める目的で調査を実施した。本調査の情報は、２００８

年にペルーにおけるＡＰＥＣ首脳への提言の基礎資料として、ＡＢＡＣメキシコが指揮をとり、そして 

ＡＢＡＣニュージーランドが支援している作業グループにより分析される予定である。ＡＢＡＣの目的

は、ＳＭＥｓ成長の促進、雇用の創出、ひいてはＡＰＥＣビジネス共同体の構築の重要な手段として、

世界的なバリュー・チェーンへのＳＭＥｓの参加を支援することにある。 

 

２．４ 中小企業の融資利用とマイクロ・ファイナンスの役割 
本年、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ地域内でマイクロ・ファイナンスに携わる機関を支援し、いかにしてアジア太平洋

地域における貧困の撲滅を徹底・強化できるかについて検討した。伝統的な金融機関ならびに個人投資

家そして機関投資家の参加が増えるのに応じて、マイクロ・クレジットの発展が加速した。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

４）  マイクロ・クレジットの制度を確実に成功させるため、マイクロ・ファイナンスに携わる機関が合

理的なコストで資金を十分に、そして継続的に供給するのを保証する取り組みを発展させる。 

５） 政府、ドナー、個人投資家および機関投資家からマイクロ・ファイナンスを行うセクターへの投

資フローの増加を促すべきである。 

６） 発展途上のＡＰＥＣ参加国・地域において、マイクロ・クレジットに携わる機関の数を増やす。 

 

３．Ease of Doing Business（ビジネス環境整備） 

 

３．１ 透明性とEase of Doing Business（ビジネス環境整備） 
 

ＡＢＡＣは、ハノイ行動計画の中で、ＡＰＥＣ閣僚が煩わしい官庁手続を減らし、ビジネス規制の質の向上を

企図した「民間部門の発展（private sector development）」に関する複数年の作業計画を承認したことに注

目した。本計画は、i) 世界銀行の Ease of Doing Business（ビジネス環境整備：ＥＯＤＢ）の研究において認

識された課題、ii) ２００６年５月にモントリオールで開催されたＡＢＡＣ／ＡＰＥＣ共同シンポジウムにおいて

認識された課題に取り組むＡＰＥＣ中小企業作業部会の会議の合間に行われる年次ワークショップを包含

している。ＡＢＡＣは、この重要なＡＰＥＣの活動分野を引き続き監視し、そしてＡＰＥＣが適切なキャパシ



ティ・ビルディングの方策を見出すのを支援し、また、かかる方策を支持することにも同意した。 

ＡＢＡＣは、２００７年５月にオーストラリアのホバートで最初のワークショップが開催され、新規ビジネスの

創業規制の問題に取り組んだことに留意した。またＡＢＡＣは、今後のワークショップが２００８年にはペ

ルーで（ビジネス許認可をテーマに）計画されていること、２００９年にはシンガポールで（融資の獲得を

テーマに）計画されていること、そして２０１０年には東京でも計画（テーマは未定）されていることにも留意

した。 

ＡＢＡＣにより促進されている効率的かつ費用効率の良いビジネス規制の枠組みおよびＥＯＤＢの他の問

題は、経済成長と地域統合に対する国内障壁に関するＡＰＥＣのより広範な議論の一環として、日増しに取

り上げられている主題であることは明白である。ＡＢＡＣは、２００６年のモントリオールにおけるＥＯＤＢシ

ンポジウムにより、そして同シンポジウム以降に、アジア太平洋地域内で培われた趨勢・機運を称賛した

いと考えている。しかし、問題は、今後のワークショップにおいて、集中的な活動のレベルを維持し、そして

集中的な活動を土台にして前進することである。主として、世界銀行の年次調査を利用し、ＡＰＥＣ参加国・

地域の相対的に脆弱な分野におけるパフォーマンス改善に向けた進展を、注意深く、そして恒常的に監視

する必要がある。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

７） キャパシティ・ビルディングのプロセスを加速させるため、年次の定例ワークショップにおいて取

り上げる Ease of Doing Business（ＥＯＤＢ：ビジネス環境整備）のテーマの数を増やすことを検

討し、また、ワークショップが毎年複数回開催されることも検討する。結果として、あらゆる関連

テーマの問題へ可及的速やかに対処できるようになる。 

 

３．２ 労働力の移動 
 

ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域内における労働力の移動の問題を入念に研究してきた。グローバリゼーショ

ンは、モノと資本の自由な移動をもたらした。しかし、生産における基幹要素である労働力が受けるに値す

る政治的注目を日増しに集め始めたのは、ごく最近のことである。 

ＡＢＡＣは、人口移動が各ＡＰＥＣ参加国・地域の経済・社会生活に不可欠、そして不可避の要素であるとの

認識が高まりつつあると考える。またＡＢＡＣは、秩序正しく、そして適正に管理された人口移動は、個人に

も、そして社会にも有益であると考える。しかし、人口移動およびビジネス関係者の移動がグローバリゼー

ションの未完成事業のテーマとして残っている理由は、かかる移動に関わる複雑な社会的、政治的側面に

起因している。 

国際的な人口移動を牽引する主たる力は経済である。つまり、人々は、母国では入手できない、より高い

所得の可能性を提供する外国に、労働力として入国することを求めて移動するからである。大きな国際的

所得格差が、経済的動機の潜在力であることを示唆している。 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣの先進国･地域の人口老齢化に伴い、熟練労働力および未熟練労働力が不足している

こと、そして市場力学における変化の因果関係（労働力の逼迫は、その見返りとして、発展途上のＡＰＥＣ



参加国・地域に労働力の移動の機会を与える)を含め、アジア太平洋地域において人口統計上の変動が進

行中であることを指摘してきた。ＡＢＡＣは太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ：Pacific Economic Cooperation 

Council）と協働して、労働力の国際移動に関する共同地域研究に従事している。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

８） 労働力を供給するＡＰＥＣ参加国・地域および労働力を受け入れるＡＰＥＣ参加国・地域の両方

に対する、アジア太平洋地域内における労働力の移動の経済的重要性を認識する。 

９） ＡＢＡＣと太平洋経済協力会議(ＰＥＣＣ：Pacific Economic Cooperation Council)により展開され

ているアジア太平洋域内における労働力の国際移動に関する現在進行中のプロジェクト研究

に留意する。なお、本研究は、２００８年にＡＰＥＣ首脳への提言することを念頭に、この労働力

の移動という問題の経済的影響を評価することを目的としている。 

 

３．３ モノの移動の円滑化 
 

ＡＢＡＣは、非効率な税関手続および港湾での取り扱いが、モノの移動に遅れが生じる原因であると認識

する。ＡＢＡＣは、全ての輸入・輸出・輸送に関する規制要件を満たす標準化された情報と書類の一括提出

を可能にし、また同時に貿易システムの統合と安全確保の強化を可能にする、「ＡＰＥＣシングル・ウインド

ウ（単一受付窓口）」システムの開発・導入に向けた取り組みの加速を要請する。 

 

加えて、ＡＢＡＣは、「ＡＰＥＣ貿易の安全確保ための枠組み」導入に関連して、ＡＰＥＣ参加国・地域に対し、

民間部門と協力してアジア太平洋地域におけるモノの移動に関し、効率的な安全確保の制度を推進する

貿易の安全確保イニシアティブの策定を行うことを要請する。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

１０） 望ましくは２０１２年までに、「ＡＰＥＣシングル・ウインドウ（単一受付窓口）」の開発・導入に向

けた取り組みを加速する。 

１１） ＡＰＥＣ参加国・地域間で、また民間部門と協働し、安全な貿易業者からの合法的かつリスク

の低い貨物の円滑な通関を加速する目的で、優良事業者（Authorized Economic Operators：

ＡＥＯｓ）の相互承認の制度を確立する。 

 

３．４ ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード 
 

ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ：APEC Business Travel Card）制度は、ＡＰＥＣ参加国・地域間のビ

ジネス出張を円滑にするというＡＢＡＣの要請に基づいて１９９６年に生まれた。ＡＢＡＣの問題意識は、査



証要件を原因とするビジネス出張の遅延がビジネスに与える甚大な実質コストにあった。ＡＢＴＣがオース

トラリア、韓国およびフィリピンにより１９９７年５月に導入されて以来、ＡＢＴＣ制度は着実に伸長した。今日、

１９のＡＰＥＣ参加国・地域がＡＢＴＣに参画している。そして、現在ＡＢＴＣ保有者数は 22,000 人を超えてい

る。カナダとロシアの２カ国が、まだＡＢＴＣ制度に参加していない。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＢＴＣ未参加国・地域が完全な参加メンバーとなるための移行期間を成功させ、また現行の 

ＡＢＴＣシステムの運用改善を促すべく、過去の提言項目を見直した。 

 

第一の基準は、ＡＢＴＣ未参加国・地域の参加への移行期間を最短にすることである。正式に参画している

ＡＰＥＣ参加国・地域においては、自国の国境において、事前承認を与えていない（カード裏面に当該国名

の記載の無い）カード保有者の受け入れを求められるので、この提案を受け入れるインセンティブがほと

んど無い。特に、このような状態が不合理に長く続くならば、なおさらである。従って、移行期間はできる限

り短くすべきである。 

 

第二の基準は、キャパシティ・ビルディングである。現在は、事前承認を得たカード保有者だけが、ＡＰＥＣ

レーンを通過することができる。しかし、この新しいシステムでは、入国担当官は、ＡＰＥＣレーンにおいて、

査証免除制度（VWP：Visa Waiver Program）のカード保有者と、査証非免除制度（Non-VWP）のカード保有者

を区別することを求められる。従って、入国担当官が二つのタイプのＡＢＴＣ保有者を明確に区別し、混乱

を避け、そしてＡＢＴＣの貴重な利点でもある効率的な国境通過手続を現状の水準に維持することができる

ように、ＡＰＥＣはキャパシティ・ビルディングに関して十分な措置を講じるべきである。 

 

第三の基準は公衆周知である。移行期間の制度は、事前承認を得ているか否かに関係なく、全ての   

ＡＢＴＣ保有者に対して、ＡＰＥＣレーンの通過を認めるものであり、これにより、ＡＢＴＣ保有者は、自分達

が事前承認を得ているものと思い込む可能性がある。従って、ＡＰＥＣは、ＡＢＴＣ保有者およびＡＢＴＣ申請

者の間に公衆周知を広く徹底させるため、ＡＢＴＣ制度の変更を明確に公示すべきである。 

第四の基準は、ＡＢＡＣの２段階モデルのコンセプトを有効活用することである。このコンセプトは、既に新

しい提案に組み込まれているが、その実行に関して、まだ幾つかの障害が残っている。従って、ＡＢＡＣは、

移行過程を円滑に進めるため、ＡＰＥＣがＡＢＡＣの２段階モデル提案の基本コンセプトを踏襲すべきであ

ると考える。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

１２） カナダとロシアの正式参加を円滑に進めるため、３年間の移行期間を通じ、両国に対し、   

ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ：ＡＰＥＣ Business Travel Card）制度への正式参加を

慫慂する。 



１３） 移行期間をできるだけ短期間（最長で３年）に維持する。 

１４） 国境における混乱を避けるため、十分なキャパシティ・ビルディングを提供する。 

１５） 公衆周知をＡＢＴＣ保有者の間に広く徹底させ、そして混乱を避けるためシステム変更を公示

する。 

１６） 移行を円滑に進めるため、ＡＢＡＣの二段階モデル提案の基本コンセプトを踏襲する。 

１７） ＡＢＴＣシステムに正式に参加しているＡＰＥＣ参加国・地域におけるＡＢＴＣの運用を引き続き

改善する。改善措置には、i) 事前承認に要する処理時間の更なる短縮、ii) ＡＢＴＣの有効期

間の延長、iii) オンライン・サービスの改善、iv） 空港・港湾におけるＡＢＴＣの的確な認識の徹

底、v) 視認性の高いＡＢＴＣレーンの提供、等が含まれる。 

 

４．エネルギーと気候変動 

 

気候変動が我々のビジネス界および地域社会に与える影響は、ＡＰＥＣ地域の問題であると同時に、地球

規模の問題でもある。気候変動の難題に取り組む上で、ビジネス界は問題解決の一翼を担っていると見な

されるべきである。 

ＡＰＥＣ地域内で温室効果ガスの排出を削減する措置とクリーン開発を推進する措置を講じるよう、ＡＰＥＣ

参加国・地域に求める圧力はますます増大している。気候変動に対処する一連の政策が既に実施されて

いる国・地域もあり、また、現在立案中の国・地域もある。ＡＢＡＣは、産業分野別の取り組みおよび官民連

携が、気候変動問題への効果的な対応方法であると考えるが、これらは「クリーン開発および気候に関す

るアジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ：Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate）」  

（ＡＰ６）の中核をなすものである。 

ビジネスの視点から見ると、気候変動に対応した行動をとるためには、ＡＰＥＣ参加国・地域が透明かつ一

貫した政策の枠組みを実施しなければならないことが、ますます明らかになってきている。産業界にとって

研究・開発、工場、そして製造工程への投資は重要な検討事項であることから、ＡＢＡＣは、気候変動の分

野において、地域の具体的な問題に配慮し、かつビジネス界に長期的に透明性と確実性をもたらす公共

政策の策定を奨励する。 

各ＡＰＥＣ参加国・地域が、域内全体にわたり、ベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）の共有と、省エ

ネ技術・製品の普及を進めることが重要である。そのためには、各ＡＰＥＣ参加国・地域が、省エネ技術・ノ

ウハウの専門家を育成する必要がある。ＡＢＡＣは、エネルギー効率と省エネを促進するボトムアップ・ア

プローチが、温室効果ガスの排出削減に効果的な取り組みであると考える。 

技術移転を円滑に行うためには、クリーン・エネルギー、再生可能エネルギーおよび省エネ技術の開発者

側の知的財産権を保護する国際的ルールを確立することが重要である。さらに、関連する技術、製品、

サービスに対する関税その他の障壁を撤廃することも重要である。 

 



提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

１８） 政府施策を効果的に組み合わせて推進し、炭素隔離等の大規模なクリーン・エネルギー技術

プロジェクトの実施を妨げないことを保証する。 

１９） 建物および電気機器などの分野において、産業、商業ならびに消費者レベルで、エネルギー

の効率的な利用を推進する。 

２０） 「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ：Asia-Pacific Partnership 

on Clean Development and Climate）」（ＡＰ６）の主な目標を支持し、ポスト京都議定書の枠組

み構築にＡＰ６の中心的な要素が適用可能か検討する。 

２１） クリーン・エネルギー、再生可能エネルギーおよび省エネ技術の開発者側の知的財産権を

保護する枠組みを確立する。 

２２） 各国･地域に働きかけて、産業・企業ができるだけ早期に目標を設定し、個別行動計画を策

定・実施できるよう、支援する方法を検討させる。 

２３） アジア太平洋地域の強固なエネルギー・インフラを構築するために、下記のとおりエネル

ギー政策を見直す。 

ａ） 原油の採掘から輸送、精製にわたり、安定供給を確保するための投資を奨励する。 

ｂ） 健全なエネルギー投資環境をつくるために、２００４年にＡＰＥＣエネルギー大臣により承

認された「エネルギー投資報告書：ＡＰＥＣ地域におけるエネルギー投資の円滑化」にあ

る提言を、引き続き実行する。 

ｃ） ＡＰＥＣエネルギー・ビジネス・ネットワーク（ＥＢＮ：Energy Business Network）の作業と提

言について十分考慮する。特に成熟エネルギーの供給、末端利用技術、官民による投

資促進、温室効果ガスの排出削減の具体的方法について、十分に検討する。 

 

５．保健 

 

５．１ アジア太平洋地域全体の緊急時対策 
 

ＡＢＡＣは、ビジネス界による緊急時の適切な準備対策が決定的に重要であることを、あらためて強調する

とともに、感染症事象に効果的に対処するアジア太平洋地域の能力向上の観点から、ＡＰＥＣの公衆衛生

事業、および、ライフ・サイエンス（生命科学）部門の発展に関するＡＰＥＣの取り組みを支援する。 

本年、ＡＢＡＣは、国連インフルエンザ対策システム・コーディネーター（ＵＮＳＩＣ：United Nations System 

Influenza Coordinator)と協働作業をする恩恵を受けた。ＵＮＳＩＣは、この協働作業を通じて、アジア太平洋

地域における緊急事態に対応するビジネス部門の対策の策定、特にインフルエンザ感染症に対するビジ

ネス部門の準備対策の策定における継続的な取り組みにおいて、ＡＢＡＣを支援した。 



ＵＮＳＩＣとの協働作業には、i) 各参加国・地域のビジネス団体を通じてビジネスに、ベスト・プラクティス（優

れた取り組み事例）および指針を、できる限り広範囲に普及させる観点から、ベスト・プラクティスおよび指

針に関する有益なウエブサイトの一覧表を作成すること、ii) ＡＢＡＣが企業にメッセージを送り、何が実行

されてきたか、そして、実行されたことは有効であったかに関して、「実態把握・確認」を行うことを可能にす

る調査を完了すること、等が含まれる。ＵＮＳＩＣの経験と助言は、ＡＢＡＣが必要とする基盤を提供した。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

２４）  助言と有益な情報を提供し、またビジネス界とベスト・プラクティス(優れた取り組み事例）およ

び指針を共有する上で、引き続き、ＡＢＡＣと緊密に協働する。 

２５） ビジネス界と政府の官民協力・連携の強化が図れる追加分野を確認する観点から、鳥インフ

ルエンザおよび感染症の準備対策に関連する計画と活動を見直し、そして改善する上で積極

的な役割を果たす。 

 

５．２ 生命科学革新フォーラム 

ＡＰＥＣ生命科学革新フォーラム（ＬＳＩＦ: APEC Life Sciences Innovation Forum）は、保健衛生の改善および

社会的・経済的発展のために、生命科学の分野においてＡＰＥＣ地域でリーダーシップを発揮しているが、

ＡＢＡＣはその取り組みを称賛する。ＡＢＡＣは引き続き、生命科学戦略計画とその優先実施分野を支持す

る。これはＡＰＥＣ地域が公衆衛生面での科学的イノベーションと経済発展を実現する上で、課題に対処す

る一助になる。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

２６） ＡＰＥＣが進めている委員会・部会間の協力推進の一環として、ＡＰＥＣ生命科学革新フォーラ

ム（ＬＳＩＦ：APEC Life Sciences Innovation Forum）の専門家と、保健担当および財務担当の高

級実務者との間で、保健衛生システムのリソース配分についての対話を確立する。 

２７） 疾病管理と健康、イノベーション投資、および科学交流・研修のパイロット・プロジェクトにおい

て官民連携を構築することに関心のある参加国･地域に、産業界、学会と協議を行うよう奨励

する。 

２８） ＡＰＥＣ地域が直面する保健衛生と関連する経済的問題に対応するため、ＬＳＩＦが生命科学戦

略計画の優先分野の実施に努力を傾注することを支持する。 

２９） 模倣品・海賊版は産業界の重大な懸念事項であるという観点から、公衆周知および教育訓練

の取り組みを通じて、医薬品、医療機器の模倣品を撲滅するＬＳＩＦの努力を、引き続き支持す

る。 

 



６． 情報通信技術 

 

６．１ 情報通信技術による経済成長 
 

情報通信技術(ＩＣＴ：Information and Communications Technology )に資する規制環境、政策環境、および法

的環境を開発・整備することが、アジア太平洋地域における将来の経済成長を実現するためには重要で

ある。ここ数年間、ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、ＩＣＴに関連する多くの政策課題（データ・プライバシーを含む）

に関して行動をとるよう働きかけてきた。これらの政策課題は、ＩＣＴがもたらす機会をＡＰＥＣ参加国・地域

が最大限に活用する能力に影響を与える。ＡＢＡＣは、「ＡＰＥＣデータ・プライバシー・パスファインダー・イ

ニシアティブ(APEC Data Privacy Pathfinder Initiative)」の実施を通じて、域内全体に責任あるデータ・フロー

を推進するＡＰＥＣの取り組みを称賛する。「ＡＰＥＣデータ・プライバシー・パスファインダー・イニシアティ

ブ」は、ＩＣＴの実用性を高めるような規制枠組みを構築する必要性に対し、ＡＰＥＣ参加国・地域がいかに効

果的に対処できるかを示す一例である。 

 

「アジア太平洋情報通信社会ビジョン（ＡＰＩＳビジョン：the Vision of the Asia-Pacific Information Society）」は、

２００７年４月、ＡＰＥＣ電気通信・情報作業部会（ＴＥＬ：APEC Telecommunications and Information Working 

Group）で、正式に承認された。これはＡＰＥＣ地域に特に関係のある事情、すなわち、参加国･地域の多様

性および異なるＩＣＴ分野の優先事項を考慮しながら、域内のデジタル・ディバイド（情報格差）を軽減し、経

済成長を促進するものである。ＡＢＡＣはこのＡＰＩＳビジョンの取り組みを支持する。 

２００６年、ＡＢＡＣは「ＩＣＴによる経済成長イニシアティブ(ICT-Enabled Growth Initiative)」を支持した。このイ

ニシアティブは、経済の主要分野全体において、情報経済の恩恵を受け、ＩＣＴをより良く利用できるよう、

規制、政策、法的な環境の整備が確実になされることにより、ＡＰＥＣ地域における経済成長の実現に寄与

することをねらいとしている。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

３０） ＡＰＥＣ地域内の通信インフラを改善するために、「ユーザーの観点」に重点を置いた情報通信

技術（ＩＣＴ：Information and Communications Technology ）システム、センサー・ネットワーク、

無線ＩＣタグ(ＲＦＩＤ)の開発を行う。 

３１） ＡＰＥＣ電子商取引運営グループ（ＥＣＳＧ: ＡＰＥＣ Electronic Commerce Steering Group）は

引き続きＡＢＡＣを含む関係者と協力して、「ＩＣＴによる経済成長イニシアティブ（ICT-Enabled 

Growth Initiative）」に取り組む。 

 

６．２ 技術選択の原則 
 

ＡＰＥＣ首脳は２００６年１１月に「技術選択原則に関するパスファインダー・イニシアティブ(Technology 



Choice Principles Pathfinder Initiative)」を承認した。ＡＢＡＣはこれによってＡＰＥＣが技術選択という課題に

おいて重要な一歩を踏み出したと考えている。今日までに、１５のＡＰＥＣ参加国・地域がこのパスファイン

ダーに参画している。ＡＢＡＣは、これら参加国・地域による技術選択原則の導入の取り組みを称賛するも

のである。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

３２） 更に多くのＡＰＥＣ参加国・地域がこの「技術選択原則に関するパスファインダー・イニシアティ

ブ(Technology Choice Principles Pathfinder Initiative)」に参画するよう働きかけることにより、

技術選択原則の実施を推進する。 

３３） ＡＰＥＣ参加国・地域における技術選択原則に対する法的および規制の枠組みの現状につい

て、調査を実施する。 

３４） 技術選択原則の遵守によってもたらされる長期的な経済成長およびイノベーションについて

研究を実施する。 

 

６．３ 情報セキュリティ 
 

ビジネス界および政府は、新たな情報通信技術(ＩＣＴ：Information and communications Technology)を導入

することによって効率性を高めることができるが、この効率性をＡＰＥＣ参加国・地域が活用できるようにす

る上で、情報セキュリティは極めて重要な要素である。新たなＩＣＴの導入が増加した結果、ビジネス界およ

び公共機関が、オンライン詐欺、ウイルス、ネットワークへの不正アクセスなど、サイバー犯罪にさらされ

るリスクが高まっている。ＡＰＥＣ参加国・地域は近い将来、ユニバーサル・ブロードバンド・アクセスの実現

が求められていることから、ＡＢＡＣはＡＰＥＣが情報セキュリティの問題への取り組みを強化することが重

要と考える。そのような取り組みの中には、ＡＰＥＣが現在ＡＰＥＣ電気通信・情報作業部会（ＴＥＬ：APEC 

Telecommunications and Information Working Group）において取り組んでいるものも含まれる。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

３５） 捜査協力、サイバー犯罪関連法律の調和、情報交換など、サイバー犯罪に対処するための

国境を越えた取り組みの強化を支持する。 

３６） 発展途上のＡＰＥＣ参加国・地域とのベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）の共有および

教育訓練の推進など、キャパシティ・ビルディングの取り組みを強化する。 

３７） ソフトウエアの正しいインストールや安全利用についての訓練の実施、サイバー犯罪の脅威

に関する一般市民への情報提供、法令・規則遵守の推進など、情報セキュリティに関する公

衆周知活動を強化する。 

 



６．４ 情報技術協定 
 

ＡＰＥＣは、１９９７年に発効した情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）の世界貿易機関

（ＷＴＯ）における合意形成に重要な役割を果たした。この協定により、情報技術（ＩＴ）関連の製品･デバイス

の関税が撤廃され、各国・地域は、ＩＴを利用することで得られる効率性を、最大限に活用することができる

ようになった。 

最近、ある国・地域が、ＩＴＡの精神に反して、ＩＴＡ対象製品の次世代版をＩＴＡの対象外の関税コードに分類

し、革新的なＩＴ機器に課税しているとみられる。ＡＢＡＣは、２００６年にＡＰＥＣ閣僚が、ＩＴＡがＡＰＥＣ参加

国・地域において果たしてきた重要な役割について言及し、ＩＴＡの対象製品を見直す必要性を強調したこ

とを重視している。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

３８） 情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）の重要性を再確認する。 

３９） 一層多くの、洗練され、技術的に進歩したIＴＡ対象製品が市場に投入されるよう、世界貿易機

関（ＷＴＯ）におけるＩＴＡ維持の取り組みを支持する。 

４０） 自国の慣行による製品分類を行い、ＩＴＡの公約を遵守していないＡＰＥＣ参加国・地域に対し、

積極的に慣行を変更し、ＩＴＡ対象製品の無税扱いを実施するよう奨励する。 

４１） ＩＴＡで定められている関税コードを、商品の名称および分類についての統一システムを１９９６

年版から２００７年２月版に更新する取り組みを支持する。 

 

６．５ 情報通信技術／電子・電気製品の関税撤廃 
 

情報技術協定（ＩＴＡ：Information Technology Agreement）の成功とその恩恵に加え、ＡＰＥＣ閣僚は、すべて

の情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communications Technology）／電子・電気製品の関税および非関

税障壁の撤廃をしようとしている世界貿易機関（ＷＴＯ）のドーハ開発アジェンダの分野別取組みの恩恵に

ついても認識すべきである。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

４２） ＷＴＯドーハ開発アジェンダの非農産品市場アクセス（ＮＡＭＡ：Non-Agricultural Market 

Access ） 交 渉 の 枠 組 み で の 、 情 報 通 信 技 術 （ I Ｃ Ｔ ： Information and Communications 

Technology）／電子・電気製品の分野別交渉が成功裏に行われるよう積極的に支援する。 

４３） ＩＣＴ／電子・電気製品の分野別交渉が、センシティブ製品に対する例外措置、または段階的

措置を制限し、商品の名称および分類についての統一システムの第８４章、第８５章および第

９０章の全製品を対象とする幅広いものになることについて支持を表明する。 

４４） ＡＰＥＣ参加国・地域に対し、これらの交渉に積極的に参画し、そして締結されたＩＣＴ/電子・電



気製品分野協定に参加するよう奨励する。 

 

７．知的財産権 

 

知的財産権（ＩＰＲ）の保護と執行に関する問題は、引き続き、ＡＰＥＣ地域のビジネス界の優先課題である。

ＩＰＲ保護に関する問題は、毎年、ＡＢＡＣのＡＰＥＣ首脳への提言およびＡＢＡＣとＡＰＥＣ首脳の対話で大き

くとり上げられてきた。 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣが近年、これらの重要な問題に取り組み、ＩＰＲを保護するための強固な措置を講じると

いう固い決意を実行していることを歓迎する。すでにＡＰＥＣで実施されているＩＰＲ保護のための重要な措

置には、i) 「ＡＰＥＣ ＩＰＲ包括戦略（AEPC Comprehensive Strategy on IPR）」、ii) 「ＡＰＥＣ知的財産（ＩＰ）

ツール・キッ」ト、iii) 「ＩＰＲサービス・センター」の設置、iv) 「模倣品・海賊版対策イニシアティブ（APEC 

Anti-Counterfeiting and Anti-Piracy Initiative）」、v) ＡＰＥＣ閣僚の政府に対するＩＰＲが保護された正規ライ

センス製品の使用を徹底する取り組みの実施要請、などがある。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに対し、これらの取り

組みをさらに進めていくよう要請する。 

２００７年、ＡＢＡＣはＩＰＲ保護に関し、（1）公衆周知、（2）特許出願様式、の2つの具体的かつ重要な側面に

的を絞って検討を行った。 

 

７．１ 知的財産権保護の公衆周知 
 

昨年、ＡＰＥＣは「ＡＰＥＣ模倣品・海賊版対策イニシアティブ（APEC Anti-Counterfeiting and Anti-Piracy 

Initiative）」の５つのガイドラインの１つ、「ＡＰＥＣ知的財産権（ＩＰＲ）公衆周知のモデル・ガイドライン(APEC 

Model Guidelines for Effective Public Awareness Campaigns)」を承認した。この決定の直後の２００６年１１月、

ＡＰＥＣは公衆周知セミナーを開催した。また、関連情報やリソースの交流を円滑に行うために、現在、  

ＡＰＥＣオンライン・プラットフォームを構築中である。 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣが知的財産権（ＩＰＲ）の重要性を明らかにするために行った公衆周知キャンペーンの取

り組みを賞賛する。ＡＰＥＣ地域のビジネス界は、ＡＰＥＣのＩＰＲ保護の取り組みを補完･支援する重要な役

割を担い、積極的に活動しているとみられていることを自覚することが重要である。ＡＰＥＣの関係組織、特

にＡＰＥＣ知的財産権専門家会合（ＩＰＥＧ：APEC Intellectual Property Rights Experts’ Group）、および   

各ＡＰＥＣ参加国・地域内の知的財産(ＩＰ)に特化した組織と緊密に協働し続けることが、ＡＢＡＣが果たすべ

き重要な役割である。 

２００７年にＡＢＡＣは下記を実施した。 

● アジア太平洋地域のビジネス界の取り組みの中から、 ＩＰR の啓蒙･教育キャンペーンやイニシア

ティブの成功事例を集めた小冊子を作成した。 

● ＡＢＡＣは、２００７年９月のＡＰＥＣビジネス・サミットの際に、会議「ニセモノ根絶：公衆周知の徹底

-教育キャンペーンに関する対話」を主催した。ＡＢＡＣは、この会議の成果を２００８年のＡＰＥＣ知



的財産権専門家会合（ＩＰＥＧ：APEC Intellectual Property Rights Experts’ Group）で発表し、報告書

を配布する予定である。 

 

７．２ 特許出願様式 
 

アジア太平洋地域における年間特許出願件数は１２０万件と推計され、２００６年全世界の特許出願件数

の４分の３を占めている。これは、アジア太平洋地域における経済活動の急増を示している。しかし、アジ

ア太平洋地域の特許出願の４分の１は、複数のＡＰＥＣ参加国・地域に出願しなければならなくなっている。

現状では、出願者は甚大なコンプライアンス費用を負担している。ＡＢＡＣは、この手続きは極めて非効率

であり、民間部門および公共部門の双方に多大なリソースの負担を課していると考える。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

４５） ＡＰＥＣ参加国・地域の特許当局共通のＡＰＥＣ特許出願様式を策定し、使用することを支持

する。 

４６） 全てのＡＰＥＣ参加国・地域が、先行技術調査および特許審査の結果をより簡易に入手でき

る方法を検討する。 

４７） 現在、特許審査のためのリソースが十分でないＡＰＥＣ参加国・地域を支援するために、キャ

パシティ・ビルディング措置を策定する。 

４８） 特許協力条約（ＰＣＴ：Patent Cooperation Treaty）の調印国でないＡＰＥＣ参加国・地域に対

し、調印国となるよう督励する。 

 

７．３ シグナル・パイラシー 
 

２００６年、ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、シグナル・パイラシー（衛星放送・ケーブル放送の違法転送放映）の取

り組みについて、各参加国･地域の政府に対し、コンテンツ（放送番組）の放映権の取得と著作権法の順守

をケーブル放送免許付与の要件とすること、著作権者の承認を得ずにコンテンツを放映するケーブル放送

事業者の免許を取り消すことを慫慂するよう提言した。 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ閣僚がシグナル・パイラシーの問題がますます大きくなっていることを認識してい

ることを称賛し、ＡＰＥＣがさらなる取り組みをするよう要求する。ＡＢＡＣは、２００８年にこの問題をさ

らに詳細に検討する計画である。 

 

８．投資 

 



８．１ 投資の自由化 

 

投資の自由化・円滑化は、アジア太平洋地域の経済成長に不可欠である。ＡＢＡＣは、２００７年を通じて、

アジア太平洋地域の経済成長を支える重要な要因の一つとして、投資の円滑化推進を巡る問題を優先し

た。ＡＢＡＣは、貿易円滑化作業計画を補完するＡＰＥＣの措置、すなわち、経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）と、

その「投資のための政策枠組み（ＰＦＩ：Policy Framework for Investment）」との連携、そして徹底した官民対

話の活用を含むより大規模な投資の自由化・円滑化の推進を図る目標行動計画を歓迎する。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

４９） 投資の自由化・円滑化を前進させ、推進するために、引き続きＡＢＡＣと連携する。 

５０） モントリオール、東京、そしてケアンズの官民シンポジウムを通じて得られた成果を活用する。

これらのシンポジウムでは、海外直接投資（ＦＤＩ：Foreign Direct Investment）に対する障害に

関して、１０の優先分野、特に５つの最優先分野が確認され、そして官民対話を促進する６つ

の主要な結論が確認された（添付資料２）。 

５１） ＡＢＡＣが企画し、実行し、そして目に見える尺度で進捗状況を測定できるような「投資円滑化

行動計画（Investment Facilitation Action Plan）」等の目標行動計画を策定する。 

 

８．２ 投資フローの増進 
 

ＡＰＥＣにとりボゴール目標を達成する上で投資フローの増進は主たる課題である。そしてボゴール目標

は、更なる地域経済統合のための中核をなす構造改革アジェンダである。ＡＰＥＣ参加国・地域における貯

蓄率が高い一方で、多くのＡＰＥＣ参加国・地域においては、投資水準が１９９０年代後半の通貨危機以前

の水準に回復していない。 

ＡＢＡＣは、現在の行き詰まり状態にある国際貿易交渉を背景にして、ボゴール目標を実現するためには、

ＡＰＥＣがアジア太平洋地域で策定される投資政策により重点を置くことが必要であると考える。ABAC は、

ＡＰＥＣ投資専門家会合（ＩＥＧ：APEC Investment Experts’ Group）の作業を強力に支持する。本年は、   

ＡＢＡＣはアジア太平洋地域において国内投資および外国投資を改善する一つの方策として、経済開発協

力機構（ＯＥＣＤ）の「投資のための政策枠組み（ＰＦＩ：Policy Framework for Investment）」の利用を推進する

ことを主眼に、官民キャパシティ対話をＡＰＥＣ実務者と共同で主催した。 

このＰＦＩ対話は非常に建設的で、４つのＡＰＥＣ参加国（インドネシア、メキシコ、フィリピン、ベトナム）の投

資政策を重要な変更に向かわせた。これらの４参加国では、投資環境が明確に変化しており、潜在的な経

済利益が、これらの参加国自体およびアジア太平洋地域の広い範囲にもたらされるであろう。これらの参

加国における制度の構築、および政策の枠組みの構築を助ける現在進行中の改革は、ＡＰＥＣ、ＯＥＣＤ、

国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）、国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行、そして民間部門により支持された作業

であるキャパシティ・ビルディング・イニシアティブを通じて、強力な支援を受けるに値する。 

 



提 言 

ABACはAPECに対し、以下を提言する。 

５２） APECの各参加国・地域の政策の内容を評価する手段として、ＡＰＥＣ投資専門家会合（ＩＥＧ：

APEC Investment Experts’Group）の作業および経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）の「投資のため

の政策枠組み（ＰＦＩ：Policy Framework for Investment）」を支持する。 

５３） アジア太平洋地域における投資政策の枠組みを強化するため、関係のあるＡＰＥＣ参加国・地

域との更なる官民対話の開催を支持する。 

５４） ２００６年にＡＰＥＣ財務大臣に提出されたＡＢＡＣのチェック・リストを用いて、投資フローの増

進を目指した政策を推奨する。 

 

８．３ 構造改革 
 

ＡＰＥＣ参加国・地域における持続的な生産性向上は、i) 金融部門を含む規制システムの主要な改革、  

ii) 競争政策の督励、iii) 「構造改革の実施に向けた首脳の課題（ＬＡＩＳＲ：Leader’s Agenda to Implement 

Structural Reform）」における他の要素を実行することにより実現されるであろう。 

ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域の経済統合に向けた政策の枠組みを推進する上で、新しい大きな課題と機

会をＡＰＥＣに提供するＬＡＩＳＲ計画の策定において、ＡＰＥＣ経済委員会（ＥＣ：APEC Economic 

Committee）の作業を支援する。 

成長および投資を促進する効率的かつ透明な規制システム、競争政策、公正で公平な法的枠組み、優れ

たガバナンスの推進などが、成長と発展に対する国内障壁を撤廃する基本的な構造改革の課題に含まれ

る。 

 

ＡＢＡＣは、いずれのＡＰＥＣ参加国・地域においても、構造改革の責任を複数の大臣に引き受けさせること

になり、そのことがＡＰＥＣ参加国・地域の規制改革の取り組みを複雑にしていることを指摘する。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

５５） 制度面のキャパシティ・ビルディングの支援を含む、ＡＰＥＣ参加国・地域における構造改革を

推進する行動計画を策定・導入するため、常設の「構造改革に関する閣僚会議」を開催する。 

 

８．４ 民間資本市場の深化と統合 
 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ地域の成長を維持するため、またアジア太平洋地域の金融・経済のさらなる統合の土

台を提供するため、民間資本市場の深化と統合に対し、高い優先付けがなされるべきであると考える。 

民間資本市場の一層の深化は、多様な貯蓄と投資を通じて、また株式資本の保有により債務不履行のリ



スクの一部を移転させることを通じて、高水準の経済安定を保証する。その結果として当然に得られる利

益とは、政府が伝統的に引き受けてきた一定の負担、とりわけ社会保障計画および国家インフラ(基盤)投

資への資金供給の負担が軽減されることである。なぜなら、これらの計画に資金を供給する責任が、部分

的に、個人部門および民間部門に移転されるからである。 

２００７年８月、ＡＢＡＣは、アジア太平洋地域全体において富の形成と市場の安定を増進させることを意図

した提言を添えて、ＡＰＥＣ担当大臣に資本市場の深化・強化・統合に関する報告書を提出した。また我々

の報告書には、社会保障および退職後の年金等収入保障のセーフティ･ネットに関する政策の策定・改善

の提言も含まれていた。 

 

８．５ 社会保障および退職年金保障 
 

人口の高齢化により政府の財源に対する圧力が益々増大しているが、ＡＢＡＣはＡＰＥＣ担当大臣がかか

る圧力に対処する措置を探っていることに留意する。ＡＰＥＣ内の発展途上の参加国・地域においては、都

市化の加速がさらに圧力を加えている。なぜならば、伝統的に社会保障を担ってきた家族と共同体という

集団が衰え始め、それに伴い、退職に備えた貯蓄および国家が提供するセーフティ･ネットに対する個人

の依存度が増大しているからである。ＡＰＥＣの先進参加国・地域においては、賦課方式の年金制度が、進

行中の人口動態変化を反映する形に改革されない限り、政府予算への圧力は日増しに大きくなるだろう。 

賦課方式の年金制度は過去においてコスト面で相対的に有利であったが、これは、一つには人口要因の

結果であった。しかし、かかる人口要因は、多くのＡＰＥＣ参加国・地域において、もはや当てはまらなく

なっている。人口の新しい現実に対応した制度の変革は困難を伴うが、ＡＥＰＣ参加国・地域は、賦課方式

の年金制度から拠出資金の裏づけがある社会保障制度への移行を開始すべきである。 

外資系を含む民間の金融サービス提供業者が、年金・資金・資産の運用サービスを提供することが許可さ

れるならば、ＡＰＥＣ参加国・地域は効率向上の利益から恩典を受けるであろう。効率向上の利益は、年

金・資金・資産の運用サービスが公的部門から民間部門に移転されることに伴う混乱を埋め合わせするこ

とが期待される。 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

５６） ＡＰＥＣ財務大臣は、社会保障およびセーフティ･ネットの問題に取り組み、上記の問題を解

決するため、自国・地域内の他の関係省庁と協働する。 

 

９．標準化 

 

ＡＢＡＣは、長い間、標準化規制の効果的な統一がアジア太平洋地域において事業活動を簡素化

する基本であると認識してきた。また、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域における標準化のインフラの

開発および基準の調和の展開が、アジア太平洋地域における貿易・経済発展の成功の土台を提供



していると認識してきた。標準化は、生産および技術発展に重要であるばかりでなく、経営、サービ

ス（金融サービス、教育サービス、保健サービス等）、政府、安全保障、農業、食糧生産、環境を含

む、経済の全ての分野においても、ますます重要になってきている。実際に、世界貿易機関   

（ＷＴＯ）の貿易交渉、そしてアジア太平洋地域全体における地域貿易協定および自由貿易協定の

交渉は、全て、国際基準の作成・導入に依存している。 

ＡＢＡＣは、一定の期間、アジア太平洋地域における標準化のインフラの向上、基準の施行、基準

の国際的な調和、そして標準化の重要性に対する認識の周知という目標に向けて作業を行ってき

た。ＡＢＡＣの究極の目標は、国際共通基準の作成と導入、適合性評価、認証、および市場調査の

体系的な組み合わせを通じて、全てのＡＰＥＣ参加国・地域において効果的なビジネス環境を保証

することである。 

 

９．１ ＡＰＥＣ参加国・地域における国家標準化機関の調査 
 

国家標準化機関の調査の主眼は、ＡＰＥＣ参加国・地域におけるキャパシティ・ビルディングの必要

性を吟味することであった。ＡＢＡＣは、２００６年１２月から２００７年１月に、ＡＰＥＣ参加国・地域お

ける標準化、国家標準化機関、資金調達、政府、産業、公衆周知および関連する問題についての

情報を収集するための調査を実施した。調査の目的は、キャパシティ・ビルディングの取り組みを方

向づける分野、そして標準化の調整に苦労しているＡＰＥＣ参加国・地域の直面している共通・共同

の困難が存在する分野を確認することであった。 

１４のＡＰＥＣ参加国・地域が調査に回答した。アジア太平洋地域全体で、標準化のレベルにおいて

発展の差異が存在することは明白であるが、その一方で、より大規模な地域協力および国際的な

調和に向けた活動が望まれることも明白である。 

 

９．２ 標準化推進団体とＡＢＡＣの対話 
 

２００７年４月、ＡＢＡＣの代表団が、コロンビア・カルタヘナにおいて太平洋地域標準会議/全米標準化委員

会（ＰＡＳＣ：Pacific Area Standards Congress／ＣＯＰＡＮＴ：Pan American Standards Commission）の合同会

議に併せて開催された国家標準化機関の代表者会議に参加した。オーストラリア、カナダ、中国、フィジー、

インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、モンゴル、ニュージーランド、パプアニューギニア、南ア

フリカ、米国およびベトナムが、ＰＡＳＣの会議に出席した。国際標準化機構（ＩＳＯ）事務局長、会長、国際

電気標準会議（ＩＥＣ：International Electrotechnical Commission）の会長、コロンビアからＰＡＳＣ議長および

ＣＯＰＡＮＴ委員長も対話会議に出席した。 

議論は広い範囲にわたり、国家標準化機関、並びにＩＳＯ、ＩＥＣという二つの国際標準化機関の経験を生か

して討議が進められた。 

● 会議は、利害関係者、特にビジネス界や政府の指導者、中小企業、そして規制当局の認識を喚起

することの重要性を確認した。 

● 会議は、国内基準の更なる促進および国内基準と国際基準とのさらなる調和がもたらす利益を確



認した。また、会議は、ＰＡＳＣのメンバーに対し、太平洋地域における地域協力を推進する努力

の継続を奨励した。 

● 会議は、標準化と適合性に関するＡＰＥＣ基準･適合性小委員会（ＳＣＳＣ：APEC Sub-committee 

on Standards and Conformance）、ＩＳＯおよびＩＥＣにおいて利用可能な標準化推進資料/活動が、

いくつか存在することを、または計画されていることを指摘した。 

また、ＰＡＳＣのメンバーは、重要インフラ(例えば、病院、電力供給、水道、通信、政府サービス等の基盤)

を、安全保障の脅威および自然災害から保護するための安全保障管理と非常事態管理に関する標準化

の枠組みを構築するＡＰＥＣ全体のプロジェクトを引き受けることに合意した。 

 

９．３ 非常事態管理の基準の作成と導入 

 

２００７年９月、ＡＢＡＣは、Standards Australia（オーストラリアの非政府標準化推進団体の最高組織）の

John Tucker 最高責任者から、「重要インフラと支援システム標準化プロジェクト」についてプレゼンテーシ

ョンを受けた。本プロジェクトは、太平洋地域標準会議（ＰＡＳＣ：Pacific Area Standards Congress）と協議し

ながら、開発が進められており、Standards Australiaは、自然災害あるいは犯罪行為から引き起こされる非

常事態おいて重要インフラを保全するニーズに即応する枠組みの開発管理を行っている。 

 

特に、本プロジェクトは、発展途上のＡＰＥＣ参加国・地域のために、安全保障基準、そしてシステム能力お

よび技術能力の構築を促進するものである。また本プロジェクトは、重要なインフラの保全に関するシステ

ムの相互運用性および互換性の向上を支援するために、アジア太平洋地域全体の関連基準の調和を促

進するものである。１２ヵ月の開発期間を予定している本プロジェクトの主要な受益者は、ＡＰＥＣ参加国・

地域のビジネス界である。なぜならば、本プロジェクトは、非常事態に即応する標準化され、そして試験済

の安全保障管理システムにより、重要インフラの高度な保全に寄与するからである。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

５７） アジア太平洋地域の企業が、i) 域内のどこであろうと、基準を遵守する上において、また、か

かる基準遵守の認証を取得する上において、障害と費用が最小限となること、ii） 世界中のど

こであろうと、自己の製品およびサービスの販売において、障害と費用が最小限となることを

確実にすることにより、アジア太平洋地域の経済統合に向け重要な措置を講じる。 

５８） 標準化においてリソースの制約があることを前提に、また、ＡＰＥＣ参加国・地域間で経済発展

の段階に差異があることを前提に、i) 国際基準の作成過程において、ＡＰＥＣ参加国・地域が

互いに支援する、ii) アジア太平洋地域の主張を確実にするために、ＡＰＥＣ参加国・地域間で

協働する。 

５９） 重要インフラを保全するニーズに即応するＡＰＥＣ全体の基準を作成する上で、ＡＢＡＣと協働

する。 

 



１０．貿易 

 

ＡＢＡＣは、ドーハ・ラウンドの交渉再開を促すことに積極的である。ＡＢＡＣは、世界貿易をアジア太

平洋地域に自由に解放することの重要性を訴求するため、ジュネーブの世界貿易機関（ＷＴＯ）に

建議する上で、引き続き欧州経営者連盟（BusinessEurope）および国際使用者連盟（ＩＥＯ：

International Organization of Employers）等の国際ビジネス組織と連携した。ドーハ・ラウンドの現状

およびその行き詰まりの結果は、ビジネス界が深く憂慮する問題である。 

ＡＢＡＣは、ドーハ・ラウンドの交渉を再開し、そしてドーハ・ラウンドが成功裡に終結するまで交渉を

続けるというＡＰＥＣ首脳の力強い声明を支持する。 

 

１０．１ アジア太平洋自由貿易圏 
 

アジア太平洋地域の経済統合は、ＡＢＡＣの作業の主要な要素である。ＡＰＥＣは、地域経済統合の

前線であり、中心であるべきである。ＡＢＡＣは、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade 

Area of the Asia-Pacific）など、将来の選択肢がボゴール目標で企図されている貿易・投資の自由

化・円滑化アジェンダを前進させる機会を提供するとの信念を、繰り返し表明する。 

ＦＴＡＡＰはアジア太平洋地域における自由貿易協定（ＦＴＡ）の急増に対処し、また包括的かつWTＯ

プラスに適う方法で貿易協定の高度な収斂・統合を促進するという、二つの目的を果たし得るもの

である。将来的なＦＴＡＡＰに関して、多くの課題に取り組み、そして、多くの措置を講じる必要がある

ので、ＡＢＡＣおよびＡＰＥＣはＡＰＥＣ参加国・地域をこれらの目的に向けて十分な準備を整えさせる

ため協働しなければならない。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

６０） 引き続き、ドーハ・ラウンドの交渉再開を強力に推進する。 

６１） アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade Area of the Asia-Pacific）の研究を深め、ＦＴＡ

ＡＰの達成に向けて作業計画を立案する。 

 

１０．２ 原産地規則 
 

今年、ＡＢＡＣは、南カリフォルニア大学マーシャル・スクール・オブ・ビジネスに、下記を目的とする

調査の実施を委託した。 

 

６２） 全てのＡＰＥＣの特恵貿易協定に関して、原産地規則（ＲＯO：Rules of Origin）の記述的/評価

的比較を行う。 

６３） ＲＯＯのいかなる面が、最大の煩雑さと、最大の関連取引費用を生み出しているか、また企業



の貿易・投資判断に最も大きな影響を与えているかを評価する。 

マーシャル・スクールは、提案済みのＡＰＥＣのＲＯＯモデル措置に基づき、分類システムを開発する

ことを試みた。しかし、本モデル措置は、異なるＲＯＯの規定を比較・評価するための利用可能な理

想的基準を提供していない。昨年開発され、そして、それを用いて世界貿易機関（WTO）との規定比

較を行った自由貿易協定（ＦＴＡ）／地域貿易協定（ＲＴＡ）の「比較カタログ」に類似するカタログを作

成することは、モデルまたは基準が無ければ不可能である。採択・導入された調査方法は、カタロ

グを作成し、主要なＲＯＯの各規定における類似点・相違点を比較することである。因みに、その成

果は、２００７年９月のＡＢＡＣシドニー会議に提出された。 

ＲＯＯに関する最も重要で、実質的な問題は、ＲＯＯのいかなる規定/要件が、ビジネス界に負担を

掛ける最大の煩雑さと、最大の関連取引費用を生み出しているかである。マーシャル・スクールは、

自動車と食料品の二つのセクターを選んだ。これらの事例研究におけるＡＢＡＣの目標は、ＲＯＯの

煩雑さに関連する費用を定量化することあり、加えて、この煩雑さが原因で、どのような費用が最大

の影響を被り、また最小の影響で済まされたかについて指針を与えることである。 

マーシャル・スクールの報告書の主な研究成果は下記のとおり。 

● ＲＯＯを理解・解釈することは、必要以上に難しい。アジア太平洋地域全体を通して、ＲＯＯ

の規定の間で、大きな差異が存在する。これらの差異は、統一システム（ＨＳ：Harmonized 

System）コードの解釈基準の欠如と相俟って、ビジネス界にとり、原産地証明が困難で、費

用の掛かるものにしている。企業、特に中小企業は、自由貿易の特恵から得られる利益を

放棄して、関税を支払っている。なぜならば、原産地証明の手続処理が煩わし過ぎるからで

ある。 

● ＲＯＯを適用することは、ビジネス界にとり、決して小さな費用ではない。ＲＯＯを適用する企

業は、そのために、大きな能力投資と能力開発を行わなければならない。企業は、単に原

産地を証明するだけで、ＩＴインフラと人材に大きな投資をしなければならない。さらに、企業

は仕入先を手助けするための追加費用も負担している。 

● 企業が複数のＦＴＡを通して、あるいは重複する貿易協定を通して取引を行う場合、ＲＯＯの

煩雑さと費用は輪を掛けて増大する。アジア太平洋地域には、二つとして、似通ったＲＯＯ

制度は存在しない。これらの差異がＦＴＡ間で存在することにより、企業がＩＴシステム、管理

手続、そしてＲＯＯの専門知識から相乗効果を生み出すことは、ほとんど不可能である。 

● 食品産業の事例研究により、ＲＯＯの問題は食品企業にとり、他の産業に比して相対的に

重要性の低いことが判明した。しかし、大規模な食品会社だけが、ＲＯＯの利点を利用する

規模と能力を有している。また食品会社は、ＲＯＯを適用する能力に非常に大きな影響を及

ぼすような、極めて制約された、そして保護された産業で営業している。食料品に特化した

ＲＯＯは、現地の食料品の利益を保護する特別規定をＡＰＥＣ加盟国・地域が交渉できるよ

うに構成されている。従って、食品会社はアジア太平洋地域を通して、自由貿易の特恵を真

に利用する能力に制約を受けている。 

● 自動車産業の事例研究により、ＲＯＯの管理費用が発生することが判明した。複数のＦＴＡ

を通して、複数の仕入先と取引をする場合、費用は輪を掛けて増大する。ＲＯＯの管理によ



り、自動車製造業者は、人材、研修、ＩＴシステム、そして文書化のために、大きな投資を余

儀なくされる。原産地証明に関して、規模の経済利益を実現することは困難である。なぜな

らば、初期の固定費用、間接費、そして船積み証明などが、多くの企業による特恵関税の

申請を妨げている障害である。ＨＳコードの標準解釈の欠如も、結果として、製品分類の係

争に繋がっている。加えて、仕入先も、原産地証明のボトルネック（障害）になっている。な

ぜならば、仕入先はＲＯＯの煩雑さに対処する十分な体制を備えておらず、また原産地証

明の要件を遵守するインセンティブも少ないからである。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

６４） 米国マーシャル・スクール・オブ・ビジネスの研究内容を検討し、原産地規則（ＲＯＯ：Rules 

of Origin）の統一に向けた解決策を探る。 

６５） 産業部門別のＲＯＯ分析に関しては、米国マーシャル・スクール・オブ・ビジネスと協働する。 

６６） 化学産業の統一原産地規則を策定するための「ＡＰＥＣ化学対話（APEC Chemicals 

Dialogue)」の取り組みを積極的に支持する。また「ＡＰＥＣ化学対話」の取り組みの成果を他の

産業部門におけるＲＯＯの統一を推進する参考事例として積極的に活用する。 

 

１０．３ 貿易円滑化行動計画 
 

ＡＢＡＣは、貿易円滑化行動計画Ⅱ（ＴＦＡＰⅡ：Trade Facilitation Action PlanⅡ）の立案に深く関与

してきた。ＴＦＡＰⅡは、２００７年から２０１０年までの期間に貿易取引費用をさらに５％削減するとい

う、２００５年の釜山におけるＡＰＥＣ首脳の要請に応えるものである。ＡＢＡＣは、この新しい計画が

国内の規制改革、ビジネス倫理の取り組み、貿易と投資の安全確保を含む、他のビジネス円滑化

活動も対象としていることに留意した。 

ＡＢＡＣは、貿易円滑化に関しては既に多くのことが達成されてきている一方、行動計画の導入・実

施に当たっては、アジア太平洋地域における投資環境を改善するために、投資の自由化にも同等

の重点が置かれるべきであると、確信している。ＡＢＡＣ円滑化作業部会は、２００７年のＡＢＡＣ会

議において、ＡＰＥＣ貿易投資委員会（ＣＴＩ：ＡＰＥＣ Committee on Trade and Investment）から報告

を受けた。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣのＴＦＡＰⅡのビジネスへの影響を評価するため、同計画の導入・実施

に向けて下された決定を引き続き検討する。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

６７） 貿易の円滑化および投資の自由化に関し、釣り合いの取れた行動計画を確立する。 

６８） ＡＢＡＣに対し、貿易円滑化行動計画Ⅱ（ＴＦＡＰⅡ：Trade Facilitation Action PlanⅡ）の進捗に

関する最新情報を定期的に提供する。 



６９） ＴＦＡＰⅡの導入・実施からビジネスが得る利益を現実的に評価するため、有意義な主要実績

評価指標（ＫＰＩｓ：Key Performance Indicators）を考案する。 

 

１０．４ 地域貿易協定および自由貿易協定の規定 
 

２００７年を通して、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ貿易投資委員会（ＣＴＩ：APEC Committee on Trade and 

Investment）が起草した地域貿易協定／自由貿易協定（ＲＴＡ／ＦＴＡ）のモデル措置の内、三つの

モデル措置の調査と評価を実施した。その評価とは、モデル措置が透明性、確実性、網羅性、およ

び紛争解決支援を、ビジネス界に対し提供しているか否かを判断することであった。 

複数のＡＢＡＣのメンバーが、これらのモデル措置が将来のＦＴＡに使われない限り、あるいは現行

のＦＴＡに組み込まれない限り、これらモデル措置の有用性およびより多くのモデル措置を公表する

今後の作業の有用性も、厳しく制約されることになるとの懸念を表明した。ＡＢＡＣニュージーランド

は、ＡＢＡＣチリと共同で提出した「通関管理および貿易円滑化に関するモデル措置（Model 

Measures on Customs Administration and Trade Facilitation」の草案を提示した。 

ＡＢＡＣは、i) これらのモデル措置の起草に関与すること、ii) 可能ならば、最善のFTAの研究を開

始すること、iii） これらのモデル措置の各々に使用されている言語を検証すること、iv） ＦＴＡを交渉

しているＡＰＥＣ参加国・地域が容易に利用できる「モデル条文」を作成すること、等を希望している。 

ＡＰＥＣ高級実務者会合（ＳＯＭ：APEC Senior Officials Meeting）議長は、貿易の円滑化に関する「モ

デル章」を作成する試みとして、ＳＯＭの提言がＡＰＥＣ大臣に提出されたことを指摘した。ＡＢＡＣも、

ＣＴＩによる検討に委ねるため、「通関管理および貿易円滑化に関するモデル措置」の草案を提出す

る。ＡＢＡＣは、このモデル条文を協働して作成するため、ＳＯＭから招聘されることを歓迎する。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

７０） ボゴール目標に合致し、かつ自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉に当たり、モデル条文としてＡＰＥＣ

参加国・地域が利用可能な地域貿易協定（ＲＴＡ）／ＦＴＡのモデル措置を策定する。 

７１） モデル措置にビジネス界の提言と見解を確実に反映させるため、ＡＰＥＣ貿易投資委員会 

（ＣＴＩ：APEC Committee on Trade and Investment）による合意の前に、またＡＰＥＣ閣僚に提

出する前に、これらのモデル措置の策定、特に貿易の円滑化に関するモデル措置の策定

にＡＢＡＣが更に深く関与することに同意する。 

 

１０．５ アジア太平洋地域外の貿易団体および国際機関との関係拡大 
２００７年を通して、ＡＢＡＣは世界貿易機関（ＷＴＯ）のドーハ・ラウンドを支持し、共通アジェンダを推

進すべく、複数の国際ビジネス組織、特に欧州経営者連盟(BusinessEurope)と国際使用者連盟  

（ＩＥＯ：International Organization of Employers）と積極的に連携してきた。過去数年間、ＡＢＡＣは、

ジュネーブに高級代表団を送り、国際ビジネス組織から派遣されているＷＴＯ担当大使および代表



に、ドーハ・ラウンドが成功裡に成果を収めることがアジア太平洋地域のビジネス界にとり非常に重

要であることを印象付けることに務めた。 

 

提 言 

ＡＢＡＣはＡＰＥＣに対し、以下を提言する。 

７２） 国際ビジネス組織との関係を拡大することにより世界貿易機関（ＷＴＯ）交渉の成功を支持し、

支持グループのネットワークを形成するため、ＡＢＡＣおよびＡＰＥＣ高級実務者会合（ＳＯＭ：

APEC Senior Officials Meeting）と協働する。 

 

 

 

１１．添付資料 

 

１１．１ 添付資料１―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・グループの提言 

 

金融システムの強化と深化を図るキャパシティ・ビルディング措置に関するアドバイザリー・グルー

プの２００７年版報告書は、いくつかの提言を行っており、ＡＰＥＣ財務大臣に対し、下記に取組むこ

とを要請している。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、ＡＰＥＣ高級実務者会合（ＳＯＭ：APEC Senior Officials Meeting）と並行して開

催された２００７年のメルボルンの第１回「ＡＰＥＣ債券市場発展に関する官民フォーラム」の成功

を基にして、２００８年以降、後続の「ＡＰＥＣ債券市場発展に関する官民フォーラム」の主催を支

持する。同フォーラムは、選ばれた発展途上の各ＡＢＡＣ参加国・地域の債券市場をテーマに討

議し、ＡＰＥＣの実務者に対し、対話から生まれた提言に応えることを要請するものである。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、ＡＰＥＣ実務者、規制当局、そして民間部門に対し、債券市場の発展におい

て相乗効果と官民連携の推進を誘導するため、ＡＢＡＣと太平洋経済協力会議（ＰＥＣＣ：Pacific 

Economic Cooperation Council）により策定された「アジア太平洋地域における効率的な債券市場

の開発協力のための一般原則」を支持する。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、ＡＢＡＣ、米国銀行家協会（ＡＢＡ：America Bankers Association）、ＰＥＣＣおよ

び東南アジア諸国中央銀行グループ（ＳＥＡＣＥＮ）により共同で主催された「バーゼル II の実施

およびアジア太平洋地域の銀行業務および銀行監督の進展に関するアジア太平洋地域の官民

対話」の継続を支持する。また、ＡＰＥＣ財務大臣は、今後の官民対話に各ＡＰＥＣ参加国・地域に

おける該当の規制当局および政府省庁から関係実務者の幅広い参加を奨励する。そして、   

ＡＥＰＣ財務大臣はかかる実務者に対し、対話から生まれる提言に対応することを要請する。 

● ＡＥＰＣ財務大臣は、次の(a)から(e)の分野において、政府、規制機関、金融機関、および多国的

機関の間で官民連携に基づくキャパシティ・ビルディングのさらなる措置に着手し、推進する。(a) 



バーゼルＩＩの実施に向けた進展、 (b) 国境を越えてのバーゼルＩＩの実施において、ＡＰＥＣ参加

国・地域の銀行監督当局の間で、監督機関のためのベスト・プラクティス（優れた取り組み事例）

の作成、 (c) 国境をまたぐ問題に対処するため、監督当局の間の連携強化、 (d) 金融サービス

消費者保護の枠組みの作成、および金融サービス消費者保護に関する連携の基盤作り、    

(e) ＡＰＥＣ参加国・地域の銀行システムにおける優れたガバナンス（企業統治）を推進するため、

政策・規制の策定および実施の監視。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、アジア開発銀行（ＡＤＢ：Asian Development Bank）がＡＢＡと協働して作成し

た非公式トレーニングのための非拘束的地域ガイドラインおよびそれに付帯するモデル協定を

アジア太平洋地域で営業する金融機関が導入するのを支持する。また、ＡＰＥＣ財務大臣は、こ

れに関連する改革、およびアジア太平洋地域全体の非公式トレーニング・システムの運用を円滑

にするキャパシティ・ビルディングの提案を、アジア太平洋地域で営業する金融機関が受け入れ

ることを支持する。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、市場の信頼を高めるため、アジア太平洋地域の統計機関の行動規範を策

定する。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、ｉ） 国際通貨基金（ＩＭＦ）の特別データ公表基準（ＳＤＤＳ：Special Data 

Dissemination Standards）、ii） ＡＰＥＣ参加国・地域のノンバンク・セクターからのデータ改善に特

に重点を置いている IMF のバランスシート・アプローチ、iii) ＩＭＦサーベイランス(監視)の実施後

は、各ＡＰＥＣ参加国・地域が、情報公開通知（ＰＩＮｓ：Public Information Notice）に関する討論を開

始するのを支持する。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、関係のあるＡＰＥＣ参加国・地域が投資家向け広報活動サービスを提供する

上で助けとなるキャパシティ・ビルディングの活動を承認し、引き受ける。また、ヘッジ・ファンドお

よび金融派生商品（デリバティブ）の取引活動に引き続き懸念を抱いている各ＡＰＥＣ参加国・地

域に対して、産業サーベイランス・ユニット（監視機関）を設立する上で助けとなるキャパシティ・ビ

ルディングの活動を支持し、着手する。なお、産業サーベイランス・ユニットは、複数の情報筋を

使って、高度に洗練された市場の監視者になり得るものである。 

● ＡＥＰＣ財務大臣は、発展途上のＡＰＥＣ参加国・地域が、次の(a)から（e）を遂行する上で助けとな

るキャパシティ・ビルディングの措置に着手する。(a) 大企業と中小企業（ＳＭＥｓ：Small and 

Medium Enterprise）を差別しない正式な融資へのアクセス（利用）に適用される政策の策定と実

施、 (b) ＳＭＥｓの間での会計基準の向上の推進、 (c)融資の原資として、銀行ローンに代わる

融資に関する情報の普及、 (d) ＳＭＥｓがベンチャー・キャピタル、株式(発行)市場、店頭市場に

より容易にアクセスできるようＳＭＥｓに対する訓練、 (e)保証制度および特別融資（商業融資の

可能性が全て検討された後）を通じてＳＭＥｓ向け支援の提供。但し、かかる政府支援に関連して、

しばしば発生するモラル・ハザード、逆淘汰、その他の問題を回避する方法で、ＳＭＥｓに対する

支援を提供する。 

● ＡＰＥＣ財務大臣は、ＡＰＥＣの先進参加国・地域において既に整備されている法律に合わせて、

担保（特に動産を含め）に適用される法律の変更を支持する。かかる法律変更により、ＳＭＥｓに

対する融資において、正式な金融部門から不必要な障害を多少なりとも取り除くことになる。 

 



１１．２ 添付資料２－投資の自由化と海外直接投資 （提言５０に関連する資料） 
 

モントリオール、東京、そしてケアンズにおける官民シンポジウムは、海外直接投資（ＦＤＩ：Foreign 

Direct Investment）に対して障害となる１０の優先分野、とりわけ５つの最優先分野を確認した。また、

同シンポジウムは、官民対話を推進する６つの主要な結論も確認した。 

 

（A）投資の円滑化の１０の優先分野/５つの最重要分野** 

１．外資規制** 

２．パフォーマンス要求 

３． 外国向け送金の制限および外貨建て取引の管理・規制 

４． 人の移動の制限および雇用要求 

５． 透明性の欠如** 

６． 煩雑な手続/遅い手続** 

７． 不十分な知的財産権（ＩＰＲ）の保護 

８． インフラ（基盤）・人材の不足および不十分なインセンティブ（投資奨励策）** 

９． 過剰に労働者に有利な労働規制・労働慣行** 

10. 競争制限/価格規制 

 

（B）投資の円滑化の６つの主要な結論 

１．ハイレベルなコミットメント 

２．ベスト・プラクティス（優れた取り組み事例を介した官民連携強化） 

３．第三者の関与（太平洋経済協力会議[ＰＥＣＣ: Pacific Economic Cooperation Council]など） 

４．優先課題および行動計画 

５．キャパティ・ビルディング 

６．監視・評価メカニズム 
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