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ＡＰＥＣ首脳への提言（２００９年版） 
 

 

全員が一丸となってボゴール目標を達成しよう 

Building Towards the Bogor Goals with One Community 

 

要 旨 

 

以下はＡＰＥＣ首脳への提言の要旨である。 

 

1． 危機後の景気回復の促進 

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すること、国際通貨基金（IMF）及び他の国際開発

金融機関へ更なる資源を投入すること、そして貿易金融への支援を提供することについての政府

の努力を歓迎する。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、中小企業及び零

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。 

 

2．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）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。これまで

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が、ABAC はこれらのモダ

リティが FTAAP 創設に必要な政治的意思を形成し得る可能性は低いと考える。我々は、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。 

 

3．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。ABAC は APEC 首脳に対して、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凍結する確約を再確認

し、引き続き履行することを要請する。 

 

4．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



 2

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。APEC 参加国・地域は、交渉に柔軟

に対応しながら非 APEC 参加国・地域と連携し、これまでの交渉の進捗を基礎に 2010 年末までの

ラウンド妥結を目指すべきである。 

 

5．投資フローの促進 

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、手続きの簡素化、域内のビジネス環境整備、それぞれに

おける透明性向上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に多大な利益をも

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。 

 

6．貿易フローの促進 

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。APEC シングル・ウィンドウ（単一受付窓口）イニシ

アティブと ABAC 税関作業計画の実施、加えて貿易円滑化行動計画Ⅱ(TFAPⅡ: Second Trade 

Facilitation Action Plan)の履行推進により、通関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。APEC ビジネス・トラベル・カード制度に関しては、付加

サービスの導入や制度運営の改善、参加準備中または未参加の国・地域の参加督励、入国審査

官のキャパシティ・ビルディングを検討することにより、引き続き利便性を改善していくことを APEC

に要請する。また我々は貿易の円滑化と安全確保は両立すべきであり、かつ両立可能なものであ

ると考え、APEC 共通の認定事業者(AEO: Authorized Economic Operator)制度とその相互認証制

度を導入することを提言する。 

 

7. 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

内の物流における屋台骨をなす国内の諸制度に向け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、域内の関与拡大を促

す基盤を供するものと期待されている。 

 

8. 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･地域経済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る。

ABACは今年、４回にわたり中小企業関連のイベントを開催し、その結果は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。ABACは、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することとした。一年を通じてABAC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。また、ABACは中小企業によるイ

ノベーション・イニシアティブをより一層支援していくための試験的プロジェクトを推進している。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。 

 

9. 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）と共同でプログラムを組み、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

行おうとしている。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）や自由貿易協定（FTA）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を立ち

上げることとした。ABAC は、労働力の国際的流動性に関する政策について、持続的かつ包括的
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な経済成長を促すための重要な要素であることとして認識し、かつ優先させることを、APEC 参加

国・地域に要請する。 

 

10．非合法貿易への取り組み   

非合法貿易は「国境を跨る」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とＡ

ＢＡＣは考える。現状では、非合法貿易阻止活動を促進しうる十分な地域的、あるいは代替的仕組

みがないことに鑑み、ABACはAPECに対し、地域レベルでの効果的な機構の構築をABACと共同

で模索することを要請する。さらに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･地域それぞれの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。 

 

11．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する、APEC 自動車対話、科学対

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。これ

らの部門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

な課題への対応に直接役立ち、具体的な推進事例を提供する。 

ABAC は食品業界についても同様の対話を行うことを提案する。 

 

12．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、およ

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。 

 

13．食料安全保障の推進 

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。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、現在の諸問題を反映させる形で 1999

年の AFS コミットメントの当初の範囲を広げ、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。 

 

14. 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ためのよりよい選択肢を供するものであることを主張する。

ABAC は、参加国・地域における「エネルギー効率」の向上への努力を支援するとともに、長期的

なエネルギー安全保障に関する戦略枠組みの策定を要請する。しかしながら、APEC 参加国・地域

は、温室効果ガス(GHG)の排出量を低減するための様々な対策を講じることを選択肢として有する

が、そのような対策を実施すること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。エネルギー安全保障に関する行動の重要性に鑑み、ABAC は、来年開催が提案されているエ

ネルギー担当大臣会合が今後の毎年開催のさきがけとなるよう提言する。 

 

15. 環境物品・サービス貿易の促進 

ABAC は、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)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要請する。ABAC は、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るとともに、エネルギー効率とラベリングを標準化、又は
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整合する方法を探求し、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作業計画を APEC と ABAC が共同で策定することを提言する。 

 

16．現代的な緊急時対応産業の構築 

ABAC は、緊急時対応産業の構築に向け、投資や民間部門の関与・協力の促進を含む、自然災

害、緊急時における地域協力を要請する。 

 

17. 経済成長促進のための情報通信技術の活用 

ABAC は、情報通信技術（ICT: Information and Communication Technology）の導入がサービス産

業の生産性を向上させ、製品やサービスの越境取引円滑化に寄与しうることを鑑み、現行の経済

刺激施策におけるブロードバンドへのアクセス拡大を意図した ICT インフラ整備への資金割り当て

努力を歓迎する。ビジネスや公的機関をサイバー犯罪から守るため、ABAC は、情報セキュリティ

上の問題に対応すべく、例えば APEC 電気通信部会(TEL)にて推進されているような取り組みを強

化するよう APEC に要請する。等しく重要なのは、参加国・地域が ICT の導入によりもたらされるで

あろう利益を活用できるように、規制・政策環境を整備することである。ABAC は、参加国・地域に

よる自らの政策・規制策環境の精査を支援し、ICT 導入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ために、デジタル繁栄チェックリストの導入を要請する。 

 

18．域内資本市場の強化及び深化 

今回の金融危機によりもたらされた資本市場への被害を軽減すべく、ABAC は既存の通貨スワッ

プ協定の強化及び健全な国際通貨システムの促進について更なる国際協調を要請する。直近の

金融機関及び保険会社の破綻に鑑み、ABAC は金融規制制度改善の必要性、企業内でのコーポ

レート・ガバナンスの再見直しに加えて、システミック・リスクの管理及び評価に関するマクロ・プ

ルーデンシャル規制・監督を促進することの必要性を強調する。ABAC は、金融制度の基礎インフ

ラ及び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企業向けファイナンス促進にとっ

て不可欠であると主張する。資本市場の発展を促すべく、ABAC は、とりわけ透明性や信用格付制

度、課税体系についての法律及び制度を改善し、社債市場を育成することを APEC に対し要請す

る。 

 

19．金融システム強化の為のキャパシティ・ビルディング促進 

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。そのため ABAC は、包摂的成長に向けての取り組みの

一環としてファイナンシャル・インクルージョン・イニシアティブに着手すること、各国・地域政府、国

際金融機関及び民間部門の間で域内のインフラに関する連携を始めること、更に失業保険、職業

訓練及び年金制度を中心としたソーシャル・セーフティー・ネットを強化することを APEC 対し要請

する。 

 


