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APEC首脳への提言（2004年版） 
 

要 約 
 
 

ABACは、APEC地域の経済成長と繁栄を促進する政策を積極的に実行することがで
きる今年の世界経済の明るい見通しに勇気づけられている。ABACは、APEC地域の
力強い成長を期待しているが、その一方で、世界の貿易と投資に関して、引き続き

リスクと不安が存在している。 
 
ABACは、2004年の提言において、APEC首脳が早急、かつ明確な措置を講じ、世
界、及び地域の自由貿易を促進すること、そして、経済成長を支える金融市場を着

実に発展させ、すべての参加国・地域において経済安定を図るよう要請する。2004
年の ABACのテーマは「太平洋の掛け橋：グローバリゼーションの課題への対応」
である。この報告書では、次の 6つの重要な分野について、APEC首脳に提言する。 
 
1. ABACは、2004年 7月 31日にドーハ・ラウンド交渉を継続する上で基盤となる
枠組みやその他の合意が採択された WTO での特筆すべき前進を歓迎する。
ABAC は、APEC 参加国・地域がドーハ開発アジェンダの早期、かつ実質的な成
果達成に向け作業を継続するよう要請する。具体的には、APEC 参加国・地域が
以下の項目を実施するよう要請する。 

 
 関税の削減、輸出補助金の撤廃、及び貿易歪曲的な国内支持の大幅な削減を
通じて市場アクセスを改善し、WTO の農業交渉を進展させるために共同の
アプローチを示すこと。 

 ドーハ・ラウンドのマンデートを十分に尊重し、非農産品市場アクセス
（NAMA）交渉において包括的に適用される具体的な関税削減方式を策定
すること。 

 新たなドーハ開発アジェンダの期限である 2005 年 5 月に先駆けて、サービ
ス交渉における優先分野である金融サービス、人の移動、専門家に関する基

準についての認証や規制などに焦点を当てたサービス・オファーを早急に提

示し、交渉に調和をもたらすこと。 
 アンチ・ダンピングに関する規則と規律を明確化、及び修正するために、

WTOアンチ・ダンピング協定の見直しを支持すること。 
 貿易円滑化に関する WTO 交渉の意義を明確化し、包括的かつ拘束力のある
協定の締結や WTO の発展途上国・地域に対して継続的なキャパシティ・ビ
ルディング支援を提供するため、APEC における貿易円滑化へ取り組みを活
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用すること。貿易円滑化アライアンスなどの取組みを支援することは、域内

ビジネスの参加を促す上で重要である。 
 
2. ボゴール目標は APECの貿易・投資の自由化・円滑化に関わる取り組みの基盤と
なるものである。また、この目標は APEC首脳によって繰り返し確認されてきた。
しかしながら、先進国は 2010 年までに自由で開かれた貿易・投資を達成すると
いうボゴール目標の達成は、ますます困難になりつつある。これは地域の経済協

力フォーラムとしての APECの信頼性の核心に関わる問題であり、ABACは重大
な懸念を有している。ABACは APECに対し、以下の項目を実施するよう要請す
る。 

 
 地域貿易協定/自由貿易協定が確実にボゴール目標達成へ向けての築き石とな
るように、WTO のルールや手続き、ボゴール目標、競争、規制改革、投資、
政府調達、及び貿易の円滑化など APECの諸原則と整合性のとれた APEC地
域における RTA/FTA についてのベスト・プラクティスを作成、かつ、採用
すること。ベスト・プラクティスの策定を支援するため、官民合同のアドバ

イザリー・グループを設立し、金融サービス分野から作業を開始すること。 
 2005年の APEC首脳会議までに、新たな意欲的試みである太平洋ビジネス構
想の実施を目指し、地域市場統合構想について共同研究を行うこと。 

 2004 年のサンチャゴでの首脳会議において、アジア太平洋自由貿易圏
（FTAAP）構想の実現可能性、適用範囲や特徴等について更に検証を行う
ことに合意すること。この検証プロセスは、APEC 参加国・地域を網羅的に
代表するビジネス関係者や学識経験者、及び政府代表者により構成されるハ

イレベルのタスク・フォースに任せても良い。検証プロセスの課題は、2005
年に APEC 首脳に報告書を提出するべく、FTAAP 構想をより詳細に検討す
ることであり、APEC の中間レビューや WTO 交渉の進捗状況なども考慮し
ながら検証を進める必要がある。 

 
3. 新たなセキュリティ環境は、貿易円滑化行動計画の進捗を困難にし、APEC 地域
におけるビジネス・コストの増加をもたらしている。セキュリティ要件の遵守コ

ストのため、2006年までに貿易取引コストを 5％削減するという APECの約束の
実現が危ぶまれている。そこで、ABACは、以下の項目を実施するよう要請する。 

 
 取引コストの５％削減目標達成に向け、税関手続きの簡素化、基準・適合性
に関するインフラの整備、APEC ビジネス・トラベル・カード制度の普及な
ど、一連の具体的な方策を講じること。 

 新たなセキュリティ要件の適用に関し、ビジネス界との協議や情報共有を通
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して、貿易円滑化とセキュリティとの両立を図ること。また、各国・地域が

協力して、途上国・地域がセキュリティ要件を満たせるよう技術支援を行う

こと。 
 知的財産権保護のためのエンフォースメント機関相互の協力強化、健全な経
済法制度の整備、共通の会計基準の採用、投資規制における透明性向上など

を通じて、投資の促進を図ること。 
 APEC プライバシー・フレームワークの開発を支持し、すべての加盟国・地
域による当該フレームワークの採用と実施を促すこと。 

 
4. グローバル経済の見通しが改善したことにより、規制改革の推進、被害を受けや
すい参加国・地域に対する不安定な資本移動による悪影響への対応についての支

援、資本市場を深化させるために各国・地域が為すべきことについての理解の増

進、金融システムのセキュリティ、ガバナンス、及び汚職防止策を改善するため

の効果的な官民パートナーシップの整備、最近の WTO における前進を受けて、
金融サービス自由化を促進する主要な取り組みを通じ、経済成長を支える上で基

盤となる金融システムを強化する絶好の機会が訪れている。ABACは、各国・地
域に次のことを提言する。 

 
 銀行の資本適正化に関するバーゼルⅡの実施を支援するため、規制当局の能
力と財源を増強すること、ABAC/PECC 債券市場会議報告の結論と提言を承
認し、その進捗状況に関する参加国・地域の自己評価実施を支援すること、

新たな国際財務報告基準、及び各国・地域の基準の国際的基準への統一を図

る方策について支持すること、不安定な資本移動やヘッジファンドの活動、

及び高レバレッジ機関の活動によって生じる金融市場への悪影響を最小限に

抑制する政策についての国際金融協会、国際決済銀行、及び金融安定フォー

ラムの提言を実行すること、そして、コーポレート・ガバナンスに関する国

際金融協会の提言を支持することにより、金融システムの強化を図ること。 
 テロ資金、汚職、マネーロンダリングに対する認識の向上と、それらに対抗
する政策、法律、及び規制を整備するため、公的機関、地域的及び国際的な

団体と民間の金融グループとの協議を深め、金融システムのセキィリティを

向上させること。 
 APEC 金融システム・キャパシティ・ビルディングに関するアドバイザリ
ー・グループの役割とその目的を支持し、APEC が主催する金融分野のキャ
パシティ・ビルディングの取り組みに関係当局の職員が参加できるよう、研

修に資金援助を行うこと。 
 APEC に関する中間評価において提言したように、域内の技術協力に関わる

APEC閣僚委員会を新たに立ち上げること。 
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5. APEC 域内におけるキャパシティ・ビルディングはボゴール目標を達成する上で
重要であり、制度面、組織面、そして人材面という３つのレベルでのキャパシテ

ィ・ビルディングの実行が必要である。このため、APEC 参加国・地域は、これ
ら３つのレベルの各々において、重要なキャパシティ・ビルディングに取り組む

ため、協力する必要がある。ABACは参加各国・地域が、以下の項目を実施する
よう要請する。 

 
 APEC 内の保健及び貿易交渉代表相互の協力を促進し、APEC 貿易担当大臣
会合プロセスと保健担当大臣会合プロセスとの連携を密にすること。APEC
参加国・地域の保健当局が貿易と関連する公衆衛生問題を早期に検討できる

よう、今まで以上に積極的かつ戦略的に取り組むよう促すこと。 
 APEC 各参加国・地域において、基準適合性の基盤について独自評価を行い、
弱点を特定し、それを克服するための方策をたてるとともに、域内での基

準・適合性に関わる体制を整備する上で役立つビジネス事例の振興を目的と

した APECのセミナーを開催することにより、基準・適合性分野におけるキ
ャパシティ・ビルディングへの取組みを強化すること。国際的な基準設定機

関の活動への参加を一層促進するために必要なキャパシティ・ビルディン

グ・プログラムを提供すること。 
 国境を越えた物流インフラの格差に関連する地域的なサプライチェーンの障
壁を特定すること。APEC 地域における船舶や積荷を監視するシステムを構
築することなどにより、テロリズムや海賊行為に対抗、対応し、被害から回

復するための物流インフラの対応能力を高めること。 
 情報を共有するための実務的方策の整備、新たな、増加しつつある知的財産
権関連犯罪への取り組みに対する支援、国境を越えた協力の強化により、エ

ンフォースメント機関相互の協力を推進し知的財産権の保護を図ること。 
 APEC 発展途上国・地域のサービス輸出に対する技術支援の提供、中小企業
サービス貿易を支援するための地域的なベスト・プラクティス・ネットワー

クの構築、WTO や APEC における中小企業サービス輸出における障壁への
取り組みなどにより、サービス分野における中小企業を支援するためのキャ

パシティ・ビルディングを強化すること。 
 ビジネススクール間のパートナーシップを形成し、域内におけるビジネス言
語としての英語の普及促進を図るため、APEC ビジネススクール・ネットワ
ークの構築を支援すること。 

 
6. 域内の環境が変化しているので、APEC がその妥当性と有効性を維持するため、
その取り組みや戦略を強化する必要がある。特に、APEC は、貿易・投資の自由
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化の「協調的な」実施という、ボゴール目標に謳われた基本理念にコミットする

必要がある。 
 

APECは、APECイニシアチブについてより高い実施レベルが確保されるような
メカニズムを強化する必要がある。ABACは、APECの約束を強力に実行するた
めの具体的な提言を報告書に詳述している。提言には、政府調達における汚職

防止、APEC非拘束投資原則、航空貨物輸送の自由化、デジタル・エコノミーに
関する首脳宣言、エネルギー安全保障、環境保護などに関する措置が含まれて

いる。 
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はじめに 

 
世界経済の見通しは、過去数年間に比べて良好である。世界貿易は急激に増加し、ビジネ

スの信用は改善し、金融市場は上昇傾向にあり、商品市場は力強い。これら全ての要素が、

APEC地域における力強い成長への期待を裏付けている。 
 
この明るい見通しにもかかわらず、依然として深刻な課題とリスクが残存している。それ

は、テロリストによる攻撃や、石油価格の高騰といった地政学的な不確実性である。経済

面での懸念材料としては、米国の大幅な経常赤字とそれ以外の国・地域における経常黒字

に象徴される世界的な不均衡、多くの先進国・地域及び新興市場国・地域における厳しい

中期的財政状況、幾つかの国における為替管理制度、そして世界的に金利が上昇傾向にあ

ること、が挙げられる。ABACは、世界経済が回復しつつあるこの機会を捉え、潜在成長
力、柔軟性、回復力の向上が必要な世界経済アーキテクチャと同様に、参加各国・地域が

それぞれ構造改革を推し進めるとともに、保護主義の圧力に対抗すべき、との見解を支持

する。特に ABACは、APEC首脳に対し、ジュネーブでなされた枠組み合意を基に、ドー
ハ・ラウンドを立ち直らせボゴール目標の追求を再活性化する行動をとるよう要請する。 
 
こうした背景を踏まえて､ABACは 2004年度のテーマとして「太平洋の掛け橋：グローバ
リゼーションの課題への対応」を採択した。以下の論点がこの中に含まれている。 
 

 WTOドーハ開発アジェンダにおける具体的成果の達成 
 APEC貿易・投資自由化・円滑化アジェンダの再活性化 
 貿易・投資の新たな課題への対応 
 APEC域内の金融システムの強化 
 グローバリゼーションの課題に対処するためのキャパシティ・ビルディング 
 APECの有効性の強化 

 
「APEC首脳への提言（2004年版）」は、これらの論点を詳述し、各分野に関する提言を
概説するものである。これは先の APEC貿易担当大臣会合（2004年 6月 4～5日、於チリ、
プコン）、APEC 財務大臣会合（2004 年 9 月 2～3 日、於チリ、サンチャゴ）、および
APEC中小企業担当大臣会合（2004年 10月 6～7日、於チリ、サンチャゴ）に提出された
報告書を更新し、まとめ上げたものである。 
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Ⅰ．WTOドーハ開発アジェンダにおける具体的成果の達成 

 
ABAC は、差別のない貿易自由化を達成するためには、WTO の多角的プロセスが二国間
及び地域間による取組みよりも優れていると考える。それ故に ABAC は、カンクン閣僚
会合以降の WTO事務局と WTO加盟国による、交渉プロセスを軌道に戻し前進させた努
力を歓迎する。特に、ドーハ・ラウンドの継続的交渉の基礎となる枠組み及び幾つかの協

定に関する一般理事会決定の採択という、2004年 7月 31日に加盟国によって成された意
義ある進展を、ABACは賞賛する。さらに ABACは、この進展がWTOプロセスの信頼性
を回復させたと考えている。 
 
ABACは APEC首脳に対し、新しい枠組みの下で、農業、サービス及び貿易円滑化の交渉
を直ちに再開、あるいは開始することを要請する。また具体的内容について合意に達して

いない非農産品市場アクセス（NAMA）におけるモダリティの詳細と構成要素について、
引続き取組むことを要請する。交渉の期限は 2005年 1月 1日以降に延長されたが、ABAC
は、全ての加盟国の交渉活動を方向付けるべく新たな期限を設けるよう WTO加盟国に対
し要請する。ABACは、投資、競争政策、政府調達の透明性の各分野をドーハ・ラウンド
の作業計画の中に含めないという、一般理事会の決定に留意する。ABAC は、WTO 加盟
国がこれらの課題の重要性を忘れるべきではないと考える。 
 
 
Ａ．農業 
ABACは、農業がドーハ開発ラウンドの核心であり、またラウンドの成功のためには農業
に関する意欲的な成果が必要不可欠であるという立場を強く支持する。 
 
ABACは、農業におけるモダリティ設定のための枠組み採択を歓迎する。最終期限までに
あらゆる形態の輸出補助を削減するという明白な約束は、大きな前進である。利害の相違

を超えて合意に達するため、高レベルの国内補助を行なっている加盟国ほど包括的な削減

を行なうという合意内容は歓迎できる。市場アクセスに関しては、後発途上国を除く全て

の加盟国が、関税割当ての約束と関税削減との組合せにより、市場アクセスの「相当程度

の改善」という目標の達成に尽力すべきとの合意に ABAC は同意し、「重要品目」の数
が絶対的な必要数を超えることのないように要請する。 
 
提 言： 

 ジュネーブで生み出された推進力を持続させるための共同の取組みを示すこと。また
国内支持、輸出競争及び市場アクセスという 3つの柱が公平かつバランスの取れた形
で農業交渉をさらに進展させること。 
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 関税削減、輸出補助金の撤廃、及び貿易歪曲的な国内支持の大幅な削減により、以下
の諸点を実現すること。(1) 全ての製品、特に途上国の利益となる製品の市場アクセ
スの大幅な改善；(2) 関税削減における不相応な負担の回避等、途上国が特別かつ異
なる待遇によって利益を得ること；(3) 高額の貿易歪曲的国内支持制度を有する参加
国・地域ほど、大幅な削減を行うこと；(4)あらゆる形態の輸出補助金及び全ての輸出
措置に関する規律の同時並行的な撤廃が、同等の効果を確保しつつ、可能な限り早期

に達成されること。 
 
 
Ｂ．非農産品市場アクセス 
一連の多角的貿易交渉により、工業製品の貿易障壁は大幅に削減された。しかしながら、

関税構造には未だにタリフ・ピークや高関税、そしてタリフ・エスカレーションが存在す

る。 
 
ABACは、途上国の輸出利益となる製品に対する非関税障壁の削減又は撤廃と同様に、タ
リフ・ピーク、高関税、そしてタリフ・エスカレーション等の関税削減又は撤廃を追求す

る、非農産品市場アクセスに関するドーハ開発アジェンダのマンデートを支持することを

あらためて主張する。ドーハ開発アジェンダの成功のためには、非農産品市場アクセスの

関税削減方式と対象品目についての早期合意が必要不可欠である。 
 
ABACは、非農産品市場アクセスにおけるモダリティ設定のための枠組みの主要要素に関
する合意を歓迎する。 
 
提 言： 

 非農産品市場アクセスの枠組みの中で特定された未解決の具体的課題を早急に示し、
交渉において使用される具体的な関税削減方式を策定するために、WTO 市場アクセ
ス交渉部会を主導すること。 

 その交渉対象品目は包括的でなければならず、あらかじめ例外を設けてはならない。 
 交渉においては、関税削減の約束に際して優遇的互恵主義などを通じ、途上国の特別
なニーズと関心を考慮すること。 

 ドーハ・マンデート及び 2004年 7月 31日に合意されたモダリティ枠組みと整合的な、
分野別関税撤廃または調和イニシアチブの詳細に関する早期合意、特に途上国の輸出

利益となる製品についての早期合意を達成するために、市場アクセス交渉部会を主導

すること。 
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Ｃ．サービス 
全ての APEC参加国・地域においてサービス分野がその成長と発展に果たす役割の重要性
に鑑み、ABACは APEC首脳に対して、サービス分野の貿易・投資自由化に関する WTO
交渉を早急に進展させるよう要請する。APEC 域内の発展途上国・地域においてサービス
分野はGDPの 40％以上を占めている。しかし、サービス分野のGDPへの多大な貢献にも
かかわらず、ほとんどの APEC参加国・地域では、サービス分野の輸出比率は世界標準を
下回っている。 
 
参加各国・地域はドーハ開発アジェンダの下で、2003年 3月 31日までにサービス貿易に
おける内国民待遇及び市場アクセスの改善に関する初期オファーを提出することが求めら

れていたことに ABACは留意する。しかし WTO加盟国のうち、現在までに 44カ国しか
サービス・オファーを提出しておらず、交渉における必要最小数に達していない。こうし

た背景のもと、ABAC は、APEC 首脳がサービス産業団体連盟による「GATS 交渉の軌道
回復」に関する 2004年 8月の声明に対して関心を示したことを賞賛する。 
 
金融サービス分野では、域内の金融サービス自由化による利益について ABAC が調査し
た結果、現時点で以下の点が明らかになっている。(1) 各市場で商業的プレゼンスを持つ
能力が最優先事項である；(2) 金融部門の調整推進政策の促進に対する参加国・地域の意
欲が極めて重要である；(3) より開かれた市場では、国・地域内及び近隣諸国・地域から
の金融部門への生産的な投資の大幅な増加が見られる。このような投資は、一層の景気拡

大と雇用増加をもたらす可能性を有している。 
 
提 言： 

 交渉に調和をもたらすために、2005年 5月というドーハ開発アジェンダの新たな期限
に先駆けてサービス・オファーを示すよう、早急に行動すること。 

 国内規制の透明性を向上させる規則をWTOにおいて協力して整備すること。 
 サービス交渉において、早急に以下の優先分野に焦点を当てること。 

 
自然人の移動 
□ ビザ手続きに関する透明性を改善し、経済需要テストの適用に関する明確な基準

を設定すること。 
□ 現行のビザ及び出入国管理政策の見直しと明確化を行い、入国ビザの許可及び処

理手続きの簡素化、迅速化を図ること。 
□ 関連子会社における、或いはサービス提供契約に基づいた労働のための、一定の

種類の労働者の一時的入国を可能にするため、GATS労働許可の提案やその他の迅
速な手続きを支持すること。 

 

 4



専門家に関する基準の認証と規制 
□ 資格、技術水準及び免許要件の相互認証について、GATSの「同等性」に関する更
なる取組みを支持すること。 

□ サービス専門家を認可するための規制枠組みを整備すること。 
□ 技術支援やサービス産業のための国際的基準設定活動への参加などを通じて、途

上国・地域の国内サービスに対する規制能力を強化すること。 
□ この重要な課題において前進を図るため、APEC 参加国・地域内の主要サービス産
業における専門家の資格認定に関する相互認証イニシアチブ策定に取組むこと。 

 
金融サービス 
□ 金融サービス自由化におけるベスト・プラクティス、及び各参加国・地域に固有

のキャパシティ・ビルディングの必要性を特定すべく、公的/民間部門のタスク・
フォースを設立すること。 

 
対象サービス分野の拡大 
□ エネルギー、環境、クーリエ/エクスプレス・デリバリー等のサービス分野におい
て、包括的な自由化約束を行うこと。 

 
 
Ｄ．貿易ルール 
貿易保護手段が海外との競争から国内産業を保護する目的で恣意的に運用されていること

により、貿易保護手段は近年ますます重要な課題となっている。ABACは、保護主義の台
頭を懸念するとともに、途上国が競争力を高めつつある業種における非関税措置の増加に

留意する。エビの輸入に関する調査は、最近、域内の途上国・地域に影響を及ぼしている

例の 1つである。 
 
特に、アンチ・ダンピング措置は、アンチ・ダンピング調査が生産者と貿易業者の双方に

負担を負わせる点で、貿易を萎縮させる効果をもたらし、また貿易紛争の火種となってい

る。ABACは、より多くの参加国・地域がアンチ・ダンピング措置を積極的に使用するに
つれ､参加国・地域間に存在するアンチ・ダンピング協定規則の解釈と適用の相違により､

結果としてアンチ・ダンピング措置が恣意的に運用されるようになっていることに懸念を

強めている。それ故、アンチ・ダンピング協定の基本的な概念や原則、協定の有効性､そ

の手段と目的を維持しつつ、協定の下での規律を明確化し、改善するドーハ開発アジェン

ダのマンデートをABACは強く支持する。 
 
提 言： 

 以下の目的のために、アンチ・ダンピング及び補助金に関する規則と規律の明確化と
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改善を支援するよう要請する。(1) アンチ・ダンピング措置の乱用及び過剰な使用を
阻止すること；(2) 被提訴者の過度な負担を避けること；(3) WTOドーハ・ラウンドに
おいてアンチ・ダンピング調査に関わる制度の透明性、予見可能性及び公平性を高め

ること。 
 
 
Ｅ．貿易円滑化 
全世界における関税の引き下げを受け、通関手続きに要するコストは、多くの場合におい

て、支払う関税額を上回ると報告されている。ジャスト・イン・タイム方式による生産や

納品が行なわれる現代のビジネス環境において、貿易業者は迅速かつ予見可能な商品の引

渡しを必要としている。しかしながら、数々の進展にもかかわらず、貿易業者は国境を越

えたモノの移動に際して、未だに深刻な障壁に直面している。 
 
ABACは、一層の市場自由化による利益を充分に享受するためには、貿易円滑化が必要不
可欠であると信じている。ABACは、貿易円滑化アライアンスのような取り組みによる貢
献の重要性に留意し、域内ビジネス界からの参加を奨励する。 
 
貿易円滑化に関する明確で､透明かつ統一された多角的ルールの導入は、産業、及びビジ

ネスに対して更なる確実性をもたらし、コストと遅延を減少させ、より競争的な輸出入環

境を提供する。しかし、そのような多角的ルールは、こうした新たな義務の遵守において

必要とされる規制、及びインフラに途上国・地域が対応できるよう支援する、キャパシテ

ィ・ビルディングの取組みによって補完される必要がある。従って ABAC は、貿易円滑
化に関する新たな枠組みにおいて設定されたモダリティを基礎として交渉を開始するとい

う、先のWTO一般理事会での決定を強く支持する。 
 
提 言： 

 WTOの貿易円滑化交渉を明確にするため、以下の視点を持って、APECにおける貿易
円滑化への取り組みを活用すること。 
□ 特定の貿易円滑化分野に関連する既存の GATT条項を盛り込んだWTOの枠組みに
おける貿易円滑化に特化した包括的かつ拘束的な合意を得ること。 

□ 合意された新たな貿易円滑化規律の段階的導入期間と一体となった、WTO 加盟途
上国に対するキャパシティ・ビルディングのための支援を今後も継続すること。 
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APECがWTOにおける貿易円滑化交渉を推進することについてのABAC声明 
 
7月 31日、ジュネーブにおいて、WTO加盟国はドーハ・ラウンドを進展させる歴史的
な決断を行った。WTO加盟国は、農業、非農産品市場アクセス、サービス、貿易円滑
化等の分野における交渉を含む、枠組みパッケージに合意した。貿易円滑化が交渉の

中に含まれたことで、取引コストが大幅に低減するとともに関税障壁が削減される可

能性があり、ABAC参加国・地域はこれを歓迎する。 
 
ABAC は WTO における多角的貿易円滑化交渉の開始に関する合意を歓迎するととも
に、APEC参加各国・地域が 7月 31日に合意されたドーハ作業プログラムを積極的に
支持するよう奨励する。貿易円滑化に関する合意を実現するためには、首脳、閣僚、

高級実務者がドーハ作業プログラムの付属文書 Dに含まれるモダリティと整合的な方
法で約束を達成するよう注力し、前向きに取り組むことを約束する必要がある。これ

らの約束には、透明性、効率、簡素化、無差別、手続きの公正、協力、キャパシテ

ィ・ビルディングなどが含まれなければならない。 
 

• 法律、規則、政策、手続き及び基準に関する必要情報を公表し、また、入手可
能にする「透明性」。 

• 貿易業者及び関連当局に対し、今日の世界的なジャスト・イン・タイム経済に
全面的に参加できる環境を提供するとともに、行政資源を効率的に利用する手

段を提供する「効率」 
• コスト削減及びコンプライアンス改善につながる、基準、規則及び手続きの
「簡素化」。 

• 信頼と安定を確保するための、規則及び手続き上の「無差別」。 
• 確実性を確保し、恣意的な決定から保護するための「手続きの公正」。 
• 政策の実行と管理をより簡易かつ効果的なものにする、政府当局と貿易業界と
の「協力」。 

• 全ての参加国・地域が法令遵守の要求に対応することのできる「キャパシテ
ィ・ビルディング」とより長期的な期間設定。 

 
貿易円滑化交渉の開始は APEC 参加国・地域に対し、域内及び世界中でモノの移動を
阻害する関税障壁の削減に取組むための、実質的な機会を提供する。ABAC は、APEC
参加国・地域と共に交渉の進展に取組むことを期待しており、また強力かつ約束に基

づいた貿易円滑化合意を支援するために開発されたプロジェクトやイニシアチブに喜

んで参加する。 
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Ⅱ．APEC貿易・投資自由化・円滑化アジェンダの再活性化 

 
ボゴール目標は、APEC の貿易・投資自由化・円滑化（TILF）アジェンダの基盤であり、
APEC 首脳によって定期的に再確認されてきた約束である。しかし、先進国・地域に対し
て設定された 2010 年という期限内に、自由で開かれた貿易・投資というボゴール目標が
達成される可能性は徐々に小さくなってきている。これは地域経済共同体としての APEC
の信頼性の核心に関わる問題であるが故に、ABACにとって重大な懸念となっている。 
 
 
Ａ．地域貿易協定（RTA）/自由貿易協定（FTA） 
APEC 参加国・地域が RTA/FTA 締結へと向かう傾向もまた、懸念要因である。域内の
RTA/FTAの多くは、実施スケジュール、及び包括性に関して、APEC参加国・地域のボゴ
ール目標の約束を満たしていない。 
 
こうした協定は貿易関係を強化し経済を開放してはいるものの、RTA/FTA の多重性を管
理しきれないが故に、ビジネスに取引コストの増加をもたらす可能性もある。 
 
提 言： 

 WTO 規則及び手続きとの整合性、ボゴール目標との整合性、競争、規制改革、投資、
政府調達、貿易円滑化に関するその他の APEC原則との整合性といった主要原則と共
に、APEC域内における RTA/FTAのためのベスト･プラクティスを策定・導入するこ
とにより、RTA/FTA がボゴール目標の達成に向けた「築き石」となるよう取組むこ
と。PECCが作成した「RTAに関する APECの共通理解に向けた提言」は、こうした
原則を策定するうえで有益な参考となる。 

 
 
Ｂ．大胆かつ斬新なイニシアチブの必要性 
貿易・投資自由化・円滑化アジェンダの信頼性を維持するためには、APEC は緊急の措置
を講じる必要があると ABAC は考えている。貿易・投資の自由化・円滑化に APEC がよ
り野心的かつ積極的に取り組まない限り、ボゴール目標を達成できないと ABAC は考え
る。 
 
本年、ABAC は、APEC の貿易・投資自由化・円滑化アジェンダの再活性化のために、
数々の新たな提案を検討した。そうした提案の一つは、APEC における様々な貿易円滑化
に関わるイニシアチブに向けた努力を倍化するとともに、それらのイニシアチブを WTO
より広範囲な、新規、かつ並行的に実施される貿易・投資自由化と共に、一つの新たな旗
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印の下で一体化することを APECに求めるものである。この提案の目的は、域内のどこで
でも自由に事業を営むことが可能なアジア・太平洋地域統合市場の創設を目指す野心的で

包括的な目標を設定することにある。このような提案は、改革のための強力な推進力を生

み出すことで APECの貿易・投資円滑化イニシアチブを再活性化させ、またボゴール目標
に向けた着実な進展を図る上で役に立つ。 
 
提 言： 

 地域統合市場に関する提案を発展させるため、ABACは APEC首脳に対し、野心的で
新たな「アジア・太平洋ビジネス構想」を 2005 年の APEC 首脳会合までに立上げる
ことを視野に入れた合同調査を実施するよう要請する。 

 
ABAC が今年検証を行なったもう一つの提案は、「アジア・太平洋自由貿易地域
（FTAAP）」構想である。APEC 各国・地域首脳の強力な政治的約束が前提ではあるが、
地域全体に亘る協定が成功裏に交渉されれば、ボゴール目標の達成および WTOにおける
全面的なグローバルな自由化に向けた進展が加速され、また地域全体に多大な経済的利益

をもたらす可能性がある。FTAAPはまた、ますます複雑化する APEC域内の RTA/FTA網
に関する潜在的な悪影響を最小化するであろう。 
 
FTAAP に関する賛否両論について調査し、そうした地域貿易協定のデザインに関する詳
細を検証するためには、さらなる取組みが必要であることは明白である。調査・検証対象

としては、参加国・地域の必要最低数、対象製品、実施スケジュール、原産地規則、サー

ビスと投資、セーフガード規定、アンチ・ダンピング手続き、政府調達、円滑化措置、知

的財産、及び紛争解決機能といった項目が含まれる。 
 
提 言： 

 2004 年のサンチャゴにおいて、FTAAP の実現可能性及び潜在的な範囲と特徴につい
ての更なる検証を行なうことに合意すること。この検証作業は、政府高官、ビジネス

界の代表、学識経験者を含む、APEC 各国・地域を代表するハイレベルのタスク・フ
ォースにより行なわれることが望ましい。タスク・フォースの役割は、APEC 中間評
価及びWTO交渉の進捗状況を踏まえた報告を 2005年に APEC首脳に対して行なうた
めに、FTAAP構想をより詳細に検証することにある。 
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Ⅲ．貿易・投資に対する新たな課題への対応 

 
Ａ．APEC貿易円滑化行動計画 
ABACは、貿易円滑化において APECが達成した進捗状況、および取引コスト 5％削減の
評価に係る将来的なベンチマークに関する ABACの見解を表明するため、2004年 10月 1
日にチリ・サンチャゴにて開催された貿易円滑化拡大対話に参加した。ABAC は、APEC
貿易円滑化行動計画の具体的な分野に関して以下の通り提言する。 
  
提 言： 
税関手続き 

 低リスクの取引に関する手続きの迅速化、税関書類申請手続きの更なる自動化、透明

性の強化、新技術の導入による物理的調査の削減など、モノの移動に関して所要時間

とコストの削減が可能な具体的分野を特定し、それぞれの参加国・地域において税関

手続きの見直しを行なうこと。 
 通関所要時間（物品の港湾/空港到着からその引渡し（税関の許可）までに要する時
間）調査を、APEC 域内の貿易円滑化に関する様々な行動や措置の効果を測定する客
観的基準の一つとして導入すること。 

 
基準・適合性 

 克服すべき弱点や欠陥の特定と、その是正のための行動を提案、及び立案することを

目的に、APEC 参加各国・地域における既存の基準・適合性インフラに関する詳細な
個別調査を、既存のプログラムに基づき実施すること。 

 EU が提案している化学物質の登録、認可、及び評価に関する新たな制度（REACH）
の潜在的な貿易制限的効果に対する懸念を、引き続き訴えていくよう閣僚に要請する。 

 
ビジネス関係者の移動 

 APEC ビジネス・トラベル・カード（ABTC）制度に参加している国・地域で、まだ
制度を実施していない国・地域は、早期に実施すること。また、まだ ABTC制度に参
加していない国・地域は可能な限り早期に参加すること。 

 ビジネス界に対して ABTC制度の利点を宣伝するとともに、同制度のシステムと運用
に関する出入国審査官の理解を高めるため、一丸となって取組むよう各国・地域に要

請する。 
 APEC 参加各国・地域は、域内及びその周辺におけるビジネス関係者の移動円滑化を
一層促進するため、技術要件の標準化を図り、また、出入国管理手続きを調和するこ

と。 
 ABTC 制度の運用上の問題を特定、解決するため一丸となって取組み、円滑な実施の
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ためのキャパシティ・ビルディングを提供すること。 
 個人情報の取扱い、特に一部の国・地域が航空会社に対して課している事前旅客手続

（APP）および事前旅客情報システム（APIS）による旅客および乗務員情報の提出要
件に関しては、個人情報の保護を確保すること。 

 APEC 参加各国・地域は、出入国管理の強化に関して、セキュリティ要件を満たす上
でビジネス部門に不相応な負担がかかることのないよう、費用と時間の両面における

合理的なコストシェアについて積極的にビジネス界と協議すること。 
 
 
Ｂ．貿易とセキュリティ 
貿易システムにおいて、より高レベルのセキュリティが求められる新たなセキュリティ環

境は、APEC 域内のビジネス界にコストの増加という影響を与えている。この遵守コスト
は、2006年までに貿易取引コストを 5％削減するという APECの約束を脅かす可能性があ
る。 
 
APEC 域内の発展途上国・地域は、財源と技術資源の不足という、新たなセキュリティ環
境に対応する上で大きな課題に直面しており、それが地域全体のセキュリティ網を脆弱に

する可能性がある。 
 
ABAC は、バンコク・セキュリティ宣言に基づき、APEC 参加各国・地域が対応すべき
数々の優先分野を特定した。 
 
提 言： 

 新たなセキュリティ対策に関わる規則や手続きについて、ビジネス界に可能な限り多

くの情報を開示すること。全ての APEC参加国・地域の当局は、検討している対策を
明確に公表し、これら新しいセキュリティ対策の影響に関してビジネス界との意思疎

通を図るとともに協議を行なうこと。 
 新たなセキュリティ要件は、透明でなければならず、同一の条件が国際貿易における

偽装的規制として適用されることで国・地域によって差別的な取り扱いが行なわれて

はならない。 
 個別行動計画において、ISPS コードやマニフェスト情報 24 時間前提出規則など、新
規、かつ主要なセキュリティ措置に対応するための取組みを報告すること。その他の

新たなセキュリティ対策は、国際的基準に基づき、また適合性検査に関して相互認証

協定を用いることで、可能な限り調和されるべきである。 
 新たなセキュリティ措置の導入に関連する技術支援を提供し、そのベスト・プラクテ

ィスに関する情報交換を行うために、各国・地域は、相互に、また、ビジネスとのパ

ートナーシップで協力すること。域内途上国・地域の新たなセキュリティ要件への対
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応を支援するために、即ち、セキュリティ網の「欠点」を改善するために、セキュリ

ティ体制の実施と保持に関する APEC参加各国・地域の税関職員に対する研修など、
具体的なキャパシティ・ビルディング・プログラムの特定に努めること。 

 取引コストの削減をもたらし、APEC の 5％目標にも貢献するであろう、セキュリテ
ィ対応型技術や手続きの導入により達成される効率性の向上を計測する手法を、域内

のビジネス界と共同で開発すること。ABAC は、新たなセキュリティ環境が貿易取引
コストに及ぼす影響を測定するために、2005年に調査を実施するよう提案する。 

 
 
Ｃ．投資円滑化 
ABACは、域内の経済成長を促進する上で、長期的な国境を越えた投資、特に外国直接投
資（FDI）が重要であると考えている。ABAC は、APEC 参加各国・地域が域内の投資の
流れを促進するために、数々の措置を実施していると認識している。それらの措置は、投

資阻害要因の削減、ビジネス円滑化措置の実施、そして投資誘致や投資促進である。

ABACは、地域内の投資の流れをさらに促進するために、追加的な措置を検討するよう要
請する。 
 
提 言： 

 知的財産権（IPR）の保護を強化すること。特に域内のエンフォースメント機関間の
協力を促進し、知的財産権のエンフォースメントを強化すること。 

 効果的な破産法および債権者権利制度の開発を通じ、健全な法制度を備えた市場機能

を強化すること。 
 市場の状況及び民間部門の意見に充分配慮しつつ、国際会計基準審議会（IASB）が
公表した国際財務報告基準（IFRS）を踏まえて、共通の会計基準枠組み開発のために
協調して取組むこと。 

 新たな雇用を創出し、技術移転を円滑化させ、また新産業を育成することで域内の持

続可能な発展に資する、循環型（リサイクル）経済の推進を目的とした効果的な環境

保護政策を実施すること。 
 APEC 透明性基準の実施や、汚職の減少・撲滅、行政上の効率改善措置を通じて、投
資関連の規制及び手続きの透明性を高めること。 

 
 
Ｄ．電子商取引 
１．プライバシー 
ABACは、共通かつ効果的なプライバシー保護の開発を促進し、地域内の自由な情報の流
通を確保する APECプライバシー枠組みの開発のために、参加各国・地域が行なってきた
取組みを賞賛する。実施段階における目標は、プライバシー保護に関する行動規範のよう

 12



な組織全般に亘るルールを承認、認可するための合理的取組みを、APEC 域内で開発する
ことである。この取組みは、ある APEC参加国・地域で承認された行動規範が、他の国・
地域でも承認されることを保証するものである。行動規範はさらに、グローバル企業間の

複雑な契約約定の管理によって発生する費用と不確実性を削減し、一つの APEC参加国・
地域で承認された規範を許容することになる。 
 
提 言： 

 APEC プライバシー枠組みに含まれる一連の主要協定を全ての参加国・地域で導入・
実施するとともに、実行メカニズムを開発すること。 

 国境を越えたデータの送信や交信に際し、企業が効果的でグローバルなプライバシー

問題解決策を策定できるよう、最終的な APECプライバシー原則に反映される主要な
プライバシー協定が、全ての参加国・地域において調和されること。 

 実行メカニズムの一部として、また APECプライバシー協定の実施方法の一つとして
行動規範を奨励すること。 

 
２．ペーパーレス貿易 
ペーパーレス貿易は、取引コスト削減に直接的に寄与し、貿易円滑化とセキュリティの双

方を実現するとともに、APEC貿易円滑化目標にも資する。 
 
今日までに、15 の参加国・地域がペーパーレス貿易に関する個別行動計画を提出した。
これらの個別行動計画は、税関及び国境を越えた貿易管理に必要な紙の文書や、海上・航

空・陸上輸送に関わる文書及び書面の要求を削減又は撤廃する、という APECの目標に向
けて、APEC 参加国・地域が講じている施策を概説している。このモノの貿易における
「ペーパーレス貿易」について、先進国は 2005年までに、途上国は 2010年までに実現す
ることを目標としている。 
 
ABACは、ビジネスからの助言は重要だと考えるので、電子商取引運営グループによる優
れた取組みを認識し、アジア・太平洋地域におけるビジネスの関心をこれらの取組みに向

けるべく取組んでいく。 
 
提 言： 
ABACは、更なる助言を行なうため、全てのAPEC参加国・地域が電子商取引運営グルー
プ会合に参加することを奨励する。 
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Ⅳ．APEC域内における金融システムの強化 

 
今年度における ABAC の主な活動は、ここ数年取り組んできた分野である金融システム
の強化と、特に債券市場における資本市場の振興に引き続き注力することに加え、新会計

基準の実施に向けた国際的合意に関する域内の課題についても検討を行った。ABACは、
悪影響を及ぼしかねない不安定な短期的資本移動に対処すべく、APEC 域内の脆弱な国・
地域に対する支援を更に強化していく必要があると確信している。 
 
世界経済の改善が見込まれているが、金融システムの改革、金融システムに関するセキュ

リティの改善を強力に推進・加速化させる絶好の機会になっている。また、WTO ドーハ
開発アジェンダにおける最近の前進に対し、ドーハ・ラウンドにおいて金融サービス自由

化を推進する施策を、率先して講じるべき時であると考えている。 
 
APEC 金融システム・キャパシティ・ビルディングのためのアドバイザリー・グループは
（ABACと PECC合同）、官民双方における人材育成と制度的枠組の強化に向けた各種の
提言を策定してきた。最善の政策・施策を地域全体の主要部門で導入しても、人材と健全

な政策的枠組が存在しなければ、成功の可能性はほぼ皆無であるとの認識を踏まえ、キャ

パシティ・ビルディングに重点を置いた活動を引き続き展開していくべきである。 
 
 
Ａ．金融システムの強化 
１．バーゼル IIの実施支援策 
健全なリスク管理の推進を通じて金融システムを強化するという新たなバーゼル II 資本
協定に対しては、アジア銀行協会 を始め幅広い支持が寄せられている。参加国・地域の
中には、発効（2006 年後半）から数年を経るまでバーゼル II 資本協定を実施しない立場
のところもあるが、銀行界においては、バーゼル II 資本協定に基づく最新式リスク管理
策の資格要件を満たすような形で、リスク管理システムの導入・開発への意向を示してい

る銀行も多い。規制当局がリスクに基づく管理監督体制を志向していることは、歓迎すべ

き傾向である。ABACとしては、アジア金融危機の際に監督体制の不備が明らかになった
ことから、こうした監督面での進展を強く支持する。保険分野その他の金融部門に加え実

業界全体において、リスク管理がますます重要視されるようになっている。域内規制当局

相互間や関連国際機関、特に国際決済銀行（BIS）との連携強化を推し進めていくべきで
あり、銀行業務におけるバーゼル II 資本協定の実施、及び銀行以外の金融部門における
規制制度の改善に向けたキャパシティ・ビルディング策を支援すべきである。 
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提 言： 
 域内の銀行業務におけるバーゼル II資本協定の実施を支持するとともに、規制当局の
能力と資金・人材を強化して、バーゼル II関連基準の実施の支援と、銀行業以外の金
融セクターにおける規制基準の改善を図ること。 

 域内規制当局、関連の国際機関・地域的機関、民間金融団体との協力強化に向けた施
策を支持するとともに、バーゼル II資本協定の実施を目指すこと。 

 
２．国内、域内債券市場の促進 
APEC 参加国・地域は、債券市場を不可欠の要素とする、奥行きがあり、流動的で確固と
した資本市場が形成されたことにより、長期的な資金調達と利回り構造が推進され、投資

家や借り手のビジネスチャンスの幅が広がることで、金融システムが多様化し、大いに利

益を受けられることになる。債券市場は、資金源が多様化し、通貨や期限のミスマッチが

減少することにより、危機に対する抵抗力を持つことができる。ABACは、国内、域内債
券市場の発展に向けた取り組みに対し一貫して支持を表明してきたが、プーケットで開催

された、前回の APEC財務大臣会合において、本件に関し民間部門の意見提供が求められ
たことを受け、ABACと PECCの共催により、域内及び国際的に債券市場で活動している
各種金融機関の専門家や、実務家の参加を得て大規模な会合を招集した。この会議は 5月
に台北で開催されたが、これらの目標達成に必要なキャパシティ・ビルディング策など、

国内債券市場の振興、域内市場の育成・強化に向けて有意義な識見・提言が示された（こ

の会議の報告書の要旨は、本報告書の別添書類として盛り込まれている）。 
 
提 言： 

 台北で開催された ABAC/PECC共催の債券市場会議の報告書に盛り込まれたように、
その結論と提言が実施されることを支持する。 

 上記提言の実施に向けた第一歩として、APEC の関係参加国・地域は、ABAC が提案
した自己評価表を導入し、民間部門とも協議した上で、債券市場の発展に向けた制度

的枠組その他の条件に関して、自己評価を実施すべきである。これにより、域内のキ

ャパシティ・ビルディング活動の重点課題を把握しやすくなる。 
 
３．国際会計基準の策定に関する措置 
ABAC は、国際会計基準の統一及び、国際会計基準審議会（IASB）が提案する、国際財
務報告基準（IFRS）の早期導入を支持する。ただし、「公正価値」の概念の解釈と、包括
利益の計上については、国・地域や企業の視点から見て、複雑な問題が残されており、財

務報告の諸要件についても、会社経営者などが無意識に解釈を間違えた場合、重い法的責

任を問われる可能性がある。特に一部の国・地域では厳格な法的要件が課されており、こ

れらのリスクは現実のものとなっている。APEC の途上国・地域の大半は IASB に代表者
を派遣しておらず、IFRS の策定において情報提供を全く行っていないか、行っていたと
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してもその機会はほぼ皆無といった状況にある。したがって、会計基準の統一に向け、域

内で協力していくことが重要である。 
 
提 言： 

 会計関連施策の改善と国・地域間の資本移動の促進のために、会計基準の統一、国際
財務報告基準の早期導入を推進する。 

 域内の意見をグローバル会計基準の策定に反映させるとともに、適切なキャパシテ
ィ・ビルディング支援を通じて、これらグローバル会計基準への統一を促進するため

に、国内会計基準設定機関の地域的フォーラムを推進する。 
 
４．不安定な短期資本移動と高レバレッジ機関の悪影響への対応策 
新興市場への資本流入が増大すると大きな利益が生じる。流入水準については金利上昇に

よる一般的リスクが存在するが、この点については、比較的スムーズな市場調整を通じて

対処していくべきである。ただし、引き続き懸念される問題は、短期的な資本流入に伴う

リスクであり、アジア金融危機の際に一部の国・地域で見られたように、急激な資本流出

を招く可能性がある短期資本移動に伴うリスクである。（一部の国・地域、または複数

国・地域間において）ヘッジファンドや高レバレッジ機関に関わる金融システムの安定性

にリスクが生じている。不安定な資金移動と高レバレッジ機関の悪影響を最小限に抑制す

るための施策については、金融安定化フォーラム（FSF）と BIS から提言が出されている。
マニラ・フレームワークは、資本移動の監視・報告・開示基準の改善に向けて作動してい

る。ただし、一部の発展途上の APEC参加国・地域は、FSFや BISに代表者を派遣してい
ないため、これらの国・地域の利益を国際的フォーラムの場で適切に反映させていくため

の取り組みが必要である。 
 
提 言： 

 資本移動の安定化と高レバレッジ機関の影響緩和を目的として FSFとBISにより提唱
された施策案を実施するとともに、資本移動に関する有効的な監視・報告基準の策定

において、マニラ・フレームワークなどの地域フォーラムを支持する。 
 ヘッジファンドや高レバレッジ機関に起因する問題点について、BIS、FSF、関連団体
に対し、アジア協議委員会から情報提供を行うよう、同委員会に所属する中央銀行総

裁に要求する。 
 IMFに対しては、特にAPEC域内の国・地域に関する出資状況を効果的に監視するよ
う要請する。 

 
５．コーポレート・ガバナンスと透明性の強化 
ABACは、かねてより、OECDのアジア円卓会議白書の重要提言を実施し、域内のコーポ
レート・ガバナンスの強化を推進すべきであると主張してきた。国際金融協会（IIF）は、
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OECDが一般原則路線を離脱し、証券取引所、投資家、株式会社に対し、株主の権利を重
視すべく、より直接的な指標を示すべきであると提言している。また、4 月にクアラルン
プールで開催された APECセミナーでは、急速な経済統合と競争激化に対応できるコーポ
レート・ガバナンスを実現する方向で、真剣な取り組みを行う必要性が指摘された。

ABACは、国際機関、経営者協会、実業界、政府を取り込んだ形で域内のコーポレート・
ガバナンス改善を推進するには、より一層の官民連携が必要であると確信している。

ABACは「コーポレート・ガバナンスと透明性の推進に関する APEC官民行動計画」を提
案するとともに、2005 年に開催が予定されている主要会議で同プログラムを立ち上げる
所存である。 
 
提 言： 

 株主の権利を強化すべく、コーポレート・ガバナンスに関する明確な指標を策定すべ
きとする、IIFからOECDに対して行われた提言を支持する。 

 2005年に開催される主要会議に取り込むことも含め、「コーポレート・ガバナンスの
推進に関するAPEC域内官民行動計画」の主旨を支持・推進する。 

 
６．ユニドロワ「可動物件の国際的権益に関する条約」に関する支持 
この条約は、航空機、船舶、油田掘削装置、鉄道車両、宇宙関連機器など、通常業務の過

程において、国境を越えて移動する高価な可動物件について、担保と貸し手の権利を創

設・運用するための枠組を定めている。同条約は各種物件に関する議定書により補足され

ることになっている。同条約は 2004年 4月に発効したが、「航空機に関する議定書」に
ついては、同条約の発効に必要となる批准が成立していない。ABAC は 2002 年に、国際
的資金調達に伴うリスクを軽減するための重要な手段として同条約を支持し、もって金融

システムのセキュリティ向上に寄与すべきことを APECに提言した。同条約とその関連議
定書を支持する理由は、現在においてもその妥当性を失っていない。 
 
提 言： 

 ユニドロワ条約および「航空機に関する議定書」に対する批准を重要課題として位置
付けるとともに、その他の可動物件に対する議定書への拡大を支持する。 

 
 
Ｂ．金融システムのセキュリティの向上 
ABACではかねてから、マネーロンダリングや、テロリストの資金調達に対処すべく、金
融システムのセキュリティに関する一連の提言を行ってきた。ABACが目指しているのは、
安全確保策としての適切な法的枠組の範囲内で、取引先や金融機関の正当な権利を保護す

るとともに、効率的な決済制度を維持することにある。官民相互間における協議内容を充

実させる必要があることに加え、金融機関と非金融機関の経営者レベルと、規制当局担当
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者の実務レベルの双方において、金融システムのセキュリティ確保の問題、OECD/ADB
の破産防止策・行動計画について幅広い理解を広げる必要がある。ABACは、シドニーを
拠点とするアジア・太平洋グループ（APG）と連携し、これら諸問題に関して民間部門が
協力できる分野を模索している。 
 
提 言： 

 民間部門と協力して、政府機関や国際機関・域内機関相互間の協議プロセスを深化さ
せ、金融機関とその取引先の正当な利益の保護と、効率的な決済制度の実現を目的と

した法的保護を背景に、テロ資金調達、マネーロンダリング、汚職に対する現実的で

効率的な防止策の推進を図る。 
 これら諸問題に関する企業側の意識高揚と適切なキャパシティ・ビルディング策の策
定を目的としたABAC/APGの共同活動を支持する。 

 
 
Ｃ．域内のキャパシティ・ビルディングの強化 
ABAC と PECC 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・グループを立ち上げ、民間セクターとの連携のもと、キャパシティ・ビルディングの

必要性に効果的に対処する方法について、指針とアドバイスの提供を行っている。ニーズ

の明確化において、一貫性を確保し、プログラムの重複を回避するため、関連の国際的金

融機関の参加が促されている。同アドバイザリー・グループでは、民間金融機関を取り込

んだ活動が重視されており、中には無償で専門家養成を行うものもある。APEC 主催のプ
ログラムに参加できるだけの宿泊費や出張旅費が不足しているため、実施が困難になって

いる施策もあり、特に規制当局においてこの種の資金不足が顕著である。この種の経費に

充当するため、APEC 新興諸国・地域自身による、ある程度の財政支援を行うべきである。 
 
ABAC が実施した、APEC の中間事業評価においては、キャパシティ・ビルディング活動
の進展・実施状況の監督を目的としたハイレベルの調整を提案している。ボゴール目標を

実現する上でキャパシティ・ビルディングが極めて重要であることを踏まえ、この提案を

実施すべきである。 
 
提 言： 

 ABACのAPEC中間評価の提言に沿った形で、APEC地域技術協力閣僚委員会を新設
する。 

 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・グループの役
割を支持する。また、規制当局や政策立案当局に資金を配分し、APEC主催のプログ
ラムに、実務者レベルが参加できるよう参加国・地域に働きかけ、国際機関・地域的

機関及び民間セクターからの更なる協力を促す。 

 18



 
Ⅴ．グローバリゼーションの課題に対応するキャパシティ・ビルディング 

 
ABAC は昨年、ボゴール目標の達成を目指すうえで、域内の能力格差を特定するために 
3 つのレベルのキャパシティ・ビルディングの枠組みを支持した。この枠組みは、APEC
域内における制度面、組織面、そして人材面でのキャパシティ・ビルディングの必要性に

対処することを目指すものである。本年、ABACは、それぞれのレベルにおいて地域的な
キャパシティ・ビルディングの必要性に対処する目的で、幾つかの優先分野を特定した。 
 
 
Ａ． 制度面のキャパシティ・ビルディング 
１．保健と貿易に関わる政策の整合性強化 
貿易や人の移動の増大は、伝染病が急激に拡散するリスクを高め、公衆衛生に関して新た

な課題を提起している。ビジネス界は、これらの新たな保健課題への対応が、意識的また

は無意識的に、自由で開かれた貿易・投資に対する障壁として使われる可能性があること

を懸念している。 
 
貿易目標と保健目標との間には共通の基盤があり、保健及び貿易の政策立案者が、異なる

責任分野の整合性を確保するため密接に協力することは有意義である。APEC は、貿易政
策と保健政策の整合性確保に向けたキャパシティ・ビルディングを開発・実施するための

優れた枠組みを提供する。 
 
保健や革新的治療に対する投資促進を目指す APECライフサイエンス・イノベーション・
フォーラム、ならびに、農業バイオテクノロジー・フォーラムにおける活動は、保健政策

と貿易政策の収斂がうまくいった例である。ABAC は、APEC ハイレベル保健フォーラム
の設立を支持する。 
 
提 言： 

 貿易及び保健に関する重要論点の特定及び政策決定の早期段階における検討を可能に

するため、APEC内の保健及び貿易交渉代表の協力を一層強化すること。 
 公衆衛生に関する利益と自由で開かれた貿易・投資という目標を両立させるために、

APEC がより公式に関与するべく、APEC 貿易担当大臣プロセスと保健大臣会合との
間の密接な連携を強化すること。 

 公衆衛生は貿易にも関連する問題であることから、APEC 参加各国・地域の保健当局
に対し、公衆衛生に関する課題を早期に検討するため、より積極的かつ戦略的なアプ

ローチを促すこと。 
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２．基準及び適合性の促進 
国内、及び国際規格の作成と実施の進捗状況は、極めて緩慢かつ期待はずれであり、国際

規格作成団体への参加も不充分である。この分野における進展がない限り、ボゴール目標

ならびに貿易関連取引コスト 5％削減目標は達成されない。 
 
提 言： 

 基準・適合性評価の分野において APEC各国・地域での効果的な基準インフラを確保
するため一層のキャパシティ・ビルディングに取組むこと。 

 国際的に認定された基準インフラの導入・実施に向けたビジネスの事例を振興するた

め、現在あるプログラムに追加してAPECセミナーの開催を支援すること。 
 国際的な規格作成団体の活動への参加阻害要因を是正し、適切なキャパシティ・ビル

ディング・プログラムを作成すること。 
 
３．重要な物流インフラの構築 
グローバリゼーションの進展に伴い、部品・半製品供給者のグローバル・サプライ・チェ

ーンへの統合が一層重要性を増している。ABACは、各国・地域内の貧弱な輸送システム、
時代遅れの設備、不適切な保守整備、複雑な税関手続き、及び不充分な透明性など、域内

の様々な物流能力の格差を認識している。こうした格差に対応することで、APEC 域内の
均衡のとれた公正な経済成長が促進される。 
 
提 言： 

 国境を越えた物流インフラの格差と関連する、地域サプライ・チェーンの障害を特定

すること。 
 テロリズムや海賊行為に対抗、対応し、被害から回復するための重要な物流インフラ

能力を強化すること。こうした取組みには、APEC 域内における共同の船舶・貨物の
監視システムの開発が含まれる。 

 国際金融機関や、その他の財源を活用し、重要な物流インフラにおける包括的なキャ

パシティ・ビルディングを促進すること。 
 
４．知的財産権保護の強化 
知的財産権保護の強化は、依然としてアジア・太平洋地域における重要な課題である。模

倣品や海賊版の販売や流通が横行している。 
 
APEC は知的財産権（特許、著作権、商標、意匠権を含む）の尊重が技術革新推進のため
に重要であることを認識している。APEC地域全体を通して 更に大きな協力とキャパシテ
ィ・ビルディングがデジタル・エコノミーとの関連も含めて知的財産権への認識の育成の

ため必要である｡ 
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提 言： 
ABACは、知的財産権保護を強化するために、APEC参加各国・地域に対し、以下の諸点
を要請する。 

 域内の行政当局、税関当局、裁判官、検察官、弁理士及び警察組織など、執行機関相
互の協力と情報交換をさらに促進すること。そのために次の実用的手法を講じること。

(1) 権利侵害に関する情報共有の強化；(2) 政策立案、立法措置、訓練活動及び執行の
ための充分な資源の配分を通じ、新しいタイプの知的財産関連の犯罪に対処する

APEC参加各国・地域の能力強化、及び；(3) 実務レベルにおける国境を越えた協力の
強化。 

 できる限り多くの人々がキャパシティ・ビルディング・プログラムに参加できるよう
に、全てのプログラムやツールキットを対象となる途上国・地域それぞれの言語で提

供すること。ABAC は、域内の民間部門が、その優れた技術や経験、人材により、
APEC 参加各国・地域のキャパシティ・ビルディングに大いに貢献できると確信して
いる。 

 参加各国・地域は、知的財産権に関する 法律、規制、判例や措置を英文で公表する
こと。参加各国・地域が公表する情報を比較することによってキャパシティ・ビルデ

ィングが必要な部分を明確化することが可能になり､ 域内の知的財産権の保護につい
てのビジネスの信頼を増すことにつながる｡ 

 APEC域内の技術革新と新技術の普及をもたらす APEC地域の知的財産権の協力と調
和のような施策を早急に検討すること｡ 

 
 
Ｂ．中小企業育成のためのサービス分野における組織面のキャパシティ・ビルディング 
サービス分野の中小企業が重要であるにもかかわらず、APEC 域内の多くの政府と経済団
体は、彼らの貢献を見過ごし、政策やプログラムを立案する際に 彼らのニーズを適切に
考慮していない｡ ABAC は、サービス貿易における中小企業の役割の重要性を認識する
ことが必要であり、また、 政府や経済団体がサービス分野の中小企業をサポートするキ
ャパシティ・ビルディングについて一層努力する必要があると考える｡ 
 
今年、ABACは域内の政府や経済団体が、サービス分野の中小企業支援のために講じてい
る施策を調査した｡ APEC 中小企業担当大臣に報告された主要な結果をもとに、ABAC は
以下の重要な提言を行う。 
 
提 言： 

 例えば APEC各国・地域で 2007年までにサービス分野の中小企業数を 2倍にするとの
目標を設定すること｡ 

 サービス貿易に関するデータを APECウェブサイトの経済指標に追加すること、経済
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団体とのパートナーシップにより APEC域内の市場でどのようなサービス貿易が行わ
れているかを特定するイニシアチブを開始すること、ならびに APEC域内の商業登記
簿から管理資料を分析することにより、APEC内での サービス貿易に関するデータの
報告を改善すること｡  

 APECの発展途上国・地域に対し 、サービス輸出能力の分析や輸出振興における重要
サービス業の特定、上手なサービス輸出についての中小企業向け研修、中小サービス

輸出業者をどのように支援するかについての経済団体や輸出振興機関向けの研修、中

小企業の輸出サービスに関わる団体間のネットワーク、交渉戦略と輸出能力をリンク

させるための政府のサービス貿易交渉担当官向けの研修など、サービス貿易に関する

技術支援を用意すること｡  
 APEC各国・地域の 中小企業サービス輸出の中心やチャンピオンを結ぶ ネットワーク
の構築により、中小企業のサービス貿易を支援するベスト・プラクティス・ネットワ

ークを構築し、 毎年、中小企業担当大臣会合に報告すること｡ 
 WTO 及び APEC において、中小企業のサービス貿易における障壁に取組むことに重
点を置くこと｡ 

 
 
Ｃ．APECビジネス・スクール・ネットワークの整備による人材面でのキャパシティ・ビル
ディング 
APEC 域内の経営者や専門家は、リーダーシップや経営管理のベスト・プラクティスに関
する良質の教育訓練の提供を求めている。 
 
ビジネス言語としての英語を APEC域内全体で促進することは、APEC関連の話題につい
ての域内コミュニケーションに必須である。 
 
ABACは、APEC教育担当大臣が「APECビジネス・スクール・ネットワーク（ABSN）」
構想を承認したことを賞賛する。ABSN は、地域の高等教育/教育訓練機関相互の協力体
制の構築、資格（特に MBA）の相互認証の促進、学術的・教育的交流の促進、共通の基
準の策定、資源の共有、ベスト・プラクティスの特定、キャリア目標の強化、域内におけ

る教育訓練とビジネスとの交流手段としての英語の促進、などを目的としている。 
 
今までに、8つの国・地域が 14のビジネス・スクールを ABSNの創設メンバーとして 推
薦している｡ 
 
提 言： 

 ABAC は、参加各国・地域に対し、ABSN の創設メンバーとなるビジネス・スクール
を 1つ以上指名することを奨励する。 
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Ⅵ．APECの有効性の強化 

 
自由で開かれた貿易・投資を目指すボゴール目標が 1994年に策定されて以来、APEC参加
国・地域を取り巻く状況が劇的に変化したことを受け、ABACは 2003年に APECの進捗
状況に関する評価作業を行った。ABACは、複数の分野において改善を認める一方、さら
に多くの改善が必要であると考える。この結論は、成功に向けた強固で新たな、一致団結

した APECの決意なしには、ボゴール目標の達成は危ういという、憂慮すべきメッセージ
である。 
 
ABAC は、APEC が今まさに、APEC プロセスの有効性を強化し、その妥当性を維持し、
そしてボゴール目標進展のための措置を講じる時期に来ていると信じている。APEC は、
特に、個別行動計画の明確性・具体性の改善や、パスファインダー・イニシアチブの更な

る活用の促進といった、実行メカニズムを強化すべきである。2005 年に予定されている
APEC中間レビューは、そのための絶好の機会となるであろう。 
 
ABAC は、APEC コミットメントの実施強化につながる、いくつかの具体的な提言を行う。 
 
 
Ａ．公式なフィードバック制度 
ABACは APECに対し、ABAC提言が充分に検討され、その後の ABACの提言作成を促進
するための、公式なフィードバック制度を導入するよう要請する。 
 
提 言： 

 ABAC提言を検討する適切なAPECフォーラを指定すること。 
 通常毎年 12 月に開催される非公式高級実務者会合の終了時までに、それぞれの

ABAC提言の実施を担当するAPECフォーラのリストをABACに提供すること。 
 ABAC提言に関わる検討結果について、毎年第 2回 ABAC会議までに書面で回答する
こと。ABACの提言を実行できない場合は、その旨をABACに説明すること。 

 参加各国・地域においてABAC提言の重要性を強調すること。 
 
 
Ｂ．APEC非拘束投資原則 
ABAC は、投資自由化による恩恵と、APEC 域内の民間部門が直面する様々な投資に関わ
る課題への対応が必要であると認識している。現在、APEC非拘束投資原則（NBIP）は、
投資に関する行政の効率性強化、投資障壁の撤廃、及び域内の自由で開かれた投資環境確

立のための枠組みとして機能している。ABACは、投資家に対する予測可能性の向上が投
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資流入の拡大につながるとの認識のもと、外国投資の環境を改善するため、非拘束投資原

則について評価を行なった。その評価プロセスでは、WTO 規則（サービス貿易に関する
一般協定（GATS）、貿易に関連する投資措置に関する協定（TRIMS））や、参加国・地
域が締結した二国間及び地域貿易協定の条項、そして参加国・地域における異なる経済発

展段階を充分考慮した。 
 
提 言： 

 APEC は、非拘束投資原則の内容を、特に以下の分野において修正もしくは明確化す
ること。(1) 透明性；(2) 投資国・地域間の無差別（最恵国待遇）；(3) 内国民待遇； 
(4) パフォーマンス要求；(5) 本国送金と兌換可能性；(6) 人の入国と滞在；(7) 二重課税
の回避、及び；(8) 資本輸出に対する障壁排除。 

 APECは、知的財産権に関する新たな原則を追加すること。 
 APEC は、原則を明確化するために、「投資」について以下のとおり定義すること。
「これらの原則において、『投資』とは、投資家により直接または間接的に所有また

は支配されている資産であって、直接投資、契約基づく権利及び知的財産権を含む。

ただし、投機目的の短期金融取引は除外する。直接投資とは、外国投資家が永続的利

益を目的として行なう投資であって、株式資本、再投資収益及び会社間の借入取引に

関連するその他の資本によって構成され外国投資家による株式等の所有の割合が

10％以上の場合という IMFの定義に基づく。」 
 APEC は、APEC 非拘束投資原則をパスファインダー・イニシアチブとして実施する
こと。 

 
 
Ｃ．政府調達における汚職防止 
汚職は、望ましいガバナンスを損ない、法の支配を蝕み、経済発展を阻害する社会悪であ

る。汚職による経済への悪影響は公平な貿易を逸脱させるのに充分であり、ABACは、こ
の問題に対してはAPEC域内の政府とビジネスによる力強い対応が必要であると考える。 
 
ABACは、APEC参加各国・地域の政府に対し、以下の項目を実施するよう要請する。 

 国連腐敗防止条約に整合的で、同条約の批准国に対して拘束的な「国際商取引におけ

る外国公務員の収賄防止に関する APEC 協定」を 2005 年の首脳会議で採択する旨、
サンチャゴにおいて約束すること。この協定には、汚職に積極的に対抗するための下

記の措置が組み入れられるべきである。 
□ 公務員の収賄行為に効果的かつ積極的に対抗する、抑止的懲罰を含めた国内法規

を整備すること。 
□ 汚職や犯罪による収益のロンダリング（洗浄）に対し厳しい刑事罰を与える、反

マネーロンダリング法制の策定と効果的な執行が、各国・地域の国内法との整合
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性を保つこと。 
□ 所管官庁による収賄行為の徹底的な捜査・起訴を保証するための規則の整備と、

その執行を確保すること。また、所管官庁は、銀行、財務及び取引に関する記録

の閲覧または押収、銀行機密の適用除外に関する権限を付与されるべきである。 
□ 当局間の協力の促進や、不当な影響力からの捜査及び起訴の解放と、効果的な証

拠収集手段の確保、汚職対策において当局に協力的な人々の保護、適切な教育訓

練や資金の提供などにより、捜査及び起訴能力の強化を図ること。 
□ 以下の諸点を強化する制度を国内法制に沿った形で整備し、捜査その他の法的措

置における二国間及び多国間協力を強化すること。(1) 情報及び証拠の効果的な交
換；(2) 便宜的な身柄引渡し；(3) 海外での適切な押収のみならず、没収可能な資産
の捜査・発見における協力、またそうした資産の本国送還。 

 その他具体的な汚職防止イニシアチブを開発すること。その中には、APEC の既存の
政府調達制度に関するピア・レビューを拡大し、汚職防止法制の策定とその成果に対

する評価を加えること、ならびに、政府調達行為における透明性向上のため、全ての

APEC 参加国・地域によるキャパシティ・ビルディングの取組みを奨励することが含
まれる。 

 
政府による汚職撲滅の取組みは、ビジネス界の積極的な支持なくしては成功しない。ビジ

ネス界は、政府とともに反汚職原則および法の策定・施行において中心的な役割を担って

いる。ABAC委員は、アジア太平洋地域のビジネス界のリーダーとして、自身のビジネス
を最高レベルの誠実さと倫理をもって運営することを誓った。さらに、各 ABAC 委員は
自身の国・地域において反汚職原則および法の策定促進するために取組むことで合意した。 
 
ABACは、APEC首脳に対し、ABACによる反汚職の取組みを支援するため、ビジネス界
が以下の原則を導入するよう推奨することを要請する。 
 

 企業は、いかなる形態の贈賄も禁止すること。 
 贈賄とは、取引関係を獲得、維持、または方向付けする、或いは事業活動において
不当な便宜を得るため、直接的または間接的に、不当な便宜を要求、受諾すること

だけでなく、供与、約束、提供することでもある。 
 企業は、効果的な贈収賄対策プログラムの継続または実施を約束すること。 
企業は、実質的管理下にある全ての行為に対して、贈収賄防止のための価値基準、対

策及び措置を明確かつ合理的な範囲で詳細に示したプログラムを策定すべきである。 
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対象とガイドライン 
賄 賂 
企業が実質的に管理する、直接的な、又は第三者（具体的には補助者、ジョイントベ

ンチャー、代理人、代表、コンサルタント、ブローカー、請負人、供給者、もしくは

他の仲介者）を通じて実行される、全ての商取引における贈賄を禁止すべきである。 
 

政治献金と寄付金 
企業、その従業員及び仲介者は、贈賄の口実として、政党、党幹部、候補者、もしく

は政治に関与している組織または個人に対し、直接、間接の寄付を行ってはならない。

また、全ての政治献金は、透明に、かつ適切な国内法に沿ってのみ行われるべきであ

る。企業は、寄付金と助成金が贈賄の口実に使われないようにし、また、全ての寄付

と助成は、透明に、かつ適切な国内法に沿って行われるべきである。 
 
利益供与 
各国・地域内の贈収賄防止法の下で利益供与が禁止されている場合、企業はその特定

と排除を支持すべきである。 
 
贈与、接待、支出 
贈与、接待、支出の申し出や受諾が国内適用法の侵害になる場合、企業はそれらを禁

止すべきである。 
 
 
Ｄ．多国間国際航空輸送自由化協定 
ABACは、1999年に首脳に対し、より競争的な航空サービスのための 8項目の実施と、ボ
ゴール目標に合致した航空サービス自由化への更なる取組みを特定・実施するよう提言し

た。APEC首脳は 1999年のオークランド宣言において、ABACの提言を支持することに合
意した。 
 
提 言： 

 ABAC は閣僚に対し、貨物専用便に適用される多国間国際航空輸送自由化協定
（MALIAT）への APEC 参加国・地域の参加を承認することにより、航空の自由化を
支援するよう要請する。ABAC はまた、APEC 参加国・地域に対し、8 項目実施に対
するさらなる支援を要請する。 
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Ｅ．APEC食料システム 
2003年度の APEC SOM-Ⅲ会合は、農業技術協力作業部会に対し、「農村における貧困、
食品安全性、食糧安全保障、貿易、農村開発、持続可能な農業、天然資源保護、農業の 

多面的機能及び農業・食料生産の障害といった問題に関するハイレベル対話を組織する」

よう指示した。ABACは、2003年度に、APEC数カ国・地域の農業担当大臣による会合が
世界農業フォーラムの際に開催されたことを認識している。 
 
提 言： 

 ABACは、2005年夏の農業担当大臣会合の開催を要請する。また、一カ国・地域が会
議の主催を申し出るよう要請する。 

 ABACは、一カ国・地域またはそれ以上の APEC農業担当大臣が、APEC食料システ
ム実施過程の「チャンピオン」として活動することを申し出るよう要請する。 

 ABACは、PECCに対し、2005年春（4月）までに、APEC食料システムの進捗状況に
関する実績評価を提供するとともに、過去 5年間の食料需要および今後 5～10年間の
需要予測の動向に関する評価を行なうよう要請する。 

 ABAC は、世界銀行に対し、2005 年春（4 月）までに、APEC 参加の途上国・地域に
対するAPEC食料システムの完全実施のための支援策を検討するよう要請する。 

 ABACは、APECに対し、2005年 11月に釜山において、全ての APEC参加国・地域が
2010年またはそれ以前に、補助金、輸出禁止措置、税金などあらゆる形態の輸出制約
を撤廃することを宣言するよう要請する。 

 
 
Ｆ．デジタル・エコノミー 
APEC 閣僚は、既存の社会体制および国際的約束と整合した効果的な知的財産権の保護の
重要性について、人類の才能と創造力を膨らませる上で重要であり、また文化的に多様な

物資の創造への投資を促進するとの見解に合意した。また、光ディスクの模倣品の製造・

輸入・輸出および流通を撲滅するため、デジタル上の著作権侵害対策イニシアチブのもと

での規制およびエンフォースメント環境を構築する取組みを継続することについても合意

した。デジタル・エコノミーの恩恵を最大限に享受するためには、技術選択性、知的財産

権保護、効果的なエンフォースメント体制がもたらす利益の重要性について国民意識を一

層高めることが必要である。閣僚は、デジタル・エコノミー・パスファイダーに関する首

脳声明に基づき、政府高官に対して知的財産権保護に関する新たな作業分野に継続して取

組むよう指示した。 
 
提 言： 

 ABAC は、APEC に対し、下記の諸点を含む、ロス・カボスで採択されたデジタル・
エコノミーに関する首脳声明、ならびに、最終報告書を来年の貿易担当大臣会合に提
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出することを含め、バンコクの首脳、及び閣僚宣言で採択された追加的措置を実施す

るよう要請する。 
□ APEC における知的財産権包括戦略とデジタル関連品目の著作権侵害対策、特に光
ディスクの著作権侵害の防止。 

□ 途上国・地域がデジタル貿易による利益を享受できるよう、需要主導型のキャパ

シティ・ビルディング・プロジェクトを設立すること。 
□ APEC 参加各国・地域の光ディスクの模倣品対策に関するベストプラクティスにつ
いて、最終報告書を閣僚に提出できるよう、エンフォースメントの実施に関する

情報を提供すること。 
□ 自主的、かつ産業主導による、また適切な場合には国際慣行に整合的な国際技術

基準により開発された、価値および利益に基づく政府調達を支える技術選択の政

策原則を策定・導入・実施することを通じ、政府、ビジネスおよび消費者に技術

選択を可能にすること。 
□ 技術選択、知的財産権保護、および効果的なエンフォースメント体制がもたらす

利益の重要性について、国民意識を高めること。 
□ デジタル貿易、技術革新、包括性、ユーザー補助、セキュリティ、安全性、統合

性、および投資制度を推進するために必要なあらゆる政策と連携するために、今

年および来年において、APECデジタル・エコノミー声明または関連する APECの
取組みを適宜見直すこと。 

 
 
Ｇ．エネルギー資源の安全保障 
エネルギーは成長と発展の根本となる重要な資源であり、域内の経済活動規模が 2020 年
までに 2倍以上に拡大するとすれば、APEC地域のエネルギーに対するニーズは驚異的に
増加する。この経済成長は、多大なエネルギー需要をもたらし、エネルギー需要の拡大に

対応するための燃料の一つとして天然ガスの需要が増大する。現在、APEC 参加国・地域
は、世界の液化天然ガス（LNG）の約半分を生産するだけでなく、世界の LNG 輸入量の
3/4を占めている。 
 
エネルギー価格の上昇と不安定な政治および経済環境とにより、APEC 地域の発展ニーズ
を満たすために、タイムリー、かつ適切にエネルギーの中・長期的供給を確保することが

必要となっている。信頼性のあるエネルギー資源は成長とキャパシティ・ビルディングの

基盤であり、APEC 参加国・地域はそれを保持しなければならない。各国・地域は、需要
増に対応するため、規制環境を明確にし、域内全域にわたる生産、輸送、配送および供給

設備に対する大規模な投資を誘致する必要がある。 
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生産や供給の拡大に資する最も重要な貿易・投資に関わる課題は、紛争に対する国際仲裁

を含む、国際的な融資および投資ルールを確保することである。契約の不可侵性、および

法の支配が重要であることは言うまでも無い。 
 
ABACは、APECエネルギー作業部会および APECエネルギー・ビジネス・ネットワーク
による主要なエネルギー問題に関する進展を賞賛するとともに、エネルギー安全保障や下

記の項目を含む、両者によるエネルギー関連のイニシアチブを進展させるための継続的な

取組みを支持する。 
 
提 言： 

 ABAC は、APEC に対し、長期的エネルギー資源の安全保障のための競争増加、また
消費者利益のために、天然ガス（パイプ配送或いは液化）およびその他のエネルギー

資源の生産、輸入、輸送、配送および供給を推進するため、必要に応じて規則および

手続きを明確化するよう要請する。 
 ABAC は、APEC に対し、重要なエネルギーのニーズを特定するとともに、域内全域
にわたり安定したエネルギーの供給、配送および備蓄を行なうための適切な体制と規

制が確実に整備されるよう取組むことを要請する。 
 また ABACは、APECに対して、信頼性のあるエネルギー資源の安定供給が全てのボ
ゴール原則の重要な基礎であることを認識するとともに、発展プロセスを継続、強化

するために必要なインフラに対する民間の融資、および投資を促進する施策を整備す

るよう、要請する。 
 
 
Ｈ．循環型経済社会 
昨年、ABACはAPECに対し、深刻化する域内の環境問題に対処するため、環境保護の 3R
（Reduce、Reuse、Recycle：発生抑制、再使用、再生利用）の実施による循環型経済社会
を推進するよう提言した。ABACは、APEC人材養成キャパシティ・ビルディング・ネッ
トワーク（HRD-CBN）による域内のキャパシティ・ビルディングの取組みを歓迎する。
ABACは、関連法制度およびインフラの未整備により、クリーナー・プロダクション
（低環境負荷型の生産システムの構築）を可能にする上で必要な製品や部品の輸出入に

対する障壁が依然として存在することを認識している。 
 
提 言： 

 ABACは、APECに対し、環境保護の 3Rを実施することを視野に入れ、2005年春に
開催されるG8環境担当閣僚会議と緊密に連携するよう要請する。 
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結  び 

 
2004年は、貿易政策に対するビジネスの関心が大幅に高まった一年間であった。ABACは、
APEC に対して適時かつ適切な助言を提供するという自身の責務を実行するために、集中
的な取組みを行なった。 
 
ABAC は、WTO 交渉に対する全面的かつ継続的な支援を再確認するとともに、ドーハ開
発アジェンダを達成する意思を早急に奮い起こすよう APEC首脳に対して要請する。アジ
ア・太平洋地域における将来的繁栄は今後の成果次第であり、現時点では多くが危機的状

況にある。 
 
本年度の ABACの取組みは、APECのアジェンダ及びそのビジネスに対する妥当性を再活
性化させるためには、何を成す必要があるかということに焦点を当ててきた。ABACは、
APEC がより野心的な取組みを採用しない限り、ボゴール目標は達成されないと考えてい
る。ABAC は、域内の貿易・投資自由化に向けた意思は、ますます地域貿易協定/自由貿
易協定に傾倒していると考える。ABACは、こうした協定が各国・地域間の貿易関係を強
化し得ることを認めるが、しかし ABAC は APEC 首脳に対し、それらの協定はあくまで
ボゴール目標の達成及び多角的レベルの進展に向けた「築き石」として計画・実施される

よう要請する。 
 
ABACはまた、幾つかの新たな提案やイニシアチブの検証を行なった。ABACは、野心的
な「アジア・太平洋ビジネス構想」に関する提案を提示し、このイニシアチブを 2005 年
までに立上げることを視野に入れた合同調査を要請する。ABACはさらに、「アジア・太
平洋自由貿易地域」に関する提案を調査するための、ハイレベルのタスク・フォースの設

置を提言する。 
 
ABACの本年の活動は、ビジネス及び経済的繁栄のためのニーズの中核をなす、その他の
様々な分野も取り上げた。ABACは、貿易円滑化に対する広範囲にわたる取組みを行ない、
またこうした取組みへの貢献により、ABACは貿易円滑化拡大対話の議長を務めることと
なった。ABAC は、ビジネス・コストに対する新たな安全保障上の脅威、金融システムの
強化と金融セキュリティの改善の必要性、全てのレベルにおけるキャパシティ・ビルディン

グの重要性、基準・適合性に関する APECの取組みの継続的な妥当性、そして汚職が持つ
ビジネスを衰弱させる効果に対する迅速な取組みの必要性の影響について検証を行なった。 
 
ABAC は、この提言に対する回答を期待しており、またこれらの提言が 2004 年の首脳宣
言に反映されることを希望している。 
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APEC 域内アジア債券市場構築 
－ 官民共同での推進 － 

 
会議報告（要約） 

 
2003 年 9 月 5 日、タイ、プーケットにて開催された APEC 財務大臣会合での ABAC や
PECC との対話において、APEC 財務大臣より、域内債券市場の構築に向けて、民間部門
による奥深い意見提供が求められた。これを受け、ABACと PECCの共催により、域内債
券市場に実際に関っている専門家や、企業や金融機関など、幅広い分野から実業家を招き、

本年 5月 10日、11日に大規模な会議を台北にて召集した。 
 
専門家の講義、講演は、域内の市場構築、政策に関する奥深い洞察を提供した。その講演

内容は、債券市場構築に不可欠な、抜本的施策、法的基盤、格付機関の役割、会計基準に

着目し、市場構築を推進するための人材育成に焦点が当てられた。 
 
参加者は、多くの途上国・域内における債券市場育成はまだ初期段階であり、それ以外の

国・地域においても、有益な債券発行のためには市場が小さすぎるということ、また、

APEC 域内で、市場誘導型の、開かれた資本勘定と、柔軟な為替政策による債券市場が構
築されるまでには、まだ長い道のりを要することを認識した。債券市場基盤育成のため、

また、小さな国・地域における長期資本調達への手段を改善させるため、域内での自発的

活動が、この長期的目標を達成するために大きく貢献するであろうし、積極的に推進され

るべきである。アジア債券ファンド（ABF）やアジア債券市場育成（ABMI）など、これ
らのAPEC域内における自発的活動には、より多くの参加者が必要である。 
 
APEC 国内、及び域内の債券市場構築に関し、民間部門は非常に深い関心を寄せており、
官民共同での活動が、より早く、有効にこの目標にたどり着く道である。しかし、債券市

場の構築は、広範囲の政策や部門、多数の金融機関や市場関係者が介在しており、非常に

複雑な事項である。だからこそ、官民共同による、正当に継続した両方向の改革と、人材

育成のための施策が重要なのである。   
以下、当会議からの主要提言である。 
 
Ⅰ．国内・域内債券市場における主要要素   
 
A.    国内債券市場を成功裏に育成、強化するため下記の点に注力する。 

 効果的政府関連部門の有効な施策と民間部門との緊密な協力体制 
 幅（商品の多様性）、奥行き（投資家の強化）、双方向の市場育成及び市場基盤

の構築 
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 透明性強化、健全な市場 
 市場参加者間の競合、多くの市場参加者に開放された市場 
 債券保有、売買に関わる伝導力のある税制 
 流動性や奥行きに欠ける未発達な市場における、長期資本調達を促すための特別

な施策（不正な値決め、不適当なリスク判断を避けるための市場誘導型の施策） 
B. 域内債券市場構築への注力 

 開かれた資本勘定、柔軟な為替政策への移行 
 域内政策の共同、協調体制の強化 
 資本市場を反映した、国内・域内の信用強化機能 

 
Ⅱ． 主要分野におけるキャパシティ・ビルディング 
 
政府は、国内債券市場の発展と地域債券市場の形成を促すため、民間部門との協力体制の

もとで、域内のキャパシティ・ビルディングへの取り組みを強化する必要がある。APEC
域内の協力体制は、特に次の４つの分野において、重要な役割を果たすことができると考

えられる。 
 
A. APEC地域の機関投資家の基盤拡大 
APEC は、国内債券市場において、機関投資家の、より広範な海外投資を促進するために、
政策対話を行い、民間部門との協力体制を築くべきである。こうした取り組みは、APEC
参加各国・地域が、次の事項に関し、より良い環境を作り出すべく支援することに焦点を

あてるべきである。 
 適正なイールドカーブを維持するための政府債券発行プログラム 
 税制対策 
 市場でのドキュメンテーションと実践 
 取引商品のリスクとリターンを評価するための環境 
 市場を規制する法規と決済システム 

 
B. 強力な域内信用格付機関の育成 
APEC は、域内の信用格付機関の強化を図り、また、域内格付機関が商業的にまた技術的
に存続し得るための下地を作るべきである。これらの取り組みにあたっては、次の項目に

焦点を当てるべきである。 
 国内信用格付機関の分析能力や国際的技術 
 格付け機関の実績にとって重要な分野（コーポレート・ガバナンス、会計基準、

情報公開、規制、開かれた市場） 
 海外投資家にとって、より比較可能で、かつ分かり易いものとするための域内格

付慣行の調和 
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 域内債務不履行調査を進めるための国内格付機関の協力、他国・地域間格付けの

実践や域内格付けの実施 
 域内資本市場における信用概念や格付機関の役割についての理解促進 

 
C. 効果的な国内および域内破産法と債権者保護システムの促進 
域内における破産法と債権者保護システムの改善のための様々な施策が実行されてきた。

APEC は、これらの施策の時宜を得た導入のために、とりわけ、次の事項について注力す
べきである。 

 破産手続きの国際的な承認 
 安全な取引と破産法とのバランスと一貫性 
 非公式な試行のための環境 
 教育と訓練を伴うキャパシティ・ビルディング・プロジェクト、情報アクセス、

熟練された指標、官民協力体制、各参加国・地域の改革への自主的努力 
 
D. 健全なグローバル会計基準への域内統一の促進 
APEC は、グローバル会計基準の策定と採用、域内における当該基準への統一促進に関連
する課題に取り組むべきである。これには次のような取り組みが含まれる。 

 グローバル会計基準の改善を促すため、域内のインプットをより浸透させるべく、

APEC域内の国内会計基準策定組織の地域フォーラムを推進すること 
 統一についての共通方針の掲示 
 国内の統一化計画の文書化促進、域内の統一化計画の策定、キャパシティ・ビル

ディング提供源の特定、域内統一化へ向けた技術的・資金的支援の提供などの政

策提案 
 
民間部門は、APEC 参加国・地域、特に各国・地域の財務大臣が、金融市場発展に取り組
む上で、地域レベルでの官民の協力体制を促そうとする努力に敬意を表する。会議参加者

は、この協力体制を深め、また拡大する方向で、APEC とともに取り組みたいという希望
を表明している。この協力体制は、現在行われている取り組みが実を結ぶ上で不可欠と思

われるからである。非公式な APEC債券市場ネットワークが、PECC金融フォーラムを通
じ機関投資家支援を得て、ABACと緊密な連携を取りながら開発中である。 
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APEC 首脳への提言（2004 年版） 

「太平洋の掛け橋： 

グローバリゼーションの課題への対応」 

APEC ビジネス諮問委員会（ABAC） 
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