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ボゴール目標に向けた APEC の進展の中間評価への ABAC の貢献 

 

 

 

Ⅰ 序論 

2001 年、APEC 首脳は、“先進国・地域は 2010 年までに、発展途上国・地域は 2020

年までに自由で開かれた貿易・投資を実現する”というボゴール目標に向けた進捗

状況について、総合的な中間評価を行うよう要請した。APEC 高級実務者会合（SOM）

が中間評価を取り纏め、首脳への報告書提出の任に当たることとなった。ABAC も、

APEC のステークホルダーの一つとして、中間評価への貢献を行うよう求められた。 

 

本書は、中間評価への ABAC の貢献を示すものである。本書は、ABAC が 2003 年に纏

めた前回の評価書“ボゴールから 10 年：APEC の成果に対するビジネス界の評価”

に続くものである。 

 

前回の評価書と同様、本書ではビジネス・セクターの観点からの評価がなされてい

る。これは、開かれた国・地域からなるアジア太平洋コミュニティに関して、域内

のビジネス界が保持しているビジョンを示すための枠組みを、APEC が、提供できる

という仮定に基づくものである。 

 

本書は、ビジネス・ビジョンについての記述から始まり、次に、ボゴール目標設定

以降の経済環境の変化について分析を行っている。ABAC は、この経済環境の変化に

よって、ビジョン達成のための戦略やモダリティの面での本質的な調整が必要にな

っていると考える。 後に、また も重要なことに、本書は APEC プロセスの強化方

法を含め、APEC をボゴール目標に向けた軌道に乗せるための提言を含んでいる。 

 

Ⅱ APEC コミュニティのビジネス・ビジョン 

ABAC メンバーは、APEC 域内のビジネスの繁栄を可能とするアジア太平洋コミュニテ

ィのビジョンには、次の各項目をその要素として含むべきとしている。 

 

・ 関税や非関税障壁の撤廃 

・ 透明かつ予見可能な事業運営環境 

・ 効率的な税関システム 

・ 国際基準の採用 

・ ビジネス関係者の移動の容易性 

・ 海外直接投資に対する障壁・障害の削減 

・ サービス貿易の自由化 

・ 専門職資格の相互承認 
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・ 健全で実効性のある知的財産権保護法制 

・ 貿易や資金移動のための安全な取引環境 

・ 安全で健全な金融システム、効率的な地域債券市場を含む健全な資本

市場 

・ 安全、確かで調達可能、効率的・安定的なエネルギー供給 

・ 実効性のある法・規制システム 

・ 執行力のある契約や所有権 

・ 公共政策やビジネスにおける良好なガバナンスと透明性 

・ 過度の負担とならない行政手続き要件 

・ 十分に教育訓練された労働力 

・ 公平かつ透明性のある競争政策 

・ 腐敗防止策の効果的実施 

・ 外国為替の安定性 

ABAC は、APEC が、多少の難点を抱えながらも、地域機構として、アジア太平洋コミ

ュニティに関するビジネス・ビジョンの実現、すなわち、モノやサービス、資金、

ビジネス関係者が自由に移動できるコミュニティをもらたしてくれると信じている。

ABAC は、また、ボゴール目標が、APEC 構成国・地域の経済政策の指針となるひとつ

の目標レベルとして、ビジネス界にとって引き続きその妥当性を失っていないもの

であると確信している。 

 

ビジネス界は、“アジア太平洋地域において、先進国・地域は 2010 年までに、発展

途上国・地域は 2020 年までに自由で開かれた貿易・投資を実現する”というボゴー

ル目標に対し、強力にコミットしている。しかしながら、2010 年は迫ってきており、

現状を踏まえると、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と

は考えがたい。 

 

・ APEC 参加国・地域は、これらの目標を達成するための共通及び個別の約束事

項を再認識することが極めて重要である 

 

・ APEC 設立以降、世界経済環境においては著しい変化が起こり、ボゴール・ビ

ジョン達成に向けた施策やモダリティについても変更が必要となっている 

 

・ APEC はビジネスのやり方を変える必要がある。現状維持では不十分である 

 

 

Ⅲ ボゴール以降の世界経済環境の変化 

 

グローバルな経済環境の変化により、地域経済協力に関して、15 年前には予見でき
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なかった新たな重要課題が投げかけられている。APEC 参加国・地域が“協調的・自

主的自由化”、“開かれた地域主義”という APEC 構造を擁護する立場にあった時代

はとうに過去のものとなっている。 

 

新たな環境の主な特徴としては、次の点が挙げられる。 

 

・ 急速なグローバル経済の統合、これに伴い APEC 参加国・地域は、従来の仕

組みや機構の強化を図る必要が生じてきた 

 

・ 人間の活動のあらゆる側面に情報技術が行き渡ることで、効率の向上や雇用

の創出が図られる一方、リソースの面や受け皿のキャパシティといった面で

不都合も生じてきている 

 

・ WTO のメンバーの増加や多様化、国内政策に関係した論点の複雑化などに伴

うワークロードの増加により、WTO での意思決定が益々困難となり、多国間

貿易システム改善の進捗が思わしくなくなってきている 

 

・ APEC 参加国・地域の間での特恵貿易協定の急増に伴い、地域協力に向けた

APEC アプローチをより効果的なものにしようとする各国・地域の取組み意

欲がそがれ、特恵貿易協定の差別的な影響に関する懸念が持ち上がり、原産

地規則の複雑化に伴う取引コストの増大をもたらす結果となっている 

 

・ 経済大国としての中国の台頭により、APEC 参加国・地域には新たな課題と

チャンスがもたらされている 

 

・ アジア金融危機の経験を通して、いくつかの APEC 参加国・地域における金

融システムの脆弱性が露呈され、不正やコーポレート・ガバナンスの失敗、

資金移動における急激な変動などと相俟って、ビジネスの信認を失う結果と

なった 

 

・ 世界的なテロリズムの増加は、ビジネス環境を急激に変化させ、モノ・人・

資金の移動に影響を及ぼし、利益を左右するような新たな課題となっている 

 

・ 地域の危機に対する脅威、例えば、SARS のような伝染病や鳥インフルエン

ザ、 近アジアのいくつかの国・地域をおそった地震や津波のような自然災

害などの経験を通じて、各国・地域がこのような危機への地域的な対応を行

う必要性が示され、また、各国・地域がこれらの脅威をボゴール目標達成へ

の障害にしないことを確認する必要性が示された 
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・ 関税障壁の水準が低下する一方、より巧妙で適用が増す非関税措置の形での

保護主義が忍び寄ってきている 

 

・ いくつかの APEC 参加国・地域における人口の年齢構成の変化に伴い、産業

発展や貿易のための公共投資の必要性に加え、高齢化する人口のための更な

るインフラ整備や資金供給が必要となってきている 

 

・ 経済の成熟に伴い、サービス貿易や知的財産権問題の重要性が高まってきて

おり、オンライン模倣罪のような、インターネットの普及によりもたらされ

た新たなビジネス手法に適用されるべき政策課題が持ち上がってきている 

 

・ 環境問題の重要性が高まってきており、地域の持続可能な発展を確保する必

要性が強調されている 

 

・ エネルギー価格と供給の変動が激しくなり、APEC 参加国・地域全体におけ

る混乱要因となっている 

 

これらの要因は、改革や自由化の面での後戻りをもたらすものではない。しかしながら、

各国・地域の中には、内政改革を続けるペースが滞ったところもある。これらの要因へ

の効果的な対応策を講じることで、短期・中期的な APEC のアジェンダの形成が可能と

なる。 

 

ABAC は、APEC の三本柱である貿易・投資の自由化、円滑化、経済技術協力（キャパシ

ティ・ビルディング）がこれらの課題に対する も効果的な対応と成ることを信じる。

しかしながら、経済金融構造強化の必要性については認識されるべきである。APEC は、

貿易の自由化、円滑化、そして経済・金融の強化が APEC の核心であること、また、三

つ目の重要な柱であるキャパシティ・ビルディングがこれらの目標を達成する上で極め

て重要であることを確認すべきである。中でも、税関職員やあらゆる分野の規制当局、

小規模事業のカウンセラーや判事に対する教育が求められる。また、明確で執行力のあ

るルールを作り、デジタル時代の課題に対応するための法制見直しや、ペーパーレス貿

易・電子商取引・迅速な税関手続きを促すための新技術の採用なども求められる。また、

キャパシティ・ビルディングのためには、都市・輸送サービスや人的な仕組みを含めた

取引インフラへの巨額の投資も必要である。 

 

APEC は、テロリズム、病気、金融危機、自然災害といった地域全体の問題に対応する

上で、ますますその役割が増大してきた。この役割によって、APEC が、構成国・地域

の政治システムや経済発展段階の違いはあるにせよ、一つの“コミュニティ”というコ
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ンセプトを保持することの重要性が浮き彫りとなっている。 

 

 

Ⅳ APEC は何をどう提供できるのか？ 

 

APEC は、ボゴール目標へ向けた歩みを進めてきたが、まだまだなすべきことは多い。

ボゴール約束についての APEC の履行能力に対するパーセプションによって、短期的に

は APEC の信頼度が決定されるといってよい。 

 

APEC のビジネスにとっての価値は、APEC 参加国・地域の WTO における約束を超えたも

のを目指すという点にある。APEC がビジネス界からより強力な支持を得るには、この

APEC の特質である“WTO プラス”の部分を強化しなければならない。 

A 貿易・投資の自由化                                  

(1) モノの貿易 

  APEC 参加国・地域は関税引下げの面ではかなりの進捗が見られたが、農産品

に対する関税は未だに信じられないほど高く、ものによっては 100％を超えている

場合もある。APEC の発展途上国・地域の利害に関わるいくつかの業種（例えば繊

維、加工農産品など）においては、タリフ・ピークやタリフ・エスカレーション

が残っている。関税が引き下げられるにつれて、非関税措置（アンチ・ダンピン

グ措置など）の適用が増加している。 

実質的な農業の自由化が APEC 参加国・地域、特に発展途上国・地域にとって、極

めて重要となっている。しかしながら、農業分野は従来 も交渉の難しい分野と

なっている。 

APEC 参加国・地域は次の事項について取り組む必要がある。 

(a) ドーハ開発アジェンダ実施から 5 年以内にあらゆる種類の農業輸出補助

金を撤廃すること 

(b) 市場アクセス全般に関する大きく著しい改善を図ること 

(c) タリフ・ピークを 大でも 50％以下に抑えること（注：ABAC2005 年提言

書（和文）P9 参照。農業の上限関税率に関して ABAC 日本・ABAC 韓国は同

意せず。） 

(d) あらゆる種類の貿易歪曲的な国内支持に対し現状よりはるかに厳しい規

律を設けること 

(e) 非関税措置を撤廃すること 

(2) サービス貿易 
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APEC は 1995 年の GATS（貿易サービスに関する一般協定）の発効以来、サービス

分野における貿易の自由化進展に向けた様々なイニシアティブを実施してきた。

しかしながら、規制は比較的に金融サービス分野において強く残っており、金融

サービス分野のセクター間でも自由化の度合いに差が生じている。実質的な規制

改革は電気通信分野において行われてきたが、その規制改革は WTO において正式

に約束されたものではなく、後戻りする可能性もある。GATS プロセスでは、オフ

ァーの質を高める上で、APEC 参加国・地域のより強力なリーダーシップが求めら

れている。 

(3) 投資の自由化 

APEC 参加国・地域の中には投資政策を自由化したところもある（特に 1996 年～

2000 年の間に）が、海外直接投資に対する障害は依然として残っている。例えば、

パフォーマンス要求、市場アクセス制限、海外直接投資制度の透明性欠如、資本

参加の程度に関する制約、就労許可や税制などである。 

 

海外直接投資に対するグローバル競争が激化している。海外直接投資を導きやす

い環境作りには、総合的な政策の枠組みや当該国への参入・事業所設置に関する

規制の枠組み（実際の運用を含む）が、少なくとも APEC 非拘束投資原則に則っ

たものであることが必要である。 

 

B 貿易・投資の円滑化 

ABAC は、ジュネーブを拠点とする貿易円滑化アライアンス（貿易円滑化について

WTO 交渉をサポートするビジネス・セクターの連合体）のメンバーである。この

ことは、ABAC がその活動、また APEC の中において、円滑化が中心的な役割を果

たし得ることをあらわしている。 

 

APEC 貿易円滑化行動計画の実施状況の中間評価によると、APEC は 2006 年までの

取引コスト 5％削減という目標の到達可能圏内にいるといえるかもしれない。正

確な評価は難しいが、貿易円滑化の進捗状況や目標達成へ向けたキャパシティ・

ビルディングの進捗状況を評価するための方法論について、更なる検討が必要で

ある。 

金融分野についてはいくつかの国・地域において国際基準の適用に向けた進展が

見られるものの、貿易分野においては、国際基準やベンチマークへの適合につい

て殆ど進展が見られない。国際基準の対象となる製品の範囲が狭いという事情も

ある。MRA（相互認証協定）もあまり価値があるとはいえない。なぜなら、実施

が十分に行われておらず、また、MRA が適用される商品の市場規模が予想よりも

小さいからである。APEC 域内の基準適合性改善のための大幅なキャパシティ・ビ
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ルディングと各国・地域の権限主体の間の協力が必要である。 

知的財産権保護の強化を図るためには、継続的で効果的な法の執行や法制度の強

化を通じた、より一層の努力が必要である。 

APEC ビジネス・トラベル・カードの利用拡大を図るとともに、同カードに関連し

た運用面・ロジスティック面での問題を取り上げるべきである。ハイレベルのセ

キュリティ規約が埋め込まれた真の域内ビジネスビザの創設を検討すべきであ

る。 

APEC は実効メカニズムとしてパスファインダー・イニシアティブを導入した。現

行のパスファインダー・イニシアティブは貿易円滑化に貢献しているが、ボゴー

ル目標達成という観点からは効果的と言い難い。 

貿易・投資の円滑化のためのマンデートは“APEC 貿易拡大に向けたサンチャゴ・

イニシアティブ”によって、強化された。APEC はこのテーマに取組み、2005 年

のうちに建設的な提案や具体策について考案すべきである。 

C FTA/RTA のマイナス効果の緩和  

APEC 域内において、数多くの二国間特恵貿易協定が、すでに締結され、また、現

在交渉中のものや検討中のものもある。これは APEC 参加国・地域が多国間交渉

や地域的な交渉による取組みよりも、より進んだ自由化を強く望んでいることを

如実に表している。 

ABAC は、これらの特恵貿易協定から生まれる市場の自由化を歓迎する一方で、異

なる条件やルールを備えた数多くの個別の貿易協定が増加する結果、貿易の偏向

やビジネス・コストの増大や複雑化を招くのではないかと懸念している。APEC

は、特恵貿易協定がもたらす市場の自由化を APEC 全体の自由化へとつなげるた

めの対策を早めに採用すべきである。 

ABAC は、APEC がこれらの特恵貿易協定に内在するマイナスの影響を緩和する上

で重要な役割を果たすべきであると強く主張してきた。これは APEC にとってプ

ライオリティの高い課題であり、また、APEC が非常に有益な役割を果たし得る課

題である。APEC 首脳は昨年のサンチャゴ会議において、この課題についての ABAC

からのインプットを要請した。 

ABAC は、RTA や FTA の“ベスト・プラクティス”ガイドラインの策定に向けたイ

ニシアティブを支持する。また、この課題に対する他のアプローチについても検

討されるべきである。この課題について ABAC は引き続き研究を続ける。 

 

D キャパシティ・ビルディング 

キャパシティ・ビルディングは、貿易・投資の自由化、貿易円滑化、金融システ
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ムの強化と表裏一体のものである。それらすべてが相俟って、地域経済の構築を

支え、アジア太平洋コミュニティの繁栄に資するのである。貿易投資自由化円滑

化アジェンダをサポートすることは、APEC の経済技術協力、すなわちキャパシテ

ィ・ビルディング活動への傾注をもたらす。 

 

概して、経済技術協力（ECOTECH）分野では進展が少ない。一つは資金面での問

題があり、もう一つの問題は連携不足である。経済技術協力（ECOTECH）の成果

は実効性が小さい。拡散しすぎており、担当官を対象とした情報共有のためのセ

ミナーが主であり、活動の振り返りやフォローが殆どない。ベスト・プラクティ

スばかりが強調され、真のキャパシティ・ビルディング（能力構築）活動があま

りなされていない。経済技術協力（ECOTECH）は“一つのやり方がすべてに適用

される”ような代物ではない。個々の APEC 参加国・地域の個別環境に合わせて

適用される必要がある。 

 

APEC 地域が直面しているキャパシティ・ビルディング面での課題に対応するため

には、APEC は、その限られた経営資源を用いて、開発銀行や国際金融機関（IFIs）、

多国間組織、二国間援助プログラム、それから民間セクターとの協力の強化を図

る必要がある。このイニシアティブのポイントとしては、優先順位の設定、プロ

ジェクトのプランニングと資金調達、ビジネスのキャパシティ・ビルディング、

とりわけ発展途上国・地域の中小企業に対するキャパシティ・ビルディング、を

サポートするための教育・訓練とインフラの提供などが含まれる。一つのプロジ

ェクト案としては、発展途上国・地域のビジネスに専門家を派遣するメカニズム

の構築が挙げられる。これには、先進国・地域の退職した専門家の登録、発展途

上国・地域のニーズの登録、および発展途上国・地域への専門家の派遣費用の一

部をまかなう資金の準備などが必要である。資金については、APEC 参加国・地域

やビジネス界、世界銀行やアジア開発銀行といった国際金融機関からの支援を受

けることができるであろう。 

これまでの APEC の、中小企業及び零細企業の成長と発展の支援へ向けた取組み

は、バランスの取れたものではなかった。いくつかの中小企業ウェブサイトに見

られるように、情報共有のためのイニシアティブが試みられてきた。しかしなが

ら、実際にこれらのサイトを使うユーザー側の使い勝手には殆ど配慮が払われず、

掲載情報が更新されていないなどの問題がある。ウェブサイトの維持についての

コミットメントがなく、エンドユーザーへのウェブサイト紹介もなされていない。

これらのウェブサイトの存在自体についての認識が希薄である。 

中小企業向けの教育訓練を提供しようとする取組みは、困難化しており、また不

均一なものとなっている。ABAC は、APEC の中小企業支援の要は、中小企業の成

長・発展に資する環境を提供するための、知識の移転と政府間の政策協調にある
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べきだと考える。中小企業の発展に必要な環境とその創出方法について、担当官

の理解を深めるため、一層のキャパシティ・ビルディングが求められる。 

中小企業の発展に向けた APEC 統合行動計画（SPAN）は、APEC 域内政府が、人材

開発、資金調達、技術、市場アクセス、及び情報アクセスの分野における中小企

業政策及びプログラムのレビューを行う上で、大変利用価値のある戦略的な政策

の枠組みを提供している。 

APEC 参加国・地域は、高齢者市場についての理解、零細企業育成、零細企業の経

済全体への取り込み、零細な資金調達プロジェクトの浸透など、零細企業の発展

に関して、更なる取組みを行うことが求められる。 

後に、APEC は、ABAC が 2003 年の研究“ボゴールから 10 年”の中で示したキ

ャパシティ・ビルディングの目的を踏まえ、「地域・技術協力についての新たな

APEC 閣僚委員会を開催すべし」という提言について前向きに検討すべきである。 

E 金融システムの強化 

今後の 15 年は、金融セクター間の統合の著しい進展、その基盤となる情報通信

技術の進歩、金融技術面でのキャパシティの向上、競争の激化、金融システムの

自由化の進展などが見られると考えられる。これらの進展によって、APEC 参加

国・地域は、金融システムの安定性の向上、金融サービスの質の向上、APEC 地域

のビジネスおよび個人の貯蓄・投資家向けの金融商品の選択肢拡大など、莫大な

恩恵を享受する可能性を有している。 

市場を円滑かつ効率的に機能させ、経済成長をもたらし、雇用機会の創出を図る

ためには、金融産業構造や規制の取決めをこれらの変化に対応させる必要がある。

このためには、規制の取決めにおいて、ベスト・スタンダードやベスト・プラク

ティスを確実に採用できるよう、地域的またグローバルな観点からの協力を強化

する必要がある。ABAC は、APEC 地域が将来の恩恵を 大限に享受するためには

次の事項を取り上げるべきと考える。 

・ WTO ドーハ・ラウンド、またそれ以降において、包括的な金融サービス約束

の策定・交渉を行うことを優先的課題とすること。市場アクセスと投資の

自由化に関し、現在、すべての APEC 参加国・地域によるコミットメントが

形成されつつあるはずである。恒常的に求められるのは、全 APEC 参加国・

地域が、金融不安定化への主要なリスクを極小化し、経済統合のペースを

速めるために、金融関係の基準や慣行を見直し、アップグレードしつづけ

ることである。APEC 参加国・地域は、金融システムの安定性を向上させ、

経済の成長と可能性を高めるために、世界で 善の金融・規制の基準や慣

行を形成し、実施することに 大限の努力を費やすべきである。 

・ 金融システムの安定を確保するために、APEC 参加国・地域は、強力な警戒
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体制をしき、また、国・地域間の地域的な協力・協調を深めるべきである。

セキュリティ上の脅威を取り上げるために、民間セクターと協力して、総

合的なキャパシティ・ビルディングのイニシアティブを展開する必要があ

る。 

・ 海外直接投資の増加や証券投資の増加を見ても明らかなように、資本市場

は一層統合へと進んでいる。金融統合のメリットを活用し、リスクを軽減

するために、APEC 参加国・地域は、自国・地域及び海外の資本移動を活発

化させ、健全な規制の枠組みを普及させ、長期の貯蓄とインフラ整備のた

めの資金需要を結びつけるための効率的な債券市場の発展を促す必要があ

る。これを達成するには次のような取り組みが必要である。 

・ 強固な長期資本市場の形成 

・適正な規制を受けた貯蓄商品と市場において、年金生活者や退職者の

ニーズにあった質の高い公社債の発行を行うこと 

・信頼できる信用評価機関によるリスク評価を受けた債券の発行、市場

によるリスク価格決定、破産の場合の清算手続きを実行する仕組み 

・インフラ整備を目的とした確かな資金調達手段を開発するための健全

な官民パートナーシップ 

今後 10 年間にわたり金融構造に影響を与える様々な力がもたらすリスクを完全に

除去できるような、明白でどこでも通用する解決策など存在しない。そのような力

としては、進展する資本市場統合、国境を越えた資本の流れの変動、巨額の対外収

支不均衡、エネルギー価格の変動、主要な通貨価値の同調がもたらす脆弱性などが

挙げられる。ABAC は APEC 参加国・地域が次の取り組みを行うことを強く勧める。 

・ 健全なマクロ経済の枠組みを構築しつづけ、金融システムの安定性と柔軟性

を高めることで、リスク軽減を図ること 

・ 特に主要な国・地域において、構造的不均衡の原因を減らし、また無くすよ

うな改革を実施すること 

・  地域的また国際的なフォーラムにおいて、金融セクターにおける規制基準や

ベスト・プラクティスを改善・実施するための措置をサポートすること、ま

た、国境をまたがる不安定な資本の流れやヘッジファンドの活動などに起因

する悪影響を改善するための監視強化措置をサポートすること 

・ 国内資本市場を充実させ、地域債券市場の構築を図ること 

 

F 新たな課題への対応           

APEC 参加国・地域は、情報技術革新、環境、リサイクル、エネルギー供給と消費
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などの問題に起因して発生する諸課題に備えるための対策をとるべきである。

各々の APEC 参加国・地域において、ビジネス界は官民の調査機関、政府当局、

大学などと協力して、発展のための“基盤技術”を提供する新たな技術革新の機

会や適用事例を見つけ出すべきである。それは、出入国審査、バイオ・セキュリ

ティ、災害復旧、環境と健康サービスの調査、食品の追跡調査の可能性といった

幅広い分野において、先進的な情報技術の利用を伴うことになるかもしれない。 

ABAC は、地域全体での相互補完的なリサイクル・システムの重要性について強調

してきた。これにより、APEC のある国・地域で生産されたモノが、APEC 域内の

別の国・地域で使われ、リサイクルされる。適切な地域的仕組みが構築されるこ

とによって、モノや材料のリサイクル・再生産が可能となり、その国際的なモノ

の流れが資源の有効活用や環境保全に役立つであろう。 

ボゴール目標の達成如何は、適正で、安全、確実、手ごろで安定したエネルギー

供給源へのアクセスを確保できるか否かにかかっている。今後 20 年間のインフ

ラ整備や発電設備に対する需要を満たすためには、巨額の資本流入が必要である。

この新たな環境に適応するためには戦略的アプローチが必要となる。APEC 参加

国・地域は、エネルギー供給の増加、エネルギー源の多様化、良識あるエネルギ

ー使用の促進について、様々な方策を検討する必要がある。 

 

Ⅴ より強力で、効果的な APEC プロセスを目指して    

ABAC の中には、ある共通認識が存在する。すなわち、分野によっては APEC のコン

センサスが成熟し、進んで義務を負っている参加国・地域の間で、合意されたスケ

ジュールのもと、正式にその実施を約束することができるまでになっているところ

もあるという認識である。APEC での意思決定を、完全な非拘束的コンセンサスから

柔軟なコンセンサス及び強化された“協調的行動”へと変えるメリットについて熟

慮するときがきた。ボゴール目標を達成するためにより正式で拘束力のあるプロセ

スについて検討が行われるべきである。 

A 円滑化についてのより強力な“協調的行動”への移行  

今日までの成果を確固たるものとし、貿易自由化という核心的課題を越えて、よ

り協調的な改革プロセスを確立するために、ABAC は次の提言を行う。 

・ APEC は、セクションⅡに示したビジョンをしっかりと追求するために、

その重要な意欲的目標のいくつかを（プルリラテラル・ベースで）より達

成可能なものとするべき。 

・ こうした取り組みは、APEC のビジネス円滑化アジェンダを包括的に取り込

み、目的・モーメンタム・構造の明確化を図るため、“アジア太平洋ビジ

ネス・アジェンダ”（TPBA）提案のような、1 つのプログラムの下で行わ

れるべき。 
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・ 合意されたプライオリティの高い改革分野について、具体的で野心的な目

標を設定すべき。 

・ 参加国・地域による改革の実施について時間的拘束のある取り決めを行う

べき。 

この TPBA という提案は、2001 年上海で導入された、APEC の決定を実行に移す仕

組みとしての、パスファインダー・イニシアティブに端を発している。TPBA は、

パスファインダー・イニシアティブの概念をさらに発展させたものであり、コン

センサスが十分に成熟し、大多数の合意に至っている分野を手始めに、より明確

なコミットメントへ移行しようというものである。そのようなコミットメントは、

いわゆる“シンガポール・イシュー”を反映する 4つの分野のいずれか、すなわ

ち、①APEC 非拘束投資原則、②競争の強化と規制改革についての APEC 原則、③

政府調達に関する非拘束原則、④APEC 貿易円滑化行動計画、から導き出されるか

もしれない。 

さらに、基準の相互認証、税関手続き、ビジネス・トラベルに関連した共同行動

計画の下でのコミットメントのいくつかは、このような段階へ移行できるもので

ある。それらのコミットメントに TPBA というブランド・アイデンティティを与

えれば、様々な APEC フォーラで行われている他の多様な活動から区別され、地

域のビジネスからはより理解されやすくなる。重要な APEC のイニシアティブを

実施する上での人的・組織的能力の構築に必要なリソースを確保するために、明

確なプライオリティを設定することは、不可欠となるであろう。 

TPBA は、円滑化に関する多数のコミットメントを 1つの質の高いパッケージであ

る“協調的行動”へと統合するための受け皿を提供するだろう。そのような合意

された行動をドーハ・ラウンドへ組み込むことができれば、拘束的なコミットメ

ントとして有効なものとなりうる。 

B 拘束的なコミットメントへの更なる移行  

APEC の設立時の原則、すなわち非拘束、ボランタリー、交渉能力・強制力をもた

ないこと、政策形成過程をもたないこと、などは今日においてもそのまま保持さ

れている。が、ここにきて、APEC 地域全体の貿易・投資の自由化に向けたモーメ

ンタムを高め、また新たな構造を形成するために、これらの設立時の原則に変

更・修正を加えるか否かという問題が持ち上がってきている。 

WTO ドーハ・ラウンドにおいて多国間レベルでの改革について交渉が行われてい

る中、APEC 参加国・地域は、拘束的な協定（現在すでに存在する、または予定さ

れている二国間 FTA をしのぐもの）によって、APEC 設立時の原則の変更・修正に

伴う多大な労力を上回るメリットが享受できると判断しうるのかどうかについ

て、ABAC は、現在、評価を行っている。拘束力あるコミットメントを伴う APEC

構造への移行は、いかなるものであっても、必然的にこの根本的な問題に直面す
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る。また、同時にいくつものレベルでのコミットメントやプロセスが形成される

ことも、関連して予想される。これに関し、ABAC は PECC に委託し、“APEC の自

由化・円滑化アジェンダを再活性化するための大胆な改革”に関する報告書を受

領している。 

サンチャゴ宣言において、APEC 首脳は、“域内における貿易・投資の更なる自由

化を推進するための提言”を求めた。ABAC はアジア太平洋自由貿易地域（FTAAP）

の検討がなされるべきとの提案を行っている。サンチャゴ宣言の要請に対し、

ABAC は APEC 首脳が FTAAP の実現可能性について検討するためのハイレベルのタ

スク・フォースを設立すべきであるという2004年のABAC提言を再度上申したい。

その目的は、FTAAP が APEC 地域における貿易・投資のより効果的な自由化に向け

て実行可能な枠組みを提供できるのか否かを評価することにあると考える。 

“アジア太平洋自由貿易地域”についての提案は、APEC 参加国・地域が、プルリ

ラテラルな（複数国・地域間の）レベルで、正式な協定を結ぶことができるとい

う想定の上にたっている。多くの二国間及び一部地域内での自由貿易協定を統合

することで、FTAAP は APEC 参加国・地域にとって一つの貿易戦略の選択肢となり

うる。想定では、FTAAP は、現在存在している特恵貿易協定（PTA）を統合し、ま

た将来の PTA のためのベンチマークを提供するとともに、APEC における貿易・投

資の自由化に向けたモーメンタムを再構築するものになりうると考えられる。 

C APEC の組織能力の強化 

APEC アジェンダを実施する上での実効性を高めるために APEC 機構を再構築する

ことについて、しっかりと検討すべきである。 

・ IAP ピア・レビュー・プロセスは、より強力かつより前向きなものとすべ

きであり、IAP 自体はより透明で、利用しやすく、また具体的なものとす

べきである。IAP は、ビジネスのプランニングのために利用可能で、また、

個別の参加国・地域の改革プログラムとリンクしたものであるべきである 

・ レビュー・プロセスには、ビジネス的なアプローチが採用されるべきであ

る。すなわち、個々の国・地域が達成したことを振り返り、自讃的なプレ

ゼンテーションを行うのではなく、参加国・地域がボゴール目標を達成す

るためにしなければならないことは何かといった、“ネガティブ・リスト”

アプローチが採用されるべきである。レビューでは、現状を正すために何

がなされるべきかに焦点を当てるべきである。これにより、必要となるリ

ソースが増えるわけではなく、よりビジネス・フレンドリーなものとなる

であろう。また、 も重要なことは、今後何がなされるべきかについて注

意が払われ、吟味がなされるということである 

・ 必要なキャパシティ・ビルディングの特定、個々の国・地域の状況を加味

したテーラーメイドのキャパシティ・プログラムの策定、民間セクターと
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の協力によるプログラムの成果に対する評価、変化するニーズに対応した

プログラムの微調整などのための仕組みを作り上げる必要がある。特に、

キャパシティ・ビルディングにおいて官民の良好なパートナーシップを確

保する仕組みを構築する必要がある 

・ APEC 事務局には、客観的かつ地域全体の視点から政策研究を行うことがで

きるよう権限とリソースが与えられるべきである。APEC 事務局を OECD タ

イプの事務局に変えていくという PECC の提案は、真剣に検討されるべき

である 

・ 民間セクターからのインプットを促す上で、ABAC と APEC フォーラの間の

コミュニケーションを活発化させるべきであり、これには、ABAC 提言につ

いての正式なフィードバックの仕組みを作ることや双方のフォーラの会

合へ積極的に参加しあうことなども含まれる。その面で、民間セクターは、

ボゴール目標へ貢献するような行動を起こすこともできる。例えば、透明

性や反汚職に関して、ABAC が提唱した行動規範などが例として挙げられる 

・ APEC のポジションを多国間交渉のフォーラ、特に WTO と整合させておくこ

とは、それらのフォーラにおける交渉の進捗や方向性への APEC の影響力

を高める上で必要である。APEC ジュネーブ・コーカスの強化はあるべき方

向への第一歩である。しかしながら、WTO 活動における APEC の協調のレベ

ルを更に高める余地はまだまだある。例えば、農業補助金や貿易障壁、モ

ノの市場アクセス、サービス自由化などといった重要な分野における協調

である。ABAC はこれらの活動に積極的に参加し、地域のビジネスの声を

WTO プロセスに反映させたいと考えている 

 

D APEC 改革と ABAC との関係                               

ABAC と APEC の間の連携強化は、自由で開かれた貿易・投資という約束を実現し

うる組織としての APEC 改革にとって、根本的なものである。ABAC は APEC 首脳と

の毎年の対話を大変価値あるものとみており、閣僚や官僚がビジネス界のニーズ

や期待を正確に把握することができるよう、定期的に交流する機会を喜んでもち

たいと考えている。 

 

ABAC 自体のアウトリーチ活動は、貿易とセキュリティ、金融システムの強化、小

規模な企業の育成、デジタル技術などの分野におけるキャパシティ・ビルディン

グの取組みを通じて、増加してきている。各国・地域における ABAC のプレゼン

スを強化するために、ABAC は、その役割を規定する“ABAC ミッション・ステー

トメント”の策定について検討を行っている。また、ABAC は、ビジネス界の見解

を正しく代弁できるよう、各国・地域のビジネス界と緊密な連携を図り、また、
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政府官僚の意見を聞き、その見解について確実に理解するよう努める。 

各国・地域の 3 名の ABAC 委員は、そのビジネス界全体の代弁者となるべきであ

る。 

                       （了） 
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