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APEC 首脳への ABAC 提言 
要約（仮訳） 

 
 
 

ABAC は、APEC が地域の機関として、以下のことを達成できると信じている。 

 

 モノ、サービス、資金、そして人が自由に移動できるアジア・太平洋共同体と 

いうビジネス・ビジョンの実現 

 全ての参加国・地域や社会が、この統合によってもたらされる繁栄を享受する 

 地域的な危機に対処するための効果的な枠組みの提供 

 

しかしながら、ボゴール目標の期限まで残り半分に達した現在、APEC がこれらの目標を達

成できるのか否か、疑問視されている。多角的貿易システムが弱体化の危機に瀕し、二国間

貿易協定に取って代わられようとしている。  

 

同時に、昨年の世界経済が非常に力強い成長を謳歌し、やや緩慢なペースではあるものの、

堅調な成長が今年も続くと予想される中で、様々なリスクも懸念されている。 

 

 拡大基調の更なる不安定化と、主要国間における不均衡の拡大 

 金利上昇を招く金融市場の引締め 

 不安定かつ高騰する原油価格 

 

これらのリスクや課題はあるものの、ABAC は、現在の世界経済の状況は APEC 各国・地域に

とって、中期的な経済成長を支えるために必要な改革を実行する機会を提供していると考え

る。こうした背景を受け、ABAC は APEC に対し、以下の通り提言する：  

 

１． ドーハ・ラウンドの成功に向けて 

ABAC は APEC 域内において WTO 交渉が も喫緊かつ 大の関心事であると固く信じ、APEC 首

脳に対し、WTO 交渉で指導力を発揮し、以下の各分野における取組みを強化することを要請

する： 

 

 農業：関税の大幅な削減、ミニマム市場アクセス義務の大幅な引き上げ、5 年以内の

輸出補助金の撤廃など、農産品貿易の自由化  

 非農産品市場アクセス：非農産品に対する障壁の撤廃もしくは大幅な削減 

 貿易円滑化：この分野における透明性、簡素化、標準化、モノの迅速な移動、及び

この分野における WTO キャパシティ・ビルディングの強化 

 サービス：サービス・オファーの質の向上（APEC 各国・地域の交渉担当官は ABAC の

チェックリストを投資障壁の除去や金融部門におけるオファーの質の評価について

のベンチマークとして活用することを慫慂する） 

 

 

 

２．サンチャゴ・イニシアティブへの対応 
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ABAC は、域内で増加し続ける RTA/FTA がもたらすビジネスへの利点と、課題、及びそれに

対応する方法に加え、顕在化しつつある貿易円滑化分野などについて ABAC の見解を求める

APEC 首脳に対し、以下の提言をもって応える。 

 

 税関手続き、基準・認証、専門家の認証、知的財産と規制などの優先分野において、

APEC における貿易･投資円滑化のためのより組織的で具体的なアプローチとして、

“アジア太平洋ビジネス・アジェンダ（TPBA）”を立ち上げること。 

 “アジア太平洋自由貿易地域（FTAAP）”の実現可能性を検証するための、 

ハイレベル・タスクフォースを設置すること。 

 協定のデザインや内容において、自由で開かれた貿易や域内全般に亘る収斂を促進

すべく、FTA の幅広い分野に関するモデル規定の策定に焦点を当て、二国間及び地域

自由貿易協定のより包括的な行動計画を策定すること 

 

３． ボゴール目標達成のため、APEC を軌道に乗せる 

ABAC は、中間評価はボゴール目標を達成するために不可欠な一里塚であるとみなしており、

これらの目標を達成するために、以下に挙げる大胆な行動をとるよう APEC に要請する。 

 

 期限までにボゴール目標を達成する約束を再確認すること 

 貿易･投資の自由化･円滑化などにおいて WTO の約束や範囲以上の取組みを行うこと

により、「WTO プラス」を目指すこと 

 貿易･投資の自由化・円滑化を支援するべく、ビジネス部門や国際金融機関の参加を

伴う経済･技術協力プログラムを、計画･実行するための効果的なメカニズムを設定

すること 

 金融システムを強化し、経済成長を支える強固な資本市場を開発するために、協調

的な対策を講じること 

 運営方法の改革：  

 「FTAAP」の実現可能性の検証など、より拘束的な約束へと移行することで、

より効果的な進展が生まれるかどうか検討すること 

 個別行動計画（IAP）のレビュー・プロセスをより強固にし､ボゴール目標を

達成するために APEC 各国･地域が何をすべきかに焦点を当てること 

 政策評価、意見表明、及び調査･研究のため、権限と適切な資源を APEC 事務

局に与えること 

 

 

４． 新たなセキュリティ環境への適応  

貿易システムにおけるより高レベルのセキュリティを実現するために必要な金融・技術資

源の不足は、地域の総合的なサプライ・チェーンを脆弱にする可能性がある。 以上の理由

から､適切な対応を開発するべく､ABAC は新たなセキュリティ環境に直接関連するビジネス

への影響を調査した。さらに ABAC は参加各国・地域に対し、「セキュリティと世界貿易の

円滑化のための APEC 枠組み」を導入するよう要請する。  

 

 

５． ビジネスに資する環境の創出 

域内における優れたビジネス倫理の推進と汚職の根絶は 、ビジネス環境の改善に向けた

数々のイニシアティブを補完するものである。 

ビジネス倫理を推進するために、ABAC は APEC に対し以下のことを提言する： 
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 汚職の根本的発生源を除去するため、継続して規制改革に取組むとともに、法制度

の明確性を向上させること 

 企業関連の争議を取扱う際に、法･規制を客観的かつ公平に実行すること 

 ビジネスが経営倫理を自主的に実践することを後押しするための措置を支援するこ

と  

 ビジネスに影響のある法律、規則および規制の遵守を確実にするため、インセンテ

ィブを付与すること 

 

汚職に関して、ABAC は首脳達に対して以下の事を要請する： 

 

 国連汚職防止条約に加盟するという過去の約束を迅速に実施すること 

 汚職に関与した公務員および企業関係者に対する安全な避難場所を与えないこと  

 現場職員向けに､革新的かつ効果的なトレーニング・プログラムおよび技術支援を開

発すること 

 

ABAC は、それぞれの APEC 参加各国・地域において幅広く反汚職措置を策定・実施でき

るよう､政府と協同で取り組むことを希望する。 

 

６．金融システムの強化 

脆弱な国・地域における金融システムの弱さに対応する必要性と、コーポレート・ガバ

ナンスの機能不全に対する域内の懸念を認識した上で、ABAC は APEC 域内の金融システ

ムの強化と深化、及び堅固な資本市場の育成のために近年展開してきた取り組みを継続

する。 

ABAC は APEC に対し以下を提言する。： 

 

 APEC 参加国・地域が、変動し易い資金移動の影響に対し、より強靭な対応力を備え

得るべく方策を採用すること。 

 金融システム並びに市場の強化と深化のために、官民共同の能力構築イニシアティ

ブの支援。 

 域内債券市場における民間部門による活動の拡大を可能にすること。 

 バーゼルⅡの実施。 

 国際会計基準の採用。 

 コーポレート・ガバナンスとビジネス倫理の推進。 

 金融システムのセキュリティを強化し、正規の金融部門を通じた送金のフローの奨

励。 

 高齢化に関連する政策の枠組みを見直し、民間の年金と貯蓄を推進することにより、

将来の予算を強化し、公的年金の義務に沿うため、世代間不公平の是正。 

 域内のインフラ整備のための資金ニーズの増大に対応すべく、民間資金を流通させ

ること。 

 

７． 緊急事態への対応 

近年ＡＰＥＣ地域はテロ攻撃やＳＡＲＳの発生、また 近ではインド洋津波など 数々の人

為的および自然災害を経験している。ＡＢＡＣはＡＰＥＣが将来の危機に対応する域内緊急

対応活動を連携する地域対応ネットワークを構築するよう提言する。 

 

８． 急変するエネルギー状況への対処 
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エネルギー源と急変する価格への増大するプレッシャーは、各ＡＰＥＣエコノミーに対し、

エネルギー供給の増加、エネルギー源の多様化、代替可能で再生可能な手段の活用、省エネ

ルギーと使用責任の強化についての長期的な計画の重要性を強調している。 

 

９． 技術革新の奨励 

技術革新を奨励するため、ＡＢＡＣは２００５年にＡＰＥＣ首脳が特許の協力と調和、技術

選択、オンライン著作権侵害を規制するモデル原則の支持などのイニシアティブを開始する

ことを提言する。 

 

ＡＢＡＣは、ユビキタス・コンピューティング構想を含む「情報社会ビジョン 2010」がＡ

ＰＥＣの各エコノミーに与える利益の可能性を認識するための重要なステップであると認識

している。２００５年にＡＢＡＣは、このビジョンを通して、ＡＰＥＣ域内で起こりうる内

容と広範な影響を明確にするための活動を開始する。 

 

１０．環境とライフサイエンスに関する技術 

ＡＢＡＣは、環境とライフサイエンスに関する広範な技術について検討している。ＡＢＡＣ

はＡＰＥＣライフサイエンス革新戦略プラン・イニシアティブと国境検査やバイオセキュリ

ティ、環境保全とモニタリング、食料トレーサビリティ、ヘルスケア分野などでのＩＴベー

スの共同作業を支持することを確認する。 
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ＡＰＥＣビジネス諮問委員会 

 

（仮 訳） 

 

 

 

 

 

 

 

APEC 首脳へのＡＢＡＣ提言 

2005 年 11 月 韓国・釜山 
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Ⅰ．序 文 
 
昨年、世界経済は非常に力強い成長を謳歌した。この堅調な成長は、協調的なマクロ経済政

策、改善しつつあるバランスシート、良好な金融市場の状況、雇用の穏やかな拡大等に支え

られ、やや緩慢かつ持続可能なペースではあるものの、本年も持続するであろう。しかしな

がら、この展望には、（1）拡大基調のさらなる不均衡、（2）金利上昇を招く金融市場の大

幅な引き締め、（3）原油価格の一層の急上昇、等のリスクがある。より大きな不均衡は、

市場の認識に影響を及ぼし始めている。リスクの高い貸出しにおける調達運用金利差は拡大

している。ABAC は、より大きな不均衡に対処するための国際協調的なアプローチが不足し

ていることへの懸念が根本的な原因であると考える。国際経済の枠組みは、有効に機能して

いない。 
 
これらのリスクや課題はあるものの、ABAC は、現在の世界経済の状況は APEC 参加各国・

地域にとって、中期的な経済成長を支えるために必要な改革を実行する機会を提供すると考

える。特に、ABAC は、途上国の市場アクセス改善を含む WTO ドーハ開発アジェンダ

（DDA）交渉を成功裏に終了させることが、グローバルな成長には必要不可欠であると考え

る。 
 
こうした背景を受け、ABAC は“アジア太平洋ネットワーク：共通の繁栄に向けた道”という

テーマのもと、以下の主要課題を検討している： 
• WTO ドーハ開発アジェンダ交渉の成功に向けて 
• ボゴール目標の達成のため、APEC を軌道に乗せる： 
• 新たな国際セキュリティ環境における官民の調和的関係構築 
• ビジネスに資する環境の創出 
• 協調とキャパシティ・ビルディングを通じたアジア太平洋共同体の成立 

 
2005 年 APEC 首脳に対する ABAC 報告書は、これらの課題について検討し、優先的な関心

分野について提言を行っている。 
 
 
Ⅱ．WTO ドーハ開発アジェンダ交渉の成功に向けて 
 
ABAC は、WTO におけるルールに基づいた多角的貿易自由化を強く支持する。ABAC は、

APEC 貿易担当大臣の「ドーハ開発アジェンダにおける野心的かつバランスの取れた成果は、

ボゴール目標の達成にとって極めて重要であり、経済成長のための力強いエンジンと多数の

市民生活を向上させるための手段となる」との見解に同意する。ここ数年間、ABAC は、

WTO ドーハ開発アジェンダ交渉に重大な関心を持ちつづけている。 近では、ABAC は

2005 年 6 月に韓国･済州で行なわれた APEC 貿易担当大臣会合において、WTO で目指すべき

ベンチマーク、または「ベスト･プラクティス」の基準として使用可能な、金融サービス自
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由化や投資障壁に関するチェック・リストなど、ドーハ開発アジェンダに関する詳細な提言

書を提出した。 
 
ABAC は、2005 年 12 月に中国・香港で開催される第 6 回 WTO 閣僚会議が、2006 年中のド

ーハ開発アジェンダ交渉が成功裏に妥結するための強固な基盤の確立と多角的貿易システム

に対する信頼醸成にとって、極めて重要と考える。さらに ABAC は、APEC 参加国･地域が

香港閣僚会議までに主要な交渉分野にモメンタムを与えることが可能であり、APEC 首脳は

香港閣僚会議までに、交渉に強い後押しを加えねばならないと確信している。 
 
ABAC は首脳に対し、以下の ABAC 提言を考慮に入れつつ、香港閣僚会議までに全てのモダ

リティに同意すべく、閣僚や交渉担当官に対し、柔軟性の発揮と必要な政治意思の表明を指

示することを要請する。 
 
Ａ．農業 
ABAC は、農業における野心的な成果が、ドーハ・ラウンド交渉の成功にとって重要である、

との見解をあらためて表明する。ABAC は、昨年 7 月の枠組み合意に続いて 2004 年 10 月に

交渉が再開された後、以下の主要な目的に関し、建設的な意見交換および合意がなされたこ

とに留意する。 
• 全ての形態の輸出補助金を今後合意される期日までに完全撤廃すること 
• 高レベルな国内支持を有する参加各国・地域ほど大幅な削減を行なうこと 
• 後発開発途上国以外の全ての参加各国・地域は市場アクセスの改善に貢献すること 
 
ABAC は昨年なされた進展を賞賛するが、農業分野において多くの技術的作業が残っている

ことを憂慮している。農業分野における進展の遅れは、ドーハ開発アジェンダの他の分野の

進展に深刻な影響を与える恐れがあり、ひいては、第 6 回ＷＴＯ閣僚会議の展望に悪影響を

与えかねない。 
 
提 言 
ABAC は、非従価税を従価税に換算するための方式について、既に合意がなされたことに留

意する。ABAC は APEC 首脳に対し、農産品貿易における大幅な自由化、及び次の 3 つの農

業の“柱”における顕著な見解の相違を克服することに、切迫感を持って臨むよう要望する。 
 
市場アクセス 
• 全ての関税の大幅な削減 
• 上限関税率を 50％とする（注：ABAC 日本・ABAC 韓国は同意せず） 
• 関税削減の階層的アプローチを達成するための協調的フォーミュラに関する合意 
• “センシティブ品目” と“重要品目”の範囲と取扱い 
• “均衡性”、“重要品目”、“特別セーフガード”等のコンセプトを含む、発展途上国･地域に

対する“特別かつ異なる待遇”の適用方法 
• ミニマム・アクセス義務の大幅な拡大 
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国内支持 
• 全ての貿易歪曲的国内支持の削減水準 
• “青”の政策、および“黄”の政策の範囲および支出合計額 
• デミニミス削減に適用する水準 
 
輸出競争 
• 5 年以内の輸出補助金の完全撤廃 
• 他の形態の輸出競争の取り扱い － 輸出信用、食料援助、輸出国家貿易など 
 
 
Ｂ．非農産品市場アクセス 
ABAC は、6 月上旬の韓国･済州における APEC 貿易担当大臣のドーハ開発アジェンダ交渉に

関する声明による価値ある貢献を賞賛する。非農産品市場アクセス（NAMA）交渉における

スイス･フォーミュラの支持など、WTO 交渉に対し、前向きかつ直接的な影響を与えた。 
 
提 言 
ABAC は参加各国・地域に対し、非農産品の市場アクセス交渉における具体的なモダリティ

を策定するよう要請する。さらに ABAC は、参加各国・地域が以下の提言に早期に合意する

よう要請する。 
• 具体的な期限までに、あらかじめ例外を設けず、全ての製品に対する関税を撤廃または

大幅に削減する野心的な削減方式をとること 
• 環境製品、情報通信技術製品、化学品などにおける分野別合意など、更なる自由化に資

すると考えられる補助的なアプローチを活用すること 
• IT 製品の関税を撤廃するとともに、情報技術協定（ITA）の対象範囲を拡大すること 
• タリフピーク、高関税、タリフ・エスカレーションを大幅に削減すること 
• 非関税障壁を撤廃または大幅に削減すること 
• 途上国・地域の特別な必要性と関心を認識し、互恵主義の軽減を図ること 
 
 
Ｃ．サービス貿易 
ABAC はサービス交渉の進展が遅れていることを憂慮している。脆弱なサービス部門は、他

の産業全体の競争力を損ない、ひいては APEC 地域経済の競争力をも損なう。漸進的な自由

化によるサービス産業の競争力強化は、発展にとって重要な要素である。交通、運輸、通信、

コンピューター・サービスなど、製造業を支える主要サービス部門の自由化は経済発展にと

って不可欠である。ABAC は、この重要な分野の交渉において、大幅な進展が達成可能であ

ると考えている。しかしながら ABAC は、初期オファー及び改訂オファーを提出した WTO
加盟国の数は増加したにもかかわらず、それらのオファーの質が、全般的に極めて低いまま

であることに留意する。ABAC は全ての WTO 加盟国に対し、サービスオファーによって、

大幅な自由化を達成するよう要請する。 
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ABAC は、各国・地域がサービス交渉のサービス貿易に従事する中小企業にもたらす利益に

十分関心を払うよう慫慂する。ABAC は情報通信技術の進歩に伴い、中小企業がサービス貿

易において以前にも増して重要な役割を果たしていることに留意する。ABAC は各国・地域

に対し、GATS のリクエスト・オファー・プロセスを通じて、中小サービス業の事業環境を

改善する方策を講じるよう要請する。 
 
提 言 
ABAC は APEC 参加各国・地域に対し、サービス提供の全てのモードに亘り、可能な限り広

い範囲での高度な自由化を約束するよう要請する。特に、以下の事項を要請する： 
• “モード 1”の約束を改善、かつ拡大し、電子商取引における関税不賦課という現行のモ

ラトリアムを恒久化すること 
• 中小企業の投資を促進するため、透明性の向上、および直接投資に関わるリスクの軽減

により、“モード 3”の約束を改善、かつ拡大すること 
• ビジネス出張者、契約に基づくサービス提供者、および専門家に関する“モード 4”の約

束を改善、かつ拡大すること 
• 第一歩として、現在の規制を明確に反映した約束を行うことと、市場アクセス、および

内国民待遇に係わる規制をリストとして示すことにより、約束表に記載された規制の透

明性を強化すること 
• 中小サービス業の世界市場へのアクセスを不必要に制限する規制措置を撤廃すること 
 
金融サービス 
WTO ドーハ開発アジェンダにおける金融サービスの自由化を推進するため、なお一層の努

力が必要である。自由化は経済基盤の強化、投資、雇用の拡大を下支えするとともに、貯蓄

家･投資家により幅広い選択肢を提供し、起業家に恩恵を与える。APEC 参加各国・地域は、

経済成長の促進のために大幅な金融サービス自由化を行うべく、現在の拘束的な慣行以上に

高いレベルのオファーを WTO ドーハ･ラウンドにおいて提出するべきである。添付したチェ

ックリストには、効果的かつバランスの取れた金融サービス自由化の確保を支援する、ビジ

ネス界の希望とベスト･プラクティスが反映されている（添付資料 1）。これは各国･地域が

各々のオファーや他国のオファーを評価する際に使うツールとして用意したものである。 
 
発展途上国･地域が段階的な自由化を追求するに当っては、途上国･地域の制度的な能力の改

善･強化を計る過渡的な政策と、先進国･地域における市場開放と自由化が必要である。また、

過渡的な政策は透明かつ一般に公開され、プロセスと一体でなければならない。 
 
提 言 
• 経済成長とそのパフォーマンスを刺激及び持続させる手段として、WTO ドーハ・ラウ

ンドにおける健全な金融サービス自由化の追求に同意すること 
• 発展途上国･地域における制度的能力の強化を図るべく、公的・民間部門のキャパシテ

ィ・ビルディング・イニシアティブを優先すること 
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• ABAC チェックリストのベスト・プラクティスを WTO ドーハ開発アジェンダ交渉に導

入し、また、チェックリストを、オファーの質の評価をする際の基準として利用するこ

と 
 
 
Ｄ．貿易円滑化 
ABAC は WTO において貿易円滑化交渉が順調に開始され、APEC が WTO によるこの分野へ

の取組みのために道を開いてきたことに満足している。ABAC はまた、11 月の APEC 首脳に

よる承認へ向けた、地域貿易協定（RTA）、及び自由貿易協定（FTA）における貿易円滑化

に関する利用可能なモデル措置を開発するという APEC 貿易担当大臣の合意を賞賛する。 
 
こうした進展は奨励されるべきだが、更なる取り組みが必要である。ドーハ開発アジェンダ

における貿易円滑化原則の交渉はビジネスにとって必要不可欠なものである。APEC 参加

国・地域は、WTO ドーハ開発アジェンダにおける貿易円滑化交渉が、国際商取引を効率化

するための具体的規則を策定できるよう努力しなければならない。貿易円滑化に関する包括

的な規則は、産業とビジネスに対して更なる確実性と透明性、そして税関手続きを含む、輸

出入規制に関するより詳しい情報をもたらすものである。 
 
このような明白な利点にもかかわらず、ドーハ・ラウンドにおける有意義な貿易円滑化規則

策定への展望は不透明である。貿易円滑化に関して合意できなければ、既存の規則により許

容されている非効率性が国際貿易を阻害し続けるという意味で、ビジネスが停滞するであろ

う。 
 
提 言 
• 多角的な交渉、特に貿易円滑化に関する議題が予防を受けている WTO ドーハ･ラウンド

において、貿易円滑化を推進すること 
• 越境取引における障壁を減少させるべく貿易円滑化規則の実質部分を策定すること 
• 貿易円滑化に注力している他の諸組織の既存の努力に基づき、またこれらの組織と協力

しながら、民間企業を通じて経済の様々な分野における貿易円滑化支援を行なうこと 
 
 
E．ルール 
ABAC は、その目的や措置についての基本的概念や原則、協定の有効性を保ちつつ、アン

チ・ダンピング、および補助金・相殺措置に関する WTO 協定の規律を明確化、および改善

するためのドーハ宣言の交渉マンデートを支持する。この規律の明確化および改善は、漁業

補助金にも適用される。 
 
提 言 
• ABAC は APEC 参加国・地域に対し、これらの分野の交渉において進展を図るよう要請

する。とりわけ、APEC 参加各国・地域は、（1）アンチ・ダンピングおよび相殺措置の
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乱用を防ぎ、（2）被提訴者の過大な負担を避け、（3）WTO ドーハ･ラウンドにおける

システムの透明性、予見可能性、および公平性を高めるため、規律の明確化、および改

善のための改定を支持するよう要請する。 
 
 
F．その他の課題 
ABAC は、投資、競争、および政府調達は貿易と密接不可分の関係にあり、WTO がビジネ

スの実態と歩調を合わせるためには、これらの分野の規則が必要であると考えている。ドー

ハ開発アジェンダが優先事項であることは明らかで、また可能な範囲内において、ABAC は

交渉の成功的妥結に向けて尽力する。 
 
提  言 
• WTO の作業計画において、いわゆる「シンガポール･イシュー」での進展を図るため、

他の方策を模索すること 
• 域内のビジネス･コミュニティにとって必要不可欠なこれらの分野において進展を図る

ため APEC の貢献を見直すこと 
 
 
Ⅲ．ボゴール目標の達成に向け、APEC を軌道に乗せる  
 
A．サンチャゴ・イニシアティブへの回答 
APEC 首脳は、貿易拡大のための 2004 サンチャゴ・イニシアティブにおいて、域内で増加し

続ける RTA/FTA がもたらすビジネスへの利点と、課題、及びそれに対応する方法に加え、

顕在化しつつある貿易円滑化分野などについて、ABAC の見解を求めた。 
 
本年、ABAC は APEC に対し、税関吏と貿易担当官による一連の具体的な約束に基づき、こ

の地域における野心的な貿易円滑化の課題について見解を示した。この検討課題は、透明性、

通関、自動化、リスク管理、機密保持、急送貨物、再審理と上訴、罰則と事前教示などに関

連した規則を特色とする。この提案に基づき、APEC 貿易担当大臣は、年内の APEC 首脳に

よる承認に向け、RTA 及び FTA における貿易円滑化に関する利用可能なモデル規定を策定

することに合意した。ABAC は APEC に対し、RTA/FTA に関連するモデル規定策定の次の

段階として、二国間の特恵貿易協定における特恵原産地規則に関する共通の「ベスト・プラ

クティス」アプローチを開発するよう提案する。 
 
ABAC は、RTA/FTA による自由化を歓迎しつつも、異なる期限や規則を持つ多くの個別協

定の拡散が、域内における貿易転換、コストやビジネスの複雑化の増大などを惹起すること

を懸念している。APEC 各国・地域は、漸進的により大きな特恵グループが形成されること

を促しつつ、また、域内の自由化に貢献するため、RTA/FTA から生じる自由化を統合する

ため早急に対策を講じる必要がある。 
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来年、仮に WTO がドーハ開発アジェンダを成功裏に妥結できなかった場合、貿易自由化の

焦点は本格的に RTA/FTA 交渉に移るであろう。これは、それらの特恵貿易協定が WTO 整

合的であり、将来的な拡大と融合に十分な共通要素を確保する必要があることを意味してい

る。これはさらに、貿易･投資の自由化が APEC ワイドで継続することを確保するため、

APEC が「第二の手段」を持つ必要性をも示している。 
 
昨年 ABAC は、APEC の貿易・投資自由化・円滑化アジェンダの再活性化に関連した 2 つの

提案を首脳に提示した。第一に ABAC は、より組織的で具体的なアプローチを通して、貿

易･投資円滑化の分野における APEC の取組み優先させるため、「アジア・太平洋ビジネ

ス・アジェンダ（TPBA）」の立ち上げを要請した。第二に、ABAC は APEC 首脳に対し、

FTAAP（アジア太平洋自由貿易地域）の実現可能性を調査するよう要請した。 
 
提 言 
ABAC は昨年の首脳への提言を繰り返し述べる： 
• APEC における貿易･投資円滑化のためのより組織的で具体的なアプローチとして、“ア

ジア太平洋ビジネス・アジェンダ（TPBA）”を立ち上げること 
• “アジア太平洋自由貿易地域（FTAAP）”の実現可能性を検証するための、ハイレベル・

タスクフォースを設置すること 
• 協定のデザインや内容において、自由で開かれた貿易や域内全般に亘る収斂を促進すべ

く、FTA の幅広い分野に関するモデル規定の策定に焦点を当て、二国間及び地域自由貿

易協定のより包括的な行動計画を策定すること 
 
B．APEC の改革と発展に貢献する 
ボゴール目標に向けた APEC の進捗状況に関する中間評価への貢献の一環として、ABAC は

貿易･投資の自由化・円滑化、及び経済･技術協力の分野における APEC の業績について評価

を行った。この評価には近年の発展と課題を考慮に入れているが、ABAC は、これらの発展、

及び課題が、ビジネス環境を根本的に変化させたか、または地域経済の安定性を脅かしてお

り、その結果として協調的な対応が求められていると確信している。この中には、急速な世

界経済の統合、情報技術の支配的な役割、新たな技術革新、多国間貿易交渉の更なる複雑化、

二国間の自由貿易協定の拡散、テロリズムの勃興、金融危機によって示された課題、忍び寄

る保護主義、原油価格の急激な高騰、自然災害、変化する人口動態、そして新たな感染症な

どが含まれる。貿易･投資制度の自由化や国境における障壁の除去に向けた更なる進展によ

り、国境の背後の措置、すなわち規制障壁、透明性、及び汚職問題、市場環境へと関心が移

りつつある。 
 
これらの課題はあるものの、ABAC は、ボゴール目標は有効であり続けると確信しており、

首脳に対し、「途上国･地域は 2020 年までに、先進国･地域は 2010 年までに自由かつ開かれ

た貿易投資」を達成する、というボゴール目標を再確認するよう強く要請する。ABAC は、

これが「APEC 参加国･地域間における自由かつ開かれた貿易･投資」を意味するものと解釈

する。しかしながら、ABAC は既に 2004 年の首脳への報告書の中で、APEC が一層努力しな
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い限り、先進国･地域が「2010 年までに自由かつ開かれた貿易･投資」という目標に到達する

ことは確信できないと述べた。 
 
APEC の進捗状況に関する中間評価への貢献に関し、ABAC は、APEC が「アジア太平洋地

域における自由かつ開かれた貿易」というビジョンを達成するために何をしなければならな

いか、に焦点を当てた。 
 
提 言 
中間評価への貢献として、ABAC はボゴール目標達成のために、APEC 参加国･地域に対して

以下の通り要請する。 
• 期限までにボゴール目標を達成する約束を再確認すること 
• 特に貿易･投資の自由化･円滑化に関する WTO の約束や範囲以上の取組みを行うことに

より、「WTO プラス」を目指すこと 
• ビジネス部門や国際金融機関の参加を伴う経済･技術協力プログラムを、計画･実行する

ためのメカニズムを設定すること  中小企業の発展のために、それらのプログラムはビ

ジネス･スキル、製品開発、及び技術の導入に焦点を当てること 
• 金融システムを強化し、持続的な経済成長を支えるインフラと企業拡大のための強固な

資本市場、すなわち金融の安定性を確保し、資金調達源を拡大するための債券市場、を

開発するための協調的な対策を講じること  そうするために、APEC 各国･地域は： 
□ ビジネス部門や国際金融機関の参加を伴う、金融部門のキャパシティ･ビルディ

ングを開発、実行するためのメカニズムを確立すること 
□ 地域的、及び国際的なフォーラムにおける、規制管理能力を強化するための措置

を支援すること 
□ 国際的なベスト･プラクティスに沿った金融基準の向上、及び前進的な見直しを

実施すること 
 
• 運営方法の改革： 

□ APEC は、より拘束的な約束へと移行する事で、より効果的な進展が生まれるか

どうか検討すること 
□ 個別行動計画（IAP）をより透明かつビジネスが利用し易くするとともに、具体

的な APEC の約束や優先事項を実施しボゴール目標を達成するために、APEC 各

国･地域が個別、あるいは共同で何を行っているかに焦点を当てることによりピ

アレビュー・プロセスをより強固で、未来志向な、政策に関連する相互交流とす

ることにより、個別行動を強化、及び改善すること 
□ 政策評価、意見表明、及び調査･研究のため、権限と適切な資源を APEC 事務局

に与えること 
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Ｃ． 投資自由化･円滑化 

 
１．金融サービス部門における海外直接投資への障壁 
 
現在、金融サービス部門における海外直接投資は、投資受入国・地域の競争力を高め、資本、

技術、新たな生産ライン、経営知識、技能の強化、非効率な企業の再構築などをもたらし、

好ましい恩恵を消費者に与えるという確固たる証拠が、2004 年の ABAC の委員会報告書

（ディートリッヒ･レポート）を含む諸機関や、世界銀行によって示されている。本提言に

は ABAC が作成したチェックリスト（添付資料 2）が添付されているが、このチェックリス

トでは、もし除去されれば投資受入国の経済と企業投資家に多大な利益をもたらし、重要な

制度的キャパシティ･ビルディングの提案を含む政策対応が必要な、海外直接投資における

主要な障壁が明示されている。 

アジア太平洋ビジネス･アジェンダ（TPBA） 
 
アジア太平洋ビジネス・アジェンダとは、貿易･投資の円滑化と、域内の「国境の背後」にお

ける改革を加速するために提案された、APEC の包括的プログラムである。 
 
これは、貿易･投資の円滑化、「国境の背後」のイニシアティブ、そして各施策をより早急か

つ確実に実施するための新しい APEC プロセスなど、高度の優先事項である野心的な APEC
アジェンダからなる。 
 
イニシアティブのアジェンダは APEC により選別され、時に応じてアップデートされる。例

えば税関手続き、基準･認証、知的財産権、専門資格の認証、ビジネス関係者の移動、投資、

ビジネス規制など、ビジネス環境を形作る分野で、それらは優先的なイニシアティブとな

る。 
 
この目標を達成するための新たな APEC プロセスは、改革への更なる推進力創出のため、明

確で、単一の包括的な名称の下における、グループ毎の多様なプロジェクトとなる。これ

は、明確に定義された目標とタイムテーブル、要求に応えるべく参加各国･地域を奨励する強

固なメカニズム、充分な管理人材と資金を伴う、より協調的な行動プログラムである。 
 
アジア太平洋ビジネス･アジェンダは、モノ、サービス、投資、ビジネス関係者、そして資本

が自由に動き、企業が自国と同じように域内のどこでも活動できるビジネス環境という、

APEC のビジョンを追求するものである。 
 
これは、優先事項の厳しい選別と、より協調した実施を通じて、早急な改革というビジネス

の期待に応えることを目的とする。アジア太平洋ビジネス･アジェンダは、より明確な目的を

もって目標を追求することで、APEC における具体的な目標を達成可能にするものである。 
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提 言 
• 金融サービス部門における海外直接投資への障壁を除去し、投資環境を国内･海外の参

加者双方に対してより魅力的なものにすべく、制度的能力を構築するために ABAC と共

に取り組むこと 
 
２．広範な投資環境の改善 
 
ABAC は、APEC の投資に関する取り組みが、貿易への取り組みほど効果的でないことを憂

慮する。昨年 ABAC は、越境投資の環境改善の観点から、APEC 非拘束投資原則の文言の修

正と明確化を APEC に要請した。ABAC はまた、投資円滑化を促進する政策についても提案

した。ABAC はこれらの分野における APEC の約束を強化するため、投資専門家会合

（IEG）と一緒に取組んでいく。 
 
提 言 
当面の間、ABAC は APEC に対して以下のことを要請する。 
• 昨年の ABAC 提言を再確認し投資専門家会議（IEG）のアジェンダに組み込むこと 
• ボゴール目標へのロードマップにおいて APEC の投資自由化の取組みについて方向性を

示すこと 
• APEC の投資自由化・円滑化目標を達成するため、以下の行動を取ること： 

 投資自由化・円滑化における APEC の役割を再検討すること 
 投資自由化とビジネス円滑化のため、APEC 非拘束投資原則とメニュー・オブ・ 

オプションの各国・地域の実施状況を検証すること 
 投資に係わる透明性基準の実施についての報告メカニズムを確立すること 

 
３．知的財産権 
 
昨年 ABAC は、知的財産権のエンフォースメントの強化と、投資促進のために域内の執行機

関の相互協力の推進について APEC に提言した。 
 
ABAC は、昨年 11 月、サンチャゴにおいて APEC 閣僚が海賊版や模倣品の貿易やネット上

の海賊版販売の削減と、協力およびキャパシティ・ビルディングを強化することに合意した

ことを歓迎する。加えて ABAC は、本年 6 月の韓国・済州における、APEC 貿易担当大臣に

よる APEC 反模倣品･海賊版イニシアティブの採択、及び具体的な成果としてのイニシアテ

ィブのガイドライン策定開始を賞賛する。ABAC はまた、知的財産権侵害への効果的な対応

手段について知的財産権保有者に対し情報提供を行なう IPR サービス・センターを幾つかの

国・地域が設置したことに注目している。ABAC は、APEC が今年以降も知的財産権のエン

フォースメント強化のため更なる対策を講じるよう要請する。 
 
提 言 
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ABAC は APEC に対し、以下のことを要請する。 
• 韓国・釜山での首脳会議までに APEC は次の行動を取ること： 

 模倣品や海賊版貿易、およびネット上の模倣品販売を削減するための効果的なガイ

ドラインを策定すること。高級実務者らは、引き続きイニシアティブを主導し、合

意されたガイドラインを適切に実施すべく、全ての参加国･地域を奨励するよう期

待されている 
 ネット上の海賊版販売の削減と、域内のエンフォースメント機関の相互協力のため

対策を講じること 
 全ての参加国･地域がガイドラインの実施、協力の強化、キャパシティ･ビルディン

グなどに関する取組みを報告するようにするなど、事後支援体制を検討する 
• 知的財産権関係の活動の具体的な成果を、釜山以降、毎年、首脳会議で報告すること 
• IPR サービス・センターを設置するとともにセンター間の連携を強化すること 
 
 
Ｄ．APEC 透明性基準の実施 
透明性のある政府はビジネス界にとって重要であり、2005 年はアジア太平洋地域の透明性の

将来を決定づける重要な年である。APEC 首脳は、2005 年までに各国国内の法制度において

APEC 透明性基準を適用することに合意している。ABAC は、昨年、各国・地域の首脳及び

閣僚がサンティアゴにおいて、今年から透明性基準の実施状況を報告するため、個別行動計

画に透明性基準を反映させることに合意したことを賞賛する。 
 
提 言 
ABAC は APEC 各国・地域に以下の事項を早急に実行するよう要請する： 
• 透明性基準に示された約束を、本年中に各国・地域の法律およびその他の法律文書に明

確に反映することで、首脳の合意を達成すること 
• 本年の報告書を誠実に作成すること 
 
同時に ABAC は、各国･地域の政治、司法、規制、行政の各機能が APEC 透明性基準と整合

的になるよう、改善可能な分野の具体的な例を APEC に示す予定である。 
 
 
Ｅ．APEC プライバシー枠組みの実施 
APEC 首脳が 2004 年 11 月のサンチャゴでの首脳会議において APEC プライバシー枠組みを

了承したことは、APEC 域内における個人情報の適切な保護を促進する上で画期的な出来事

である。9 つのプライバシー原則と各国国内での実施についての工程表からなるプライバシ

ー枠組みは、個人のプライバシー保護と、現代のネットワーク化経済にとって不可欠な信頼

できるデータの国際的な流通の促進のバランスを保つものである。 
 
APEC 地域が枠組み合意の恩恵を十分に認識するためには、APEC は継続中の作業を今年中

に完了させる必要がある。その作業は、APEC 域内や世界中の APEC のパートナーとの信頼
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できる情報の移動を可能にするメカニズムに焦点を当てること、ならびに、消費者からの苦

情への対応やプライバシーの侵害への対応という国境を越えた協力を促進することである。 
 
提 言 
ABAC は APEC 各国・地域に以下の事項を早急に実行するよう要請する： 
• 組織のプライバシー規約や企業のプライバシー規則を慫慂し、また、承認するメカニズ

ムの開発にビジネス界と共に携るという、これまでにない機会を捉えるよう APEC 各

国・地域に提案すること 
• プライバシー枠組みの実施のための継続的な作業に参加すること 
 
 
Ｆ．ＡＰＥＣ食料システム 
1995 年の首脳宣言において、食料不足は将来経済成長への障害となり得ると述べられ、

APEC の行動を約束した。ABAC はそれに応え、食料を豊富に供給するとともに取得可能な

価格にする APEC 食料システムの作成に向け、1998 年と 1999 年の報告書において複数の明

確な政策を提案した。APEC 首脳は、1999 年に ABAC の提案を採用し、2000 年、および

2001 年の首脳宣言において積極的な実施を求めた。しかしながら、首脳の指示や ABAC の

具体的な提案にも関わらず、APEC 食料システムは殆ど達成されていない。 
 
ABAC があらためて APEC 食料システムに着目するよう求めるのには 3 つ理由がある。 初

に、食料というセンシティブな課題に関わる APEC の目に見える行動と、それが物議を醸す

形でなく協力的に対応できれば、WTO 交渉に肯定的な影響を与えることができる。2 番目に、

エネルギー供給が逼迫する懸念が生じていることから、APEC 首脳が 10 年前に、今後数年以

内に食料不足に直面しないよう早目に対処する必要がある、と指摘したことを思い起こすべ

きである。富裕な人口の増加は、協調的な対応がなされなければ、環境への負荷と水不足と

組み合わさって、劇的に食料需要を高め、地域のあらゆるビジネスにとって有害な影響を与

える。3 番目に、今年、APEC は自身の実績評価を行なうに当たり、割り当てられた仕事を

遂行するために、どのような計画を準備すべきか考える必要がある。 
 
提 言 
• 釜山での首脳会議までに APEC 食料システムが何故うまくいかないか、真摯に研究する

とともに、「学んだ教訓」をもとに、どのような是正措置を講じるかを決定すること 
 
 
IV．新たな国際的セキュリティ環境における民間セクターと政府間の調和的関係構築 
 
新たなセキュリティ環境は、貿易システムにおいて、より高度なセキュリティレベルを達成

する必要性が生じたことに伴い、APEC 域内のビジネスにコスト増加をもたらした。その一

方で、新たなセキュリティ技術や手続きの導入は、税関における迅速な貨物通関と取引コス

トの削減に貢献する可能性がある。 
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Ａ．域内の貿易取引コストに対する新たなセキュリティ環境の影響 
ABAC は今年、域内の貿易取引コストに対する新たなセキュリティ環境の影響を評価するた

めの調査を行なった。この調査は３つの安全関連イニシアティブに焦点を当てており、米国

政府によって導入されたコンテナ･セキュリティ･イニシアティブ（CSI）及びテロ行為防止

のための税関産業界提携（C-TPAT）、そして国際海事機関によって実施されている国際船

舶港湾施設保安コード（ISPS コード）である。ABAC の調査では、新たなセキュリティ環境

の中でこれらのイニシアティブに伴うコスト、及び考えられる利益を推計するため、APEC
域内の主要な港湾、海運業者、及び輸出製造業者にインタビューを行なった。 
 
これらの事業者から収集した情報に基づくと、上記 3 つのセキュリティ･イニシアティブ実

施に伴うコストは大きくなく、グローバル･サプライ・チェーンにおいては「軽微な影響」

を示していると見られる。反面、製造業者によって指摘された も重要なコスト要因は、24
時間前積荷情報提示ルールに関わるもので、これは在庫のリードタイムにかかるコストを増

大させ、港湾での長期保存による滞船コストも増加させた。 
 
これらのイニシアティブに関わる取引コストはそれほど大きくないものの、これらのプログ

ラムがビジネスにもたらす利益に関しても同じであった。企業はこれらのセキュリティ･イ

ニシアティブに参加することによる、国境での待機時間、盗難による損失、保険費用、安全

在庫費用などの削減といった、効率の改善は何もなかったと指摘している。新たなセキュリ

ティ環境の要求を、生産性の向上と 低ラインの底上げに転化するためには、さらに多くの

ことがなされねばならないと考えられる。 
 
提言 
• APEC 各国・地域政府は、輸出入業者を保護するため、測定可能な利点を（例：検査の 

軽減、通関所要時間の削減等）より明確に示す方法を調査し、それらの利点をビジネス 
界に周知すべきである 

• 先進国の港湾及び企業は新たなセキュリティ環境の要求に比較的簡単に対応することが 
できる一方、途上国･地域の企業や中小企業にとっての実施コストは大幅に増大する。 
APEC は新たなセキュリティ・システムの実施及び維持に関して、税関職員や港湾作業 
員への訓練など、具体的なキャパシティ･ビルディング・プログラムの策定を検討すべ 
きである 

• 24 時間前積荷情報提示ルールに伴う大幅な在庫保持コストの増加に鑑み、ABAC は米国 
及びカナダの税関当局に対し、情報の提出要求を出発港における船積みの 24 時間前で 
はなく、目的港への到着の 24 時間前まで（又は船舶が航海中の時点）に変更すること 
を奨励する 

 
 
Ｂ．セキュリティと世界貿易の円滑化のための APEC 枠組み 
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世界貿易の安全確保は APEC 地域および世界の持続的繁栄に必要不可欠である。世界の 1 ヶ

所でのサプライ・チェーンの深刻な破断が、世界の貿易システム全体に広範囲な影響を与え

かねない。従って、APEC 活動の中心である貿易・投資の自由化・円滑化に補完的な形で貿

易の流れを保護するために、APEC は取組んできた。 
 
ABAC は、適法かつ低リスク貨物の迅速な移動に貢献することを期待し、APEC 税関手続小

委員会が新たな共同行動計画として“国際貿易のセキュリティ確保のための WCO 基準の枠組

みに基づいた APEC 枠組み”（APEC 枠組み） の実施に原則合意したことに満足している。

ABAC は、APEC 枠組みの実施により、民間部門と政府が安全性の向上という直接的な利益

に加え、その恩恵とコスト低減を認識できることに留意する。ABAC は、韓国・ソウルで開

催された SOM-1 で提案されたように、全ての APEC 参加国・地域が APEC 枠組みのさらな

る進展と実施に向け、産業界と密接に取組むことを慫慂するとともに、APEC 各国・地域の

税関職員に対する詳細な情報提供を行なうことを期待している。 
 
提言 
ABAC は、枠組みへの参加を促進するため、以下の提案を行なう。 
• APEC の税関当局は、6 月に APEC 貿易担当大臣が宣言したように、枠組みを実行する

プロセスを開始する意図を表明するため、WCO の加盟国である場合は WCO の決意表明

書に、そうでない場合は APEC の決意表明書に迅速にサインするべきである 
• APEC 枠組みの実施のために、野心的なタイムフレームを伴う行動計画を作るべきであ

る。キャパシティ･ビルディングの支援を必要としない APEC 参加国･地域は 2006 年 6
月までに枠組み実施のために必要な対策を講じ、それ以外の参加国･地域は 2007 年 6 月

までに実施を完了させるべきである 
• APEC 枠組みの実施は、以下の事項の開発を伴うべきである： 

 オーソライズド・エコノミック・オペレーター（AEO）のためのサプライ・チェー

ン・セキュリティのベスト･プラクティスの開発を含む、セキュリティと適法な貿

易の円滑化を向上させるための自主的な官民パートナーシップ・プログラム 
 AEO のセキュリティ・ベスト・プラクティス遵守を正当化するための APEC 各国・

地域および第三者のメカニズム、及び各国･地域と AEO との間における保証の相互

認証の手法 
 高リスク貨物を特定するための情報を税関当局に提供する際の標準的な要件 
 信頼できる貿易業者に目に見える恩恵（検査の軽減、通関所要時間の削減等）を与

えるシステム、及び APEC 枠組みに関連するプログラムの実施後に、このような利

点について報告するシステム 
 
• キャパシティ･ビルディングを通じた、検査技術及び税関手続の自動化のための基準･要

件に関する APEC 各国・地域への支援 
• 関連のある APEC フォーラによる、APEC 枠組みの主要要素の実施を支援するキャパシ

ティ・ビルディング・セミナーやパイロット・プロジェクトの主催 
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APEC 税関ハンドブック 
 
ABAC は、全ての APEC 参加国・地域の税関および貿易円滑化に関する情報のワンストッ

プ・サービスとして、各国･地域の税関当局の協力を得て、税関と貿易円滑化のハンドブッ

クを製作している。ABAC は、これはビジネスと政府関係者双方にとって有益なツールで

あり、今年度の具体的な官民共同プロジェクトであると考える。これまで、ABAC は APEC
の 21 ヶ国･地域のおよそ半数から、多数のフィードバックを受取っており、未だインプッ

トを提供していない国･地域からのインプットを期待している。このハンドブックは以下の

項目から構成される： 
• APEC 各国・地域の様々な税関機関の連絡先を編集したもの 
• 物品を特定の APEC 参加国・地域に輸入する際に適用される品目分類、関税率、原産

地に関する事前教示を要求する際の連絡先 
• 輸入業者、および輸出業者が税関の決定・解釈に異議申立てを行なう際の、税関の決

定に対する不服審査に係わる連絡先および手続きについての情報 
• 事前教示および不服審査に係わる関係法令･規則の参考資料 

 
 
Ⅴ．ビジネスに資する環境の創出 
 
Ａ．優れたビジネス倫理の推進 
経済環境は変化しつつあり、国際競争に対する障壁の除去や、改善されたビジネス倫理に関

する様々な会議によって影響を受けている。長期的な収益性のために重要な要素とは、企業

が自主的に倫理マネジメントを受入れることであり、ABAC はこれをステークホルダーと共

に促進しようと意図している。APEC 首脳は、政府規制や法執行手続きの透明性に関する事

項を公開する公共政策イニシアティブを通じて、これらの目標を支援するべきである。 
 
提 言 
ABAC は APEC 参加国･地域に対し、以下の提言を行なう： 
• 公務員の自由裁量など汚職の根本的発生源を除去するため、継続して規制改革に取組む

とともに、法制度の透明性を向上させること。 
• 労使争議、消費者関連の争議、集団代表訴訟などの企業関連の争議を取扱う際に、法･

規制を客観的かつ公平に実行すること。 
• ビジネスが経営倫理を自主的に実践することを後押しするための措置を支援すること。 
• 法律、規則および規制の遵守を確実にするため、契約の法的執行のように、ビジネスに

影響のあるインセンティブを付与すること。 
 
Ｂ．APEC 域内における汚職の根絶 
APEC 首脳は昨年 11 月、サンチャゴにおいて“反汚職と透明性向上のためのサンチャゴ・イ

ニシアティブ”および“反汚職と透明性向上の為の APEC 行動計画”を採択し、断固たる行動

をとった。包括的なアプローチの必要性を認識し、これらの野心的イニシアティブは公的セ
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クター・民間セクター双方の、あらゆる形態の汚職行為を対象とする。さらに ABAC は

2004 年 11 月に“ABAC 反汚職声明”に委員全員が署名し、反汚職に対する公約を明示した。 
 
ABAC は、ビジネスおよび政府組織が 高度の信頼と倫理をもって業務を遂行するよう支援

するという自身の公約を継続する。昨年度のイニシアティブを拡大し、ABAC は今年度、

APEC 参加 21 ヶ国・地域のすべての主要企業に対し、ABAC 反汚職宣言に署名するよう要請

する予定である。ABAC は韓国のリーダーシップのもと、APEC が 9 月に慶州（韓国）にお

いて反汚職に関する国際シンポジウムを開催予定であることに留意する。ABAC は反汚職の

官民パートナーシップを構築する共同努力の一環としてこのイベントに参加する予定である。

ABAC はさらに、あらゆる段階において汚職と闘う APEC 首脳の決断を賞賛する。ABAC は

首脳に対し、下記の要請を行なう： 
 
提 言 
• 国連汚職防止条約に加盟するという過去の約束を迅速に実施すること 
• 汚職に関与した公務員および企業関係者に対する安全な避難場所を与えないこと 
• 政府、企業、NGO 職員向けの汚職に対する革新的かつ効果的なトレーニング・プログ

ラムおよび技術支援を開発すること 
 
Ⅵ．協調とキャパシティ・ビルディングを通じたアジア太平洋共同体の実現 

 

Ａ． 金融システムの強化 

 

APEC 参加国・地域は、特に 良の監督基準とベスト・プラクティスの推進、実施、及び域 

内債券市場の育成発展、金融部門における投資の包括的な自由化による、APEC 域内の金融 

制度及び資本市場の強化、深化を引き続き優先すべきである。 

 

ABAC はいくつかの国・地域が、変動し易い資金の流れに依然として脆弱である中、1997 年

の金融通貨危機から回復する途上で、資金移動に対する多国籍機関による監視が弱まってい

ることを懸念している。ABAC は変動し易い資金移動の影響を改善するために対応可能 

なメカニズムの研究を委託した。その提言は首脳に別途報告する。 

 

国際的に合意された財務報告基準へのグローバルな収斂が現在進行しているが、これは金 

融サービス、資本市場の、より緊密な統合を反映している。APEC 参加国・地域が資本市場 

の統合から便益を享受するには、国際基準に、自国・地域の基準を収斂させるべく優先事項 

として取り組むべきである。 

 

ABAC と PECC が立ち上げたアドバイザリー・グループは、官民の金融制度上の対応能力を 

強化するために、官民のパートナーシップを通じたキャパシティ・ビルディングイニシアテ

ィブを推進する。ABAC は、より安心で安全な金融システムの推進のために、そのキャパシ

ティ・ビルディングの方策を首脳が支持することを要請する。  
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人口の高齢化により、多くの APEC 参加国・地域は予算他の課題に直面している。APEC 参加

国・地域は、民間の年金制度と医療保険の充実、また、より健全な予算の推進を通じて、こ

の課題を優先すべきである。年金制度の資金形成と、域内インフラ整備のための増加する莫

大な資金ニーズとの間に確固たる関係がある。この関係は、慎重で健全な投資指針による民

間年金の拡充が、インフラ整備の資金源になり得るという重要な点を含めて、大きな挑戦を

表すものである。債券市場が、年金基金とインフラ整備に必要な資金投入とを関連付ける上

で、重要な役割を果たすべく、民間部門によるインフラ整備のための資金投入を再び活性化

させる必要がある。 

 

提 言 

 

• 不安定な資金移動とヘッジ・ファンドの動向に対処する 

 国・地域内の経済の枠組みを強化し、地域並びに国際機関が、監視と監督を強化さ

せるよう提言するとともに、国・地域が有害な資金移動の影響を改善するために検

討すべき仕組みについて ABAC が見解を示すことに留意する 

• APEC 域内金融システムを強化し、深化させること 

 銀行業におけるバーゼルⅡと国際会計基準への収斂を重要点とし、国際的な 良基

準とベスト・プラクティスの金融部門における推進と実施を優先する 

 行動計画の過程を通じて、APEC 参加国・地域内及びクロス・ボーダーの民間部門

による投資と、域内債券市場における発行の拡大を可能にする方策を遂行し、すべ

ての APEC 域内の債券市場イニシアティブを、継続的に推進する 

• ＡＰＥＣ域内金融システムと資本市場を強化するためのキャパシティ・ビルディング 

イニシアティブを推進する 

 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

ループの役割を支持し、ＡＰＥＣ域内の、金融システム規制当局者によるキャパシ

ティ・ビルディング イニシアティブへの関与を可能にすべく資金面での支援を提

供する 

 官と民の金融機関において、良いガバナンスを推進する方法を広く知らしめる提案、

正規の金融システムを通じた送金フローを奨励する方策、及びテロリストの資金移

動、マネー・ロンダリングと汚職を退治するための ABAC・APG イニシアティブを後

押しする 

• 高齢化人口の課題に対処すべく、民間年金を含む年金拡充のためのイニシアティブを遂

行する 

   健全な規制の下で、民間の拠出による年金を、退職年金及び医療保険政策の要とし

て推進し、OECD による年金契約のガバナンス、監督の一般原則及び、現在と今後発

生する公的部門による年金支払義務の負担を、世代間で公平に分かち合うことを確

保する措置を採用する そして 

 ABAC と APEC 共同による、年金制度の監督強化のための、キャパシティ・ビルディ

ング イニシアティブを後押しする 
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• APEC 域内のインフラ整備のための資金のニーズに、民間貯蓄を流通させるイニシアティ

ブを遂行する 

 予見可能で公平な司法制度を通じて施行でき、明確な破産法と手続きを備えた、透

明で健全な契約環境において、民間投資家に相応のリターンを提供するとともに、

長期プロジェクトの期間に亘る環境変化に対応するため柔軟性があり、健全で公正

な官民パートナーシップの推進による、インフラ整備のための資金ニーズに対する

民間の参加を再び活性化する方策を優先する そして 

 官民パートナーシップのリスク評価を高めるために、UNCITRAL と他の機関が策定し

た指針と方式の改善を目的とするキャパシティ・ビルディング･イニシアティブに

ABAC とともに参加する  

 

Ｂ．中小サービス業の競争力強化 

 

中小サービス業は、APEC 域内の全企業の 90％以上を占めている。しかし、その重要性にも

拘わらず、APEC 域内の多くの政府は中小サービス業の貢献を過少評価しているか、あるい

は政策プログラムを作成する際に中小企業のニーズを適切に勘案していない。ABAC は、す

べての APEC 参加国・地域において、サービス貿易における中小企業の重要な役割に対する

認識をさらに高める必要性、そして中小サービス業の競争力強化に向けた、政府およびビジ

ネス団体によるキャパシティ・ビルディングのより強力な取組みの必要性があると確信して

いる。 

 

昨年、ABAC はすべての参加国・地域で政府やビジネス団体が中小サービス業を支援するた

め取組みに関する調査を実施した。その結果に基づき、ABAC は中小企業担当大臣にいくつ

かの重要な提言を実施した。大臣達には十分受け入れられたが、APEC は未だ中小サービス

業の支援に関する ABAC 提言を実施していない。この分野の重要性に鑑み、ABAC は 2004 年

のいくつかの提言を再び提案し、それらの導入について中小企業担当官と協働して行きたい

と望んでいる。 

 

提 言 

• 2007 年までに APEC 各国・地域でサービス輸出を行なう中小企業数を倍増させるといっ

た、中小企業によるサービス貿易を増加させる目標を設定すること 

• サービス輸出能力分析と輸出促進のための重点的サービスの特定、サービス輸出を成功

させるための中小企業の訓練、サービス輸出を行なう中小企業の支援方法についての業

界団体および輸出促進団体に対する訓練、サービス輸出を行なう中小企業支援団体の域

内ネットワークの構築、戦略交渉における輸出能力とリンクした政府のサービス貿易交

渉担当官訓練などの、APEC 途上国・地域に対するサービス輸出に関する技術的支援を行

なうこと 

• APEC 中小企業担当大臣会合への毎年の報告義務を含め、APEC 各国・地域におけるサー

ビス輸出を行なう中小企業のフォーカル・ポイントやチャンピオンのネットワークを設
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立することにより、サービス貿易を行なう中小企業を支援するベストプラクティス・ネ

ットワークを構築すること 

• WTO や APEC 双方において、サービス輸出を行なう中小企業に対する障壁に優先的に取組

むこと 

 

中小企業のキャパシティ・ビルディングのためのエクゼクティブボランティア 

APEC 先進国・地域には企業、特に発展途上国・地域の中小企業のために専門的で、任意に,

短期のアドバイスを与えることのできるエキスパートが多く存在する。課題は先進国・地域

のボランティア組織と発展途上国・地域のビジネススキルと訓練要求とをコーディネートす

る機関との間でいかに良い連携を築くかにある。 

 

ABAC は現在、域内での特別ボランティア組織の発掘とリスト化を目指している。 このリ

ストがボランティアの提供と要求の仲介ができる地域機関ネットワークの実質的な形となる

ことが望まれている。 

 

提 言 

ABAC は APEC 中小企業担当大臣に対し以下のことを要請する。 

･ 中小企業での技能開発の必要項目の登録を視野に入れつつ、それぞれの国・地域の 

中小ビジネス界の必要項目の調査と仲介をおこなうこと 

･ APEC 域内に民間のキャパシティ・ビルディングをよりよく仲介するためのボランティア 

サービスを提供する組織のネットワークを創ること 

･ このネットワークへの資金援助について考慮すること－APEC または国際金融機関との 

パートナーシップによって－旅費支払いのために 

 

Ｃ．キャパシティ・ビルディングを通した“共同体”の促進 

 

１．緊急事態への対応 

近年、APEC 地域はテロ攻撃や SARS の発生、また 近では 2004 年 12 月 26 日のインド洋津

波など、数々の人為的および自然災害を経験し、非常に多くの人命と経済的損害を被った。

これらのことは、将来のあらゆる種類の災害に対する早期警報システムと対応システムの必

要性を明示した。 

 

津波被害に対して ABAC は、緊急事態への対応に向けたキャパシティ・ビルディングを APEC

域内のビジネス社会にどう効果的に導入するかという課題に注目した。その議論の中で

ABAC は、人為的また自然災害における 3 つのフェーズについて検討を行なった。それら

は： 

• 予防フェーズ － 将来起こり得る事態に対する防備および対策のための措置 

• 対応フェーズ － 従来の対応メカニズムを大幅に改善した、初期段階の救援活動 

• 復旧フェーズ － 事態発生から再建までの、“通常ビジネス”を速やかに 影響を受

けた社会の仕事と所得の回復をふくめた 中～長期的措置 
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提 言 

現状の予防および対応フェーズにおける域内ビジネスの関与状況分析に基づき、ABAC は

APEC が“全災害 APEC 地域対応ネットワーク”を構築するよう提案する。 

 

このようなネットワークは、下記を含む多くの具体的な措置を通じて、将来の事態発生に向

けた APEC の緊急対策措置との協調を目指している。 

 

予防フェーズ活動 

• 地域の対応能力のレビュー 

• 各国・地域の自己評価 

• “教訓”を記録、普及するための仕組み（例えば、緊急対応に関する学校教育、早期警

戒情報伝達など） 

• 担当官庁や国際機関、NGO とともに民間セクターを含む、地域全体の情報伝達および通

知手順の確立 

 

ABAC は、この情報を把握するため APEC 緊急対策バーチャル・タスクフォースが既存のウェ

ブサイト枠組み上にウェブサイトを構築することを提案する。 

 

対応フェーズ活動 

• 天災や国家インフラへのテロ攻撃時に活用する緊急対応通信ネットワークの構築 

• 域内 空港緊急チーム機能の構築。このチームは、災害発生の初期反応において救助作

業で飛来する物資の激増時に空港での地上作業を担当する 

 

ABAC は、APEC 参加国・地域が APEC 地域対応ネットワークの設立と、前記した初期プロジェ

クトの立上げに必要な資金的援助を行なうことを推奨する。ABAC は、全災害 APEC 地域対応

ネットワークの設立に当たり、民間セクターの地域資源を活用するよう働きかけ、支援を行

なう役割を果たす。 

 

“全災害 APEC 地域対応ネットワーク”創設の必要性は鳥インフルエンザの発生の可能性が

あることなどによっても強調される。もし鳥インフルエンザの対人感染がおこるとすれば、

この流行が APEC 地域の次の“緊急事態”となるであろう。地域対応ネットワークがあり、

ビジネス資源が流行の 初の予防フェーズから回復のための対応活動にいたる全てのフェー

ズにおいて機能的になっていることが必要である。 

 

２．ロジスティック・インフラ 

組立工場と部品製造工場間を結ぶ陸路国境を越える物流システムの開発は、“カンバン方

式”組立システム構築に必須である。海路での物流システムは改善されつつある一方、陸路

物流システムに関する障壁への対応は多くの国・地域で立ち遅れている。問題としては通関
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手続きや陸路での適用関税の不統一、道路、トラックの整備不良・老朽化、混雑、また洪水

などの自然障害がある。 

 

提 言 

ABAC は、APEC が民間と協力して APEC 域内のインフラの整備、通関の簡素化、標準化、貨物

ターミナル機能の整備を含む陸路物流インフラ改善に関するキャパシティ・ビルディング項

目を特定することを提案する。 

 

 

基準・適合性 

 

標準類規制の統一性は APEC 域内のビジネス遂行簡素化の基盤である。 

 

ABAC はビジネスを阻害する標準に関する障害を取り除くための制度的変更を明確化

する目的で調査をおこなった。 この調査では ＥＵとＡＰＥＣ域内での標準化に

対する取組みの比較データの取得もおこなわれた。それはこの分野のインフラを強

化するための広範なキャパシティ・ビルディング提案を含む 将来の進歩と域内協

調のための重要な提言をもたらすものである。 

ABAC メンバーはそれぞれの国・地域の標準担当部署からのフィードバックを集めて

おり、首脳への 終報告が近くおこなわれる。この調査・報告は政策立案者や 標

準担当部署にとって,この地域の全国・地域の利益のための標準化における一貫性と

協調性の増進にとっても非常に有益なツールとなるであろう。 
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循環型経済の促進 

 

APEC 域内での持続的発展のためには 3R(Reduce,Reuse,Recycle)のための一層の努力が

必要である。3R 目標を実現するために、APEC 参加国・地域は域内のある国・地域で製

造された品物が他の国・地域でも使用され、リサイクルされることを確実にするリサ

イクルの標準化された制度の実現に向けて歩みを進める必要がある。 

 

2003 年 ABAC 提言に基づき 

• APEC 参加国・地域で 3R 導入のための課題の特定 

• 選別された工業界での 3R ベストプラクティスの共有 

• キャパシティ・ビルディング・プロジェクトの計画・実施 

• すべての APEC 参加国・地域へ結果として得られたベストプラクティスの展開 

• APEC 域内に循環型経済を促進するための専門家ネットワークの構築 

 

の目的をもって APEC HRD キャパシティ・ビルディングネットワークがメキシコ、 

中国,タイでセミナーを開催した。これは APEC と ABAC 協調の 1つの成功事例であ 

る。 次なる提言を含む 終報告は 2005 年 11 月に発行される予定である。 

 

 

Ｄ． 変化するエネルギー環境における APEC の将来のエネルギーに対する保障 

 

世界のエネルギーの均衡は変化した。APEC 域内及び世界中の急速な需要の伸びによって、

やせ細った“安易な”供給はエネルギー・コストの上昇を引き起こした。今後 20 年間のエ

ネルギー需要とインフラのために巨額の資本の流入が要求される。 

 

APEC の重要なボゴール目標の達成には、安全で、信頼でき、手頃で、効率的で安定したエ

ネルギーの供給を必要としている。新たなエネルギー環境においては、各国・地域がエネル

ギー供給の増加、エネルギー供給源の多様化、そしてそれらの使用責任の強化について様々

な方策を検討する必要がある。これらの 3 軸のアプローチが、APEC の将来に備えた戦略的

政策の構築に貢献する。 近数ヶ月の石油価格の上昇はその実行の必要性を強調している。 

 

貿易協定における国際的投資規律の策定、ビジネス環境の透明性強化、投資家を信頼させら

れる契約条件と執行メカニズムが付与された法制度の構築などを通して、APEC は、エネル

ギー供給を増加させる必要がある。ABAC は 2004 年 6 月のマニラでのエネルギー担当大臣会

合でのエネルギー・インフラ・プロジェクトに対する資金提供（Financing & Energy 

Infrastructure Projects）に対するベストプラクティスが採択され、 近数年の APEC エ

ネルギープロセスの中で、幅広く活用されたことを賞賛する。APEC エネルギー担当大臣及

び担当官はこれらのベストプラクティスが、タイムリーにかつ目に見える形で実行されるよ

う、注力すべきである。 

 

液化天然ガスのような可能性のあるエネルギー源の確保、より確実なエネルギー・バリュー

チェーンの構築、そして自国と外国企業の市場条件の平準化などにより、エネルギー源の保
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護と多様化が必要である。多くの APEC 参加国・地域、例えば日本やニュージーランドは、

エネルギー源の多様化や、従来と異なったエネルギー源を利用する領域でのリーダーとなっ

ている。 

更には、省エネと効率向上、多様な仕組みによる消費需要の削減、ベストプラクティス、技

術、基準の共有等を通じた民間需要のマネジメントがエネルギーの責任ある使用に必要で

ある。 

 

提 言 

ABAC は 2005 年 10 月に開催される APEC エネルギー担当大臣会合に対し、以下の提言を行な

う： 

• 省エネルギー政策、省エネルギー製品に関する優遇措置、代替エネルギー源の研究開 

発に対するサポート等に焦点をあてた政策および規制措置の実行 

• APEC 全体計画と、バイオマスや海洋発電などの新エネルギー源の探索、ICT の応用、

代 

替エネルギーへの移行戦略などを盛り込んだ個別行動計画を包含した、APEC エネルギ

ー計画の策定 

• エネルギー大臣プロセスの公式化、省エネ技術の共有と普及、ベストプラクティスの継 

続的な普及を盛り込んだ APEC エネルギー作業プログラムの進行 

 

 

Ｅ．APEC 2005 革新アジェンダ：特許システムの協調、技術選択、知的財産権エンフォース

メントの強化 

 

2004 年の APEC 首脳宣言は、知的財産権保護の強化が投資、技術革新、経済成長をもたらす

と認識している。APEC 首脳は APEC の知的財産権に関する包括的な戦略に係わる作業を歓迎

し、2005 年における更なる進捗を慫慂した。 

 

さらに、APEC 首脳は 2003 年 10 月の宣言で、「海賊版光ディスクの阻止およびビジネスに

よる技術の選択を可能にする“デジタル経済に関する声明”等の全てのパスファインダー・

イニシアティブを前進させていく」ことに同意している。 

 

APEC は、2005 年の韓国のリーダーシップのもと、下記の提案を実施することで、成長と革

新をもたらす重要なブレークスルーを達成できる： 

 

提 言 

 

特許分野の協力と調和 

 

• 検索および審査能力の効率的活用を図るため、イニシアティブに参画する APEC 参加

国・地域の特許担当当局間での資源と作業分担措置を増強すること 
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• 4 つの先行技術に関連する問題－ 先行技術の定義、支払猶予期間、新規性、非自明

性/進歩性－について共通の理解を形成すること 

技術選択 

デジタル経済声明に関する APEC パスファインダーに組込むため、知的財産を尊重した、

工業界主導の、自主的な、合意ベースの国際的基準、利便性、性能重視の調達政策、

サービス・プロバイダーと消費者にとっての技術選択の自由を含む技術選択原則の整

備を行なうこと。 

 

知的財産権エンフォースメント 

 

• APEC の“光ディスクの生産関連規制のための効果的な慣行”に対する APEC 参加国・

地域の自己評価の採用 

• 貿易担当大臣会合で支持された反模倣・海賊版イニシアティブの迅速な導入、それ

らは 

 国境を越えたエンフォースメント協力やベストプラクティスの共有、トレーニン

グにおける官民パートナーシップの機会を制度化・公式化させるために、知的財

産権保護エンフォースメント・タスクフォースを組織すること 

 APEC 参加国・地域がデジタル時代の知的財産権問題に対する法規制の改革・改

正にあたっての青写真として、“オンライン著作権侵害を規制するモデル原則”

を承認すること 

 サイバー犯罪および知的財産エンフォースメントに関する作業部会を設立するこ

と 

 IPR サービスセンターの設立と新規と既存のセンター間の協業システム構築 

 達成された知的財産権関連の結果を 釜山での首脳会議をはじめとして毎年報告

すること 

 APEC 反模倣・海賊版イニシアティブの導入ガイドラインの各国・地域への導入

方法を釜山での首脳会議までに開発すること 

 

オンライン著作権侵害を規制するモデル原則 

 

• WIPO インターネット条約（WCT、WPPT）を批准、履行すること 

• 著作権保護や技術的保護手段を迂回回避するツールの売買を含む技術的保護

手段回避に対する適切かつ効果的な禁止措置を保証すること 

• 利益を目的としていない場合でも、承認されていない著作物の意図的な配布

は犯罪行為であることについての理解を促進すること 

• インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）のネットワークやシステムに

属するまたは保存されているものについて、正式通知と削除システムを導入

すること。また金銭責務からの保護条件として以下の義務を ISP に課すこ

と： 

 ISP は権利所有者からの通知があれば、迅速に抵触物を削除すること 

 ISP は著作権者から通知がない場合でも、既知の、あるいは明らかな抵

触者に対し必要な処置をとること （ただし、ISP はそのサービスのモニ

ターや、積極的抵触調査を行うことは要求されるべきでない） 
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 ISP は権利所有者から通知を受けた抵触該当物についての告示を行なう 

• 権利所有者がサービス・プロバイダーから抵触者を特定するための情報を得

る見地を保証する、有効かつ効果的な行政および司法手続きを確立すること 

• 著作権に対する理解と尊重を促進し、抵触行為を防止するための、消費者教

育キャンペーンを支援すること 

 

Ｆ．情報社会ビジョン 2010 

 

ABAC は、ABAC が以前から APEC 首脳宛の書簡で強調してきたところの、APEC 域内「情報主

導経済」を育てるために重要である以下の事項を、APEC が APEC TELMIN6(電気通信・情報

産業担当大臣会合)リマ宣言、重要政策の行動計画において認識したことを歓迎する。 

• 自由で開かれた貿易と競争 

• 技術の中立性 

• 革新と知的財産 

• ブロードバンドの開発と幅広いインターネットのアクセス 

• 電子政府 

• サイバーセキュリティとサイバー犯罪に対する条約 

• 相互認証協定と規制の相違の 小化 

• 周波数の効率的な利用 

• 技術協力とキャパシティ・ビルディング 

 

ABAC は上記の領域におけるベストプラクティスの共有を促進する APEC の役割を歓迎し賞賛

する。 

 

ABAC は更に、いくつかの分野でより明確にする必要があることを強調したい。APEC の各政 

府に対し、とりわけ以下の重要性を認識することを要請する。 

• 不必要に貿易制限することのない知的財産の尊重と相互運用性を促進する、任意で、開 

かれた、差別のない、産業主導の、総意に基づいた技術標準 

• ブロードバンド配備に関する APEC 目標時期の設定 

• 次世代ネットワーク（NGN）標準の開発において、透明性のある明確な産業主導のプロ 

セスを保証すること 

• サイバー犯罪に関する条約と国内法との整合を至急とること 

 

“グローバルな情報社会”とは「ユビキタス社会」と呼ばれることがあり、人々が、いつで

も、どこでも、そして誰とでも人工知能搭載機器を有したユビキタスコンピューティング環

境で結ばれている社会と広く定義されている。 

 

APEC 各国・地域は、それぞれの人々が 新の通信サービスにアクセスすることにより、グ

ローバルな情報社会環境に参加可能かという点では格差がある状態にある。ブロードバンド

やマルチプラットフォームアクセスなどのように、この領域における技術の進歩は急速であ

る。 



 29

 

APEC 国・地域間の技術的進歩を補完するものは 通信サービスのユーザーが、彼ら個別の

ニーズを簡単に認識でき、彼らの情報交換を簡単にコントロールする方法の研究である。  

信頼性の高い個人認証の必要性は、単一識別子（Single identifier）で異なったサービス

範囲のアクセスを可能にするための推進力となる。“ENUM（Telephone Number Mapping）”

ベースのインターネットサービスはオーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド、

シンガポール、米国で試行されている。ニュージーランドでは ENUM と UCI（Universal 

Communications Identifier）システムを一本化する検討を続けている。個人ユーザーの保

護が 優先である。 

 

必然的に、グローバル情報社会を支えるべき、標準、基準、要求、定義は見方によって様々

である。現在及び将来予測される技術と相互の繋がり、商取引、個人のプライバシー、法的

枠組み、その他まだ明確になっていない多くの問題に対する相互作用と影響に関した深刻な

課題がある。 

 

キャパシティ・ビルディングもまた、デジタルデバイドの解消と、将来のユビキタス社会に

向けた発展した情報社会を構築するための核となる活動である。 

 

ABAC は、ブロードバンド･ネットワークへのアクセス、プライバシー、知的財産の保護、オ

ンライン著作権の侵害防止に関わる法・規制及び自己規制のフレームワークを包含した、ユ

ビキタス社会を実現する環境を創出するために、APEC 各国・地域が直面する課題の調査研

究を検討している。 

この調査研究によって、ABAC はシンポジウム等でより深く検討すべきトピックス、例えば、

技術の展望、社会への活用、定義、法的枠組み、その他関連する課題のリストを作成するこ

とができるであろう。 

 

提 言 

 

調査研究の結果を基に、ABAC は APEC 国・地域が 2010 年情報社会の戦略ビジョンを確立す

ることを提言する。ABAC は APEC 国・地域の 2010 年の情報社会に向けての戦略ビジョンの

確立こそ、更なるユビキタス･コンピューティング構想が APEC 各国・地域に与える利益の可

能性を認識するための重要なステップであると認識している。この戦略計画に含まれる可能

な利益を、 も有益で 大化するために、APEC の各国・地域は下記の項目を確実におこな

うこと。 

• 情報社会ビジョン 2010 は、各国・地域のインフラの配備、既存技術、人的能力 

と資産などの現状に基づいた、実現可能な目標と合致していること 

• 既存の人材とインフラの優位性を盛り込んだキャパシティ･ビルディングの実行を通し、

分野及び課題毎の専門知識の共有を始めとした情報交換を行う 

各国・地域の戦略計画には、開かれたアクセス可能な市場と結合した、使い易く、予測可能

で透明性のある規制のフレームワークの必要性が指摘されていること 
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Ｇ．ライフサイエンス革新戦略プランの実施 

ABAC は、投資を取込みライフサイエンス分野の革新を後押しする環境整備に向け各国・地

域を支援するための重要なツールとして、ライフサイエンス革新戦略プランの推進を歓迎す

る。ABAC 参加国・地域によるライフサイエンス業界への投資は、地域の長寿、健康、経済

的潜在力に貢献し、また病気の早期発見、予防、処置などの重要懸念事項への取組みにも役

立つ。 

 

知的財産権の保護は、革新的なライフサイエンス業界の発展には必要不可欠である。こうし

た状況において ABAC は、戦略プランの知的財産権保護への確固たる取組みを歓迎し、また

知的財産権保護を地域の重要課題分野としたことを支持する。 

 

提 言 

ABAC は以下を支持する： 

• ライフサイエンス・バリューチェーン:研究､開発､製造と販売および健康サービスにお

ける重要 4分野のうち 1～2 分野の成果を特定する、強固な実施モデル。 

 

• 革新のために必要な資金支援を行なうための、地域または地区のレベルで医療バイオ技

術ベンチャー・キャピタル基金の整備。 

 

APEC 地域における貿易・投資の自由化というボゴール目標の達成に関連して、ライフサイ

エンス革新フォーラムの重要性を認識している。国・地域間で大きく異なった政策や規制環

境は、ライフサイエンス業界の貿易・投資にとって障害となる。戦略計画はこれらの問題に

対し、規制基準のためのベストプラクティスを提供することで対応し、ライフサイエンス革

新を可能にする環境を醸成するものである。また、健康と経済的発展の明確な関連付けを行

なうことで、医薬および医療革新へのアクセス改善を実現する。健康な人々が健全な経済を

つくる。 

 

Ｈ．ヘルスケアを改善する技術 

 

技術的進歩は域内の健康とヘルスケアに改善をもたらしている。情報通信技術の発達は電子

患者健康システムが健康情報の正確性と配信を向上させる。 終的な目標は、一般開業医、

専門医、地区保健当局および処方記録を含む、電子健康記録（EHR）である。 

 

種々の IT の病院での試行結果は、効率性向上と病院患者の安全性の向上を示している。例

えばワイヤレス・ベッド管理システムは、病院ベッド管理という重要な作業を改善するため

の新規アプリケーションである。 

 

ABAC は 2005 年 6 月シアトル（米国）で始まる科学者、政策立案者、ヘルスケア提供者と業

界が集るこの種の初の会合で複数年プロジェクトである太平洋健康サミットの開始を歓迎す

る。太平洋健康サミットでは決定権者の討論のために 新の科学情報と技術が持ち寄られる。

また、サミットは主要な APEC の病気の早期発見と予防のための重要なデータを提供するバ
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イオメーカーのプロジェクトを開始する機会となる予定である。更に首脳会議では 特にヘ

ルスケアの IT に焦点を当てた健康情報技術政策グループが立上げられた。ABAC はこのグル

ープとの情報交換やこの問題に関わる APEC 首脳ヘの提言とりまとめで協力するつもりであ

る。 

 

Ｉ．環境課題に対応する技術 

 

ABAC は、情報通信技術を 大限に活用した、循環型経済の促進や環境モニタリング、国境

検査とバイオセキュリティ、食料トレーサビリティなどの複数の環境に関する技術やイニシ

アティブを検討した。 

 

１．環境モニタリングと食料トレーサビリティ 

いくつかの APEC 国・地域で行われている研究では 情報通信技術を環境モニターへ適用す

ることは農業や園芸の生産性と管理の改善,家畜の健康また食料トレーサビリティに役立っ

ていることが証明されている。農場の情報システムと遠隔データベースの結合によって 監

督官庁をふくむ利用者にとってより良き生産と家畜の適合性のモニターを与え、このことは、

APEC 域内の食料輸出国・地域にとって技術的な貿易障壁となりうると予想される環境規制

やトレーサビリティ適合性の規則に関する経済的影響を低減するのに役立つ。 

 

局地環境（肥料、土壌、水質条件）の連続調査のための遠隔モニタリング装置の使用は汚染

物質の低減と収率向上など環境的に持続可能な方法を保証するものである。天候のモニタリ

ングは農業効率や安全性に貢献している。食料トレーサビリティはコンプライアンスの観点

から必須になり、情報技術がより安価で機能的、かつエネルギー効率のよいものとなるに従

い、農産品貿易を促進し、APEC 域内の経済発展に重要な要素となるであろう｡ 

 

提  言 

 

ABAC は APEC 首脳が前記した新規技術のそれぞれの国・地域にもたらす重要性と利益とを注

意深く考慮し、援助国・地域と協調してキャパシティ・ビルディングの範囲を検討すること

を提言する。 

 

 

２．ボーダーコントロールとバイオセキュリティ 

APEC 国・地域にとって家畜・鳥そして人間の疾病、不審物質や汚染物質の侵入リスクは、

共通の懸念である。国境越えに関する重要課題を提起する必要がある。APEC の農業および

税関当局にサンプリングと検出する迅速な手法を提供するための、画像認識技術を活用した

診断システムによる取組みが進められている。有機体のデジタル画像を瞬時にアップロード

したり、DNA サンプルを遠隔地のデータベースと比較検証する能力は、画像認識を大幅に改

善し、バイオセキュリティと国境保護を大幅に改善する能力がある。 

 

提  言 
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ABAC は前述の研究活動は APEC 国・地域にとって広範なポテンシャルを有していると認識し

ており、APEC 首脳は担当官庁がこの仕事に十分精通しているようにすべきである。 
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（添付資料 １） 
 
金融サービス自由化に関するチェックリスト： 目標とベスト・プラクティス 
 

 
 

銀行 
 

 
目標 
オファーは新たな市場開放と投資の機会を創出するべきである。  
オファーは以下の目標をどの程度満たしているか？ 

1) 1997 年の公約のさらなる改善。（適用可能な分野）  
2) 制限の解除を通じた新しいビジネス機会の創出 
3) 新たな資本を誘致する条件の創出 
4) 市場アクセス、内国民待遇と国・地域内の規制措置の透明性への包括的な対

応（詳細は以下のベスト・プラクティスの通り） 
 
ベスト・プラクティス  
銀行分野の質の高いオファーは以下に列挙された要素を含むべきである。 
設立 

1) 投資家に設立形態の選択を認める。 – 支店、合弁事業または全額出資子会社– 
のいずれか もビジネス合理性のある形態での進出を認める。 

2) いかなるエコノミック・ニーズ・テスト、または他の地理的な、もしくは商

品に関わる制限が及ばないこと。 
3) 営業活動における既存の投資に既得権を適用する。 
 

自然人の一時的な入国 
経営、技術、システムまたはリスク管理など、金融サービスに欠かせない重

要人材の一時的な入国の円滑化(適用可能な投資が必要な場合には、他の分野

の人材も追加を検討)。 
内国民待遇 

1) 金融機関の資産運用活動に内国民待遇を提供。 
2) 国内会社として差別的な国際市場を回避する。  
3) 国内に設立された外資系銀行の関連会社を、規制上、その他の目的において

国内会社と同等に扱う。このような待遇に格差がある場合、他の WTO 加盟

国のサービスまたはサービス提供者より、国内のサービスまたはサービス提

供者に有利な競争条件を与えてはならない。  
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追加的な公約 
透明性 事例 

1) 全体的な透明性の向上。 

2) 利害関係者に、規定策提案を通知

し、新規定案に対しコメントする

機会の手順を明快に説明。 

3) 新/改訂規制が発効する前に、利

害関係者が、コメントし、理解

し、対応するために充分な時間を

与える。 

4) 現行の、または改訂規制案が、書

面またはインターネットで容易に

アクセス可能。 

5) 規制上の要件、解釈、適用除外の

質問に答える、容易にアクセス可

能な公的対応を含む、明確でアク

セス可能な許認可手続き。 

6) 免許または申請の否認に関し、関

連する規制における明確な判断基

準に沿って、否認を正当とする事

由を提供すること。 

7) 許認可の迅速な決定を行い、認可

申請を否認された申請者に対し、

利用可能で時宜を得た非差別的な

上訴プロセスを提供する。 

8) 国・地域の金融サービスに関する

法と慣行について明確で信頼でき

る情報の提供。 

 

 

a) 政府官報への公示。 

b) パブリック・コメント提出のための 

手続き基準。 

｢充分な時間の長さ｣の基準を明確に定め

る。 

 

 

電子政府の手続き。 

 

 

a) 許認可の申請、認可事項の問い合わ

せ先を創設する。 

b) 電子政府の手続き。 

c) 職員を公衆に対する説明責任で評

価。 

正当とする事由を周知された一定の期間内

に書面にて提出する。 

 

 

a) 上訴手続き、手順と期間を詳細に説明。 

b) 電子政府の手続き。 

   
 

a) 電子政府の手続き。 

b) 公的フォーラムその他の仕組みを通じ

た、規制当局、監督官庁と民間部門の定

期的な意見交換。 
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保険 

 

 

目標 

オファーは新たな市場開放と投資の機会を創出するべきである。  
オファーは以下のゴールをどの程度満たしているか？ 

1) 1997 年のコミットメントのさらなる改善。（適用可能な分野） 
2) 制限の解除を通じた新しいビジネス機会の創出。 
3) 新たな資本を誘致する条件の創造。 
4) 市場アクセス、内国民待遇と国・地域内の規制措置の透明性への包括的な対

応（詳細は以下のベスト・プラクティスの通り）。 
 
 
ベスト・プラクティス 
保険分野の質の高いオファーは以下に列挙された要素を含むべきである。  
市場アクセス  

1) いかなる「経済ニーズ・テスト」 または他の地理的な、もしくは商品に特有

の制限も含まない。 
2) 営業活動における既存の投資に既得権を適用する。 

再保険：海上と運輸保険をクロス・ボーダーで許可する(モード１)。 
 
再保険：クロス・ボーダー・ベース（各々モード１）の海上と運輸保険へのアクセ

スと仲介。 
 
生命保険および損害保険： 

a) 強制出再の排除。 
b) 外資の再保険会社に対する出再制限の排除。 
c) 先買権特権の排除。 
d) 資産と担保のローカリゼーションに関わる差別の排除。 
e) 再保険独占の廃止。 
f) 再保険の契約書様式の自由の保証。 

設立 
1) 投資家に設立形態の選択を認める。 – 支店、合弁事業または全額出資子会社– 

のいずれか もビジネス合理性のある形態。 
2) 親会社と子会社間の関係に十分に留意する。 
3) 本国・地域での会社名の、ホスト国での使用を認める。 
4) 本国の市場における法人格に基づいて設立形態を否認することを認めない。 
5) 合弁事業における外資出資比率の決定の自由を認める。 
6) 外資出資制限（がある場合）は段階的撤廃を備え、段階的撤廃の期間中は、

低 51％出資を認める。  
 
強制保険：GATS の規定する内国民待遇と市場アクセスに全面的に拘束される。 
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独占： 保険独占と排他的なサービス提供者の排除に全力を尽くす。 
自然人の一時的な滞在 

1) 国籍に関わらず国籍・居住要件を排除する。 
2) 外資の保険会社にホスト国における自社の代表者を選ぶ自由を与え

る。 
3) 短期滞在に対して一時的なビザまたは就労許可証を提供。 

内国民待遇 
1) 規定がなければ国有または国の関連事業が供給してきた保険に関し、競争す

る資格を提供。 
2) 資本、ソルベンシーに関して完全な内国民待遇を提供する。ただし、これら

については、金融サービスの信用秩序維持規制の除外規定(Prudential carve-out)
の対象となる場合がある。（その場合、内国民待遇より待遇が劣る事由を、

信用秩序維持規制の除外規定に基づき、説明しなければならない）。  
3) 保険の仲介：金融取引に対する制約は、ホスト国・地域における法的責任を

負うのに必要なものに制限する。   
透明性 

1) 規制を公開する。 
2) 新規制または規制の改定に対する事前コメント。 
3) 新しい規制を施行する前に充分な猶予期間を与える。 
4) 提言を却下または受理した事由を書面にて説明する。 
5) 保険業の申請者に対して必要書類の概要を書面にて提示。 
6) ある会社の健全性につき、公衆に対する情報提供を保証する。 
7) 保険事業者に対して金融サービス情報の入手可能性が制限されない。 
8) 財務的な問題を抱えた法人を特定するための規定、手続きの確立。 
9) 保険に関する新規の租税措置は、半期毎の WTO への通知を経て始めて有効と

なるものとする。 
ソルベンシーと善管注意のための重点  

1) 個人または強制保険以外を対象とする新しい商品、料率とサービスは、届出

と認可申請の対象としない。  
2) 適用される商品と料率の決定を市場に委ねることを目的とする規制。 
3) 届出と認可申請の手続きを必要とする商品は、書面による説明を要する。 
4) 届出と認可申請の手続きに｢見なし認可既定付き事前認可制｣を用いる。 
5) 一保険事業者の提供する新商品の数と頻度に制限を設けない。 
6) ソルベンシーの適用規定と引当金を満たせば、配当金の支払いに制限を設け

ない。  
7) 国際的な「ベスト・プラクティス」基準が会計・監査に用いられることを奨

励する。 
保険の独占  

1) 一般に、独占は独占の指定領域以外で商品を提供することを禁止し、独占事

業者が独占的立場を乱用しないよう規定する。 
2) 独占権を有する保険供給者は、独占と非独占の事業について分離した勘定管

理する。  
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保険規制当局   
独立した政府機関でなくてはならない。  
 
年金 

1) 民間年金が認められた際には、即座に全面的な市場アクセス・内国民待遇の

履行義務を市場の民間年金提供者に課す。 
2) 民間の資産運用は、ホスト国・地域の公的または民間年金の運用者に指定す

べきである。 
3) 商業拠点の形態を選択する自由。 
4) 様々な商品、投資機会を提供する能力 
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資産運用 
 

 
目標 
オファーは新たな市場開放と投資の機会を創出するべきである。  
オファーは以下の目標をどの程度満たしているか？ 

1) 1997 年のコミットメントのさらなる改善。（適用可能な分野） 
2) 制限の解除を通じた新しいビジネス機会の創出。 
3) 新たな資本を誘致する条件の創造。 
4) 市場アクセス、内国民待遇と国・地域内の規制措置の透明性への包括的な対

応（詳細は以下のベスト・プラクティスの通り）。 
 
ベスト・プラクティス 
資産運用分野の質の高いオファーは以下に列挙された要素を含むべきである。 
設立 

1) 金融部門の外国投資家に対する設立障壁を排除し全額出資子会社を認める。 
2) 支店設立、及び他の形態による設立を認める。 
3) 国内に設立された外資系の資産運用会社の関連会社が、ホスト国内の顧客に

資産運用サービスを提供する上で、ホスト国外の関連会社のサービスの利用

を許可する。 
4) 外資系の資産運用会社が国内会社と等しく公的資産を含めた年金資産を運用

することに対する障壁を排除する。 
5) いかなる「エコノミック・ニーズ・テスト」 または他の地理的な、もしくは

商品に関わる制限が及ばないこと。 
6) 営業活動における既存の投資に既得権を適用する。 
7) 資産運用サービス全般に対する市場アクセスを保障する。 
8) 顧客に必要なサービスを提供する上で必要な金融情報の供給と取り扱いを許

可する。 
9) 金融情報の提供と移転、金融データ処理、助言並びにソフトウェア関連サー

ビスの提供に関する支援。 
クロス・ボーダー   

1) 外資の資産運用会社にクロス・ボーダー・ベース（モード１）のサービスの

提供を許可する。 
2) 国内設立を要件としないクロス・ボーダーで提供される金融サービス（モー

ド３ ）を支援するとともに、海外で利用されることによっても許可する（モ

ード２）。 
自然人の一時的な滞在 

1) 経営、技術、システムまたはリスク管理など、金融サービスに欠かせない重

要人材の一時的な滞在を円滑化（適用可能な投資が必要な場合には、他の分

野の人材も追加を検討）。 
2) 国・地域内に居住または配置されなければならない幹部また重要人材の 低

数を定めた要件を取り除く。 
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内国民待遇 
1) 金融機関の提供する資産運用活動全般に内国民待遇を提供する。 
2) 現地に設立された外資の資産運用会社の関連会社は、国内市場と国際市場に

対して国内会社と同等のアクセスを有するべきである。 
3) 現地に設立された外資系資産運用会社の関連会社を、規制上、その他の目的

において国内会社と同等に扱う。このような待遇に格差がある場合、他の

WTO 加盟国のサービスまたはサービス提供者より、国内のサービスまたはサ

ービス提供者に有利な競争条件を与えるべきではない。 
 
追加的な公約 
透明性 事例 

① 全体的な透明性の向上。 

② 利害関係者に、規定策提案を通知

し、新規定案に対しコメントする

機会の手順を明快に説明。 

③ 新/改訂規制が発効する前に、利

害関係者が、コメントし、理解

し、対応するために充分な時間を

与える。 

④ 現行の、または改訂規制案が、書

面またはインターネットで容易に

アクセス可能。 

⑤ 規制上の要件、解釈、適用除外の

質問に答える、容易にアクセス可

能な公的対応を含む、明確でアク

セス可能な許認可手続き。 

⑥ 免許または申請の否認に関し、県

連する規制における明確な判断基

準に沿って、否認を正当とする事

由を提供すること。 

⑦ 免許付与の迅速な決定を行い、認

可申請を否認された申請者に対し

利用可能で時宜を得た非差別的な

上訴プロセスを提供する。 

⑧ 国・地域の金融サービスに関する

法と慣行について明確で信頼でき

る情報の提供。 

a) 政府官報への公示。 

b) パブリック・コメント提出のための手続

き基準。 
  

｢充分な時間の長さ｣の基準を明確に定め

る。 

 

 

電子政府の手続き。 

 

 

a) 免許付与と免許申請事項の問い合わ

せ先を創設する。 

b) 電子政府の手続き。 

c) 職員を公衆に対する説明責任で評

価。 

正当とする事由を周知された一定の期間内

に書面にて提出する。 

 

 

a) 上訴手続き、手順と期間を詳細に説明。

b) 電子政府の手続き。 

  
a) 電子政府の手続き。 

b) 公的フォーラムその他の仕組みを通じ

た、規制当局、監督官庁と民間部門の定

期的な意見交換。 
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（添付資料２） 
 
海外直接投資に対する障壁・障害: チェックリストと推薦される政策レスポンス 
 
世界銀行と民間セクターを含む他の団体は、 適な投資環境のあり方について助言してきた。

以下の指針となる原則は、多くの多国籍企業が直接投資機会の評価に用いていると思われる

ものであるが、２つの主なグループに大別される：①基本要件は、潜在的な投資家が投資案

件を先に進める前に満たされることを見届けたい要件、そして②特定要件は、投資家が投資

を真剣に検討する意欲を妨げ、または投資家の市場における効率的で効果的な事業能力を妨

げる。何よりも重要なメッセージは、投資家とホスト国の双方が海外直接投資（FDI）の便

益を全面的に実現するためには、各政府が金融セクターの開放性を一層高める措置を、より

広範な構造改革の政策とともに採る必要がある。 
 
1. 基本要件 
 

 安定した良識ある経済政策。ホスト国・地域が十分な対応能力を備えた予見可能

な方法で運営され、途中で運営のあり方の規則が変わることがないという確信が

持てることが、企業にとって重要である。 
 安定した政権。資本は政治リスクの低い投資環境に流れる傾向がある。長期投資

の場合、ホスト国・地域政府の正当性、法と秩序を維持する能力について投資家

が信頼し得るものであることが重要である。 
 教育水準の高い労働力と、技術へのアクセスを含めた事業に必要な要素のインプ

ットが利用可能。投資家は、資本とともに、経営責任を持ち、新技術などをもた

らすことが多いが、現地労働力の質と国内原料が利用可能であることも重要な成

功要素である。金融サービスがますます IT 化されるのに伴い、通信インフラと

インターネットへのアクセスが重要な要素となる。 
 ホスト国・地域の国内市場の規模、価値と潜在的成長性、 特に消費者の購買力。

企業は、潜在敵的利益の見込めない地域には投資しない。注：市場規模が小さく

ても価値の大きさから魅力的な市場もある。 
 信頼できるインフラ。商取引の完了、市場への商品とサービスの提供、紛争解決、

契約締結を可能にする能力は、信頼できる電気通信サービス、輸送サービス、発

電、オフィス支援サービス、十分な対応能力のある金融システム、法と司法サー

ビス他の基本的な基盤があることに依存する。これらの基盤なしには、投資は確

かな収益を生み出すことができない。  
 安定した通貨、特に通貨の低価値付けと不正操作からの保護。投資は通常、ドル

または円の外貨で支払われるが、国内の商品は現地通貨で販売される。企業は、

通貨変動をヘッジするための、優れた仕組みと管理体制を自ら検討する必要性を

認識する一方で、通貨の低価値付けと人為的な通貨操作の歴史のある国・地域に

用心深くなる。例えば、現地資産(価格は現地通貨建て)の価値が下落してドル建

ての投資の元手の一部（またはすべて）を失うことが予想されれば投資家はドル

投資を行わない。 
 安定的、機能的市場システム。私有財産と契約締結の自由は、適正な会計慣行に

基づく財務開示とともに必須の構成要素である。投資家と債権者はよい投資判断

に対して報われるが、誤った投資判断から政府により保護されるものではない。 
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 進行中の規制改革プログラムと効率性。国・地域間の規制の統一性が高まること

により、市場参加者と各政府の規制に関わる費用の低下が期待できる。 
 
2. 特定要件 
 

 市場アクセスと公平性。投資家は、市場に参入して国内または他の外資系企業と

公平な競争力を持つ自社の能力に外国・地域の政府が介入する度合いを判断する。

合弁が市場参入の条件である事例もある。これは規制の枠組みが透明でなく、差

別的で現地パートナーに確たる事業基盤がない場合には、投資家のリスクを増大

させる可能性がある。市場が自由であればあるほど、投資機会としての魅力は高

まる。 
 良識的資本規制と資産運用能力。投資家は払込資本と資本準備金の要件で国際的

なベスト・プラクティスを遵守し、外国人と現地の投資家の待遇が同等である

国・地域を好む。投資家はグローバル・ベースで資産運用できる市場も好ましく

思う(例えば、すべての資金を国内に投資することを強いられるよりも、 も高い

リターンを得られる市場に投資できること)。 
 強く安定した資本市場の発展を奨励する政策。Policies that encourage the 

development of strong and stable capital markets. 投資家には、競争力のある資本で、

現地での借り入れと投資を思うままにできることが必要である。   
 配当、利子と印税の送金に備える規定。利益の本国送金を認めない国・地域に投

資家は多額の投資をすることをためらう。 
 財産権と資産の不公正な差し押え、または国有化からの保護。投資家は資産を没

収する国・地域に投下しない。財産と資産の権利を政府が保護することは非常に

重要である。財産とは実物資産とともに特許と著作権等の無形資産も含む。  
 ホスト国・地域が支援するコーポレート・ガバナンス倫理。会社の出資者及びす

べての利害関係者が正当な利益配分を確保するため。  
 設立の地理的な領域を越えるサービス提供の可能性。Potential for the provision of 

services beyond the geographic area of establishment. 企業は、特定の国・地域また

は地理的な領域において事業を行うために必ずしも立地するわけではない。ある

市場を基盤に、近隣の国外市場または特定の国・地域の地理的な領域の事業展開

に価値を見出す。 
 透明で開放的な法規制体系と規制監督。企業は、事業法が公正で一貫性があり、

不当な負担を課せられずに自社が成長して事業機会を創出出来るような、良識的

で機能的な規制体系の市場を求める。同時に企業は、自社の投資が、国際的なベ

スト・プラクティスに整合し、良識的で予見可能な規制監督下にあることに傾注

する。 
 優遇税制と税制優遇措置。 初期投資の誘致に適応した税制優遇措置は重要である

が、政府は長期的な展望を持つべきである。 終的投資決定は、通常、国・地域

の税制が通常の事業環境にどのような影響を与えるかに基づき下される。  
 自然人の一時的な入国。企業は必要に応じて一時的に他の領域や地域から専門家

を受け入れる法的資格を求めている。 
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金融サービス部門における海外直接投資への障壁と障害のチェックリストと政策対

応の提言 
 
障壁 / 障害 課題 / 懸念 対応政策の提言 

 
市場参入と運営に対する条件

制限： 
- 資本、技能、技術と経

営効率及び新たな商品

ラインを全面的に投入

する投資家の意欲と能

力を阻害 
- 潜在的投資家に対する

リスクを増大させる 
- 設立、取引が特定の地

理的地域に制限される

場合、新たな資本、技

能、技術と商品の便益

を市場の一部分のみに

限定 
- 制限地域の中小企業

は、新たなサービスの

競争力の便益を享受で

きない 
- ホスト国が善管注意義

務基準を、国際的に認

められた要件まで引き

上げるインセンティブ

の低下（一般に外国人

投資家は、その本国に

おいては高い善管注意

義務に服している。） 

 
- 外資出資比率

上限 
- 出資条件、経

営権を含む合

弁基準  
- 商品ライン規

制 
- 統合された国

内市場で事業

を行う資格の

制限 
- 煩わしい資本

規制 

 
- 外資出資比率上限の

段階的な撤廃 
- 市場アクセス条件と

しての合弁規制の段

階的な撤廃 
- 提供商品に対する制

限の除去（適切な監

督メカニズムが必

要） 
- 包括的市場アクセス

を国・地域のすべて

の領域で認める 
- 外資の超過半数出資

による経営権を認め

る 
- 強力な規制制度の整

備（それにより設立

と運営の制限を不要

にする） 
地場産業の強化 
- 規制当局における能

力構築の支援と奨励 
- 国内提供者のバーゼ

ルⅡの能力構築ワー

クショップ（自己資

本比率、リスク評価

と管理、オペレーシ

ョナル・リスクと財

務開示）；と IAIS、
世銀、ADB、IMF、
PECC と APEC など

が後援する金融セク

ターの他の能力構築

プログラムへの参加

の奨励 
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障壁 / 障害 課題 / 懸念 対応政策の提言 

 
内国民待遇と 恵国待遇の不

足 
- 競争力を低下させ、現

地企業の成長と効率の

妨げ 
- 現地企業がショックを

はね返す対応力を減じ

る 
- 少数の外資系サービス

提供者への過度の依存

によるリスクの増大 
 

- 異なる資本要

件を含む国内

と外資系企業

間の差別 
- 第三国企業に

対する差別規

制 
- 税差別 

- 外資と国内企業の平

等な処遇 
- 能力構築(例：バーゼ

ルⅡ)を通じたオペレ

ーショナル・リスク

の改善 
- 外資系企業に対する

市場アクセスと営業

規制差別の撤廃 

資産運用に対する制限 
- 大限の投資収益を得

られない 
- リスクの増大 
- 負債と資産の相殺不可 

- 銀行、保険会

社、資産運用

会社等金融機

関に対する制

約 
- 投資可能資産

に対する制約 
- 人材の制約 

- クロス・ボーダー投

資の認可 
- 海外からの資産運用

を認める 
- 海外企業の商業拠点

対応 

法規制体制における透明性、

予見可能性と開放性の不足 
- 投資家と消費者のリス

クの増大 
- 差別的なビジネス慣行

の助長 
- 汚職のリスクの増大 
- 市場の非効率の助長 

 

- 救済を受け

る、または上

訴する権利の

手順 
- 許認可の、申

請と認可の手

続き 
- 企業への一貫

性のない差別

的な待遇 

- 明確で公表された法

規制と、上訴権の手

順 
- 明確で公表された規

制上の政策と、株主

との協議手順 

脆弱な規制・法基盤 
- 円滑な市場機能の妨げ 
- 独占的な、カルテルの

慣行を助長 
- 契約締結の障害 
- 投資家とホスト国・地

域のリスクとコストの

増大 

- 監督機能の欠

如 
- 拘束力のある

契約の履行 
- 専門知識の不

足 
- 支払能力の欠

如と債権者の

権利 
- 財産権保護の

欠如 

- 金融規制における国

際的に認められたベ

スト・プラクティス

の能力構築  
- 破産法規制を含む経

済・法基盤の強化 
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障壁 / 障害 課題 / 懸念 対応政策の提言 

 
資本規制 

- 投資家と消費者の資本

コストを増大させる可

能性 
- 投資家の適切かつ効率

的な資本の調達の妨害 
- 困難なリスクヘッジ 
- 投資家の市場参入意欲

の妨害 
- 明確な退出戦略の欠如

による、将来の為替レ

ートの不透明性 

- 本国への利

益、配当、資

金の送金 
- グローバルな

資本の調達と

投資能力の欠

如 
 

- 資本規制の段階的撤

廃 
- 資本市場基盤の強化 
- 規制改革 
- 変動為替相場の段階

的導入 
  

 

脆弱なガバナンス 
- 汚職増大の危惧 
- 市場効率の低下 
- 独占的な慣行の助長 
- 市場破綻の危惧 
 

- 汚職 
- 説明責任の欠

如  
- 予見不可能な

市況 
- 競争の欠如 

- 企業と公的部門の強

いガバナンス倫理 
- ガバナンスの深い理

解と意識を高める能

力構築 
- 競争政策と法 

財産権保護の不備 
- 革新的な商品ラインを

提供する投資家の能力

の妨げ 
- 市場に全面的に参加す

る意欲の阻害 
 

- 国有化を含め

た資産の差し

押え 
- 特許、著作

権、商標の保

護 

- 救済を受ける権利の

法制化 
- 資産国有化能力の排

除 
- 財産法の施行 

自然人の移動制限 
- 専門知識、技術と技能

を共有する能力の低下 
- オペレーション上の非

効率性の増大 
- 革新的な商品ラインを

遅滞なく提供する能力

の妨害 

- 臨時ビザ申請

処理の遅延 
- 審判能力欠如 
- 明確な基準と

手続きの欠如 

- 出張と社内移動の円

滑化 
- 専門家に対するビザ

の処理の迅速化 
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（添付資料 ３） 

緊急事態への対応 

 

近年、APEC 地域はテロ攻撃や SARS の発生、また 近では 2004 年 12 月 26 日のインド洋津波な

ど、数々の人為的および自然災害を経験し、非常に多くの人命と経済的損害を被った。これらの

ことは、将来のあらゆる種類の災害に対する早期警報システムと対応システムの必要性を明示し

た。 

 

津波被害に対して ABAC は、緊急事態への対応に向けたキャパシティ・ビルディングを APEC 域内

のビジネス社会にどう効果的に導入するかという課題に注目した。その議論の中で ABAC は、人

為的また自然災害における 3つのフェーズについて検討を行なった。それらは： 

 予防フェーズ － 将来起こり得る事態に対する防備および対策のための措置。 

 対応フェーズ － 従来の対応メカニズムを大幅に改善した、初期段階の救援活動。 

 復旧フェーズ － 事態発生から再建までの、中～長期的措置。 

 

提 言 

現状の予防および対応フェーズにおける域内ビジネスの関与状況分析に基づき、ABAC は APEC が

“全災害 APEC 地域対応ネットワーク”を構築するよう提案する。 

 

このようなネットワークは、下記を含む多くの具体的な措置を通じて、将来の事態発生に向けた

APEC の緊急対策措置との協調を目指している。 

 

予防フェーズ活動 

• 地域の対応能力のレビュー 

• 各国・地域の自己評価 

• “教訓”を記録、普及するための仕組み。（例えば、緊急対応に関する学校教育、早期警戒

情報伝達など） 

• 担当官庁や国際機関、NGO とともに民間セクターを含む、地域全体の情報伝達および通知手

順の確立 

 

ABAC は、この情報を把握するため APEC 緊急対策バーチャル・タスクフォースが既存のウェブ上

でさらに下記 6つのセクションを持つウェブサイトを構築することを提案する： 

• 各国・地域の災害対応機関、およびそれらのウェブへのリンク情報 

• 各国・地域から入手可能な既存の準備ツール（例えば、チェックリスト、

マニュアルなど） 

• 対応フェーズ担当機関（政府、NGO および民間セクター）およびウェブへ

のリンク情報 

• 対応フェーズの当面のニーズに関するチェックリスト 

• 以前の災害からの教訓 
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• 新の状況、緊急必要項目リストや現在の状況などを含んだ、個別の災害

に関するページ 

 

前記のウェブサイト構築に必要な情報の多くは既に存在しており、必要なものは期待されるアウ

トプットを達成するための連携と補完だけである。 

 

対応フェーズにおける活動 

• 昨年の悲劇的経験により、天災や国家インフラへのテロ攻撃時に活用する緊急対応通信ネッ

トワークの構築に対する地域的な関心が高まった。多くの APEC 参加国・地域では、災害復

旧技術の大幅な強化策を試している。これには既存のプレパッケージされたネットワーク・

インフラや、早期展開して動作可能な遠隔アクセス・グリッドノードが含まれる。 

• ABAC は、将来の自然災害への地域対応メカニズムの開発の第１ステップとして、APEC 各

国・地域が空港緊急チームのような機能を持つべく協働することを提案する。このチームは、

災害発生の初期反応において救助作業で飛来する物資の激増時に空港での地上作業を担当す

る。 

 

APEC 地域対応ネットワークの構成 

• ABAC は、APEC 緊急対策バーチャル・タスクフォースが前述の予防フェーズ作業を調整し、

対応フェーズにおいては日毎の指示をだせるように準備しておくことを提案する。 

• 政府高官、民間セクターの代表および NGO で構成される実行委員会が、APEC 地域対応ネッ

トワークに対する監督と助言を行なう。 

 

ABAC は、APEC 参加国・地域が APEC 地域対応ネットワークの設立と、前記した初期プロジェクト

の立上げに必要な資金的援助を行なうことを推奨する。 

 

ABAC は、全災害 APEC 地域対応ネットワークの設立に当たり、民間セクターの地域的資源を活用

するよう働きかけ、支援を行なう役割を果たす。 

 

復旧フェーズ（再建、再生） 

あらゆる災害における復旧フェーズの目的は、被災地域社会の雇用および収入を、できるだけ迅

速に“通常どおり”の状態に復旧させることである。ビジネス界は、このフェーズにおいては、

より大きな役割を担っている。 

 

ａ．金融再建 

地域のビジネス界は自然災害などの後の復旧作業に非常に重要な役割を負っている。APEC

各国・地域はこのプロセスが国際金融機関を通して再建契約が結ばれ、２国間政府プログ

ラムが効果的に透明性を持って素早く実施されることをめざすべきである。 

 

域内金融サービス業は金融の再建に関して政府と密接に連携することが必要で、保険業は

保証請求に早期に対応し、さらに危険度の高い部分の事象にたいする保護のための新しい



 47

保証商品を開発すべきである。地域の銀行は政府と協業し、災害後の再建や再生のための

資金支援に非常に重要な役割を果たす。 

 

提 言 

• 緊急対策バーチャル・タスクフォースの取組みの一環として APEC 参加国・地域は再建

のための官民共同金融支援の提供に関するベストプラクティスをレビューすること 

• ABAC は、APEC 各国・地域に対し、国際金融機関や二国間政府プログラムを通じた再建

契約付与の手続きを見直し、また再建契約の迅速な発行のための手順を整理するよう

推奨する 

• ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、ある種のリスクに対するビジネス資産の保険につ

いてレビューし、また必要ならばビジネスや家屋所有者が彼らの資産を保護する広範

な保険にアクセスできるよう金融サービス業を自由化することを要請する 

 

ｂ．零細・中小企業支援 

すべての APEC 参加国・地域の中にとって、零細・中小企業は多くの人々の雇用と収入源と

なって経済の根幹を形成している。災害後の生活とビジネスの復旧が早ければ早いほどそ

れらのある村、町、都市にとって好ましい。 

 

復興のための金融支援については、自然災害に見舞われたある APEC 参加国・地域の中には

すでに小口貸出しが行われている。ABAC は過去に、マネジメントの改善、貸し出し管理の

改善、援助資金支援を行う公的機関とのリンクを含む零細金融機関のキャパシティ・ビル

ディングの必要性を指摘してきた。 

 

金融支援の他に零細金融機関は、災害がその特定の産業を１時的か長期的かは別にして蹂

躙したようなところでは再教育プログラムにアクセスする必要がある。 

 

政府のプログラムと協働することで、中小企業アドバイザーは地域の起業家達が自然災害

や人災の後でも新しく企業を起すことができるように教育訓練を提供できる。 

 

提 言 

• ABAC は、APEC 財務担当官が災害後、零細企業者が利用可能な小口貸出し、ローン保証、

リースのアレンジ、ベンチャー・キャピタル基金や他の貸し出し、またイクイティ

ー・ファイナンスの仕組みを含む金融支援オプションを再検討するよう推奨する 

• 同様に、ABAC は APEC 各国・地域で中小企業担当官が災害後の零細中小企業者を活性化

させる再教育プログラムのためのリソース準備状況をレビューすることを提案する。

ABAC は、APEC 中小企業担当官が中小企業再訓練プログラムの提供に関する経験やベス

トプラクティスを共有することを推奨する 

 

ｃ．信頼の回復 
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自然災害であれ人災であれ、災害後の完全な経済的回復における重要な要素は、外部の

人々の目から見た被災地の信頼の回復という課題である。復興のための取組みに関する積

極的かつ正確な情報提供が、被災地における投資家および企業の信頼再構築には重要であ

る。消費者の信頼回復も、特に観光産業と関係で重要である。この点で、域内のマーケテ

ィングおよび情報産業は、地域への潜在的観光客の信頼を回復し、誤解を解くことを目的

とした、的確な情報および促進キャンペーンの実施における支援を行なうことができる。 

 

提 言 

ABAC は、APEC 閣僚が関係する振興団体（例えば、旅行、投資、貿易分野）に対し、それら

の緊急対応準備計画が災害後の信頼回復を目的としたキャンペーンを実行するにあたって

必要な資源があることをレビューするよう指示することを推奨する。 
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