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報告要旨(エグゼクティブ・サマリー) 

 
 

世界経済は、これまでに例を見ない高度成長を経験している。しかし、このような世界経済の見通しに対する

深刻なリスクも存在し、そのリスクは 近の数ヵ月間に一層高まってきている。主なリスクは、増大しつつある

主要国間の経常収支不均衡、中東における紛争や石油の余剰生産能力の限界に起因する石油価格のさら

なる急上昇の脅威などから発生している。インフレーションは、世界的な金利の継続的上昇見通しから心配

の種になりつつある。金融市場は、より不安定な様相を呈してきており、グローバル・システムに内在するリス

クが増大しているとの見方もある。世界貿易機関(WTO)の貿易交渉は中断され、これにより、本年末までにド

ーハ・ラウンドが成功裡に終結する見通しがほとんど立たない状況である。これらのリスクが存在する限り、世

界の安定と成長は脅かされる。また、このようなリスクは、保護主義者の圧力が定着する環境を作り出してい

る。各国・地域が慎重なリスク管理を行い、国際的協力の取り組みを強化すれば、なんとか、グローバル・シス

テムに対するリスクを軽減できるかもしれないが、たとえリスクが軽減されたとしても、将来の市場調整は、

近の高度成長および比較的安定した時期に見られた市場調整に比べ、より著しいものとなりえよう。 

このような背景の下で、ABAC は APEC 首脳に対し、以下の提言を行う。 

１． 世界貿易機関（WTO）のドーハ開発アジェンダ（DDA）交渉成功への先導 

ABAC は、ドーハ開発アジェンダ交渉の中断を深く憂慮している。経済成長を維持し、発展を促す上で

決定的に重要なドーハ・ラウンドが、現在、交渉再開の明確な見通しも立たずに、暗礁に乗り上げている。

交渉の中断は、ドーハ・ラウンドが本年中には終結しないことを意味し、また、企業や消費者は、引き続

き、貿易自由化の拡大の恩恵から排除されることになる。ABAC は、健全でバランスのとれた成果を追

求する姿勢を堅持しており、ＡＰＥＣ参加国・地域がⅰ)オファーの内容を再吟味し、質を高めること、ⅱ）

貿易の円滑化等、具体的な進展の可能性が も高い分野の交渉推進に注力することを要請する。更に、

現在のオファーが交渉のテーブル上にある間に、APEC 参加国・地域が、タイムリーに行動することこそ

非常に重要である。これまでのラウンドと同様に、ドーハ開発アジェンダ交渉は、貿易自由化を進展させ

るまたとない好機であり、世界貿易共同体のために前向きな成果をあげて、有終の美を成す必要がある。 

2. 質の高い RTA/FTA の推進 

ABAC は地域貿易協定（RTA）および自由貿易協定（FTA）の急増が、民間部門のビジネス遂行を一層

複雑にしていることに懸念を抱いている。このため、ABAC は、釜山ロードマップの中で提案されたモデ

ル措置の策定を、優先事項として、強く支持する。モデル条項は、ボゴール目標と WTO の目指すところ

に照らし、既存の RTA/FTA 協定や新規の RTA/FTA 協定が整合的か否かを判断する有効なベンチ

マーク（基準）を提供するものである。これらの取り組みを補完するために、ABAC は、太平洋経済協力

会議（PECC: Pacific Economic Cooperation Council）と提携し、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：

Free Trade Area of the Asia-Pacific）の実現可能性調査を実施した。この調査の目的は、二国間・多国

間の特恵貿易協定の増加に象徴される現在の状況に取って替わる選択肢として、APEC 地域における

貿易・投資の自由化を推進する方法と手段を探求することである。ABAC は APEC 首脳に対し、既存の

RTA/FTA 協定および現在交渉中の RTA/FTA 協定の収束・統合を推進する取り組みに APEC がイニ

シアティブを発揮することを強く要請する。この目標に照らし、ABAC は、APEC 地域全体でのアジア太
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平洋自由貿易圏（FTAAP）こそが、RTA/FTA 協定の収束・統合を も高いレベルで実現する選択肢で

あると考えているが、今年実施した ABAC と太平洋経済協力会議（PECC）の調査によれば、現時点で、

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の交渉に入るのは、現実的に困難であることが示されている。 

3. 釜山ビジネス・アジェンダの実行 

ABAC は、一国・地域の規制環境と経済状況との間に強い関連性があると考えており、また、アジア太

平洋地域における規制改革のプロセスが交錯した結果を生み出していると考えている。APEC 参加国・

地域が国際的競争力を徐々に失っていくような事態に陥らないためには、各参加国・地域による大胆な

政策行動が求められる。ABAC および APEC は、協力して、アジア太平洋地域の「民間部門発展（Ease 

of Doing Business）」についての共同シンポジウムを主催した。民間部門により特定された規制改革とキ

ャパシティ・ビルディングに関する優先事項としては、過重な規制、複雑な税制、困難な金融市場へのア

クセス、硬直的な労働法等の各分野が含まれている。これらの課題は、とりわけ中小企業にとって煩わし

い問題である。ABAC は APEC 首脳が、自国・地域における民間部門発展のために、透明性を高め、

規制環境を改善する大胆な行動を確約することを要請する。このセッションの成功は、これらの課題を特

定するだけでなく、これらの課題に取り組む必要性を示している。ABAC は、来年、あらためて、フォロー

アップ会議が召集されることを求める。 

４． 安全かつ望ましい貿易・投資の環境作り 

ABAC は、貿易における安全性の確保が、アジア太平洋地域における持続的繁栄に極めて重要である

と考える。従って、ABAC は、APEC がその目標とする貿易・投資の自由化・円滑化に矛盾しない形での

貿易の安全性の確保に、引き続き努めることを強く要請する。そのために提案されている措置には、世

界貿易の安全確保・円滑化のための APEC「基準の枠組み」の実施、および貿易円滑化行動計画

（TFAP）200１年－2005 年の経験を踏まえた貿易円滑化行動計画（TFAP）2006 年－2010 年の実行な

どが含まれる。具体的には、ⅰ）シングル・ウインドウ（単一受付窓口）電子データ交換、ⅱ）迅速な通関、

ⅲ）リスク管理に基づく検査、ⅳ）課税対象の除外枠の設定、ⅴ）１週７日間/１日 24 時間の通関サービ

スの提供などである。APEC 参加国・地域は、APEC 透明性基準を実施する取り組みの強化を図るべき

である。 後に、ABAC は、主要な空港における入出国手続の迅速化に焦点を当てた２段階方式の提

案を通じて、APEC 首脳が APEC ビジネス・トラベル・カードの仕組みのメンバーシップを拡大し、残り

後の 4 つの参加国・地域（米国、カナダ、メキシコ、ロシア）をメンバーに加えることを奨励する。 

5． 深刻なエネルギー問題への早急な対応 

APEC 首脳は、エネルギー需給の不均衡と不安定な石油価格動向による APEC 地域全体に及ぶ問題

に対処するため、リーダーシップを発揮することが求められる。特に、次の優先分野におけるイニシアティ

ブが求められる。ⅰ）エネルギー供給の増加と多様化、ⅱ）エネルギー利用効率の向上、ⅲ）代替エネル

ギー、持続可能なエネルギーの推進、ⅳ）越境貿易の奨励、ⅴ）ベンチマーク（基準）の特定、ⅵ）革新

的エネルギー技術への投資に対する規制や市場の不確実性を軽減する政策の実施。 

6． 金融システムの強化 

ABAC は、APEC 参加国・地域が、マクロ経済および金融機関の財務健全性に関するフレームワークを

強化する施策を採り、外部からの衝撃への耐性や、世界経済システムの予測できない変化に対する柔軟
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性を一層高めることが非常に重要であると考える。そのために必要な措置としては、次のような取り組み

等を挙げることができる。ⅰ）APEC 地域の銀行システムや他の金融部門におけるリスク管理およびガバ

ナンスの向上、ⅱ）金融規制能力の強化、ⅲ）国際金融システムに対するリスク軽減を目的とした国内規

制当局と域内金融機関・国際金融機関との間での、より大規模な協力・連携の推進等。ABAC は、また、

銀行部門および他の金融部門の再編を促進する上で、海外直接投資が極めて重要な役割を果たしうる

こと、また、現実に果たしていること、加えて、APEC 域内への投資を増加させる上で、オープンで自由な

投資政策の持つ価値は非常に大きいことを強調する。ABAC は、APEC 参加国・地域が、APEC 域内に

資本市場（特に、債券市場）を深化・発展させる措置を講じることを要請する。また、ABAC は、APEC 参

加国・地域に対し、金融システムを強化するキャパシティ・ビルディングの取り組みを一層強化することを

強く推奨する。 

7． 中小企業の成長支援 

ABAC は、引き続き、ⅰ）中小企業の成長の妨げとなる規制の排除、ⅱ）中小企業の金融・技術・情報へ

のアクセス改善、ⅲ）中小企業の能力、競争力の向上のための措置、の重要性を強調する。また、ABAC

は、APEC 地域全体での次の取り組みを奨励する。ⅰ）信用格付機関の育成、ⅱ）情報の普及促進に資

する経済団体の設立やネットワークの強化、ⅲ）銀行や金融機関にとって顧客としての中小企業の重要

性を反映した政策の策定。同様に ABAC は、金融セクターが、中小企業に関する保証スキームの運営

支援に参画すること、および中小企業与信の審査能力を開発することを奨励する。 

8． 鳥インフルエンザ・感染症緊急時対策 

ABAC は、各企業の感染症発生に備えた事業継続計画の策定を支援するためには、より多くの鳥インフ

ルエンザ関連情報の提供が必要と考えている。ABAC は、さらに官民の協力・連携が強化できる分野を

探すべく、鳥インフルエンザおよび感染症対策に関する計画と活動の見直しを行うことを奨励する。特に、

中小企業の事業継続計画策定を支援する取り組みの見直しを奨励する。 

9． 標準化推進団体の強化と規制当局間の対話強化 

ABACは、標準化のキャパシティ･ビルディングを優先課題として取り組んでいる。また、APEC地域にお

ける標準化推進団体の強化の必要性を主張し、支援のための２ヵ年計画を策定している。これらの取り

組みは、世界・国際標準化推進の取り組みと歩調を合わせて進めていく。貿易の技術的障壁を削減する

取り組みの一環として、セクター別の標準制定当局間の対話の機会をより一層増やす必要がある。 

10． 知的財産権に関するAPECコミットメントの実施 

2005 年、APEC 首脳は釜山で知的財産権保護の強化と実施を約束し、「APEC 模倣品・海賊版対策イ

ニシアティブ」を採択した。ABAC は知的財産権保護の原則に対する APEC 首脳の公約を称賛し、また、

これを基に明確な作業計画が作成されることを期待する。これまでの取り組みにも拘わらず、模倣品の不

正取引が、合法品の貿易よりも早い速度で拡大している。ABAC 創立 10 周年にあたり、ABAC は、毎年

の APEC 首脳に対する報告書の中で、知的財産権保護の強化を繰り返し提言してきたことを明記する。

そして全ての APEC 参加国・地域の政府が、今一度、ⅰ）模倣品・海賊版の製造および取引を防止・禁

止する取り組みを強化すること、ⅱ）コンテンツのライセンスの取得や著作権の尊重をケーブル放送免許
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発給の要件とすること、ⅲ）キャパシティ・ビルディングを妨げる様々な障壁を軽減し、新技術の共有を推

進すること、を要請する。 

11． 革新的・ニュー・テクノロジーの奨励 

APEC 域内における技術革新と情報アクセスの改善が経済成長と繁栄を牽引する。適切な政策や規制

環境によって、技術選択の自由、データ・プライバシーの保護、ブロードバンド・アクセスの拡大が実現す

る。APEC 首脳は、知的財産権保護に関するコミットメントを再確認し、模倣品や海賊版に対処するため

の効果的な措置の策定に、特別・緊急の注意を払うことを要請する。ABAC は、技術革新と先端技術の

共有を支持する釜山宣言を歓迎し、保健医療サービス、ナビゲーション技術、アイソトープ（同位元素）ソ

リューション、生物の安全保障・植物研究などの様々な分野で、情報通信技術の活用で実現する域内の

発展に向けた協力活動を支持している。ABAC は、2010 年に向けた APEC 情報化社会づくりのため、

包括的な研究を開始した。 

12． 生命科学と環境 

APEC 域内のビシネス界は、感染症、慢性病、人口の高齢化対策コストの急上昇による影響を懸念して

いる。「生命科学戦略計画」のⅰ）研究、ⅱ）資金調達、ⅲ）基準・手続の調和、ⅳ）健康サービスに関す

る提言事項を優先的に実施するよう APEC 首脳に求める。 

13． APEC と ABAC の関係の更なる緊密化 

政府とビジネス界との関係にとって、上記の点が今ほど重要であった時期は過去に存在しなかった。政

府とビジネス界との相互交流をより一層拡大することは、政策立案者が、政策に優先順位をつけ、より的

を絞った、ビジネスにとって好ましい政策を推進していく上で力になる。このような政策は、翻って、

APEC 域内の貿易と投資の自由化・円滑化を一層推進することになる。ABAC は、官民対話を更に充実

させ、協力関係を強化するために、APEC が、作業部会から閣僚会議にいたるまでのあらゆるプロセス

において、ビジネス界の提言を吟味し、対処するための一層組織化されたプロセスを構築するよう要請

する。 
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Ⅰ．序 文 

 

世界経済は、今年もまた好調な 1 年に向かって進んでいる。今年は、上昇傾向の著しい経済成長の 3 年目

となる。日本経済は、力強い立ち直りを見せており、また、ユーロ圏も一層堅調な成長に向かう兆しを示して

いるなど、世界経済の成長はよりバランスのとれたものになってきている。投資が次第に上向いており、それ

が石油価格の高騰からの相次ぐ逆風を乗り超えるのに役立っている。しかし、同時に、次のような数多くの課

題とリスクが残されている。ⅰ)主要国間における経常収支勘定の不均衡、ⅱ）石油の余剰生産能力の限界、

中東における紛争、一層供給サイドの思惑で価格が誘導されるといった石油市場の脆弱性、ⅲ）一層強くな

る保護主義的圧力、ドーハ・ラウンド交渉の期待外れの結果に関連したリスク、ⅳ）急速な世界経済の成長に

よるインフレの可能性、世界的な金利の継続的上昇見通し、ⅴ）突発的な金融市場の逼迫、ⅵ）鳥インフル

エンザが蔓延する可能性等である。 

 

かかる背景の下で、「一つの APEC 共同体」という目標の達成に向けて努力を傾注する必要性を認識し、

APEC ビジネス諮問委員会（以下「ABAC」）は、「繁栄と調和のとれた APEC 共同体の推進」を、主要テーマ

に採択した。この ABAC のテーマは、下記の主要課題に取り組むものである。 

 

• ボゴール目標達成のための釜山ロードマップの推進 

• 発展を共有するための経済・金融・技術協力の強化による共栄構築 

• 貿易・投資について安全で好ましい環境の醸成 

• APEC の連携強化 

• APEC と ABAC の関係の更なる緊密化 

 

2006 年 APEC 首脳への ABAC 報告書は、これらの各課題に対処し、優先的関心事項について提言を行う

ものである。 
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Ⅱ．ボゴール目標達成のための釜山ロードマップの推進 

 

2005 年、APEC は、ボゴール目標の達成に向けた APEC の進捗に関し、中間評価を行った。その結果、自

由化、円滑化、経済・技術協力の 3 本柱において重要な進展が見られたが、まだまだ取り組むべき事項は

多いことが示された。そのため、APEC は、新しいビジネス環境により良く対応し、アジア太平洋地域における

自由で開かれた貿易・投資を引き続き推進できるよう、APEC の作業を整備し直すための主な優先事項を取

り纏めた「ボゴール目標に向けた釜山ロードマップ」を採択した。ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、ボゴ

ール目標に向けた釜山ロードマップを積極的に実行することを強く要請する。ABAC は、釜山ロードマップの

主要事項に関し、以下のとおり提言を行う。 

 

Ａ．多角的貿易体制の支援 

 

ABAC は、ドーハ開発アジェンダ交渉の中断を深く憂慮している。経済成長を維持し、発展を推進する上で

決定的に重要なドーハ・ラウンドが、現在、交渉再開の明確な見通しも立たずに、暗礁に乗り上げている。交

渉の中断は、ドーハ・ラウンドが、本年中には完了しないことを意味し、企業や消費者は、引き続き、貿易自

由化の拡大の恩恵から排除されることを意味する。 

 

ドーハ・ラウンドの終結に失敗することは、各国政府がⅰ)農産品貿易を阻害する障壁の低減、ⅱ）非農産品

市場へのアクセスの改善、ⅲ）サービス貿易の向上、を実現する歴史的機会を失ったことを意味する。ドーハ

開発アジェンダ交渉を成功裡に終結させていれば、世界経済の成長に刺激を与えたはずであり、また、自由

貿易制度の恩典を、引き下げられた貿易障壁から 大の利益を享受する立場にある発展途上国・地域の国

民にも拡大したはずである。 

 

現在のような交渉進展の状況は、先例の無いものではない。ドーハ・ラウンドに先立つ諸ラウンドも、同様に、

克服できそうにない障害に遭遇してきたが、交渉当事者は、これらの障害を克服し、 終的には前向きな成

果に結びつけることが出来た。ドーハ開発アジェンダ交渉を復活させるため、ABAC は、APEC 参加国・地域

に対し、ⅰ)オファーの内容を吟味し直し、高めること、ⅱ）貿易の円滑化等、目に見える進展の可能性が も

高い分野の交渉推進に注力すること、を要請する。更に、現在のオファーが交渉のテーブル上にある間に、

APEC 参加国・地域が、タイムリーに行動することこそ非常に重要である。これまでのラウンドと同様に、ドー

ハ開発アジェンダ交渉も、貿易自由化を進展させる、またとない好機であり、世界貿易体制のために積極的

な成果を挙げて、終了しなければならない。 

 

ABAC は、健全でバランスのとれた成果を追求する姿勢を堅持している。多角的貿易交渉は、歴史的に見て、

貿易、ひいては世界経済の成長を刺激する も効果的な方法であることを証明してきた。多角的プロセスこ

そが、ボゴール目標を実現するための も効率的、また も実現可能な道である。ドーハ・ラウンドでの包括

的でバランスのとれた成果は、世界全体に恩恵を与えるものであるが、特に、より一層大きな経済機会を も

必要としている発展途上国の何百万もの人々を助けることになるであろう。 
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APEC は、APEC ジュネーブコーカスを通じて、他の WTO 加盟諸国との間で、合意形成を促進し、交渉を加

速させるため、WTO の諸課題に関し、APEC 域内で共通の立場を持つことが出来る分野を特定すべきであ

る。具体的には、電子商取引やデジタル製品の取り扱いの分野が一例である。 

 

ABAC は、APEC 首脳に対し、すべての APEC 参加国・地域が WTO に加盟することを支援するよう訴える。

それは、多角的貿易の自由化とルールに基づいた多角的貿易制度の恩典を、すべての APEC 参加国・地

域で分かち合うためである。これから WTO に加盟する国、現在 WTO に加盟している国の両者の期待利益

を考慮し、ABAC は、ベトナムとロシア連邦共和国の WTO 加盟交渉の成功と、両国とのキャパシティ・ビル

ディングに関する協力に期待している。 

 

金融サービス 

 

経済全体の効率性と持続的成長を支えるサービス部門の決定的な重要性に鑑み、WTO および APEC

において、金融サービスの自由化は、より一層重要視されるべきである。ABAC は、WTO の金融サービ

ス交渉の利用に供するため、昨年作成したチェックリストを改訂した。本リストは、基準指標として APEC

参加国・地域がサービスオファーの内容について品質を評価するための指針となると同時に、WTO 加

盟諸国による質の高いサービスオファーを促すことにも役立つべきものである。 

 

改訂リスト（「付属書類１」）では、当初のリストの「範囲」と「対象」を明確にしている（特に「内国民待遇」の

箇所など）。ABAC は、WTO での APEC の影響力を増し、また、APEC 参加国・地域への投資を促進し

ていくために、APEC 実務者と協力していく。また、ABAC は、金融および他のサービスに関する共同リク

エスト（プルリ・リクエスト）の制定における WTO 加盟諸国の取り組みを支持し、この取り組みを APEC 参

加国・地域にも推奨する。WTO 加盟の数ヶ国により提出された、金融サービスに関する共同リクエスト

（プルリ・リクエスト）を「付属書類２」として添付した。 

 

提言: 

 

ABAC は、APEC に対し、以下を要請する。 

 

 改訂チェックリストを、サービスオファーの品質を評価するための基準指標として、また質の高い

サービスオファーを奨励する手段として利用し、さらに、「プルリ・リクエスト」方式を推進する。 
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Ｂ. 質の高い RTA/FTA の推進 

 

1. アジア太平洋地域における RTA/FTA のモデル条項・カタログの制定 

 

アジア太平洋地域における二国間貿易協定および地域貿易協定の過剰な増加は、一般に「スパゲテ

ィ・ボウル」と呼ばれているが、企業に対し、追加費用と管理負担を強いている。この問題を、さらに探求

するため、ABAC は、「アジア太平洋地域の RTA/FTA カタログ」の作成に着手した。このカタログは、21

の APEC 参加国・地域における全ての地域・自由貿易協定を網羅する予定である。また、貿易交渉者、

ビジネス関係者や他の者がアジア太平洋地域における貿易協定を一覧しようとする際に、この資料は有

用なツールとして機能するであろう。このカタログは、APEC 貿易投資委員会（CTI）が取り組んでいる

FTA のモデル条項を含み、さらに RTA/FTA の分野別条項も全般的に収録している。さらに重要なこと

は、このカタログが、様々な RTA/FTA を分析し、これらの RTA/FTA 協定が「WTO プラス」、「WTO 整

合的」、あるいは「WTO 非整合的」であるか否かを、マトリックス形式で示すことになっている点である。 

 

ABAC は、RTA/FTA における共通の条項にモデル措置を制定する APEC の取り組みを奨励する。

2005 年 APEC 首脳に承認された、貿易円滑化のモデル措置は、質の高い貿易円滑化条項の交渉・制

定の土台を提供するものである。加えて、本モデル措置は、FTA 交渉に比較的経験の浅い APEC 参加

国・地域のためのキャパシティ・ビルディングの役割と、アジア太平洋地域における RTA/FTA 協定を一

つに収束・統合させる将来の取り組みに向けた 初の手順を提供するという二重の役割を果たしている。

ABAC は、モデル措置制定のための RTA/FTA の新たな章の追加に向けた APEC の継続的努力を称

賛する。また、ABAC は、積極的に上記プロセスに提言をして行く。 

 

提言:  

 

ABAC は、APEC に対し、以下を要請する。 

 

 民間部門と協議し、モデル措置の制定のため、RTA/FTA の新条項を特定する取り組みを継続する。

かかる取り組みこそが、域内において、貿易・投資の拡大に対する 大の貢献に繋がる。 

 

 民間部門と協議し、対話型プロセスで作業を進めると共に、域内の民間企業の考えや優先事項を、

モデル措置の中に確実に反映させる。 

 

2. アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の実現可能性調査 

 

2004 年、ABAC は、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the Asia-Pacific）の実現可

能性調査を APEC が実施することを提言した。ABAC メンバーは、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）

を、アジア太平洋地域内の貿易自由化を推進するための一つの選択肢と考え、また、ドーハ開発アジェ

ンダ交渉が不調に終わった場合の予備的プランと捉えた。さらに、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）
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は、二国間・多国間の特恵貿易協定の増大に代表される現在の状況に取って替わる選択肢としても認

識された。 

 

本年、ABAC は、太平洋経済協力会議（PECC: Pacific Economic Cooperation Council）と連携し、APEC

全域の優秀な学者の参加を得て、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の実現可能性調査を実施した。

この調査では、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の交渉に関連する政治的要因および経済的要因の

両方を精査した。 

 

ABAC は、ドーハ・ラウンドが中断しており、失敗の可能性が高いことに対し、失望している。二国間貿易

協定および地域自由貿易協定への一層の拍車が懸念される。RTA/FTA は、その参加国の間で貿易を

増大させる一方、非参加国に対する差別を生む可能性があり、また、相反するルールのために、取引費

用の増加をもたらす可能性がある。これらの RTA/FTA 協定から生じる悪影響を 小限にとどめ、また、

RTA/FTA 協定から生まれる利益を 大限にするため、ABAC は APEC に対し、RTA/FTA 協定の収

束・統合を、包括的かつ「WTO プラス」の方法で、推進することを強く要請する。 

 

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）は、上記の RTA/FTA 協定の収束・統合を 高度に実現するアイ

ディアであると、ABAC は確信している。しかし、我々の調査によれば、現時点で、アジア太平洋自由貿

易圏（FTAAP）を交渉するのは、現実的に困難であることが示唆された。にも拘わらず、ABAC は、今こ

そ、アジア太平洋地域における自由で開かれた貿易という目標の実現に向けて、既存のプロセスよりも、

さらに一層効果的なプロセスを、APEC が真剣に検討するに適切な時期であると確信する。既存の FTA

を統合することも、かかる効果的なプロセスの一つであり、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の前進に

向けたロードマップを作成することに繋がる。このようなプロセスは進化・発展すべきであり、その歩みは、

アジア太平洋地域における政治的・経済的状況の動態変化を反映し、また、考えを同じくする APEC 参

加国・地域が共同で陣頭指揮を執ることを許容するものである。 

 

Ｃ. 釜山ビジネス・アジェンダの実行 

 

ボゴール目標に向けた釜山ロードマップの一環として、APEC 参加国・地域は、釜山ビジネス・アジェンダ

の実施に合意した。釜山ビジネス・アジェンダは、包括的なビジネス円滑化プランであり、ビジネス環境を改

善すること、また、貿易・投資に対する国内の行政上の負担や障害に取り組むことを目的としている。ABAC

は、APEC 参加国・地域に対し、釜山ビジネス・アジェンダに関する下記提言の採択を強く要請する。 

 

1.  投資の自由化・円滑化のための拡大作業計画 

 

アジア太平洋地域における投資環境の改善は、主要なビシネス優先事項である。国内投資の面でも、ま

た、海外からの投資の面でも、投資を抑制する多くの障害が存在する。ABAC の 2005 年報告書に、「金

融部門における海外直接投資に対する障壁・障害」というチェックリストが添付された。同リストは、海外か

らの直接投資の流入を活発にするための 適な投資環境に関して ABAC の見解をまとめたものであり、
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同リストには投資障壁を克服する上で望ましい政策の対応も取り入れられた。ABAC は、アジア太平洋

地域の成長を促進する上でこの問題の優先度に鑑み、全てのサービス部門および他の部門にも適用範

囲を広げるべく、「2005 年チェックリスト」の見直しを実施した。改訂したリストは、本年度の報告書に「付

属書類３」として添付されている。ABAC は、次の二つの点で、このチェクリストが重要な貢献になると認

識している。まず、越境投資を促進する WTO 交渉の支援、特に、「モード３」のサービス促進を支援する

点。次に、APEC 参加国・地域内の国内投資環境の改善を支援する点である。また、ABAC は、APEC

実務者による、国内の投資を阻む障害を削減する取り組み、並びに、APEC 参加国・地域が投資障害を

除去する際に指針となる枠組みと手段を提供する取り組みを支援する。経済協力開発機構（OECD）が

策定した「投資のための政策枠組み（PFI）」も、このような枠組みの一つである。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に対し、以下を提言する。 

 

 WTO 交渉において、海外直接投資の障壁・障害に関する更新後のリストを利用し、かつ推進する。 

 

 アジア太平洋地域の投資環境を改善するため、また、アジア太平洋地域において「投資のための政

策枠組み（PFI）」の導入を働きかけるため、APEC は貿易投資委員会（CTI）、投資専門家会合

（IEG）を含む、APEC 実務者の取り組みに ABAC が参加することを支持し、経済協力開発機構

（OECD）と協働する。 

 

2. 構造改革問題の統合計画 

 

ABAC は、構造改革に対する APEC の統合的な取り組みを強力に支持し、また金融市場自由化を促進

するための措置は構造改革を補足することに、留意する。ABAC が本報告書の他の個所で提言してい

る措置－資本流出がもたらす、高齢化社会における健康保険・年金政策に与える悪影響、および域内

債券市場の進展に与える悪影響を緩和する措置－と、投資自由化のための措置は、相互に関連してお

り、これらは相まって、市場の開放性・競争力に寄与し、また APEC 参加国・地域の金融危機への耐性

を向上させるであろう。改革実行には APEC 参加国・地域による一層大きなコミットメントが必要である。

しかし、率直に言えば、ABAC は、域内資本市場の発展のためのこれまでの提言の実施状況について、

幾つかの APEC 参加国・地域で、その進展が不十分であること、また、幾つかの参加国・地域および関

係国際機関・地域機関において、急激な資本流出の悪影響に対する措置が取られていないことに対し、

失望している。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に対し、以下を提言する。 
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 ABAC が以下の措置の推進、支援に参画するのを支持する。ⅰ）構造改革、ⅱ）市場の開放性を高

め、債券市場（特に社債市場）の発展を促す域内機構を通じて、域内資本市場を深化・発展させる

行動を強化する措置、ⅲ）債券市場のための一般原則の採択、ⅳ）支払不能に関する非公式セミナ

ーの域内枠組みの推進、ⅴ）急激な資本流出による悪影響を緩和するため、資本移動に関するデ

ータの収集・開示を向上させる措置の導入。 

 

3. 民間部門の発展と“Ease of Doing Business” 

 

2005 年 11 月 18～19 日、韓国釜山で開催された APEC 首脳会議において、カナダとニュージーランド

は、アジア太平洋地域内における民間部門の発展を可能にする環境作りを目指した共同戦略を発表し

た。釜山宣言は、この共同戦略を歓迎した。 

 

APEC の民間部門発展（Ease of Doing Business）シンポジウムが、2006 年の第 2 回 ABAC 会議と時を

同じくしてカナダのモントリオールで 5 月に開催された。ABAC メンバーは、このシンポジウムに積極的に

参加し、アジア太平洋地域における規制改革に関するビジネス優先順位の調査結果を発表するなど、

シンポジウムで重要な貢献を果たした。 

 

シンポジウムから生み出された主要テーマで、アジア太平洋地域のビジネス、特に中小企業にとり特別

に関心のあるテーマは下記の通りである。 

 

 ある国・地域における規制環境の内容と、経済的成果との間の強い関連性を認識すること。 

 

 アジア太平洋地域における規制改革のプロセスが交錯した結果を生み出していることを認識するこ

と。また、 APEC 参加国・地域はビジネス環境の改善を継続しているが、世界経済の他の地域に比

べ、改善の速度が遅いことを認識すること。 

 

 過重な規制、複雑な税制、困難な金融市場へのアクセス、硬直的な労働法の各分野における規制

改革とキャパシティ・ビルディングを優先させること。 

 

 既存の評価手法（例えば、世界銀行の民間部門発展の調査手法）を、APEC の規制改革の進展を

測定する手段として利用すること。 

 

提言： 

 

ABAC は、APEC に対し、以下を要求する。 
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 APEC 内においてビジネス（特に過重な規制の影響を も受けやすい中小企業）に対する、規制環

境を改善し、確定した期限と明確な測定方法を有する目に見える活動を計画すべく、４つの優先分

野を、より詳細に検討する。 

 

 具体的な規制分野における共通の特徴の明確化、「成功・ 良事例」の定義作りに資する指針とし

て、世界銀行の研究も参考に、APEC 全体の Ease of Doing Business パフォーマンスを向上させるこ

と。 

 

 ABAC との協力を維持し、ABAC の「海外直接投資（FDI）に対する障壁・障害」に関するチェックリス

トを、Ease of Doing Business の問題に取り組むための 良手段の一つとして利用すること。 

 

 2007 年の第 2 回 ABAC 会議と時を同じくして開催される「Ease of Doing Business 2」と題する

APEC／ABAC 会議をフォローアップすること。 
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III．経済・技術協力、発展の共有を通じた繁栄の構築 
 

ABAC は、ボゴール目標を達成し、また、貿易・投資の自由化・円滑化を全 APEC 参加国・地域が確実に共

有できるようにする上での、経済・技術協力（ECOTECH: economic and technical cooperation）の重要性を

強調する。ABAC の考えでは、ECOTECH（APEC のキャパシティ・ビルディング・アジェンダ）は、APEC の貿

易・投資の自由化・円滑化の取り組みを強化するものである。APEC がボゴール目標を達成するためには、

一層多くの関心とリソースを経済・技術協力（ECOTECH）の優先課題に注がなければならない。 

 

ABAC キャパシティ・ビルディング・ワーキング・グループは、ビジネスの視点で経済・技術協力（ECOTECH）

の優先課題に取り組むために、APEC との連携を強化している。経済・技術協力（ECOTECH）の優先課題に

は、ⅰ） 標準化推進団体の強化、ⅱ）中小企業の金融、技術、経営知識へのアクセス改善措置、ⅲ） APEC

地域の金融システムの強化、iv) 汚職防止対策、などが含まれる。また、ABAC は、鳥インフルエンザ・感染

症対策、緊急時対策などの分野にも取り組んでいる。 

 

Ａ. 鳥インフルエンザ・感染症対策 

 

鳥インフルエンザの流行に対処するための、APEC 政府間の国際協力が拡大しているにもかかわらず、ビジ

ネス界の対応は遅れている。大企業は、鳥インフルエンザを公衆衛生にとって極めて脅威的なものと考え、

対応計画を整えているが、中小企業の多くは、対策を立てていない。 

 

ABAC は、企業が感染症発生に備えて対策を講じるためには、鳥インフルエンザに関する情報をさらに提供

することが必要と考えている。ABAC は鳥インフルエンザに対する理解を促進するために、今年 1 月にシン

ガポールで、また 5 月に香港で、２つの会議を開催した。会議のテーマは、企業が緊急時対策を講じることと

そのための情報提供の必要性を訴求することであった。 

 

これらの会議で、いくつかの重要なテーマが浮上した。まず第 1 に、感染症対策として、情報の伝達、ライフ

ラインの確保、ワクチン・治療法の開発などでの官民の協力が極めて重要である。第２に、鳥インフルエンザ

に関する正確な情報を伝えるための有効なネットワークも非常に重要である。この点についてメディアが担う

重大な責任は、情報の共有化、デマ情報の流布防止、パニックの抑制である。公衆、従業員、株主、顧客な

ど、相手を問わず、感染症の発生時に正確透明な情報を伝えることが市民の信頼を維持する上で重要であ

る。 後に、今、鳥類間の感染の拡大を防止する方法を模索することが、鳥インフルエンザの流行を遅らせ

るために必須である。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に対し、以下を薦める。 

 鳥インフルエンザと感染症対策に関するプログラム・活動を見直し、ビジネス界と政府の連携・協力が

可能な分野をさらに特定すること。協力できる分野として、ⅰ）ライフラインを維持するために必要な手
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順を決める際の、ビジネス界からの情報提供、ⅱ）民間部門による、APEC域内監視システムの強化、

ⅲ）鳥インフルエンザとその感染防止について、市民に効果的に情報を伝えるための対策の構築、な

どがある。 

 

 特に、中小企業が自らを守るための基本要件、段取りを明確にし、中小企業の緊急時対策構築を支

援する取り組みを見直すこと。ABAC は APEC 保健対策委員会と緊密に連携し、さらに協力可能な分

野を特定することを期待している。 

 

Ｂ. 緊急時対策 

 

APEC地域における 近の大規模な事件（感染症被害、自然災害、テロの脅威など）は、この地域のインフラ

の弱さを露呈し、緊急時対策と災害対応時の取り決めについてのキャパシティ・ビルディングの必要性を浮き

彫りにした。昨年、ABACは、「全災害APEC地域対策ネットワーク」の構築に向けた具体的提言を行った。

ABACはAPEC参加国・地域のこれまでの対応を評価しているが、残された課題も多い。ABACは2007年の

APEC地域緊急時対策システムの開発と導入に向けて、APECに協力し、ビジネス界からの提言を行っていく。 

 

Ｃ. 標準化推進団体の強化と規制当局間の対話強化 

 

標準化に関するキャパシティ・ビルディングの主要課題は、全ての関係者（政府、産業界、消費者、認証団

体）に、標準化は経済発展のために重要であり、彼らの利益となることを理解してもらうことである。標準化に

対する理解と支援は、ⅰ）資金の分配、ⅱ）標準化作業への参加、ⅲ）国際標準の重要性の認識、のために

必要である。 

 

標準化推進団体・機関を強化には、目的を明確にし、官民双方の関係者の参画意識を高めることも含む。

APEC参加国・地域の多くは、すでにしっかりした標準化推進団体を保持している。これらの団体が、国内に

標準化推進団体を設立予定、または強化する過程にある他の国・地域を支援していくことが必要である。 

 

ABACは、標準化推進のためのキャパシティ・ビルディングに優先的に取り組んでいる。また、APEC地域に

おける一層強固な標準化推進団体の必要性を主張し、実現に向け支援するための２ヵ年計画を策定してい

る。計画には、ⅰ）支援と強化が必要なAPEC域内の標準化推進団体の特定、ⅱ）標準化に関する協力につ

いて議論するため、2007年の早い時期での国家標準化機関（NSB: national standrds body）責任者会議の

開催、ⅲ）標準化の重要性について一般の意識向上を図る取り組み、がある。APEC参加国・地域間で異な

る標準や適合性評価手順を使用すると、市場アクセスに深刻な問題が生じる。貿易を阻害する技術的障壁

を減らすためにもセクターごとに標準制定当局間の対話の機会を増やす必要がある。ABACは、標準化推進

で協力する優先分野として、セキュリティ、農産品・食糧などを挙げている。また、IT・電子機器の一層の標準

化推進も優先分野としている。各国・地域の標準化団体の強化は、グローバルな標準化の取り組みと歩調を

合わせて進めて行かなければならない。 
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提言： 

 

ABACはAPECに以下を提言する。 

 

 ABACと密接に協力し、次の目標に向けて意欲的な計画を策定する。ⅰ）APEC地域内における標準化

推進団体に関するキャパシティ・ビルディングの必要性の訴求、ⅱ）具体的な協力分野の特定、ⅲ）標準

化が経済に与えるメリットについての認識を一般に広めるための施策の立案。 初の取り組みとして、

ABACは2007年の早い時期に、APEC参加国・地域の国家標準化機関（NSB）責任者会議を主催する予

定である。この会議には、APEC基準適合性小委員会（SCSC: Sub-Committee on Standards and 

Conformance）の委員長が参加する予定である。 

 

 セクターごとに、標準制定当局間の対話の枠組みをつくり、民間を含む関係者が標準化・適合性に関す

る活動に確実に参加するようにする。 

 

Ｄ. 中小企業の成長支援 

 

APEC 域内の全ての国・地域において、零細・中小企業はその経済を支える屋台骨であり、数百万にのぼる

人々の雇用と所得を産み出している。それゆえ、APEC が効果的に貿易・投資の自由化・円滑化の課題を遂

行する上で、中小企業のためのキャパシティ・ビルディングは優先課題である。ABAC は、引き続き、中小企

業の成長を阻む規制上の障害を除去することの重要性、および、資金・技術・情報へのアクセスを改善する

ことの重要性を強調する。  

 

1. 中小企業の資金調達改善 

 

金融フォーマルセクターへの資金調達アクセスの質が、特に、幾つかの新興国・地域における中小企業

の成長を阻む大きな障害になり得る。また、信用格付機関の未発達も、中小企業の成長を阻む障害であ

る。本年実施した ABAC の調査結果は、中小企業の資金調達を阻む障害と、並びに、もし実施されれ

ば、中小企業の発展と域内格付機関の成長を促す政策提言を明らかにしている。かかる政策は、国際

的な金融機関を含め、政府機関、公的金融機関、民間金融機関、産業団体、地域グループによる総合

的な取り組みを要求している。 

 

提言： 

 

ABACはAPECに以下を提言する。 

 

 中小企業を支援するための従来からの財政的優遇措置（利子補給）が取られることで生じる財源のミス

配分を防止するよう、確実に統制・管理措置を講じる。 
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 ⅰ）格付機関を発達させる、ⅱ）ビジネス団体の発展を奨励し、知識の普及を進めるため銀行、中小企

業、ビジネス団体をつなぐネットワークの構築を奨励する、ⅲ）銀行および金融機関に対し、顧客基盤と

して中小企業の重要性を反映させる政策の立案を奨励する。 

 

 保証制度が存在する場合、かかる保証制度の運営支援に金融セクターが参画すること、また、金融機関

が、中小企業に対する与信審査能力を向上させることを奨励する。 

 

2. 汚職防止と中小企業 

 

中小企業は、大企業と同様に、多くの汚職問題に直面するが、汚職問題によって被る影響は中小企業

の方が圧倒的に大きい。なぜなら、中小企業は、汚職官吏による収賄やその他の強要に対処するため

の時間も、政府システムについての知識も、人的つながりも、また他の手段も持ち合わせていないからで

ある。ABAC は、引き続き、アジア太平洋地域の政府・企業の双方に汚職防止対策の重要性を強調して

行く。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に以下を要求する。 

 

 APEC 域内で、汚職防止の取り組みへの中小企業の参画を進める機会を検討する。 

 

 許認可手続、通関手続などに関するAPEC各参加国・地域の法律・政策関連情報へのアクセスを改善す

るために具体的措置を講じて透明性を高める。 

 

 次の分野のキャパシティ・ビルディングと教育・訓練に一層努力する。ⅰ）中小企業の汚職に対する正し

い理解、ⅱ）中小企業が容易に利用できる係争処理手続、ⅲ）地方政府の事業認可手続。 

 

Ｅ. 金融システムの強化 

 

アジア金融危機の経験は、金融ショックに対処する上で、また経済の成長・発展を支える上で、活力ある強

靭な金融システムが必要であることを実証した。主要参加国・地域の間における不均衡の拡大は、将来のア

ジア太平洋地域における危機の可能性を示している。幾つかの参加国・地域においては、規制・監督の枠

組みを強化する一層の努力が求められる。「国際通貨基金（IMF）/世界銀行金融セクター評価プログラム」は、

ある参加国・地域の金融システムの「健全性」および「脆弱性」を評価する上で、極めて有用な手法になり得

る。金融市場のグローバル化は、管轄内で、また管轄を跨いで、金融監督当局同士の一層緊密な協力を要

求している。キャパシティ・ビルディングは、政府系金融機関および民間金融機関が重要な金融機能を効果

的に発揮するための管理・技術能力を強化する上で有効であり、それによって、参加国・地域の衝撃への抵

抗力を強くする。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・グループは、ⅰ）
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銀行部門における「バーゼル II」の導入支援、ⅱ）リスク管理およびガバナンスの向上、ⅲ）国際的な金融機

関および域内の機関と共に、官民連携によるキャパシティ・ビルディングを通じた、アジア太平洋地域におけ

る資本市場（特に債券市場）の発展、ⅳ）格付制度の文化浸透、の面でアジア太平洋地域の金融システムの

強化を支援している。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に対し、以下を要請する。 

 

 金融システムの強化に引き続き優先度を与えること。外部からの衝撃に対し、もっとも脆弱な APEC 参加

国・地域で、まだ国際通貨基金（IMF）/世界銀行金融セクター評価プログラムに参加していない参加国・

地域は、優先事項として、本プログラムに参加すべきである。 

 

 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・グループにより、官民連携を通

じて推進されているキャパシティ・ビルディングの取り組みに、APEC 実務者が積極的に参加することを

奨励する。APEC 参加国・地域の金融監督当局は、自身の管轄内、さらにアジア太平洋地域内外の金

融システム監督のための協調的な取り組みに参加し、推進すべきである。 

 

 アジア太平洋地域の関係金融機関（特に新興参加国・地域の金融機関）に対し、格付機関から、国際標

準に準拠した格付評価を得ることを奨励する。 

 

Ｆ. APECの経済・技術協力（ECOTECH）アジェンダの強化  

 

ABACは、APEC地域におけるキャパシティ・ビルディングへのニーズ案件が対応困難で、多岐にわたることを

認識している。さまざまな案件が限られた予算の獲得のために競い合う中、APECは焦点を見失う危険に直

面している。 

 

ABACの見解では、APECが域内の経済・技術協力（ECOTECH）ニーズに対処するための唯一の現実的な

方法は、ビジネス社会と国際金融機関との緊密な連携・協力である。加えて、非営利団体の「草の根的活動」

による、零細企業や女性、若者を対象としたキャパシティ・ビルディングは、APEC地域全体を通じ重要な役

割を果たしている。非営利団体の能力を強化するための措置を講じることも、重要な優先課題である。 

 

提言： 

 

ABACはAPECに対し、以下を提言する。 

 

 経済・技術協力（ECOTECH）の活動が、貿易・投資の自由化・円滑化（TILF）アジェンダを補完し、また、

ボゴール目標の達成に貢献するものとなるよう、引き続き見直しを行う。 
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 キャパシティ・ビルディング計画を実施する上で、可能な限り官民連携を推進する。 

 

 開発銀行（国際金融機関）、多国間組織、二国間援助計画とのより一層の協力によって、限られた資源

の活用を図る。 

 

 教育・訓練、その他のキャパシティ・ビルディング活動を行う「草の根」組織の能力強化をAPECの経済・

技術協力（ECOTECH）の優先課題とする。 
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IV. 安全かつ望ましい貿易・投資の環境作りのために 
 

ABAC は、安全な貿易が、アジア太平洋地域および世界における持続的繁栄に極めて重要であると考える。

従って、ABAC は、APEC の目標である貿易・投資の自由化・円滑化と矛盾しない形での貿易の安全確保に

引き続き努めるよう、APEC に対し強く要請する。 

 

Ａ. 国際貿易の安全確保および円滑化のための APEC「基準の枠組み」導入に対する ABAC の支援  

 

2005 年、ABAC および APEC 参加国・地域は、国際貿易の安全確保および円滑化のための APEC「基準の

枠組み」の導入を支持した。APEC 通関手続小委員会(SCCP)は、合法的でリスクの低い貨物の迅速な円滑

化を通じたサプライ・チェーンの安全確保の向上を目指し、APEC「枠組み」の導入を新しい共同行動計画

（CAP）として採択した。ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、APEC「枠組み」の早期導入に向けた行動を

呼び掛け、またその取り組み過程での、産業界との緊密な協力を奨励した。APEC「枠組み」の導入において

は、貿易の安全およびコンテナと貨物の円滑な移動の両方が同時に確保されるべきである。民間部門と協

力し、国際的に調和のとれたオペレーションを確立することが、唯一、これを実現可能にする。 

2005 年の APEC 首脳への報告書の中で、ABAC は、全 APEC 参加国・地域に対し、「枠組み」を導入する

趣旨の同意書を早急に提出することを要求した。世界税関機構(WCO：World Customs Organization))による

APEC「枠組み」の採択以降、これまでに 16 の APEC 参加国・地域が同意書を提出した。 

 

提言： 

 

ABACはAPEC参加国・地域に対し、以下を提言する。 

 

 世界税関機構（WCO）に加盟している残りの APEC 参加国・地域に対し、「枠組み」を導入する趣旨の同

意書を、早急に提出する。 

 

 APEC「枠組み」要件の導入に関する数多くの模範事例を示すデモンストレーション・プロジェクトを、産

業界と協力して展開する。かかるプロジェクトは、貿易業者にも利益（例えば、通関の迅速化等）をもたら

し、同時に、関税当局にも利益（例えば、自動化処理の導入による効率化、人材開発等）をもたらす。デ

モンストレーション・プロジェクトの展開を通じて得た教訓を、APEC 通関手続小委員会（SCCP)を含む現

行のネットワークを通じて、他の参加国・地域とも共有すべきである。経験とベストプラクティスの共有は、

「枠組み」に関する相互承認の基礎を形成するものである。 

 

 安全な貿易業者には測定可能な恩恵（例えば、検査の削減、通関時間の短縮等）を与えるシステムを構

築する。また、APEC「枠組み」に関するプログラムの実施後に、その成果を示すため、得られた恩恵を報

告するシステムを確立する。 
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 原輸出地および仕向地（輸入地）の輸出業者、輸入業者、政府の間で、事前電子貨物情報の共通フォ

ーマットで、必要なマニフェスト書類を共有・活用すること。この点に関し、貿易業者および政府は協力し

て、かかる新システムにおいて、データの完全性・安全性が確保され、また、正規の法的手続のために

権限を付与された関係者にのみデータが入手・利用可能となるように、保証しなければならない。 

 

近代化プロジェクト 

 

ベトナム社会主義共和国とアメリカ合衆国は、National Center for APEC や幾つかの米国の一流企業と共

に、官民提携のもと、ベトナムとその貿易相手国との貿易関係を円滑にし、安全を確保するため、さらにはベ

トナムの税関を世界税関機構 (WCO) および APEC 税関「枠組み」により設定された通関基準により沿ったも

のにすることを目標に、ベトナムの通関手続・取引慣行の近代化を図る貿易円滑化プロジェクトを実施する。 

 

このプロジェクトの 重要項目は、e-マニフェスト・システムの開発・導入である。このシステムは、国際貿易の

安全確保および円滑化のための WCO「基準の枠組み」（WCO「枠組み」）の「税関と税関を繋ぐ柱」の重要

な構成部分であり、先端の電子情報を利用し、リスクの高い出荷を特定する。e-マニフェスト・システムの導入

により、ベトナムの税関は、速達貨物の迅速な通関が可能となる。e-マニフェスト・システムは、ベトナムの二

つの主要空港で、実証される予定であるが、将来的には、空港および海港の両方に拡大適用される。アジア

太平洋航空宅急便運送会社会議（CAPAEC: Conference of Asia-Pacific Air Express Carrier）とユニシス社

は、ベトナムの税関と共同で、2006 年 11 月までに、本プロジェクトを導入する。本プロジェクトは、ハノイで開

催される 2006 年の APEC 首脳会議の前に、ベトナムに対し、極めて明白な成果をもたらすであろう。また、

本プロジェクトは、速達貨物のより安全で、より迅速な通関手続を通じて、ベトナムおよび貿易相手国の民間

部門、そしてベトナム税関に対し、大きな恩恵を与えるであろう。 

 

終的には官民が提携して、通関出荷のための保税制度の土台を築く。この段階では、試験的な保税制度

が構築される。但し、その対象は、速達出荷運送会社か、AEO（authorized economic operator: 簡易通関手

続の適用が認められる公認貿易業者）計画への参加者か、または他の一部の輸入業者に限定される。ベト

ナム税関によるこの試験制度の創設、参加貿易業者の登録、財政・運用上の効果測定を官民が連携して支

援する。この制度は、ベトナム政府および貿易界の両方に、直ちに成果をもたらすであろう。 

 

Ｂ. 貿易の円滑化 

 

ABACは、透明性、簡素化、標準化、およびビジネス関係者と貨物の国境を越えた迅速な移動を促進する貿

易円滑化協定が、企業（特に中小企業）に恩恵をもたらすことを確信している。更に、APEC実務者のこの分

野での尽力により、APEC参加国・地域が国境の安全を確保すると同時に、商業・貿易の優先事項を促進す

ることが可能になると、ABACは考える。 
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ABAC は、貿易円滑化において、APEC の全 21 参加国・地域により、これまでに達成された進展に勇気付

けられている。さらにこの進展は、WTO の貿易円滑化交渉に積極的に寄与する道に先鞭を付けることになる。

特に ABAC は、貿易円滑化に関する APEC のモデル措置の開発に、勇気付けられるものである。 

 

APEC アジェンダの中核的な要素として、ABAC メンバーは、キャパシティ・ビルディングに特別の注意を払

いながら、官民の連携強化を通じ、貿易円滑化の取り組みを引き続き支援する。 

 

提言 

 

ABAC は APEC 参加国・地域に対し、以下を提言する。 

 

 5％の取引コスト削減の達成を検証する目に見える測定方法を用いて、貿易円滑化行動計画（TFAP）

2001-2006 年の実績を評価し、貿易円滑化行動計画（TFAP）2006-2010 年の有益な基盤とすること。こ

の点に関し、カナダ・アジア太平洋基金の 近の報告書が、5％の取引コスト削減の達成を測定する有

用なツールを提示している1。 

 

 貿易円滑化行動計画（TFAP）2001-2006 年から得られた実績と教訓を基礎に、貿易円滑化行動計画

（TFAP）2006-2010 年を実行し、一貫性と継続性のある進展を図る。 

 

 下記に示す具体的な貿易円滑化措置を実行する。 

 

ⅰ）シングル・ウインドウ電子データ交換：処理コストを削減し、通関に要する時間を 小限にするために

は、シングル・ウインドウ（単一受付窓口）の環境でペーパーレスな申告手続を実施する必要がある。

また、要求されるデータも、調和がとれ、合理化されるべきである（世界税関機構(WCO)の通関デー

タ・モデルを利用する等）。 

 

ⅱ）迅速な通関：税関は、積荷が到着する前に、積荷に関する情報を、特定の条件が充足された乙仲お

よび貿易業者が事前提出できるようにし、また、積荷の引渡書を発行すべきである。大半の貨物は、

到着前に、事前通関されるべきである。そして、物理的な貨物の引渡しと、財務上の引渡し（関税の

支払い）とは、切り離されるべきである。 

 

ⅲ）リスク管理に基づく検査：処理効率を 大化し、使用資源を削減するため、規制当局は、適切なリス

ク管理に基づいた検査を導入すべきである。 

 

                                                 
1 APEC の貿易円滑化行動計画、Yuen Pau Woo、カナダ・アジア太平洋基金、2006 年 
(www.asiapacific.ca) 
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ⅳ）僅少値についての除外枠：税関当局は、無視し得る僅少値（訳注：例えば原産地証明において商品

価値の１０％以下の把握が困難な部分については、算出を免除する等）の除外枠）を設定すること。

そのことが、全関係者の取引コストの削減につながるであろう。しばしば、限界的な関税・税金を徴収

する費用は、徴収された歳入額を上回ることがある。 

 

ⅴ）税関サービス時間：現代の貿易は、地球上で、毎日 24 時間週７日、継続して動いている。従って、

貿易を円滑化するため、また、経済効率を高めるためにも、通関サービスも常時提供されるべきであ

る。 

 

Ｃ． 透明性 

 

政府における透明性は、世界中の企業にとり非常に重要である。APEC 参加国・地域が透明性基準の履行

の進捗を報告するために、透明性基準を個別行動計画（IAP）に反映させることに関係閣僚および首脳が合

意したことを、ABAC は賞賛する。ABAC は、APEC の実務者に対し、政府が統治機能、法的機能、規制機

能、行政機能の透明性を改善できる具体的な分野を提示した。ABAC は、提起された課題に対する対応策

が報告されることを期待している。 

 

提言： 

 

ABAC はすべての APEC 参加国・地域に対し、以下を要請する。 

 

 国内の法律、規制、手続、行政統治の一般的な適用に透明性基準を導入する努力をさらに強化するこ

と。また、透明性基準導入の障害に対処する明確な計画を打ち出すこと。 

 

 APEC ジュネーブコーカスを活用して、APEC の透明性基準の作業内容を WTO に伝達し、WTO 内で

の透明性に関する同様の活動をリードする可能性を模索すること。 

 

 RTA および FTA の中に、透明性を取り扱う規定を包含すること。 

 

 引き続き、民間部門と連携し、アジア太平洋地域の企業にとって関心のある透明性の具体的分野を特

定すること。 

 

Ｄ. ビジネス関係者の移動と APEC ビジネス・トラベル・カード 

 

APEC ビジネス・トラベル・カードは、1999 年以降、現在も機能しているビジネス円滑化の成功事例である。

現在、アジア太平洋地域全体で、17 の APEC 参加国･地域が参加し、12,000 枚の APEC ビジネス・トラベ

ル・カードが発行されている。 
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この制度の究極の目的は、真正なるビジネス出張者の APEC 参加国・地域内での移動を円滑化することで

ある。この目的を達成するには、全ての APEC 参加国・地域が、この仕組みに加盟し、カード保有者の数が

さらに一層増加することが不可欠である。 

 

後に残った４つの APEC 参加国・地域（米国、カナダ、メキシコ、ロシア）の APEC ビジネス・トラベル・カー

ド制度への参加を確保する手段として、ABAC は、APEC ビジネス関係者の移動会合（BMG)に対し、APEC

ビジネス・トラベル・カードの保有者に迅速な入出国の恩典だけを付与することにより、残り４つの参加国・地

域がこの制度に参加することが出来るような 2 段階方式の考え方を模索することを奨励する。 

 

APEC ビジネス・トラベル・カードの制度を改善するため、ABAC は、 近、APEC ビジネス・トラベル・カード

の保有者に対し調査を実施した。本調査の目的は、下記の通りである。 

 

 ABAC の改善提案を資源効率的なものとすべく優先順位を付ける。 

 一層使い勝手の良い APEC ビジネス・トラベル・カードの運用を通じて、アジア太平洋地域のビジネス関

係者の移動を促進する。 

 ひいてはアジア太平洋地域の貿易・投資活動の更なる発展を図る。 

 

調査の中で浮き彫りになった幾つかの問題点に対する取り組みが既に進行していることに、ABAC は感謝し

ている。例えば、仮カードの発行により、カード申請の処理時間を短縮する努力や、ビジネス関係者の移動

会合（BMG)のウェブサイトに改良を加え、カード申請処理および申請書フォームをオンラインで提供する等

の取り組が含まれる。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に対し、以下を提言する。 

 

 APEC ビジネス・トラベル・カードは査証手続および越境手続の両方を円滑化するものであり、この制度

に未参加の残り４つの参加国・地域に対し、完全な参加メンバーになることを奨励する。そのステップと

して、入国手続における APEC レーンの使用だけを許可するカードを発行することにより、完全参加で

きない４つの参加国・地域のこの制度への移行を支援する２段階方式を検討すること。 

 

 この制度に加盟している APEC 参加国・地域に対し、この制度の推進を要請し、また、カード発行を迅

速化し、そして更に多くの APEC 専用レーンを提供することにより、参加者にとり一層便利な仕組みに

すること。 

 

 APEC ビジネス・トラベル・カード・ハンドブックを作成すること。このハンドブックには、入国手続、入国

手続場所を示す地図、APEC ビジネス・トラベル・カード専用レーンの場所、電話番号等の基本的な情

報が含まれるものとする。ABAC は、参加 17 の国・地域において、APEC ビジネス・トラベル・カード制
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度の適切、かつ一貫した適用を確保するため、カード保有者および APEC ビジネス・トラベル・カード

制度の実施関係者全員に対する APEC ビジネス・トラベル・カード・ハンドブックの配布を提案する。そ

の一環として、入国管理局の職員、航空会社、空港の職員に対するキャパシティ・ビルディングの教育

活動も含まれる。 

 

Ｅ. ビジネス労働力の移動 

 

アジア太平洋地域全体で、多くの APEC 参加国・地域が移民問題に対する懸念を増大させている。ABAC

は、ビジネス関係者の移動を、ビジネスの発展、海外投資、技術移転にとり、重要な要素として、支持する。

近の研究調査によれば、国際的移民が受入国と移民の出身国の両方に多くの利益をもたらすことが立証

されている。更に ABAC は、アジア太平洋地域において、ビジネス労働力の移動性の問題を検討していく。 
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V. APEC の連携強化 

 

ABAC は、エネルギー、知的財産権、技術インフラ、環境･生命科学などの主要な分野において、APEC 参

加国・地域の連携強化の重要性を強調する。 

 

Ａ. エネルギー対策実施アジェンダ（IMAGEN） 

 

2005 年、ABAC は、エネルギー需給の不均衡の問題を APEC で扱うことの重要性を明らかにする上で、重

要な役割を演じた。今年、APEC 首脳は、昨年採択した原則のいくつかを実施することで、こうした APEC 地

域全体に関わる問題がエスカレートして危機的な状態になる前に対処することが可能であるということを示す

ことができた。 

 

昨年、エネルギー担当大臣は、APEC 地域が直面するエネルギー需給の問題に関する前向きな対応策に

ついて急遽議論した。エネルギー担当大臣は、エネルギー作業部会に対し、ⅰ）燃料供給の多様化をサポ

ートするイニシアティブの推進、ⅱ）輸送効率の向上、ⅲ）効率性の向上を評価するためのベンチマークの設

定、ⅳ）「液化天然ガス（LNG）に関する教育・情報通信共有イニシアティブ」の実施、ⅴ）越境エネルギー貿

易の拡大、ⅵ）新エネルギー、再生可能エネルギー技術の推進、などを指示した。この取り組みは、APEC

首脳宣言の中で支持され、APEC 首脳は、現在のエネルギー問題に早急に対応することで合意した。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC 参加国・地域に対し、以下を要請する。 

 

 「液化天然ガス（LNG）に関する教育・情報通信共有イニシアティブ」に LNG の産出地から供給までの

サプライ・チェーンのセキュリティを織り込む。 

 

 産業用製品、民生用製品のエネルギー効率に関する国際標準を推進する。 

 

 エネルギー消費量を削減すると同時に、新たなエネルギー源の探査・開発や代替エネルギー・自然エ

ネルギーなどエネルギーの多様化を推進し、エネルギー供給を強化する。 

 

 APEC 首脳が採択したエネルギー原則を実施し、エネルギー・インフラへの投資を促進する。 

 

 地域 FTA 推進の一環として、引き続き市場の透明性、法治、市場を通じた価格形成を推進する。 

 

 新しいエネルギー技術の利用の推進、安全な商業投資が行われるために、規制や市場の不確実性の

軽減を目的として「APEC エネルギー・ビジネス・ネットワーク」が策定した一連の「政策原則」を支持する。 
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Ｂ. 知的財産権に関する APEC コミットメントの実施 

 

2005 年、APEC 首脳は釜山で知的財産権保護の強化を公約し、「APEC 模倣品・海賊版対策防止イニシア

ティブ」を採択した。ABAC はこのイニシアティブの遵守を公約したことを評価し、また、首脳の公約をもとに

明確な作業計画が作成されることを期待する。 

 

これまでの取り組みにもかかわらず、模倣品の不正取引が、合法品の貿易よりも早い速度で拡大している。

ひとつの事例としてABACは、国際模倣品対策組織の年次報告書に注目している。同報告書は、知的財産

権を保護するための、APEC参加国・地域を含む国際的な問題を紹介している2。これらの問題は主に警察や

税関の不適切な対応によるものである。ABACの創立10周年にあたり、ABACは、APEC首脳に向けた毎年の

報告書の中で、知的財産権保護の強化を繰り返し提言してきたことを明記する。さらにABACは、全ての

APEC参加国・地域の政府に対し、再度、模倣品・海賊版の製造と取引を防止・禁止する努力を強化するよう

要望する。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC 参加国・地域に対し、以下を要請する。 

 

 2005年の「APEC模倣品・海賊版対策イニシアティブ」の公約を実施･遵守する。特に、下記の公約の

実施・遵守を強く求める。 

 

ⅰ）APEC 参加国・地域の所管当局は「APEC モデルガイドライン」を実施し、法の要件に従い、輸出

入、積み替えの際に、模倣品・海賊版を検査、差し押さえ、押収、破棄する。 

 

ⅱ）APEC 参加国・地域の税関や法執行機関は、知的財産権に関する違法行為を取り調べ起訴する

職務権限と専門知識を持つ政府機関、あるいは職員を特定する。 

 

  2005 年に APEC 首脳が合意した「模倣品・海賊版対策防止イニシアティブ」と 3 つの「知的財産保護

モデルガイドライン」を守ることを再確認する。また、現在策定中の次の 2 つのガイドラインを遵守する。

ⅰ）「効果的な公衆周知運動のためのモデルガイドライン」、ⅱ）「サプライ・チェーンからの模倣品・海

賊版を確実に排除のためのガイドライン」。そして、すべての APEC 参加国・地域は、模倣品・海賊版

の防止に向けた取り組みを一層強化すること。 

 

                                                 
2  2006 年 2 月、国際模倣品防止連合（IACC: International Anti-Counterfeiting Coalition）（www.jacc.org） 
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 ビジネス界から提言と支援を得ながら、2005 年のガイドラインを実施する。これらのガイドラインの策定

によって、何をすべきかについての共通認識が高まった。しかし、模倣品・海賊版の問題は、引き続き

取り組んでいかなければならない。 

 

 合法なコンテンツの放送と、著作権保護の遵守を、ケーブル業者へのライセンス発給の要件とする。ま

た、著作権保有者から承認を得ずにそのコンテンツを放送するケーブル業者のライセンスを剥奪する。 

 

 APEC 地域におけるキャパシティ・ビルディングを妨げる様々な障壁を減らし、新しい技術の共有を推

進する。 

 

ビジネス界と政府の連携を強化するため、ABAC は APEC 知的財産権専門家グループ（IPEG： Intellectual 

Property Rights Experts’ Group）議長との対話を継続することを望む。たとえば、先般実施した「光メディア

保護に関するベスト・プラクティス調査」などで得られたデータの提供など、情報交換を行っていく。 

 

Ｃ. APEC の技術インフラの改善：技術選択、ブロードバンド・アクセス、データ・プライバシー 

 

技術革新と情報アクセスの改善が、APEC 地域の 21 世紀の経済成長と繁栄を加速するであろう。APEC 参

加国・地域が成長するためには、適切なルールと政策が重要である。ABAC が支持し、提言する３つの要素、

つまり、ⅰ）技術選択、ⅱ）ブロードバンド・アクセス、ⅲ）データ・プライバシーなどの安定した技術インフラに

よって持続的な成長が可能になる。この３つの要素は一体となって、APEC の経済成長を牽引するであろう。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC 首脳に対し、以下を提言する。 

 

 技術革新を推進し、情報通信技術による成長を確保するための規制や政策立案をサポートする。 

 

１．ユニバーサル・ブロードバンド・アクセスの実現に向けた取り組み 

 

ABACは長年にわたり、APEC地域におけるブロードバンド・アクセスが、 適な成長と繁栄を実現するた

めの重要な技術インフラであると認識している。APEC参加国・地域の外務・貿易担当大臣は2005年、韓

国の釜山で「APEC地域におけるブロードバンド開発のための基本原則」を採択した。この原則は、ⅰ）

ブロードバンドへのアクセスと利用、ⅱ）電気通信市場の継続的な競争と自由化の促進、ⅲ）規制枠組

みの策定、ⅳ）ブロードバンド・ネットワークとサービスの信頼性を向上させる国内政策の実施、を促すも

のである。  

 

 

提言： 
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ABAC は APEC 首脳に対し、以下を提言する。 

 

 主旨合意された 2010 年までに域内のユニバーサル･ブロードバンド・アクセスを実現するという目標

の達成のために積極的に取組む。この目標は、いくつかの途上国にとっては厳しいものであり、キャ

パシティ・ビルディングのための資金調達を支援する。 

 

 ブロードバンド・アクセス推進のための主要原則とベスト・プラクティスの紹介などの広報プロジェクト

を支援する。 

 

２．データ・プライバシー 

 

2005年、APEC電子商取引運営グループ（ECSG ： E-Commerce Steering Group）は、民間部門との密接

な連携と、ABACからのサポートを得て、国境を跨る情報の移動に関する複雑な問題に対処するための

「APECデータ･プライバシーのための枠組み」の起草を終了した。 

 

APEC 関係閣僚は、「APEC データ・プライバシーのための枠組み」、APEC 電子商取引運営グループ

(ECSG)のフレームワーク実施に向けた継続的取り組みを支持した。 

 

提言： 

 

ABAC は、APEC に対し、以下を提言する。 

 

 APEC 電子商取引運営グループ(ECSG)とビシネス界の間で、「APEC データ･プライバシーのため

の枠組み」の実施に向けた努力を継続する。 

 

 合理的で費用効率が良く、単一の、国境を跨るデータの送受方法の特定に努める。 

 

 「APEC データ･プライバシーのための枠組み」実施のためのパスファインダー・プロジェクトに、

APEC 参加国･地域が必要に応じて参加できるよう支援する。 

 

3. 技術選択 

 

2003 年、APEC 首脳宣言および APEC 閣僚宣言は、APEC 高級実務者に対し、「貿易及びデジタル・

エコノミーに関するパスファインダー・イニシアティブ」の下で、「技術選択」の課題に着手するよう求めた。

技術選択は、技術標準、技術サービスの提供、技術調達に関連する重要な課題である。 

 

提言： 
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ABAC は、APEC に対し、以下を提言する。 

 

 技術選択の原則を、「貿易及デジタル・エコノミーに関するパスファインダー・イニシアティブ」の中に

組み入れる。または単独のパスファインダーの取り組みとして採択する。 

技術選択の一般原則には、下記の事項が含まれる； 

ⅰ）技術標準には、産業界主導の、自発的、オープンで、合意に基づいた、知的財産権を尊重する

国際標準を適用すること。 

 

ⅱ）より有利な技術調達政策を適用する。技術調達の基準は、あくまでもパフォーマンスに基づくも

のであり、特定の技術を強制したり、優先しない。また、APEC 参加国・地域は、1999 年の APEC

の政府調達に関する非拘束原則の実施を確約すること。 

 

ⅲ）サービス・プロバイダー、消費者双方の技術選択の自由を拡大できること。 

 

 2006 年中に技術選択イニシアティブを完成させるか、もしくは、必要ならば、技術選択の原則にすぐ

に合意できない参加国・地域については後から合意を促す、単独のパスファインダー的な取り組み

を採択すること。 

 

Ｄ. 生命科学推進計画の実施 

 

APEC関係閣僚は、2005年11月のAPEC釜山閣僚会議において、2005年9月、韓国の慶州で開催された「第

3回APEC生命科学革新フォーラム」（LSIF: Life Sciences Innovation Forum）の提言を支持した。この提言に

は、LSIFの4つの優先分野 ⅰ)研究、ⅱ）標準と手続の調和、ⅲ）資金調達、ⅳ）保健サービス、のプロジェク

トに集中すべきであるとの提案が含まれている。 

 

これらの優先プロジェクトは、APEC 地域において新たに起こっている伝染病、慢性病、高齢化などの健康

や経済面の問題を重視して選択している。 

 

提言： 

 

ABAC は、APEC に対し、以下を提言する。 

 

 LSIF 推進計画の実施の柱となるリサーチ、標準と手続きの調和、保健サービスの分野で進行中のプロ

ジェクトを支援する。プロジェクトには、バイオマーカー（ヒトが発する生体情報を数値化・定量化する指

標）の追跡調査研究、CPP(医薬品認定の要件)、日-米-ＥＵ医薬品規制調和国際会議(ICH)の定める

設計品質（医薬品の安全性と効能）に関するプロジェクト、偽造医薬品防止のためのキャパシティ・ビ

ルディング・ワークショップがある。 
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 関心のある APEC 参加国・地域は、域内ベンチャー･キャピタルが契約研究機関や他の開発インフラ

の育成を支援するということを念頭に置き、LSIF 資金調達グループの議長と協議を行うことを強く要請

する。 

 

 LSIF と関連のあるグループやイニシアティブとの連携・協力を支持する。これには、毎年開催される太

平洋保健サミットへの参加も含まれる。 

 

 LISF が、持続可能な保健衛生システムを開発する施策・プロジェクトに、重点的に取り組むことを支持

する。 

 

Ｅ. 「2010 年に向けた APEC 情報化社会ビジョンづくり」の取り組み 

 

情報化社会とは、情報の制作・配信・処理が、重要かつ文化的活動とみなされる社会のことをいう。APEC 通

信・情報作業部会（TEL： Telecommunications and Information Working Group）は、「アジア太平洋情報化

社会(APIS: Asia Pacific Information Society)」の核となるインフラづくりを行っている。 

 

ABAC は「2010 年に向けた APEC 情報化社会ビジョンづくり」のコンセプトを支持する。このコンセプトはビジ

ネス社会にとって重要な政策課題を提起する。この中には、ⅰ）プライバシー、ⅱ）知的財産権、ⅲ）サイバ

ー・セキュリティー、ⅳ）関税不賦課の恒久化、の問題が含まれる。技術は絶えず進化しており、ブロードバン

ド・アクセス、マルチ・プラットフォーム・アクセス、ユーバーサル通信識別子（UCI）などに関する研究も急速に

進歩している。 

 

ABAC は、2010 年までに APEC 地域に情報化社会を構築する上での問題点についての調査を開始した。

この調査は、ⅰ）技術面の問題、ⅱ）法律・経済への影響、ⅲ）キャパシティ・ビルディング、ⅳ）望ましい政

策・規制の枠組みづくり、に焦点を絞って実施している。その後 ABAC は、研究結果を評価するため、シンポ

ジウムを開催する予定である。そして、さらに技術の中期的な見通し、技術の社会への融和、定義、法・規制

の整備、その他関連する課題を検討していく。 

 

提言： 

 

ABAC は APEC に対し、以下を提言する。 

 

 「2010 年に向けた情報化社会ビジョン」の調査を進める中で、APEC の担当実務者（APEC 通信・情報

作業部会）と ABAC が協力していく。 
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Ｆ. ニュー・テクノロジー 

 

ABAC は、APEC 地域で展開されている IT（情報技術）新技術の内容に APEC 首脳が注視することを望ん

でいる。APEC 地域で生まれた 先端技術の応用と革新的 IT システムの活用は、経済発展、持続可能な成

長、人々の健康や生活を改善する素晴らしい潜在力を有している。 

 

APEC 参加国・地域の研究機関の間で、数多くの共同研究の取り組みが進められており、その数は一層増

加している。また、好ましい動きとして、これらの研究機関は、純粋な研究の段階を超えて、ビジネスの面から

見ても魅力的な技術の事業化、マーケティングに到るまで、共同で取り組んでいる。これらの取り組みの大部

分は、政府の関与を 小限に抑え、研究機関の主導で進められている。 

 

提言： 

 

ABAC は、APEC に対し、以下を要請する。 

 

  APEC 地域で行われている研究活動が、参加国・地域が連携して行うキャパシティ・ビルディング・プロ

ジェクトに活かされるよう、研究目的の調査と情報開示を十分に行う。 
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Ⅵ． APEC と ABAC の関係の更なる緊密化 

 

APEC 閣僚および高級実務者との相互交流・対話の公式化 

 

APEC は、合意形成と自発的約束の考えに基づいている。ABAC は、アジア太平洋地域におけるしっかりと

した貿易政策の立案に、ビジネス界を十分に関与させる試みとして誕生した。 

 

現在の世界環境において、政府とビジネスの関係が、今ほど、重要な局面を迎えた時期は無かった。経済成

長は、ビジネス・商業活動のエネルギー・活力に支えられている。アジア太平洋地域の貿易・投資の更なる自

由化・円滑化に資する、健全で、ビジネスにやさしく、そして統合的な政策決定のプロセスを確保するには、

世界経済の利害関係者として、政府とビジネス界の更なる相互交流が必要となる。 

 

提言： 

 

ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、以下を提言する。 

 

 ABAC と APEC の閣僚および高級実務者との相互交流・対話の強化。ABAC 会議への主だった

APEC 高級実務者の出席、また、高級実務者会合および関連作業部会への ABAC 代表の出席により、

ABAC と高級実務者との定例的な相互交流が確立されること。APEC の高級実務者と ABAC の代表

者は、各々に関連のあるあらゆる議題に関し、相手方の会議に招待され、討議に参加すべきである。

加えて、ABAC および高級実務者会合は、特定の優先課題に対処するため、APEC 開催年の中間時

点で、一回は、公式に会議の場を持つべきである。 

 

ABAC は、2007 年に始まる三巡目の「個別行動計画（IAP）のピア・レビュー」に 大限参加することを

約束する。 
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