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要       約 

 

首脳の皆様方はよくご存知の通り、世界経済の見通しには著しい不確実性がある。今年、

APEC 参加各国・地域は武力衝突、デフレ、SARS の流行を目の当たりにし、そして今、

朝鮮半島における地域的不安定性という深刻な脅威に直面している。最新の世界経済予

測は引き続き下降している。2003 年下半期に経済成長が回復し、2004 年に向けて上昇

すると期待されてはいるものの、景気下ぶれのリスクは依然として残っている。主要国・

地域において金融政策は既に大方実施されており、主要先進国にとって財政出動の余地

は限られている。取組みは専ら個人消費に依存しているが、これは日本では見られず、

米国においても軟化の可能性がある。主要国・地域での投資が回復する明確な兆候はど

こにも見られない。 

 

今後の懸念材料は、主要通貨の相場に関連している。主要通貨の相場に関して、米国通

貨は下落するとの長期予測にも関わらず相場では折り合いをつけており、これまでの調

整の大半はユーロを通じてのものである。米ドルの下落により世界経済が正当な恩恵を

受けられるよう、アジア各国・地域は通貨協定を見直す必要がある。世界的安定の促進

と長期的成長のためにはこの調整が必要不可欠であるとビジネス界は確信している。 

 

今後、各国政府が取るべき広範な政策をこの報告書に示している。それらの政策は、ビ

ジネスの信頼回復という、現時点における唯一かつ最大の経済的課題に向けられたもの

である。APEC は、WTO ドーハ開発ラウンドにおいて具体的な措置を取る体制を示すこ

とで、貿易・投資の自由化を推進するという重要な役割を果たすことができる。本報告

書とは別の APEC における成果の中間評価において、ボゴール目標は依然として有意義

かつ達成可能な目標であると結論付けられた。この評価は別途報告書としてまとめられ、

年内に公表される予定である。 

 

ABAC は、本報告書「APEC 首脳への提言（2003 年版）」において、ボゴール目標が極め

て重要であるという見解を再確認した。APEC 首脳は、責務を果たすべく、引き続き確

固たる行動をとるべきである。ABAC は、全面的に実施されれば、ゆくゆくは APEC に

国際的指導力をもたらし、またそれが WTO ドーハ・ラウンドの活性化にも貢献するこ

ととなる、具体的な提言を行っている。ABAC 提言の全面的実施は、ビジネスの信頼回

復における重要な役割を果たす。ABAC の提言はビジネス活動を促進し、地域的セキュ

リティ対策および金融システムを強化する。ABACは、APECが活動の3本柱 ― 自由化、

円滑化、能力構築 ― を追求し、かつ、それら全てにおいて全員参加に精力的に努める

べきであると確信している。そして参加は能力構築の強化や集中によってより現実的に

認識されたものとなる。 

 

こうした理由から、ABAC は 2003 年のテーマを「多様性の中の調和：均衡のとれた公



 ii

平な成長」とした。ABAC の APEC 首脳への提言には、以下の 5 つの主要なメッセージ

が含まれている。 

 

• 経済が低迷し先行きが不安な今、APEC 参加各国・地域は、自由で開かれた透明性の

ある貿易の発展に向けた取組みを緩めてはならない。各国・地域がボゴール目標へ

の取組みを再確認し、率先してドーハ開発アジェンダを推し進めることが重要であ

る。 

• 貿易円滑化は、一層の市場自由化による恩恵が充分に享受されることを保証する。

それ故 APEC 参加国・地域は、2006 年までに取引コストの 5％削減という目標を実

現するため断固たる措置を取るべきである。セキュリティ対策は新たな課題である

が、その達成のための措置は、合法的な取引を妨げるものではなく、透明性および

効率性の向上を通じて貿易円滑化の機会を提供するものでなければならない。 

• 能力構築は、バランスの取れた公正で持続的な成長の達成と、APEC 貿易・投資の自

由化・円滑化アジェンダに対する国民の信頼と支持の回復とに必要不可欠である。

それ故 APEC は、制度、組織、個人レベルの能力構築が、確実に具体的に進展する

ようにすべきである。 

• 市場の信頼回復は、APEC 参加各国・地域が将来の金融危機に耐えるために、また世

界資本市場の自由化を後押しするために必要不可欠である。それ故 APEC は、国際

的、地域的、そして国内の各レベルにおいて、望ましいコーポレート・ガバナンス

と透明性の導入を促進するため、民間セクターとの共同作業を継続するべきである。 

• APEC の活動成果が経営環境の具体的な改善に役立つかどうか判断する上で、多くの

場合ビジネス界からの視点は最適である。それ故 APEC は、APEC およびその取組み

が、可能な限り広範囲に、ビジネス界からの助言ならびに参加を確実に受け入れる

ようにすべきである。 

 

これらのメッセージを具体化させるために、ABAC は APEC 首脳に対して次の点を要請

する。 

 

• 率先してドーハ開発アジェンダを推進し、ボゴール目標に整合的で多角的貿易シス

テムを強化する行動を取ること。APEC 参加各国・地域は、主要関心分野における

WTO での交渉を行う APEC 行動計画に取組むべきである。高率関税や国内支持、輸

出補助金などを含む農産品貿易政策に関しては早急な解決が求められる。アンチ・

ダンピング規則の乱用を防止するための、規則の明確化および改善といった見直し

がなされるべきである。多国間投資ルールと同様に、サービス貿易の自由化推進は

特に重要な項目である。サービス貿易自由化のオファーは公開されるべきである。

また、APEC は航空輸送、特に貨物輸送の自由化を進めるには絶好の立場にある。

APEC は、二国間貿易協定が貿易の自由化・円滑化を阻害するのではなく、拡大に貢

献するということを示すべきである。 

• 多角的な貿易自由化と規則に基づいた多角的貿易システムによる恩恵を共有できる

よう、全ての APEC 参加国・地域の WTO への加盟を支持すること。新規加盟国・地
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域および既加盟国双方に予想される利益を考慮し、ABAC はベトナムおよびロシア

の加盟交渉が成功裏に終了することと、適切な能力構築措置についてこの２カ国と

共同作業を行うことを期待する。 

• 発展途上国・地域における能力構築ニーズを認識しつつ、リスク・マネジメントを

向上するため新技術や情報システムを活用しセキュリティについての要請に応え、

かつ、貿易、投資、ビジネス関係者の移動の円滑化を図ること。ペーパーレス貿易

の実施、高度なリスク・マネジメント手法、税関手続きや貿易に関連する法律の透

明性向上について、ABAC の提言に詳細が示されている。基準・適合性の推進に関

しては、広範囲な地域協力が必要である。知的財産権の保護と経済法制度について

も強化する必要がある。 

• APEC ビジネス・トラベル・カード制度へのより多くの国・地域の参加を促すととも

に、参加を表明している国・地域に対して早急な実施を要請し、本制度への参加を

拡大すること。 

• 政府系機関と金融機関の協力を強化し、特に、テロリストの発見に関して、金融部

門におけるセキュリティを強化すること。そのための政策は、金融取引の効率性維

持と、善意の顧客の保護とを両立させるものでなければならない。ビジネス活動の

安定化のために、全世界的な再保険部門の資本増強が必要である。そのために最も

効果的な手法は市場に基づいたプライシングであり、政府はこのプロセスを奨励す

べきである。 

• 能力構築において、体系的な取組みと、制度、機構、人材という 3 つのレベルに横

断的な取組みを実施すること。本報告書で述べられている各種の提言を実施するた

めの能力構築に関する具体的な行動には以下の項目が含まれる。リスク・マネジメ

ントおよびプライシングにおける金融システムの強化。コーポレート・ガバナンス

におけるパスファインダー・イニシアチブの実施。経営能力、資金調達、情報、情

報通信技術へのアクセス改善による中小・零細企業への支援。ブロードバンドへの

アクセス拡充、インフラストラクチャー整備に関する教育訓練、循環型経済の推進

といった地域インフラストラクチャーの整備。 

• ビジネスの信頼を回復するために、官民の協力を通じて、持続的かつ地域をカバー

するコーポレート・ガバナンスを推進すること。OECD によるパスファインダー・イ

ニシアチブの策定は評価されるものである。アジア円卓会議により策定されたコー

ポレート・ガバナンスの枠組みは、APEC 参加各国・地域がガバナンスの枠組みを策

定する上での優れた指針となるだろう。 

• バーゼル II の実施に向けた銀行部門のリスク・マネジメントの改善、地域的金融協

定と政策を普及させるための地域全体の官民フォーラ設立、破産法の改革と債権者

権利の法的保護、証券化と信用保証、ベンチャーキャピタル市場の整備促進を通じ

た域内の金融システムの強化を図ること。資本市場、特に債券市場の整備が優先課

題である。 

• ABAC からの提言に対するフィードバック機能の強化と、APEC の公式なレビュー・

プロセスとビジネス・スクールによる独立したレビューとによる、個別行動計画

（IAP）レビューへの民間部門の参加とにより、APEC に対するビジネスからの助言
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を促進すること。 

 

APEC は現在大きな課題に直面しており、APEC の継続的な妥当性と地域の発展とを保証

する、決定的かつ精力的な取組みが求められている。ABAC は、APEC のビジネス界を代

表し APEC 首脳と対話することのできる名誉を尊重し、この報告書に盛り込まれている

提言が我々共通の目標達成に役立つことを希望する。 
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自由で開かれた貿易への継続的な取組みとボゴール目標の達成 

 

経済が減速し、かつ不確実ではあるが、APEC参加各国・地域は自由で開かれた透明性のある

貿易システムを推進する約束を忘れてはならない。先進国にとっての期限が間近に迫ってい

ることもあり、APEC参加各国・地域はボゴール目標を達成するという約束を再確認すること

が重要である。 

 

多角的貿易システムはいくつかの点において脅威にさらされている。非関税障壁およびアン

チ・ダンピング措置の分野では後退の一途を辿っている。広範囲にわたる多角的な取極めが

存在しないことから、いくつかの国・地域は、彼らの貿易上の関心を推し進める手段として、

二国間、または、サブ・リージョナルな貿易協定を志向する傾向にある。それらの協定が完

全に包括的であり、WTO規則と規律、および、APECの目標と原則に整合的であるなら、この

種類の自由貿易協定は、より広範囲な利益を進展することができる。 逆に、それらが差別的

で、すべての物品とサービスを対象としておらず、貿易創出効果ではなく貿易転換効果を持

つものであるなら、APECの目標やWTOの規則に反する。同様に、WTO交渉の結果は、物品と

サービスの貿易を多角的に自由化する目標が、例外とか特別な規則により制限されていない

か、また、損なわれていないか、慎重に判断する必要がある。 

 

自由化を支える能力構築を含む、APECの特長である協力の精神が、WTOにおける交渉の進展、

特に強力な後押しを必要としているセンシティブな分野での進展に役立つと考える。この点

で、APEC食料システムは積極的に推進されるべき価値ある取組みである。 

 

域内における効率的な航空輸送システムは、地域の経済成長推進と国際競争力強化に必要不

可欠である。この点について、APEC首脳は1999年に、ボゴール目標に基づく航空サービスの

自由化のための8項目実施を指示した。APECはこの分野におけるさらなる自由化の実現に向

け取組んでいる。 

 

 

Ｉ．ドーハ開発アジェンダ 

 

背 景 

APEC参加国・地域は、広範囲にわたり自由化を進めている。貿易と投資の自由化についての

APECの約束は、開発と成長に不可欠である。しかしながら、自由化目標の達成は脅かされて

おり、APEC参加各国・地域は、貿易自由化の目標を確認するために、ドーハ開発アジェンダ

についてWTOにおいて密接に協力する必要がある。APECは、WTOプロセスにおいて確実に保

護貿易主義的な障壁を撤廃するとともに高率関税を引下げなければならない。APEC参加各

国・地域は、ボゴール目標およびWTOの目的に適った行動を取る必要がある。 いかなる形の

矛盾も、APECの信頼性を損ね、ドーハ開発アジェンダの成功を妨げることになるであろう。
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APECは貿易障壁を撤廃し自由化を推進するために共同で行動する必要がある。 

 

過去の首脳への提言の中で、ABACは世界経済が直面している喫緊の課題の一つとして、農産

物の国際貿易に関わる問題を取上げた。この問題は国の規模の大・小や、先進国であるか発

展途上国・地域であるかを問わず、全ての国・地域に影響を与えるものである。公正かつ公

平な解決策は、世界中の農業従事者と消費者に多大な利益もたらすであろう。解決策を求め

る試みがドーハ開発アジェンダ交渉で行われている。交渉の目的は、世界の農産物市場にお

ける規制や歪曲を是正、あるいは防止するために、規則の強化および支持と保護についての

特定の約束を含む、公正で市場志向型の貿易システムを確立することである。 

 

未だに多くの市場で高率な関税が農産物に適用されている。高率な関税を課すAPEC参加国・

地域では － 多くの事例があるが － その高率関税の存在が、ボゴール目標の達成を危機に

晒している。ドーハ・ラウンド交渉の対象となっているセクターは相互に関連性があり、ま

た、交渉期限が迫っているため、ドーハ・ラウンド交渉を成功に導く緊急かつ相当な決断が

必要である。 

 

表1 農産物の貿易 

農産物※ 関税（％） 

小麦 53～366 

トウモロコシ 65～339 

砂糖 181～463 

米 53～778 

牛肉 41～474 

バター 92～659 

チーズ 65～246 

大豆 44～503 

※）国際貿易において高率一般関税が適用されている農産物の例 

 

サービス貿易自由化の恩恵については、経験に基づく証拠が数多くあるにもかかわらず、未

だに多くの国が煩雑かつ不透明な規則により、国内のサービス市場へのアクセスを制限し、

外資の市場参入を妨げている。サービス産業は、先進国および発展途上国において、雇用の

増加と経済成長に役立っている。電気通信、金融、流通、エクスプレス・デリバリーなど多

くのサービス業が中小企業の成長に不可欠なインフラストラクチャーを提供している。2000

年1月、WTOはサービス部門を自由化するという重要な約束を加盟国から得るためにサービス

交渉を開始した。サービス交渉は、ドーハで開始されたより広範な貿易交渉に含まれること

になった。 

 

すべてのサービス・セクターは、市場へのアクセスと最も競争的な環境で経営することを希
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求している。同時に海外の経営者は、相手国の経済成長と発展への貢献が制限される形で競

争上不利な立場に置かれないよう、法の下で相手国の企業と同等に扱われることを望んでい

る。ドーハ合意文書では、加盟国は2002年6月30日までにサービス貿易に関する自由化リク

エストを提示するよう求められていた。しかし締切り期限までにリクエストを提出した国・

地域はわずかである。 

 

ABACは、関税が引下げられたことに伴い、その他の障壁に取り組むことがAPECにとってま

すます重要になっていると考える。アンチ・ダンピング調査の件数が増加しているが、これ

はアンチ・ダンピング規則が自国の国内産業を保護する手段として乱用されているためであ

る。アンチ・ダンピング措置は保護主義のための安易な道具になっており、そのアンチ・ダ

ンピング措置の濫用は、長年に亘る厳しい交渉を通じて貿易障壁を撤廃したことを無効にし

てしまう。WTOの紛争処理の対象となるアンチ・ダンピング措置の大半がWTO規則に不整合

と判断されている。 

 

グローバル化の進展で、国境を越えた投資が著しく増加した。しかしながら、包括的な投資

ルールが存在しないため、リスクが存在し、投資が保護されないため、外国資本による投資

は限定的である。外国投資に必要不可欠な予見可能性、安定性、および透明性を向上するた

めに、投資保護、自由化、および紛争解決手続を提供する制度的枠組として国際的な投資ル

ールの整備が必要である。 

 

提 言 

APECはドーハ開発アジェンダを積極的に支持する必要がある。さらに、APEC参加各国・地

域は、ボゴール目標ならびにWTOの目的に整合的な行動を取る必要がある。APECによるいか

なる否定的なシグナルも、その信頼性を弱め、ドーハ・ラウンド成功を阻害することになる。

APECは貿易障壁を撤廃し、自由化を推進するため一致団結して努力しなければならない。 

 

ABACは、全てのAPEC参加国・地域に以下のことを要請する。 

 

1. 交渉において、農産品貿易に影響を与える重要な課題 － 高率な関税の引下げと市場ア

クセスの改善、輸出補助金の撤廃、および、国内農家の生産に対する支持プログラムの

継続的な削減 － に共同で取組むことを約束すること。 

2. 3月31日の提出期限は過ぎているが、サービス貿易自由化オファーを提出しなかった

APEC参加国・地域に早急に提出するよう慫慂すること。 

3. WTOに対し、市場アクセス、内国民待遇、競争的規定、透明性、越境貿易、新しいサー

ビス業の分類（即ち、エネルギー、エクスプレス・デリバリー）、および自然人の移動

の各分野に特段の焦点を当てたサービス貿易自由化交渉の前進を働き掛けること。 

4. 現在実施されているサービス貿易自由化の評価に関するGATSの作業を支援すること。 

5. 発展途上国・地域がサービス貿易交渉に確実に参加できるよう能力構築プログラムを準
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備すること。 

6. もしまだ提出していない場合は、金融サービス自由化オファーを早急に提出すること。

既に提出されたものを含む全ての自由化オファーが公開されることで、ビジネスおよび

その他の利害関係者が情報を得やすくなり、能力構築のニーズへのアクセスが容易とな

る。またオファーの提出により、経済の成長・開発における市場参入および新規機会の

実質的改善がもたらされ、参加国・地域が交渉解決を支持することが可能となる。 

7. ABACが公募による小委員会を設置し、金融およびその他のセクターにおいて、APEC目

標と適合する利益を得る分野を特定するとともに、サービス交渉を解決の方向へ進展さ

せるべくABACと共同で行う首脳への提言の基礎を固めること。 

8. アンチ・ダンピング規律を明確化し改善することでアンチ・ダンピング措置の乱用を防

ぐためWTOドーハ・ラウンドでの規律見直しを支持すること。ABACは、これらが負担

の重い調査を防ぐだけではなく、アンチ・ダンピング調査手続の透明性、予見可能性、

および公平性を高めるものと確信する。 

9. WTOの投資ルールについての交渉を支持すること。発展途上国・地域を含むWTO加盟国

は、透明性や自由化についてのルールを始めとする多角的な投資ルールに参加する必要

がある。WTO投資ルールには以下の項目が含まれるべきである：  

a) 投資の定義・範囲 

b) 透明性 

c) 投資保護（収用・補償、送金の自由） 

d) 自由化（最恵国待遇、内国民待遇、市場アクセス） 

e) 例外 

f) 開発条項 

g) 紛争処理手続き  

h) 二国間投資協定との関係 

10. APEC参加の2カ国、ロシアおよびベトナムが加盟手続中であることに注目し、全ての

APEC参加国・地域のWTO加盟を支持すること。 

 

 

ＩＩ．APEC における特恵貿易協定（PTA） 

 

背 景 

APEC参加国・地域は大幅に自由化を進め、また政策変更は著しい成果を上げた。しかしなが

ら、根強い保護貿易主義はボゴール目標の達成と相反するものである。WTOプロセスに補完

的でなく、また、WTO規則に合致していない場合、二国間ならびに地域的貿易協定（RTA）

の増加は、ビジネス・コストやビジネス関係にある予見不能性を増加させ、多角的貿易シス

テムを阻害する恐れがある。 

 

APEC域内における特恵貿易協定（PTAおよびRTA）に関する有益な分析が、過去2年間にわた
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り太平洋経済協力会議（PECC）により実施されている。ボゴール目標の実現における特恵貿

易協定の影響についての論文1が、2003年5月にAPEC関係者に提示されている。 

 

この論文は「特恵貿易協定はAPEC全域および世界的規模での自由貿易に対する『基礎』とな

りうるが、自発的にその役割を果たすとは限らない。地域貿易協定の『基礎』としての潜在

力を発揮させるには、強力なリーダーシップと啓蒙的政策選択とが必要である」と指摘して

いる。ABACはこの見解を強く支持する。 

 

PECCは、APEC域内の地域貿易協定に関する一連の「原則」または「共通認識の基盤」を策

定し構築し、2003年末までに発表することを目指している。ABACはこれまでこの作業の推

進を支持するとともに、その成果についてビジネスの視点から検討し、2004年にAPEC首脳へ

のコメントを提出する予定である。 

 

提 言 

ABAC は、APEC に対して、2004 年作業計画において、APEC 域内における特恵貿易協定に

関する PECC の研究ならびにその他関連する資料について、APEC 全体で、外部の専門家と協

議のうえ、包括的考察を行うことを提言する。 

 

 

ＩＩＩ．多国間国際航空輸送自由化協定（MALIAT）への参加拡大 

 

背 景 

1999年、ABACはAPEC首脳に対し、より競争的な航空サービスのための8項目の実施と、ボ

ゴール目標に合致した航空サービス自由化へのさらなる取り組みを実施するよう提言を行っ

た。APEC首脳は1999年オークランド宣言において、ABACからの提言を支持することに合意

した。 

 

米国、ブルネイ、チリ、シンガポール、およびニュージーランドのAPEC運輸担当大臣は2001

年5月に米国オープン・スカイ原則に基づく初めての多国間航空輸送自由化協定に調印し、加

えて当該協定への参加国拡大を図ることを確認した。関係閣僚は2年以内に閣僚レベルの会合

を招集し、協定の実施状況の見直しと国際航空輸送自由化のさらなる前進を図ることを検討

することとした。 なお、ペルーが2002年にMALIATに署名した。 

 

ABACは、参加各国・地域が、それぞれの状況において最も適切な手段で、航空貨物サービス

の自由化を含むより競争的な航空サービスのための8項目実施に継続的に取組むことを支持

する。APEC参加国・地域は貨物専用便のみに適用される航空協定に参加することによって、

                                                
1 PECC（2003 年）“Asia-Pacific RTAs as Avenues to Achieving the Bogor Goals: Analysis and Way Forward”、

2003 年 5 月コーンケーン（タイ）開催の SOM II にて発表された PECC 報告書 



 6

オープン・スカイの恩恵を他のAPEC参加国・地域にも広げるべきである。 

 

提 言 

APEC参加各国・地域は、貨物専用便のみに適用される多国間国際航空輸送自由化協定

（MALIAT）に未参加のAPEC参加国・地域の自主的参加を勧奨するために現行協定を見直すべ

きである。ABACはAPEC参加国・地域に対して8項目実施に対するさらなる支持を要請する。 

 

 

ＩＶ．APEC 食料システム（AFS） 

 

背 景 

ABAC は、1999 年に首脳に採択された、APEC 食料システム（AFS）の実施状況モニターを

継続する。AFS の達成目標である政策及び措置の整備についての参加各国・地域における取

り組み強化について、今年から新たに個別行動計画（IAP）に追加された項目の中で報告でき

るものと期待されている。 

 

ABAC は、参加国・地域における食料貿易に対する障壁に関する自己評価について APEC に

提言を行った。また、APEC 農業担当大臣会合に対しては特に自己評価についての議論を行

うよう提言を行った。これらの提言は ABAC が以前行った提言と同様のものであり、依然と

して目的は適切である。 

 

提 言 

ABAC は、参加各国・地域が本提言を APEC 高級実務者会合（SOM）以前に実施し、AFS 実

施に進展を示すことを要請する。 
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セキュリティ対策 ～ 貿易・投資円滑化との両立 

 

ビジネス界全てが新たなセキュリティ環境への適応を迫られている。我々は APEC 首脳およ

び閣僚に対して、こうした要請への企業の対応を支援するため、高度に強化された地域レベ

ルでの情報交換、情報活動、政策立案における共同歩調を中心とした反テロリズム措置を促

進するための共同戦略策定に着手するよう要請する。これによって合法的な経済活動を阻害

するのではなく、むしろ透明性と効率性を提供することで貿易を促進すべきである。 

 

 

Ｖ．貿易円滑化、セキュリティ、透明性とモノ・人の移動 

 

Ａ．貿易円滑化行動計画 

 

背 景 

2001 年 10 月上海において、APEC 参加各国・地域首脳は、APEC 貿易円滑化原則実施のた

めの具体的な行動及び措置を民間セクターとの密接な協力体制に基づき確立するよう閣僚に

指示した。この目的は、2006 年までに APEC 域内の取引コスト 5％削減を実現することであ

る。 

 

2002 年ロス・カボスにおいて、APEC 参加各国・地域首脳は、国際貿易取引コストを削減す

るための具体的な行動及び措置のメニューを含む「APEC 貿易円滑化行動計画」を承認した。

各国・地域は 2003 年の第 1 回高級実務者会合（SOM）までに行動及び措置を選択すること

を求められた。首脳はまたモノの移動、基準、ビジネス関係者の移動に関する幾つかのパス

ファインダー・イニシアチブを承認した。 

 

さらに首脳は、海上・航空輸送貨物のセキュリティ対策を含む APEC 域内の安全な貿易の強

化を上海反テロリズム宣言の目標として特定した。 

 

ABAC は全ての参加国・地域が貿易円滑化行動計画を提出したことを賞賛する。その一方で

ABAC は、この行動計画の様式が統一されておらず、多くの場合その内容が不明瞭または具

体的でないと考える。また行動計画の中で能力構築のニーズを明示しているのが一部の発展

途上国・地域にとどまっていることに留意した。 

 

米国は全ての輸送形態（海上、航空、トラック、及び、鉄道）における貨物のセキュリティ

対策に関する一連の規則を提案し、米国への輸入、ならびに、米国からの輸出の全てに適用

される新たな対策の実施を検討している。ビジネス界においては、セキュリティの強化が貿

易円滑化を阻害し、新システムへの遵守に要する費用がビジネス・コストの増大を招くこと

への懸念が高まっている。 
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提 言 

ABAC は以下を提言する。 

 

1. 参加各国・地域が提出した行動計画を着実に実施すること。民間セクターから要請があ

った場合には、追加的な行動や措置をメニューから選択し実施すること。 

2. 行動計画実施状況の監視を促進するため、各国・地域は、自らが実施しようとする行動

を個別行動計画（IAPs）の該当部分に共通の様式で明記すること。 

3. APEC は貿易円滑化行動計画を IAP ピア・レビュー・プロセスの対象に含めること。 

4. APEC 域内の発展途上国・地域は、貿易円滑化行動計画の実施に不可欠な、具体的な能

力構築のニーズを明示すること。 

5. APEC は、参加各国・地域が共同行動計画として実施する行動計画を特定すること。 

6. APEC 参加各国・地域は早急にパスファインダー・イニシアチブに参加すること。 

7. 貿易円滑化とセキュリティという二元的な目標を達成するために、APEC 参加各国・地

域が共同して以下の行動を実施すること。これらの行動は中小企業のビジネス環境改善

にも貢献するものと思われる。 

• 全ての輸入および港湾関連の手続きを対象としたシングル・ウィンドウ・システム

を開発し、ペーパーレス貿易を実施すること。全ての政府及び民間の情報システム

が接続されるべきである。シングル・ウィンドウ・システムはペーパーレス貿易の

実施に必要不可欠である。 

• 高リスク貨物を管理し、低リスク貨物の移動を円滑化し物理的検査を最小限に留め

るため、高度なリスク管理手法を開発し適用すること。ABAC は、APEC に対し、特

定のリスク管理基準に基づく関税当局による通関手続きを迅速化するため、「認定事

業者（オーソライズド・オペレーター）」の概念を採用するよう提言する。 

• 透明性向上、ビジネス・コストの削減ならびに貿易促進のために、貿易関連手続き、

法規、規則（通関及び検疫を含む）に関する最新の情報を公表すること。 

 

Ｂ．ビジネス関係者の移動 

 

背 景 

ABAC は、ビジネス関係者の国境を越えた移動の円滑化のため、APEC 参加各国・地域に対し

て APEC ビジネス・トラベル・カード（ABTC）への参加を繰り返し要請してきた。 

 

2003 年 5 月にコーンケーン（タイ）で開催された第 2 回高級実務者会合において、パプア・

ニューギニア及びベトナムが ABTC 制度への参加を表明した。この結果、ABTC に参加した

国・地域数は 16 カ国・地域となった。ABAC は本制度によってもたらされる多大な利益を認

識している。しかしながら、現在本制度を実施しているのは 10 カ国・地域にすぎず、また

カード発行枚数も域内のビジネス関係者の移動を円滑にするには不充分である。また ABAC
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は、制限規定の存在や、入国審査官の間にさえ見受けられる本制度に対する認識不足が、ABTC

の利用を制限していることを理解している。 

 

ABAC はまた、入国審査の効率性やセキュリティの向上のために参加国・地域が導入する互

換性のない手続き及び技術が、実際にはビジネス関係者の迅速な移動を阻害し、ビジネス・

コストの増加を招く恐れがあることを認識している。 

 

提 言 

1. APEC 参加各国・地域は、早急に APEC ビジネス・トラベル・カード制度へ参加するとと

もに制度の実施を行うこと。 

2. APEC 参加各国・地域は、ABTC 制度の運営上の問題点を特定し解決に向け共同で取り組

むとともに、同制度の円滑な実施に必要な能力構築のニーズを確認すること。 

3. APEC は、ABTC 制度に関する規則の見直し及び標準化を実施し、同制度の利用者にとっ

ての使い勝手を向上させること。 

4. APEC は、域内のビジネス関係者の ABTC 利用を促進するため、同制度の利便性及び運

用に関する情報提供を充実させること。 

5. APEC は、ABTC 制度と北米地域で実施されている電子的トラベル・カード制度との互換

性を図ること。 

6. APEC 参加各国・地域は、入国管理手続き及び基準を域内全体で共通化するために、入

国管理システムの開発に協力すること。 

 

 

ＶＩ．金融システムにおけるセキュリティの強化 

 

背 景 

公的・民間部門の協調を高めることは、テロリスト・グループが金融システムを資金の移動

に利用することを防止し資金洗浄を取り除くための方策を効果的に実施するために必要であ

る。金融活動作業部会（FATF）と他の世界的・地域的公的機関およびウルフスバーグ・グル

ープといった民間グループとの協働を通じて、国内およびクロスボーダーの施策の効率性を

確保することもまた重要である。関係する機関と金融機関の国内レベルの協議が一定の国・

地域で強化されることが必要である。ビジネスの視点からは、特定の施策を実行する際に金

融取引の効率性が維持され、善意の顧客の権利、就中、守秘の権利に配慮が払われなければ

ならない。また、最近時の主要なテロ攻撃の発生に鑑み、再保険部門の資本増強支援と損害

保険業界で高まっている不確実性の軽減の施策も取られなければならない。 
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提 言 

 

Ａ．金融システムを通じるテロリスト資金の移動の除去 

 

1. 金融部門におけるセキュリティを強化し、施策が金融サービスの提供について効率性と

有効性を維持するために公的・民間部門の協調が高められるべきである。特に、ABAC は

金融機関が取引を行っている相手方および顧客が維持している結び付きの特質を知り、

それにより疑わしい取引を特定し政府と効果的に連携できるようにするため、各参加

国・地域政府が周知および疑わしいテロリストおよび関係当事者の身元に関する意味の

あるデータを提供することを要請する。 

 

2. APEC 参加国・地域はウルフスバーグ原則を見直し、いかなる新しい施策も健全な商業原

則と民間部門機関および善意の顧客の利益を反映するよう確保すべきである。APEC 参加

国・地域は FATF および IMF の反資金洗浄と反テロリスト金融体制（報告、透明性、情報

共有）の妥当性評価を注意深く見守るべきである。またシステムに欠くと見なされた国・

地域は体制を強化する施策を優先的課題として実施すべきである。 

 

3. 全ての APEC 参加国・地域に亘って金融取引の監視と報告を強化するための能力構築の

強化に関し、ABACの取組みはAPEC反テロリズム作業部会の取組みと連携すべきである。 

 

Ｂ．世界的再保険市場の資本増強と損害保険市場における不確実性の軽減 

 

1. APEC 参加国・地域は、再保険部門の資本増強を以下により支援すべきである。(a) 市場

におけるマーケット基づいたプライシングと競争の促進、プライマリーおよび再保険部

門に影響を与える過度な課税賦課の撤廃、保険業者による税前利益の準備金への繰入れ

許容と、損失発生の場合の取崩しに対する課税の限定、(b) テロに備えるための政府支援

によるバックストップ取極め。同取極めは、掛目は妥当に設定され、取り止めの際の戦

略を提供し、また民間部門保険業者の参加を促すべきもの。(c) 公的な責任に関する案件

での過度で予見不能な支払要求の制限を目的とした関係する裁判管轄権における法的手

続きの改革。 

 

2. APEC 参加国・地域は以下による保険部門の不確実性の軽減を助長すべきである。(a) テ

ロ攻撃に非常にねらわれ易い社会的、経済的活動の分野においてセキュリティを強化す

るための商業的に持続可能な方策の発展の支援、(b) 世界的な再保険部門を監督するため

の国際基準の発展に取り組む保険監督者国際機構（IAIS）の取組みの助長、(c) 再保険業

者の活動と支払能力に関する事項についての国家機関間の報告を強化する OECD のスキ

ームへの支持と参加、(d)妥当な資本および規制基準が保険および再保険市場への新規参

入者へ適用されることの確保、(e)金融商品を提供し、長期負債に対し適切に資産対応す
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るための保険業者ならびに再保険業者のニーズをサポートすることが可能な資本市場の

発展の促進。 

 

 

ＶＩＩ．多角的貿易円滑化交渉の開始 

 

背 景 

貿易円滑化の議論は主として国際的なモノの移動と支払手段を管理する手続きとそれに伴う

情報の流れに向けられている。ABAC は、新たな WTO 交渉における最も重要な要素の一つと

して考えられる貿易円滑化の議論は、「APEC 貿易円滑化・行動及び措置のメニュー」の主要

項目である税関手続きと実務の簡素化と調和化に焦点を当てるべきと考える。 

 

貿易円滑化交渉の開始が市場のさらなる自由化による利益享受を実現するために必要であり、

ABAC はそれを支持する。これらの交渉の結果として導入される措置は、簡素化、規格化、

透明性、予見可能性、公平といった重要な円滑化原則を保証する関税と貿易に関する一般協

定（GATT）の該当条項と関連すべきである。 

 

提 言 

ABAC は APEC 参加各国・地域に対して以下の提言を実施するよう要請する。 

 

1. 貿易の流れを効率化し、貿易の利益を後発発展途上国、発展途上国、先進国のすべてが

共有できるよう、貿易円滑化の重要性を再確認すること。 

2. 全ての参加国・地域が、貿易円滑化の改善による利点を認識、かつ、利用できるような、

充実した技術的支援および能力構築に取組むこと。 

3. 交渉の確固たる基盤を築くため、貿易円滑化に関するニーズおよび優先課題についての

包括的な見直し作業を実施すること。 

4. 効率性と公正な関税手続きを確保するため、以下に挙げる適切な措置を講ずるよう確約

すること。 

• 物理的検査を実施する割合を最小化するために、物理的検査の対象となる貨物を識

別するための適切な選定基準を利用すること。 

• できるだけ早急に、紙の代わりに電子的データを受け入れること。 

• 明確な商業ニーズ及び業務要求に対応し、税関等の通常業務時間を延長すること。 
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ＶＩＩＩ．知的財産権保護の強化 

 

背 景 

知的財産権の適切な保護は、活力ある、革新的な社会の確保に必要不可欠である。経済成長

は、知的財産の創造、保護、活用と開発によって支えられている。知的財産権保護の欠如は、

知的財産権を生み出す国・地域、及び、知的財産権を侵害する国・地域の双方にとってマイ

ナスの影響をもたらす。 

 

知的財産権の効果的な保護は、外国直接投資の流入を促進し、外国企業の国内生産を増加さ

せ、結果として国内経済の成長を促進する。また、厳重な知的財産権保護はアジア・太平洋

域内全体のより大規模な技術移転をもたらす。 

 

ABAC は設立以来、APEC 各国・地域首脳に対して知的財産権保護に関する多数の提言を行っ

てきた。ABAC は APEC 域内における知的財産権保護、特に権利行使の実効性が不充分であ

ると認識している。 

 

ABAC は、各国・地域における知的財産権サービス・センターの設立が、2003 年 6 月にタイ

のコーンケーンで開催された APEC 貿易担当大臣会合において決定されたことを歓迎する。

しかしながら、急速に進む産業界の技術開発及び世界経済のグローバリゼーションに知的財

産権保護は大きく立ち遅れており、さらなる取り組みが必要である。 

 

提 言 

APEC は、知的財産権保護の欠如が将来のアジア・太平洋地域における経済開発を阻害する

ことがないよう、適切な法的インフラの整備と施行に向けて資源を提供する必要がある。 

 

知的財産権の管理体制実現において、APEC 参加各国・地域は、知的財産権保有者の権利と

社会全体の福利とのバランスに留意しなければならない。知的財産権の法的保護が、恵まれ

ない社会階層に不利益をもたらし、先進国・地域と発展途上国・地域との間に構造的格差を

生むようなことがあってはならない。 

 

ABAC は、目標達成に向け知的財産保護と域内協力を強化するために以下の項目を実施する

よう APEC 各国・地域首脳に対して要請する。 

 

1. 権利侵害を防止・阻止するため、権利侵害に対する効果的かつ迅速な措置を講ずること。

適切な措置には法廷による勧告、損害賠償、不正商品の破壊、不正商品の差し押さえと

証拠の保全措置、税関当局による水際措置、刑事手続の執行と制裁措置などが含まれる。 

2. デジタル・コンテントに関する世界知的財産機関（WIPO）条約を承認し批准すること。

光学メディア製品の海賊版が広く流通している国・地域においては、民事的・刑事的対
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策を補完し光学メディア製品の生産を管理する強力な法律と執行体制を整備すること。 

3. 2004 年末までに参加各国・地域に知的財産権サービス・センターを設立すること。知的

財産権を侵害された企業に対して同センターが真に効果的かつ有効であるように、APEC

は同センターの役割及び運営について明示すべきである。 

4. 知的財産保護の重要性及び意義に関して国民を教育し、知的財産権についての理解を促

進すること。参加各国・地域の実状に応じた能力構築プログラム作成が必要である。 

5. 権利行使機関の職員及び司法部門の専門家に対する能力構築を強化し、知的財産権に関

する法的インフラの強化をはかること。 

6. 知的財産権についての啓蒙促進を行う知的財産権ツールキットを開発するとともに、工

業所有権の権利行使に関する具体事例を共有すること。 

7. 適切かつ効果的な権利保護と国民への理解促進活動を強化するため、「APEC 域内知的財

産保護に関する包括的戦略」を策定すること。 

 

 

ＩＸ．経済法制度整備 

 

背 景 

ABAC は昨年、APEC 首脳に対して、競争政策、消費者保護、国際的契約などの実質的な分野

ならびに裁判外紛争処理や倫理規定などの非実質的分野における、裁判官ならびに予審判事

を対象とした模範的な司法研修プログラムの作成を支持するよう提言を行った。 

 

APEC 首脳はロス・カボスにおいて、世界経済および地域経済の根本的な変化に対応しつつ、

ボゴール目標の達成に向けた強い約束を反映するため、市場機能の強化を含む大阪行動指針

（OAA）の拡大を承認した。経済法制度整備という新たな項目が OAA に加えられた。 

 

ABAC は、APEC の経済法制度整備調整グループの強力な主導のもと、会社法に関する研修や

競争政策研修プログラムが実施されたことを高く評価する。 

 

今年は、「債権回収訴訟・仲裁手続と、APEC 地域に有効な国際的手段」という新規の調査プ

ロジェクトが進行中である。この調査により、債権回収に関して、域内の民間セクターが直

面する次のような問題点が明らかとなった。 

• 法制度の不備。 

• 訴訟・回収手続における、透明性、予見可能性、迅速性の欠如。 

• 債権回収規則の実施および執行における、予見可能性、客観性の欠如。 

• 不充分な担保制度。 

• 判例を含む、法律情報へのアクセスの困難さ。 
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提 言 

ABAC は、確立された法規範に基づき、また各国・地域における文化的に規定された公正さ

の概念に沿って効果的に問題を解決する法制度が、ビジネス円滑化には必要不可欠な要素で

あることを繰り返し主張する。確固たる経済法制度を伴った、健全に機能する市場こそが、

持続的な経済成長を促進する外国投資を引き付けるのである。 

 

ABAC は、APEC 参加国・地域に対し、経済法制度整備のため以下の項目を実施するよう要請

する。 

 

1. 訴訟手続における予見可能性、透明性、客観性を強化すること。特に合理的な理由の無

い遅延を避けること。 

2. 債務確定の判決に基づき、債権回収を迅速に執行すること。 

3. 債権回収を強化するため、訴訟に関する手続を整備すること。 

4. 裁判外紛争処理（ADR）の機能を強化すること。 

5. 判例へのアクセスを容易にすること。 

6. 上記の措置を実施するための能力構築ニーズを明確化すること。 
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均衡の取れた公平な成長への鍵となる能力構築 

 

ABAC は自由化と円滑化の利益は持続的発展のための能力構築なしには十分に享受できない

と認識する。ABAC は APEC 首脳に対し、均衡が取れた公平なグローバリゼーションへのア

プローチの必要性を強調して来たが、そのアプローチとは市場開放と能力構築、全員参加の

一体化である。能力構築は、APEC の貿易と投資の自由化、円滑化という課題への社会全体

の信頼性回復や支持、ならびにボゴール目標の達成にとって必要不可欠である。 

 

この課題に取り組むに際して、ABAC は能力構築についてのより明確な定義、および格差を

識別し能力構築のイニシアチブを優先付けする枠組みが必要であると認識する。「能力」は、

制度や組織、個人がその役割を果たし、問題を解決し、自らの課題設定および達成を効果的、

効率的かつ持続可能な方法で行うことであると解釈される。ABAC は APEC 域内の能力構築

の取組みにおいて、3 段階の枠組みを提案する。即ち、制度面の能力構築、組織面の能力構

築、および人的な能力構築の 3 つである。 

 

 

Ｘ．ABAC 提言を補強する能力構築 

 

能力構築が APEC 域内のビジネス環境を広範囲に亘り向上させ得ることに鑑み、ABAC はい

くつかの具体的な措置を選びこれに焦点を当てた。これらの措置は、金融安定化、貿易・ビ

ジネス円滑化、貿易・投資自由化、基準と適合性、中小企業と零細企業およびインフラ整備

の分野における、本年度の ABAC から APEC 首脳への中心的な提言の達成と促進に資するも

のである。 

 

Ａ．金融システムの強化 

 

背 景 

様々な参加国・地域における金融システムの核心要素の脆弱性に焦点を当てる必要がある。

これらの中には、銀行システムにおけるリスク管理と慣行の改善、多様化され革新的な金融

商品が確保されるような資本市場の深化、活気のある金融システムをサポートする改善され

た法的、制度的枠組み、ならびに域内金融活動における協力を促進する高度化された地域金

融アーキテクチャーが本質的に含まれる。能力構築イニシアチブの支援を含めてこれらの問

題に同時に取り組むことは、域内の経済的、金融的な期待を大きく高め、APEC 域内の全て

の共同体の生活レベルを改善するのに役立つ。 
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提 言 

 

１．銀行システムにおけるリスク管理の強化 

 

a. APEC 財務大臣は、ABAC と PECC が発起人となりアジア開発銀行（ADB）が協力し

ている金融部門の能力構築のための公的・民間部門諮問グループへの財務省幹部職

員の活発な参加を支持すべきである。 

b. 生命保険および年金のための既存の能力構築プログラムは一般の保険会社や証券会

社に加えて銀行の参加を含むよう拡大されるべきである。より多くの APEC 参加国・

地域がリスク管理に関する追加的プログラムのための資金と施設の提供を行うべき

である。 

c. 能力構築の取組みは信用とオペレーショナル・リスクの分野に焦点を当てるべきで

ある。また、データの有効性に関する問題を取り上げることに加え、人材や技術の

開発にも向けられるべきである。 

 

２．破産法の改革と債権者権利の法的保護 

 

参加国・地域は、非公式な企業救済の枠組みに加えて、強制執行システム、債権者権利の法

的枠組み、担保付貸出、企業倒産の基準となる主要原則に基づく能力構築プログラムを整備

すべきである。 

 

３．証券化と信用保証市場の発展の促進 

 

a. 発展途上の参加国・地域は関係当局、金融機関および主要な市場参加者を含めて、

資産の証券化に関する自らの協議委員会を設置すべきである。 

b. APEC は域内において証券化フォーラムを招集すべきである。同フォーラムは、関

係当局および市場参加者の代表者が意見交換を行い地域協力について協議する場

である。 

c. このようなフォーラは、上記の商品や市場、透明な法制および税制の枠組みの創設

のための一連の原則と最良なる慣行の進展、現行規制の改革、市場参加者による市

場発展への取組み支援、初期の段階での市場発展の促進、ならびに中小企業の利益

の確保に注力すべきである。 

 

４．国内および地域債券市場発展の推進 

 

a. APEC は ABAC が過去に行った主要な提言を実施すべきである。提案の中には、各国・

地域における債券市場の発展を促進するための調整機関の設置や、クロスボーダーの

債券投資を円滑化するための、強固な法的規制の枠組みやマーケット・インフラ、信
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用力があり独立した格付機関を推進する能力構築の施策が含まれる。 

b.  APEC は、国内および地域債券市場の発展への取組みが以下の原則と慣行に基づくよ

う確保すべきである。 

 

• リスクに相応しいプライシングと長期資金の割り当てを歪める措置の回避。 

• 開かれた競売に基づく市場活動規則。 

• 市場により認知され受入れられた方法により等級を付された基準化商品。 

• 参加者がルールを心得た規律ある市場で活発な取引を確保するためのなかりの

数の公認された売り手と買い手（仲介人）の存在。 

• 商品に対する売買の強い意欲。 

• 効率的なクリアリングと決済システム。 

• 質の高い第 2 次市場。 

• 質が高く効率的な先物、レポ、および短期資金市場。 

• 他の金融商品やサービスと債券を差別しない税制や規則、政策環境。 

• 信頼出来る長期期日もののイールド・カーブ。 

• 信用のある格付システム。 

 

一つの合意された通貨ないし複数通貨のバスケット建てとなる地域債券市場の発展において

は、上記に加え、以下の重要な要素と原則が商業的に高い連関があり成功するために重要で

ある。 

 

• 会計と監査基準に加えて、商品を規定する調和された基準とそれらが等級され

る方法。 

• 全ての興味ある国・地域の参加が可能で包含的なアプローチ。 

• 非居住者の債券保有者に支払う金利に対する源泉徴収免除。 

• 決済と利払および償還払について為替の障害がないこと。 

• 国際的に認められた基準に基づく共通で透明なルールと処理方法を有する市場

で全ての国・地域からの貯蓄者と借入人の市場参加の奨励。 

• 国外の参加者に対しても内国民待遇を規定する透明な規則に従った承認のプロ

セスを有し、一定のプレゼンスを許容する市場への、全ての国・地域から興味

ある企業の参加。 

 

c. APEC は、地域の債券市場のインフラを発展させ、機関投資家層を拡大し、アジア債

券市場イニシアチブ（ABMI）やアジア債券基金（ABF）のようなイニシアチブを通じ

て市場発展を促進する取組みにおいて、関係する民間部門グループと全ての興味ある

参加国・地域の積極的な関与と参加を奨励すべきである。 
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５．金融の安定化を維持するための地域協力 

 

a. APEC 参加国・地域は APEC 地域および準地域（sub-regional）の金融および経済メカ

ニズムが金融システムの安定のみならず、ビジネス取引の効率化と域内の経済成長に

貢献するよう確保すべきである。 

b. APEC は ASEAN プラス 3 によるチェンマイ・イニシアチブ（CMI）のレビューを歓迎

し、参加メンバーとメカニズムに関してさらに高い透明性、効率性、有効性に向けた

進展を促すよう奨励すべきである。同時に、IMF のような国際機関やその他の地域機

関を効果的に補完する地域的取極めの発展を促すべきである。 

c. APEC は、域内に興こっている金融的な発展への理解を深めかつ改善するための IMF/

民間部門金融協議グループの設置、および、域内の金融および経済協力をさらに推進

し発展させるための公的・民間部門からの専門家を含めた政策フォーラムを設立すべ

しとした ABAC の過去の提言を実施すべきである。 

 

６．中堅中小企業のためのベンチャー・キャピタルの発展の推進 

 

a. APEC 財務大臣は ADB や米州開発銀行（IADB）、世界銀行といった国際機関の協力を

得て、また ABAC や PECC、さらに先進国ならびに発展途上の国・地域の両方から専

門家や政策立案者、監督当局やベンチャー・キャピタル業界の市場参加者の参加を得

て、組織や政策、業界の規制に関連した最良なる慣行を特定するための政策対話を開

始すべきである。 

b. この政策対話は、特に、投資の経済的インセンティブを歪めることを回避し、自由な

市場で中堅・中小企業向け金融が進展することを可能にする政策や規制の構築に注力

すべきである。 

 

 

Ｂ．基準と適合性に関する措置 

 

背 景 

基準における調和の欠如は、域内の貿易発展を制限する最も大きな要因の一つである。進展

が遅れている主な原因としては、域内で基準と適合性に関するインフラストラクチャーが不

規則に開発されたことが挙げられる。その結果として、国際的基準開発機関の活動への参加

や、地域的な相互承認協定の開発への参加に十分な能力を備えた APEC 参加国・地域はほと

んどない。 

 

APEC 域内を通じて、当局がより広範囲に、国際的に交流する自信を持てる程度にまで技術

競争力が充分に高められるのであれば、能力構築は必要不可欠である。 
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現 状 

APEC 閣僚は、この分野における能力構築の必要性を認識している。閣僚は 2002 年に相互承

認取り決めを含むパスファインダー・イニシアチブの幾つかを承認した。また閣僚は、APEC

参加各国・地域の幅広い参加を促進するため、関連する APEC フォーラに対して、能力構築

を含め、これらイニシアチブの進捗状況の見直しを実施するよう指示した。 

 

提 言 

我々は APEC に対し、途上国参加国・地域が国際的基準開発機関に参加できるよう能力構築

への取組みを一層推進することを要請する。これらの取組みには、相互認証協定（MRA）と

政府指令ではなく市場要因に基づいた「一つの基準、一回の適合性試験、どこでも受け入れ

可能」の目標を政府が実施できるよう、当局が国際的基準開発プロセスに積極的に参画する

ための技術競争力向上が含まれている。 

 

能力構築については、試験室内検査・認証認可・計量および法定計量に関する地域専門家機

関の枠組みの中で、自主的な取組みによる共同行動に焦点を当てるべきである。また、中小

企業が基準遵守に関する不相応な費用を負担することがないよう、注意が必要である。 

 

 

ＸＩ．能力構築に関する優先課題 

 

能力構築はAPEC域内のビジネスの大部分を構成する中小企業及び零細企業の成長を支援す

る上で重要である。起業家育成は経営管理能力や、情報通信技術（ICT）へのアクセス拡大促

進を通して行われる人的能力構築である。 

 

Ａ．中小企業と零細企業 

 

１．中小企業及びマイクロファイナンス金融機関のための管理能力構築の促進 

 

背 景 

経営管理能力を取得し、それを向上させるのは、中小企業とマイクロファイナンス金融機関

における能力構築の最も重要な課題の一つである。中小企業の管理者はマーケティング、財

務、人材育成、および運営など全範囲のビジネス機能に関する継続的な教育訓練を必要とし

ている。また、世界規模の競争環境で活動しようとしている中小輸出業者にとって、ISO9000

品質管理システムの構築と実施は重要である。継続的な経営能力構築は、多くのAPEC参加

国・地域において零細企業支援に活躍しているマイクロファイナンス金融機関にとってもま

た有用である。 

 

APEC 中小企業担当大臣は、2001年8月の上海会合において、起業家を支援するコンサルタ
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ントや弁護士及びその他の専門家のためにAPECの国際的訓練と認証プログラムとして、中小

ビジネス・カウンセラー国際ネットワーク（APEC IBIZ）の設立を承認した。 

 

提 言 

ABACは、APEC各国・地域に対して以下の提言を行う。 

a. 中小企業のカウンセラーのAPEC IBIZネットワークを認識し支援するとともに、早急

に、より多くの域内の中小企業カウンセラーを専門家として認定すること。 

b. 中小企業管理訓練について、APEC中小企業作業部会及び他のAPEC作業部会、特に

APEC人材養成作業部会との連携を強化すること。 

c. オンライン・トレーニングと遠隔学習を含む中小企業技能開発に関して、APEC中小

企業担当大臣と最善の慣行を共有すること。 

d. APEC各国・地域政府に対し、会計や管理に関するより質の良いトレーニングなど、

マイクロファイナンス金融機関の経営能力強化のためにさらなる措置を考慮するこ

と。 

 

２．中小・零細企業の情報通信技術導入の促進 

 

背 景 

APEC域内でICTの利用が拡大し続けているが、中小・零細企業による利用は、他のセクター

に比べ遅れている。ICTの恩恵について中小・零細企業の認識と理解を増進し、ICT知識のあ

る人材の育成を支援することがまだまだ必要である。 

 

APEC中小企業担当大臣は、アカプルコ会合で､情報通信技術が中小企業と零細企業にとって、

それらの製品とサービスについて､より広範にグローバルな市場で顧客獲得を可能にするた

めに必要不可欠な役割を担っていることを認識した。また、担当大臣は、企業家がより良い

経営を行うための技術利用と、国際市場に参入するための能力を育成する人的能力構築を強

化する必要性を認識した。 

 

提 言 

ABACは以下を提言する。 

a. APEC中小企業担当大臣が、中小企業によるICT利用を加速化させる方策を検討するこ

と。この方策にはICTに関する情報及び助言へのアクセス促進、ICTへの投資支援、中

小企業及び零細企業による電子商取引を促進する方策、などが含まれる。 

b. それぞれの国・地域内で情報へのワンストップ・アクセスや中小企業が利用可能なサ

ービスを備えたAPEC中小企業ポータル・サイトを2003年10月までに完成させること。 
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Ｂ．インフラストラクチャー整備 

 

もう一つの重要な課題は、重要なインフラストラクチャーを支える教育訓練、ブロードバン

ド・アクセス、リサイクルに関する地域的能力構築を含む、APEC域内におけるインフラスト

ラクチャー整備の促進である。 

 

１．APEC域内でのブロードバンドヘのアクセス拡充 

 

背 景 

ブロードバンドの展開は、殆どすべての情報技術システムとサービスための重要な要素であ

り、e-APEC推進とデジタル･デバイド解消のために重要である。ブロードバンドがAPEC参加

各国・地域に適切に設置されれば､ほとんど全ての情報通信やコンピュータ・サービスの実施

もより容易で、より速く、より一般的にアクセスしやすいものとなろう。 

 

APEC参加各国・地域首脳は、2000年ブルネイにおいて、個人、あるいはコミュニティーベー

スでAPEC参加各国・地域の全国民が2010年までにインターネットにアクセスできるようにす

ることを約束した。2001年上海において、APEC首脳は、容量と伝送速度を増加させる高帯域

幅ネットワークへの投資を奨励することによってAPECをデジタル社会に変えるという

e-APEC戦略を採択した。2002年ロス・カボスにおいて、APEC首脳はe-APEC戦略の実現を歓

迎し、e-ビジネスとブロードバンド・ネットワークの推進のため、投資と技術開発を促進す

る政策実施に向けた作業を加速化するよう閣僚に指示した。 

 

提 言 

ABACは、APEC各国・地域に対し以下を提言する。 

 

a. APEC首脳が、域内のインターネット・アクセス目標を更新するAPECブロードバンド・

アクセス目標を採用し、ブロードバンドの重要性を認識するよう要請すること。 

b. APEC参加各国・地域が、APEC電気通信作業部会を通じて、各国・地域におけるブロ

ードバンド政策の情報を交換し、ABACに域内のブロードバンド拡充の進捗とプログ

ラムを2004年以降毎年報告することを勧める。 

 

２．APEC域内の重要なインフラストラクチャーを支える教育訓練 

 

背 景 

APEC参加各国・地域が均衡のとれた公平な経済成長を達成する上で直面する主要な課題の一

つに、急速な都市化の問題が挙げられる。APEC域内、特に発展途上国・地域の成長著しい都

市ではインフラストラクチャー整備は必要不可欠である。清潔な水、エネルギー、住宅、オ

フィススペース、教育および移動性などの急速な都市人口の増大に伴う基本的なニーズにタ
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イムリーで効果的な方法で対応しなければ、これらの商業中心地で得られる利益が失われ、

発展の持続性が抑制されることになる。インフラストラクチャーヘの投資と共に、技術者と

熟練技能者のための教育と技能訓練も必要である。 

 

APECのイニシアチブはAPEC域内における熟練労働者と専門家の移動性を促進したが、APEC

参加各国・地域におけるインフラストラクチャー整備に必要な技能訓練によって開発を促進

することもまた重要である。APEC人材養成担当大臣は、良質な基礎教育へのアクセスや、適

切な市場主導の技能訓練、再教育や生涯学習の充実を通して、拡大する技能格差に取り組む

ことが、APECの優先課題であることを認識した。 

 

提 言 

ABACはAPEC参加各国・地域に対して以下の提言を行う。 

 

a. APEC参加国・地域が先住民族のエンジニアリング技能と技術とその他のインフラスト

ラクチャー関連サービスに関する能力を構築するために、教育プログラムと関連設備

を整備する努力を倍化すること。 

b. APEC域内、特に発展途上国・地域において成長している都市でのインフラストラクチ

ャーのニーズとプロジェクトを管理する地方都市、州/県、そして国家レベルでの政

府実務担当者向けの教育訓練の必要性を認識すること。 

c. 教育機関や政府・民間と協力して、APEC参加各国・地域内で教育訓練資源を最大限利

用する方策を検討すること。また、ABACが、APEC人材養成作業部会の代表者の参加

を通して、常に進捗を知ることができるようにすること。 

 

３．循環型経済の促進 

 

背 景 

グローバリゼーションは、製造や生産における劇的な構造変化を引き起こした。製造業にお

いて組立工場の海外移転が続いており、完成品と部品の国境を越えた動きが増加している。

同時に、APEC参加各国・地域は、増加するゴミ処理と天然資源の枯渇を含む環境問題に直面

している。APEC域内における持続的成長を促進するために、APEC参加各国・地域が環境保

護の3R ― Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）― の受け入れを推進

することが不可欠である。 

 

ABACは、循環型経済を促進させる取り組みにより、APEC参加各国・地域が国境を越えた貿

易の円滑化、外国直接投資の誘致、雇用の創出、技術移転や新しい産業の発展を可能にする

と確信している。 

 

ABACは、既に幾つかのAPEC参加国・地域が循環型経済に向けて取り組みを開始しているこ
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とを認識しているが、拡大する国境を越えた経済活動に対処するためには、域内レベルにお

けるより一致協力した努力が必要である。これには、リサイクルの課題に関する域内の共通

理解の醸成、リサイクルに関する政策及び規制についての情報の共有やリサイクル導入に関

する技術協力の促進が含まれる。 

 

ABACは、APEC人材養成作業部会の人材養成ネットワークによるAPEC域内における循環型社

会の促進を図るプロジェクト策定の進展に留意する。 

 

提 言 

ABACは、APECが循環型経済システム構築に関するAPECプロジェクトの開発にあたり、下記

の目的を達成するために民間部門と協力することを勧める。 

 

a. APEC参加各国・地域内で循環型プログラムを実施するに当たっての、問題点及び課題

の明確化。 

b. 循環型システムを実施している産業のベストプラクティスの共有。 

c. 循環型経済を進めるにあたっての、能力構築ニーズの明確化。 

d. 一部の国・地域における、試験的な能力構築プログラムの立案、開発、実施。 

e. リサイクルに関する情報共有を行うための、民間・ビジネス界を含む専門家ネットワ

ークの構築。 

 

ABACはまた、APEC域内における循環型経済システムの開発を進めるための地域的合意に関

する議論を支持する。 
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コーポレート・ガバナンスへの取組みと透明性の改善 

 

背 景 

APEC は、開かれて透明なメカニズムに主眼を置き、公的・民間部門の更なる協力を通じて、

全ての参加国・地域において望ましいコーポレート・ガバナンスの推進に注力しなければな

らない。APEC は、例えば OECD のアジア円卓会議での作業を参考にすることにより、地域

をカバーするコーポレート・ガバナンスと透明性の強化のためのベンチマークを打ち立てる

必要がある。これらの取組みは企業部門、特に高レバレッジ機関（HLI）や、世界の金融シス

テムの管理において主要な役割を担う国際金融機関（IFI）、および APEC 地域における規制当

局や政府企業を含む主要な公的部門組織における望ましいガバナンスと透明性の推進を包含

するものでなければならない。 

 

提 言 

 

ＸＩＩ．望ましいコーポレート・ガバナンスの推進 

 

1. APEC 参加国・地域は APEC 財務大臣プロセスにおけるコーポレート・ガバナンスに

関するパスファインダー・イニシアチブを実施し、より幅広い参加を奨励すべきであ

る。 

2. APEC 参加国・地域は、コーポレート・ガバナンスを専門に扱う団体が設立されてい

ない国・地域にあっては当該団体またはそれに替わる組織体の設立を促進し、これら

の機関が地域における最良な企業および規制慣行への洞察を提供するために地域の

組織体と共同し、さらに個々の国・地域のビジネス連合がその業務プログラムにコー

ポレート・ガバナンス訓練を含めるように奨励すべきである。 

3. APEC はコーポレート・ガバナンス問題に取り組む地域フォーラムへの参加を奨励す

ることによりアウトリーチおよびメッセージ伝達の幅を広げるべきである。そしてこ

の目的のために APEC のホームページに行事の予定表を掲載すべきである。 

4. APEC は開かれた市場メカニズムと世界的な貿易および資本市場の自由化がコーポレ

ート・ガバナンスに関するいかなる新しい施策にとっても指導原則となるようにすべ

きである。 

5. APEC 参加国・地域は 2002 年の APEC 首脳会議にて発せられた透明性に関する声明

を優先的に実施すべきである。 

6. APEC 参加国・地域は、企業再建の取組みが望ましいコーポレート・ガバナンスの原

則を反映させ、倒産企業の根源的な統治構造の弱点を是正しようとする民間部門の取

組みを促すべきである。 
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ＸＩＩＩ．コーポレート・ガバナンスと透明性の強化のための APEC 域内ベンチマークの確立 

 

1. APEC は、域内のコーポレート・ガバナンスと透明性の強化のための基準を開発する

ために、2003 年 7 月の OECD アジア円卓会議2で規定された枠組みを参考にすべきで

ある。 

2. APEC は域内のコーポレート・ガバナンスと透明性取極めの強化のための施策の主眼

のベースとして、OECD アジア円卓会議白書に記載されている 6 項目の優先分野を採

用すべきである。 

3. すべての APEC 参加国・地域は、広範なデータベースを提供して域内の最良な基準と

慣行の採用を奨励する能力構築の取組みを発展させることにより、同白書のマトリ

ックスを完成させるべきである。 

 

 

ＸＩＶ．高レバレッジ機関（HLI）、国際金融機関（IFI）、国内規制当局のガバナンスと透明性

の強化 

 

1. APEC 参加国・地域は、特に以下の施策を通じて、高レバレッジ機関間の透明性改善

についての取組みを支援し進展を追求すべきである。：(a) これら機関の強制的な情

報開示の推進、(b) 世界文書運営委員会（Global Documentation Steering Committee）3

が行っている法律規定の調和の促進、(c) 規制当局間の高レバレッジ機関に関する情

報の更なる共有。 

2. APEC 参加国・地域は、特に以下の施策により、IMF における強化されたガバナンス

と透明性の支持を継続すべきである。(a) 中核機能に関する活動に再度焦点を当て、

診断能力を更に開発し、政策的処方のための責任能力を更に高めようとする IMF の内

部の取組みへの支持、(b) 金融危機に対処するためのより幅の広い選択領域の開発、

(c) 全ての APEC 参加国・地域の参加、協力、協議を増進する改革の促進。 

3. APEC 参加国・地域は、特に IMF と世銀の金融セクター評価プログラム（FSAP）と国

際基準の遵守に関する報告（ROSC）への参加を通じて、国内の規制取極めにおける

ガバナンスと透明性を強化すべきである。 

                                                
2 アジアのコーポレート・ガバナンス：OECD アジア円卓会議白書 2003 年 6 月 10 日 
3 この機関に関する情報は http:/www.ny.frb.org/globaldoc/index.html にて入手可能 
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APEC へのビジネスからの助言の促進 

 

ビジネス界は、貿易と投資の自由化、円滑化における APEC の進捗状況を調べるのに最も良

い立場にある。域内における事業活動や投資を通じ、ビジネス・リーダー達は APEC が書面

上に記した達成事項が実際にビジネス環境における改善につながっているかどうかの実態チ

ェックを行うことができる。 

 

ビジネス界からの APEC への時宜を得た有益な助言を促進するため、我々は、ビジネス界か

らの意見具申を求めるメカニズムを APEC は見直すよう慫慂する。ビジネス界が APEC の進

捗を測定することができる主要なメカニズムは個別行動計画である。ABAC はそれらの調査

および評価を改善するためにいくつかの課題を強調している。 

 

 

ＸＶ．個別行動計画ピア・レビュー 

 

背 景 

個別行動計画の調査を通じてボゴール目標達成への APEC 参加各国・地域の進捗をフォロー

することは、常に ABAC 活動の重要な焦点であった。ABAC は、APEC が個別行動計画を調査

する方法を変更したことを歓迎するとともに、ピア・レビュー・セッションへの代表派遣を

通じ、調査プロセスに参加した。 

 

ABAC は、現在実施されているピア・レビューは効果的かつ正確であると考える。ピア・レ

ビューは、政府、ならびに、全ての APEC 参加国・地域に関心を有する民間の双方にとって

価値があり、理解を促進し、参考事例と参照指針を提供するものと考えられている。 

 

ABAC は、ピア・レビュー・プログラムが現在予定されている終了期限の 2005 年以降も継

続されるとともに、全ての国・地域が評価の対象となるよう提案する。 

 

2003 年 2 月に実施された評価プロセスにおいて、対象となった 3 ヶ国（豪州、カナダ、タ

イ）がボゴール目標達成に向けて着実に前進していることに注目した。しかしながら、各国

別に見ると、ある部門における目標を達成するために一層の前進が必要な、センシティブな

部門が存在する。農産品貿易の問題は、その最も代表的なものである。昨年の APEC におけ

る決定に従い、APEC 食料システムが今後、個別行動計画レビューの対象となることに注目

している。 

 

提 言 

ABAC は、APEC の閣僚がこれらのコメントに留意し、それらを支持するよう要請する。 
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ＸＶＩ．ビジネス・スクールによる個別行動計画レビュー 

 

背 景 

ABAC は、個別行動計画は貿易および投資の自由化、円滑化に関する APEC 参加各国・地域

の計画の明瞭な表現 ― 現在どの位置にあり、今後 APEC の約束をどのように履行するかを

示すロードマップ ― であるべきと考える。個別行動計画は、投資、マーケティングおよび

その他の決定を行う際のビジネスにとって有用な道具でなければならない。 

 

APEC は、ABAC からの要請に応じ、行動計画のフォーマットを標準化しており、それらをオ

ンライン上に掲載した。現在、それらは誰もがアクセス可能である。次の課題は、如何にビ

ジネスにとって親しみのあるものにするか ― それらは課題を明確にし、質問に答えている

か、あるいは、未だに理解しにくいか、ということである。 

 

その答えを求めるために、ABAC は、参加各国・地域の主要なビジネス・スクールに対し、

個別行動計画と BizAPEC のウェッブサイトを MBA 課程の学生の演習課題 ― 共同、あるい

は個別の研究分野 ― として利用し、学生の観察と評価を ABAC にフィードバックするよう

慫慂している。ABAC が受取った情報は、首脳、閣僚および実務者への ABAC 報告書に盛り

こまれる予定である。継続的なフィードバックにより、ウェブサイトのビジネスにとっての

有用性が改善することが期待される。この実践に参加する学校に報酬は提供されない。 

 

現 状 

現在、南カリフォルニア大学のマーシャル・ビジネス・スクールは、ABAC からの招待に応

じて、上手にプログラムを開発している。8 つの APEC 参加国・地域の個別行動計画を研究

する学生が選抜されている。10 月にバンコクで開催される ABAC 会議において、学生が評価

結果を発表する予定である。 

 

同様の方針でプロジェクトを実施する観点で、ニュージーランド、カナダ、フィリピン、タ

イ、ペルーおよびオーストラリアのビジネス・スクールにおいて議論が行われている。その

他の APEC 参加国・地域も、それぞれの国・地域内のビジネス・スクールと相談を始めるこ

とが期待される。 

 

提 言 

閣僚は、域内の随所においてビジネスにとっての有用性の観点から個別行動計画の評価作業

が進行中であり、しかも、この作業の進捗に関する報告書が随時送付されることに留意する

必要がある。 
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ＸＶＩＩ．ABAC 提言に対する APEC の対応 

 

ABAC は、東京会議において、ABAC の APEC 首脳への過去の提言に対する APEC における対

応状況を詳細に報告して頂いた APEC 事務局および APEC 高級実務者会合議長の代理者の参

加を歓迎した。 

 

ABAC は、その多くの提言が、首脳や閣僚の宣言や APEC 内の組織で検討されていることに

注目した。多くの場合、重要な課題についての検討が引続き行われており、今後の ABAC 会

議において更なる報告を受けることになるであろう。APEC における ABAC 提言を取扱う手

順は、ABAC と APEC システムの活動が今後ますます接近する方向で発展している。 
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結      び 

 

APEC は現在、地域的機関としての存在意義を問われている。地域が直面する現下の課題に

対する APEC の対応が、今後数年の APEC の妥当性を決定しかねない。 

 

域内の自由で開かれた貿易を 2010/2020 年までに達成するというビジョンを実現するため

には、APEC の対応は APEC 参加各国・地域の取り組みによって支持されるべきであると我々

は確信している。市場の開放、貿易障壁の削減、そして能力構築は、そうした開放性から全

ての APEC 参加国・地域が利益を享受することを保証するものである。長期的には、APEC

は地域的な危機に対して迅速かつ効果的に対応する能力についても検討し、強化していく必

要がある。 

 

ABAC は本提言に述べられている提言の実施により、域内のさらなる信頼を醸成し、域内の

投資、貿易、雇用に対するビジネス界の取組みが拡大されるものと確信している。 
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