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２０１５年フィリピンＡＰＥＣのテーマ及び優先事項・主要論点

１．地域経済統合の強化 （Enhancing the Regional Economic Integration Agenda）

２．中小企業の地域・グローバル市場への参画強化
（Fostering SME’s Participation in Regional and Global Markets）

３．人材開発への投資 （Investing in Human Capital Development）

 多角的貿易体制の支持

 FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）実現に向けた取組

 グローバル・バリュー・チェーンの発展・協力

 貿易円滑化、サービス貿易促進

 経済及び構造改革

 APEC2015のテーマ：

包摂的な経済の構築、より良い世界をめざして
（Building Inclusive Economies、 Building a Better World）

 資金、技術及び市場へのアクセス促進 等

 教育、健康、科学技術 等

４．持続可能かつ強靱な地域社会の構築 （Building Sustainable and Resilient Communities）

 防災（インフラ、ビジネス継続性 等）
 食料安保、都市化、エネルギー 等
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２０１５年フィリピンＡＰＥＣ閣僚・首脳会議の成果

地域経済統合の推進

・「FTAAP実現に関連する課題に係る共同の
戦略的研究」実施を称賛。

・「インフラ開発・投資のピアレビュー及び能力構築参照ガイド」等の提案
を歓迎。質の高いインフラ投資の重要性を再確認。

質の高いインフラ

「2015-2025年APEC連結性ブルー
プリント」を2014年に合意。

「インフラ開発・投資の質に関する
ガイドブック」
（2014年日本主導により作成）

多角的貿易体制の支持

APEC環境物品リスト

サービス貿易の自由化

グローバル・バリューチェーン(GVC）の強靱性

・自然災害に対するGVC強靱性向上に資するベストプラクティスを含む
ガイドブックの策定及び零細・中小企業のGVC参加促進及び投資環境
改善に貢献する2016年のセミナー開催を歓迎。

世界の自然災害の70%がアジア
太平洋地域に集中。

バリュー・チェーン途絶リスクの増
大・質的変化。新たな投資・事業の
リスクの発生。

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）構築に
向けた取組の推進

○製造業関連サービス

○環境サービス

・APEC環境物品リストの関税削減約束（2015年末
までに5%以下）を達成したエコノミーを称賛。実施
未了のエコノミーに対し、一層の努力を要請。

・環境物品交渉の進展を歓迎。MC10までに意義
のある進展を達成するための努力を歓迎。

・ITA品目拡大交渉の対象品目に関する合意を歓
迎。MC10までに関税撤廃期間の議論を終える
努力を歓迎。

・次世代貿易・投資課題である製造業関連
サービスの自由化・円滑化に関する行動
計画の合意及びPSUの事例研究を歓迎。

・環境サービスの自由化・円滑化や協力を
促す行動計画の合意を歓迎。

・FTAAPは、既存の地域的取組を基礎とした

包括的な自由貿易協定として追求されるべ
きことを再確認。

・質が高く次世代貿易投資課題に対処する
べきとのビジョンを再確認。これに関連し、
TPP交渉の大筋合意等の進展に留意し、ま
たRCEP交渉の早期妥結を慫慂。

○情報技術協定（ITA）拡大

○環境物品協定（EGA）交渉

電力インフラの強靱性向上

中小企業金融の重要性

・中小企業の国際化や生産性向上のために、
金融へのアクセスが重要であることを確認。

・発電所を中心とする電力インフラの質の向
上を目指す「APEC質の高い電力インフラ・イ
ニシアティブ」を歓迎。
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・2018年までのスタンドスティルと、ロールバック約
束を再び確認。WTO整合的だが保護主義的効

果の高い措置の抑制、導入した場合の是正約
束を遵守。

○保護主義の抑制



２０１５年フィリピンＡＰＥＣの優先事項・主要論点における主な成果

 環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉の大筋合意を含む地域における自由貿易協定の最近の進展、及びアジア太平洋自由貿

易圏（FTAAP）へのあり得べき道筋の進捗に留意し、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉の早期妥結を慫慂。【首脳宣

言】

 「APECサービス協力枠組」（首脳宣言附属書Ｂ）を承認。2016年に「サービス競争力ロードマップ」を策定するよう指示。【首脳

宣言】

 環境サービスにおける自由化、円滑化及び協力を促進する「環境サービス行動計画」の承認を歓迎。【閣僚声明】

 次世代貿易投資課題 (NGeTI)としての製造業関連サービスに関する取組を歓迎し、「製造業関連サービス行動計画」及び事例

研究の承認を歓迎。【閣僚声明】

 本年末までにAPEC環境物品リストの実行関税率を5％以下へ引き下げるコミットメントを再確認し、実施未了のエコノミーが期

限を守るための努力を倍増させるよう強く要請。【首脳宣言】

 財務大臣プロセスの下、「セブ行動計画」の策定を歓迎。【閣僚声明】

 「自然災害に対するGVC 強靭性向上に関するAPECガイドブック」の承認、零細・中小企業のGVC 参加促進及び投資環

境改善に貢献する能力構築セミナーの2016年の開催を歓迎。【閣僚声明】

 「APEC インフラ開発・投資に関する複数年計画」、「インフラ開発・投資のピアレビュー及び能力構築参照ガイド」、「APEC にお

けるインフラ投資に関する調査」及び「海上の連結性強化」等を歓迎。【閣僚声明】質の高いインフラ投資の重要性を強調。【首

脳宣言】
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１．地域経済統合の強化

※太字下線は、当省のイニシアティブにより実施している取組

 WTO設立20周年の機会に、多角的貿易体制の支持及び第10回WTO閣僚会議に関する独立文書を発出。【首脳宣言】

 「2010年首脳の成長戦略」を踏まえて、制度構築、社会的一体性及び環境への影響に重きを置いた「質の高い成長の強化に向

けたAPEC戦略」（首脳宣言附属書Ａ）を採択。【首脳宣言】



２０１５年フィリピンＡＰＥＣの優先事項・主要論点における主な成果

２．中小企業の地域・グローバル市場への参画強化

 零細・中小企業（MSMEs）のグローバリゼーションのための「ボラカイ行動アジェンダ」を採択し、行動アジェンダの実施と、2020

年までの報告を指示。【首脳宣言】

 零細・中小企業の拡大、国際化及び生産性の向上のために、金融へのアクセスの重要性を強調。零細・中小企業向けの信用

保証制度などの公共金融の役割の重要性や災害、金融危機及び他の不測の事態に対する強靱性促進の重要性を認識。【首

脳宣言】

４．持続可能かつ強靱な地域社会の構築

 包摂的で持続可能な発展を支える適応力のある災害に強靱な経済を構築する共同の取組を促進するための「APEC 災害リスク

削減枠組」（閣僚声明附属書Ａ）を歓迎・採択。【首脳宣言】

 エネルギー強靱性の重要性を再確認し、「アジア太平洋地域における電力インフラの質」を強化するイニシアティブを称賛。【首

脳宣言】
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３．人材開発への投資

 人材開発における戦略的な協力強化のための能力構築に関するハイレベル政策対話のポートモレスビー共同声明の目標にコ

ミット。【閣僚声明】

 「2020年までに管理職に占める女性の割合を高めるための取組（IAP）」、「災害復興時の女性の活躍」を含むイニシアティブを支

持。【閣僚声明】

※太字下線は、当省のイニシアティブにより実施している取組



2004年

成果１． アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）

ＡＢＡＣ（APECビジネス諮問委員会）が、アジア太平洋地域をカバーするFTA構想を提言。

米国がFTAAPを提言。APEC首脳は、長期的展望としてのFTAAPを含め、
地域経済統合を促進する方法及び手段について研究を進めることを合意。2006年

◆ＡＰＥＣ首脳は「ＦＴＡＡＰへの道筋」を承認

・APECは、FTAAPの発展のプロセスにおいて、「リーダー
シップ」と「知的インプット」を提供。
・ APECは、FTAAPに含まれるべき「次世代型」の貿易・投
資の課題を整理し、対処することに重要な役割を果た
す。

・FTAAPは、ASEAN+3、ASEAN+6、 TPP協定といっ
た現在進行している地域的な取組を基礎として更
に発展させたものとして追求する。

2010年

APECは、FTAAPの
育ての親（インキュベーター）

「包括的な自由貿易協定」
を追求

2014年

◆ＡＰＥＣ首脳は「FTAAP実現に向けたAPECの貢献のためのロードマップ」を承認

・既存の域内の取組を基礎として、可能な限り早期
のFTAAPの実現へのコミットを確認。

・FTAAPの実現に関連する問題に関する共同の戦略的
研究を開始し、2016年末に結果を報告。
・RTAs/FTAsの情報共有及び能力構築を実施。
・貿易自由化・円滑化等への取組を加速。
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2015年

・FTAAPは現在進行している地域的な取組を基礎として包括的な自由貿易協定として追求されるべきことを再確認。
・質が高く次世代貿易投資課題に対処すべきとの「FTAAPへの道筋」のビジョンを再確認。
・これらに関連し、TPP交渉の大筋合意等の進展に留意し、またRCEP交渉の早期妥結を慫慂。



• フィリピン主導で「APECサービス協力枠組」を策定。

• APECにおけるサービス協力の原則や方向性を示し、2025年までに、取るべき協調
した行動、達成すべき指標及び目標を含めたロードマップを2016年に策定すること
としている。

ビジョン

 下記の協力原則を通じたサービスにおける
努力を強化

・ サービスにおける自由で開かれた貿易・投資

・ 透明性のある改善されたコミュニケーション

・ 能力構築によるサービスの競争力強化

・ 分野横断的及び分野特定型のアプローチなど

 下記の戦略的目標の重要性を確認

・ 法律、規則及び行政手続きの透明性

・ 不要な現地化要件を含むサービス貿易・投資
に対する制限の段階的削減

・ 国内外のサービス提供者間の無差別化など

方向性

 2025年までに、取るべき協調した行動、達
成すべき指標及び目標を含めたロードマッ
プを2016年に策定

 APEC Virtual Knowledge Center on 
Services（APECのサービス関連政策等の
情報及びベストプラクティスに関する仮想
知識共有プラットフォーム）を通じた多様な
ステークホルダーの参画を拡張

 優良な規制慣行の情報共有や効果的な
競争政策

 サービス関連統計の作成及びサービスに
関する規制環境を測定するための指標を
持つAPECエコノミーの拡大

など

成果２． APECサービス協力枠組（ASCF)
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APECにおけるサービスの重要性

付加価値ベースのサービス輸出額の割合（39.1%）は、従来の統計によるサービス輸
出額の割合（18.9%）よりも高い。

出典: APEC Policy Support Unit POLICY BRIEF No. 9, 29 January 2014

財・サービス輸出額に占めるサービスの割合（2009）

付加価値ベースのサービス輸出額の割合（2009）
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製造業のバリューチェーンにおいて不可欠なサービス分野（研究開発、デザイン、試
験・評価、メンテナンス・修理など）について、貿易の自由化・円滑化及び能力構築支援
を含めた協力を進める。

ケーススタディ（2014-2015）

 12カ国・地域の22社（自動車部品製造、電気機器
製造など）に対してインタビューを実施

 ケーススタディをもとに、製造業関連サービスにか
かる貿易関連措置を提示

 製造業関連サービスにかかる貿易障壁
の軽減／撤廃を目指し、各エコノミー、
FTA交渉やAPECの取組などで貿易関
連措置を検証

 既存のデータベースとの協力による貿
易関連措置の透明性の向上

 製造業関連サービスの自由化・円滑化
にかかる好事例の共有 など

 主要行動項目についての現状分析

 協力・能力構築メニューの作成

 2018年中間レビュー、2020年最終レビュー

製造業関連サービス行動計画
(2015)

自由化・円滑化に向けた主要行動項目

実施のメカニズム

外資規制、サービス提供者の移動（労働ビザ申請
手続等）、税関手続、基準認証、知財保護、環境等
規制、法令・政策の透明性、予見可能性・一貫性

貿易関連措置

成果３． 製造業関連サービス
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【参考】 製造業関連サービスとは

• 製造業における付加価値の源泉としてのサービスの役割が増大。（※1）

• 製造業のバリューチェーンにおいては研究開発からアフターサービスまで多種多様
なサービスが投入され付加価値を生んでいる。（※2）

製造の前段階 製造段階 製造の後段階

・研究開発

・デザイン

・技術検査

・原材料の通関サービス など

・生産管理

・エンジニアリングサービス

・中間財の保管サービス など

・包装サービス

・製品の保管サービス

・製品の貨物保険

・保証、維持管理、修理サービス など

（※2）製造業関連サービスの類型例

（※1）製造プロセスと付加価値

付加価値

高い

低い
製造プロセス

研究開発

組み立て

アフターサービス

デザイン 販売
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廃棄物処理、水処理等の従来型の環境サービスに加え、省エネなどの新しい環境関連
サービスについて、貿易の自由化・円滑化及び能力構築支援を含めた協力を進める。

横浜ビジョン (2010年APEC 首脳宣言）

 環境物品・サービスの普及と利用を増大

 既存の障壁を削減

 新たな障壁の導入を差し控える

 環境物品・技術・サービスに対する非関税措置へ
の取組に関連した作業を優先させることによって、
この分野を発展させるための我々の能力を向上

第一段階: 2016-2017

規制の透明性の向上
 汚水処理や廃棄物処理などを対象とした規
制調査（国連の中央生産分類で定義された
環境サービスを対象）

より広いサービス範囲の検討
 環境産業／ビジネスにおける、より広い範囲
のサービスの役割についてのケーススタディ

第二段階: 2017-2018

 第一段階の成果をレビューし、課題を特定

 課題に対し、推奨される取組を設定

第三段階: 2018-2020

 自由化・円滑化・協力に係る好事例を共有

 2020年に最終レビュー

環境物品: APEC 54品目リスト
(2012) 

環境サービス行動計画
(2015)

成果４． 環境サービス
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「質の高いインフラパートナーシップ」を支える４本柱

第一の柱：日本の経済協力ツールを総動員した支援量の拡大・
迅速化

第二の柱：日本とＡＤＢのコラボレーション
第三の柱：ＪＢＩＣの機能強化等によるリスク・マネーの供給倍増

第四の柱：「質の高いインフラ投資」の国際的スタンダードとして
の定着

質の高いインフラパートナーシップ
～アジアの未来への投資～

（２０１５年５月）
2013年

2014年

2015年

APEC首脳宣言において、アジア太平洋地域の連結性向

上や更なる経済成長のためには、インフラの質が重要で
あることに合意。

インフラの質において、「ライフサイクル・コスト」、「環境
等への影響」、「安全性」といった要素が重要であることを
説いた「ガイドブック」を作成。閣僚声明でこれを確認。

APECメンバーのインフラ開発投資制度について、「インフ

ラの質」等の観点から、個別にピアレビューし、また能力
構築を行う仕組みを、我が国から提案し、合意。

ＡＰＥＣにおける「質の高いインフラ」に係る取組

インフラ開発・投資プロジェクトの計画、選定及び実施における、インフラ開発・投資関連法制度、規制及びガイドライン及び実務

レビュー結果及び
能力構築ニーズの報告

 本年５月の総理イニシアティブ「質の高いインフラパートナーシップ」や、ＡＰＥＣにおいて、これまで我が国が主
導してきたインフラの質に係る取組をもとに、アジア太平洋地域の個別の国・地域（エコノミー）のインフラ開発
投資制度を、「インフラの質」の観点から、ピアレビュー・能力構築する仕組みを、我が国から提案し合意された。

 今後、この仕組みに基づき、ピアレビュー・能力構築を実施していく予定。

＜レビュー対象＞

レビュー担当国・地域（有志） レビュー対象国・地域

レビューチーム

レビュー結果に基づく、能力構築支援

レビューチーム
を構成

レビュー結果及び
能力構築ニーズの報告

文献、インタビュー等を通じたレビューの実施

成果５． APECインフラ開発・投資関連制度ピアレビュー及び能力構築

レビューチーム
を構成
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 アジア太平洋地域における相互依存関係の深化に伴い、GVC強靱化のために、APEC全体で協力して取り組む必要。
 我が国は、東日本大震災等における企業の取組事例を中心に「APECガイドブック」を策定し、合意。
 APEC地域内の好事例に関する情報共有を促進するため、日本で能力構築セミナーを開催。

～ APEC自然災害に対するGVC強靱性向上に関するガイドブックの要点～

ステークホルダー間の連携によるGVC強靱性向上への取り組み

地域連携BCP/BCM
企業

インフラ関係機関 地域住民

政府・国際機関

成果６． グローバル・ヴァリューチェーン（GVC）強靱性の向上

企業の強靱性強化への取り組み 企業による取り組みにおける課題・限界 政府・国際機関の果たすべき役割

• 事業拠点の防災機能を高めるためには公共インフラの整備が
必要。

• 物流の複線化等の対策のためには道路・鉄道等の交通ネット
ワークの整備が必要。

• 中小企業では、資金・人材の制約から、BCP策定・BCM実践や、
防災対策投資、分散化等の対策が十分に取られていない。

• 大企業間の生産委託協定は独占禁止法に抵触する懸念があ
る。また、規制業種の場合、規則に抵触する可能性がある。

• 知的財産、自社独自のノウハウ保護の観点から、他企業に生
産を委託することに消極的。

• 災害発生地域は保険対象から除外されたり、保険料が高騰す
るなどにより、保険の利用可能性が低下する。

• 特に中小企業では、無保険にならざるを得なくなる場合がある。

（１） ライフライン・イン

フラの災害に対する強
靱性の向上

（２）地場の中小企業の
支援強化

（３） 緊急時の企業間

連携（生産委託協定締
結等）の推進

（４）民間企業向けの

災害保険の利用可能
性向上

ａ．重要事業を特定した
上でのBCPの策定、
BCMの実践

ｂ．ハード面の防災対策

ｄ．緊急時の生産委託協
定

ｅ．物流拠点、
輸送ルートの分散化

ｈ．災害保険等の活用

ｇ．サプライヤーの可視
化／マルチソース化

ｃ．在庫の強化

ｆ．マルチファブ化
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＜参考＞２０１６年ペルーＡＰＥＣ 主要会合開催日程案

５月５日～１５日 第２回高級実務者会合（ＳＯＭ２）及び関連会合

２月２０日～３月４日 第１回高級実務者会合（ＳＯＭ１）及び関連会合
５月１７・１８日 貿易担当大臣（ＭＲＴ）会合
５月２０・２１日 観光大臣会合
６月２０～２３日 女性と経済フォーラム
８月１５日～２８日 第３回高級実務者会合（ＳＯＭ３）及び関連会合
９月９日 中小企業大臣会合

１０月４～６日 教育大臣会合
１０月１４・１５日 財務大臣会合
１１月１４・１５日 最終高級実務者会合（ＣＳＯＭ）
１１月１７・１８日 閣僚会議（ＡＭＭ）
１１月１７日～１９日 ＡＰＥＣ・ＣＥＯサミット／ＡＢＡＣ首脳との対話
１１月１９・２０日 首脳会議（ＡＥＬＭ）

９月２６・２７日 食料安全保障担当大臣会合
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