
２０１６年ペルーＡＰＥＣの成果

２０１６年11月

経済産業省 通商政策局

アジア太平洋地域協力推進室



１．地域経済統合の推進と質の高い成長
（Advancing Regional Economic Integration and Quality Growth）

 FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）
 ボゴール目標

 サービス貿易促進

 連結性強化 等

■APEC2016のテーマ：
質の高い成長と人間開発 （Quality Growth and Human Development）

４．人的資本開発 （Developing Human Capital）

 教育、雇用訓練、起業・イノベーション 等

３．アジア太平洋の零細・中小企業（MSMEs）の近代化に向けて
（Towards the Modernization of MSMEs in the Asia – Pacific）

 零細・中小企業の国際化、ＧＶＣへの統合、電子商取引・デジタル貿易 等

２．地域的な食品市場の強化 （Enhancing the Regional Food Market）

 気候変動と食品市場、食料安全保障、非関税障壁 等

２０１６年ペルーＡＰＥＣのテーマ及び優先事項・主要論点
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２０１６年ペルーＡＰＥＣ閣僚・首脳会議の成果

地域経済統合の推進

質の高いインフラ

域内の旺盛なインフラ需要に対処し、質の
高い経済成長への寄与

経済概況・APECの役割 サービス貿易の自由化

・環境物品交渉の2016年末までの妥結に向けて
更に努力することを再確認。

・デジタル貿易に関する作業の次のステップの
承認を歓迎。APEC越境プライバシールールシ
ステム（CBPR）の実施の重要性を確認。

・FTAAPは、包括的で質が高く、次世代貿易投
資課題を組み込み、対処すべきことを
再確認。
・今後、次世代貿易投資課題について、FTAや

WTO協定等での扱いについて分析を行う。
・能力構築に関する作業計画策定に着手。
・最終的なFTAAPの実現に向けた次のステップ
としてAPECが取り得る行動について検討。

○環境物品協定（EGA）交渉

・2020年末までの延長に合意をしたスタンドス

ティルと、保護主義・貿易歪曲措置のロール
バックを通じ、あらゆる形態の保護主義に対抗
するとのコミットメントを再確認。

○保護主義の抑制

・APECがグローバルなリーダーシップを維持でき
るよう努力することを約束。

多角的貿易体制の支持
○リマ宣言（FTAAPについての提言）を
採択（首脳宣言付属書A）

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）構築に
向けた取組の推進

付加価値の源泉としてのサービスの重要性
の増大。サービスの競争力向上の必要性。

○サービスの競争力ロードマップを採択
（首脳宣言付属書B）

・サービス分野の競争力強化のため、2025
年までに達成する３つの目標を設定。

①開かれた、予見可能性のあるサービス
市場へのアクセス環境の確保。

②世界全体のサービス輸出に占める
APECの割合を現在より拡大。

③APEC域内のサービス貿易を、これまで
の平均伸び率を上回り拡大。

・１３の分野での今後の活動を承認
－製造業関連サービス及び環境サービス
に関する自由化･円滑化･協力の推進。

－ビジネス出張者の移動の円滑化
－サービス分野の統計の改善 等

デジタル貿易の推進 零細･中小企業(MSMEs)の近代化

・インフラ開発・投資のピアレビュー及び能力構築」
の推進を歓迎。（フィリピンと実施中)
・「質の高い電力インフラ・ガイドライン」の完成。

新たなビジネス機会の創出と、情報の安全
且つ自由な流通等、ルール形成の必要性

グローバル・バリュー･チェーンへのMSMEs
の組み込みによる、自由化の恩恵の享受

・MSMEsが質の高い成長と繁栄の実現にとって
不可欠な要素であることを認識。
・裾野産業イニシアティブを歓迎し、2017年の
実施を期待。

・ボゴール目標の進捗評価を歓迎。ポストボゴー
ルの検討を毎年行うことを指示。

将来への不確実性の高まり、グローバリゼー
ションへの疑問が保護主義的傾向を助長

2



包摂的成長（inclusive growth）

2016年APEC首脳宣言（抄）

「質の高い成長及び人間開発

我々は，「APEC首脳の成長戦略2010」で描かれた質の高い成長を追求することの重要性により焦点を当てる
ため，「革新的な発展，経済改革及び成長に関するAPECアコード（2014年首脳宣言附属書C）」及び2020年を期
限とする「質の高い成長を強化するためのAPEC戦略」に反映されたように，APEC地域における，均衡ある，包
摂的で，持続可能で，革新的で，安全な成長に向けた野心を再確認する。 ・・・（以下略）」

（参考）「APEC首脳の成長戦略」（2010年首脳会議合意文書）における包摂的成長の概念

包摂的成長： 我々は、あらゆる人々が世界の経済成長に参加し、貢献し、恩恵を受ける機会を確保することを
目指す。

 雇用創出、人材育成及び積極的な労働市場政策の促進。
 中小企業、零細企業及び起業家精神の要請の促進。
 ファイナンス及び金融サービスへのより包括的アクセスの推進。

 セーフティネットの改善及び脆弱なグループの支援等の方法を通じた、たくましい社会の構築と社会福祉の
向上。

 女性、高齢者及び脆弱なグループのための新たな経済機会の創出。
 観光の促進。
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2017年（ベトナム主催）

今後の予定

＜2016年＞
12/8 - 12/9  非公式高級実務者会合（ISOM）＠ハノイ

＜2017年＞
2/18 - 3/3 第１回高級実務者会合及び関連会合（SOM1）＠ニャチャン
5/7-5/18 第２回高級実務者会合及び関連会合（SOM2）＠ハノイ
5/20-5/21 貿易大臣会合＠ハノイ
8/15-8/30 第３回高級実務者会合及び関連会合（SOM3）＠ホーチミン
9/11-9/17    中小企業大臣会合関連会合＠ホーチミン
9/22-9/26  女性と経済に関するハイレベル対話＠フエ
11/5-11/11   最終高級実務者会合（CSOM）、閣僚会議、首脳会議＠ダナン

※ベトナム政府公式サイト（http://apec2017.vn/ap17-c/page/calendar）より。

2018年以降のホスト・エコノミー

2018年 パプアニューギニア
2019年 チリ
2020年 マレーシア

2021年 NZ
2022年 タイ
2025年 韓国

テーマ：「新しいダイナミズムの創出と共通の未来の醸成」
(Creating New Dynamism and Fostering Shared Future)

http://apec2017.vn/ap17-c/page/calendar


（参考）ＦＴＡＡＰに関するリマ宣言の概要

・TPPやRCEP等の現在進行している地域的取組が基礎。
・FTAAPの実現に向けたあり得べき道筋の進展に留意。
（TPPの国内手続完了に向けた努力、現代的で、包括的な、質の高い、互恵的なRCEP協定の妥結に向けた
交渉加速化の努力等。）

・遅くとも2020年までに、FTAAPの実現に向けた「道筋」の貢献について検証を実施し、作業分野を特定。
・最終的なFTAAPの実現に向けた次のステップとしてAPECがとり得る行動について検討。

・FTAAPの実現に向けて、APECは知的貢献や能力構築を通じ、インキュベーターとして重要な役割を果
たす。

・次世代貿易投資課題について、ＦＴＡやＷＴＯ協定等での扱いについて分析を行い、イニシアティブを
策定。

・能力構築に関する作業計画策定に着手（関税、非関税障壁、サービス、投資、原産地規則等）。

目標と原則

狭義の自由化の実現以上を成すべきもので、包括的で質が高く、次世代貿易投資課題を組み込み、対処。

FTAAPへのあり得べき道筋の完成と拡大

地域経済統合を推進する新しいイニシアティブ

インキュベーターとしてのAPECの役割継続、既存のAPECのイニシアティブの強化
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○2016年APEC首脳会議において、FTAAPの実現に関する共同の戦略的研究の結果が報告されるととも
に、これを踏まえた提言｢FTAAPに関するリマ宣言」に合意。

○｢同宣言」は、将来のFTAAPの実現に向けた、能力構築の作業プログラムの策定や、次世代貿易投資課
題の分析と共に、能力構築に関する作業計画、次のステップの検討を指示。



（参考）APECサービス競争力ロードマップ

●貿易･投資の規制を斬新的に縮小し、開かれた、予見可能性のあるサービス市場へのアクセス環境を確保。

●世界全体のサービス輸出に占めるAPECの輸出割合を現在よりも拡大。

●APEC域内のサービス貿易を拡大。

• 2016年APEC首脳会議において、サービス貿易・投資を促進し、サービス分野の競争力を強化する目
標と具体的な行動を定めた、「APECサービス競争力ロードマップ」に合意。

2025年

2016年

• ｢構造改革のためのAPEC改定アジェンダ｣の
下で、各エコノミー自身の改革を慫慂。

• APECは相互学習や能力構築を促進。

2021年

サービス関連統計を改善
（規制指標等）2020年

APEC全体の行動（全１３の行動） 各エコノミーの個別行動

2025年の３つの目標

零細・中小企業及び女性の参画促進を含めたGVCの強化

ビジネス出張者の移動の円滑化

「環境サービス行動計画｣､｢製造業関連サービス行動計画」
に基づき、自由化･円滑化及び協力を促進

インターネット技術の急速な発展に関する協力 等

中間評価 2025年の目標達成に必要な進捗状況を評価。
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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。

○「質の高い電力インフラ」イニシアティブの立ち上げを我が国から提案。

ＡＰＥＣにおける「質の高いインフラ」に係る取組
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ピアレビュー及び能力構築、質の高い電力インフラ・ガイドラインを含めたＡＰＥＣにおける質の高いインフラに関
する取組について我が国より報告し、閣僚声明、首脳宣言において、その進捗に言及。

（参考）質の高いインフラ

2016年 ○フィリピンのインフラ制度のピアレビューの事業を開始。
○エネルギー作業部会において、「質の高い電力インフラ・ガイドライン」に合意。

【2016年 APEC閣僚声明】
“Against the background of rapidly growing demand on infrastructure in the Asia-Pacific region, we commit to promote investment 
with a focus on infrastructure in terms of both quantity and quality. We welcome the progress being made to ensure quality 
infrastructure, including the progress of the APEC Peer Review and Capacity Building on Infrastructure Development and 
Investment. To further advance our work, we commit to develop, maintain and renew quality infrastructure, including on ICT, 
energy and transport based on the important elements as demonstrated in related APEC works such as the APEC Connectivity 
Blueprint 2015-2025 and other individual projects, including Peer Review and Capacity.”

“We welcome the completion of the APEC Guideline for Quality Electric Power Infrastructure and Energy and Economic
Competitiveness Report.”


