ＴＰＰ交渉に関する説明会

○日時：平成２６年１１月２５日（火）１３：３０～

○場所：三田共用会議所

講堂

〇議事次第：
１．ＴＰＰ交渉の状況について説明
２．意見交換

○資料：
１．ＴＰＰ北京会合

結果報告

２．首脳声明（仮訳、英文）
３．貿易閣僚による首脳への報告書（仮訳、英文）

平成２６年１１月２５日
内閣官房ＴＰＰ政府対策本部

ＴＰＰ北京会合

結果報告

内閣官房ＴＰＰ政府対策本部
１． 会合日程
１１月８日 閣僚全体会合（甘利ＴＰＰ担当大臣出席）
１１月９、１０日 閣僚バイ会談
（甘利ＴＰＰ担当大臣出席）
１１月１０日 首脳会合
（安倍総理、甘利ＴＰＰ担当大臣出席）
２． 結果概要
（１）閣僚会合
○

全体会合において、交渉の現状の評価を行い、昨年の
首脳会合以来交渉が大きく進展してきたという認識で
一致。閣僚は、残された課題の数が絞られ、終局が明
確になりつつあることを受けて、妥結に向けて交渉を
前進させることに強くコミットした。

〇

今後の交渉の進め方についても議論し、交渉のプロセ
スを加速し、残された課題について合意するための共
同作業計画を策定した。

〇

ニュージーランド・グローサー大臣、オーストラリ
ア・ロブ大臣とバイ会談を行い、二国間の残された懸
案事項等について議論を行った。
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（２）首脳会合
〇

閣僚からの報告を受け、過去数ヶ月間で交渉が「大き
く進展」し、交渉の終局が明確になりつつあるとの認識
を首脳間で共有した。

〇

困難な課題が残っていることを認識しつつ、野心的か
つ包括的でバランスの取れた高い水準の協定を実現す
ることに首脳が引き続きコミットすることで一致した。

〇

早期妥結に向けて閣僚及び交渉官に、この協定を妥結
することを最優先とするよう首脳の指示が出された。
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環太平洋パートナーシップ首脳声明
（仮訳）
2014 年 11 月 10 日
我々、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、日本、マレ
ーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナ
ムの首脳は、閣僚から我々に報告があった通り、この画期的な環太平洋パート
ナーシップ（ＴＰＰ）交渉を妥結へと導く過去数か月の大きな進展を歓迎する。
我々は、閣僚及び交渉官が、昨年バリで我々が与えた指示に従って、協定の条
文案の残された懸隔を狭め、相互に市場を開放するための野心的かつバランス
の取れたパッケージの完成に集中的に取り組んでいることに勇気づけられて
いる。終局が明確になりつつあることを受けて、我々は、閣僚及び交渉官に対
し、企業、労働者、農業従事者及び消費者ができる限り早期にＴＰＰ協定によ
る実際の実質的利益を享受し始めることができるように、この協定を妥結する
ことを最優先とすることを指示した。
我々は、交渉を妥結させるために交渉団を集める際に、最終的な協定が、各国
における経済の競争力を強化し、イノベーションと企業家精神を奨励し、経済
の成長と繁栄を促進し、及び雇用の創出を支援する、野心的、包括的、高い水
準かつバランスの取れた協定という我々の共通の構想を、反映することを確保
することに引き続きコミットしている。我々は、協定の利益が持続可能で、幅
広く、及び包括的に開発の促進に役立つこと、並びに協定が各国の発展段階の
多様性を考慮することを確保することに従事している。我々が策定しているオ
ープンな取り組みが地域全体に更に幅広く拡大すれば、ＴＰＰが各国それぞれ
にもたらす利益は更にもっと拡大し得る。我々は、ＴＰＰの高い水準を採択す
る準備ができている他の域内のパートナーを加入させ得るＴＰＰの仕組みに
引き続きコミットし続ける。
このプロセス全体を通じての我々の閣僚に対する基本的な指示は、各国それぞ
れに可能な限り最大の利益を生み出す成果を得ることであった。各国政府は、
それを達成するため、各国がステークホルダーから受け取ったインプットを交
渉に反映させる作業を行ってきた。継続的な協議は、閣僚が交渉において残さ
れた課題を解決するために作業を行う際に重要であろう。
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Trans-Pacific Partnership Leaders’ Statement
November 10, 2014

We, the Leaders of Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico,
New Zealand, Peru, Singapore, United States, and Vietnam, welcome the significant progress in
recent months, as reported to us by our Ministers, that sets the stage to bring these landmark
Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations to conclusion. We are encouraged that Ministers
and negotiators have narrowed the remaining gaps on the legal text of the agreement and that
they are intensively engaging to complete ambitious and balanced packages to open our markets
to one another, in accordance with the instructions we gave them in Bali a year ago. With the
end coming into focus, we have instructed our Ministers and negotiators to make concluding this
agreement a top priority so that our businesses, workers, farmers, and consumers can start to reap
the real and substantial benefits of the TPP agreement as soon as possible.
As we mobilize our teams to conclude the negotiations, we remain committed to ensuring that
the final agreement reflects our common vision of an ambitious, comprehensive, high-standard,
and balanced agreement that enhances the competitiveness of our economies, promotes
innovation and entrepreneurship, spurs economic growth and prosperity, and supports job
creation in our countries. We are dedicated to ensuring that the benefits of the agreement serve
to promote development that is sustainable, broad based and inclusive, and that the agreement
takes into account the diversity of our levels of development. The gains that TPP will bring to
each of our countries can expand even further should the open approach we are developing
extend more broadly throughout the region. We remain committed to a TPP structure that can
include other regional partners that are prepared to adopt its high standards.
Our fundamental direction to our Ministers throughout this process has been to negotiate an
outcome that will generate the greatest possible benefit for each of our countries. In order to
achieve that, our governments have worked to reflect the input we each have received from our
stakeholders in the negotiation. Continued engagement will be critical as our Ministers work to
resolve the remaining issues in the negotiation.
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環太平洋パートナーシップ
貿易閣僚による首脳への報告書
（仮訳）
2014 年 11 月 10 日
ＴＰＰ交渉参加 12 か国の閣僚及び交渉団は、昨年開催された前回のＴＰＰ首
脳会合以来、昨年バリで首脳から与えられた指示に従って、歴史的、野心的、
包括的で、バランスが取れており、かつ高い水準のＴＰＰ協定を妥結へと導く
大きな進展を達成してきた。我々は、過去数か月にわたり、各国間の残された
課題を解決するための共同作業に専念してきており、その作業の結果として、
今や残された課題の数は絞られ、進展のペースは加速してきた。閣僚は、終局
が明確になりつつあることを受けて、妥結に向けて交渉を前進させることに強
くコミットしている。我々の決意は、各国間の貿易投資を更に増加させ及び 21
世紀のグローバル経済において企業、労働者、農業従事者が直面する課題に対
処するための高い水準のルールを設定する次世代の、かつ変革可能な協定の策
定が首脳の共通の構想であり、かつ共同のコミットメントであるとの認識に立
脚している。我々は、また、ＴＰＰが各国におけるイノベーションを奨励し、
競争力を強化し、経済の成長と繁栄を促進し、雇用創出を支え、及び協定の利
益が市民の間で幅広く共有されることを確保するという首脳の目的を達成す
るための作業を行っている。
閣僚が積極的な関与を続けてきており、我々は、プロセスを加速し、及び残さ
れた課題に関する相互に受け入れ可能な成果について合意するための共同作
業計画を策定した。その中で主要なものは、物品、サービス、投資、金融サー
ビス、経済人の一時的入国及び政府調達を含む市場を相互に開放するコミット
メントの野心的なパッケージを妥結するための道筋を特定することである。
我々は、また、知的財産、国有企業、環境及び投資に関するものを含め、協定
の条文の残された課題についての解決を継続して追求していく。閣僚は、北京
においてこれらの課題に関する各国間の懸隔を絞る更なる進展を達成してお
り、我々の議論は、今後数週間の交渉団の作業の指針となる。しかしながら、
我々の継続的な関与が必要となる機微かつ困難な課題が残されている。
我々は、残された課題の解決策を求めて作業を行う際に、ステークホルダーの
視点が交渉における多くの課題に関する幅広い見解と視点を理解するための
取り組みにとって不可欠であるため、ステークホルダーの詳細なインプットを
継続して求める。閣僚は、我々の全ての市民に広く共有された利益を与える協
定を達成するために、各国の幅広い利益を注意深くバランスさせる協定を策定
する作業を継続する。
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我々は、協定による最大限の利益を確保し、ＴＰＰを他の貿易協定と区別し、
各国経済の競争力を地域的及び世界的に大きく向上させるという、首脳が明示
したＴＰＰの目的の達成に向けた進展を検討してきた。
包括的な市場アクセス
閣僚及びＴＰＰ参加 12 か国の交渉団は、相互の物品市場に包括的かつ商業的
に意味のあるアクセスを提供し、同時に、サービス、投資、金融サービス、経
済人の一時的入国及び政府調達に関する制限を取り除く、野心的、高い水準か
つ無税の市場アクセスのパッケージという目標を達成することに継続して専
念する。


物品市場アクセスについては、ＴＰＰ参加国は、相互の関税パッケージを
完成させるために作業を行っている。各国間の貿易は、既に世界の貿易全
体の約 3 分の 1 を占めているが、我々は、我々の企業、労働者、消費者の
機会を更に増やすことのできる、野心的な市場開放の成果を追求している。
この目標を達成するための取り組みは、多くの国の間で大きく進展してい
るが、いくつかの品目の取り扱いやいくつかの国について作業が残されて
いる。我々は、首脳が設定した野心の目標が満たされ、及び各国にとって
持続可能かつ商業的に意味のある市場アクセスをもたらす成果を達成する
ことを確保する一方、これらの品目に対処する方法を見つけることに重点
的に集中して取り組んでいる。



サービス、投資、金融サービス、政府調達、経済人の一時的入国の市場ア
クセスについても、作業は継続している。各国間のサービス貿易は、既に
世界のサービス貿易の約 3 分の 1 を占めており、閣僚は、これらの分野に
おける市場の自由化が、効率、競争及びＴＰＰの完全な利益を実現し得る
ことを確保するために必要となる経済基盤の開発を促進する上で果たし得
る重要な役割を認識する。我々は、また、貿易のフロー及び地域のサプラ
イチェーンを促進する上で重要な役割を担うと認識している投資に対する
障壁を撤廃することを求めるというコミットメントを大きく進展させ、公
共の利益のための政府の規制権限を維持するための、新しく、かつ強固な
保護基準と両立させることに合意した。我々は、昨年以来、これらの課題
に関するパッケージの完成に更に大きく近づいてきたが、首脳の目的と整
合的な全ての国にとっての高い水準の成果を確保するために、いくつかの
重要な作業が残されている。
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地域全体にまたがる協定
我々は、ＴＰＰ首脳が最後に集まって以来、労働者及び大小双方の企業にとっ
て協定の利益の活用をより容易にすることにより、雇用を支えながら、各国間
の貿易をよりシームレスにする域内貿易の統合を促進する作業を大きく進め
てきた。輸出者、輸入者及び投資家は、公平性及び予見可能性を求めているた
め、我々は、地域全体に共通の高い水準の、透明性のあるバランスの取れたル
ールを設定することにより、各国間の貿易投資を促進している。


12 か国は、各国間の生産・サプライチェーンを促進し、及び強化するため
に重要である相当数の品目について、共通の原産地規則を実質的に進展さ
せた。我々は、シームレスなサプライチェーンを支える原産地規則を完成
させるための残された作業の完了に向けた計画を策定した。



ＴＰＰ参加国間のバリューチェーンの発展を支えるため、各国の交渉団は、
貿易の形式的な手続きを簡略化し、企業がより早く、安く、及び容易に製
品を市場に届けられるようにする税関、貿易円滑化及び物流のような課題
に関して合意に向けて前進している。我々は、また、ＴＰＰ参加国の企業
や労働者に協定の利益が向かうことを確保できるよう、密輸及び違法な積
み替えを阻止する相互の取り組みを支援するための協力のコミットメント
を完成させるべく作業している。



域内貿易の統合を更に促進するため、我々は、また、企業が外国市場にア
クセスする際に直面する主要な障害として、関税障壁に次第に取って代わ
ってきた非関税障壁を撤廃する方法、及び規制課題についての取り組みに
関する協力を進めるための作業についても合意に近づいている。同時に、
我々は全て、保健、安全及び環境保護を含む、公共の利益を保護する政府
の権限を維持できるような形で、それらの取り組みを注意深く行ってきた。

新たな貿易課題
我々は、各国経済の将来の活力及び競争力の維持に役立つように、最近の貿易
協定以来、世界経済に出現した新たな課題に対する共通の取り組みの策定に向
けて大きく進展してきた。我々は、こうした課題に関するルールを策定する際
に、真剣かつ注意深いやり方で取り組んできた。我々は、これらの新しい分野
において合意に近づいている。


新しい市場に向かおうとしている小規模企業にとってのものを含め、イン
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ターネットの経済的な潜在力を認識しつつ、また、過去数年間に世界のイ
ンターネット利用者数が急増し、今後も増加の一途を辿るであろうことに
留意しつつ、我々は、プライバシー保護のための規制を含め、政府の正当
な公共政策の利益と整合的な方法で、デジタル経済の発展を促すルールに
ついて合意に近づいている。


また、我々は、国有企業と民間企業が同等の競争条件で競争できることを
確保するルールの確立を含め、各国間の公平な競争を促すための作業を進
めてきた。このＴＰＰにおける先駆的な作業は、各国経済の効率性及び競
争力を高めるための多くの政府による取り組みを強化するものである。



我々は、イノベーションが人々の利益並びに経済の成長及び競争力の重要
な源であることを理解し、イノベーションの利益を促進し共有する知的財
産に関するバランスの取れたコミットメントを策定する作業に励んできた。
これは、協定の最も複雑で困難な分野の一つであるが、全参加国に裨益す
る創造的かつ技術的な進展を促す共通の取り組みの策定について実質的に
進展させてきた。我々はまた、医薬品やオンラインコンテンツの公正な利
用への市民のアクセスを確保し、ＴＰＰ経済の多様性を反映するような、
適切なバランスを取るべく作業してきた。



強力な環境の保護及び保全に対する全ＴＰＰ参加国のコミットメントを認
識しつつ、我々は、一連の執行可能な環境の規律に関する合意に向けて大
きく進展してきた。



貿易の利益が広く共有されることを確保するため、我々は、ＩＬＯの主要
な労働者の権利を具体化する労働者の権利に関する一連の執行可能なコミ
ットメントについて合意に近づいている。

分野横断的な貿易課題
12 か国の交渉団は、首脳が設定したＴＰＰの目標を完全に達成し、協定の全て
の条項から市民にもたらされる潜在的利益を最大化するために重要であると
我々が考える分野横断的な課題についての作業の完了に近づいている。


標準や様々な規制課題に関する協定上の他の作業を強化しつつ、我々は、
透明性を促進する措置によるものも含め、規制慣行を改善し、及び規制の
一貫性を促し、並びに貿易促進的なやり方で規制プロセスを実施する方法
について合意した。
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更なる統合と競争を促すため、我々は、生産・サプライチェーンを深化さ
せ、並びに協定の規定が市場における雇用を促進させることを確保するた
めの作業の完了に近づいている。



全参加国の経済において中小企業が果たす重要な役割を認識しつつ、我々
は、多くの国における雇用創出の多くを担うこれらの企業が協定を十分に
活用できることを確保するための方法について合意した。



貿易投資の増加が市民の利益と矛盾しないことを確保するため、我々は、
透明性及び良質なガバナンスを確保し、並びに腐敗防止の取り組みを強化
するためのコミットメントを策定する作業を行ってきた。



現在及び将来のＴＰＰ参加国の開発及び能力構築を促進することは、ＴＰ
Ｐ成功のための鍵であり、我々は、開発途上国が特定する分野における能
力構築の提供、能力がまだ発展途上の分野におけるコミットメントへの移
行、女性や低所得者の経済的機会へのアクセスの改善、及び官民パートナ
ーシップの奨励によるものも含め、12 か国全てが協定の利益を実現し得る
ことを確保する方法について合意した。

生きている協定
我々は、将来のＴＰＰへの参加に関心を表明した経済にと引き続き関与してき
た。高い水準のコミットメントを引き受ける準備ができている地域内の他の経
済に参加を拡大できる潜在的な枠組みとしてＴＰＰを発展させるという首脳
のコミットメントを反映しつつ、我々は、ＴＰＰを生きている協定とする仕組
み及びプロセスについて合意に近づいている。我々はまた、ＴＰＰが貿易、投
資及び技術における将来の発展、又は他の新しく出現した論点や課題、若しく
は、共通の利益となる分野に対応して適切に進化を続けられることを確保する
方法について協定横断的に作業を進めてきた。
次のステップ
首脳が前回集まって以来のＴＰＰに関する大きな進展、及び今回の北京会合へ
の準備期間において交渉のペースが更に加速したことを踏まえ、閣僚は、交渉
妥結の正確なタイミングは交渉の中身の進展振りが決するものであることを
理解しつつ、協定を完成させるために一層の努力を行うことにコミットした。
ＴＰＰ参加国のような、経済的、発展段階的及び地理的に多様な国の間で、Ｔ
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ＰＰのような複雑かつ野心的な協定を妥結することは容易ならざる目標であ
る。しかしながら、12 か国全てが、交渉の完了を最優先とすることにコミット
しており、各国の経済成長及び発展、並びに地域的、世界的な競争力に対する
ＴＰＰの重要な貢献を認識しつつ、そのために必要な資源を割り当てる。その
ため、我々は、首脳が共有された目標として特定した高い水準かつ野心的な成
果に忠実である一方、各国の必要性に対応できる解決策を見出すために、妥協
策を求め、実際的、柔軟かつ創造的に作業を行う必要がある。
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TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP
Trade Ministers’ Report to Leaders
November 10, 2014
Since the last TPP Leaders’ meeting a year ago, the 12 TPP Ministers and our negotiating teams
have made significant progress in setting the stage to finalize an historic, ambitious,
comprehensive, balanced, and high-standard TPP agreement in accordance with the instructions
you gave us in Bali last year. Over the past several months, we have concentrated on working
together to resolve the remaining issues between us, and, as a result of this work, the number of
outstanding issues is now limited, and the pace of our progress has accelerated. With the end
coming into focus, Ministers are strongly committed to moving the negotiations forward to
conclusion. Our determination is based on a recognition of Leaders’ common vision and their
joint commitment to a next-generation, transformative agreement that further increases the trade
and investment among us, and sets high-standard rules to address the issues that our businesses,
workers, and farmers face in the 21st-century global economy. We also are working to achieve
the Leaders’ objective of ensuring that the TPP promotes innovation, enhances our
competitiveness, spurs economic growth and prosperity, supports job creation in our countries
and ensures that the benefits of the agreement are broadly shared among our citizens.
Ministers have been actively engaging, and we have developed a joint work plan to accelerate
the process and agree on mutually acceptable outcomes on the remaining challenges. Key among
these is identifying the pathway to conclusion of ambitious packages of commitments that will
open our markets to each other, including for goods, services, investment, financial services,
temporary entry of business persons, and government procurement. We also are continuing to
seek solutions on the remaining issues in the text of the agreement, including related to
intellectual property, State-owned enterprises, environment, and investment. Ministers made
further progress in narrowing the gaps between us on these issues in Beijing, and our discussions
will guide the work of our negotiating teams in the weeks ahead. However, sensitive and
challenging issues remain that will require our continued involvement.
As we work to find solutions to the remaining issues, we will continue to seek the detailed input
of stakeholders as their perspectives have been invaluable to our efforts to understand the wideranging views and perspectives on many issues under negotiation. Ministers will continue to
work to craft an agreement that carefully balances the range of interests for each country in order
to achieve an agreement that provides broadly shared benefits for all our citizens.
We have reviewed our progress toward achieving the objectives that Leaders articulated for TPP,
which will ensure the greatest benefit from the agreement, distinguish TPP from other trade
agreements, and serve to boost the competitiveness of our economies regionally and globally.
Comprehensive Market Access
Ministers and the 12 TPP negotiating teams continue to focus on achieving our goal of an
ambitious, high-standard market access package that provides comprehensive, commercially
meaningful and duty-free access to each other’s goods markets and simultaneously lifts
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restrictions on services, investment, financial services, temporary entry of business persons, and
government procurement.
•

On goods market access, TPP countries are working to finalize tariff packages with one
another. Trade among us already accounts for about one-third of total global trade, and we
are seeking ambitious market-opening outcomes that can further increase opportunities for
our companies, farmers, workers, and consumers. Efforts to achieve this goal are well
advanced among many countries, but work remains on the treatment of certain products and
with regard to certain countries. We are focusing intensively on finding ways to address
these products while ensuring that the goals Leaders set for ambition are met, and that we
achieve outcomes that result in sustained, commercially-meaningful market access for each
of us.

•

On market access for services, investment, financial services, government procurement, and
temporary entry of business persons, work continues as well. Services trade among us
already accounts for nearly one-third of total global services trade, and Ministers recognize
the critical part that market liberalization in these areas can play in promoting efficiency,
competition, and the development of the economic infrastructure needed to ensure that the
full benefits of the TPP can be realized. We also have made significant progress on
commitments seeking to eliminate barriers to investment, which we recognize play an
important role in driving trade flows and regional supply chains, and we have agreed to
couple those with a new, strong standard of protections to preserve governments’ ability to
regulate in the public interest. Since last year, we have moved much closer to conclusion of
packages on these issues, but some outstanding work remains to ensure a high-standard
outcome for all countries consistent with Leaders’ objectives.

Regional Agreement
Since the TPP Leaders last met, we have significantly advanced our work on promoting
integrated regional trade that will make trade between us more seamless, supporting jobs by
making it much easier for our workers and businesses, both large and small, to take advantage of
the agreement. Exporters, importers and investors are seeking fairness and predictability so by
setting common high-standard, transparent, and balanced rules across the region, we are
promoting trade and investment among us.
•

The 12 countries have made substantial progress on common rules of origin on a substantial
number of products, which is critical to facilitating and strengthening production and supply
chains between us. We have set out a plan for concluding the remaining work to complete
the rules of origin that support seamless supply chains.

•

To support the development of value chains among TPP members, our teams are far along
toward agreement on such issues as customs, trade facilitation and logistics, which will cut
the red tape of trade and make it faster, cheaper, and easier for businesses to get their
products to market. We also are working to finalize cooperation commitments to support
each other’s efforts to stop smuggling and illegal transshipments, so we can be sure that the
benefits of the agreement flow to businesses and workers from the TPP Parties.
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•

To further promote the integration of regional trade, we also are near agreement on ways to
eliminate non-tariff barriers, which have increasingly replaced tariff barriers as the key
obstacle businesses face in accessing foreign markets, and on work to promote cooperation
on approaches to regulatory issues. At the same time, we all have been careful to do so in a
way that preserves our governments’ ability to protect the public interest, including on health,
safety, and environmental protection.

New Trade Issues
To help sustain the future dynamism and competitiveness of our economies, we have made
significant progress toward developing common approaches to new issues that have emerged in
the global economy since the last generation of trade agreements. In developing rules on these
issues, we have approached them in a serious and careful manner. We are close to agreement in
these new areas.
•

Recognizing the economic potential of the Internet, including for small businesses looking to
reach new markets, and noting that the number of Internet users worldwide has proliferated
in the past several years and will only continue to grow, we are far along in reaching
agreement on rules that will promote the development of the digital economy, in a manner
consistent with governments’ legitimate public policy interests, such as regulating for the
purpose of privacy protection.

•

We also have advanced our work to promote fair competition among us, including by
establishing rules to ensure that State-owned enterprises and private-sector businesses are
able to compete on a level playing field. This pioneering work on TPP will reinforce efforts
by many of our governments to promote efficiency and the competitiveness of our economies.

•

We appreciate that innovation is an important source of benefits for our people and growth
and competitiveness for our economies, and have worked hard to develop balanced
commitments on intellectual property that promote and share the benefits of innovation.
This is one of the most complex and challenging areas of the agreement, but we have made
substantial progress in developing common approaches that will promote creative and
technological advances that will benefit all of us. We also have worked hard to strike an
appropriate balance that ensures our citizens’ access to medicines and to fair use of on-line
content, and that reflects the diversity of TPP economies.

•

Recognizing the commitment of all TPP countries to strong environmental protection and
conservation, we have made progress toward agreement on a set of enforceable
environmental disciplines.

•

To ensure that the benefits of trade are broadly shared, we are close to agreement on a set of
enforceable commitments on labour rights that embody key ILO labour rights.
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Cross-Cutting Trade Issues
The 12 teams are close to finalizing our work on cross-cutting issues that we believe are
important to fully achieving the goals Leaders have set for TPP, and maximizing the potential
benefits for our citizens from all the provisions of the agreement.
•

Reinforcing other work in the agreement on standards and various regulatory issues, we have
agreed on ways to improve our regulatory practices and encourage regulatory coherence,
including through measures to promote transparency and conduct regulatory processes in a
more trade-facilitative manner.

•

To promote further integration and competitiveness, we are near conclusion on work to
deepen production and supply chains, and to ensure that the provisions of the agreement
promote jobs in our markets.

•

Recognizing the important role that small- and medium-sized enterprises play in all our
economies, we have agreed on ways to ensure that these businesses, which account for much
of the job creation in many of our countries, can take full advantage of the agreement.

•

In order to ensure that increased trade and investment go hand in hand with benefits for our
citizens, we have worked to develop commitments to ensure transparency and good
governance, and strengthen anti-corruption efforts.

•

Promoting development and capacity building of current and future TPP Parties is key to the
success of the TPP, and we have agreed on ways to ensure that all 12 countries can realize
the benefits of the agreement, including by provision of capacity building in areas that
developing countries identify, transitions for commitments where capacity is still being
developed, improving access to economic opportunity for women and low-income
individuals, and incentivizing public-private partnerships.

Living Agreement
We have continued to engage with economies that have expressed interest in joining TPP in the
future. Reflecting Leaders’ commitment to develop TPP as a potential platform that can expand
participation to other economies across the region that are prepared to take on its high-standard
commitments, we are close to agreement on the structure and process that will make the TPP a
living agreement. We also have advanced work across the agreement on how to ensure that TPP
can continue to evolve as appropriate in response to future developments in trade, investment,
technology, or other emerging issues and challenges, or areas of common interest.
Next Steps
Given the significant progress on TPP since Leaders last met, and further acceleration of the pace
of the negotiation in the run-up to this meeting in Beijing, Ministers have committed to
redoubling our efforts to get the agreement over the finish line, recognizing that substance will
drive the precise timing of conclusion. Concluding a complex and ambitious agreement like TPP
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among countries that are as economically, developmentally, and geographically diverse as those
in the TPP is challenging. However, all 12 countries are committed to making completion of the
negotiation a priority, and will dedicate the resources needed in order to do so, recognizing the
important contribution TPP will make to our economic growth and development and to our
competitiveness regionally and globally. To do so, we will have to find compromises and to
work pragmatically, flexibly, and creatively to find solutions that can address each of our needs
while remaining steadfast to the high-standard and ambitious outcome that Leaders have
identified as their shared goal.
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