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• Joined Kreab Gavin Anderson in August 2011. 

• ２０１１年８月入社 
 

• Leads the Japan public affairs practice. 

• パブリック・アフェーズ部門を統括 
 

• Task Force chairman of the American Chamber of 

Commerce in Japan (ACCJ). 

• 在日米国商工会議所のTPPタスクフォースのヘッド 
 

• Previously ran communications and external 

relations at AIG/Chartis in Japan and Korea. 

• 前職：AIGチャーティスの広報渉外室担当役員（日本韓国担当） 

• Worked at Microsoft in corporate affairs and 

government facing roles across Asia based in Tokyo 

and Singapore. 

• マイクロソフトのコーポレートアフェアーズ及び公共営業部門で
政府担当 東京及びシンガポール勤務 
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About me   



The ACCJ TPP Task Force aims to: タスクフォースの役割 

• Provide US and Japanese governments timely and actionable on-the-

ground insights regarding what Japan needs to do to join the TPP    
日本政府が今とるべき行動を日米両政府に対し、迅速にアドバイスする。 

• Encourage Japan to demonstrate readiness and commit to participate in 

a high level 21st Century agreement                        
「２１世紀の協定」への参加に関し、日本の準備とコミットメントを応援 

• Keep ACCJ members up-to-date, informed and aligned regarding TPP-

related developments                                
ACCJメンバーにTPP関連の動きについてアップデートする。 

• Leverage TPP to address the reforms needed to improve the business 

environment in Japan                                   
TPPを活用し、日本におけるビジネス環境向上に必要な改革をすすめる 
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ACCJ Task Force   



ACCJ Task Force  
 
ACCJ  TPP Task Force activities: タスクフォースの活動 

• USTR Public Comment (January 2012)  

• 米通商代表部のパブリック・コメンント （２０１２年１月） 

• Viewpoint (to be completed in May) 

• 意見書 （５月予定） 

• Symposium (TBD) 

• シンポジウム（未定) 

• Briefings with TPP Thought Leaders and Policy Makers 

• TPP関連の有識者及び政府との意見交換 
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Why the ACCJ supports Japan’s Entry into TPP?  

ACCJが日本の参加を賛成する理由 

• As corporate citizens of Japan and the Asia Pacific region, ACCJ 

companies encourage and welcome Japan's participation in the TPP.  
ACCJ会員企業は、日本及びアジア太平洋地域の一員として、日本のTPP参加を奨励か
つ歓迎する 

• TPP with Japan would be a game changer, creating the world's largest 

trade free-trade zone representing 36 percent of global GDP, and 

serving to strengthen the U.S.-Japan bilateral relationship both 

economically and strategically.   日本のTPP参加は「GAME CHANGER」として注
目されている。日本参加により、全世界GDPの36%を占める世界最大の自由貿易ゾーン
が確立することになる。また、日米関係を経済的かつ戦略的に強化につながる。 

• Japan’s entry should be on same terms and conditions of other TPP 

countries. 日本のTPP参加条件は、TPP参加各国と同じべきである。 
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TPP Benefits to Japan 

Participation in TPP will: 日本の参加によって 

 

• Expand Japanese exports 日本の輸出を拡大 

• Secure stable sources of important raw materials and intermediate goods 原材料・中間
財などの資源供給源の確保 

• Safeguard Japanese overseas investments 日本からの海外投資を保護 

• Help build framework for food safety across the region 地域での食の安全のフレームワークを確
立を助ける 

• Improve transparency and openness in government procurement 政府調達のプロセスをより
オープンにし、透明性を高める 

• Ensure fair competition with SOEs  国有企業の公正な競争 

• Set the basis for harmonized and high-level protections for intellectual property, 

privacy, security and other standards vital to the emergence of a region-wide 

economy. 太平洋アジア地域経済圏の誕生を前提として、知的財産、個人情報、セキュリティなどの保護に関する基準
を標準化に向けてのベースを確立する 

• Stimulate jobs and entrepreneurship, providing new companies and SMEs access to at 

least 9 countries where tariffs and barriers to Japanese products and services 

currently exist. 新規参入社、中小企業は、現在関税などの障害のため参入困難な9カ国以上への参

入が可能となり、起業家精神及び雇用拡大を促す 
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Kreab Gavin Anderson  
 Creating value through communication 


