
第４章

外との繫がりによる日本経済の
新たな成長に向けて

　本章においては、グローバルな競争の激化に対応するために、我が国が行うべき施策を提示する。第 1節
では、我が国の貿易・投資環境の整備のための施策を紹介する。世界各地の主要貿易国間で高いレベルの経
済連携のネットワークが拡大し、各国が立地競争力強化を図る中、我が国の貿易・投資環境が不利にならな
いようにすることが肝要である。また、世界経済の先行きに不安が広がる中で、保護主義の台頭に対応し、
自由貿易体制の維持、強化に努めることが求められている。
　第 2節では、海外事業活動に対する我が国政府の支援策の方向性を明らかにする。各国で積極的に支援策
が実施されている中、成長著しい新興国市場の獲得、パッケージ型インフラ海外事業展開支援、中小企業の
海外事業展開支援、原発事故の影響による我が国農林水産品に対する輸入規制の撤廃、グローバル人材の育
成等について紹介する。
　第 3節では、経済活動のグローバル化が進み、企業が国を選ぶ時代にあって、立地競争力強化のために我
が国政府に求められる施策を紹介し、我が国が空洞化を防ぎ、持続的な経済成長を達成していくための絵姿
を提示する。法人税引下げ、外国企業誘致に向けた支援策、新産業の創出に向けた各種支援策等によって、
我が国の市場の魅力を高めていく方策を明らかにする。

　東日本大震災からの復興への取組が進む中で、日本
の再生に向け、我が国は、人口減少・高齢化をはじめ、
アジアの成長等の国際環境等を与件としつつ、大きな
構造転換を図っていかなければならない。そこで本節
では、我が国企業の競争力を向上させ、日本の輸出入

を伸ばし、対内直接投資を呼び込み、雇用を増やし、
また日本企業が海外で強みを発揮しやすい環境を作る
ために必要な、多角的自由貿易体制の推進と戦略的な
対外経済関係の構築に向けた取組について説明する。

第１節 我が国企業の取組を後押しする貿易投資環境の整備

　現在、世界の主要貿易国間において高いレベルの
EPA／FTA網が拡大しており、我が国としては、「包
括的経済連携に関する基本方針」に基づき、主要な貿
易相手を始めとする幅広い国々と戦略的・多角的に経
済連携を進めていくこととしている。

（1）EPA／FTA を巡る近年の動向
　1990 年代以降、国際経済環境や各国の開発戦略の
変化により地域統合の動きが加速してきた結果とし
て、EPA／FTAの締結数が年々増加してきている。
その背景としては、〔1〕欧米諸国が経済的関係の深い

1．世界経済との繋がりを強化する経済連携（EPA）、投資協定
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近隣諸国との間で貿易・投資の自由化・円滑化等によ
る経済連携を図る動きを活発化させたこと（例：米国
及びECがそれぞれNAFTA（1994 年発効）及びEU
（1993 年発足）への取組を加速させる等）、〔2〕NIEs
や ASEANがいち早く経済開放を推し進めることに
より高成長を果たす中、チリ・メキシコ・ペルー等の
新興国が貿易・投資の自由化や市場メカニズムの導入
へと経済政策を転換させ、その中でEPA／FTAを活
用する戦略を採ったこと、さらに、〔3〕我が国を含む
東アジアがEPA／FTAに積極姿勢に転じたことなど
が挙げられる。2012 年 1 月 15 日時点において、
WTOに通報されている地域貿易協定の件数は 511 件
に上っている。
　このように急速に拡大しているEPA／FTA網であ
るが、近年、数の増加に加え、（1）質の高い協定の締
結、（2）アジア太平洋地域における広域経済連携に向
けた取組の活発化、という 2つの特徴が見られる 1。

① 質の高い EPA／FTA の広がり
　EPA／FTAの主要な目的として、締約国間で関税
の削減を行うことによる貿易の促進があるが、締約国
の貿易品目又は貿易額全体のうち、どの程度の関税を
撤廃しているかを「EPA／FTAの自由化率」として
表すことが通例である。国際経済ルール上、EPA／
FTAは GATT（関税及び貿易に関する一般協定）／
WTO（世界貿易機関）体制の例外として位置づけら
れ、GATTにおいて、「妥当な期間」内に、「構成地
域の原産の産品の構成地域間における実質上の全ての
貿易について」、関税等を廃止することを条件として、
一部のGATT締約国間で特恵的な自由貿易協定を締
結することが認められている 2。
　近年先進国・主要国が結んだFTAについて品目数
に関する自由化率を見ると、95%以上の高い自由化を
達成しているものが多くなってきている。例えば、米
国が締結したFTAでは、米チリFTA（2004 年 1 月発
効）で米側 97.6%、チリ側 97.7%、米豪 FTA（2005 年

1 月発効）で米側 96.0%、豪側 99.9%、米韓 FTA（2012
年 3 月発効）で米側 99.2%、韓国側 98.2%、米ペルー
FTA（2009 年 2 月発効）で米側 98.2 %、ペルー側
99.3%となっている 3。また、2011 年 7 月に暫定発効
したEU韓 FTAでは、EU側 99.6%、韓国側 98.1%と
なっている。
　自由化率が高いということは、締約国内の経済主体
がより多くの品目について、関税による障壁なく貿易
を行えるということであり、このような質の高い
FTAは、締約国の貿易拡大・経済成長により大きく
貢献すると考えられる。

②  アジア太平洋地域における広域経済連携に向けた
動き

　質の高いFTAの広がりと並ぶ近年のもう一つの特
筆すべき動向が、アジア太平洋地域における広域経済
連携に向けた取組の活性化である。FTA網の整備も
手伝って、アジア太平洋地域における工程間分業、生
産拠点の集約化及び最適配置は相当程度進んでいる
が、広域経済連携によってさらに統一的なスケジュー
ルで関税を削減し、原産地規則の累積を可能にし、ビ
ジネス活動に関する様々なルールを共通化することが
できれば、企業がこの地域全体にまたがるサプライ
チェーンの高度化に取り組むことを一層後押しする。
このことを通じて、企業はビジネスの流れを最適化し、
各国は比較優位の組合せの最適化と、経済の一層の効
率化を実現し、地域全体としても成長していくことが
できる。
　ASEANにおいては、2010 年、ASEAN原加盟国 6
か国（インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピ
ン、マレーシア、ブルネイ）の間で関税が原則撤廃さ
れるとともに、物品分野については全ての「ASE-
AN+1」のFTAが発効し、東アジア地域のFTAが新
しい段階に進んだと言われる。「ASEAN+1」のFTA
とは、ASEANと周辺 6か国（日本、中国、韓国、イ
ンド、豪州、NZ）が個別に結んだFTA4であり、

 
1 なお、米国・欧州など主要国・地域の個別のFTAの動向については、「不公正貿易報告書 2012 年版」（経済産業省）505 頁以降を参照。
2 GATT第 24 条 5 項（抜粋）「よつて、この協定の規定は、締約国の領域の間で、関税同盟を組織し、若しくは自由貿易地域を設定し、又
は関税同盟の組織若しくは自由貿易地域の設定のために必要な中間協定を締結することを妨げるものではない。ただし、次のことを条件
とする。

　　（c）（a）及び（b）に掲げる中間協定は、妥当な期間内に関税同盟を組織し、又は自由貿易地域を設定するための計画及び日程を含むもの
でなければならない。」 

 GATT同 8項（抜粋）「この協定の適用上、（b） 自由貿易地域とは、関税その他の制限的通商規則（第十一条、第十二条、第十三条、第
十四条、第十五条及び第二十条の規定に基いて認められるもので必要とされるものを除く。）がその構成地域の原産の産品の構成地域間に
おける実質上の全ての貿易について廃止されている二以上の関税地域の集団をいう。」

3 内閣官房資料「包括的経済連携に関する基本方針について」（平成 23 年 1 月）による。品目ベースの数値。
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ASEANをハブとして東アジアにFTA網が張り巡ら
された形となった（第 4-1-1-1 図）。

　東アジア地域に留まらず、アジア太平洋に広がる取
組として、2006 年 11 月に、米国（当時はブッシュ大
統領）が掲げた「アジア太平洋貿易圏（FTAAP）構想」
がある。FTAAPは、アジア太平洋地域の貿易自由化
を目指す構想であるが、2010 年 11 月の横浜APEC
において、「FTAAPについては、ASEAN+3、ASE-
AN+6、TPP協定といった現在進行している地域的な
取組を基礎としてさらに発展させることにより、包括
的な自由貿易協定として追求されるべきである」こと
が確認され、その実現に向けた具体的な措置をとって
いくことが宣言された 5。
　ASEAN10 か国に日・中・韓の 3か国を加えた
「ASEAN+3」による東アジア自由貿易圏（EAFTA）
構想と、ASEAN+3 に豪・NZ・インドを加えた
「ASEAN+6」による東アジア包括的経済連携（CE-
PEA）構想については、2009 年から政府間で具体的
分野を定めて議論が進められており、これらの構想を
踏まえた概念としての東アジア地域包括的経済連携
（RCEP：アールセップ）について、2012 年 4 月の
ASEAN首脳会議において、年末までの交渉開始を目
指す旨の議長声明が発出された。
　また、2006 年にシンガポール、NZ、チリ、ブルネ
イの 4か国間で発効した環太平洋戦略的経済連携協定
（いわゆる P4 協定）に端を発し、それに米国、豪州、

ペルー、ベトナム、マレーシアを加えて現在新たな交
渉が行われている、環太平洋パートナーシップ（TPP）
協定がある。
　東アジア地域では、日中韓 3か国の FTA構想もあ
り、2011 年 12 月に産官学の共同研究を完了し、2012
年 5 月の日中韓サミットにて年内の交渉開始につき一
致した。
　このように、現在東アジア及びアジア太平洋地域で
は、広域経済連携に向けた様々な取組が相乗効果を持
ちながら、重層的に進行している。それぞれの取組の
具体的動きについては、「（3）基本方針を受けた我が
国の経済連携への取組」で詳述する。

（2） 我が国のこれまでの取組状況と戦略的・多角
的な経済連携の推進

① これまでの取組と日本の遅れ
　これまで我が国は、2002 年 11 月に発効した日シン
ガポールEPAを皮切りに、12 か国 1地域と EPAを
締結してきた（第 4-1-1-2 表）。

　しかし、貿易総額に占める署名・発効済みEPA／
FTAの割合（FTA比率）は、米国が 39.0%、韓国が
33.9%、EUが 28.6%（域内貿易含まず）であるのに対
して、我が国は 18.6%に過ぎず、その取組は遅れてい
る（第 4-1-1-3 図）。
　取組の遅れの大きな原因となっていると考えられる

 
4 豪州とNZはASEAN-豪 NZの三者間でのFTA。
5 「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）への道筋」（2011 年 11 月 13～14 日、APEC首脳会議）

第 4-1-1-2 表　我が国がこれまでに締結した EPA

相 手 国 発効年月

シンガポール 2002 年 11 月

メキシコ 2005 年  4 月

マレーシア 2006 年  7 月

チリ 2007 年  9 月

タイ 2007 年 11 月

インドネシア 2008 年  7 月

ブルネイ 2008 年  7 月

ASEAN 2008 年 12 月

フィリピン 2008 年 12 月

スイス 2009 年  9 月

ベトナム 2009 年 10 月

インド 2011 年  8 月

ペルー 2012 年  3 月

資料：経済産業省作成。

第 4-1-1-1 図　東アジアにおける経済連携の動き

資料：経済産業省作成。
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東アジア地域包括的経済連携：RCEP
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日・蒙
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AFTA（ASEAN 自由貿易協定）
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のが、世界の標準からみた、我が国EPAの自由化水
準の低さである。我が国がこれまで結んできたEPA
の自由化率は、貿易額ベースで見れば 90%以上を達
成しているものの、品目数ベースでみると、およそ
86～87%となっている。これは、我が国が自由化の例
外を多く設けてきたからにほかならないが、前述のよ
うに、近年、特に先進国間では通常、品目数ベースで
95%以上、100%近い自由化を達成するFTAも多く
なっていることを考えると、日本がこれまで結んでき
たEPA／FTAの自由化率は低いと言わざるを得ない
（第 4-1-1-4 図）。

　自由化の例外とする品目が多ければ多いほど、相手
国から我が国関心品目の自由化を引き出すことは難し
くなり、また交渉できる余地が制限されるため、交渉
自体が難航することになる。
　しかし、ASEANや中南米のEPA／FTAに積極的
な諸国との協定締結が一段落した今、これから日本が
積極的に進めていくべきEPA／FTAの相手国・地域
を考えると、より自由化率の高いEPA／FTAを締結
することが必要となろう。よって、日本のEPA／
FTAへの取組の遅れを解消するには、自由化の例外
品目を大きく減らしていく努力が不可欠となる。

第 4-1-1-3 図　主要国の貿易に占める FTA 比率、EU・米国の主な高関税品目

韓　国 日　本
乗用車 10％
薄型テレビ 14％

EU における主な高関税品目

0％

韓 EU FTA（発効）

日本 中国 韓国

貿易額
1兆 6,796 億ドル
（2011 年）

発効済の国・地域：18.6％
交渉中まで含む　：39.0％

発効済
18.6％

交渉中
14.1％

交渉中
（韓国）
6.3％

その他
（中国）
20.6％

その他
（米国）
11.9％

その他
（EU 27）
10.5％

その他
17.9％

貿易額
3兆 6,407 億ドル
（2011 年）

貿易額
1兆 809 億ドル
（2011 年）

その他
24.0％

発効済
23.9％

交渉中
（韓国除く）
8.3％

交渉中
（韓国）
6.7％

その他
（米国）
12.2％

その他
（EU 27）
15.6％

その他
（日本）
9.4％

発効済
（米国）
9.3％

交渉中
（日本、
　中国除く）
16.8％

交渉中
（中国）
20.4％

その他
18.9％

発効済
（EU 27、
　米国除く）
15.1％

発効済
（EU 27）
9.5％

交渉中
（日本）
10.0％

発効済の国・地域：23.9％
交渉中まで含むと：38.9％

貿易額
3兆 6,875 億ドル
（2011 年）

貿易額
4兆 4,824 億ドル
（2011 年）

発効済の国・地域：33.9％
交渉中まで含むと：81.1％

発効済の国　　　　　：37.8％
発効済＋署名済の国で：39.0％
交渉中まで含めると　：47.9％

米国 EU
発効済の国　　　　　：26.9％
発効済＋署名済の国で：28.6％
交渉中まで含むと　　：48.7％

その他
（日本）
5.3％

その他
15.9％ 発効済

（韓国除く）
35.1％

発効済
（韓国）
2.7％

その他
（中国）
13.6％

その他
（EU 27）
17.3％

交渉中
8.9％

署名済・未発効
1.2％

発効済
（韓国）
2.1％

署名済・未発効
1.7％

その他
20.7％

交渉中
20.1％その他

（米国）
13.7％

その他
（中国）
13.3％

その他
（日本）
3.6％

発効済
（韓国除く）
24.8％

・国・地域名の記載は順不同
・同一の国とマルチの FTA、バイの FTA がともに進行している場合、貿易額は進行順（発効済→署名済→交渉中→その他）にカウントし、進行段階が同じ場合は、マルチの貿易額からは除い
てカウント。
・貿易額データ出典：Global Trade Atlas
・小数第 2位を四捨五入のため合計は必ずしも100％とならない。

10％→0％
14％→0％

韓　国 日　本
乗用車 2.5％
トラック 25％

米国における主な高関税品目

2.5％→0％
25％→0％

ベアリング 9％9％→0％

韓国企業に対する関税は、FTA 発効後
5年以内で全廃

韓米 FTA（発効）
韓国企業に対する関税は、FTA 発効後

10 年以内で全廃

家電：14％

（域内貿易含まず）
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② 戦略的・多角的な経済連携の推進
　EPAへの取組で後れを取ることによって、我が国
の貿易・投資環境が他国に劣後してしまうと、立地競
争力・輸出競争力が損なわれ、雇用機会を喪失するお
それがある。特に日本企業の競争力上、取組の遅れが
大きく影響してくるのが、韓国との関係である。既に
電気電子分野等、海外市場でのシェアで韓国企業に逆
転されている品目もあるが、2011 年以降、韓EUF-
TA、韓米 FTAが相次いで発効し、EU、米国という
大市場において、品目によっては 10%以上の関税格
差を日本製品が負うことになった。グローバルな市場
において、企業（特に製造業）が厳しいコスト意識を
持って熾烈な競争をしている中で、関税格差が数%～
数十%もあることのハンデは大きい 6。
　既に我が国製造業は長期的縮小を続け、事業所数及
び雇用数が減少している。国内製造業の縮小には、産
業構造そのものの変化、為替、海外の安い人件費や法
人税などEPA以外の要因による海外移転も影響して
いると考えられるが、EPAへの対応の遅れも空洞化

懸念の 1つ要因となっていると考えられる。
　このような状況を克服し、国内市場の縮小が見込ま
れている中でも持続的な成長を遂げるためには、市場
としての成長が期待できるアジア諸国や新興国、欧米
諸国、資源国等との経済関係をより深化させることで
成長を取り込み、我が国の将来に向けた成長・発展基
盤を再構築していくことが必要である。
　このような認識の下、我が国は、2010 年 11 月 9 日、
「包括的経済連携に関する基本方針」（以下「基本方
針」7）を閣議決定し、「これまでの姿勢から大きく踏
み込み、世界の主要貿易国との間で、世界の潮流から
見て遜色のない高いレベルの経済連携を進める」との、
国を開く固い決意を打ち出した。「特に、政治的・経
済的に重要で、我が国に特に大きな利益をもたらす
EPAや広域経済連携については、センシティブ品目
について配慮を行いつつ、全ての品目を自由化交渉対
象とし、交渉を通じて、高いレベルの経済連携を目指
す」としている。その一方、「高いレベルの経済連携
に必要となる競争力強化等の抜本的な国内改革」が必

 
6 例えば、自動車産業では米国等のTPP参加国に対して自動車及び自動車部品で 2010 年に少なくとも 1370 億円の関税を支払っており、
2010 年度の主要自動車メーカーの決算の合計は約 5,000 億円の営業赤字（単独決算ベース）であることに鑑みれば、関税賦課が競争条件
に与える影響は大きい。

7 全文は内閣官房国家戦略室HPを参照　http://www.npu.go.jp/pdf/20101109/20101109.pdf

第 4-1-1-4 図　我が国の EPA と米国等の FTA の自由化率比較

備考： 本表は、品目ベースの自由化率（10 年以内に関税撤廃を行う品目が全品目に占める割合）を示したもの。ただし、我が国の EPA について、貿易額ベー
スの自由化率（10 年以内に関税撤廃を行う品目が輸入額に占める割合）を見るとおおむね 90%以上を達成。日ブルネイ及び日スイスとの EPA では
99%以上、日シンガポール、日マレーシア、日ベトナムとの EPA では約 95%。

資料：「TPP をともに考える　地域シンポジウム」等における政府配布資料（内閣官房とりまとめ）

日スイス
（85.6 ％）

自由化率

100 ％

約 95 ％

約 90 ％

約 85 ％

自由化率

100 ％

約 95 ％

約 90 ％

約 85 ％

日本のEPA

（豪側） （ペルー側）

（米側）

日マレーシア
（86.8 ％）

日フィリピン
（88.4 ％）

日タイ
（87.2 ％） 日インドネシア

（86.6 ％）

日スイス
（85.6 ％）

日チリ
（86.5 ％）

（米側）

（米側） （韓側） （韓側）

（EU側）

米豪 FTA

（2005年1月発効）

米ペルー FTA

（2009年2月発効）

米韓 FTA

（2012年3月発効）

韓 EU FTA

（20011年7月発効）

ただし、将来的に実質的に自由化されるものも
含めれば 99.0 ％
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要であり、とりわけ我が国の農業は、「農業従事者の
高齢化、後継者難、低収益性等を踏まえれば、将来に
向けてその持続的な存続が危ぶまれる状況」にある。
「基本方針」では、高いレベルの経済連携の追求と同
時に、「国を開く」という観点から、農業分野、人の
移動分野及び規制制度改革分野において、適切な国内
改革を先行的に推進することを決定した。
　経済連携の具体的な取組としては、アジア太平洋地
域において、現在交渉中の二国間EPAの交渉の妥結・
加速や、研究中の広域経済連携等の交渉開始、いまだ
交渉に入っていない主要国・地域とのEPAを推進す
るとともに、「環太平洋パートナーシップ（TPP）協
定については、その情報収集を進めながら対応してい
く必要があり、国内の環境整備を早急に進めるととも
に、関係国との協議を開始する」とした。また、
EU、GCC（湾岸協力会議）諸国 8など、アジア太平洋
地域以外の主要国・地域に対する取組と、新興国・資
源国を中心にその他の国・地域との取組を推進するこ
とを決定した。
　「基本方針」を受け、経済連携や国内改革の具体的
な取り進め方を検討するため、「FTAAP・EPAのた
めの閣僚会合」、「食と農林漁業の再生推進本部（内閣
に設置）」、「人の移動に関する検討グループ（国家戦
略担当大臣の下に設置）」が設置され、それぞれの下
部会合も合わせ、閣僚レベルを含めた議論が行われて
いる。なお、関連する一部の規制・制度改革について
は、既存の行政刷新会議の下で議論が行われた。
　さらに、東日本大震災からの復興を進める方針を提
示した「政策推進指針」（平成 23 年 5 月 17 日閣議決定）
では、「国と国との絆の強化による開かれた経済再生」
が明記され、EPA／FTAについては、「「FTAAP・
EPAのための閣僚会合」において、「包括的経済連携
に関する基本方針」に基づく高いレベルの経済連携推
進や経済安全保障の確立等、国と国との絆の強化に関
する基本的考え方を、震災や原子力災害によって大き
な被害を受けている農業者・漁業者の心情、国際交渉
の進捗、産業空洞化の懸念等に配慮しつつ、検討する」
こととされた。同時に、「基本方針」の基本的考え方・
方向性については維持していくことが確認された。
　その後、10 月に「食と農林漁業の再生推進本部」
において「我が国の食と農林漁業の再生のための基本
方針・行動計画」（以下、「基本方針・行動計画」）が

決定された。この「基本方針・行動計画」においては、
「競争力・体質強化、地域振興を 5年間で集中展開し、
食と農林漁業の再生を早急に図る」とされた。また、
「高いレベルの経済連携と両立しうる持続可能な農林
漁業を実現するためには、本基本方針にある諸課題を
クリアし、なおかつ、国民の理解と安定した財源が必
要である」とされた。
　また、国家戦略会議での議論を経て 2012 年 12 月に
閣議決定された「日本再生の基本戦略」においては、
「アジア太平洋の増大する需要を始めとするグローバ
ル需要の取り込みは、我が国が経済成長を維持・増進
していくためにも不可欠である」として、「我が国が
率先して高いレベルの経済連携を進め、新たな貿易・
投資ルールの形成を主導していくことが重要」との認
識が改めて示され、「主要な貿易相手を始めとする幅
広い国々と戦略的かつ多角的に経済連携を進める」こ
とが定められた（第 4-1-1-5 表）。

（3） 「基本方針」を受けた我が国の経済連携への
取組

① 交渉中・議論中・研究中の取組
　冒頭でも述べたとおり、各国はEPA／FTAの取組
を積極化させている。我が国も、世界の成長力を自ら
の成長に取り込み、また我が国が世界経済に貢献して

 
8 バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦

第 4-1-1-5 表
日本再生の基本戦略（2011 年 12 月 24 日閣議決定）

① 経済連携の推進と世界の成長力の取り込み 
〈基本的考え方〉
　アジア・太平洋の増大する需要を始めとするグローバル需要の
取り込みは、我が国が経済成長を維持・増進していくためにも不
可欠である。世界の成長力を自らの成長に取り込み、また我が国
が世界経済に貢献していくためには、我が国が率先して高いレベ
ルの経済連携を進め、新たな貿易・投資ルールの形成を主導して
いくことが重要である。こうした観点から、我が国として主要な
貿易相手を始めとする幅広い国々と戦略的かつ多角的に経済連携
を進める。具体的には、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP の実現
に向け、日韓・日豪交渉を推進し、日中韓、ASEAN ＋ 3、ASEAN
＋ 6といった広域経済連携の早期交渉開始等を目指すとともに、
環太平洋パートナーシップ（TPP）協定については交渉参加に向
けた関係国との協議を進める。また、日 EU 等の早期交渉開始を
目指す。
② 食と農林漁業の再生 
〈基本的考え方〉 
（前略）
　高いレベルの経済連携と農林漁業の再生や食料自給率の向上と
の両立を実現するためには、「我が国の食と農林漁業の再生のため
の基本方針・行動計画」にある諸課題をクリアし、なおかつ、国
民の理解と安定した財源が必要であり、消費者負担から納税者負
担への移行、直接支払制度の改革、開国による恩恵の分配メカニ
ズム構築も含め、具体的に検討する。
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いくためには、我が国が率先して高いレベルの経済連
携を進め、新たな貿易・投資ルールの形成を主導して
いくことが重要である。こうした観点から、我が国と
して主要な貿易相手を始めとする幅広い国々と戦略的
かつ多角的に経済連携を進める。現在取り組んでいる

取組について、（a）アジア太平洋地域、（b）アジア太
平洋の国・地域以外の主要国・地域、（c）その他の国・
地域、に分けて紹介する（第 4-1-1-6 図、第 4-1-1-7
図）。

第 4-1-1-6 図　我が国の EPA 一覧

資料：経済産業省作成。

マレーシア
発効済（06年 7月）

ブルネイ
発効済（08年 7月）

タイ
発効済（07年 11 月）

インドネシア
発効済（08年 7月）

シンガポール
発効済（02年 11 月）
改正（07年 9月）

NZ

豪州
交渉中

RCEP
政府間で議論中

フィリピン
発効済（08年 12 月 11 日）

GCC 諸国
交渉中

「湾岸協力会議」：
サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦、バーレーン、
カタール、オマーン

スイス
発効済（09年 9月）

韓国
交渉中断中

ベトナム
発効済（09年 10 月 1日）

EU
スコーピング作業を

実施

チリ
発効済（07年 9月）

メキシコ
発効済（05年 4月）
改正（12年 4月）

TPP
交渉参加に向けて
関係国と協議中

日中韓
年内の交渉開始につき一致

コロンビア
共同研究中

インド
発効済（11年 8月）

ペルー
発効済（12年 3月）

モンゴル
交渉開始につき一致

カナダ
交渉開始につき一致

●発効済（13）：シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、
　　　　　　 　ベトナム、インド、ペルー
●交渉中（3）：豪州、GCC（湾岸協力会議）、韓国、　※モンゴル（交渉開始につき一致）、カナダ（交渉開始につき一致）
●研究・議論中（4）：日中韓（年内の交渉開始につき一致）、RCEP（政府間議論中）、EU（スコーピング作業を実施）、コロンビア（共同研究中）

ア
セ
ア
ン
（
Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）

発
効
済
（
08
年
12
月
1
日
）
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（a）アジア太平洋地域における取組 
　アジア太平洋地域は日本にとって、政治・経済・安
全保障上重要な地域であり、この地域との連携を深め
ることは日本の繁栄にとって大変有益である。
EPA／FTAはアジア太平洋地域に切れ目のない市場
を作り出し、地域の活力を取り込むための重要なツー
ルになり得る。我が国は既にASEAN諸国との 7つ
の二国間EPA（シンガポール、マレーシア、タイ、イ
ンドネシア、ブルネイ、フィリピン、ベトナムの合計
7か国）に加え、ASEAN全体とのEPAを締結して
いる。また、ASEAN以外のアジア太平洋地域との
EPAの取組として、メキシコ、チリ、インド、ペルー
とのEPAが発効している。加えて、豪州とはEPA
交渉中であり、モンゴル及びカナダとは交渉開始で一
致、韓国とのEPAは交渉が中断しているが、交渉の
早期再開を目指している。

【日インド EPA】（2011 年 8月発効）
　インドとの交渉は、2007 年 1 月に開始され、2011

年 2 月に署名に至り、8月 1日に発効した。インドは
10 億人を超える人口と、アジア第 3位の経済規模を
有し、近年著しい経済成長を続けている。日インド
EPAは、アジア第 3位の経済規模を有し近年著しい
経済成長を続けるインドとの間における、貿易の自由
化・円滑化、投資の促進、関連分野の制度整備等につ
いて定めるものである。現時点では、日印間の経済関
係は、必ずしも日印両国の経済規模を反映したものと
はなっていない。例えば、日本の輸出に占めるインド
の割合は 1.4%（8435 億円、2011 年）であり、日本の
輸入に占めるインドの割合は 0.8%（5410 億円、2011
年）と、低い値にとどまっている 9。日インドEPA
の発効により、日・インド両国間の経済関係の一層の
強化が期待される。

【日ペルーEPA】（2012 年 3月発効）
　ペルーとの交渉は、2009 年 5 月より開始され、
2011 年 5 月に署名に至り、2012 年 3 月 1 日に発効し
た。ペルーは近年高い経済成長率（2011 年まで 13 年

 
9 出典：財務省貿易統計

第 4-1-1-7 図　我が国の EPA の取組状況

資料：経済産業省作成。

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 最近の進捗

交渉中

交渉開始
につき一致

豪州

韓国
（中断中）

GCC

カナダ

モンゴル

交渉参加に
向けた協議中 TPP

スコーピング
作業を実施 EU

共同研究終了 日中韓

共同研究中 コロンビア

政府間
検討中

RCEP
（東アジア
の包括的
経済連携）

07年 4月交渉開始

スコーピング共同検討作業

7月 5月

産官学共同研究

5月

共同研究
3月

官民共同研究
6月

政府間での検討

貿易・投資に関する
作業部会設置に合意

03 年 6月より、
民間共同研究会

ASEAN＋3
共同専門家研究会

ASEAN＋6
民間専門家研究会

10 月

11 月

震災で交渉中断

情報収集のための協議

交渉再開に向けた実務者協議

GCC側が FTA 一般について見直し中

交渉参加に
向けた協議

11 月

交渉開始につき一致
3月

交渉開始につき一致
3月

11 月
共同研究

11 月

震災で一時交渉中断。11 年 11 月の首脳会談
で交渉再開に合意し、同年12月から交渉再開。

04 年 11 月以降、交渉中断。交渉再開に向
け実務者レベルの協議を開催。

09 年 3 月に第 4 回中間会合を開催。現在、
GCC側が FTA 一般について見直し中。

11 年 3 月から 12 年 1 月に共同研究を実施。
12年3月の日加首脳会談で交渉開始につき一致。

10年6月から11年3月に官民共同研究を実施。
12年3月の日蒙首脳会談で交渉開始につき一致。

10 年 12 月、情報収集のための協議を開始。
11 年 11 月、交渉参加に向けた協議に入る
ことを表明。12 年 1月、同協議を開始。

日 EU 合同ハイレベル・グループで共同検
討作業を実施。11 年 5 月の日 EU 定期首脳
協議で、交渉のためのプロセス開始に合意。
現在、交渉の範囲と野心のレベルを定める
作業（スコーピング）を実施。

10 年 5 月から産官学共同研究を実施。11
年 12 月に共同研究終了。12 年 5 月の日中
韓首脳会談で年内の交渉開始につき一致。

11 年 9 月、首脳会談で共同研究の立ち上
げに合意。11 年 11 月、共同研究を開始。

09 年 10 月の経済大臣・首脳の合意を受け、4 分野（原産
地規則、関税分類、税関手続、経済協力）について政府間
で検討開始。11年11月ASEAN関連首脳会議にて、物品貿易、
サービス貿易、投資の作業部会を設置することとなった。
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連続プラス成長を維持）を達成しており、日ペルー
EPAにより、両国間の貿易及び投資の自由化及び円
滑化が推進されるとともに、自然人の移動、競争、知
的財産等の幅広い分野において互恵的な経済連携が深
化し、両国経済が一段と活性化することが期待される。
ペルーは近年積極的にFTA交渉を進めており、既に
米国、中国、カナダ、韓国、メキシコ、パナマ等との
間で発効済み、EU、コスタリカとの間で署名済み（発
効待ち）であり、我が国企業がペルー市場で他国企業
に劣後しないためにもペルーとのEPA発効は重要な
意味を持つ。 また、我が国にとって有数の鉱物資源
輸入先（亜鉛鉱石：第 2位、銅鉱石：第 2位（2011 年）
であり、資源の安定供給確保の観点からも大きな意義
がある。2012 年 3 月の発効後 10 年間で往復貿易額の
99%以上（ただし中古品を除く）の品目が関税撤廃さ
れることになる。

【日豪 EPA】（交渉中）
　豪州との交渉は、2007 年 4 月に開始された。豪州
とのEPAは、我が国と基本的な価値観と戦略的な利
益を共有する豪州との「包括的な戦略的関係」の強化
に資するとともに、関税撤廃等による貿易・投資の拡
大が期待される。また、鉄鉱石及び石炭等を豪州に大
きく依存している我が国にとって、資源・エネルギー
や食料の安定供給に資するといったメリットが期待さ
れる。2012 年 4 月に開催された第 15 回交渉会合では、
物品・サービス貿易、投資、原産地規則、食料供給等
の幅広い分野について有益な議論が行われた。 

【日韓 EPA】（交渉中断中）
　韓国とのEPA交渉は 2003 年 12 月の交渉開始後、
2004 年 11 月の第 6回交渉会合を最後に中断してい
る。しかし、2008 年以降、交渉再開に向けた実務協
議を開催し、2011 年 10 月に行われた日韓首脳会談で
は、交渉再開に必要な実務的作業の本格的実施で合意
するなど、交渉再開に向けた動きが見られている。日
韓EPAは、両国間の貿易・投資の拡大、両国の国際
競争力の強化など多面的な意義を持つことから、早期
の交渉再開が望まれている。 

【日モンゴル EPA】（交渉開始につき一致）
　モンゴルとは、双方の産学官の代表の参加を得て、
日モンゴルEPA官民共同研究を、2010 年 6 月、11
月、2011 年 3 月の 3回にわたって開催した。その結果、

両国首脳に対する早期の日モンゴルEPA交渉入りの
提言を含む報告書が完成した。同共同研究の報告書を
うけ、2012 年 3 月の首脳会談において、互恵的かつ
相互補完的な経済関係の構築に向けて、日・モンゴル
経済連携協定（EPA）交渉を開始することで一致した。
モンゴルにとっては、初めてのEPA交渉となる。
EPAを締結することにより、エネルギー・鉱物資源
等に関する投資環境の改善が見込まれ、両国の更なる
貿易、投資の拡大による両国経済関係の強化が期待さ
れる。

【日カナダ EPA】（交渉開始につき一致）
　カナダとは、共同研究を、2011 年 3 月、4月、7月、
2012 年 1 月の 4回にわたって開催した。同共同研究
の報告書をうけ、2012 年 3 月の首脳会談において、
両国の実質的な経済的利益に道を開く二国間EPAの
交渉を開始することで一致した。カナダは、オイルサ
ンドを含めた石油埋蔵量はサウジアラビアに次いで世
界第二位、ウラン生産世界第二位、ニッケル第三位、
亜鉛第四位と、エネルギー・鉱物資源を豊富に有して
おり、これら資源の安定確保の観点からも、カナダと
の経済関係の深化は大きな意義がある。
　これらに加え、広域的なEPAの取組として、日中
韓FTA、東アジアの包括的経済連携がある。（TPP
については②で記述）

【日中韓 FTA】（年内の交渉開始につき一致）
　日中韓 3か国間では、2003 年から FTAに関する民
間共同研究が実施されていたところ、2009 年 10 月の
第 2回日中韓サミットの議論を受けた第 6回日中韓経
済貿易大臣会合において、2010 年上半期に産官学共
同研究を開始することを決定した。これを受け、2010
年 5 月から日中韓FTA産官学共同研究が開催され、
2011 年 12 月に共同研究を完了し、2012 年 5 月の日中
韓サミットでは、日中韓FTAの年内交渉開始につき
一致した。

【 東アジア地域包括的経済連携：RCEP】（政府間検討中）
　2005 年から共同専門家研究を開始したASEAN10
か国に日中韓 3か国を加えた「ASEAN+3」による東
アジア自由貿易圏（EAFTA：East Asia Free Trade 
Area）構想と、2006 年に我が国が提案し、2007 年か
ら民間研究を開始した「ASEAN+6」（日、中、韓、
インド、豪州、NZ）による東アジア包括的経済連携
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（CEPEA：Comprehensive Economic Partnership in 
East Asia）構想の 2つの構想については、2009 年に
経済閣僚及び首脳に研究の最終報告書が提出され、報
告内容について政府間の議論を開始することが合意さ
れた。政府間の議論では、貿易円滑化（原産地規則、
税関手続、関税品目表及び経済協力の 4つの分野）に
ついての作業部会が設置され、それぞれの分野につい
て、5つの既存のASEAN+1FTAのルールや運用等
の比較・分析などが行われ、2011 年に報告書がとり
まとめられている。 
　また、ASEAN側から、これまでのEAFTA、
CEPEAの取組を踏まえ、これらを踏まえた概念とし
て東アジア地域包括的経済連携の枠組み（RCEP：アー
ルセップ）が提案されており、2012 年 4 月のASEAN
首脳会議において、年末までのRCEPの交渉開始を
目指す旨の議長声明が発出された。これを受けて、同
月、ASEAN経済大臣が訪日した際の非公式会合
（ASEANロードショー）では、日本とASEANの
経済大臣の間で、年末までの交渉開始に向け取り組ん
でいくこととした。

　今後は、我が国と中国の共同提案を踏まえ設立され
た、貿易・投資の自由化に関する作業部会（物品貿易、
サービス貿易、投資の 3分野）を通じて、交渉開始に
向けた検討を進めていくこととなる。
　また、貿易・投資の自由化に関してASEAN＋
1FTAの比較・研究をさらに深化させることが必要と
なっており、東アジア・ASEAN経済研究センター
（ERIA）（コラム 20 参照）の役割が期待されるとこ
ろである。
　こうした東アジア地域の広域経済連携の進展によ
り、①拡大する生産ネットワークに対してFTAを活
用することで、最適な生産配分・立地戦略を実現する
ことが可能となり、東アジア地域における産業の国際
競争力の強化につながることが期待される。また、②
ルールの統一化や手続の簡素化による負担の軽減、③
第 3国間との競争が激化する中での関税削減や貿易救
済の規律強化により、日本を拠点とした高付加価値な
部材の生産を促進し、技術、ノウハウ、技術者の流出
を防ぐことにつながる。

ERIAは、東アジア経済統合推進を目的として、東アジア地域の 16 か国（ASEAN10
か国、日本、中国、韓国、インド、豪州及びNZ）で構成される国際的な機関である。ERIAは、「世界
の成長センター」であるアジアで、豊かな経済社会を実現し、地域的な共通課題を解決するための研究
を行い、その成果を首脳及び閣僚等に対し政策提言として報告している。
　ERIAは、我が国が 2006 年 8 月の日ASEAN経済大臣会合等において、「東アジア版OECD」構想
を提案したことに始まる。「東アジア経済統合の推進」、「域内経済発展格差の是正」、「持続的な成長の
実現」を 3つの柱として、調査・研究、シンポジウム等を実施しており、東アジアサミット、ASEAN
サミット等に、政策提言を行っている。上記 3つの柱に関する、2011 年度の主要な成果はそれぞれ以
下のとおり。

① 東アジア経済統合の推進
　2011 年度は、東アジア経済統合の推進に向けて、ASEAN事務局とも協力しつつ、既存のASEAN
＋ 1FTAにおけるルールの比較・分析作業を行った。この成果は、今後設置される予定の包括的経済
連携に関するASEANプラス作業部会等において活用されることが期待される。また、ERIAは、2015
年までにASEAN共同体の構築を目指すASEANの経済統合を最重要研究課題と位置付け、ASEAN
首脳・経済閣僚からの指示の下、ASEAN経済共同体の実現に向け、「ブループリント（行動計画）」の
進捗評価、経済効果分析を行い、政策提言を行っており、2015 年に向けますますその役割が増してい
るところ。更に、2015 年以降のASEAN地域の在り方について、「ジャカルタ・フレームワーク」を提

コラム

20 2011 年の東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）の取組
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（b） アジア太平洋の国・地域以外の主要国・地域と  
の取組

【日 EU・EPA】（スコーピング作業を実地）
　アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組の中
でまず挙げられるものが、EUとの取組である。EU
はアジア太平洋地域以外の最大の貿易相手であり、日
EU間の貿易総額は、約 14 兆円（2011 年）で、日本
にとり世界第 3位、EUにとり世界第 7位の貿易相手
であり、日本の対EU投資残高は約 17 兆円（2011 年）、
EUの対日投資残高は約 7兆円（2011 年）となってい
る。EUには約 3,300 社の日本企業が進出し、約 40 万
人以上の雇用を創出している。日EU経済連携協定
（EPA）を通じた日EU経済関係の更なる強化は、
双方の経済成長にプラスであり、相互依存や信頼関係
の強化によって政治安全保障面も含めた包括的な関係
強化の可能性をもたらす。また、2011 年 7 月には、
EU韓国 FTAが暫定発効したことから、我が国産業
界は、欧州市場で競争上不利になることを懸念してお

り、日本経済団体連合会から日EU・EPA交渉の早
期開始の要望が出されるなど、日EU・EPA実現を
求める声が高まっている。
　2011 年 5 月の日 EU定期首脳協議での合意を受け、
交渉の範囲等を定める作業（「スコーピング」）を行っ
た。今後、EU内において欧州委員会と加盟国との間
で調整が進められる見込みである。

【日GCC・FTA】（交渉中）
　GCC諸国については、2006 年 9 月に交渉が開始さ
れ、2009 年 3 月までに 2回の正式会合と 4回の中間
会合が実施された。しかし同年 7月に、GCC側の要
請により交渉が中断され、現在、我が国は交渉再開に
向けて働きかけを行っているところである。この地域
は、我が国の原油輸入量全体の約 75%（2011 年）を
占め、また我が国からの総輸出額も 1.6 兆円に達する
（2011 年）。さらに、人口増加に伴う大規模なインフ
ラ整備の需要があり、各国による、官民一体となった

示し、ASEAN首脳から高く評価された。

② 域内経済発展格差の是正
　ERIAは、域内経済発展格差是正に関する取組として、2010 年度に「アジア総合開発計画」を策定し、
また「ASEAN連結性マスタープラン」への支援を行ってきた。2011 年度も引き続き、これらの計画
の実施に関する支援・フォローアップを行ったところ、ERIAが取り組むべきとして位置づけていたプ
ロジェクトの 60％以上が既にフィージビリティスタディ段階を終了。2011 年 11 月の第 6回東アジアサ
ミットでは、参加国の首脳より、その支援が評価された。その他、格差の是正に資する取組として、
ERIAは、中小企業政策インデックスの作成、中小企業ビジネスマッチングに向けた取組等の中小企業
支援や途上国の政策研究能力向上を目的としたキャパシティ・ビルディング事業を行っている。

③ 持続的な成長の実現
　ERIAは、これまでも化学物質管理や 3R政策など、持続的な成長の実現に向けた調査研究を実施し
てきたが、2011 年度には特にエネルギー分野におけるERIAの役割を強化することとなった。具体的
には、2011 年 9 月の東アジアエネルギー大臣会合において、東アジアエネルギー連携強化について既
存の協力分野の成果を生かしつつ、①エネルギー見通しの策定、②エネルギー緊急途絶時の緊急対応政
策・施策の整備、③既存の化石燃料資源の利用促進、④原子力発電を含む電力インフラの改善、⑤クリー
ン・エネルギー／スマート・コミュニティの開発等の 5つの分野についてERIAを中核に調査研究を
行うことが合意され、同年 11 月の東アジア首脳会合においてもこれが歓迎された。
　これらのERIAの諸活動については、2011 年 11 月のASEAN首脳会合において称賛され、ERIAが
引き続きASEAN首脳会合・東アジア首脳会合に継続的に貢献していくことが奨励されている。また、
2011 年度の ERIA理事会においては、東日本大震災の経験も踏まえ、危機や災害に強い東アジアの構
築が優先課題とされており、リスクへの対応の重要性が改めて確認されたところ、その実現が期待され
ている。
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売り込みが積極的に展開されている。貿易・投資拡大
及び我が国のエネルギー安全保障の観点に加えて、同
諸国との間で経済関係を含めた友好的な関係を形成・
維持することが重要である。
（c）その他の国・地域との取組
　その他の国・地域に関しては、「基本方針」に則り、
「ドーハ開発アジェンダ交渉、アジア太平洋地域の地
域統合及び主要国との経済連携強化の取組などの進捗
状況を見極めつつ、その他のアジア諸国、新興国、資
源国等との関係においても、経済的観点、さらには外
交戦略上の観点から総合的に判断の上、EPAの締結
を含めた経済連携関係の強化を積極的に推進する」こ
ととしている。

【コロンビア】（共同研究中）
　2011 年 9 月の首脳会談において、EPA共同研究立
ち上げが合意された。これを受け、2012 年 5 月まで
に 3回の共同研究が開催されている。
　以上、「基本方針」の分類に沿って、現在交渉中、
議論・研究中のEPA／FTAを紹介した。グローバル
に展開するビジネスの要請に応えるには、このような
新たな協定作成に向けた取組に加えて、EPA／FTA
の円滑な利用促進、既存EPAの内容の改善（再交渉）
も重要である。
　2011 年 5 月現在、我が国の発効済みEPAは 13 あ
るが（シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、
タイ、インドネシア、フィリピン、ブルネイ、ASE-
AN、スイス、ベトナム、インド、ペルー）、それら
においては、企業による活用も浸透し始め、「活用・
運用段階」にあるといえる。EPAが「活用・運用段階」
にある中で日本企業の国際展開を促進するためには、
①EPAの着実な執行に努めるとともに、②政府・民
間が積極的にEPAを活用してメリットが享受できる
ようビジネス環境の改善を行う、③EPAの実態把握
を通じて課題や新たなニーズを把握して改善につなげ
ていく、という、いわば「EPAのライフサイクル」
に渡る対応を重視し、EPAの質を高めていくという
視点が益々重要になってきていると言えよう。

② TPP への取組
　上記の交渉・議論・研究・検討中のEPA／FTAの
取組に加え、TPPについては交渉参加に向けた関係
国との協議を行っている。元々、シンガポール、
NZ、チリ、ブルネイの 4か国の間で 2006 年に発効し

た P4 協定に、2008 年に米国、豪州、ペルーが新たな
交渉を行うことを発表して加わり、2010 年 3 月より
更にベトナムを加えて、TPP協定交渉として開始さ
れた（マレーシアは 2010 年 10 月の交渉より参加）。
TPPは、現在９か国で交渉されているが、当初の交
渉当事国に限ることなく、新規加入にオープンな形式
を取り、将来的にアジア太平洋地域に広げることが想
定されており、FTAAPに至る道筋の中で実際に交渉
が開始している取組である。
　これまで（2012 年 5 月現在）に、2010 年 3 月、6月、
10 月、12 月、2011 年 2 月、3月、6月、9月、10 月、
12 月、2012 年 3 月、5月と、12 回の正式な交渉会合
が重ねられ、着実な進展を見せている。2011 年 11 月
のハワイ・ホノルルAPECの際には、９か国の首脳
から、それまでの交渉の進捗等をまとめた文書として、
「環太平洋パートナーシップ（TPP）の輪郭」10が発
表された（第 4-1-1-8 表）。加えて、「輪郭」と同時に
発出された「首脳声明」11では、「画期的な協定をでき

第 4-1-1-8 表
環太平洋パートナーシップ（TPP）の輪郭
2011 年 11 月 12 日（抜粋・仮訳）

重要な特徴
　TPP の大まかな輪郭の合意に関する首脳への報告の中で、貿易
担当閣僚は、TPP の 5つの特徴を特定した。これらの特徴により、
TPP は、世界の経済において TPP 参加国が競争力を高めていくた
めに、グローバルな貿易の新しい基準を設立し、次世代の課題を
包含する、画期的で 21 世紀型の貿易協定となる。
○ 包括的な市場アクセス：我々の労働者とビジネスにとっての新
しい機会及び我々の消費者にとっての即時の利益を創出するた
めに、関税並びに物品・サービスの貿易及び投資に対するその
他の障壁を撤廃する。
○ 地域全域にまたがる協定：TPP 参加国の雇用創出、生活水準の
向上、福祉の改善、持続可能な成長を促進するという目標を支
援するために、TPP 参加国間の生産とサプライチェーンの発展
を促進する。
○ 分野横断的な貿易課題：TPP に 4つの新しい分野横断的な課題
を取り込むことで APEC 及び他のフォーラムで行われる作業を
発展させる。この 4つの課題は、以下の通りである。
　 　－規制制度間の整合性：参加国間の貿易をより継ぎ目のない
効率的なものとすることで、これら国々の間の貿易を促進する。
　 　－競争力及びビジネス円滑化：地域的な生産とサプライチェー
ンの発展等を通じて、各 TPP 参加国経済の国内及び地域の競争
力を強化し、地域の経済統合と雇用を促進する。
　 　－中小企業：中小企業による国際的な取引を促進しつつ、中
小企業が貿易協定を理解し、利用するに当たっての困難に取り
組む。
　 　－開発：包括的で強固な市場自由化、貿易と投資を拡大する
ような規律強化、及びその他の約束（全ての TPP 参加国が協定
を効果的に履行し利益を完全に享受するためのメカニズムを含
む）により、経済開発とガバナンスにとって重要な制度が強化
され、これによって各 TPP 参加国の経済発展上の優先課題が前
進する。
○ 新たな貿易課題：デジタル経済やグリーン・テクノロジーに関
連するものを含む革新的な製品及びサービスの貿易及び投資を
促進し、TPP 地域を通じた競争的なビジネス環境を確保する。
○ 「生きている」協定：将来生じる貿易の課題及び新規参加国に
伴う協定の拡大から生じる新しい課題に対応するために、協定
の適切な更新を可能とする。

通商白書  2012 397

第１節我が国企業の取組を後押しする貿易投資環境の整備

第
４
章



るだけ早く妥結できるよう、必要なリソースを投入す
ることを約束した。同時に、我々は各国により様々に
異なるセンシティブな問題の交渉が残されていること
を認識し、各国の多様な発展のレベルを考慮しつつ、
包括的かつバランスのとれたパッケージの文脈の中

で、これらの問題に対処する適切な方法を見出す必要
があることに合意した」とされている。また、その際、
オバマ米国大統領は、「野心的な目標ではあるが」「来
年中（2012 年中）にTPP協定を完成させることを指
示した」と述べた（第 4-1-1-9 表）。

　2012 年中には上記の 3回を含め、最低 5回の交渉
会合が必要であるとされているのに加え、それぞれの
正式な交渉会合の間に、幾つかの論点について中間会
合も行われているところである（第 4-1-1-10 表）。
　TPP協定交渉で議論されている分野としては、市
場アクセス（工業、繊維・衣料品、農業）、原産地規則、
貿易円滑化、SPS（衛生植物検疫）、TBT（強制規格、
任意規格及び適合性評価手続）、貿易救済（セーフガー
ド等）、政府調達、知的財産、競争政策、サービス（越
境サービス、金融、電気通信、商用関係者の移動）、
電子商取引、投資、環境、労働、制度的事項、紛争解
決、協力、「分野横断的事項」がある（第 4-1-1-10

表）12。
　高いレベルの関税撤廃を目指すことに加え、先進国
から途上国までを含む広域経済連携において、レベル
の高い「21 世紀型ルール」を策定しようとしており、
今後のアジア太平洋地域にまたがる貿易・投資ルール
の土台とすることが目指されている。なお、「分野横
断的事項」は、従来のEPA／FTAには見られない分
野であり、具体的には、規制制度間整合、競争力及び
ビジネス円滑化、中小企業、開発等が議論されている。
これは、原産地規則、投資、サービス等の個々の分野
を横断的に検討するところに特徴があり、実際に事業
活動を展開している企業が、外国に直接投資を行い、

 
10 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/TPP/pdfs/TPP01_07.pdf
11 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/TPP/pdfs/TPP01_08.pdf
12 これに首席交渉官会合を加えて、「24 の作業部会」「24 分野」と呼ぶことがある。ただし、部会や交渉分野の数え方は、交渉会合によって
も異なり、協定の章立てがこのとおりになるとは限らない。

第 4-1-1-9 表　環太平洋パートナーシップ（TPP）の概要

1．高い水準の自由化が目標
　 　アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に向けた道筋の中で唯一交渉が開始されており、アジア太平洋地域における高い水準の自由化が目標。
2．非関税分野や新しい分野を含む包括的な協定
　 　FTA の基本的な構成要素である物品市場アクセス（物品の関税の撤廃・削減）やサービス貿易のみではなく、非関税分野（投資 , 競争 ,
知的財産 , 政府調達等）のルール作りのほか、新しい分野（環境 , 労働、「分野横断的事項」等）を含む包括的協定として交渉されている。

TPP の基本的考え方

2010 年 11 月
TPP 協定交渉参加国首脳会合
（於：横浜 APEC 首脳会議）
「2011 年 11 月のハワイ APEC 首脳会議までの交渉妥結を目指す」
ことで一致。

2011 年 5月
TPP 協定交渉参加国閣僚会合共同声明
（於：米国モンタナ APEC 貿易大臣会合）
「11 月に TPP 協定の大まかな輪郭を固めるとの目標を表明した。」

2011 年 11 月 12～13 日
APEC 首脳会議（於：ハワイ・ホノルル）
「TPP の輪郭」を発表
野心的な目標としつつ、2012 年中に協定を完成させるよう指示
（オバマ大統領スピーチ）。

目　　標

2010 年 3月　第 1回会合（於：豪州）
　  　P4 協定（環太平洋戦略的経済連携協定）加盟の 4か国（シン
ガポール、NZ、チリ、ブルネイ）に加えて、米、豪、ペルー、
ベトナムの 8か国で交渉開始。

6月 第 2回会合（於：米国）
10 月 第 3回会合（於：ブルネイ）

マレーシアが新規参加
12 月 第 4回会合（於：NZ）

2011 年 2 月 第 5回会合（於：チリ）
3月 第 6回会合（於：シンガポール）
6月 第 7回会合（於：ベトナム）　
9月 第 8回会合（於：米国）
10 月 第 9回会合（於：ペルー）
12 月 第 10 回会合（ミニラウンド）（於：マレーシア）

2012 年 3 月 第 11 回会合（於：豪州）
5月 第 12 回会合（於：米国）

（以下、予定）
2012 年 7 月 第 13 回会合（於：米国）
　2012 年には上記 3回を含め最低 5回の会合が必要であるとさ
れている。

交渉日程

資料：「TPP をともに考える　地域シンポジウム」等における政府配布資料（内閣官房とりまとめ）
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アジア太平洋域内に製品やサービスを供給する場合に
直面する各国規制の差異や、サプライチェーンに関す
る様々な障害をできるだけ減らし、自由な貿易・投資
環境を構築しようという試みである 13。
　以上のようなTPP協定交渉において、米国を中心
とした参加国は、高い水準の関税撤廃を目指している
ことに加え、世界の成長センターたるアジア太平洋地
域で企業等が直面する様々な課題の解決に資すため、
新たなルール作りを目指して議論している。例えば、
TPP協定交渉参加国にはWTO政府調達協定（GPA）
に加盟していない国も多いが、締約国企業やその製品

がTPP参加国の政府調達市場で公平に扱われるよ
う、WTO政府調達協定並みの協定とするか、あるい
はそれを上回る水準のものとするかを中心に交渉が行
われている。知的財産の保護については、TPP参加
国において、各国の正規品の販売を促すため、模倣品・
海賊版の拡散を防止する仕組みを強化することなどを
目指した議論が行われている。また、グローバルに展
開する企業のビジネス円滑化の観点から、通関にかか
る手続の簡素化、ロジスティクスサービスの向上等、
サプライチェーン全体をカバーする地域的なルール整
備のための議論が行われている。これらについては、

 
13 詳しくは、「不公正貿易報告書 2011 年版」（経済産業省）495～496 頁を参照。

第 4-1-1-10 表　環太平洋パートナーシップ（TPP）の概要

TPP 交渉で扱われる分野

・TPP 協定交渉では 21 の分野が扱われている。
・そのうち、我が国がこれまでの投資協定・経済連携協定において独立の分野として扱ったことがないのは「環境」、「労働」、「分野横断的
事項」の 3分野。

⑴　物品市場アクセス
（作業部会としては、農業、
繊維・衣料品、工業）
　物品の貿易に関して、
関税の撤廃や削減の方法
等を定めるとともに、内
国民待遇など物品の貿易
を行う上での基本的な
ルールを定める。

⑵　原産地規則
　関税の減免の対象とな
る「締約国の原産品（＝
締約国で生産された産
品）」として認められる基
準や証明制度等について
定める。

⑶　貿易円滑化
　貿易規則の透明性の向
上や貿易手続きの簡素化
等について定める。

⑷　SPS（衛生植物検疫）
　食品の安全を確保した
り、動物や植物が病気に
かからないようにするた
めの措置の実施に関する
ルールについて定める。

⑸　 TBT（貿易の技術的障
害）

　安全や環境保全等の目
的から製品の特質やその
生産工程等について「規
格」が定められることが
あるところ、これが貿易
の不必要な障害とならな
いように、ルールを定める。

⑹　 貿易救済（セーフガー
ド等）

　ある産品の輸入が急増
し、国内産業に被害が生
じたり、そのおそれがあ
る場合、国内産業保護の
ために当該産品に対して、
一時的にとることのでき
る緊急措置（セーフガー
ド措置）について定める。

⑺　政府調達
　中央政府や地方政府等
による物品・サービスの
調達に関して、内国民待
遇の原則や入札の手続等
のルールについて定める。

⑻　知的財産
　知的財産の十分で効果
的な保護、模倣品や海賊
版に対する取締り等につ
いて定める。

⑼　競争政策
　貿易・投資の自由化で
得られる利益が、カルテ
ル等により害されるのを
防ぐため、競争法・政策
の強化・改善、政府間の
協力等について定める。

サービス

⑽　越境サービス

　国境を越えるサービス
の提供（サービス貿易）
に対する無差別待遇や数
量規制等の貿易制限的な
措置に関するルールを定
めるとともに、市場アク
セスを改善する。

サービス ⒁　電子商取引
　電子商取引のための環
境・ルールを整備する上
で必要となる原則等につ
いて定める。

⒂　投資
　内外投資家の無差別原
則（内国民待遇、最恵国
待遇）、投資に関する紛争
解決手続等について定め
る。

⒃　環境
　貿易や投資の促進のた
めに環境基準を緩和しな
いこと等を定める。

⑾　 一時的
入国

⑿　 金融サー
ビス

⒀　電気通信

　貿易・投
資等のビジ
ネスに従事
する自然人
の入国及び
一時的な滞
在の要件や
手続等に関
するルール
を定める。

　金融分野の
国境を越える
サービスの提
供について、
金融サービス
分野に特有の
定義やルール
を定める。

　電気通信の分野につ
いて、通信インフラを
有する主要なサービス
提供者の義務等に関す
るルールを定める。

⒄　労働
　貿易や投資の促進のため
に労働基準を緩和すべきで
ないこと等について定める。

⒅　制度的事項
　協定の運用等につい
て当事国間で協議等を
行う「合同委員会」の
設置やその権限等につ
いて定める。

⒆　紛争解決
　協定の解釈の不一致等
による締約国間の紛争を
解決する際の手続きにつ
いて定める。

⒇　協力
　協定の合意事項を履行
するための国内体制が不
十分な国に、技術支援や
人材育成を行うこと等に
ついて定める。

21　分野横断的事項
　複数の分野にまたがる
規制や規則が、通商上の
障害にならないよう、規
定を設ける。

資料：「TPP をともに考える　地域シンポジウム」等における政府配布資料（内閣官房とりまとめ）
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通商に関する情報収集や通関手続に関する負担が大企
業に比べて大きい中小企業も意識したルール作りが目
指されている。投資・サービス分野では、企業の海外
での事業展開の円滑化を目指し、外資規制の透明性強
化や投資・サービスに関する規制の緩和・撤廃等が議
論されている。国有企業に関しては、民間企業との間
で、平等な条件（機会）が与えられることを意図する
としている。労働・環境分野については、貿易・投資
を促進する目的で労働・環境基準を緩和してはならな
いことや、労働者の権利保護、環境に関する多国間の
義務の遵守等について議論が行われている 14。
　TPPは交渉中であり、どのようなルールが最終的
に形成されるかは予断できないものの、以上のような
議論を通じて、二国間EPAの積み上げでは実現困難
な地域全体をカバーする共通のルール作りが行われる
と考えられる。
　我が国は、2011 年 11 月のハワイ・ホノルルAPEC
直前に野田総理大臣が記者会見において、「TPP交渉
参加に向けて関係国との協議に入る」（第 4-1-1-11 表）
ことを表明し、APECでその旨を関係国に説明し
た 15。野田総理の表明及び「日本再生の基本戦略」（2011
年 12 月 24 日閣議決定）に基づき、TPPについては、
交渉参加に向けて関係国との協議を進め、各国が我が
国に求めるものについて更なる情報収集に努め、十分
な国民的議論を経た上で、国益の視点に立って、結論
を得ていくこととしている。この関係国との協議、国
民的議論を実施するため、「TPP交渉参加に向けた関
係国との協議に関する関係閣僚会合」が設置され、内

閣官房に設置された事務局を中心に国内広報・情報提
供、国内連絡・調整、国別協議に関するチームが編成
され、政府一体となって協議に臨む体制が整備された。
　上記の体制の下で我が国は、2012 年 1 月からTPP
交渉参加に向けた各国との協議を行い、これまでにベ
トナム、ブルネイ、ペルー、チリ、シンガポール、マ
レーシアからは交渉参加に関して基本的な支持を得
た。また、米国、豪州、ニュージーランドとは、引き
続き協議を行っていくこととしている（2012 年 5 月
現在）。協議で得られた情報の提供、国民的議論につ
いては、2月から 3月にかけて全国地方新聞社連合会
等が主催し、全国 9か所で開催された「TPPをとも
に考える　地域シンポジウム」に内閣官房・経済産業
省・外務省・農林水産省から政務三役が参加した他、
要望に応じ、政府から都道府県に説明員を派遣し、関
心や懸念を表明している関係団体とTPPに関する意
見交換を実施した。その中で最新の交渉の状況や協議
で得られた情報を説明するとともに、質疑応答を行い、
TPPに関する情報提供及び国民の理解醸成・ヒアリ
ングを行った。シンポジウムや都道府県への説明、関
係団体との意見交換会の場で表明された意見について
は、集約して内閣官房国家戦略室のホームページにお
いて公開している 16。

（4） 投資協定、国際標準等制度整備による市場環
境整備

　日本企業がアジアをはじめとしてグローバルに展開
するに当たり、国境を越える投資や貿易、他国におけ
るビジネス環境の整備が重要となる。ビジネス環境整
備には、投資制度の改善、産業インフラ整備、行政手
続の簡素化・円滑化、知的財産権の保護など、企業が
抱えるビジネス上の様々な問題点の改善を含む。我が
国の経済連携協定（EPA）では、こうしたビジネス
環境整備について政府と民間が包括的に取り上げて議
論する場を設けている。こうした問題に対応するため
にはEPAに限らない二国間の取決めや国際標準化の
推進等も有効である。二国間の取決めとしては、例え
ば、投資先における投資財産の保護等に有効な投資協
定、二重課税の調整等に関して有効な租税条約等があ
る。ここでは、（1）投資協定、（2）租税条約を取り上げ、

 
14 我が国がTPP協定交渉参加国との協議の結果得られた情報については、内閣官房ホームページ「TPP協定交渉の分野別状況」（http://
www.npu.go.jp/policy/policy08/bunya.html）を参照。

15 ホノルルAPECでは、我が国に加え、カナダ、メキシコもTPP交渉参加への関心表明を行った。
16 http://www.npu.go.jp/policy/policy08/index.html#01

　私としては、明日から参加するホノルル APEC 首脳会合におい
て、TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入ることといたしま
した。もとより、TPP については、大きなメリットとともに、数
多くの懸念が指摘されていることは十二分に認識をしております。

（中略）
　世界に誇る日本の医療制度、日本の伝統文化、美しい農村、そ
うしたものは断固として守り抜き、分厚い中間層によって支えら
れる、安定した社会の再構築を実現する決意であります。同時に、
貿易立国として、今日までの繁栄を築き上げてきた我が国が、現
在の豊かさを次世代に引き継ぎ、活力ある社会を発展させていく
ためには、アジア太平洋地域の成長力を取り入れていかなければ
なりません。このような観点から、関係各国との協議を開始し、
各国が我が国に求めるものについて更なる情報収集に努め、十分
な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、TPP
についての結論を得ていくこととしたいと思います。

第 4-1-1-11 表　
野田総理大臣の記者会見（2011 年 11 月 11 日）（抜粋）
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その役割や現状について俯瞰するとともに、海外展開
を推進するための環境整備の重要性について述べるこ
ととする。

① 投資協定
（a）我が国の対外直接投資の動向
　世界の海外直接投資は、1980 年代以降、急速に拡
大しており、貿易に加えて世界経済の成長を牽引する
大きな役割を果たしている。国連貿易開発会議
（UNCTAD）が作成した 2010 年世界投資報告書
（World Investment Report 2011）によると 1990 年
には海外直接投資残高の対GDP比は、対外直接投資
額で 8.5%、対内直接投資額で 9.1%であったのに対し、
2010 年にはそれぞれ 32.4%、30.4%に伸びている。
　我が国の国際収支も、1980 年代後半以降、恒常的
に貿易収支黒字を計上するようになり、海外への投資
額も徐々に拡大してきた。近年は、こうした海外投資
から生み出される所得の受取が増加し、2011 年の所
得収支が約 14.0 兆円と、約 1.6 兆円の赤字となった貿
易収支を大きく上回っており、7年連続で所得収支が
貿易収支を超過している（第 4-1-1-12 図）。2011 年
には、所得の受取のうち、直接投資収益の受取は 4兆
7,011 億円と顕著に推移している。

（b）世界の投資協定締結状況
　海外直接投資の拡大を踏まえ、各国は、投資先国に
おける差別的扱いや収用（国有化も含む）などのリス
クから自国の投資家とその投資財産を保護するため、
投資協定を締結してきた。

　近年、世界の投資協定数は大きく増加しており、
2010 年現在で 2,807 件に達している（第 4-1-1-13 図）。
国別では、ドイツ、中国、英国、フランスといった国々
が 100 件前後の投資協定を締結していることに対し、
我が国は、経済連携協定の投資章を含め 28 件 17にと
どまっている（第 4-1-1-14 表）。
　また、投資協定は、投資家（企業等）が投資先にお
いて不利益を被った場合の紛争処理手続について取決
めることが多い。そうした紛争処理手続を含む投資協
定を締結していない場合、投資家が不利益の是正を投
資仲裁機関に訴える法的根拠を得ることが難しくな
る。UNCTADによれば、国際投資協定に基づく投資
家対国家の投資仲裁件数（仲裁機関へ案件付託の数）
は、1987 年の最初の事案 18以来、1998 年までは累計
で 14 件にとどまっていたものの 19、1990 年代後半か
ら急増し 20、2011 年末現在で累計 450 件に上ってい
る。一方、我が国企業が投資仲裁制度に基づき訴えを
行った事例は、海外子会社が外国間の協定を利用した
1件のみである 21。
（c） 投資の保護・円滑化を促進するツールとしての投

資協定
　投資協定は、従来、投資受入国における投資財産の
収用や法律の恣意的な運用等のカントリー・リスクか
ら投資家を守り、投資家を保護することを主目的とし
て締結されてきた。これらは「投資保護協定」と呼ば
れ、内国民待遇や最恵国待遇、収用の要件と補償額の
算定方法、自由な送金、締約国間の紛争処理手続、投
資受入国と投資家との間の紛争処理等を主要な内容と
する。1990 年代に入ると、そのような投資財産保護

 
17 2012 年 3 月現在（署名数）。
18 Asian Agricultural Products Limited 対スリランカ政府の事案（ICSID Case No.ARB/87/3）。
19 UNCTAD（2005） “INVESTOR-STATE DISPUTES ARISING FROM INVESTMENT TREATIES:A REVIEW”。
20 1996 年、NAFTAにおける「エチル事件」（米国企業がカナダ政府による環境規制がNAFTA上の「収用」に当たるとして提訴。カナダ
政府が米国企業に金銭を支払って和解）をきっかけに、投資仲裁に対する関心が高まったとされる。

21 1998 年、我が国の証券会社の在ロンドン子会社が、オランダ法の下で設立された法人を介して買収したチェコの銀行に対してチェコ政府
がとった措置に関し、チェコとオランダ間の二国間投資協定に基づき、国連商取引委員会（UNCITRAL）仲裁規則による仲裁に付託した
ケース。

第 4-1-1-12 図　我が国の貿易収支と所得収支の推移
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第 4-1-1-13 図　世界の投資協定数の推移
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に加えて、投資設立段階の内国民待遇や最恵国待遇、
パフォーマンス要求 22の禁止、外資規制強化の禁止
や漸進的な自由化の努力義務、透明性確保（法令の公

表、相手国からの照会への回答義務等）等を盛り込ん
だ投資協定（「投資保護・自由化協定」）が出てきた（第
4-1-1-15 表）23。

第 4-1-1-15 表　投資協定締結のメリット

1．投資財産の保護＆投資家に対する公正な待遇

①一度受けた事業許可を後で撤回されない
②事業資産を収用・国有化されない
③規制が強化されたことによって事業が継続できなくなる事態を防ぐ（間接収用 “indirect expropriation”）
④相手国政府と締結した投資契約・コンセッション契約が遵守される（アンブレラ条項）
⑤日本への送金の自由が確保される
2．現地資本以外の企業（外国企業）との間で差別的な待遇を禁止（最恵国待遇（MFN））
3．現地資本企業との間で差別的な待遇を禁止（内国民待遇（NT））
4．投資家及び投資財産に対して、公正かつ衡平な待遇（FET：Fair and Equitable Treatment）を与える義務
5．協定によっては、次のような投資許可要件を禁止しているものもある。（パフォーマンス要求（PR）の禁止）
①一定割合・水準の物品・サービスを輸出するよう要求すること
②一定割合・水準の現地調達を達成するよう要求すること
③現地の物品・サービスを購入、利用又は優先するよう要求すること
④輸入量・輸入額を、輸出量・輸出額又は外貨の獲得量と関係づけるよう要求すること
⑤生産した物品・サービスの国内販売量・販売額を、輸出量・輸出額又は外貨獲得量と関係づけるよう要求すること
⑥輸出又は輸出のための販売を制限するよう要求すること
⑦取締役、経営者等が一定の国籍であることを要求すること
⑧現地資本のパートナーに技術移転するよう要求すること
⑨一定地域の管理拠点（headquarter）を現地に置くよう要求すること
⑩一定割合・一定人数の現地人を雇用するよう要求すること
⑪現地で一定程度の研究開発予算を投じるよう要求すること
⑫一定地域に対して、排他的に産品を供給するよう要求すること（他国に別の供給拠点を設立しないこと）

※相手国がこれらの義務に違反した場合、投資家は国家を相手に国際仲裁に訴えることができる。
資料：経済産業省作成。

第 4-1-1-14 表　我が国の投資関連協定締結状況

締結相手国（地域を含む） 署名 発効 
エジプト 1977 年 1 月 28 日 1978 年 1 月 14 日

スリランカ 1982 年 3 月 1日 1982 年 8 月 7日

中国 1988 年 8 月 2日 1989 年 5 月 14 日

トルコ 1992 年 2 月 12 日 1993 年 3 月 12 日

香港 1997 年 5 月 15 日 1997 年 6 月 18 日

パキスタン 1998 年 3 月 10 日 2002 年 5 月 29 日

バングラデシュ 1998 年 11 月 10 日 1999 年 8 月 25 日

ロシア 1998 年 11 月 13 日 2000 年 5 月 27 日

モンゴル 2001 年 2 月 15 日 2002 年 3 月 24 日

シンガポール（経済連携協定） 2002 年 1 月 13 日 2002 年 11 月 30 日

韓国 2002 年 3 月 22 日 2003 年 1 月 1日

ベトナム 2003 年 11 月 14 日 2004 年 12 月 19 日

メキシコ（経済連携協定） 2004 年 9 月 14 日 2005 年 9 月 17 日

マレーシア（経済連携協定） 2005 年 12 月 13 日 2006 年 7 月 13 日

フィリピン（経済連携協定） 2006 年 9 月 9日 2008 年 12 月 11 日

チリ（経済連携協定） 2007 年 3 月 27 日 2007 年 9 月 3日

締結相手国（地域を含む） 署名 発効 
タイ（経済連携協定） 2007 年 4 月 3日 2007 年 11 月 1日

カンボジア 2007 年 6 月 14 日 2008 年 7 月 31 日

ブルネイ（経済連携協定） 2007 年 6 月 18 日 2008 年 7 月 31 日

インドネシア（経済連携協定） 2007 年 8 月 20 日 2008 年 7 月 1日

ラオス 2008 年 1 月 16 日 2008 年 8 月 3日

ウズベキスタン 2008 年 8 月 15 日 2009 年 9 月 24 日

ペルー 2008 年 11 月 21 日 2009 年 12 月 10 日

ベトナム（経済連携協定）※ 1 2008 年 12 月 25 日 2009 年 10 月 1日

スイス（経済連携協定） 2009 年 2 月 19 日 2009 年 9 月 1日

インド（経済連携協定） 2011 年 2 月 16 日 2011 年 8 月 1日

ペルー（経済連携協定）※ 2 2011 年 5 月 31 日 2012 年 3 月 1日

パプアニューギニア 2011 年 4 月 26 日 未定

コロンビア 2011 年 9 月 12 日 未定

クウェート 2012 年 3 月 22 日 未定

日中韓 2012 年 5 月 13 日 未定

備考 1：2004 年 12 月 19 日に発効した日ベトナム投資協定の内容が組み込まれている。
備考 2：2009 年 12 月 10 日に発効した日ペルー投資協定の内容が組み込まれている
備考 3：この他、台湾とは民間窓口機関の取決めが 2011 年 9 月 22 日に署名されており、2012 年 1 月 20 日に手続が完了している。
備考 4：2012 年 5 月現在の情報を元に作成。
資料：経済産業省作成。

 
22 例えば、一定の現地部材（ローカルコンテンツ）比率を満たすことや、製造したものの一定の比率を輸出すること等、投資の条件として
課される特定の要件。

23 代表的なものとしてNAFTAの投資章があり、我が国の場合、二国間EPAの投資章や、日韓、日ベトナム、日カンボジア、日ラオス、
日ウズベキスタン、日ペルー投資協定がこのタイプにあたる。
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（d）投資協定への取組方針
　日本企業が進出している国又は進出が見込まれる国
であり、外国資本への開放度が低い、又は法制度の不
備が多い（法令が頻繁に変更される、透明性が低い等）
国では、投資協定の存在が重要となる。他方、政府が
投資協定の締結交渉にあてられる人員等には限りがあ
る。したがって、ニーズに応えることを主眼として交
渉相手国に優先順位を付け、迅速かつ柔軟に投資協定
の交渉を進めることが必要となる。
　具体的には、投資環境に不安があることに加えて、
次のような条件を満たす国が考えられる。まず、日本
から一定の投資が存在する又は今後の成長・潜在的投
資が見込まれる国、次に、中東、旧ソ連などの資源国、
最後に、南米、アフリカ地域等の地域市場に進出する
拠点となる国等が候補となる。相手国が協定締結に積
極的であることも検討要因となる。
　また、投資を保護・促進する観点からは、投資協定
交渉の推進に加えて、JETRO、NEXI、JICA、JBIC
等の政策支援ツールを活用することも重要である 24。

2008 年 11 月に設置された「対外投資戦略会議」では、
これら関係機関や民間団体を含めて、これまでに 3回
の本会議、9回の連絡会議を開催し、投資協定交渉候
補国、関連ツールの有効活用について検討を行ってい
る。
② 租税条約
（a）租税条約の役割と現状概観
　租税条約は、両国間の投資・経済活動に係る課税範
囲を確定すること等により、国際的な二重課税を調整
するものである。また、その締結によって、両国の税
務当局間の相互協議や納税者情報の交換等の法的枠組
みが構築され、租税に関する紛争解決や脱税及び租税
回避行為の防止に資することとなる。これらにより、海
外進出企業に対する課税の法的安定性が確保され、健
全な投資・経済交流が一層促進されることが期待される。
　我が国は、現在、53 の租税条約を締結し、64 か国・
地域との間に適用されている（第 4-1-1-16 表）。
（b）最近の租税条約の締結・改正状況
　近年、中東等資源国との新規締結や先進国との改正

 
24 2008 年 4 月 15 日付社団法人日本経済団体連合会の「グローバルな投資環境の整備の在り方に関する意見－わが国海外投資の法的基盤の
整備等に向けて」や 2008 年 3 月 19 日付社団法人日本貿易会の「投資協定の締結促進への要望」において投資協定の早急な整備を求めて
いたこと等を踏まえて、2008 年に「二国間投資協定の戦略的活用について」の政策方針が決まり、2010 年の「新成長戦略～「元気な日本」
復活のシナリオ～」、2012 年の「日本再生の基本戦略～危機の克服とフロンティアへの挑戦～」においても投資協定の締結促進が盛り込
まれている。

第 4-1-1-16 表　我が国租税条約締結国・地域一覧

〈東・東南アジア〉 〈中近東〉 〈東ヨーロッパ・中央アジア〉 〈ヨーロッパ〉
インドネシア イスラエル アゼルバイジャン アイルランド

韓国 エジプト モルドヴァ 英国

マレーシア サウジアラビア ウクライナ イタリア

シンガポール トルコ キルギス オーストリア

タイ グルジア フィンランド

中国 〈アフリカ〉 タジキスタン オランダ

フィリピン ザンビア トルクメニスタン スイス

ヴェトナム 南アフリカ ベラルーシ スウェーデン

ブルネイ ウズベキスタン ルクセンブルグ

香港 〈北米〉 カザフスタン スペイン

米国 ロシア デンマーク

〈南アジア〉 カナダ アルメニア ドイツ

インド スロヴァキア ノルウェー

スリランカ 〈中南米・カリブ地域〉 チェコ フランス

パキスタン ブラジル ハンガリー ベルギー

バングラデシュ メキシコ ブルガリア マン島

バミューダ ポーランド

〈大洋州地域〉 バハマ ルーマニア

オーストラリア ケイマン

ニュージーランド

フィジー

我が国租税条約締結国・地域一覧（53 条約、64 か国・地域適用／2012 年 4 月現在）
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が行われてきている。特に、2011 年に発効した日オ
ランダ新租税条約及び日香港租税協定においては、相
互協議から 2年間が経過しても事案が解決しない場
合、税務当局以外の第三者により解決が図られる仲裁
制度が導入された。仲裁制度は、手続開始から一定期
間（通常 2年）での裁定の提示及びその履行が義務づ
けられており、納税者にとっては、相互協議の長期化
の防止や二重課税の確実な解消等が期待できる。
　この他、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資

する情報交換を主体とした租税協定の締結が進められ
ている。
　租税条約については、未締結国との新規締結を進め
るとともに、既存条約を改正し、投資所得（配当・利
子・使用料）に対する源泉地国における限度税率の引
下げ、移転価格税制の関連条項の整備、仲裁制度の導
入など内容を充実させ、さらにネットワークを拡充さ
せていくことが重要である（第 4-1-1-17 表）。

　二国間あるいは地域での経済連携協定の締結に加
え、WTO等を通じた世界・地域規模でのルールの策
定も、我が国の貿易環境の整備のために不可欠な取組
である。

（1） 多角的自由貿易体制としての世界貿易機関
（WTO）

　2011 年 12 月 15 日～17 日、スイス・ジュネーブに
おいて世界貿易機関（以下、WTO）全加盟国 153 か
国の閣僚が集結し、第 8回WTO定期閣僚会議が開催
された。本閣僚会議は、ドーハ・ラウンド交渉が長ら
く膠着状態にあり、世界経済情勢を背景に各国が保護

2．世界・地域規模でのルール形成に向けた取組

第 4-1-1-17 表　最近の経緯・現状

（2012 年 4 月現在）

◇署名

平成 22 年 1月 ●ルクセンブルグ租税条約 （平成 23 年発効）

平成 22 年 1月 ●ベルギー租税条約 （未発効）

平成 22 年 2月 ●バミューダ租税協定 （平成 22 年発効）

平成 22 年 2月 ●シンガポール租税協定 （平成 22 年発効）

平成 22 年 2月 ●マレーシア租税条約 （平成 22 年発効）

平成 22 年 2月 ●クウェート租税条約 （未発効）

平成 22 年 5月 ●スイス租税条約 （平成 23 年発効）

平成 22 年 8月 ●オランダ租税条約 （平成 23 年発効）

平成 22 年 11 月 ●サウジアラビア租税条約 （平成 23 年発効）

平成 22 年 11 月 ●香港租税協定 （平成 23 年発効）

平成 23 年 1月 ●バハマ租税協定 （平成 23 年発効）

平成 23 年 2月 ●ケイマン租税協定 （平成 23 年発効）

平成 23 年 6月 ●マン島租税協定 （平成 23 年発効）

平成 23 年 12 月 ●ジャージー租税協定 （未発効）

平成 23 年 12 月 ●ガーンジー租税協定 （未発効）

平成 23 年 12 月 ●ポルトガル租税条約 （未発効）

◇基本合意

平成 23 年 12 月 ●オマーン租税協定 【新規】

平成 24 年 3月 ●リヒテンシュタイン租税協定 【新規】

◇現在の正式交渉国

アメリカ合衆国 【改正】

ドイツ連邦共和国 【改正】

アラブ首長国連邦 【新規】
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主義的な政策を強める状況において、多角的貿易体制
の危機が叫ばれる中で開催された。全体会合に出席し
た枝野経済産業大臣からも、「2つの難局」について
対応すべきことを呼び掛けた 25。
　本節では、昨年の動きとして、第 8回WTO定期閣
僚会議の結果を中心に、WTOにおける保護主義の抑
止の対応、ドーハ・ラウンド交渉の状況、及びその他
の成果（ロシアWTO加盟、政府調達協定改正交渉）
を概観する。

① 保護主義の抑止
　2008 年 9 月のリーマンショックに端を発した世界
的な経済危機が発生して以降、自国産業支援や雇用確
保のためと思われる保護主義的措置の導入を求める政
治的圧力が各国で高まった 26。そうした国内の圧力を
受けて保護主義に陥る国があると、他国の追随や報復
などの連鎖を招き、世界全体に保護主義が蔓延し、世
界貿易・経済に悪影響を及ぼすことが懸念された。そ
うした中で、多角的自由貿易体制としてのWTOは保
護主義を抑止し、自由貿易体制の維持に重要な役割を
果たしている。
　しかし、2011 年に入り、世界経済の見通しの不確
実性が増したため、2011 年 9 月 23 日には、WTOは
2011 年の世界貿易について、6.5％増の見込みから
5.8％増に下方修正を発表した 27。同時に、ラミー事
務局長はリーマンショック後、WTOが保護主義抑止
の機能を果たしたことを評価しつつ、「加盟国は絶え
ず警戒しなければならない。今こそ多国間貿易体制を
強化・維持するときだ。」との談話を発表した。2011
年 10 月に公表されたG20 メンバーの貿易措置に関す
るWTOの報告書 28においても、2010 年 10 月から
G20 メンバーの貿易制限的措置数が高水準にとどまっ
ていることが明らかになった（第 4-1-2-1 図）。
　このような情勢を受けて、保護主義の再燃に対して
多国間で取り組む必要性の認識が各国の間でも広まっ
ていった。
　多国間における保護主義抑止への取組としては、①
APEC、G20 などの国際的政治合意、②WTOにおけ
る各国の貿易政策の監視機能、③紛争解決手続の活用

などによるルールの執行などが存在する。③は第 3節
で詳述し、以下、①、②の取組について概観する。
（a）国際的政治合意
　2009 年 4 月 2 日の G20 ロンドン・サミットにおけ
る首脳宣言を始め、G20 や APECの場では保護主義
抑止を求める国際的な高いレベルの政治宣言がなされ
てきた。加盟国は本来、WTO協定を遵守する義務を
負うが、政治合意により協定以上のコミットが表明さ
れるという意義がある。
　G20、APECにおける保護主義抑止の政治宣言につ
いては、保護主義抑止の実効性を高めるため、2つの
大きな要素が存在する。一つは、「スタンドスティル（現
状維持）」のコミットメントであり、新たな保護主義
的措置を今以上に実施しないことを約束している。も
う一つは、既に導入された保護主義的措置を是正する
こと、いわゆる「ロールバック」のコミットメントで
ある 29,30。さらに、ホノルルAPECでは、重大な保護
主義的影響を及ぼす措置について、仮にWTO整合的
であっても導入を自制することが合わせて確認された。
　不確実な経済情勢が続く中、2011 年 12 月第 8回
WTO定期閣僚会議に向け、先進国を中心に、APEC
や G20 で継続されてきたこれらの高いレベルの政治
合意を、WTOの場でも確認するべきとの動きが起
こった。しかし、途上国を中心に、現在の世界経済情
勢に鑑み、WTO整合的な政策余地を行使する加盟国
の権利は狭められるべきではないとの意見も浮上し、
全加盟国が合意する閣僚会議の具体的文言の調整は難

 
25 “Statement by Mr Yukio Edano Minister of Economy, Trade and Industry” WT/MIN（11）/ST/9（WTO, 15/12/2011）
26 『通商白書 2009』第 2章第 3節参照
27 WTOプレス・リリース（WTO, 23/9/2011）
28 “REPORT ON G-20 TRADE MEASURES”（WTO, 25/10/2011）
29 2011 年の G20 カンヌ・サミットでも、トロント・サミットにおけるスタンドスティル及びロールバックのコミットメントが再確認された。
（2011 年 11 月 G20 カンヌ・サミット成果文書より）

30 『WTOドーハ・ラウンド交渉及び保護主義抑止に関するAPEC閣僚声明』（2011 年 11 月ホノルルAPECより）

第 4-1-2-1 図　G20 メンバー貿易制限的措置数

資料：WTOの G20 報告書より経済産業省作成。
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航した。その状況において、閣僚会議初日の 12 月 15
日、豪州の呼び掛けにより、日、米、EU等 23 か国・
地域により保護主義抑止の強い決意を求める共同プレ
ス・ステートメントが発表されるなどの動きがあり、
結果的に、WTO全加盟国で「保護主義の強まりを認
識し、あらゆる形態の保護主義に対抗することを約束
する」ことに合意した。WTOにおいて、全加盟国で
WTOが保護主義抑止に果たす役割を認め、一定の約
束に合意できたことは大きな前進である。ただし、具
体的なスタンドスティルやロールバックの要素など
は、全加盟国の合意としては記載されず、議長総括に
おいて、議長が閣僚会議における議論をまとめた部分
に反映されるに留まった。このように、多国間におけ
る意思決定には困難さがあるが、引き続き、各国が内
向きの政策に走る政治圧力に対抗し、多国間で保護主
義に対峙する政治メッセージを発信していくことが重
要である。
（b）各国の貿易政策の監視
　WTOは、2009 年 4 月 2 日の G20 ロンドン・サミッ
トにおける首脳の要請を受けて、2008 年末から開始
していた各国の貿易措置の監視と四半期毎の報告を続
けてきている 31。G20 メンバーの貿易措置に関する報
告書 32と、WTO全加盟国に関する報告書 33を作成
しており、前者はG20 サミットにおいて報告されて
いる。各国の貿易措置の監視を強化し、世界的な景気
後退局面における、保護主義的措置の拡散を防止する
効果が期待される。なお、G20 カンヌ・サミットでは、
G20 諸国の貿易・投資措置に関する報告書（第６版）
が報告され、EU諸国の財政危機の影響を受け、G20
メンバー諸国の貿易制限的措置の全体数が高水準で推
移していることが報告された。
　2011 年 12 月の第 8回WTO定期閣僚会議では、閣
僚決定 34により貿易政策検討機関（TPRB）が行って
いる貿易及び貿易関連措置の監視機能を継続し、強化
するよう指示がなされた。また、ラミー事務局長の報
告書の恒常化が勧奨され、加盟国からの情報提供に基
づく監視機能の強化を引き続き議論するよう、TPRB
に要請された。
　世界経済危機後に発展したWTOにおける貿易政

策の監視機能は、今や保護主義の抑止に欠かせない
WTOの重要な機能の一つである。

② ドーハ・ラウンド交渉（多角的交渉の推進）
（a）GATT/WTOのこれまでの発展
　1948 年に発足したGATT締約国は過去 8度にわた
り多角的交渉を行い、自由かつ公正な貿易ルールの策
定を目指してきた。数次のラウンド交渉 35を経て、
次第に関税引下げが実現され、また、関税以外の貿易
関連ルールも整備され、1993 年のウルグアイ・ラウ
ンド妥結後はGATTを発展的に改組してWTO（世界
貿易機関）が成立した。
　WTOはこれまでGATTが担ってきた、ラウンド
交渉を通じた物品の貿易に係る関税及び非関税障壁の
削減や予見可能性を高めるための通商ルールの強化・
充実に加え、規律範囲を拡大し、新たにサービス貿易、
知的所有権の貿易的側面についても対象としている。
また、紛争処理機能も抜本的に強化しており、GATT
に比べて、対象範囲は拡大し実効性も向上している。
（b）ドーハ・ラウンド交渉の特徴・経緯 36

　2001 年にカタールのドーハで行われた第 4回
WTO定期閣僚会議において立ち上げが宣言された
ドーハ開発アジェンダ（以下「ドーハ・ラウンド」）は、
モノの貿易自由化のみならず、サービス貿易、アンチ・
ダンピングなどの貿易ルール、環境、途上国問題も含
む、グローバリゼーションや IT化が進んだ新たな時
代の要請に対応した幅広い分野が扱われていることが
特徴である。日本にとっての本ラウンドの推進は、①
他の先進国及び主要途上国の関税を引下げさせる、②
我が国のサービス産業が海外の市場に参入しやすくな
る、③通商ルールの強化により予見可能性を高め、通
商上の紛争を未然に防止する、④加盟国・地域の国内
構造改革を推進するきっかけとなる、等の意義がある。
　ドーハ・ラウンドは、経済発展段階や利益・関心の
異なる加盟国・地域間での合意を目指すという、複雑
かつ困難なものである。先のウルグアイ・ラウンドで
は 8年間の歳月をかけ、一進一退を繰り返しつつ、関
係者の粘り強い交渉により合意が達成された。ドーハ・
ラウンドは、2008 年 7 月の閣僚会合の決裂以後、先

 
31 経済危機への対応の一貫として各国の貿易政策を監視・報告するため、WTOは 2008 年 10 月 14 日、事務局官房内に金融危機の影響を検

討するための作業部会（Task Force）を設立した。
32 G20 において、WTO、OECD、UNCTADの 3機関が G20 各国の貿易及び投資措置を報告している。
33 WTO事務局長が全加盟国の貿易関連の措置について事務局長の責任の下に公表している
34 “TRADE POLICY REVIEW MECHANISM”（WT/L/848）（WTO、2011）
35 1960 年に開始された第 5回交渉（ディロン・ラウンド）以降、多角的交渉は「○○ラウンド」と呼ばれる。
36 経済産業省通商政策局編『2011 年版不公正貿易報告書』（2011） 資料編第 1章「ドーハ開発アジェンダの動向」に詳述。
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進国と新興途上国の対立により交渉が停滞していた
が、2010 年秋に一旦は交渉機運が盛り上がり、2011
年を「機会の窓」37として、ジュネーブでは大使・高
級実務者レベル等で集中的に議論が行われた。これを
受け、2011 年 4 月 21 日には、全交渉分野で交渉の進
捗を反映した議長文書が発出された（第 4-1-2-2 図）。
　全分野でまとまった文書が揃うのはドーハ・ラウン
ドにおいて初めてのことであり、交渉妥結に向けた必
要な一歩ではあったが、内容は交渉の厳しい現状を反
映したものとなった。また、ラミー事務局長は冒頭文
書 38で、非農産品の関税交渉を巡り、現状では「橋
渡しできない」明確な政治的ギャップがあると指摘し、
「ラウンドにとって危機的状況である」と明言、今後
の進め方について熟考するよう問題提起を行い、各方
面で 2011 年の交渉の新たな着地点を巡る議論が始
まった。
　ラミー事務局長は 2011 年 6 月 22 日の非公式貿易交
渉委員会で、ドーハ宣言パラ 47 にのっとった部分合
意の成果を 12 月の定期閣僚会議までに追求すること
とし、成果の候補として 9項目を含む「LDC（後発
開発途上国）プラス」のパッケージ案 39を示した。
その後、ラミー事務局長が主催する少数国大使会合を
中心に、ジュネーブ大使レベルでイシュー毎の議論が
集中的に行われたが、議論はまとまらず、翌月 7月
26 日の非公式貿易交渉委員会にて、12 月までに LDC
プラスのパッケージに合意することは困難であるとの
結論が出された。閣僚会議に向けては、パッケージに

よる部分合意の追求ではなく、ドーハ・ラウンドの
12 月以降の行動計画に関する議論を中心に進められ
ることとなった。
　政治レベルでは、2011 年 11 月のカンヌG20 サミッ
トで、交渉を進めるため、斬新で信頼性のあるアプロー
チを追求する必要性が共有された。さらに同月に米国
ハワイで開催されたAPEC閣僚・首脳会合において
も、ドーハ・ラウンドの斬新で信頼性のあるアプロー
チの探求を、定期閣僚会議で開始する決意が確認され
た。
（c）第 8回定期閣僚会議の結果と「新たなアプローチ」
　2011 年 12 月の定期閣僚会議では、議長総括におけ
る「政治ガイダンスの要素」として、ドーハ・ラウン
ドについて、近い将来の一括受諾の見通しがないこと
を認めつつも、「新たなアプローチ」を見出す必要性
を共有し、進展が可能な分野で、先行合意を含め議論
を進めることが合意された（第 4-1-2-3 表）。
　年明けの 1月 28 日、定期閣僚会議終了後、初めて
主要国閣僚が集まる機会となったダボスにおける
WTO非公式閣僚会合には、枝野経済産業大臣及び筒
井農林水産副大臣が出席した。会議では「新たなアプ
ローチ」に焦点が当てられ、現実的に進めるべきとの
共通見解が得られ、具体的にはジュネーブでの技術的
作業に委ねられた。
　一括受諾は当面困難ということが明らかになったこ
とから、ジュネーブでは「新たなアプローチ」を模索
する動きが開始されている。世界経済危機後、各国が

37 2010 年横浜APEC閣僚宣言、G20 ソウル・サミット成果文書等参照
38 COVER NOTE BY TNC CHAIR （TN/C/13）
39 LDC向けの項目として無税無枠、原産地規則、綿花、対 LDCサービスウェーバーが、「プラス」の候補項目として貿易円滑化、農業の輸
出競争、S&Dモニタリングメカニズム、漁業補助金、環境物品・サービスが示された。

第 4-1-2-2 図　ドーハ・ラウンド交渉の経緯

備考：1．G4は、米国、EU、インド、ブラジル。G6は、G4＋日本、豪州。
　　　2．SSMは、途上国農業特別セーフガード措置のこと。
資料：経済産業省作成。
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〈従来のアプローチ〉
　ドーハ・ラウンドは、2001 年 11 月 20 日のドーハ閣僚宣言パラグラフ 47 において定められているよ
うに、交渉 8分野の一括受諾を前提としている。その合意は加盟国のコンセンサスが必要であり、先進
国と途上国の大きな対立構造の下で、当面大きな進展が得られる見込みはない 40。
　ドーハ・ラウンドの現状を振り返ったように、現在、「新たなアプローチ」の必要性が認識されている。
その一つの可能性として取り上げられているのが、全加盟国ではなく、一部の有志国による「プル
リ 41」の交渉方式である。以下、WTO上の主要な選択肢を概観する。

〈プルリの概念〉
（1）GATT 第 24 条型・GATS 第 5条型
　GATT（関税及び貿易に関する一般協定）は、第 1条で最恵国待遇を基本的な原則として規定し、特
定国に対してのみ関税を引下げることは原則として許容しないこととなっている。しかし、モノの貿易
については、GATT第 24 条において、関税同盟、自由貿易地域などの設立が一定の条件 42の下に最恵
国待遇の例外として認められている。それはあくまで関税同盟、自由貿易地域の設定及びそのための中
間協定の締結の目的が、域内と域外国との貿易に対する障害を引上げることではなく、域内の貿易を容
易にすることである場合に、貿易自由化の見地から例外的に認められているものである 43。サービス分
野に関しても、GATS（サービス貿易に関する一般協定）の第 2条で最恵国待遇義務が課されているが、
同第 5条では、一定の条件 44の下に特定国間でサービス貿易を自由化する協定を締結することを認め
ており、これは最恵国待遇義務の例外とされている。
　これらは特定国（二国間 45、あるいは複数国間）で締結されるものであり、その効果は締結国間にの

ドーハ・ラウンドの「新たなアプローチ」となりうるか
―プルリを巡る議論―

コラム

21

内向きになりかねない今こそ、自由貿易の価値を各国
が共有し、WTOによる多角的自由貿易体制の維持・

強化に向け取り組むことが重要であり、我が国として
も引き続き、交渉前進に向け取り組んでいく。

40 ラミー事務局長は現在の交渉状況を、「WTOの交渉機能の麻痺」と表現した。（2011 年 7 月 26 日非公式貿易交渉委員会にて）
41 マルチ（Multilateral 多国間）と区別される、プルリ（Plurilateral　複数国間）の概念。
42 「関税その他の制限的通商規則がその構成地域の原産の産品の構成地域間における実質上の全ての貿易について廃止されている」ことなど。
　『世界貿易機関を設立するマラケシュ協定』第 24 条参照

43 経済産業省通商政策局編『2011 年版不公正貿易報告書』（2011） 第Ⅱ部第 15 章に詳述。
44 相当な範囲の分野を対象とすること、内国民待遇違反となる措置が撤廃されていること等。
45 二国間の場合はプルリではなくバイ（bilateral）と定義付けられる。

農業 国内補助金の削減、関税削減、途上国への配慮

NAMA（非農産品市場アクセス） 関税削減（スイス・フォーミュラ、分野別関税撤廃）、非関税障壁の撤廃 

サービス 外資規制の削減等の自由化、国内規制の透明化等の規律強化

ルール アンチ・ダンピングの規律強化、補助金の規律強化 

貿易円滑化 貿易手続の簡素化、迅速化、その実施に伴う途上国支援

開発 途上国に対する特別な取扱い（S&D）

TRIPs（知的財産権） ワイン・スピリッツの地理的表示（GI）多国間通報登録制度

貿易と環境 環境関連の物品・サービスに係る貿易の自由化・円滑化

資料：経済産業省作成。

第 4-1-2-3 表　ドーハ・ラウンド　一括受諾の交渉項目と主要論点
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み適用される。WTO紛争処理の対象とはならず、あくまでWTO枠外の協定となるため、加盟国の中
には、この形式を目指すプルリの動きは、WTOの多角的貿易体制を弱め得るものとの批判も存在する。
ただし、GATT第 24 条の解釈に関する了解では、「締約国の経済の一層密接な統合によって可能とな
る世界貿易の拡大への貢献を認め」ており、全体として貿易創出効果が歪曲効果を上回り、世界貿易の
拡大に資するものとすることが目的とされる 46。

（2） 政府調達に関する協定（GPA）型（WTO協定附属書四　複数国間貿易協定）
　2011 年 12 月、改正交渉に大筋合意した政府調達に関する協定（GPA）は、WTO協定（世界貿易機
関を設立するマラケシュ協定）附属書四に含まれる複数国間貿易協定に位置づけられる。GATT及び
GATSにおいて、政府機関が政府用として物品・サービスの調達を行う場合に内国民待遇を適用除外
しているところ、本協定は内国民待遇と無差別原則を規定している。
　附属書四に含まれる協定 47は、一括受諾とは別に受諾を行った加盟国のみが拘束され、その他の加
盟国の義務又は権利を創設することはない 48。よって、GPAの効果は現在の協定加盟国（先進国を中
心とした 42 か国・地域 49）にのみ適用される。他方、GPAは附属書四としてWTO協定の中に位置づ
けられるため、WTO紛争処理の対象となる。附属書四による協定の設立には全加盟国のコンセンサス
が必要であり 50、ドーハ・ラウンドにおいてコンセンサスが得られない現状において、一部の国にのみ
効果が適用される複数国間貿易協定の新設への障壁はかなり高いものと思われる。

（3）情報技術協定（ITA）型
　1996 年、シンガポールWTO閣僚会議で発出された閣僚宣言 51で、29 か国・地域が情報技術（IT）
製品の関税を 2000 年までに撤廃する旨を合意し、これを通称 ITA（Information Technology Agree-
ment）と呼んでいる。発効に当たっては、① IT製品の世界貿易の約 90％を占める国が受入れを通知し、
②関税撤廃までのステージングが合意されていることが条件とされた。閣僚宣言自体に法的拘束力はな
く、参加国が関税譲許表を修正することにより合意内容を反映し、その結果として、最恵国待遇の原則
により全加盟国に適用される。なお、ITAは、譲許表の修正により無税化を行うため、その違反は
GATT第 2条の違反となり、WTO紛争処理の対象となる。
　この形式では、関税撤廃の効果が全加盟国に均霑されるため、フリー・ライダーの問題を限定すべく、
発効に当たり世界貿易の大多数を占める国が参加することを条件にしている（クリティカル・マスと呼
ばれる）。参加国が納得するよう、クリティカル・マスをいかに構成するかが鍵となるだろう。

　以上、WTO上の主要なプルリを概観した。プルリは自由貿易体制に寄与するものとして以前から存
在しており、ITAなど既存のプルリに関しては、締結後の技術進歩を踏まえ既存のプルリの拡大を目
指す動きがある。先進国と途上国という構造的な対立に焦点を当てるのではなく、自由貿易の発展とい
う視点からあり得べき姿を検討すべきだろう。

46 外務省経済局国際機関第一課編『解説WTO協定』（日本国際問題研究所、1996）79 頁
47 その他、民間航空機協定が存在。
48 『世界貿易機関を設立するマラケシュ協定』第 2条第 3項参照
49 アルメニア、カナダ、欧州連合（EU）、EU加盟 27 か国、香港（中国）、アイスランド、イスラエル、日本、韓国、リヒテンシュタイン、
オランダ領アルバ、ノルウェー、シンガポール、スイス、米国、台湾

50 『世界貿易機関を設立するマラケシュ協定』第 10 条第 9項参照
51 “Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products” （1996）
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③ ロシアWTO加盟
　WTOの成立から、これまで加盟国・地域が拡大し
ている。WTOの原加盟国・地域は 128 か国・地域だっ
たものが、2012 年 3 月現在の加盟国数は 153 の国・
地域である。これに加え、2011 年 12 月、WTO非加
盟の最後の大国と言われたロシアのほか、サモア、モ
ンテネグロの加盟が第 8回WTO定期閣僚会議にお
いて正式に承認され、同年 10 月に加盟が正式に承認
されていたバヌアツと合わせ、加盟国は今年 157 の国・
地域に増加する予定である。その他、現在も約 30 か
国が加盟国となるための申請を行っている。今後も加
盟国数はさらに増える見込みであり、引き続き世界の
自由貿易体制の根幹を支えていくと考えられる。
　ロシアについては、1993 年 6 月にWTOの前身で
あるGATTへの加盟を申請し、同年、加盟作業部会
が設立された。
　二国間加盟交渉については、我が国を含む 58 の既
加盟国と二国間交渉を実施した。我が国とは 2005 年
11 月に交渉を終了しており、他の国とは 2011 年 11
月のグルジアを最後に終結した。他方、多国間交渉の
場である加盟作業部会については、2008 年 8 月にロ
シアとグルジアの間で軍事紛争が勃発した影響や
2009 年 6 月に、ロシアが、カザフスタン、ベラルー
シとの 3か国で構成される関税同盟としてのWTO
への参加を表明（関税同盟そのものは 2010 年 1 月に
発効）したことの影響を受け、中断が生じた。2010
年 5 月にロシアが関税同盟でのWTO加盟ではなく、
同盟 3か国がそれぞれ加盟を目指すと正式に表明し、
検討作業が再開。2011 年 12 月のWTO定期閣僚会議
で加盟が承認された。今後、ロシアが加盟議定書に批
准し、批准から 30 日後に正式にWTO加盟となる。
　ロシアがWTOに加盟した際には、我が国にとって
次のようなメリットが見込まれる。
　加盟交渉の結果、WTO協定の遵守をロシアは約束
している。不透明な貿易関連措置や一貫性のない政策
運用、行政手続の簡素化、突然の政策変更等の改善が、
WTO加盟によって期待される。例えば、ロシアが
2009 年 1 月に行った自動車関税の関税引上げについ
ては、WTO加盟と同時に引上げ前の税率に戻し、加
盟後は約束した譲許税率及びスケジュールで対応する
ことを約束した。また仮に加盟後も関税引上げのよう
な措置を継続しようとしても、WTO協定の枠内で許
容される範囲でしか実施できなくなるため、大きな抑
止効果が期待される。なお、VAT（付加価値税）の還

付の手続に関しても、具体的な期間以内に速やかにか
つ適切に還付することをロシアは確認しており、改善
が期待される。
　関税については、現在、工業製品の実行関税率は平
均 9.5％であるが、WTO加盟後、最終的には 7.3％に
削減され、農産物等を含む全品目では、平均 10％か
ら平均 7.8％に削減される。
　サービス分野については、電気通信分野について、
外資制限をWTO加盟後４年以内に撤廃することや、
流通サービスについて、WTO加盟時に卸売、小売、
フランチャイズ分野に携わる外資 100％の現地法人の
設立の自由化などを約束している。

④ 政府調達協定改正交渉
　1996 年に発効した政府調達協定は、協定発効から 3
年以内に新たな交渉を行うことが規定されていたこと
から、1997 年から政府調達委員会において、ⅰ）協
定の改善・手続の簡素化、ⅱ）開放的な調達を阻害す
る差別的な措置及び慣行の撤廃、ⅲ）協定の適用範囲
（調達機関等）の拡大の 3つを主な見直しの内容とす
る政府調達協定の改正交渉が開始された。
　ⅰ）及びⅱ） については、2006 年 12 月に改正条文
案に関する暫定合意が成立した。
　ⅲ）については、2004 年 7 月に加盟国間で合意し
たモダリティ（交渉の枠組み）に基づき、加盟国間で
提出されたリクエスト（他の加盟国に対する協定の適
用範囲拡大の要求）及びオファー（自国の適用範囲拡
大に係る提案）に基づいた二国間交渉が継続的に行わ
れた。加盟国間の見解の相違を埋めるのは容易ではな
く、長年にわたり合意を達成することができなかった
が、2011 年 12 月 15 日に第 8回WTO定期閣僚会議
に先立ち開催されたWTO政府調達閣僚会議におい
て、14 年間続いた交渉が実質的妥結に至り、2012 年
3 月 30 日、政府調達委員会において協定改正案が正
式に採択された。交渉の妥結により、各国が政府調達
の対象とする機関を拡充するなど調達の範囲を拡大
し、更なる政府調達市場が創出されることになった。
例えば、日本は国際開放する物品・サービスの調達の
基準額の引下げなど、米国は連邦政府の 10 機関を新
たに国際調達の対象に追加、韓国は中央政府機関 10
機関及び地下鉄等を新たに国際調達に追加した。
WTO事務局によれば、この改正により、年間 800 億
から 1,000 億ドル規模の新たな政府調達市場が創出さ
れると推計されている。また、協定条文も改訂され、
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加盟交渉中の開発途上国に対する S&D（特別かつ異な
る待遇）の提供など開発途上国の加盟を促進するため
の条項等が導入された。この改正の背景には、現在の
政府調達協定加盟国のほとんどが先進国であり、潜在
的に大きな政府調達市場を有する開発途上国の加盟促
進が重要な課題の 1つである点が挙げられる。また、
電子的手段の利用の奨励等、より効率的な手続を行う
ための規定も整備され、これらにより外国の政府調達
への参加が容易になることが期待される。

⑤ ITA 拡大交渉に向けた動き
（a）拡大交渉の背景
　1997 年の発効以降に参加国数が拡大し、2012 年 5
月現在、74 か国・地域（ただしメキシコ、ブラジル
等中南米の主要国や南アフリカ等は未参加）が協定に
参加しており、これらの国で世界貿易の 97％以上を
占めている。主な対象品目は、半導体、コンピュータ、
通信機器、半導体製造装置等である。現行協定の発効
から 15 年が経過し、その間の技術進歩を受け、現行
協定の品目リスト拡大と品目リストの対象範囲の明確
化を目指す動きが関心国の間で始まっている。
　具体的には、技術進歩により高機能化している医療
機器やデジタルビデオカメラ、多くの IT製品に利用
されるリチウムイオン電池、高機能化・多機能化した
新型集積回路等を新たに ITA協定の対象とする品目
リストの拡大や、範囲を巡って過去にWTOの紛争解
決手続に付託されたこともある、ITAの対象等（現
行協定のAttachment B からAttachment A への移行
を含む）の明確化を目的としている。
（b）拡大交渉への動き
　WTOドーハ・ラウンドの関税交渉の停滞と前後し
て、米国は 2011 年 5 月にパブリックコメントを実施、
産業界が要望品目を提出。2011 年 11 月のAPEC首
脳会合では、「APECエコノミーが品目及びメンバー
シップ拡大に向けた交渉開始にリーダーシップを発揮
していく」旨が首脳宣言に盛り込まれた。

　これを受けて、本年前半の交渉開始を目指して協定
参加国間の意見調整を行ってきた。本年 5月には、日
米等が共同で拡大交渉の開始を呼びかけるコンセプト
ペーパーをWTOに提出し、同月の ITA委員会公式
会合で、ITA拡大及びそのための作業を開始してい
くことに各国の強い支持があり、交渉開始に実質的に
合意した。

⑥ 現行WTO協定（ルール）の執行
　WTO協定は、自由かつ公正な貿易ルールを策定す
ると同時に、加盟国・地域間に通商摩擦・紛争が生じ
た際にルールの解釈・適用を通じてその解決を図るた
めの、紛争解決手続に係る規律を備えている。WTO
上の手続は、問題措置の是正勧告のみならず、勧告履
行がなされない場合に対抗措置を発動するための手続
も備えていることから、他の国際紛争処理手続と比較
しても、その実効性は格段に高い。WTO協定に違反
する諸外国・地域の法令や措置の是正を求めることは、
我が国の不利益を解消することはもちろん、協定の実
効性を担保するためにも重要なことである。また、通
商摩擦をいたずらに政治問題化させないためにも、
WTO協定が規定する権利・義務に基づいた主張・処
理を行うことが必要である。
　かかる方針のもと、我が国は二国間交渉のほか、
WTO紛争解決手続の活用によりWTO協定に違反す
る各国の政策・措置についてその改善を要求している。
WTOでは、紛争解決手続が大幅に強化された結果、
GATT時代と比べ、紛争解決手続に基づく協議要請
件数は著しく増加しており、紛争解決のための通商
ルールを加盟国が積極的に活用している。1995 年の
WTO発足以来、WTO紛争解決手続が用いられた案
件は 436 件（2012 年 4 月末現在）に上っている。こ
うした中、我が国が当事国として協議を要請した案件
は 15 件あり、第三国としても多くの案件に参加して
いる。
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我が国は、WTO協定に違反する外国政府の政策・措置について、二国間交渉や
WTO紛争解決手続等、あらゆる機会を通じてその改善を図っている。我が国が当事国としてWTO紛
争解決手続に付託し、解決を図っている最近の事例は以下のとおり。

（1）ゼロイング方式による不当なダンピング認定（米国）
　米国は、AD手続において、ゼロイングと呼ばれる不当な方法でダンピングを認定している。日本の
ベアリング業界は、1989 年よりこのゼロイングに基づく不当なAD税を課せられてきた。
　我が国は、2004 年 11 月、WTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、米国のゼロイング制度及び
その適用がWTO協定に違反する旨主張した。2007 年 1 月、上級委員会はゼロイングのWTO協定違
反を認定し、米国に廃止を勧告した。 それにもかかわらず、米国は 2007 年 2 月、ゼロイングの一部措
置を廃止したにとどまり、十分な履行措置をとらなかった。
　これに対し、2009 年 8 月、上級委員会は、米国がWTO勧告の履行期限後も勧告を履行していない
と判断した。しかし、なおも米国は履行しなかったことから、2010 年 4 月、我が国は対抗措置の規模
を決定する仲裁手続を進めてきた。これを受け、同年 12 月、米国はゼロイングを撤廃するための国内
規則改正案を公表した（同月、仲裁手続を一時中断することで日米が合意）。
　米国の発表を受け、我が国は米国と非公式に議論を重ねた結果、2012 年 2 月 6 日、米国は我が国と
の間で本件紛争の解決に向けた覚書に合意した。この覚書に基づき、同月 14 日、米国は商務省規則の
改正を官報に掲載して公表した（同年 4月 16 日以降になされる仮決定から新規則が適用される。）。
　ゼロイング紛争は、WTOにおいて違法認定・是正勧告を受け続けたために米国政府が是正を選択せ
ざるを得なくなった事例であり、WTO紛争解決手続の利用が紛争の解決に向けた取組を迫るために有
効な手段であることを示した。WTO紛争処理手続によって各国の不公正貿易措置を是正させるために
は、今後もWTO紛争案件は一貫して重点的に対処すること、WTO勧告不履行の場合には対抗措置も
辞さない態度で手続を進めていくこと、同様の問題意識を有する国々とも連携して圧力を強めていくこ
となどが重要である。

（2）中国の原材料輸出規制への対応
　中国政府は、多くの原材料品目について、輸出規制（①輸出税の賦課、②輸出数量の制限、③最低輸
出価格の設定）を行っている。各国は、中国の輸出規制措置が、GATT（関税と貿易に関する一般協定）
及び中国のWTO加盟議定書に整合的でないとして、WTOの委員会や二国間協議の場で累次の改善を
求めてきた。これに対し、中国政府からは、輸出規制措置の目的は、環境への配慮及び有限天然資源の
保存であり、GATT第 20 条に整合的であるとの回答がなされたが、加盟議定書上に基づいて措置を正
当化する根拠等について、詳細な説明は行われてこなかった。
　2009 年 6 月、米国及びEUは、ボーキサイト、コークス、ホタル石等の原材料 9品目に対する輸出
規制措置がWTO協定に整合的でないとして協議要請を行い、協議による解決に至らなかったため、同
年 12 月にパネルが設置された（我が国は第三国参加）。2011 年 7 月には、中国の輸出規制措置はWTO
協定に整合的でないとするパネル報告書が公表された。同年 8月に中国は上訴したが、2012 年 1 月に
パネルの判断をおおむね支持する上級委員会報告書が公表された。これにより、中国は、協定整合的で
ないと判断された輸出規制措置を是正する必要がある。
　2012 年 3 月、我が国は、米国及びEUとともに、中国のレアアース、タングステン及びモリブデン

コラム

22 紛争解決手続に付託して解決を図っている事案
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に対する輸出規制措置について、WTO協議要請を行い、2012 年 4 月に協議を実施した。引き続き、問
題となっている中国の輸出規制措置についてWTO協定に沿ったかたちで是正がなされるよう、我が国
として今後も改善を求めていく（2012 年 5 月 17 日時点）。

（2） APEC を通じた地域経済統合の推進と経済成
長の促進

　APECは、日本とオーストラリアが主導して 1989
年に創設した、アジア太平洋における地域協力枠組み
であり、現在 21 の国・地域が参加している。1994 年
にインドネシアのボゴールにて開催された首脳会議で
は、先進エコノミーは 2010 年（途上エコノミーは
2020 年）までに自由で開かれた貿易・投資を達成す
ることを目標として掲げた（ボゴール目標）。1996 年
のWTO閣僚会議における情報技術協定（Information 
Technology Agreement: ITA）の合意に際し、APEC
として多大な貢献をするなど、アジア太平洋地域の貿
易・投資の自由化・円滑化だけではなく、世界の貿易・
投資ルールの策定に大きな影響を及ぼしてきた。2006
年のAPEC首脳会議では、長期展望としてのアジア
太平洋自由貿易圏（FTAAP）を含む、地域経済統合
を促進する方法及び手段について更なる研究を実施す
ることで合意し、それ以降、APECにおける地域経
済統合に関する議論が急速に進展した。

① 沿革
（a）2010 年（日本議長エコノミー）
　2010 年には、我が国はAPEC議長エコノミーとし
て、首脳会議や閣僚級の会合から専門家レベルの会合
に至るまで一連の会合を主催し、その成果として「緊
密な共同体」、「強い共同体」、「安全な共同体」を目指
す「横浜ビジョン」がまとめられた。その中で、2010
年時点においてボゴール目標の達成に向けた顕著な進
展を遂げたことを報告するとともに、2020 年のボゴー
ル目標達成に向けて地域経済統合の取組を今後とも推
進していくことが確認された。また、FTAAPの実現
に向けて具体的な手段をとることとされ、ASE-
AN+3、ASEAN+6、及び環太平洋パートナーシップ
（TPP）協定などの現在進行している地域的な取組を
基礎としてさらに発展させることにより、包括的な自
由貿易協定として追求していくことに合意した。
FTAAPの実現の過程において、APECは、FTAAP
に含まれるべき「次世代型」の貿易・投資の問題を規

定・整理し、対処することに重要な役割を果たすこと
により、FTAAPの育ての親（インキュベーター）と
して、貢献することとされた。他にも、世界の成長セ
ンターであるアジア太平洋地域の成長をより確たるも
のとするため、「均衡ある成長」や「あまねく広がる
成長」、「持続可能な成長」、「革新的成長」、「安全な成
長」の 5つの成長を達成することを目的とする、長期
的かつ包括的な「APEC首脳の成長戦略」を策定した。
（b）2011 年（米国議長エコノミー）
　2011 年には、地域経済統合の強化と貿易の拡大、
グリーン成長の促進及び規制の収斂・規制協力の推進
という三つの優先分野が掲げられ、「横浜ビジョン」
や「成長戦略」の実現に向けて目指すべき具体的成果
に関する検討が行われた。
◆地域経済統合の強化と貿易の拡大
　FTAAPに含めるべき次世代型の貿易・投資課題に
ついて議論を行い、イノベーション政策における保護
主義的な措置をAPEC域内で抑止するべく「効果的、
無差別かつ市場主導のイノベーション政策の推進」に
合意したほか、「中小企業のグローバル生産網への参
加強化」について成果がまとめられた。
◆グリーン成長の促進
　環境物品に対する関税削減（2012 年中に「APEC
環境物品リスト」を作成し、2015 年末までに関税を
5%以下に削減）や非関税障壁の撤廃などを通じた環
境物品・サービスの貿易投資自由化の推進が合意され
た。
◆規制の収斂・規制協力の推進
　規制の透明性、実効性、効率性向上のために各エコ
ノミーが「良き規制慣行」を導入すること及びスマー
トグリッドなどの新技術における国際整合性確保のた
めの規制協力の推進が合意された。

② 今後の展望
　2012 年は、ロシアが議長を務め、（1）貿易・投資
の自由化及び地域経済統合、（2）食料安全保障の強化、
（3）信頼あるサプライチェーンの構築、（4）イノベー
ションを通した経済成長の推進、の 4つの優先課題の
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下に議論を行っており、その成果が、9月にウラジオ
ストクにて開催されるAPEC首脳会議・閣僚会議に
おいてとりまとめられる。我が国としては、2010 年
の「横浜ビジョン」、2011 年の「ホノルル宣言」の流
れを着実に引き継ぎ、アジア太平洋地域の貿易・投資
の自由化・円滑化を促していくことにより、同地域の
地域経済統合の推進と更なる発展に取り組んでいく。
その上で、この地域の力強い成長力、インフラなどの
需要や巨大な中間層の購買力を取り込むことで、我が
国に豊かさと活力をもたらすべく、ノンゼロサム型の
通商政策を実現していく。
　具体的には、「イノベーションと貿易の相乗効果の
向上」、「グリーン成長の促進」、「女性の活躍の促進」、
「ビジネス環境の改善」に焦点を当てて、具体的な成
果を目指していく（第 4-1-2-4 図）。
（a）イノベーションと貿易の相乗効果の向上
　近年、一部の国に進出した企業が、その国のイノベー
ション政策における保護主義的な措置（政府調達に係

る入札資格の要件として、知的財産権を国内登録して
いることや、国内独自規格への整合性を要求するほか、
ライセンス取引に政府が不当に介入し、技術情報の供
与を要求、国産品を優遇するなどの措置）に直面して
いる。このような政策がアジア太平洋地域で拡散する
ことを抑止するべく、2011 年のAPEC首脳会議にお
いて「効果的、無差別かつ市場主導型のイノベーショ
ン政策を促進するための共通原則」に合意した。
　その成果を各エコノミーの具体的行動に結びつける
ため、「イノベーションの創出により生じた競争力の
向上が貿易投資を拡大し、また、自由で開かれた貿易
投資が、ヒト・モノ・カネ・アイディア等の国境を越
えた自由な移動を促しイノベーションを促進する、と
いう双方向の流れを加速化させ、イノベーションと貿
易の相乗効果を向上させていくことが、アジア太平洋
地域の更なる成長にとって必要である」という観点の
下、我が国の主導により、「自由で開かれた貿易や投
資の活動が、どのように国境を越えたイノベーション

これまでの取組

国境の壁や企業の枠を超えた
オープン・イノベーションの促進
知的財産の保護、内外無差別のビジネス環境
作り
新しい技術・モデルの吸活力（absorptive
capacity）向上
国境を越えたネットワークの構築 

女性の更なる活躍による
競争力向上と経済成長
多様性の重要性を認識
成功事例・研究成果の共有
企業・組織や国境の枠を超えた
ネットワークの構築

「環境物品・サービス」の貿易・
投資自由化
環境物品の関税削減（2012年中に
「APEC環境物品リスト」作成、2015年
までに関税を５％以下に削減）
ローカルコンテント要求の撤廃

APEC全体として2015
年までに25%改善
【優先５分野】
①資金調達 ②起業
③契約履行 ④建設許可
⑤越境貿易

イノベーションと貿易 ビジネス環境改善

女性とリーダーシップグリーン成長

横浜ビジョン（2010年日本議長国）

ホノルル宣言（2011年米国議長国）

2012年（ロシア議長国）において我が国が議論を
リードする重点分野

地域経済統合の強化と貿易の拡大
自由で開かれたイノベーション環境の維持・発展、
保護主義の抑止に向けた共通原則を策定。
グリーン成長の促進
グリーン成長に有用な環境物品・サービスの関税・
非関税障壁の低減等。

◆ＡＰＥＣでは、横浜ビジョン（2010年）やホノルル宣言（2011年）を通じて、アジア太
平洋地域の貿易・投資の自由化・円滑化及び経済成長の促進に取り組んできた。
◆これらを踏まえ、2012年以降、同地域の更なる発展を促し、域内の需要を取り込むこと
で、我が国を飛躍させるべく、ノンゼロサム型の通商政策を実現していく。
◆具体的には、地域経済統合の強化に加え、イノベーションの推進、グリーン成長の促進、
女性の活躍の促進、ビジネス環境の改善に焦点を当て、具体的な成果を目指す。

FTAAPの実現
ASEAN+3/+6、TPP協定等を基礎として更に発展。
APEC成長戦略
①均衡ある成長 ②あまねく広がる成長
③持続可能な成長 ④革新的成長 ⑤安全な成長

第 4-1-2-4 図　APEC を通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進

資料：経済産業省作成。
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の促進に活用できるか」をテーマとして、「APECイ
ノベーションと貿易会議」を 2012 年 4 月に開催。米国、
中国、ロシア、マレーシア、チャイニーズ・タイペイ
が共催した。会議では、貿易投資やイノベーション政
策を担当する政府関係者に加え、イノベーションに関
連する起業家、投資家、企業関係者、研究者などがス
ピーカーとして参加。国境を越えたイノベーションの
促進に必要な、「政府の役割」、「ビジネス環境」、「ICT
等の社会インフラ」、「人材開発（起業家教育）」、「イ
ノベーションの担い手間の繋がり」について議論を深
め、以下のような認識を共有した（第 4-1-2-5 図）。

　自由で開かれ、域内経済の「信頼（trust）」の基盤
を高める、透明性の高い貿易・投資システムをAPEC
内で構築すること。
　このため、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の
形成に向けた地域経済統合への取組を強化すること。
　特に、知的財産権の保護や内外無差別のビジネス環
境など、民間企業やその他のイノベーションアクター
の創意工夫が国境の壁や組織の枠に縛られない環境を
構築すること。
　APEC域内のイノベーションの担い手の繋がり力
（interconnectedness）を高める ICTネットワークや
統合基盤（ロジスティックス、エネルギーインフラ等）
の構築を官民のリソースを効果的に導入して推進すべ
きこと。
（b）グリーン成長の促進
　2011 年のAPEC首脳会議において、環境物品の関
税削減（2012 年中に「APEC環境物品リスト」を作

成し、2015 年までにリスト掲載品目の関税を 5%以下
に削減）、環境物品・サービス（EGS）貿易を歪曲す
る既存のローカルコンテント要求の撤廃などが合意さ
れた。エネルギー安全保障や低炭素経済への移行に資
する物品やサービスの貿易が自由かつ円滑に行われる
環境整備を進めることは、当該分野で国際競争力を有
する我が国企業のビジネスチャンスを拡大するという
観点から重要である。同時に、経済成長と環境問題へ
の対応の両立を目指している途上エコノミーにも裨益
する課題である。今後、2011 年のAPEC首脳宣言の
達成に向け、関係エコノミーと議論を進展させていく。
（c）女性の活躍の促進
　女性の経済面での参画が経済成長を促すという観点
から、APECでは、2011 年 9 月、「女性と経済サミッ
ト」を開催した。その成果として、女性が社会で活躍
する課題として、「資本へのアクセス」、「市場へのア
クセス」、「能力開発」、「リーダーシップ」の 4つを特
定した「サンフランシスコ宣言」が採択された。我が
国は、2012 年 3 月に、「APEC横浜フォーラム：女性
とリーダーシップ」を開催し、女性のリーダーシップ
を一層発揮させるためには、会社や組織と個人双方の
マインドセットを変え、良い循環を起こすことが重要
であり、ⅰ）基本的な政策の方向性の共有、ⅱ）成功
事例の共有、ⅲ）関係者のネットワーキングの強化、
を進めていくことが重要である旨を確認した。本年ロ
シアで開催される「女性と経済フォーラム」において、
当該フォーラムの成果を反映させ、アジア太平洋地域
における女性の活躍の促進に取り組んでいく。
（d）ビジネス環境の改善　
　APECでは、2005 年よりアジア太平洋地域のより
質の高い成長に向け、構造改革に取り組んでいる。こ
の取組の一環として、2009 年のAPEC首脳会議にお
いて、世界銀行がまとめた世界各国のビジネス環境の
現状に関する指標「Doing Business」のうち、5分野（資
金調達、起業、契約履行、建設許可取得、越境貿易）
について 2015 年までに 25%改善することが合意さ
れ、能力構築活動などが進められている。我が国は、
「資金調達」分野を主導し、Doing Business の資金
調達における評価項目である信用情報及び法制度の整
備・強化の観点から、2010 年に全エコノミーを対象
とした能力開発セミナーを実施した他、2011 年以降、
エコノミーの実情に合わせたテイラーメードの取組を
進めている（これまでタイ及びチャイニーズ・タイペ
イとの間で活動を実施）。

第 4-1-2-5 図　

イノベーションと貿易の相乗効果の向上・ビジョン
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（3） ASEAN 関連首脳会議（日 ASEAN首脳会議、
ASEAN＋ 3首脳会議、東アジア首脳会議）

　東アジアにおいては、APECの他にも、協力を進め、
ルールの構築を目指す場としてASEANを中心とし
た取組がある。具体的に我が国が関与しているものと
しては、日ASEAN首脳会議・ASEAN＋ 3（日中韓）
首脳会議・東アジア首脳会議（ASEAN＋日中韓印豪
NZ米露）があり、それぞれ経済大臣会議も開催され
ている。我が国は、これらの地域的取組において、東
アジア・ASEAN研究センター（ERIA）も活用しな
がら、経済連携、連結性、成長の質の向上の 3本柱に
基づき、積極的に関わっている（ERIAの詳細につい
ては 4章 1節コラム 20 を参照）。

① 東アジア経済統合の 3つの柱
（a）経済連携
　東アジアの経済連携については、これまで東アジア
首脳会議及びASEAN+3 首脳会議において、ASEAN
＋ 6による東アジア包括的経済連携（CEPEA）及び
ASEAN＋ 3による東アジア自由貿易圏（EAFTA）
の双方に関する政府間検討が進められてきた。2012
年 4 月のASEAN首脳会議においては、これらを踏
まえ、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）につい
て年末までの交渉開始を目指す旨の議長声明が発出さ
れている。具体的には、2012 年には物品貿易、サー
ビス貿易、投資の自由化に関する作業部会が設置され、
既存の「ASEAN＋ 1」の FTAのルールや規則に関
する比較等を行いつつ、東アジア地域で共通したルー
ル作りが進められていく見込みである。これらの取組
を通じ、更なる貿易・投資の自由化の推進、規則の共
通化、手続面の簡素化等が実現され、東アジア地域に
おけるビジネス活動の予見可能性を高めていくことが
可能となるだろう（詳細については 4章 1節を参照。）。
　また、ASEAN域内の経済連携については、1992
年よりASEAN自由貿易地域（AFTA）が進められ
てきたが、2015 年にはさらに広い分野での統合を含
めたASEAN経済共同体（AEC）が完成予定。具体
的には、2015 年までに域内での関税が撤廃される他、
サービスや投資、資本や人の移動も自由化され、競争
政策や消費者保護、知的所有権や税制、電子商取引と
いった分野でも制度の調和が進められることとなる予
定である。ASEANに多数の生産拠点を設けている我
が国にとっても、ASEAN経済共同体の実現はメリッ
トの大きいものであり、ERIAも活用しつつ、日

ASEAN経済大臣会議・首脳会議の枠組みの中で、貿
易自由化や円滑化、ソフトインフラの整備、産業人材
育成、格差是正等について、重点的に支援を行ってい
るところ。また、在ASEAN日本人商工会議所連合
会と日ASEAN経済大臣・ASEAN事務総長の対話
を通じて、ビジネスの実態に即したルールの在り方に
ついて、ASEAN側との意見交換も行っている。2012
年には、「今後 10 年の日ASEANの戦略的経済協力
ロードマップ」を策定し、これらの取組に関する長期
的な方向性を定める予定。
（b）連結性
　我が国は、東アジアのヒト・モノ・カネのより自由
な動きを推進するため、国と国との「連結性（connec-
tivity）」の強化も推進している。具体的には、2010
年にASEANが策定した「ASEAN連結性マスター
プラン」やERIAが策定し東アジア首脳会議で歓迎
された「アジア総合開発計画」などの下、港湾や鉄道
といったハードのインフラや、税関手続の円滑化や制
度の調和といったソフトのインフラを促進し、東アジ
ア地域が物理的・制度的・人的に一体化 することを
目指している。2011 年には、日ASEAN首脳会議に
おいて、我が国は「フラッグシップ・プロジェクト」
として、物流の可視化や各国間をつなぐ港湾や鉄道の
開発、衛星を活用した防災ネットワークの構築など、
33 の案件を優先的に推進していくことを打ち出した。
また、東アジア首脳会議においては、ASEAN以外に
日本やインドなどの域外国も含めた連結性を強化する
「連結性マスタープラン・プラス」を検討することに
合意している（第 4-1-2-6 図）。
　今後は、ERIAや ADB等の国際機関や、各国内の
開発担当大臣や外務大臣とも連携しつつ、これらの計
画やフラッグシップ・プロジェクトを着実に実施し、
具体的な成果を上げていくことが求められる。この際
は、既に我が国が実施している、東アジア各地での協
力（日メコン経済産業協力イニシアティブ、インドネ
シア経済回廊、メコン・インド産業大動脈等）につい
て、地域全体の観点から俯瞰しつつ、相互に連携させ、
統一のとれた対応をとっていくことも重要になろう。
（c）成長の質の向上
　著しい経済成長を遂げる東アジアの国々は、同時に
資源や環境といった面での制約・課題にも直面してい
る。他方、日本は過去数十年にわたりこれらの課題を
解決してきたことから、これらの課題への対応は我が
国にとっての技術力を活かしてwin-win の関係を構
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築するためのチャンスでもある。このような観点から、
我が国は日ASEAN経済大臣会議や日ASEAN首脳
会議の場を通じて、スマートコミュニティや化学物質
管理、二国間クレジット等のエネルギー・環境分野に
おける協力を実施してきた。また同時に、産業を高度
化し、東アジアの市場をさらに拡大させることを念頭
に、知的財産権に関する協力や、中小企業の育成等の
格差是正の取組も進めている（第 4-1-2-7 図）。
　また、2035 年までに世界のエネルギー需要の増加
分のうち 67％を東アジアが占めるなど、東アジアの
急増するエネルギー需要を満たすべく、日本がイニシ
アティブをとり、2011 年の EASエネルギー大臣会議

において、東アジア地域におけるエネルギー連携強化
を主導。既存の協力に加え、①中長期に渡るエネルギー
需要と省エネポテンシャルのアウトルックの策定、②
緊急時の政策及び対応の連携、③地域における既存の
化石燃料資源利用の促進、④原子力発電を含む電力イ
ンフラの改善、⑤地域の効率的なエネルギー利用を目
的としたクリーンエネルギーやスマートコミュニティ
の開発の 5つの分野についてERIAを中核に調査研
究を行うことが合意され、東アジア首脳会議において
も合意が歓迎された。今後は、これらの調査研究を具
体化し、エネルギーについても東アジア地域で連携し
た対応がとれるよう、取組を進めていく予定。

第 4-1-2-6 図　東アジアにおける連結性の強化について
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ムンバイ
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○タイをはじめとする ASEAN には多くの日本企業が既に進出し、重層的なサプライチェーンを展開。
アジアと一体となった成長を目指す我が国としては、新興市場のインドまで含めたこの地域の連結性を強化し、効果的な生産
ネットワークの構築と経済格差の是正を実現していくことが重要。

○2009 年 10 月の東アジアサミットにおける我が国の提案に基づき、東アジアワイドでの広域インフラ開発について ERIA が
「アジア総合開発計画」を策定。地域毎に約 700 のプロジェクトを列挙、投資総額は約 3,900 億ドル。昨年 11 月の首脳会合
には同計画をベースに東アジアワイドでの「連結性マスタープラン・プラス」を今後検討していくことに合意。 

○2012 年 1 月、新興市場のインドと一大生産拠点のメコン地域を結ぶ産業大動脈の重要国（インド、タイ、ミャンマー）を枝
野経産大臣が訪問し、インフラ整備やビジネス環境整備を通じて連結性強化を加速。
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第 4-1-2-7 図　東アジア経済統合の 3つの柱

経済連携

連結性の強化

成長の質の向上

2011 年東アジアサミットの成果

基本的な方向性

背景

東アジア経済統合の
節目となる 2011 年

東アジア経済統合の
3本柱の課題

－2015 年の ASEAN 経
済共同体構築のプロ
セスを加速化

－ASEAN 中心性を確保
した東アジア経済統
合のビジョンを提示

－企業の生産・販売
ネットワークは東ア
ジア大に拡大

－東アジアの新興市場
に成長機会あり

－エネルギー・環境な
ど地域全体で取り組
む共通課題あり

－ASEAN と東アジアの
貿易・投資の自由化・
円滑化を推進

FTA／EPA

－ASEAN 首脳会合において、東アジアの包括的経済連携（Regional 
Comprehensive Economic Partnership）の枠組みを採択。

－日中提案を踏まえ、貿易・投資自由化に関する作業
部会の立ち上げに合意。

AEM・ERIA

－ERIA の功績が高く評価され、東アジアサミットにお
いて、ASEAN 側から資金拠出の表明があった。

エネルギー・環境、産業高度化等の協力

－2011 年 9 月のエネルギー大臣会合の結果を踏ま
え、ERIA を中核とした東アジアのエネルギー連携
強化の取組を進めていくことに合意。
－スマートコミュニティ、化学物質管理、二国間クレジッ
ト、知的財産協力等の日本のイニシアティブを歓迎。

広域インフラ開発の推進

－アジア総合開発計画も活用しつつ、東アジア大の
「連結性マスタープラン・プラス」の可能性を検討
することに合意。

－ハード・ソフトのインフ
ラ開発を通じて ASEAN と
東アジアの連結性を強化

－エネルギー・環境等の
成長の制約要因を克服

－産業高度化・中間層拡
大を推進

地域アーキテクチャー

－地域経済統合を推進す
るメカニズムを強化

資料：経済産業省作成。
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