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新の通商政策をめぐる動き



日EU日中韓FTA

産官学共同研究を本年中に終了させ、その後
フォローアップを行うことを決定。

2012年（予定） 日中韓サミット

2011年5月28日 日EU定期首脳協議

まずは交渉の大枠を定める「スコー
ピング」の作業を早期に実施するこ
とで合意。

2012年（予定）日ＥＵ定期首脳協議

TPP
2011年11月11日 野田総理記者会見

ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議
に入る 。

2011年11月12日ＴＰＰ首脳会合

交渉参加国首脳は「ＴＰＰの大まかな輪
郭を達成した」と発表。

2011年11月13日 日米首脳会談
（野田総理）

ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議
に入る こととした、「包括的経済連携に

関する基本方針」に基づき高いレベルの
経済連携を進めていく。

（オバマ大統領）

日本の決定を歓迎するとともに、今後の
協議の中で日本側と協力していきたい。

（関連日程）

（関連日程）

東アジアの包括的経済連携

日中共同提案をふまえ、物品貿易、サービ
ス貿易、投資に関するASEANプラス作業部
会を設置することに合意。

2011年5月22日 第4回日中韓サミット

2011年11月17日 東アジアサミット

（関連日程）

2012年早期物品作業部会設置

１．地域的なＥＰＡを巡る動き
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・・・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を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。

①11月11日（金）野田総理記者会見（抜粋）

②11月12日（土）日米首脳会談におけるＴＰＰの扱い

•野田総理より、①今般政府としてＴＰＰへの参加に向けて関係国との協議に入ること
を決定したこと、②東日本大震災があり、慎重論も強かったが、日本を再生し豊かで
安定したアジア太平洋の未来を切り開くために自分自身が判断したことを伝えるとと
もに、③今後の交渉参加に向けて米国の支援を要請。

•オバマ大統領より、日本の決定を歓迎するとともに、今後の協議の中で日本と協力す
る旨返答。

①ＴＰＰ‐ 我が国の動き（ホノルルＡＰＥＣ）
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①ＴＰＰ‐ホノルルAPEC・東アジアサミットでの関連の動き

（TPP交渉国）
● 米国・オバマ大統領

「日本の決定を歓迎するとともに、今後の協議の中で日本と協力する。」

（その他の国）

● カナダ・ハーパー首相

「TPP交渉参加の可能性につき、交渉国と公式協議に入る。」

● メキシコ・フェラーリ経済大臣

「このイニシアティブ（TPP）に参加するため、TPP加盟国及び国内生産セクターと協議を開始する。」

ホノルルＡＰＥＣ（2011年11月12‐13日）

● ＲＣＥＰ（東アジアの包括的経済連携）

ASEAN＋6経済大臣会合にて2012年の早い時期に、物品貿易の作業部会を立ち上げることに合意。

● 日中韓
同日行われた日中韓首脳会議において

・日中韓投資協定につき、早期の実質的な合意に向けて作業を加速すべきことを再確認。

・将来の日中韓ＦＴＡの重要性についても改めて確認。

東アジアサミット 於 バリ島（2011年11月19日）

（参考）日・ＥＵ首脳協議（2011年11月3日）
● バローゾ委員の発言
「スコーピング作業を迅速化・加速化することにコミットしている、また、これまでの進展に満足しており、さらに努力を続けたい。」



包括的経済連携に関する閣僚委員会
議 長：総理大臣
構成員：全閣僚

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

議 長：国家戦略担当大臣
構成員：官房長官、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、

厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（金融）、
その他関係大臣

幹事会
議 長：内閣府副大臣（国家戦略担当）、
構成員：官房副長官、外務副大臣、

財務副大臣、農林水産副大臣、
経済産業副大臣、総理補佐官、
その他関係副大臣(、政府代表)

政府代表

事務局（内閣官房）

事務局長：官房副長官（事務）

関係省庁次官級／局長級会合
議長：官房副長官補（内政・外政）

国内広報・
情報提供チーム

国内連絡・
調整チーム

国別協議チーム

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する体制
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①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議

１月１７日（火） ベトナム
１９日（木） ブルネイ
２４日（火） ペルー
２５日（水） チリ

２月 ７日（火） 米国
９日（木） シンガポール

１０日（金） マレーシア
２１日（火） 米国*

オーストラリア
２２日（水） 米国*
２３日（木） ニュージーランド

＊７日（火）の関係各省の局長レベルの訪問に続き、２１日（火）及び２２日（水）に実務者レベルが訪問予定。

ＴＰＰ協定交渉参加に向けた関係国との協議状況及び予定



（ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ）

（１）基本的な立場
○以下の発言があった。

・日本の交渉参加を支持することを決定した。
・日本の交渉参加を強く支持する。
・新規交渉参加を認めるための手続として，関係大臣を含む委員会の決定等が必要
だが，特段の問題はない。

（２）日本の交渉参加の条件
○日本に交渉参加の条件として求めるものについては，いずれの国も，そうしたものは

ないと述べた。

平成２４年２月２日
内閣官房，外務省，財務省，農水省，経産省

※本資料は，各国の発言振りを記載したものであり，国によって一部発言内容に違いがある。

１．日本の交渉参加に関する各国の立場

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ）

２．新規交渉参加について

（１）参加に向けたプロセス
○交渉参加に向けたプロセスとしては，複数の国が，①全交渉参加国との個別協議，②全交渉参加国に

よる交渉参加の承認，というプロセスを経る必要があると述べた。

（２）新規交渉参加国に求める共通の条件
○「包括的で質の高い協定への約束（コミットメント）」について，以下の通り，参加の条件かどうか等に

ついて各国で内容が異なる発言があった。
・包括的で質の高い自由化へのコミットメントを交渉参加の条件として９カ国で同意しているわけでは

ない。
・事前に除外を求めることなく，全てを交渉のテーブルにのせ，包括的自由化にコミットすることが参加

の条件である。
・包括的で高いレベルの自由化へのコミットメントは交渉参加の前提条件ではないが，交渉参加国間

で共有されている野心を共有することが求められる。
・包括的かつ高いレベルの自由化へのコミットメントについては具体的な判断基準はない。

○「合意済みの部分をそのまま受け入れ，議論を蒸し返さないこと」について，以下の発言があった。
・交渉参加の条件として９カ国で合意したものではない。
・そうした事態（議論を蒸し返すこと）は避けたいが，重大な判断を要する事項はこれまで合意されて

いない。

○「交渉の進展を遅らせないこと」については，交渉参加の条件として９カ国で合意したものではないとの
発言があった。

平成２４年２月２日
内閣官房，外務省，財務省，農水省，経産省

※本資料は，各国の発言振りを記載したものであり，国によって一部発言内容に違いがある。

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ）

３．関税撤廃の扱い

○交渉対象については，全てを自由化交渉の対象としてテーブルにのせなければいけないことは，
各国とも認識を共有していた。

○「関税撤廃の原則」について，以下の発言があった。
・長期の関税撤廃などを通じて，いつかは関税をゼロにするというのが基本的な考え方である。
・全品目の関税撤廃が原則，他方，全品目をテーブルにのせることは全品目の関税撤廃と

同義ではない。

○「センシティブ品目の扱いや除外」について，以下の発言があった。
・センシティブ品目の扱いは合意しておらず， 終的には交渉次第である。
・全交渉参加国がセンシティブ品目を有しているが， 終的には交渉分野全体のパッケージの

バランスの中で決まる。
・除外を認めるべきではないとの合意の下，交渉を進めているが，交渉の 終結果として除外

があるか否かは予断できない。
・関税撤廃について特定品目を除外してもいいという合意はない。
・国内産業保護を目的とした除外を得ることは困難。
・現時点で除外を求めている国はない。

平成２４年２月２日
内閣官房，外務省，財務省，農水省，経産省

※本資料は，各国の発言振りを記載したものであり，国によって一部発言内容に違いがある。

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ）

４．妥結の見通し，今後のスケジュール

（１）妥結の見通し
○以下の発言があった。

・現実に可能かどうかは誰にも分からないが，交渉の進んでいるいくつかの分野については，６月か７月に
実質合意すべく交渉を加速化している。

・全体として３０％程度しかできあがっていない状況であり，７月の合意は極めて難しい，（実質合意に近いとさ
れる）分野であっても，約２０条のうち１条しか合意していない。

・本年中に（市場アクセスを除く）ルールの大部分は合意可能であるが，センシティブな部分はもう少し時間が
かかる。

・非常に難しい交渉であり，実際の妥結時期は誰にも分からない。

（２）今後のスケジュール
○３月１日～９日の豪州メルボルンでの会合を含め，本年５回の交渉会合が予定されている，また，必要に

応じて，分野を限定した中間会合を開催する予定であるとしていた。

５．オブザーバー参加，交渉条文案の提供

○交渉参加に向けた協議を行っている国のオブザーバー参加は認めないこと，交渉条文案は
交渉参加国以外には共有しないことについては，各国とも認識を共有していた。

平成２４年２月２日
内閣官房，外務省，財務省，農水省，経産省

※本資料は，各国の発言振りを記載したものであり，国によって一部発言内容に違いがある。

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果

11



ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（米国）

○日本側より、ホノルルでのAPEC 首脳会議以降の我が国における取組に関し、TPP 協定交渉参加に向けた関係国
との協議に関する体制を構築したこと及び右体制の下、国内広報・情報提供、国内連絡・調整、国別協議を行って
いくこと等について説明した。

○また、2010 年11 月の「包括的経済連携に関する基本方針」が我が国の経済連携に関する基本的な考え方であると
前置きした上で、包括的経済連携への対応について、同方針に基づき、センシティブ品目について配慮を行いつつ、
すべての品目を自由化交渉の対象とし、交渉を通じて、高いレベルの経済連携を目指す旨を説明した。

○これに対し、米側より、TPP 交渉に参加すれば、すべての品目を自由化交渉の対象とする用意があるかとの質問
があり、日本側より以下のとおり説明した。

仮にTPP 交渉に参加する場合には、「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき、センシティブ品目につい
て配慮を行いつつ、すべての品目を自由化交渉の対象とし、交渉を通じて、高いレベルの経済連携を目指す。
ただし、すべての品目を自由化交渉の対象とした場合に、どのような自由化が求められるのか、しっかりと理解
する必要があるので、情報提供願いたい。

○また、米側より、サービス貿易や労働・環境といったTPP の対象となる21 分野に対応する用意があるのかとの質問
があり、日本側より以下のとおり説明した。

TPP 交渉で対象となっている関税以外のすべての分野においても、高いレベルの経済連携を目指し、そのため、
「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき、規制、非関税措置を含む抜本的国内改革を推進する方針である
が、TPP での対応については、どこまでの自由化が、どのような措置で求められるか、貴国を含む参加各国から
しっかり情報収集する必要がある。

平成２４年２月７日
内閣官房、総務省、外務省、財務省

厚労省、農水省、経産省、国交省

１．我が国国内における検討状況

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果



ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（米国）

○我が国の交渉参加に関する米国国内における検討状況に関し、米側より以下の説明があった。
・先般実施した米国政府による意見募集（パブリック・コメント）や、これまで関係者から提出された意見に関し、
米国政府としてそれらの正当性を評価・分析しているところである。日本のTPP 交渉参加について全体として肯
定的な意見が大勢であった。しかし、現在行われている交渉を遅らせないことやTPP の高い水準を満たすことを
条件にしている意見も多くある。
・また、日本が重要な市場であること、日本の参加によってTPP は更に重要かつ有意義なものとなること等の指
摘があった。更に、日本の参加は知財分野等において、TPP の野心の水準を高めることに役立つとの指摘も
あった。

○米側より、パブリック・コメント等で出されている意見の中から、いくつかの分野における意見をハイライトしたい
として、例示的に農業、自動車、保険・急送便、分野横断的事項の4 分野について紹介があった。

○米側より、パブリック・コメント等にて示された様々な事項に関し、米国政府による精査を行い、米国政府として
の懸念を特定した上で、今後日米で協力して効果的な対応を協議していきたい旨の発言があった。これに対し、
日本側より、提起された事項にはこれまでも二国間で議論してきたものも多く含まれているが、今後とも議論して
いきたい旨発言した。

平成２４年２月７日
内閣官房、総務省、外務省、財務省

厚労省、農水省、経産省、国交省

２．米国国内における検討状況

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果



ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（米国）

○日本側から、TPP 交渉参加に向けた他の関係国との協議の状況に関し、以下の説明を行った。
・1 月にベトナム、ブルネイ、ペルー、チリにおいて、我が国から派遣された関係省庁関係者が、それぞれの政府
のTPP 交渉担当者との間で「交渉参加に向けた協議」を行った。また、TPP 交渉に関する情報収集を行った。
・これら4 か国との協議は、非常に前向きなものであり、全体として我が国のTPP 交渉参加への支持の表明が
あった。
・また、日本に交渉参加の条件として求めるものについては、いずれの国もそうしたものはないと述べた。

○また、「包括的で質の高い協定への約束」、「合意済みの部分をそのまま受け入れ、議論を蒸し返さないこと」、
「交渉の進展を遅らせないこと」が参加の条件かどうかについて、各国で内容が異なる見方が示されたこと、また、
関税撤廃の扱いについて、各国ともすべてを自由化交渉の対象としてテーブルに載せなければいけないとの認
識を共有していたことを説明した。

平成２４年２月７日
内閣官房、総務省、外務省、財務省

厚労省、農水省、経産省、国交省

３．我が国の関係国との協議の状況

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果



ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果
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（米国）

○日本側から、国内において頻繁に提起される事項に関する質問をリストとして提出するので米側から正確、
詳細な情報を得たい旨要請したところ、米側より、以下の発言があった。

・できる限り回答したい。
・公的医療保険制度を廃止し、私的な医療保険制度に移行する必要があるとの情報や、また、いわゆる単純労
働者の移動を受け入れる必要があるとの情報も流れているが、米国が他のTPP 交渉参加国にそのようなことを
要求していることはない。

○日本側より、TPP 交渉の見通し・スケジュールにつき照会したのに対し、米側より、ホノルルで示された首脳の
指示に基づき、年内の交渉妥結を目指して取り組んでおり、これを実現するための詳細なスケジュールも作成し
てある、交渉会合の合間にも原産地規則、市場アクセス、労働・環境等の分野について数多くの個別会合を行
い、交渉の進展に努めている、6 月のAPEC 貿易担当大臣会合ではそれまでの進展を確認し、交渉の進展に
努力したいと考えている旨応答があった。

○日本側より、センシティブ品目の取扱いについて関税撤廃からの除外があり得るのか質問したのに対し、米側
より、TPP は包括的な協定を目指している旨回答があった。

平成２４年２月７日
内閣官房、総務省、外務省、財務省

厚労省、農水省、経産省、国交省

４． TPP 交渉の現状

○米側より、米国内の今後のプロセスに関し、パブリック・コメントや、利害関係者、議会との接触を通じて得られ
たコメントの評価・分析にはまだしばらく時間が必要であるとの説明があった。

○双方は、引き続き協議を行うことで一致し、今月21 日及び22 日に、ワシントンD.C.において実務者レベルでの
協議を行うことを確認した。

５．今後の取り進め方

①ＴＰＰ‐ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果



平成２４年２月８日
内閣官房

①ＴＰＰ‐ 「TPPをともに考える、地方シンポジウム」への参加及び後援について

TPP（環太平洋パートナーシップ）については、あくまで国益の視点に立って、十分な国民的議論を経た上で結論を得ていくことと
しており、政府を挙げて一層の説明や情報提供に取り組んでいくこととしています。

こうした観点から、このたび、株式会社共同通信社及び全国地方新聞社連合会が主催し、全国で開催する「TPPをともに考える、
地方シンポジウム」に、日本政府として参加し、後援することといたしました。

まず、２月１９日（日）に愛知県名古屋市にて開催されるシンポジウムには、古川元久国家戦略担当大臣が参加します。その後、
全国８か所で順次開催されるシンポジウムに、古川大臣のほか、関係省庁の政務三役が参加する予定です。

シンポジウムでは、各地域で活躍される有識者の方々との議論や一般参加者との質疑応答を通じ、わかりやすく正確な情報
提供に努めます。

日本政府としても、多くの方々が参加されることを期待しています。以下のURLにて、概要、申し込み方法等が随時掲載される
こととなっておりますのでご参照ください。

https://www.chihoushi.com/top
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開催日 開催都市

2月19日（日）15：30～17：30 名古屋

2月26日（日）14：00～16：00 秋田

3月4日（日） （予定） 横浜

3月17日（土）（予定） 神戸、広島

3月開催予定 札幌、福井、高松、福岡

※開催日時、場所は変更となる可能性があります。



昨年５月の日EU定期首脳協議を受け、交渉の範囲等を定める作業(スコー
ピング作業」)を実施中。

（１）交渉のためのプロセスを開始。

（２）交渉の範囲等を定める作業の可能な限り早期の実施。

日ＥＵ定期首脳協議（２０１１年５月２８日）

日ＥＵ関係の強化に向けた次のステップ
２０１０年４月２８日に東京で行われた前回の定期首脳協議は，合同ハイレベル・グループに，ＥＵ日関係のあらゆる側

面を包括的に強化し，それを実行に移す枠組みを定めるための選択肢を示すことを委ねた。この作業を踏まえ，ＥＵ日
首脳は，
-関税，非関税措置，サービス，投資，知的財産権，競争および公共調達を含む双方の全ての共有された関心事項を
取り扱う，深くかつ包括的な自由貿易協定（ＦＴＡ）/経済連携協定（ＥＰＡ）
及び
-政治，グローバル，その他の分野別協力を包括的に対象とし，また，基本的な価値及び原則への双方の共有された
コミットメントに裏打ちされた拘束力を有する協定

についての並行した交渉のためのプロセスを開始することに合意した。

ＥＵ日首脳は，このため，双方が，両方の交渉の範囲及び野心のレベルを定めるために議論を開始することを決定した。
かかるスコーピングは，可能な限り早期に実施される。

これに並行して，欧州委員会は，成功裏のスコーピングに基づき，これらの協定の交渉のために必要な権限を求める。

日ＥＵ関係の強化に向けた次のステップ
２０１０年４月２８日に東京で行われた前回の定期首脳協議は，合同ハイレベル・グループに，ＥＵ日関係のあらゆる側

面を包括的に強化し，それを実行に移す枠組みを定めるための選択肢を示すことを委ねた。この作業を踏まえ，ＥＵ日
首脳は，
-関税，非関税措置，サービス，投資，知的財産権，競争および公共調達を含む双方の全ての共有された関心事項を
取り扱う，深くかつ包括的な自由貿易協定（ＦＴＡ）/経済連携協定（ＥＰＡ）
及び
-政治，グローバル，その他の分野別協力を包括的に対象とし，また，基本的な価値及び原則への双方の共有された
コミットメントに裏打ちされた拘束力を有する協定

についての並行した交渉のためのプロセスを開始することに合意した。

ＥＵ日首脳は，このため，双方が，両方の交渉の範囲及び野心のレベルを定めるために議論を開始することを決定した。
かかるスコーピングは，可能な限り早期に実施される。

これに並行して，欧州委員会は，成功裏のスコーピングに基づき，これらの協定の交渉のために必要な権限を求める。

（参考）日ＥＵ定期首脳協議・共同プレス声明抜粋

②日ＥＵ・ ＥＰＡ‐交渉に向けた作業の実施
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野田総理から、非関税措置及び規制・制度改革に取り組む強い決意を述べ、日ＥＵ・ＥＰ

Ａのスコーピング作業の成功裏の終了と早期交渉開始に向けたEU側の協力を求めまし

た。これに対し、バローゾ委員長からスコーピング作業を迅速化・加速化することにコミッ

トしている、また、これまでの進展に満足しており、さらに努力を続けたいとの発言があり、

野田総理から行政刷新会議を通じ、自分もリーダーシップを発揮する旨応じました。

（欧州側からファン＝ロンパイ欧州理事会議長、バローゾ欧州委員会委員長出席）

野田総理から、非関税措置及び規制・制度改革に取り組む強い決意を述べ、日ＥＵ・ＥＰ

Ａのスコーピング作業の成功裏の終了と早期交渉開始に向けたEU側の協力を求めまし

た。これに対し、バローゾ委員長からスコーピング作業を迅速化・加速化することにコミッ

トしている、また、これまでの進展に満足しており、さらに努力を続けたいとの発言があり、

野田総理から行政刷新会議を通じ、自分もリーダーシップを発揮する旨応じました。

（欧州側からファン＝ロンパイ欧州理事会議長、バローゾ欧州委員会委員長出席）

「・・・アジア太平洋自由貿易圏、いわゆるＦＴＡＡＰ構想の実現を主導し、高いレベルで

の経済連携を通じて自由な貿易投資のルールづくりを主導することが、こうした戦略的

な対応の先駆けです。日韓・日豪交渉を推進し、日中韓やＡＳＥＡＮを中心とした広域経

済連携の早期交渉開始を目指すとともに、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるＴ

ＰＰ協定への交渉参加に向けた関係国との協議を進めていきます。併せて、日ＥＵの早

期交渉開始を目指します。・・・」

「・・・アジア太平洋自由貿易圏、いわゆるＦＴＡＡＰ構想の実現を主導し、高いレベルで

の経済連携を通じて自由な貿易投資のルールづくりを主導することが、こうした戦略的

な対応の先駆けです。日韓・日豪交渉を推進し、日中韓やＡＳＥＡＮを中心とした広域経

済連携の早期交渉開始を目指すとともに、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるＴ

ＰＰ協定への交渉参加に向けた関係国との協議を進めていきます。併せて、日ＥＵの早

期交渉開始を目指します。・・・」

野田総理は、施政方針演説において、日EU・EPAの早期交渉開始を目指す
ことを表明。ＥＵ側も、交渉に向けた作業の迅速化・加速化を約束。

野田総理施政方針演説（２０１２年１月２４日、第１８０回国会）

日ＥＵ首脳協議概要（２０１１年１１月３日、Ｇ２０（カンヌ））

②日ＥＵ・ＥＰＡ‐日本政府の方針
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日仏首脳会談（フィヨン首相）（２０１１年１０月２３日）

フィヨン首相より、仏政府としては日ＥＵ・ＥＰＡ締結を支持しているが，仏経済界の一部に懸
念がある旨述べたのに対し、野田総理から非関税措置や規制改革への取組を発言。

日独首脳会談（メルケル首相）（２０１１年１１月４日）

（日ＥＵ・ＥＰＡについて）ＥＵ側に関心があり、課題を乗り越えていきたい旨発言。

欧州各国首脳からも、日ＥＵ・ＥＰＡに前向きな発言あり。

日英首脳会談（キャメロン首相）（２０１１年１１月３日）

野田総理より、日ＥＵ・ＥＰＡに対する英国の一貫した支持に謝意を表し、早期交渉に向け
指導力を発揮する旨発言。

ファン・ロンパイ欧州理事会議長の記者会見での発言（２０１２年１月９日）

我々は、外需を喚起し、輸出を刺激するために、新たな貿易の機会と新興市場を利用すべ
き。・・・そのために、我々はインドやラテンアメリカと二国間通商協定を交渉しており、日本、イ
ンドネシアとの交渉も望まれる。

日独首脳会談（ヴルフ大統領）（２０１１年１０月２４日）

ヴルフ大統領より、日ＥＵ間では自由貿易を進めるべく日ＥＵ間で対話を深めるべき旨述べ
たのに対し、野田総理より日ＥＵ・ＥＰＡを進めたい旨発言。

②日ＥＵ・ ＥＰＡ‐欧州各国の反応
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• ２００３年～０９年、日中韓ＦＴＡをテーマに民間共同研究を実施。
毎年、日中韓サミットに報告・提言を提出。

＜研究機関＞総合研究開発機構(ＮＩＲＡ)→ジェトロアジア経済研究所【日本】、
国務院発展研究中心【中国】、対外経済政策研究院【韓国】

• ２００９年１０月 日中韓サミットで産官学共同研究の立ち上げを議論し、
日中韓経済貿易大臣会合で同研究を２０１０年上半期に立ち上げることで
合意。その後２０１１年９月までに、６回の研究会合を実施。

• ２０１１年１２月１４～１６日 第７回会合(韓国・平昌)
→残った論点について議論。共同声明を発表し、共同研究をとりまとめ。
→共同研究委員会として、各国政府に対し、今後の三国間FTAの取り

進め方を決定するよう提言。

今後、共同研究の成果は、日中韓貿易経済大臣会合および日中韓外務大臣
会議を通じて、本年の日中韓サミットに報告される予定。

③日中韓FTA‐日中韓ＦＴＡの経緯
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【参考】2011年５月の日中韓サミット首脳宣言 （ＦＴＡ該当部分）

現在の日本の状況とその影響を考慮しつつ、日中韓ＦＴＡ産官学共同研究の進展と経済貿易大
臣及び外務大臣からの提言に留意し、我々は日中韓ＦＴＡ産官学共同研究を本年中に終了 さ
せ、その後フォローアップを行うべく、同共同研究を加速化することを決定した。

日中首脳会談（2011年12月25日）

日中韓首脳会議における野田総理発言（2011年11月19日）

「日中韓FTA産官学共同研究を年内に終了させ、高いレベル
のFTAの交渉開始に合意することを目指したい」「また、交渉に
既に４年間を費やし、大詰めの段階にきている日中韓投資協
定については年内実質合意が可能となるよう、協力を強く求め
たい。」旨野田総理から述べ、首脳間でおおむね一致。 写真：内閣広報室

日中韓投資協定交渉の早期の実質合意、それを踏まえて、２０１２年
の早い時期に日中韓ＦＴＡの交渉開始を目指すことで一致。

会談の中で、野田総理から、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の実現に向け、
ＴＰＰのみならず日中韓やアセアンを含んだ経済連携の枠組み作りにもしっかりと取り
組んでいく、中国とも協力していきたい旨述べた。これに対し温総理から、東アジアの
経済的な一体化の促進を日中両国が共に進めていきたい旨述べた。

写真：内閣広報室

③日中韓FTA‐ 首脳レベルでの議論



ＡＳＥＡＮとのＦＴＡ・ＥＰＡの取組

豪・ＮＺ発効済

インド発効済

中国発効済 韓国発効済

日本発効済

広域的な経済統合に向けた動き

○昨年、中ＡＳＥＡＮ、韓ＡＳＥＡＮ、日ＡＳＥＡＮ、印ＡＳＥＡＮ、豪・ＮＺ ＡＳＥＡＮのASEAN＋１FTA
が発効。

○ＡＳＥＡＮ及びそのＦＴＡ・ＥＰＡ取組相手国（日中韓印豪NZ）との間で、地域的な生産ネットワー
クの更なる発展を目指す動きが加速。

→ 東アジアの包括的経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership)の枠組みへ

ＡＳＥＡＮ＋３（ＥＡＦＴＡ）
（ＡＳＥＡＮ・日・中・韓）

ＡＳＥＡＮ＋６（ＣＥＰＥＡ）

（ＡＳＥＡＮ＋日中韓印豪NZ）

ﾊﾟﾌﾟｱ･
ﾆｭｰｷﾞﾆｱ

セ ピ ア

日中韓

米国
カナダ

メキシコ

ロシア

中国香港
チャイニーズ・タイペイ

ペルー
チリ

ＡＰＥＣ（ＦＴＡＡＰ）

ＡＳＥＡＮ１０か国のうち、ミャンマー、カンボジア、ラオ

スはＡＰＥＣに加盟していない

ＴＰＰ

Viet 
Nam

シンガポール

ブルネイ

ニュージー
ランド

チ
リ

米国

TPP
ペルー

豪州

ベトナ
ムマレーシア

ＲＣＥＰ
（注）

（注）ASEAN＋３，＋６を包含する概念として、今年のASEAN首脳会合で提案されたもの。

④ＲＣＥＰ‐ 東アジアにおけるＦＴＡ／ＥＰＡの動き
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●06年8月 二階経済産業大臣（当時）が、日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合においてCEPEA構想を表明。
●07年～09年 民間専門家研究会を実施（フェーズ１、フェーズ２）

●09年10月 東アジア・サミットにおいて、ＣＥＰＥＡ・ＥＡＦＴＡともに、政府間での検討の開始に合意。

●10年～ ４分野（原産地規則、関税品目表、税関手続、経済協力）について作業部会での検討を開始。

●10年8月 ＡＳＥＡＮ＋６経済大臣会合において、日本から東アジア経済統合の中長期的展望を示した、
「イニシャル・ ステップス」を提案。

●10 年10月 東アジア・サミットにおいて、地域経済統合の作業に関し、具体的な目標・検討の工程を設定
するよう、 首脳から指示。

●11年８月 ＡＳＥＡＮ＋６経済大臣会合において、中国と共同でＣＥＰＥＡ、ＥＡＦＴＡともに貿易・投資自由化を
議論する作業部会（物品貿易、サービス貿易、投資）の設置を提案（下記）し、今回の東アジアサミット時の
正式な立ち上げを目指すことに各国合意。日中共同の提案は初めて。

●11年11月 ASEAN首脳会合において、CEPEA、EAFTAを踏まえた考え方として、東アジアの包括的経済
連携（Regional Comprehensive Economic Partnership)の枠組みを採択。このASEAN提案も踏まえ、中国と
共同で提案している、貿易・投資自由化に関する作業部会の立ち上げについて、東アジアサミットで合意。
2012年の早期に物品の作業部会が設置される見込み。

これまでの経緯

各作業部会における検討内容：
・物品：既存のＡＳＥＡＮ＋１ＦＴＡの統合に焦点をあて、関税譲許のモダリティのあり方等について検討。
・サービス：サービス貿易に関する合意の質及びレベルの向上を目指し、各国のサービス産業分析、既存の
合意の約束のレベルの比較を行う。
・投資：地域内の健全な投資環境及び法制度の整備に向け、投資自由化・投資促進・投資保護と、既存の
協定の統合に焦点をあてる。

日中共同提案「EAFTA及びCEPEA構築を加速化させるためのイニシアティブ」

④ＲＣＥＰ‐ 東アジアにおける包括的経済連携構想をめぐる経緯
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• 我々はまた、EAFTA、CEPEAの下での貿易・投資の自由化に向けて新たに３つ
の作業部会を設立するという日本と中国の建設的な共同提案を歓迎した。

• 我々は、地域的な包括的経済連携のためのASEANの枠組みが第19回ASEAN
首脳会合で採択されたことに留意した。また、本枠組みは地域経済統合プロ
セスにおけるASEANの中心性の重要性を改めて確認するとともに、今後のさら

なる地域経済統合のための次の適切な取り組みを検討することを視野に入れ
つつ、これまでのEAFTA及びCEPEAでの取り組みを踏まえながら、ASEAN＋１
FTAと今後作成されるテンプレートを基礎にASEANとFTAパートナー諸国との関
係を拡大・深化させるための一般原則を設定するものであることに留意する。

• 我々は、日中の共同で提案を考慮しつつ、物品貿易・サービス貿易及び投資
に関するASEANプラス作業部会を設立するというASEANの決定を歓迎する。

• 特に、2012年の早い時期に立ち上げられるであろう物品貿易の作業部会が、
これまでの原産地規則・関税品目表・税関手続分野のASEANプラス作業部会
の成果を確認し、必要な対応をするように指示されることに留意する。

④ＲＣＥＰ‐ 東アジアサミット議長声明（2011年11月18日 於バリ島）



日韓ＥＰＡ

・2003年12月 交渉開始。

・2004年11月 交渉中断。

・2011年10月

野田総理の訪韓の際、交渉再
開に向けた実務的作業の本格
的実施で合意。

日豪ＥＰＡ

・2007年4月
交渉開始。

・2011年11月
日豪首脳会談
・2011年12月

第１３回交渉会合（於：豪州）
・2012年2月
第１４回交渉会合（於：東京）

・2003年3月
共同研究開始。

日加ＥＰＡ

・2011年2月
共同研究（日加EPA ）開始。

・2011年9月
日加首脳会談

・2011年12月
日加首脳会談（電話）
9月と同旨発言

・2012年1月
第４回共同研究会（東京）

・2011年9月
日コロンビア首脳会談で、経済
連携協定（ＥＰＡ）に関する共同
研究を立ち上げることに合意。

・2011年11月
第１回共同研究会合開催
（於：ボゴタ）

・2012年2月
第２回共同研究会合開催。
（於：東京）

日コロンビアＥＰＡ

・2010年6月
共同研究開始。

日モンゴルＥＰＡ

・2011年3月
共同研究終了。

⑤その他のＥＰＡ交渉の状況

日加ＥＰＡ
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