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①ＴＰＰ-最近の進捗（概要） 
 
 
 
 
 
 

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
カ国（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ＮＺ、チリ、ブルネイ）に加えて、米、
豪、ペルー、ベトナムの８カ国で交渉開始。 

         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：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 
    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） 
 
（以下、予定） 
２０１２年   ５月     第１２回会合（於：米国） 
 
２０１２年には上記2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 交渉参加に向けた協議の実施 
 
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  
 
 
＊米国とは２月７日（火）に関係各省の局長レベル、２１日（火）及び２２日
（水）に実務者レベルでの協議を実施 
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①ＴＰＰ-日米首脳会談（概要） 
 
 
 
 
 
 

 
 野田総理から、日米が協力し、地域における貿易・投資 
に関する高い水準のルール・秩序を作っていくことの意義 
は大きい、TPPはアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）実現の 
ための道筋の一つであると認識しており、昨年11月に表明 
した総理の考えは変わっていない旨述べ、双方が日米間 
協議を前進させるようお互い努力することで一致した。 
その際、オバマ大統領からは、自動車、更には保険、そして従来から取り上げてき
た牛肉について関心の表明があった。 

 平成２４年５月１日 
外務省発表資料より抜粋 



（米国との実務者協議） 

１．今次協議には、日本側から、内閣官房、外務省、農林水産省、経済産業省ほかの関係省庁の 
  担当者が、米国側から、米国通商代表部ほかの担当者が出席しました。 
 
２．２日間の協議では、日米両国の担当者の間で、ＴＰＰの章・分野毎に技術的な情報交換及び 
  協議が行われました。米国側からは、ＴＰＰの各分野の交渉の現状等について説明がありました。 
  これらの説明を受けて、日本側からは、日本国内の関連する現行国内法令や制度の内容、 
  これまでに締結したＥＰＡ／ＦＴＡでの関連する内容等につき説明を行いました。 
 
３．双方は、今後更に協議を行っていくこととし、具体的な協議日程については外交ルートで調整 
  することで一致しました。 

 平成２４年２月２３日 
内閣官房、総務省、外務省 

財務省、文部科学省、厚生労働省 
農林水産省、経済産業省 

※プレスリリース 

①ＴＰＰ-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） ※前回の部会資料を再掲 

○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 
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○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 
 
 
 
 
 
 
 

（米国） ※前回の部会資料を再掲 
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○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 
 
 
 
 
 
 
 

（米国） ※前回の部会資料を再掲 
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○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 
 
 
 
 
 
 
 

（米国） ※前回の部会資料を再掲 



（米国以外８か国） 

 （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。  
・日本のＴＰＰ交渉参加への関心を歓迎し支持する。   
・日本のＴＰＰ交渉参加への関心を歓迎する。日本が包括的で高い水準の協定、特に包括的関税撤廃 
 という目標に応えられるのかが関心事項であり、確信を得たい。日本の交渉参加に関しては引き続き 
 検討したい。  
・日本の交渉参加への関心を歓迎する。日本がＴＰＰについての結論に至ることを期待している。日本は 
 交渉参加の基準に適合することをまだ示し得ていない。  
 
（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３月１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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１．日本の交渉参加に関する各国の立場 



（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。  
・包括的かつ高いレベルの自由化の水準にコミットすることは、参加のための基準である。  
・ＴＰＰ交渉の広い範囲や、ＴＰＰ交渉の高い水準を受容するとの基準を満たせるかに関心がある。 

平成２４年３月１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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（米国以外８か国） 

２．新規交渉参加について ①  



○「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。  
・交渉参加国がこれまで積み上げてきた交渉の成果から新規参加国もスタートする必要があるという 
 意味である。  
 
○「交渉の進展を遅らせないこと」については、以下のとおり、各国で内容が異なる発言があった。  
・交渉参加の条件として９カ国で合意したものではない。  
・交渉の進展に貢献し、遅らせないことは参加のための基準である。  
 
○上記に関し、以下の発言があった。  
・日本を含む交渉参加候補国は「ＴＰＰが目指している高い野心へのコミットメント」及び「交渉の勢いに 
 貢献し、交渉を遅らせないこと」との基準に適合することを明確な証拠をもって示す必要がある。   

平成２４年３月１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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（米国以外８か国） 

２．新規交渉参加について ② 



○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。  
・９０から９５％を即時撤廃し、残る関税についても７年以内に段階的に撤廃すべしとの考えを 
 支持している国が多数ある。即時撤廃率をより低くすべきとの提案もある。 
・包括的自由化がＴＰＰの原則であり、全品目の関税撤廃を目指して交渉を行っている。  
・「包括的自由化」の解釈は国によって異なる。  

平成２４年３月１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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（米国以外８か国） 

３．関税撤廃の扱い ① 



○「センシティブ品目の扱いや除外」について、以下のとおり、各国で内容が異なる発言があった。  
・センシティブ品目の扱いは合意しておらず、最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、最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、交渉の最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。  
・例外なき関税撤廃を実現し、種々のセンシティビティへの対応として７年から１０年の段階的撤廃 
 により対応することが、基本的な原則としてすべての交渉参加国で合意されているが、本当に 
 センシティブな品目の扱いについては今後の交渉を見極める必要がある。  
・センシティブ品目への配慮は段階的関税撤廃で対応すべき。  
・関税割当は、過去に議論されたことはあったが、もはや議論されておらず、現在の議論の対象は 
 関税撤廃をどれだけの時間をかけて行うかである。  
・除外については議論していない。  
・除外はＴＰＰの目標と一致しない。  

平成２４年３月１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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（米国以外８か国） 

３．関税撤廃の扱い ② 



（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。  
・本年６月初旬のAPEC貿易大臣会合までに条文案について実質合意することを目標にしている。  
・２０１２年中に交渉を終えるべく協議を進めており、７月頃が重要なポイントとなる。  
・ホノルルでのAPECの機会に貿易大臣が合意したとおり、年内の実質合意を目指している。 
 
（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。 

○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３月１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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（米国以外８か国） 

４．妥結の見通し、今後のスケジュール 

５．オブザーバー参加、交渉条文案の提供 



①ＴＰＰ- ＴＰＰに関する意見交換 
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（１）「ＴＰＰをともに考える 地域シンポジウム」への参加（２０１２年２月～３月） 
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、全国で開催した「ＴＰＰをともに考える 地域シンポ
ジウム」を日本政府として後援し、関係省庁の政務三役が参加。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        配布資料・シンポジウム動画を内閣官房ＨＰに掲載 
                                              http://www.npu.go.jp/policy/policy08/archive04.html 
  
（２）諸団体との意見交換の実施（２０１２年３月以降） 
ＴＰＰについての関心を表明した４６の団体と意見交換を実施。結果を内閣官房ＨＰに掲載。（５月１日現在） 
 
（３）地方６団体、個別都道府県との意見交換の実施（２０１２年２月以降） 
ＴＰＰについての関心を表明した団体・都道府県との意見交換を実施。結果を内閣官房ＨＰに掲載。 
 
（２）（３）の掲載ＵＲＬ  http://www.npu.go.jp/policy/policy08/index.html#01 
「TPPに関する意見取りまとめ」（諸団体、都道府県等との意見交換の実施状況）を参照 

開催日時 開催都市 参加した政府関係者 

平成24年2月19日(日) 名古屋 古川元久国家戦略大臣 

平成24年2月26日(日) 秋田 石田勝之内閣府副大臣 

平成24年3月4日(日) 横浜 石田勝之内閣府副大臣 

平成24年3月17日(土) 神戸 山口壯外務副大臣 

平成24年3月17日(土) 広島 石田勝之内閣府副大臣 

平成24年3月18日(日) 福井 長浜博行内閣官房副長官 

平成24年3月20日（火・祝） 福岡 石田勝之内閣府副大臣 

平成24年3月24日(土) 高松 古川元久国家戦略大臣 

平成24年3月25日(日) 札幌 
牧野聖修経済産業副大臣 
筒井信隆農林水産副大臣  

１．意見交換の概要 

内閣官房ＨＰ掲載写真：「ＴＰＰをともに考える 地域シンポジウム」 
                                  （高松会場） 



②日ＥＵ・ ＥＰＡ 
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●進捗：交渉の範囲等を定める作業(スコーピング作業)を実施中。 
●方針：日ＥＵ・ＥＰＡの早期交渉開始を目指す。 

日EU間における合意事項 
（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） 

     日伊首脳会談（モン
ティ首相） 

     （２０１２年３月２８日） 

日伊両首脳は、貿易と投資の
拡大を通じた経済成長のため
にも日EU・EPAが重要との認
識で一致。日ＥＵ・ＥＰＡについ
ては野田総理から、非関税措
置を含むEU側の関心を踏ま

え、指導力を発揮して規制・制
度改革に取り組んでいる旨述
べたのに対し、モンティ首相か
ら、日本における非関税措置
への取組が必要な旨発言。   

    日英首脳会談（キャ
メロン首相） 

    （２０１２年４月１０日） 

野田総理から、日ＥＵ・ＥＰ
Ａ交渉開始に向けたキャメ
ロン首相への期待を述べ、
キャメロン首相からは、英
国は日本を強力に支持して
おり、他国への説得のため
にも、非関税措置への取組
に対する野田総理の指導
力に感謝する旨述べた。  

 

     日独首脳会談（メ
ルケル首相） 

     （２０１２年４月２日） 

野田総理から、日欧間の連

携を進める上では、日ＥＵ・

ＥＰＡの早期交渉開始が重

要である旨発言し、メルケ

ル首相から、日ＥＵ・ＥＰＡ

の重要性に賛意を示しつつ、

日ＥＵ双方が柔軟性を示す

べきである旨発言。 

 

最近の首脳レベルでの取組状況 
      日EU首脳会談    

      （２０１１年１１月３日） 

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・ＥＰＡ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
発揮する旨応じた。 



③日中韓ＦＴＡ 
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●進捗：産官学共同研究を終了。 
●方針：共同研究の成果を、日中韓貿易経済大臣会合及び日中韓外務大臣会合 
      を通じて、本年の日中韓サミットに報告予定。 

最近の首脳レベルでの取組状況 
日中首脳会談（2011年12月25日） 
 
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。 

日中韓ＦＴＡ産官学共同研究報告書の概要（抜粋） 
・日中韓ＦＴＡは、三国間の貿易投資を促進するのみならず、幅広い三国間協力を発展 
 させ、さらには、アジア太平洋地域における経済統合プロセスの進展にも寄与する。 
 

・日中韓ＦＴＡは、域内の貿易投資の促進により、３か国の新たな成長エンジンとなる。 
 

・日中韓ＦＴＡは貿易投資に対する障壁を撤廃し、３か国の経済的な相互補完性をさら 
 に実施することで、経済的な利益がもたらし得る。交渉過程では、各国のセンシティビ 
 ティに対応するための努力をすべきである。 



④ＲＣＥＰ 
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●進捗：貿易・投資自由化に関する作業部会の立ち上げに合意。 
●方針：年末までのＲＣＥＰ交渉開始に向けて取り組む。 

最近の首脳レベルでの取組状況 
２０１１年１１月 ＡＳＥＡＮ首脳会合及び東アジアサミット 
ＡＳＥＡＮ首脳は、ＣＥＰＥＡ（ＡＳＥＡＮ＋６）、ＥＡＦＴＡ（ＡＳＥＡＮ＋３）を踏まえた考え方とし
て、東アジアの包括的経済連携（ＲＣＥＰ：Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ）の枠組みを採択。このＡＳＥＡＮ提案も踏まえ、対話国を交えた東アジア首脳
は、日本と中国が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
について合意。 
２０１２年４月 ＡＳＥＡＮ首脳会合 
ＡＳＥＡＮ首脳は、作業部会を可能な限り早く立ち上げるという決定を歓迎。また、本年11
月の首脳会合においてＲＣＥＰの交渉を立ち上げることを期待。 

日ＡＳＥＡＮ間における合意事項 
日ＡＳＥＡＮ経済大臣は、以下のような分野について、更に協力関係を強化することとした。 
 
（中略） 
 

（ＦＴＡ／ＥＰＡの促進） 
作業部会を通じて、年末までのＲＣＥＰ交渉開始に向けて取り組む。 

（2012年4月ＡＳＥＡＮロードショー共同声明） 



日韓ＥＰＡ 
（交渉中断中） 

⑤その他のＥＰＡ交渉の状況 
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【交渉開始】 
2003年12月 
 

【直近の交渉会合】 
2004年11月 ※以降交渉中断中 
 

【最近の主な二国間会談】 
2011年10月（野田総理訪韓） 
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 
（交渉中） 

【交渉開始】 
2007年4月 
 

【直近の交渉会合】 
第15回 2012年4月 
 

【最近の主な二国間会談】 
2011年11月（日豪首脳会談） 
交渉再開に向けた実務的作
業の本格的実施で合意。 

日加ＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
2012年3月 
 
 

【最近の主な二国間会談】 
2012年3月 
（日加首脳会談） 
共同研究報告書を受け、ＥＰ
Ａ交渉を開始することで一致。 

日コロンビアＥＰＡ 
（共同研究中） 

【共同研究開始】 
2011年9月 
 

【直近の共同研究】 
第2回 2012年2月 
 

【最近の主な二国間会談】 
2011年9月（日コロンビア首
脳会談） 
ＥＰＡに関する共同研究を立
ち上げることに合意。 

日モンゴルＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
2012年3月 
 

【最近の主な二国間会談】 
2012年3月 
（日モンゴル首脳会談） 
ＥＰＡ交渉を開始することで一
致。 
 
 



21 

２．グローバルな枠組みをめぐる動き 



ITA= Information Technology Agreement (情報技術協定) 

  ＩＴＡは、1996年12月、２９か国（世界貿易シェアの83%）により、ＷＴＯシンガポール閣
僚会議にて、IT製品の関税撤廃等に合意したもの。1997年発効。関税撤廃の効果は、
WTO協定の下で全加盟国に適用。現在、73か国が加盟（世界貿易シェアの97%）。 

  ＩＴＡは、ＩＴ製品の貿易拡大、ITを通じた各国経済の生産性向上、成長に貢献。 

  ＩＴセクターにおいては、グローバルサプライチェーンが構築されており、このため、       
ＷＴＯにおける多国間での貿易自由化が意義あり。 

 1997年の発効以来、過去15年間、対象品目の見直しがされておらず、その後の技術進展によ
る新製品等を対象として、品目拡大を行っていくことが急務に（産業界から強い要望あり）。 

 WTOによる多角的貿易体制の信認の観点からも、ITA拡大の交渉開始、妥結は重要。 

 APECにおいて、日米連携のもと、WTOでのＩＴＡ拡大交渉開始に向けたコンセンサス形成を進
めた結果、昨年11月の首脳宣言に、「APECエコノミーが、WTOでの交渉開始に向け主導的    
役割を果たす」との文言が盛り込まれた。 
 

ＩＴＡの概要 

ＩＴＡ拡大の必要性 

 

 
 APEC首脳宣言での合意等も受けて、ITA主要メンバー（日、米、EU、中、韓、台、タイ、馬、比、星、加等）は  
      既に交渉開始に前向きな姿勢。各国とも交渉対象品目の準備を進めているところ。 

  非関税障壁の議論の扱いや、その他の途上国の巻き込み等が交渉開始に向けた課題。 

  5月14－15日に開催されるＩＴＡ１５周年記念シンポジウム（於：ジュネーブ。日本からは中鉢JEITA筆頭副会 
     長が基調講演）及び、その直後に開催されるＩＴＡ委員会等を活用し、できるだけ早期に交渉を開始し、妥結す 
     ることを目指す。 
 

直近の状況 

（１）WTOをめぐる動き ：①ITAについて 

現行ＩＴＡ対象品目の例 

・半導体、ＰＣ、携帯電話 
デジタルカメラ（静止画用） 
プリンター、ＦＡＸ 等 
 

 

拡大交渉において 
議論になりうる品目の例 

・デジタルテレビカメラ 
医療機器（電子内視鏡等） 
リチウムイオン電池  
新型集積回路 等 
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（１）WTOをめぐる動き ：②WTO紛争解決手続きの動き 

(1) 対象品目：レアアース・タングステン・モリブデンの3品目 
(2) 対象措置：原材料に対する輸出規制 
                   （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） 
(3)  根拠ＷＴＯ協定：ＧＡＴＴ第11条1（数量制限の一般的禁止） 
                               中国のＷＴＯ加盟議定書（輸出税の撤廃）等 

※2012年1月末、中国のボーキサイト等の原材料に関して行っている輸出規制はＷＴＯ協定に違反 
 するとのＷＴＯの判断が確定したことを踏まえ、協議要請を行うこととした。 
 
（参考）ＷＴＯ協定に基づく協議とは 
  ＷＴＯ協定は、問題となっている措置がＷＴＯ協定に違反するか否かをＷＴＯパネル（第一審）に 
 付託するに先立ち協議を行うよう義務づけており（少なくとも６０日間）、合意による問題解決が奨励  
 されている。 
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（中国による原材料３品目の輸出規制） 
協議の概要 

○2012年3月13日、日本は米国及びＥＵとともに、中国がレアアース、タングステン及びモリブデンに
関して行っている輸出規制について、ＷＴＯ協定に基づく協議を要請。 

 
○中国に対して協議要請を行った初のケース。4月25日、26日に事務レベルで協議を開催。 
 

協議要請及び協議日程 



（２）Ｇ２０貿易大臣会合（２０１２年４月） 
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１．会合概要 

○４月１９～２０日、メキシコ（プエルトバジャルタ）にてＧ２０初の貿易大臣会合
を開催（議長国はメキシコ）。 

○Ｇ２０諸国を含む２７ヵ国・地域と３国際機関（ＷＴＯ、ＯＥＣＤ、世銀）が参加。 
○我が国からは、牧野経済産業副大臣が出席。 
○主な出席者： フェラーリ経済大臣（メキシコ：議長） 、エマーソン貿易大臣（豪

州） 、ファスト国際貿易大臣（カナダ）、陳徳銘商務部長（中国）、シャルマ商
工大臣（インド）、パク・テホ通商交渉本部長（韓国）、ナビウリナ経済発展大
臣（ロシア）、グリア事務総長（ＯＥＣＤ） 、ラミー事務局長（ＷＴＯ） 。 

○我が国からは、①Ｇ２０内で横行する保護主義的措置に対抗するため、新た
な保護主義的措置を控える約束（スタンドスティル）と、既に導入されている
保護主義的措置の是正（ロールバック）を徹底し、建設的な議論を進めるた
め、保護主義的措置の影響分析を開始すべきこと、②貿易に関連する経済
問題についてＧ２０貿易大臣間の議論を継続すべきこと、等を発信。 

○なお、２０１３年Ｇ２０議長国ロシアと２０１５年同議長国トルコから、自らの議
長国時に貿易大臣会合を開催する意向が示された。 

２．議長総括（ポイント） 

○世界経済の持続的成長と雇用創出に対する貿易自由化の果たす役割を確認。貿易の利益を享受するためには、
市場開放に加えて、包括的な国内の改革が必要。 

○ＷＴＯの強化とドーハ・ラウンドの作業を支持。ＤＤＡの先行合意分野として貿易円滑化を進めることを支持。その
際、他の交渉分野とリンクさせないことで概ね意見が一致。 

○保護主義抑止のコミットを維持。ＯＥＣＤ、ＷＴＯによる保護主義の影響分析を支持。モニタリング強化を支持。ピ
アレビューの改善は、ＷＴＯの既存の枠組みを活用するとともに、通報制度の改善を行う重要性を確認。 



これまでの取組 

◆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。 

 
◆本年は、６月の貿易担当大臣会合、９月の首脳・閣僚会議において、アジア太平洋自由貿
易圏（ＦＴＡＡＰ）の実現を通じた、地域経済統合の強化に向け、イノベーションを促す貿易・
投資環境の整備、グリーン成長の実現等に焦点を当て、具体的な成果を目指す。 

イノベーションと貿易のシナジー効果による、域内の更なる経
済成長の達成 
自由で開かれた貿易投資環境が、域内経済の信頼の基盤を高め、

域内のイノベーションを誘発するという共通認識の醸成。 
知的財産権の保護や内外無差別のビジネス環境の構築。 
域内のイノベーションの担い手の「繋がり力」の向上。 

「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」を作成し、

2015年末までに関税を５％以下に削減）。 
 2012年末までに、環境物品・サービスの貿易を歪曲する既存のロー

カルコンテント要求の撤廃。  

イノベーションと貿易 

グリーン成長の実現 
ホノルル宣言（２０１１年） 

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 

（３）ＡＰＥＣを通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進 

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 

次世代型の貿易・投資課題への取組 
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。 25 



26 

３．各国との関係強化 



日メコン首脳会議

【概要】

○４月２１日（土）に、「第４回日メコン首脳会議」が開催され、日本とメコン各国（カンボジ
ア・ラオス・タイ・ベトナム・ミャンマー）の首脳が集い、メコン地域の開発等を議論。

○加えて、新たな協力の柱を実現するための施策として、我が国より以下を表明。
� メコン地域諸国の発展に貢献する事業総額約２兆３千億円と見積もられる主要インフラ案（件５７件）のリストを提示。

� ＯＤＡについて、日本より来年度以降３年間で円借款・無償協力資金・技術協力を活用し、約６，０００億円の支援を実施。

【成果】

○２００９年に採択された「東京宣言」に代わる２０１５年までの新たな日メコン協力の
指針である「東京戦略２０１２」を採択。新たな協力の３本柱を策定し、それに基づく
新たな行動計画を閣僚会合で策定することを指示。

� 新たな協力の３本柱：①メコン連結性を強化する（２０１５年のＡＳＥＡＮ共同体構築を踏まえメコン連結性を強化する）、②共に
発展する（メコン地域の経済成長のための投資や貿易を促進する）、③人間の安全保障・環境の持続性の確保（自然災害、母

子保健対策等を行い、持続的な成長を確保する。）

（写真：内閣広報室） 27
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