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ＥＵ 
スコーピング作業 

終了 

トルコ 
共同研究中 

スイス 
発効済(０９年９月） 

ＲＣＥＰ（ASEAN10カ国＋日中韓印豪NZ） 

交渉開始に合意 

インド 
発効済(１１年８月） 

ＴＰＰ 
交渉参加に向けて 
関係国と協議中 

チリ 
発効済(０７年９月） 

ＮＺ 

日中韓 
交渉開始に合意 

米国 

メキシコ 
発効済(０５年４月） 

改正（１２年４月） 

ペルー 
発効済(１２年３月） 

ＧＣＣ諸国 
交渉中 

 

 
 ＧＣＣ（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 ブルネイ 

発効済(０８年７月） 

フィリピン 
発効済(０８年１２月） 

ベトナム 
発効済(０９年１０月１日） ア

セ
ア
ン
（Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
） 

発
効
済
（０
８
年
１
２
月
１
日
） 

マレーシア 
発効済(０６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） 

●発効済（１２ヶ国１地域）：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（５ヶ国３地域）：豪州、ＧＣＣ（湾岸協力会議）、韓国、モンゴル、カナダ 

             コロンビア（交渉開始に合意）、日中韓（交渉開始に合意）、ＲＣＥＰ（交渉開始に合意） 

●研究・議論中（１ヶ国１地域）：ＥＵ（スコーピング作業終了）、トルコ（共同研究中） 

モンゴル 
交渉中 

カナダ 
交渉中 

韓国 
交渉中断中 

コロンビア 
交渉開始に合意 

豪州 
交渉中 

我が国のＥＰＡ取組状況 
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日中韓（交渉開始に合意）              
11年12月  産官学共同研究を終了 
12年  5月  年内交渉開始につき一致 
12年11月  交渉開始を宣言 

シンガポール（発効） 
04年1月交渉開始、06年3月発効 

メキシコ（交渉中断）  
06年2月 戦略的経済補完協定（ミニＦＴＡ）交渉開
始。07年12月 ＦＴＡ交渉開始。08年6月の第2回
交渉後中断。 

ＥＦＴＡ（発効） 
05年1月 交渉開始、06年9月 発効 

メルコスール（共同研究終了） 
計4回の共同研究会を経て最終報告書を採択
（07年10月） 

日本（交渉中断） 
03年12月 交渉開始 
04年11月の第6回交渉後中断 

インド（発効） 
06年3月交渉開始、10年1月発効 

 

 

 

カナダ（交渉中断） 
05年 7月交渉開始。08年5月の第13回交渉後中
断。12年6月 年内の交渉再開に合意 

ＡＳＥＡＮ（発効） 
06年8月 物品貿易協定署名（ﾀｲのみ09年2月
署名）｡07年6月 発効。09年5月 サービス協定
発効。09年9月 投資分野発効。 

ＥＵ（発効） 
10年10月署名、11年7月暫定発効 

アメリカ（発効） 
07年6月 署名｡ 10年12月 追加交渉妥結。 
11年2月 署名。12年3月 発効。 

ＧＣＣ（交渉中） 08年7月 交渉開始 

オーストラリア（交渉中） 
09年5月 交渉開始 

ペルー（発効） 
11年3月 署名、11年8月 発効 

トルコ （署名）  
10年4月 交渉開始、12年8月 署名（※物品貿易
協定）。 

ニュージーランド（交渉中） 
09年6月 交渉開始 

イスラエル（共同研究終了） 
10年8月 共同研究終了 

 
 
 
コロンビア（仮署名） 
12年6月交渉妥結、8月仮署名（※国内手続き
完了後に正式署名） 

 

中国（交渉中） 
12年5月 交渉開始 

ベトナム（交渉中） 
12年8月 交渉開始につき合意、9月 交渉開始 

 
 
 
モンゴル（共同研究） 
08年10月 共同研究立ち上げに合意 

 
 
 

 
 
 
インドネシア（交渉中） 
12年7月 交渉開始 

 
 
 

 
 
 
マレーシア（共同研究） 
11年5月 共同研究立ち上げに合意 

 
 
 

 
 
 
SACU（南部アフリカ関税同盟）
（共同研究）Southern African Customs Union 

08年12月共同研究立ち上げに合意 

 
 
 

 
 
 
中米（共同研究終了） 
11年8月共同研究終了 

 
 
 

RCEP（東アジア地域包括的経済連携） 
12年11月 交渉開始に合意 

韓国のＦＴＡ取組状況 

ロシア（共同研究） 

チリ（発効） 
04年4月 発効 4 



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。 

2012年9月9日 ＴＰＰ首脳声明  
 「包括的で次世代型の地域協定をつくるという
我々の約束を再確認した」と発表。 

2012年11月20日 日米首脳会談 
両首脳は、TPPをはじめとする日米の経済関係に
ついて、日米間の貿易・投資関係の強化及びアジ
ア太平洋地域の経済統合の推進に取り組んでいく
ことを確認した。野田総理より、TPPに関し、課題を
乗り越えるべく日米間で協議を加速していきたい旨
述べ、オバマ大統領より基本的に理解を得た。 
 
 

 
 

「年内に可能な限り多くの章をまとめる決意」（ 環太

平洋パートナーシップ貿易閣僚による首脳への報告
書（2012年9月） ） 

東アジア地域包括的経済連携 
（ＲＣＥＰ） 

日中韓ＦＴＡ 

2012年5月13日 日中韓サミット 

2012年11月20日ＡＳＥＡＮ関連首脳会議 

日中韓ＦＴＡの年内の交渉開始につき合意。 

2012年8月30日   
ASEAN＋ＦＴＡパートナーズ経済大臣会合 

交渉立ち上げを首脳に提言するため、交渉の
原則及び目的にかかる文書（「ＲＣＥＰ交渉の基
本指針及び目的」）に合意。 
 

2012年11月20日 日中韓経済貿易大臣会合 
日中韓ＦＴＡの交渉開始を宣言。 2013年の早期

に第１回交渉会合の開催を決定。 

「ＲＣＥＰ交渉の基本指針及び目的」を16か国の
首脳間で承認し、ＲＣＥＰ交渉立ち上げを宣言。
2013年の早期に交渉を開始し、2015年末までの
交渉完了を目指す。 

大市場国・地域等とのＥＰＡ 

日ＥＵ・ＥＰＡ 

まずは交渉の大枞を定める「スコーピング」の

作業を早期に実施することで合意。 

2013年早期  日ＥＵ定期首脳協議（調整中）   

野田総理大臣所信表明演説(10月29日) 

 「日ＥＵの早期交渉開始を目指します。」 
 
日ＥＵ首脳会談(11月5日) 

「次回定期首脳協議については，来年のできるだけ
早い時期に開催する方向で意見が一致。」 

2011年5月28日 日ＥＵ定期首脳協議 

2012年7月18日 欧州委員会閣議 
加盟国に対して、日ＥＵ・ＥＰＡの交渉開

始を求めることを決定。 

2012年5月31日 ＥＵ外務理事会 
スコーピング作業終了を報告。  

2012年11月29日 ＥＵ外務理事会   
欧州委員会に対して、日ＥＵ・ＥＰＡの交

渉開始を承認。 
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ニュージーランド

米国

チリ
オーストラリア

ペルー

ベトナム

マレーシア

TPP

メキシコ

カナダ

ブルネイ

シンガポール

日本

2006年        シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイから成る「Ｐ４」が発効。 
2008年 9月 米国が交渉開始意図表明。 
2010年 3月 米、豪、ペルー、越を加え８カ国で交渉開始。 
    同 10月 マレーシアが交渉参加。計９カ国に。 
2011年 11月 日本,カナダ,メキシコが交渉参加に向けた協議開始の意向表明。 
2012年 10月  メキシコ、カナダが交渉参加。計１１カ国に。 
 

 ※タイ、フィリピン、台湾等の国・地域も関心を示しており、中国もＴＰＰについて「開放的な態度」とし、将来的な参加の可能性を 
      排除していない。 

ＡＰＥＣ全体のＧＤＰにＴＰＰ交渉参加国
が占める割合（２０１０年） 

米国; 41.2% 

その他のAPEC参加

国・地域（日本を除
く）;29.3% 

日本;15.6% 

メキシコ;2.9% 

カナダ;4.5% 

オーストラリア;3.5% 

マレーシア;0.7% 
その他のTPP交渉参加

６カ国（米国、カナダ、
オーストラリア、メキシコ、
マレーシアを除く）;2.4% 

【出典】IMF World Economic Outlook 

              Database, April 2012 

ＴＰＰ-概要（１） 
 
 
 
 

 
 

■ＴＰＰ交渉参加国     ： ５５．２％ 
■その他のＡＰＥＣ参加国・地域 ： ４４．８％ 
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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） 
   ５月     第１２回会合（於：米国･ﾀﾞﾗｽ） 
           ７月     第１３回会合（於：米国･ｻﾝﾃｨｴｺﾞ）           
          ９月     第１４回会合（於：米国・ﾘｰｽﾞﾊﾞｰｸﾞ） 
         １２月     第１５回会合（於：ＮＺ･ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ ） 

 
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実際に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。 

 

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） 
   協定の「大まかな輪郭」に合意。 

 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）。 
 

２０１２年９月  
 環太平洋パートナーシップ貿易閣僚による首脳への報告書 
  （於：ロシア・ウラジオストクＡＰＥＣ首脳会議） 
   「年内に可能な限り多くの章をまとめる決意である」 

目標 

ＴＰＰの基本的考え方 

交渉日程及び目標 

交渉日程 

ＴＰＰ-概要（２） 
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国名 日本の交渉参加に関するＴＰＰ交渉参加国の立場 

ベトナム 

 各国からは日本の交渉参加に関して基本的な支持を得ている。 

ブルネイ  

ペルー  

チリ  

シンガポール 

マレーシア 

豪州＊  豪州及びＮＺからは，日本の交渉参加への関心を歓迎する等の表明があった。両国としては，
我が国のＴＰＰ交渉参加について引き続き検討が必要とのことであり，今後とも緊密に連絡を取り
合っていくこととしている。 ＮＺ＊ 

米国＊ 

 我が国がＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議に入ることを表明したことを歓迎。 
 米国議会や利害関係者が強い関心・懸念を有している問題として，自動車，保険，牛肉につい
て関心が表明されている。 
 自動車については，米国の関係業界や議会等の意見・要望等を踏まえ，透明性，流通，技術基
準，認証手続き，新／グリーン・テクノロジー，税のような色々な考えが米国政府から伝えられて
いるところであり，これらにつき政府間で議論中。 
 保険については，郵政民営化法改正法について，随時米国側へ説明している。 
 牛肉については，ＴＰＰ交渉とは別に，科学的知見に基づき個別に対応し，米側に現状を随時
説明しているところ（１０月２２日の食品安全委員会において，月齢制限の３０か月齢への引き上
げ等の見直しに関し，人への健康影響は無視できるとの評価書が決定され，同日付で厚生労働
省に答申された。）。 

（＊：我が国が二国間でＥＰＡを締結していない国） 

日本の交渉参加に関するＴＰＰ交渉参加国の立場（概要） 
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１．総 論 
 
○アジア太平洋地域における経済成長の取り込み・サプライチェーン等ネットワーク構築・ハイレベルな共通ルールの策定 
    → ＦＴＡＡＰの構築 
 
○日中韓、ＡＳＥＡＮ＋＋、日ＥＵなど他の経済連携におけるわが国の戦略の後押し 
○韓国など競争国とのイコールフッティングの確保 
 
○日米関係の一層の発展強化 
 
○わが国農業（食料品・加工品産業含む）の成長産業化・競争力強化の契機 
 
 
２．各 論 
 
（１）物品市場アクセス 
 他国の輸入関税削減・撤廃、食料・資源の輸出禁止・輸出数量制限・輸出税の禁止  
 
（２）原産地規則 
 手続の簡素化・円滑化、累積規定の整備、２工程基準の採用（繊維業界）  
 
（３）貿易円滑化 
 輸出入手続き（製品検査、検疫など）や通関手続きの円滑化、透明性向上  
 
（４）ＳＰＳ（衛生植物検疫） 
 他国への農産品輸出に係る規制の撤廃・緩和、わが国への輸入食品の安全性の確保  

期待されるメリット抜粋：ポイント 

ＴＰＰに関する意見とりまとめ（産業界等からの意見）（１） 
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（５）ＴＢＴ（貿易の技術的障害） 
 他国での不要な強制規格制度の廃止、わが国への輸入製品の安全性の確保  
 

（６）貿易救済 
 アンチダンピング措置の濫用防止、セーフガード措置の確保・濫用防止  
 

（７）政府調達 
 他国での公平な競争の確保（国産品優遇措置の制限など）・政府調達市場の開放  
 

（８）知的財産 
   先進国並みの知的財産権保護の確保（模倣品対策強化、デジタルコンテンツの保護など）  
 

（９）越境サービス 
 他国でのサービス業（小売、海上・陸上運送など）の自由化・事業許可の緩和  
 

（１０）商用関係者の移動（一時的入国） 
 査証・労働許可発給手続きの簡素化、企業内転勤の円滑化、入国手続きの簡素化  
 

（１１）電子商取引 
 電子商取引利用に関するルール整備（インターネットを通じたサービス貿易の自由化、情報セキュリティ・個人情報の保護 
   など）、デジタル製品の関税不賦課  
 

（１２）投資 
 投資先国の法制度・運用の透明化、ＩＳＤＳ条項の設置、外資参入規制の改善、技術移転要求・送金制限の禁止  
 

（１３）制度的事項（法律的事項） 
 ビジネス環境整備に係る官民対話のメカニズムの構築 

期待されるメリット抜粋：ポイント 

ＴＰＰに関する意見とりまとめ（産業界等からの意見） （２） 
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     日伊首脳会談  
（モンティ首相） 

   （２０１２年３月２８日） 

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。野田総
理から、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・Ｅ
ＰＡ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。 

スコーピング作業の主要項目 

 ○ 関税（自動車１０％、家電１４％） ○ 非関税措置 ○ サービス ○ 投資  
 ○ 知的財産（地理的表示など） ○ 競争 ○ 政府調達 

    日ＥＵ首脳会談 
            （ファン＝ロン パイ議長、

バローゾ委員長） 

    （２０１２年１１月５日）  

野田総理から、速やかに交渉

権限の取得が可能となるよう、

最大限の指導力を発揮するよ

う求め、これに対し、ファン=ロン

パイ議長およびバローゾ委員

長から、交渉開始に向けお互

いに努力していきたい旨述べた。 

    日仏首脳会談    
（オランド大統領） 

    （２０１２年５月１８日）  

野田総理から、日仏、日欧の

経済成長のためにも日ＥＵ・Ｅ

ＰＡが重要であり、早期交渉

開始のためフランスの協力を

要請し、オランド大統領より、

日ＥＵ・ＥＰＡを支持している

が、日本市場がさらに開かれ、

日仏経済関係が双方向とな

る必要がある旨発言。 

最近の首脳レベルでの主な取組状況 

2013年のできるだけ早期に日EU定期首脳協議を開催する方向で調整中。 今後の見通し 

日ＥＵ・ ＥＰＡ（１） 

交渉の範囲等を定める作業(スコーピング作業)を完了し、欧州委員会は、本年11月29日、 

加盟国から交渉権限を取得。 

現状 
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 本日、理事会が欧州委員会に対して日本との貿易交渉開始に向けた青信号を決定したことを歓迎する。
我々は全加盟国から欧州の目的へ乗り出すための明確なマンデートを得た。 

 欧州はもはやナイーブではない。欧州は「目を大きく開いて」この交渉に進もうとしている。これは欧州にお
いて成長と雇用とを促進するために、政治的に重要かつ必要な判断である。日本との野心的なFTAについて
成功裏の結論により、EUにおいて約0.8％のGDP増加と40万人以上の雇用を生み出すことが予測される。 
これはまさしく欧州経済が求めるものである。我々は、日本の市場を開放し、日本における欧州企業の機会 
を創出することにより、これをかなえていく。  
 
 

 理事会は本日、欧州委員会が日本と自由貿易協定の交渉を行うためのマンデートを承認した。 

 交渉権限は、貿易分野のルール、非関税障壁（ママ）の撤廃に加え、物品、サービス及び投資の斬新的 
かつ互恵的な自由化を定める自由貿易協定を予見している。 

12 

１．今般、ＥＵ外務理事会の決定により、日ＥＵ経済連携協定について、欧州委員会が交渉権限を取得し、 
      交渉開始に向けた環境が整ったことを歓迎する。  
２．日ＥＵ・ＥＰＡは、日ＥＵ間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすものである。早期に交渉を 
      開始し、我が国の国益に即して交渉を行い、協定の早期実現に向けて努力してまいりたい。  

日ＥＵ・ ＥＰＡ（２） 

ＥＵ外務理事会プレスリリース（抄訳） 

欧州委員会プレスリリース（抄訳） 

経済産業大臣談話 

１１月２９日のＥＵ外務理事会において、欧州委員会が交渉権限を取得。  



・メキシコ ：00年発効 
・チリ ：03年発効 
・カナダ ：交渉中（09年10月交渉開始） 

・メルコスール：交渉中（10年 5月再開決定） 

・ｱﾝﾃﾞｽ諸国 ：交渉休止中（08年6月休止） 
          →コロンビア、ペルーとの個別交渉 
           （12年6月署名） 
・中米共同市場：交渉終了（10年5月） 

・米国：高級作業部会による中間報告公表（12年6月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・チュニジア ：98年発効 
・南アフリカ ：00年発効 
・モロッコ ：00年発効 
・エジプト ：04年発効 
・アルジェリア  ：05年発効 
・ｺｰﾄﾞｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ ：08年暫定発効 
・カメルーン    ：09年暫定発効 
・リビア：交渉中止中(11年2月) 

・アフリカ・カリブ太平洋諸国(ACP)： 
 交渉中（02年開始） 
 コトヌ協定(77か国,03年4月発効）→EPAに変更→６地域別 

 ①カリブ海諸国地域：08年暫定発効 
 ②南東部アフリカ地域、③西部アフリカ地域、 
 ④中部アフリカ地域、⑤南部アフリカ地域、 
 ⑥太平洋地域：いずれも交渉中 

 ・シリア ：77年発効 
 ・パレスチナ ：97年発効 
 ・イスラエル ：00年発効 
 
・ＧＣＣ（湾岸協力会議）：交渉中 
                （90年開始,02年再開） 

・スイス・ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ ：73年発効 
・アイスランド ：73年発効 
・ノルウェー ：73年発効 
・アンドラ ：91年発効（関税同盟） 
・サンマリノ ：92年発効（関税同盟） 
・トルコ ：95年発効（関税同盟） 
・ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ・ﾉﾙｳｪｰ・ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ 
      ：94年発効（欧州経済領域（EEA）協定） 
・フェロー諸島 ：97年発効 
・マケドニア ：04年発効 
・クロアチア ：05年発効 
・アルバニア ：06年発効 
・モンテネグロ ：08年発効 
・ﾎﾞｽﾆｱﾍﾙﾂｺﾞﾋﾞﾅ ：08年発効 
・セルビア ：10年発効 
・ウクライナ ：交渉中（08年2月開始） 

北米・中南米 

欧州 

・ヨルダン ：02年発効 
・レバノン ：03年発効 
 

・欧州地中海地域（EUROMED） ： 
   交渉中（06年開始） 
  → モロッコ、エジプト、チュニジア、ヨルダン 
      イスラエル、レバノンと分野別に交渉中 

中近東 

・ＡＳＥＡＮ：交渉休止中（07年開始、09年3月休止） 
  →シンガポール、マレーシアとの個別交渉(10年開始) 
  →ベトナムとの個別交渉（12年6月開始） 
  →タイ、インドネシア、フィリピン、ブルネイ（交渉待ち） 

・韓国   ：１１年７月発効（※文化協力等を除く） 

・インド     ：交渉中（07年6月開始） 
 
 
 
 
 

アジア 

（注） EU外務理事会（12年11月29日）において、日EUについ
ては交渉権限取得、カナダ及びシンガポールとは交渉が最終段
階に近づきつつあるとの報告がなされた。 

アフリカ 

ＥＵのＦＴＡ取組状況 
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ＦＴＡ比率 ２８．６％ 

※ＦＴＡ比率・貿易データ出典：Global Trade Atlas 



 

○米欧間の経済関係は、さらに深化、拡大させる余地がある。特に現在、ともに成長力を高め雇用を創出する

ために、貿易と投資を拡大する力強いイニシアティブが重要。 

○雇用と成長に関する高級作業部会による中間報告を歓迎。同報告は目的達成のあらゆるオプションを徹底

的に評価し、農業や鉱工業製品、サービス・投資に向けて野心的で包括的な市場開放を行い、矛盾のない

規制的アプローチを推進し、国境に隠れた障壁に取り組む方法や知的財産権に対して可能なアプローチの

追求が有益であると分析している。 

○こうした成果により、米欧の経済関係強化のみならず第三国における市場アクセスが容易になり、将来的に

多国間の貿易自由化を促進する。公共・民間の利害関係者との協議を含め、作業をできるだけ早期に完了し、

今年中に米欧の指導者に対して諸交渉の決定に関する勧告を出すよう求める。 

 

 
 

○欧州理事会は、ＥＵ米ハイレベル作業部会の最終報告書を期待し、包括的な貿易投資協定のための交渉を

２０１３年中に開始するとの目標に向けて作業することにコミットする。かかる協定は、ＥＵ米関係を更に深化

させ、２０１３年２月の成長目標に向けた貿易が果たしうる貢献に寄与するだろう。 

 

米ＥＵ・ＦＴＡの現状 

○米・ＥＵ間に設置された「雇用と成長に関する高級作業部会」が、米ＥＵ・ＦＴＡについて本年内に

最終報告を公表する予定。 

米ＥＵ首脳共同声明（２０１２年６月１９日） ※オバマ米大統領、バローゾ欧州委員会委員長、ファン＝ロンパイ欧州理事会議長名で発出 

欧州理事会議長総括文書（抄訳）（２０１２年１０月１９日） 
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日中韓サミット共同宣言（2012年5月13日） （ＦＴＡ部分抜粋） 

 我々は、三国間のＦＴＡに関する共同研究の結論と提言を支持した。日中韓三国間のＦＴＡは三か
国の経済成長と繁栄に貢献することを認識し、我々はここに日中韓ＦＴＡ交渉を年内に開始するとの
貿易大臣からの提言に支持を与えた。そして、この目的を達成するため、三カ国は、国内手続や事
務レベルの協議を含む準備作業を直ちに開始することとする。 

ＦＴＡの意義・経済的利益 
 三国間の貿易投資を促進するのみならず，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 

 域内の貿易投資の促進により，三カ国の新たな成長エンジンとなる 

 貿易投資障壁を撤廃する一方で、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 

４つの指針的原則 
 包括的かつ高いレベルのＦＴＡを目指す 

 ＷＴＯルールと整合的である 

 バランスの取れた成果を目指す 

 センシティブ分野に然るべく配慮しつつ建設的かつ積極的に交渉を行う 

共同研究報告書における提言 

写真：内閣広報室 

日中韓ＦＴＡについて 

２０１２年１１月２０日（火曜日）、第２１回ＡＳＥＡＮ関連首脳会議の機会に、陳徳銘（ちん・とくめい）中華人民共和国商務部部長、
枝野幸男経済産業大臣及び朴泰鎬（パク･テホ）大韓民国外交通商部通商交渉本部長は、カンボジアのプノンペンにおいて会合
し、２０１２年５月１３日に北京で開催された第５回日中韓サミットにおける共同宣言を受け、日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉
開始を宣言した。３か国の大臣は、さらに、２０１３年の早期に日中韓ＦＴＡの第１回交渉会合を開催することを決定した。 

日中韓ＦＴＡ交渉開始宣言（プレスリリース全文）（ 2012年11月20日） 
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ＡＳＥＡＮ＋３（ＥＡＦＴＡ） 
（ＡＳＥＡＮ・日・中・韓） 

ＡＳＥＡＮ＋６（ＣＥＰＥＡ） 
（ＡＳＥＡＮ＋日中韓印豪NZ） 

2006～ 

日本が提唱 

2004～ 

中国が提唱 

これまでの経緯 

  ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携） 
 

 

1. 物品貿易・サービス貿易・投資に加えて知的財産、競争等も交渉対象とし、包括的協定を目指す。 

2. 既存のASEANとのFTAを上回る、包括的で質の高い協定を目指す。 

3. 来年早期に最初の交渉会合を開催し、2015年末までの完了を目指す。 

4. 将来は16か国以外も加わりうる開かれた枞組みとする。 

「ＲＣＥＰ交渉の基本指針及び目的」のポイント 

ＡＳＥＡＮ関連首脳会議 
（2011年11月） 

 

ASEANから、CEPEA、
EAFTAを踏まえた東ア

ジア地域包括的経済連
携(Regional 
Comprehensive 
Economic Partnership)

を提案。これを踏まえ、
貿易投資に関する作業
部会を設置することで
合意。 

 

ＡＳＥＡＮ＋ＦＴＡ
パートナーズ 
経済大臣会合 
（2012年8月） 

 

RCEPの「交渉の
基本指針及び目
的」をとりまとめ、
11月の首脳会議
における交渉立ち
上げを目指すこと
で合意。 
 

 

 
ＡＳＥＡＮ関連首脳会議 

（2012年11月） 
 

「ＲＣＥＰ交渉の基本指
針及び目的」を１６か国
の首脳間で承認し、
RCEPの交渉立上げを
宣言。 
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日韓ＥＰＡ 
（交渉中断中） 

⑧その他のＥＰＡ交渉の状況 

【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16回 2012年6月 
 

【最近の主な二国間会談】 
2012年11月（日豪首脳会談） 

交渉の早期妥結を目指し、引き
続き協力していくことで一致。 

日加ＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
2012年3月（交渉開始に合意） 
 

【直近の交渉会合】 
第1回 2012年11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、ＥＰＡ交
渉を開始することで一致。 

日コロンビアＥＰＡ 
（交渉開始合意） 

【交渉開始】 
2012年12月 
 

【直近の交渉会合】 
第1回 2012年12月 
 

【最近の主な二国間会談】 
2012年9月 

（日コロンビア首脳会談） 
ＥＰＡ交渉を開始することで一致 

日モンゴルＥＰＡ 
（交渉中） 

【交渉開始】 
2012年6月 
 

【直近の交渉会合】 
第2回 2012年12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 

日トルコＥＰＡ 
（共同研究中） 

【共同研究立ち上げ】 
2012年7月 日トルコ貿易・投資

閣僚会合において、共同研究の
立ち上げに合意。 
 

【共同研究】 
2012年11月 
日トルコＥＰＡ共同研究第1回会合 
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２．グローバルな枞組みをめぐる動き 
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2001年11月 ドーハ閣僚会議：交渉の立ち上げ 
 
      交渉項目：鉱工業品・農産品の関税削減、サービス分野自由化、アンチダンピング・補助金の規律

強化等（一括受諾の原則：全分野を一括で合意）  

2008年 7月 非公式閣僚会合：モダリティ合意（鉱工業品・農業の関税削減の計算式等）寸前で頓挫   

○以後、米国と中国等の新興国の対立が顕在化し、交渉が漂流。  

       米国 
新興国の追加的な関税
削減を要求 

これまでどおりの交渉では上手くいかないと各国が認識。 

(1)WTOをめぐる動き ：ドーハ・ラウンド交渉の現状 

対立 
       新興国（中、印、伯） 
      途上国としての立場を主張、 
      米国の要求を受け入れず          

 
○米国は、分野別関税撤廃による自由化の深掘りを目指し、新興国の参加が不可欠と主張。 
 
○2010年秋以降、米中で集中的に交渉を実施するも、合意に至らず。 
 2011年4月、ラミー事務局長は「現時点では解決できない溝がある」と表明。 
 
 
○2011年12月、第８回ＷＴＯ定期閣僚会議で「近い将来に交渉全体が妥結する見込みは少ない」ことで一致し、 
  当面、進展が見込まれる分野の先行合意等の「新たなアプローチ」を進めることに合意。 

 

19 


