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第３節 通商政策局 

１．世界経済の動向 

主要国経済の動向を見てみると、米国の 2018 年の実質

ＧＤＰ成長率は前年比 2.9％増と、2017年の 2.2％増から

更に加速した。需要項目別寄与度をみると、ＧＤＰの約７

割を占める個人消費が前年比 1.8%増（2017 年：1.7%）と

引き続き全体を牽引し、設備投資も同 0.9%増（同：0.7%）

と大きく貢献した。個人消費の拡大の要因としては、減税

政策や歳出の拡大による雇用、所得、保有資産残高の増加

が考えられる。一方で、純輸出は需要項目別寄与度▲0.2%

（2017年：▲0.3%）、住宅投資は前年比▲0.01%（同：+0.1%）

と全体を押し下げている。また、米国連邦準備制度理事会

（ＦＲＢ）は 2014年 10月に量的緩和第三弾（ＱＥ３）を

終了して以降、金融政策の正常化を進めてきた。具体的に

は、2015年 12月にフェデラル・ファンド・レート（ＦＦ

金利）の誘導目標引上げを再開し、2017年 10月から米国

債、住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）への再投資を縮小し始

めた。ユーロ圏経済は、2017年の好景気から一転、2018年

に入り鈍化した。米国による鉄鋼・アルミの輸入関税引上

げをきっかけに始まった貿易摩擦が、第２四半期以降、域

内経済に影を落としている。2018 年実質ＧＤＰ成長率は

通年で 1.8%増と前年（2.4%）を下回った。要因としては、

需要項目別では、輸出に加え、家計消費と総固定資本形成

の低迷が挙げられる。セクター別では、製造業の縮小に加

えて、サービス関連セクターにおける勢いの弱まりがみら

れる。英国の 2018年の実質ＧＤＰ成長率は 1.4%増にとど

まった。家計消費については、ポンド安の影響で 2017 年

にも既に伸びが鈍化していたが、2018年にはさらに、新興

国経済の減速により輸出が減退したほか、ＥＵ離脱をめぐ

る先行き不透明感を背景に総固定資本形成が鈍化した。ま

た、中国経済は、2017年に７年ぶりに上昇したが、2018年

は再び減速した。2018 年の実質ＧＤＰ成長率は 6.6%と、

天安門事件のあった翌年（1990年）以来の低い伸び率とな

った。2019 年に入ると第１四半期の成長率は 6.4%と 4 四

半期ぶりに伸び率が下げ止まったが、今後の動向について

は注視していく必要がある。 

また、国際通貨基金（ＩＭＦ）は、2019年１月に発表し

た世界経済見通しの中で、世界経済の拡大は力強さを失っ

てきていると指摘した。世界の実質ＧＤＰ成長率は、2018

年は 3.7％、今後の見通しについては、2019 年は 3.5%へ

と低下すると予測した（参照：表 IMFの主要国・地域の実

質ＧＤＰ成長率の見通し）。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMFの主要国・地域の実質GDP成長率の見通し （年変化率、％）

2019年 2020年 2019年 2020年

世界 3.7 3.5 3.6 -0.2 -0.1 

先進国 2.3 2.0 1.7 -0.1 -0.1 

米国 2.9 2.5 1.8 0.0 0.0

ユーロ圏 1.8 1.6 1.7 -0.3 0.0

　 ドイツ 1.5 1.3 1.6 -0.6 0.0

　フランス 1.5 1.5 1.6 -0.1 0.0

　イタリア 1.0 0.6 0.9 -0.4 0.0

　スペイン 2.5 2.2 1.9 0.0 0.0

日本 0.9 1.1 0.5 0.2 0.2

英国 1.4 1.5 1.6 0.0 0.1

カナダ 2.1 1.9 1.9 -0.1 0.1

新興市場及び途上国・地域 4.6 4.5 4.9 -0.2 0.0

ロシア 1.7 1.6 1.7 -0.2 -0.1 

中国 6.6 6.2 6.2 0.0 0.0

インド 7.3 7.5 7.7 0.1 0.0

ASEAN-5 5.2 5.1 5.2 -0.1 0.0

ブラジル 1.3 2.5 2.2 0.1 -0.1 

メキシコ 2.1 2.1 2.2 -0.4 -0.5 

サウジアラビア 2.3 1.8 2.1 -0.6 0.2

ナイジェリア 1.9 2.0 2.2 -0.3 -0.3 

南アフリカ 0.8 1.4 1.7 0.0 0.0

備考： 

*1インドは会計年度ベース。成長率は市場価格ベースの値。

*2 ASEAN5はインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム。

*3 アルゼンチンとトルコについては改訂版では数値の公表なし。

資料：IMF 「World Economic Outlook update, January 2019」から作成。

2018年

今回(2019年1月)
予測

前回(2018年10月）
からの変化
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２．国際経済協力 

２．１．アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ） 

ＡＰＥＣ（Asia-Pacific Economic Cooperation）は、

日本とオーストラリアが主導して 1989 年に創設した、ア

ジア太平洋地域の持続的発展に向けた地域協力の枠組み

である。発足時には 12 であった参加国・地域は徐々に拡

大し、2018年 3月現在では 21か国・地域が参加しており、

世界全体のＧＤＰの約 6割、世界貿易額の約 5割、世界人

口の約 4割を占めている。アジア太平洋地域における自由

で開かれた貿易・投資の実現に向けて、ビジネス活動の円

滑化や経済・技術協力などの取組を推進している。 

ＡＰＥＣは、参加国・地域の自主性を重んじ、域外に対

しても貿易・投資の自由化・円滑化の成果を分け合うこと

を目的とした「開かれた地域主義（open regionalism）」

を標榜しており、また、ＮＡＦＴＡ（North American Free 

Trade Agreement：北米自由貿易協定）諸国、ＡＳＥＡＮ

７か国、ロシア、中南米をも含む広範な地域をカバーして

いることから、地域統合間の連携としての側面も持ってい

る。 

（参考）2018年 3月現在のＡＰＥＣメンバー 

（＊は発足時の 12メンバー） 

・ＡＳＥＡＮ（フィリピン＊、インドネシア＊、マレーシ

ア＊、タイ＊、シンガポール＊、ブルネイ＊、ベトナム） 

・米州（米国＊、カナダ＊、メキシコ、チリ、ペルー）  

・オセアニア（オーストラリア＊、ニュージーランド＊、

パプアニューギニア）  

・その他（日本＊、韓国＊、中国、中国香港、チャイニー

ズ・タイペイ、ロシア） 

 

（１）ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合 

西銘経済産業副大臣は、5月 23日から 27日の日程でパ

プアニューギニア・ポートモレスビーに出張し、APEC貿易

大臣会合（MRT）へ出席した。 

ポートモレスビーでは、APEC 貿易大臣会合に出席する

とともに、パプアニューギニア・パト外務貿易大臣（APEC

貿易大臣会合議長）、米国ゲリッシュ次席通商代表はじめ、

各エコノミーの代表団と APEC 貿易大臣会合の成功に向け

た協力などを確認した。 

議長を務めるパプアニューギニアのパト外務貿易大臣

の議事のもと、「多角的貿易体制の支持」や「デジタルア

ジェンダを通じた持続可能で包摂的な成長の促進」、「地域

経済統合及び連結性の深化」、「APECのポスト 2020ビジョ

ンに向けて」のテーマを中心に、精力的な議論した。 

その中で西銘副大臣からは、各テーマにおいて、以下の

提案や主張を行い、多くのエコノミーから賛同を得た。 

 

① 「多角的貿易体制の支持」 

（ア）ルールに基づいた多角的貿易体制が重要。これを

十分に機能させ、いかなる貿易措置も WTO整合的に実施さ

れるべき。（イ）WTOルールに従わない一方的措置や対抗措

置の応酬は多角的貿易体制や世界経済の深刻な脅威。（ウ）

WTO は市場歪曲的措置への対応に積極的に取り組むべき。

ルールが不十分な部分については、そのアップデート・強

化を図るなど WTO の機能改善を図るべき。（エ）WTO にお

ける電子商取引分野のルール形成は WTO におけるルール

形成の新たなモデル。（オ）APECメンバーが WTOの強化に

共に取り組むことを期待。 

 

② 「デジタルアジェンダを通じた持続可能で包摂的な

成長の促進」 

（ア）サイバー空間における、自由で、開かれた、公平

な市場環境及びその下でのデータの利活用の促進、及びビ

ジネス活動を阻害しないデータの自由な流通を促進すべ

き。（イ）日本から、データを利活用するビジネスのスタ

ディとともに、FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）実現へ

の貢献を目指したデジタル貿易・電子商取引の作業計画を

提案。（ウ）デジタル貿易推進に向けたビルディング・ブ

ロック（基礎的要素）の特定を支持するとともに、APEC越

境プライバシー・ルール（CBPR）の普及に向けた努力も継

続。（エ）日本は、機械、技術、人などがデータを介し、

組織や国境を越えてつながることにより新たな付加価値

の創出と社会課題の解決を目指す「コネクテッド・インダ

ストリーズ」のコンセプトを提唱しており、APEC や ABAC

（APECビジネス諮問委員会）で紹介。（オ）上記の活動を

通じ、データ利活用やデジタル貿易の国際的なルール作り

へ日本が貢献する。産業界と連携して APEC の取組を加速

し、着実な成果を示すべき。 

 

③ 「地域経済統合及び連結性の深化」 

（ア）保護主義に対抗し、自由貿易を推進するコミット



190 

メントを明確に示すことが必要。（イ）自由貿易は公正な

競争基盤の上に成り立つとの認識に立ち、市場歪曲的措置

を是正し、レベル・プレイング・フィールドを確保すべき。

（ウ）質の高い自由で公正なルールメイキングを進める。

TPP11の早期発効を目指すとともに、RCEPについては質の

高い協定の早期実現を目指し、日本は 7月 1日に東京で中

間閣僚会合を主催。（エ）FTAAPについては、質が高く包括

的な内容を目指し、次世代貿易投資課題を含めた幅広い分

野での進展を図るべき。（オ）11月の首脳・閣僚会議に向

け、「質の高いインフラに関する APECガイドブック」の内

容を充実させるとともに、水分野を対象としたセクター・

ガイドラインの完成を目指す。（カ）APEC各エコノミーの

インフラ関連法制度のレビューや能力構築を進める。フィ

リピンでの能力構築事業、ベトナムでのレビュー事業の完

了、インドネシアが新たなレビュー・エコノミーとして取

組に参加することを歓迎。 

 

④ 「APECのポスト 2020ビジョンに向けて」 

（ア）第一回目の APEC ビジョン・グループ会合開催を

歓迎。ビジョン・グループと協力して、高級実務者が、閣

僚や首脳に向け野心的なビジョンを提案することを期待。

（イ）APECの活動の中核は、開かれた貿易投資を通じた経

済成長の実現。APECは、「開かれた貿易投資を通じて経済

成長を実現する」という創設時の原点に立ち戻り、2020年

以降も野心的な目標を掲げ、さらなる貿易投資自由化を追

求すべき。（ウ）自由化を追求するためにも、市場歪曲的

措置を是正し、レベル・プレイング・フィールドを確保す

ることが必要。（エ）「インキュベーター」として、APECが

デジタル貿易も含めた次世代の課題に挑戦し、新たなアイ

デアを育むとともに、これを実現していくことに期待。 

 

（２）閣僚会議 

閣僚会議は、首脳会議の直前に開催される経済・貿易担

当大臣及び外務大臣による会議のことである。分野別の大

臣会合（貿易、エネルギー、中小企業、電気通信・情報産

業等）などから、その年の議論の内容について報告を受け、

成果を確認するとともに、今後ＡＰＥＣ参加エコノミーが

重点的に取り組むべき課題について議論が行われ、共同閣

僚声明が発出される。 

第 29回ＡＰＥＣ閣僚会議は、2018年 11月 15日、パプ

アニューギニア・ポートモレスビーにおいてＡＰＥＣ閣僚

会議が開催された。我が国からは世耕経済産業大臣及び河

野外務大臣が出席したパプアニューギニアのパト外務貿

易大臣の議長のもと、「連結性の向上・地域経済統合の深

化」、「構造改革を通じた持続可能で包摂的な成長の促進」

のテーマを中心に、精力的な議論した。 

その中で世耕大臣からは、各テーマにおいて、以下の提

案や主張した。 

 ルールに基づく多角的貿易体制を維持・発展させる

ため、有志国間で着手可能な論点から WTO 改革に真

剣に取り組む必要 

 地域経済統合については、日本が CPTPP や RCEP と

いった質の高い包括的な協定を実現し、FTAAP（エフ

タープ）実現に向けて経済統合をリードしていく 

 デジタル貿易については、情報・データの自由な流

通に向けて APECが率先して行動すべきであり、APEC

で着実に成果を示していくべき。 

 質の高いインフラについては、今般改定に合意した

「APECインフラ開発・投資の質に関するガイドブッ

ク」は、透明性、開放性、経済性、対象国の財政健

全性といった要素を、初めて文書化したものであり、

有意義な成果。 

 本会議の議論を、来年日本が主催する G20 貿易・デ

ジタル経済大臣会合での議論につなげていく。 

 

また、11月 23日に公表された閣僚会議・議長声明では、

下記の点が明記されるなど、日本の主張の多くが反映され

た。 

 ルールに基づく枠組みをもたらす、十分に機能する

WTOへの支持 

 既に存在又は顕在化しつつある世界的課題に対処す

るために必要な WTO改革への支持 

 「APECインフラ開発・投資の質に関するガイドブッ

ク」の改訂及び「APEC水インフラの質に関するガイ

ドライン」の作成の歓迎 

 情報・データの自由な流通を、正当な国内政策目的

を認めつつ可能とすることの重要性 

 データ利活用ビジネスの現状などデジタル経済をよ

り理解するための調査の推進を指示 
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（３）首脳会議 

首脳会議は、ＡＰＥＣ参加国・地域の首脳が参集し、そ

の年の成果を確認するとともに、ＡＰＥＣが取り組むべき

課題と解決に向けた取組の方向性を議論するものである。

年１回開催され、毎回、首脳宣言が発出されている。 

第 26回ＡＰＥＣ首脳会議は、2018年 11月 17日から 18

日にかけて、パプアニューギニアポートモレスビーにおい

て開催され、我が国からは、安倍内閣総理大臣が出席した。

ピーター・オニール首相が議長を務め「デジタル化された

未来の受容」、「連結性の強化、地域経済統合の深化」、「持

続可能で包摂的な成長の促進」「構造改革」をテーマに幅

広い議論が行われた。 

 

①グローバル経済に関するセッション及び第 1 リトリ

ート：「デジタル化された未来を通じた包摂的成長の

ための連携」 

（ア） デジタル経済に向けた APEC のロードマップ、

地域経済統合、FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）、ボゴー

ル目標の進展、2020年以降の APECのビジョン、グローバ

ルバリューチェーンへの中小企業の参画を確立するため

の方法等について議論が行われた。 

（イ）安倍総理の主な発言 

 日本は、人口減少下の中でも、潜在成長率を高めて

いくと同時に、人口減少の問題それ自体にも手を打

っていく。 

 国際的なルールに則り、貿易・投資の自由化と連結

性の強化によって繁栄するアジア太平洋地域は、自

由で開かれたインド太平洋（PDF）別ウィンドウで開

くの核。 

 来年日本は G20議長国であり、APECと G20に属する

日本は、アジア太平洋地域が発展し、世界の成長セ

ンターであり続けるよう、主導的な役割を果たして

いく。 

 日本は自由貿易の旗手として、多国間、地域、二国

間、あらゆる場で、自由で公正なルールの進化、ま

た、多角的貿易システムの要である WTO 改革にもし

っかりと取り組んでいく。 

 年内に発効する TPP11別ウィンドウで開くは、21世

紀型の貿易・投資ルールの基礎となり得る。TPP11や

RCEPは、FTAAP実現の道を拓くもの。 

 インフラ投資については、投資国、受入国双方がウ

ィン・ウィンとなるよう、開放性、透明性、経済性、

対象国の財政健全性といった国際スタンダードを確

保していくことが必要。 

 

② ABACとの対話 

 APEC首脳と各エコノミーの ABAC委員との対話が行わ

れた。ABAC委員からの質問に対し、安倍総理からは、WTO

改革の重要性に加え、年内に発効する TPP11 や日 EU 経

済連携協定を含む地域的、二国間取組に、高水準のルー

ルや不公正な貿易慣行への対処が盛り込まれるよう努

力する旨発言。また、第 4次産業革命、電子商取引、予

防医学に関する日本の取組を紹介。 

 

③ ワーキングランチ「デジタル時代における包摂的成

長の促進」 
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２．２．Ｇ７サミット、Ｇ20サミット 

（１）G7シャルルボワ・サミット（2018年 6月） 

 2018年の G7においては、議長国カナダより「皆が裨益

する経済成長」、「経済成長、将来の仕事」、「平和で安全な

世界」、「ジェンダー平等及び女性のエンパワーメント」、

「気候変動、クリーンエネルギー」、「海洋」といったテー

マが示され、2018年 6月に開催された G7シャルルボワ・

サミットでは上記テーマを踏まえつつ、貿易についても議

論が行われた。首脳コミュニケにおいて、自由、公正、か

つ互恵的な貿易及び投資が、成長や雇用創出の主要な原動

力であるとの認識の下、G20 ハンブルク・サミットの貿易

に関する結論、特に、ルールに基づく国際貿易体制の極め

て重要な役割を強調し、引き続き保護主義と闘うことに改

めてコミットした。また、二国間、地域間及び複数国間の

協定の重要性、WTOの近代化、関税障壁、非関税障壁及び

補助金の削減に向けて取り組むことも確認された。 

 また、公平な競争条件を促進するため、市場指向的では

ない政策・慣行及び強制技術移転やサイバーによる窃取等

の不適切な知的財産の保護への対処、市場歪曲的な産業補

助金及び国有企業による貿易歪曲的な行動などに関する

国際ルール強化のための本年の交渉開始、鉄鋼の過剰生産

能力に関するグローバル・フォーラムの取組促進、アルミ

ニウムやハイテク分野等での過剰生産能力の回避、及び輸

出信用に関する新たな国際指針の 2019 年のなるべく早

期の策定などの重要性についても一致した。 

 

貿易を巡っては、活発な意見交換が行われ、全体の方向性

として、WTOの機能改善の必要性を含め、自由で公正な貿

易を如何に実現していくのか、また、非関税措置障壁や補

助金等の市場歪曲的措置に関し、忌憚の無い議論が積極的

に行われた。 

 そして、自由で、公正で、互恵的な貿易及び投資が、

成長や雇用創出の主要な原動力であるとの認識の下、G20

ハンブルク・サミットの結論に改めてコミットするととも

に、WTOの近代化、強制的な技術移転などのの不適切な知

的財産の保護への対処、市場歪曲的な産業補助金及び国有

企業などに関する国際ルール等の構築、鉄鋼をはじめとす

る過剰生産能力問題への対処、及び輸出信用に関する新た

な国際指針の策定などの重要性についても一致した。 

 安倍総理からは、G7 が貿易制限措置の応酬に明け暮れ

ることはどの国の利益にならず、不公正な貿易・投資慣行

に断固対抗し、自由で公正な市場を守っていくとのメッセ

ージを G7として結束して発信すべき旨を主張した。 

イノベーション・雇用については、人口減少、少子高齢化、

人工知能（AI）等の技術の進展、如何に持続的な成長をし

ていくのか、また、こうした技術の発展、AI、デジタル

化、ビッグデータに如何に対応していくのか、さらに、

人材育成・教育などの観点、女性の活躍促進などについて

議論が行われました。新しい技術が進展しているという

時代背景について共通認識の下、それらに対して、如何に

持続的、かつ包摂的に成長していくかについて問題意識

を共有した。 

 安倍総理より、少子高齢化、人口減少といった日本が世

界に先駆けて直面する課題に関し、アベノミクスや女性

の活躍推進といった政策によるこれまでの成果を紹介し

たほか、イノベーションについては、過度に恐れるのでは

なく、可能性を前向きにとらえるべき旨指摘した。 

 また、データの国外移転や外国企業の参入阻害、技術移

転強要等の統制的な手法によるデジタル保護主義の動き

が拡大していることへの懸念とともに、プライバシーや

セキュリティーを尊重しながらも、情報やデータの自由

な流通を含む、開放的で公正な市場環境の整備が重要で

あると述べ、日本としても、グローバルなルール形成に貢

献していく考えを示した。 

 また、経済の電子化の進展により、例えば国境を越えた

電子書籍、音楽配信等、新たなビジネスモデルの市場が大

きくなってきている中、既存の課税原則では十分に課税

できておらず、国際社会が協調して対応することが重要

であり、G7 が主導的役割を果たすべきこと、また明年の

G20 議長国である日本がしっかりと議論を進展させたい

旨強調した。 

 

 気候変動・エネルギーについては、グローバルな課題で

ある気候変動対策のために、排出量削減に加え、低炭素社

会の実現を国際社会が進めることが重要であり、これは経

済にとってマイナスではなく、成長との両立が可能との議

論が行われたほか、海洋の温暖化は生物多様性にも悪影響

を及ぼしつつあり、これらを踏まえ、パリ協定の実施、及

び循環型社会の実現にむけて協力していきたいとの意見

が出された。 
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 安倍総理からは、気候変動問題に関し、エネルギー転換・

脱炭素化におけるビジネスの活性化が、今後の世界の経済

成長を牽引するエンジンである旨言及するとともに、パリ

協定に掲げられた二度目標達成に国際社会全体が向かう

よう、G7 が脱炭素化を実現していく姿勢を示していくこ

とが重要であり、日本が有する高い技術力を活用しながら、

世界の脱炭素化を牽引していく旨強調した。また、パリ協

定の着実な実施に向け、環境と成長の好循環を回転させ、

ビジネス主導の技術革新を促す、これまでの常識にとらわ

れない新たなビジョンとして、長期戦略策定に向けた検討

作業を加速するよう指示した旨表明した。 

 

（２）G20 貿易・投資大臣会合（2018 年 9 月） 

2018 年 9 月にアルゼンチンのマルデルプラタにおいて開

催された G20 貿易・投資大臣会合においては、「現下の国

際貿易をめぐる情勢についての G20 間の対話」「農業・食

料品グローバル・バリュー・チェーンの貿易・投資側面」

「新産業革命の貿易・投資側面」についての議論が行われ

た。我が国からは、貿易制限措置の応酬は、世界に複雑に

張り巡らされたサプライ チェーンに影響を及ぼしつつあ

ること、投資活動にも 影響が出つつあることについて、

懸念を表明するとともに、ルールに基づく自由貿易体制の

維持・発展のためには、WTOが現下の課題に効果的に対処

できるよう WTO 改革に早急に取り組むことが不可欠であ

り、ルール形成機能の向上、監視メカニズムの強化、紛争

解決機能等の改善について、G20として政治的に後押しす

べきと主張した。議論の結果、現下の貿易情勢に対応する

ための WTO 改革の必要性と G20 における対話の継続への

合意を含む、閣僚声明がとりまとめられた。 

 

（３）G20ブエノスアイレス・サミット（2018年 12月） 

 2018年 12月に開催された G20ブエノスアイレス・サ

ミットにおいては、「公正で持続可能な開発のためのコン

センサスの構築」という主要テーマのもと、貿易関係の緊

迫化や新興国経済の脆弱性等のリスクに直面する中で、い

かに G20 の結束を維持し、経済成長を強化していくか等、

首脳間で率直な意見交換が行われ、成果文書としてブエノ

スアイレス首脳宣言が採択された。 

 首脳宣言においては、は「公正で持続可能な発展のた

めのコンセンサス」の構築。「仕事の未来」、「開発のため

のインフラ」、「持続可能な食料の未来」、ジェンダー主流

化が柱。「ルールに基づく国際秩序」を改善するために共

に取り組む。また、鉄鋼の過剰生産能力問題について、グ

ローバル・フォーラム（GFSEC）における提言及びコミッ

トメント（市場歪曲的な支援措置の除去等）の実施を要請

することで一致した。 

 安倍総理は、「今後十年の世界における機会と課題（AI、

ロボティクス等）」を扱うリトリート・セッション（G20及

びスペインの首脳のみが参加）で、リードスピーカーとし

て首脳間の議論を牽引した。発言では、新たなテクノロジ

ーの進歩は高齢化や環境問題等の社会問題を解決する可

能性を秘めており、全ての人が AI をはじめ新しいイノベ

ーションを使いこなすリテラシーを身につけることが必

要であることを訴えた。また、データの自由な流通を確保

することにより、新たな価値やイノベーションが生まれる

として、来年の G20 大阪サミットに向けて議論を継続し、

新時代のルール作りを主導したい旨の決意を表明した。 

 また、「国際経済協調の第一のフォーラム」である G20

の最重要課題である世界経済を扱う第 1セッション「人間

を中心に据える」においても、リードスピーカーとして発

言を行い、自由で開かれた経済は平和と繁栄の礎であり、

日本は自由貿易の旗手として、ルールに基づく多角的貿易

体制の強化・改善や、経済連携協定を力強く推進している

こと、保護主義や貿易制限的措置の応酬はどの国の利益に

もならず、WTO改革の議論を G20首脳が後押しすべき旨訴

えるとともに、自由で公正な経済ルールの推進のため、鉄

鋼の過剰生産能力問題を含め、市場歪曲的な補助金等の支

援措置の撤廃を通じて、公平な競争条件を確保すべきとし

て、経済成長と格差への対処を同時に達成する「成長と分

配の好循環」の創出、SDGsの推進、気候変動問題への対応

の重要性についても強調し、各国の支持を得るとともに、

サミット全体の議論の流れを形成しつつ積極的な役割を

果たした。 

 セッション 2の「コンセンサスの構築（国際貿易、国際

金融・課税システム）」では、総理の代理として麻生副総

理兼財務大臣が発言し、現下の貿易を巡る情勢の解決に向

けた政治的意思を示すことは G20 が果たすべき責務であ

ることを強調し、根本原因である市場歪曲的な措置の是正

の必要性を訴えたほか、WTO改革に政治的な後押しを与え

るべき旨主張した。更に、グローバル金融セーフティーネ
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ットの強化や、BEPSプロジェクトをはじめ租税回避・脱税

への対抗に果たしてきた G20の役割に触れつつ、これらに

加え、G20が取り組むべき喫緊の課題として、過剰生産能

力や過度のグローバル・インバランスへの対処、経済の電

子化への課税上の対応、低所得国の債務問題に言及した 

 更に、セッション 3の「様々な機会の活用」では、総理

の代理として我が国のシェルパ（冨田政府代表）から発言

を行い、我が国が重視する質の高いインフラ投資が持続可

能な経済成長を実現し、連結性を強化するとともに、ヒト・

モノの流れを活性化すること、来年の G20 では、開放性、

透明性、経済性、対象国の財政健全性等の要素を重視し、

質の高いインフラ投資に関する国際スタンダードとして

アップグレードしたい等の発言を行った。 

 また、我が国は今般のブエノスアイレス・サミット終了

後から、G20議長国を務めることから、閉会セッションに

おいて、安倍総理から明年 6月の G20大阪サミットを見据

えた、優先課題の打ち出し、次期議長国としての意気込み

を発信し、各国首脳から賛同を得た。 

 

２．３．経済協力開発機構（ＯＥＣＤ） 

（１）沿革 

第二次大戦後の欧州各国の深刻な経済的混乱を救済す

べきとの米国マーシャル国務長官の提案を契機として、

1948年４月、欧州の 16か国でＯＥＥＣ（欧州経済協力機

構）が発足した。その後 1961 年９月に米国及びカナダが

加わり、世界的視野に立った国際機関としてのＯＥＣＤ

（経済協力開発機構）へ発展的に改組。我が国は 1964 年

に 21か国目として加盟。2017年現在、35か国が加盟。 

※ＯＥＣＤ加盟国：イギリス、ドイツ、フランス、イタリ

ア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フィンランド、

スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポ

ルトガル、ギリシャ、アイルランド、チェコ、ハンガリー、

ポーランド、スロバキア、エストニア、スロベニア、日本、

米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーラ

ンド、スイス、ノルウェー、アイスランド、トルコ、韓国、

チリ、イスラエル、ラトビア 

ＯＥＣＤの目的は、加盟国間の自由な意見交換及びピア

レビュー、統計の整備等を通じて、[a]経済成長、[b]貿易

                                                   

 
1 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。 

自由化、[c]途上国支援、の３点に貢献すること（ＯＥＣ

Ｄの三大目的）である。理事会の下、政策分野毎の約 30の

委員会で議論が行われるとともに、閣僚理事会が年１回開

催される。サミット直前の開催が慣例であり、閣僚理事会

における経済成長、多角的貿易等についての議論はサミッ

トの議論に影響を与える。 

 

（２）閣僚理事会 

（ア）概要 

2019年 5月 22日～23日、フランス・パリで OECD閣

僚理事会（議長国：スロバキア）が開催され、我が国か

ら、河野外務大臣、世耕経済産業大臣、田中内閣府副大

臣が出席。世耕大臣は、デジタルセッション、貿易セッ

ションのリードスピーカーを務めた。デジタルセッシ

ョンでは、DFFT のコンセプトを発信するとともに、デ

ジタル時代に対応した柔軟性の高い規制・ガバナンス

の必要性について発言した。 

貿易セッションでは、ルールに基づく多角的貿易体

制の重要性や、市場歪曲措置への対処に向けた WTO 改

革の必要性について発言した。 

（イ）主な論点 

本年の閣僚理事会のテーマは、「持続可能な開発のた

めのデジタル化の活用：機会と課題」。急速に進むデジ

タル化による世界経済の変容、デジタル化が開発

（SDGs）、貿易、教育・雇用、イノベーション等にもた

らす機会と課題について、議長国スロバキア、副議長国

カナダ及び韓国の下、活発な議論が行われた。 

 

３．世界貿易機関（ＷＴＯ）、経済連携協定(ＥＰＡ/ＦＴ

Ａ)投資協定 

３．１．世界貿易機関（ＷＴＯ） 

（１）多角的自由貿易体制の要としての世界貿易機関(Ｗ

ＴＯ）  

1930 年代に蔓延した保護主義が第二次世界大戦の一因

となったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し、

1948年に、最恵国待遇・内国民待遇を大原則とするＧＡＴ

Ｔ（関税及び貿易に関する一般協定）が発効した。ＧＡＴ

Ｔ締約国は、数次のラウンド交渉1を含む 8 度の多角的交
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渉を経て、相当程度の関税削減及び関税以外の貿易関連ル

ールの整備を実現し、1995年には、ＧＡＴＴを発展的に改

組してＷＴＯ（世界貿易機関）を設立した。 

現在 164か国が加盟するＷＴＯは、①交渉（ラウンド交

渉などによるＷＴＯ協定の改定、関税削減交渉）、②監視

（多国間の監視による保護主義的措置の抑止）、③紛争解

決（ＷＴＯ紛争解決手続による貿易紛争の解決）の機能を

有し、多角的な貿易を規律する世界の貿易システムの基盤

となっている。具体的には、①ＷＴＯの交渉機能について

は、2001年、ＷＴＯ設立後初のラウンド交渉として「ドー

ハ開発アジェンダ」が立ち上げられ、17年経った現在に至

るまで交渉が継続されている。ラウンド交渉が進まない中、

ＩＴＡ（情報技術協定）拡大交渉のほか、ＥＧＡ（環境物

品協定）交渉やＴｉＳＡ（新たなサービス貿易協定）交渉

といった有志国による個別ルール・分野毎の複数国間交渉

（プルリ交渉）が積極的に行われてきた。②ＷＴＯの監視

機能は、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。近年、世界経済の減速等を受けて、

保護主義的な動きが活発化しており、保護主義監視、保護

主義抑止のための政治的コミットメントが重要となって

いる。③ＷＴＯの紛争解決機能は、二国間の貿易紛争を政

治化させることなく中立的な準司法的手続によって解決

するシステムである。ＷＴＯにおいて、協定（ルール）の

実施に係る紛争解決手続が有効に機能しており、新興国を

含め、紛争解決手続の活用件数が増加している。我が国も

ルール不整合である他国の措置による自国の不利益を解

消し、先例の蓄積によってルールを明確化させることを目

指し積極的に活用している。本節では、ドーハ・ラウンド

交渉の状況、ＩＴＡ拡大交渉、ＥＧＡ交渉、ＴｉＳＡ交渉、

といったラウンド外の複数国間（プルリ）交渉のほか、新

たな課題への取組、保護主義抑止に向けた取組、ＷＴＯ協

定の実施、紛争解決手続きを概観する。 

（ア）ドーハ・ラウンド交渉（多角的交渉の推進） 

2001 年にカタールのドーハで行われた第４回ＷＴＯ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」）（第１図）は、産品の貿

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、途上国問題も含んでおり、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を扱っていることが特徴である（第２

図）。日本にとって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削減する、２.我が国サービス産業

の海外市場への参入を容易にする、３.通商ルール強化に

より予見可能性を高め、通商紛争を予防する、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。 

ラウンド交渉は、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、先進国と新興途上国の対立により

交渉が停滞し、2011年 12月の第８回ＷＴＯ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。 

その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発

が進展可能な分野であるとの共通認識が形成され、2013

年 12 月にインドネシア・バリで開催された第９回ＷＴＯ

閣僚会議（ＭＣ９）において精力的な交渉の結果、ＷＴＯ

設立後初のマルチ協定である貿易円滑化協定を含むバリ・

パッケージが合意された。 

 

第１図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯 

 

資料：経済産業省作成 
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第２図 ドーハ・ラウンド一括受諾の交渉項目と主要論点 

農業 
関税・国内補助金の削減、輸出補助

金の撤廃等 

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 

（知的所有権） 

ワイン・スピリッツの地理的表示（Ｇ

Ｉ）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 

 

2015 年 12 月にケニア・ナイロビで開催された第 10 回

ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）においては、農業の輸出競争（輸

出補助金撤廃、輸出信用の規律強化等）、開発分野で合意

を得るとともに、ＩＴＡ拡大交渉の妥結をみた（詳細後述）。

ドーハ・ラウンドの今後の扱い及び新たな課題への取組に

ついては、最終的に見解は一致せず、閣僚宣言にドーハ・

ラウンド交渉継続の可否に関して両論併記され、また時代

に即した新たな課題への取組（詳細後述）の有無について

も、同様に両論併記された。 

 第 11 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ11）は 2017 年 12 月に

アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた。成果文書に

ついては、閣僚会議の最終日まで参加閣僚による交渉が行

われたが、閣僚宣言はまとまらず、議長声明の発出にとど

まった。また、農業についても、今後の交渉の進め方を含

め合意を得ることはできず、先進国、途上国等立場が異な

る多くの国の全会一致による合意の難しさが閣僚会議の

                                                   

 
2ITA 対象品目のリストは、附属書Ａ（対象品目が HS によって特定されている品目）と、附属書 B（関税分類にかかわらず対象とさ

れる品目リスト）で構成されている。 

場においても示された形となった。そうした中でも、各加

盟国からはＷＴＯに関与し続ける姿勢は示され、全加盟国

での目立った成果は出せなかったものの、漁業補助金につ

いて、第 12 回閣僚会議（ＭＣ12）に向けて議論を継続す

ることとなった。また、電子商取引、中小企業（ＭＳＭＥ

ｓ）、投資円滑化といった新しい課題について、今後のＷ

ＴＯにおける議論を後押しする有志国の共同声明が発出

された。 

なお、ＭＣ11 のマージンで、第 1 回日米欧三極貿易大

臣会合が開催され、日本、米国、ＥＵの三極が連携し、第

三国による市場歪曲的な措置に対処していくことに合意

した。その後、同会合はこれまでに 5 回開催されており、

産業補助金の規律強化、強制技術移転の規律強化、市場志

向条件、ＷＴＯ改革、デジタル貿易と電子商取引等につい

て議論が行われた。 

（イ）ＩＴＡ（情報技術協定）拡大交渉 

(A)拡大交渉の背景 

ＩＴＡ（情報技術協定）は、ＩＴ製品 144品目（ＨＳ６

桁ベース：附属書Ａ2掲載品目のみ）について、ＩＴＡ参加

国の当該品目の譲許税率を撤廃する取決めである。1996

年 12 月のシンガポールＷＴＯ閣僚会議の際に日米 EU 韓

など 29か国で合意し、1997年に発効した。それ以降、中

国、インド、タイなど参加国数が拡大し、2018年３月末現

在、82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）が協定に参加している。

これらの国のＩＴＡ対象物品の世界貿易総額に占める割

合は 97％以上となっている。主な対象品目は、半導体、コ

ンピュータ、通信機器、デジタルカメラ（静止画用）等で

ある。 

現行協定の発効から 18 年が経過し、その間の技術進歩

を受け、ＩＴＡ協定の品目リストの拡大と対象範囲の明確

化に対する各国産業界からの期待が高まっていった。 

ＩＴＡ拡大交渉は、具体的には、技術進歩により高機能

化、デジタル化している医療機器やデジタルビデオカメラ、

高機能化・多機能化した新型集積回路等を新たにＩＴＡの

対象とする品目リストの拡大や、範囲を巡って過去にＷＴ

Ｏの紛争解決手続に付託されたこともある、ＩＴＡの対象
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等(現行協定の附属書Ｂから附属書Ａへの移行を含む)の

明確化を目的としている。 

(B)拡大交渉立ち上げまでの経緯 

2011年３月に、日本、米国、韓国、台湾等、17か国 39

業界団体（その後、同年５月に 18か国 41団体）がＩＴＡ

拡大を要請する共同声明を発表。これを受け、ＩＴＡの主

要参加国（日本、米国、中国、韓国、台湾など）がほぼ全

て参加するＡＰＥＣで、日本、米国が連携してＷＴＯでの

ＩＴＡ拡大交渉に向けた機運の醸成を開始した。具体的に

は、2011 年 11 月のＡＰＥＣホノルル首脳会議で、「ＡＰ

ＥＣ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」旨に合意した。 

このＡＰＥＣ首脳宣言を受けて、日本、米国連携の下、

2012 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。他方で、交渉立ち上げの最終局面まで、

ＥＵが関税交渉と非関税障壁交渉をリンクさせてＩＴＡ

拡大交渉を行うべきと強く主張し、ドーハ・ラウンドが停

滞する中、産業界の期待に応え、ＷＴＯが迅速に結果を出

すためには、関税交渉に集中すべきと主張する日米等各国

との間で協議が続いた。日本、米国は、各国と連携してＥ

Ｕに対して働きかけを行い、最終的には関税交渉と非関税

障壁交渉を切り離すことでＥＵも合意し、交渉立ち上げの

道筋ができた。 

2012年５月には、日本、米国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、５月

14 日にジュネーブのＷＴＯ事務局で開催されたＩＴＡ15

周年記念シンポジウムの翌日に開催された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、実質的な交渉が開始され

た。 

(C)拡大交渉妥結までの経緯 

交渉立ち上げ以降、月に１回の頻度で交渉会合がジュネ

ーブで開催され「品目候補リスト」の作成が進み、2012年

秋からは、フィリピン、シンガポール、中国が参加し、品

目候補の絞り込みが始まったが、中国が多くの対象品目の

除外を主張したため、交渉はしばしば中断された。 

2014 年 11 月のＡＰＥＣ北京首脳会議の際に行われた米

中首脳会談における米中間の対象品目合意の後、2015 年

７月、交渉参加メンバーは拡大対象品目 201品目（新型半

導体、半導体製造装置、デジタル複合機・印刷機、デジタ

ルＡＶ機器、医療機器等）に合意し、同月、関税撤廃期間

や実施スケジュール等の合意に関する宣言文とともに、Ｗ

ＴＯ一般理事会で報告・公表された。 

2015 年９月からは、我が国がＩＴＡ拡大交渉の議長を

務め、個別の対象品目の関税撤廃期間等に関する交渉を行

った。そして、2015年 12月、ケニア・ナイロビで開催さ

れた第 10 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）において、林元経

済産業大臣が議長を務め、対象品目の世界貿易額の 90％

以上をカバーする、53メンバー（ＥＵ加盟国 28か国を含

む）で交渉妥結に至った。2019 年３月末現在、55 メンバ

ーが協定に参加している。 

201 対象品目の全世界貿易額は年間 1.3 兆ドルを上回

り、世界の貿易総額の約 10％に相当する。これは自動車関

連製品が世界貿易に占める割合 4.8％を大幅に上回る規

模である。日本からの 201対象品目の対世界輸出額は約９

兆円（日本の総輸出額約 73兆円の約 12％）輸出先での関

税削減額は約 1700 億円と試算される。（2014 年の貿易デ

ータを基に試算。） 

（ウ）ＥＧＡ（環境物品協定）交渉 

(A)議論の背景 

2001年のドーハ閣僚宣言において、「環境関連物品及び

サービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削減」に関

する交渉の立ち上げと、貿易と環境に関する委員会特別会

合(ＣＴＥＳＳ)の設置が盛り込まれ、これを受けて、ＣＴ

ＥＳＳにおいて関税削減・撤廃の対象となる環境物品リス

トに関する議論が行われてきた。 

その後、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中で、ＡＰＥ

Ｃに場を移して環境物品の関税削減・撤廃が議論された。

2011年 11月のＡＰＥＣホノルル首脳会議で、2015年末ま

でに対象物品の実効関税率を５％以下に削減する旨合意

され、2012年９月のＡＰＥＣウラジオストク首脳会議で、

その対象品目として 54品目に合意した。 

(B)交渉立ち上げまでの経緯 

ＡＰＥＣにおいて環境物品 54 品目の関税削減が合意さ

れたことも受け、2012年 11月より、ジュネーブにおいて、

環境物品の自由化推進国で形成する「環境フレンズ」国（日

本、米国、ＥＵ、韓国、台湾、シンガポール、カナダ、豪

州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー）で、ＷＴＯ

での今後の環境物品自由化の交渉の進め方についての議

論が開始された。 
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2013年６月には、米国が「気候変動に関する大統領行動

計画」を発表。その中で、ＡＰＥＣ環境物品リストを基に、

ＷＴＯにおいて、太陽光、風力、水力、地熱などクリーン

エネルギー技術を含んだ環境物品の貿易自由化に向けた

交渉を立ち上げること、今後１年間で当該品目の世界貿易

シェアの 90％を占める国の参加を目指すこと等に言及し

た。 

その後、2013年 10月のＡＰＥＣバリ首脳会議において、

ＡＰＥＣ環境物品リストを基にＷＴＯで議論を前進させ

る機会を探求する旨合意したことも受け、ジュネーブにお

ける議論が加速した。そして、2014年１月に、ダボスのＷ

ＴＯ非公式閣僚会合の開催にあわせて、米国が主導して、

有志国 14 か国・地域（日本、米国、EU、中国、韓国、台

湾、香港、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーラン

ド、スイス、ノルウェー、コスタリカ）が、ＷＴＯにおけ

る環境物品交渉の立ち上げに向けた声明を発表した。 

2014 年７月に、有志国 14 か国・地域で環境物品交渉を

立ち上げ、ＡＰＥＣで合意した 54 品目より幅広い品目で

関税撤廃を目指すことを確認した。 

(C)交渉の現状 

2014 年７月以降、２か月に１～２回のペースで交渉会

合がジュネーブで開催されている。2015 年 4 月以降、積

み上げが行なわれた品目について、環境クレディビリティ

の観点から議論が行なわれ、対象品目の絞り込み作業が進

められた。 

2015 年 11 月の交渉会合では、同年 12 月のケニア・ナ

イロビで開催された第 10 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ１０）

での品目合意を目指し議論が行なわれたものの、合意には

至らなかった。 

2016 年５月のＧ７伊勢志摩サミット、６月のＯＥＣＤ

閣僚理事会のマージンでの閣僚級会合を経て、同年９月の

Ｇ20首脳会合までの妥結を目指す方向で合意した。 

2016 年７月、Ｇ20 上海貿易大臣会合のマージンで、交

渉参加 10メンバーの閣僚級会合が開催された。Ｇ20貿易

大臣会合声明において「９月の杭州サミットまでに着地点

に達した上で、本年末までに行なわれるＥＧＡ閣僚級会合

で妥結することを目指す」ことに、中国を含む形で、合意

した。 

2016年９月、Ｇ20杭州サミット首脳宣言において、「交

渉の着地点に到達したことを歓迎し、参加国の核心的な懸

念に対処する効果的な方法を見出した上で、残された懸隔

を埋め、幅広い環境物品に対する関税撤廃を追求する野心

的な未来志向のＥＧＡを 2016 年末までに妥結するための

努力を倍加するとの目標を再確認」された。 

Ｇ20 杭州サミット首脳宣言で年内妥結に向け努力を倍

増するとされたことを踏まえ、2016年 12月に妥結を目指

し閣僚会合を開催。しかし同会合では対象品目に関する立

場の懸隔が埋まらず、妥結には至らなかった。 

交渉参加メンバーは、2015年１月からはイスラエルが、

３月からはトルコ及びアイスランドが交渉に加わり、2019

年３月末現在では 46か国・地域（ＥＵ28カ国を含む）と

なっているが、我が国としては、2017年８月にＥＧＡ北京

シンポジウムを主催するなど早期交渉再開のモメンタム

醸成に努めているが、今後の交渉スケジュールは未定。 

（エ）ＴｉＳＡ（新たなサービス貿易協定）交渉 

1995 年のＧＡＴＳ発効から長期間が経過し、この間に

インターネットの普及をはじめとする技術革新の影響を

受け、サービスの提供・消費の態様が大きく変化してきて

いることを背景に、ＷＴＯにおいても状況変化に対応した

約束表の改訂や新たなルールの策定が求められてきた。し

かしながら、ドーハ・ラウンドが膠着し、急速な進展が見

込めない状況となり、各国はＦＴＡ/ＥＰＡの締結等を通

じてサービス貿易の自由化を推進してきた。 

こうした中、2011年 12月に開催された第８回ＷＴＯ閣

僚会議では、１.途上国が強く支持するドーハ開発アジェ

ンダは打ち切らない一方、２.一括妥結は当面実現不可能

であることを認め、部分合意、先行合意等の可能な成果を

積み上げる「新たなアプローチ」を試みることで一致した。 

これを受け、2012年初頭から、「新たなアプローチ」の

一環として、有志国・地域によるサービス貿易自由化を目

的とした新たな協定の策定に関する議論が開始された。

2012年７月５日には、交渉のモメンタムの維持・拡大、有

志国・地域以外の国々に対する透明性の確保と議論への参

加の奨励を目的として、それまでの約半年間の議論で方向

性の一致したものを取りまとめたメディア・リリース「サ

ービス貿易交渉の進展」が公表された。日本を含む有志国・

地域は、自由化の約束方法、新たなルールなど、21世紀に

ふさわしい新たなサービス貿易協定に向けた議論を重ね、

2013 年６月には、本格的な交渉段階に移ったことを確認
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する共同発表を行い3、２か月に１回程度の頻度で交渉を

行ってきた。2016 年１月のＴｉＳＡ非公式閣僚会合で、

2016 年中の交渉妥結を目標として交渉を加速化すること

で一致し交渉が行われたが、議論の収束には至らなかった。

2019 年３月末現在のメンバーは、50 か国・地域（日本、

米国、ＥＵ（28か国）、豪州、カナダ、韓国、香港、台湾、

パキスタン、イスラエル、トルコ、メキシコ、チリ、コロ

ンビア、ペルー、コスタリカ、パナマ、ニュージーランド、

ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン

及びモーリシャス）である。 

（オ）貿易円滑化協定 

 貿易円滑化協定は、貿易取引の時間とコストを削減し、

貿易・投資の拡大を通じた経済の成長・発展を目指す協定

である。ドーハ・ラウンド交渉の成果であり、1995年のＷ

ＴＯ設立以来はじめて全加盟国が参加して作成された新

協定である。 

貿易円滑化協定は 2004年 11月にドーハ・ラウンド交渉

の一分野として交渉が開始され、2013年 12月第９回ＷＴ

Ｏ閣僚会議でバリ合意の一部として採択された。2014 年

11 月には全加盟国が参加するＷＴＯ一般理事会で貿易円

滑化協定をＷＴＯ協定に追加するための改定議定書が採

択された。その後 2017 年２月、ＷＴＯ全加盟国（164 加

盟国）の３分の２（110加盟国）の受諾により発効に至っ

た。 

貿易円滑化協定は、貿易規則の透明性の向上に関する措

置、税関手続きの迅速化・簡素化に関する措置、途上国に

対する優遇措置及び能力構築などを内容とする。ＷＴＯに

よれば、協定の完全な実施により、加盟国の貿易コストは

平均 14.3％減少すると試算されている。さらに、貿易円滑

化協定は貿易・投資の拡大に加え多角的貿易体制の強化に

も資するものであり、協定に含まれる条項がすべての加盟

国で完全に実施されるよう、我が国としても積極的な働き

かけを行っている。 

（カ）保護主義の抑止 

世界経済危機以降、自国産業支援や雇用確保を目的とし

                                                   

 
3外務省 HP（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000387.html）参照。 
4 『通商白書 2009』第２章第３節参照 
5 2014年のＧ20 ブリスベン・サミットでも、2013年のＧ20サンクトペテルブルグ・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。 

た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4。そうした国内の圧力を受けて保護主義的措置を

とる国があると、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、多角的貿易体制を

体現する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。近年、世界経済の減速等を

受けて、保護主義的な動きが活発化している。そうした中、

下記に述べるような保護主義監視、保護主義抑止のための

政治的コミットメントはますます重要となっている。 

Ｇ７、Ｇ20およびＡＰＥＣなどの国際会議の場では保護主義

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。2018年５

月のＧ７シャルルボワサミット、及び、日中韓サミット、９月

のＧ20ブエノスアイレスサミット、11月のＡＰＥＣ首脳会議・

閣僚会議、の成果文書において、保護主義抑止の必要性と、ル

ールに基づく多角的貿易体制の強化について再確認された。Ｇ

７、Ｇ２０およびＡＰＥＣ等では、ＷＴＯの機能を改善するた

めに必要な、ＷＴＯ改革を進めていくことが首脳レベルで合意

された。5  

（キ）新たな課題への取組 

 第 10 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）の閣僚宣言において

「新たな課題」への取組みを求める立場が初めて明記され

たことを受け、電子商取引、ＭＳＭＥｓ、投資円滑化とい

った新たな課題に関する議論が開始された。第 11 回ＷＴ

Ｏ閣僚会議（ＭＣ11）では、これらの課題に関し、有志国

による共同声明が発出され、ＷＴＯでの議論を進めていく

ことが確認された。特に電子商取引については、同閣僚会

議の機会に、我が国の主導により、豪州、シンガポールと

共に WTO における電子商取引の議論を積極的に進めるべ

きとの意思を共有する国を集めた有志国閣僚会合を開催

し、71 のＷＴＯ加盟国が参加する共同声明の発出に至っ

た。この共同声明を受け、2018年 3月から 2019年 3月ま

でに 10 回の有志国会合が開催され、計 100 か国以上の加

第

 
Ⅲ
 

部 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000387.html
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盟国が出席した。そこでは、日、米、EUを含めた 14か国

から、電子商取引に関する将来的のＷＴＯ協定に含めるべ

き要素等について提案が提出された。2019年１月には、ダ

ボスで非公式閣僚会合を開催し、中国やＵＡＥ等も新規に

参加した中、76の加盟国で共同声明を発出し、高いレベル

のルール作りを目指し交渉を開始する意思を確認した。 

（ク）紛争解決手続に付託して解決を図っている事案 

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

機会を通じてその是正を図っている。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である。 

(A)韓国の日本製空気圧伝送用バルブに対するＡＤ措置 

2014 年２月、韓国政府は韓国国内企業からの申請を受

けて、日本からの空気圧伝送用バルブに対するＡＤ調査を

開始した。2015年１月、韓国政府は、当該産品の輸入につ

いて、ダンピングの事実、国内産業の損害及びこれらの因

果関係があるとしてＡＤ税を賦課する最終決定を行い、同

年８月に課税を開始した。 

本件において、韓国側は、輸入品が国内品の価格に対し

て影響を与えていることに関する説得的な説明を行って

おらず、ダンピングによる国内産業への損害及び因果関係

の認定上の瑕疵があり、また、重要事実開示等の調査手続

上の瑕疵があると考えられ、韓国の本件ＡＤ措置は、ＡＤ

協定に違反する。 

我が国は韓国政府に対し、二国間の対話による解決を図

ってきたが、解決に至らなかったため、2016年３月、本件

ＡＤ措置について、ＷＴＯ協定に基づく二国間協議要請を、

同年６月９日にはパネル設置を要請し、同年７月４日、パ

ネルが設置された。2018 年４月に公表されたパネル最終

報告書は、日本の核となる主張を認め、韓国ＡＤ措置をＷ

ＴＯ協定不整合と認定した。日本及び韓国が上訴し、現在

上級委係属中である。  

(B)インドの日本製熱延鋼板に対するセーフガード措置 

インド政府は 2015 年９月７日、熱延鋼板に対するセー

フガード調査を開始し、同年９月９日に暫定措置を発動す

る旨の決定を行い、2015年９月 14日から暫定措置による

課税を開始した。暫定措置は最長 200 日間とされている。

2016年３月 15日、インド商工省セーフガード総局は熱延

鋼板の輸入増加及び国内産業への損害のおそれ等を認定

する最終答申を行い、これを受けて同年３月 29 日、イン

ド財務省は、暫定措置の開始から起算して２年６か月間の

セーフガード措置を発動する旨の官報告示を行った。 

ＷＴＯ協定上のセーフガードの発動要件として、輸入の

増加が「ＧＡＴＴに基づいて負う義務の効果」として生じ

ていることが必要であるが、インドの最終報告書において、

ＧＡＴＴ上の譲許税率が 40％であるとの記載はあるもの

の、その義務の効果により輸入が増加したとの適切な認定

がされていない。 

また、日本はインドとの間に日本・インド包括的経済連

携協定（日印ＣＥＰＡ）を締結しており、当該品目の関税

を引き下げている。しかし、日印ＣＥＰＡに基づく関税譲

許の義務は、上記ＧＡＴＴ19条１項(a)の規定する「ＧＡ

ＴＴに基づいて負う義務」ではないため、ＷＴＯ協定上の

セーフガードを発動するための調査において、日印ＣＥＰ

Ａによる関税譲許の効果として生じている輸入増加を考

慮してはならないと考えられる。 

さらに、インドの調査報告書において、中国の過剰生産

やインド国内での需要増加等の事実をＧＡＴＴ19 条１項

(a)に規定する「事情の予見されなかった発展」として認

定しているが、これらの事実は単なる需給関係の変化であ

って予見の範囲内であると考えられる。また、先例上、国

産品と輸入品の競争条件について国産品にのみ不利な変

更を生じさせるようなものでなければならないと解釈さ

れているところ、インドの述べる事実は輸入品と国産品の

双方に同じく影響し、国産品の競争条件に不利な変更を生

じさせるものではないため、「事情の予見されなかった発

展」には該当しないと考えられる。 

加えて、セーフガードを適切に発動するためには、ＧＡ

ＴＴ19条１項(a)やＳＧ協定上の実体要件・手続要件を満

たす必要があるが、これら要件の多くも適切に満たしてい

ないと考えられる。 

以上のように、インド当局は上記発動要件を適切に認定

しておらず、本措置はＧＡＴＴ19条１項(a)やＳＧ協定に

不整合であると考える。 

我が国は、2015年９月の調査開始以降、インドの本件措

置に関し、意見書の提出及び公聴会への参加等を通じＷＴ

Ｏ協定への抵触の可能性を指摘してきた。しかしながら、

本措置の撤廃の動きが見られなかったことから、2016 年

12 月、我が国はインドに対してＷＴＯ協定に基づく二国
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間協議要請を行った。二国間協議は 2017 年２月に実施さ

れたが、熱延鋼板のセーフガードについては協議による解

決に至らなかったため、同年３月にパネル設置を要請し、

同年４月にパネルが設置さた。2018年 11月、パネルは我

が国の主張をほぼ受入れ、本措置は協定に非整合的である

と判断した。インドはパネルの判断を不服として 2018 年

12月 14日に上訴し、現在は上級委員会手続が進められて

いる。 

また、インド政府が 2016 年２月に導入した鉄鋼製品に

対する最低輸入価格制度（Minimum Import Price : ＭＩ

Ｐ）は、品目毎に設定した最低輸入価格を下回る鉄鋼製品

についてインド国内への輸入を禁止・制限する措置であり、

ＧＡＴＴ第 11 条（輸入数量制限の一般的廃止）に違反す

る可能性が高いとして上記セーフガード措置と同時にＷ

ＴＯ協定に基づく二国間協議要請を行った。インド政府は

ＭＩＰを６ヶ月間の時限措置として導入し、適用期間の延

長を繰り返していたが、協議要請後は延長を措置せず、

2017年２月にＭＩＰは失効した。 

(C)ブラジルの内外差別的な税制恩典措置 

ブラジルは、2011年９月、自動車に対する工業品税（工

業品に課される付加価値税）の税率を 30％引き上げると

ともに、2012年 10月より、自動車メーカーに対して、ブ

ラジル国内での一定の製造工程の実施、ブラジル国内での

研究開発等への投資などの要件を満たした場合、自動車の

製造に使用されたローカルコンテントの比率等に応じて、

工業品税の減税を認める政策（イノバール・アウト）を実

施した。また、情報通信機器分野においても、ブラジル国

内での生産・投資やローカルコンテントの使用等に関連付

けた税制恩典措置等を行った。 

これらの措置は、税の減免等という利益を受ける上で輸

入品を不利に扱っており、ローカルコンテントの利用を奨

励している点でＧＡＴＴ第３条及びＴＲＩＭｓ第２条、補

助金協定第３．１条(b)号等に抵触する可能性があること

から、2015年７月に、ブラジルに対して二国間協議要請を

行った。同年９月にブラジルとの協議を実施したが、満足

のいく解決策が得られなかったことからパネル設置要請

を行い、同月、パネルが設置され、2017年８月にパネル最

終報告書が加盟国配布され、ブラジルの措置はＷＴＯ協定

不整合と認定された。ブラジルはパネルの判断を不服とし

て上訴し、2018年 12月、上級委員会報告書が公表された。

上級委員会は、パネル報告書を概ね支持し、自動車及び情

報通信分野への優遇税制措置について、ＷＴＯ協定に従っ

て措置の是正・撤廃を、また、禁止される国産品優先補助

金（補助金協定第３.１条(b)、３.２条）については遅滞

なく廃止するよう勧告した。他方、情報通信分野の税制恩

典措置の一部、及び自動車政策における国内製造工程要件

については、国産品優先補助金に該当するとのパネル判断、

また、輸出企業に対する税制恩典措置については補助金に

該当するとのパネル判断を覆した。上級委報告書に基づき、

ブラジルに対しては、禁止補助金の遅滞なき廃止、および

ＷＴＯ協定違反の措置の是正が勧告された。2019年１月、

ブラジルは履行の意思を表明した。 

(D)韓国の日本製ステンレス棒鋼に対するＡＤ措置 

2016年６月、韓国政府は、日本からのステンレススチー

ル棒鋼に対する第３次サンセットレビューを開始し、2017

年６月、３年間課税措置を延長する旨の決定をした。 

ＡＤ協定第 11.３条は、ＡＤ課税はその賦課の日又は最新の

見直しの日から５年以内に撤廃することを原則とし、例外的

にＡＤ措置の継続が許容されるためには、ＡＤ税の撤廃がダ

ンピング及び損害の存続又は再発をもたらす可能性が必要で

あることを規定する。本件では、日本からの輸入品は特殊用途

向け製品が多く、他方で、同じく調査対象国であるインドから

の輸入品や韓国の国内産品は汎用向け製品が多いうえ、ＡＤ

課税されていない中国、台湾などの国からのステンレス棒鋼

の輸入量も大きく増加している中で、日本製品に対するＡＤ

措置を継続しなければ損害が存続又は再発する可能性が高い

とはいえないことから、韓国の本件ＡＤ措置は、ＡＤ協定に違

反する可能性がある。 

我が国は、2016年 10月以降のＷＴＯ・ＡＤ委員会にお

いて、上記国際ルール上の懸念点について指摘を行い、措

置の長期化に深い懸念を表明し、調査手続においても、

2016 年 11 月実施の公聴会や 2017 年５月提出の政府意見

書において、日本政府として同趣旨の懸念を表明したが、

同年６月、上記のとおり課税措置の延長が決定された。こ

れをうけ、我が国は、2018年６月、ＷＴＯ協定に基づく二

国間協議要請を行い、同年８月、二国間協議を実施したが、

韓国側から措置撤廃に向けた見通しが示されないことか

ら、同年９月、ＷＴＯ協定に基づくパネル設置要請を行っ

た。その後、同年 10 月にパネルが設置され、現在はパネ

ル手続が係属中である。 
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３．２．経済連携協定､投資協定 

(１)経済連携協定(ＥＰＡ／ＦＴＡ) 

ＥＰＡ(経済連携協定)/ＦＴＡ(自由貿易協定）とは、物

品関税の削減・撤廃、サービス貿易の自由化、投資環境の

整備、ビジネス環境の向上に関する協議の場の設置等を規

定し、幅広い経済関係の強化を目的とする 2国間又は多国

間の国際協定をいう。 

経済連携の推進は、国内に立地する輸出企業にとっては、

関税削減等を通じた輸出競争力の維持又は強化の面で意

義があり、他方で、外国に投資財産を有する企業やサービ

スを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい

環境が整備されるという点で意義がある。 

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､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:米国がＮＡＦＴＡ (1994 年発効)､ＥＣ(1993 年に

ＥＵへ発展)が単一市場の構築への取組を加速させる等)､

②ＮＩＥｓ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､③2000 年代後半以降､WTO

ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中､世界の主要国が貿易･

投資の拡大のために積極的にＥＰＡ／ＦＴＡを結ぶよう

になったこと等が挙げられる｡ＧＡＴＴ第 24 条等に基づ

く地域貿易協定(ＲＴＡ)の通報件数を見ると､1948 年か

ら 1994 年の間にＧＡＴＴに通報されたＲＴＡ（ＦＴＡや

関税同盟等）は 124件であったが、1995 年のＷＴＯ創設

以降、400を超えるＲＴＡが通報されており、2019年 3月

31 日時点でＧＡＴＴ／ＷＴＯに通報された発行済みＲＴ

Ａは 472 件に上る｡以下､2018 年度までの取組について説

明する｡ 

 

 

 

 

 

 

図：日本の経済連携の推進状況 

 

 

（ア）アジア太平洋地域の経済統合と世界のＦＴＡ動向 

アジア太平洋地域では､ＡＰＥＣ参加国・地域の間で、

アジア太平洋自由貿易圏(ＦＴＡＡＰ）の実現が目指され

ており､そのための道筋として､環太平洋パートナーシッ

プ（ＴＰＰ）、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）、

日中韓ＦＴＡをはじめ、各地域をつなぐ様々な広域経済連

携の取組が同時に進行している｡これらの取組が相互に刺

激し合うことで高い相乗効果を生み､先進国間でも高いレ

ベルのＥＰＡ／ＦＴＡの締結が進むことで世界全体の貿

易投資に関するルール作りが進むことが期待されている｡ 

米国のＴＰＰ離脱をはじめ世界で保護主義の風潮が高

まる中、我が国は自由貿易の旗手として、自由で公正な市

場を、アジア太平洋地域を始め世界に広げていくことを目

指していく必要がある。 

（イ）我が国の経済連携取組状況 

(A)環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ:Trans-Pacific 

Partnership）（2016年 2月 4日署名） 

我が国は、環太平洋パートナーシップ協定（以下ＴＰＰ）

に関し、2013 年 3 月に参加を表明、同年７月から豪州、

ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュー

ジーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの 11

か国との交渉に参加した｡その後の交渉を経て、2015年 10

月米国アトランタで大筋合意に至り、2016 年 2 月 4 日に

オークランドで署名がなされた。 

日本国内に於いては、2016 年 12 月 9 日に、ＴＰＰ協定

が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。

その後、2017 年 1 月 20 日、ＴＰＰ協定現署名国 12 ヶ国

の中で最も早く国内手続き完了の通報を協定の寄託国で

あるニュージーランドに対して行った。 

一方、米国は、2017 年 1 月 30 日に、ＴＰＰ協定の締約
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国になる意図がないことを通知する書簡を協定の寄託国

であるニュージーランド及びＴＰＰ協定署名国各国に対

して発出した。 

(B)環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的

な協定（ＣＰＴＰＰ：Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership） 

 2017 年 1 月の米国によるＴＰＰ協定離脱の通告後、米

国を除くＴＰＰ協定署名 11 か国の尽力により、2018 年 3

月 8日午後 3時（現地時間）、チリにおいてＴＰＰ１１協

定の署名を実現。この後、6 月 28 日にメキシコが寄託者

であるニュージーランドに対して通報を行った。続く 7月

6日に日本、7月 19日にシンガポール、10月 25日にニュ

ージーランド、10 月 26 日にカナダ、10 月 31 日にオース

トラリアがそれぞれニュージーランドへの通報を完了さ

せたことで、協定に定める発効に必要な 6か国の国内手続

が完了した。なお、ベトナムも 11月 15日付で国内手続を

完了させている。 

 2018年 12月 30日、ＴＰＰ１１協定はメキシコ・日本・

シンガポール・ニュージーランド・カナダ・オーストラリ

アの 6 か国間で発効し、2019 年 1 月 14 日以降はベトナ

ムを加えた 7 か国間で効力を生じている。ＴＰＰ１１協

定の発効によって、モノの関税だけでなく、サービス、投

資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有

企業の規律、環境など、幅広い分野で 21 世紀型のルール

を、アジア太平洋に構築し、自由で公正な巨大市場を作り

出すことが期待される。 

 2019年 1月 19日には東京で第 1回ＴＰＰ委員会が開催

され、今後の新規参加に関する手続について議論、方針が

決定された。同日採択された閣僚声明では、新たな国・地

域の加入を通じ協定を拡大していくとの署名国の強い決

意が盛り込まれている。 

(C)日ＥＵ・ＥＰＡ(2019年 2月 1日発効) 

我が国とＥＵは､世界人口の１割､貿易額の４割､ＧＤＰ

の３割を占める重要な経済的パートナーであり､日ＥＵ・

ＥＰＡは､日本・ＥＵ間の貿易投資を拡大し､双方の経済成

長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの

先頭役を果たすものといえる。 

2013 年 4 月の交渉開始以降､2017 年 4 月までに 18 回の

交渉会合が開催され、2017 年 7 月 8 日の日ＥＵ定期首脳

協議において交渉の基本的要素について大枠合意を確認

し、同年 12 月 8 日に日ＥＵ首脳間で交渉妥結が確認され

た。その後、2018年 7月 17日に署名、同年 12月 21日に

日ＥＵ双方は本協定発効のための国内手続きを完了した

旨を相互に通告し、2019 年 2 月 1 日に発効した。なお、

投資保護規律及び投資紛争解決手続きについては別途協

議を継続している。 

(D)東アジア地域包括的経済連携 (ＲＣＥＰ：Regional 

Comprehensive Economic Partnership)(交渉中)  

ＲＣＥＰは、世界全体の人口の約半分､ＧＤＰの約 3割

を占める広域経済圏を創設するものであり､最終的には、

ＦＴＡＡＰの実現に寄与する重要な地域的取り組みの一

つである。 

東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築

されているが、この地域内における更なる貿易・投資の自

由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。 

この地域全体を覆う広域ＥＰＡが実現すれば、企業は最

適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワ

ークを構築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、ルールの統一化や手続の簡素化によってＥＰＡを活用

する企業の負担軽減が図られる。 

2013 年 5 月にブルネイで第１回交渉会合が開催されて

以降､2019 年 3 月までに 24 回の交渉会合と 15 回の閣僚

会合(5 回の中間閣僚会合含む)が開催されている｡現在、

貿易交渉委員会（Trade Negotiating Committee）に加え、

物品貿易、原産地規則､税関手続・貿易円滑化、衛生植物

検疫措置 (ＳＰＳ)､任意規格・強制規格・適合性評価手続

(ＳＴＲＡＣＡＰ)､貿易救済、サービス貿易、金融サービ

ス、電気通信サービス、人の移動、投資、競争、知的財産、

電子商取引、政府調達、紛争解決といった幅広い分野につ

いて交渉が行われている。経済協力、中小企業、政府調達、

税関手続・貿易円滑化、衛生植物検疫措置（ＳＰＳ）、任

意規格・強制規格・適合性評価手続（ＳＴＲＡＣＡＰ）、

制度的事項の７つの章については合意済。 

2018 年 11 月 12 日にシンガポールにおいて開催された

ＲＣＥＰ閣僚会合では、これまでの交渉を踏まえて残され

た論点について閣僚間で集中的に議論するとともに、11

月 14 日に開催された第 2 回ＲＣＥＰ首脳会議では、共同

首脳声明が発出され、2018 年におけるＲＣＥＰにおける

交渉の実質的な進展を歓迎するとともに、包括的で質の高
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いＲＣＥＰを 2019年中に妥結する決意を示した。 

東アジアの成長を取り込み、我が国産業の国際展開を後

押しするものとなるべく、引き続き包括的で質の高い協定

の早期妥結を目指し交渉を進めていく。 

(E)日中韓ＦＴＡ（交渉中） 

日中韓３か国は、世界における主要な経済プレイヤーで

あり、３か国のＧＤＰ及び貿易額は､世界全体のＧＤＰ及

び貿易額の約２割を占める｡日中韓ＦＴＡは３か国間の貿

易･投資を促進するのみならず､ＦＴＡＡＰ（アジア太平洋

自由貿易圏）の実現にも寄与する重要な地域的取組の一つ

である。 

2013年 3月に交渉を開始して以降､2019年 3月までに計

14 回の交渉会合を実施し､物品貿易､原産地規則､税関手

続､貿易救済､物品ルール、サービス貿易、投資、競争、知

的財産､衛生植物検疫 (ＳＰＳ)､貿易の技術的障害 (ＴＢ

Ｔ)､法的事項､電子商取引､環境､協力等の広範な分野につ

いて議論を行っている。なお、2016年 10月の日中韓経済

貿易大臣会合では、包括的かつ高いレベルの協定の実現を

目指し交渉を加速化していくことが確認された。 

(F)日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携（ＡＪＣＥＰ）協定（サ

ービス・投資章)（2019年 3月 2日署名） 

ＡＳＥＡＮ全加盟国とのＥＰＡである日･ＡＳＥＡＮ包

括的経済連携(ＡＪＣＥＰ)は､2004 年 11 月の首脳間での

合意に基づき 2005 年４月より交渉を開始し､2008 年 4 月

14 日に各国持ち回りでの署名を完了し､加盟国との間で

順次発効している｡2010 年 10 月より交渉が行われていた

ＡＪＣＥＰのサービス貿易章・投資章については３年にわ

たる交渉を経てルール部分について実質合意に至り､2013

年 12 月の日ＡＳＥＡＮ特別首脳会議において同成果は各

国首脳に歓迎された｡その後、残された技術的論点の調整

等を実施した結果、2017年 11月の非公式日ＡＳＥＡＮ経

済大臣会合において、ＡＪＣＥＰのサービス貿易・投資に

係る改正議定書について、閣僚レベルの交渉終結に合意。

2019 年３月において、ベトナム以外のＡＳＥＡＮ締約国

が署名を完了し、今後はベトナムの署名及び各国の国内発

効手続を進めることとなった。 

(G)日ＧＣＣ・ＦＴＡ（交渉延期） 

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、アラブ首長国連邦からなるＧＣＣ(湾岸協力理

事会)諸国とのＦＴＡ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 2009 年 7 月に､ＧＣＣ側の要請に

より交渉が延期されており､我が国は交渉再開に向けて働

きかけを行っている｡ 

(H)日・コロンビアＥＰＡ（交渉中） 

コロンビアは、2016年 11月にコロンビア政府とコロン

ビア革命軍（ＦＡＲＣ）の間での和平合意が議会で承認さ

れ、安定した成長率（今後 5年間で平均４％強）が見込ま

れる人口約 4、900 万人の市場であり、ＥＰＡを通じた貿

易・投資環境の改善により輸出入拡大が期待される。コロ

ンビア政府は経済の自由開放政策を掲げるなか、中南米諸

国、米国、カナダ、ＥＵ、及び韓国とのＦＴＡが発効済み

である。 

 2011 年 9 月の日コロンビア首脳会談において、日・コ

ロンビアＥＰＡの共同研究の立ち上げが合意されたこと

を受けて共同研究が開始され、2012 年 7 月にあり得べき

ＥＰＡは両国に多大な利益をもたらすことに資するとの

報告書がとりまとめられた。同報告書を踏まえ 2012 年 9

月に行われた日コロンビア首脳会談にて､両国はＥＰＡ交

渉を開催することで一致し、2012年 12月に第１回交渉が

開催された。 

 その後、2017 年 3 月末までに、13 回の交渉会合が開催

された。また、2016年 9月に続き同年 11月にも行われた

日・コロンビア首脳会談においては、両首脳は、交渉が最

終段階にあり、交渉の早期妥結を目指すことを確認した。

また、2018年 8月 16日の河野外相によるドゥケ・コロン

ビア大統領表敬の際にも、ＴＰＰと並んでとりあげられた。 

(I) 日・トルコＥＰＡ（交渉中） 

トルコは人口 8、000万人を超え、国民の平均年齢が 30

歳前半と若い魅力的な国内市場を持つ。加えて、欧州及び

周辺国市場への生産拠点として注目されている。貿易・投

資環境の改善による輸出入拡大が期待され、我が国企業の

関心は高い。日・トルコ間の投資・ビジネス環境の改善や、

発効済の韓国・トルコＦＴＡ（物品協定）に劣後しない貿

易の自由化や規律の策定を目指している。 

2014 年 1 月の日トルコ首脳会談において、交渉開始が

合意された。同年12月に第1回交渉会合を開催して以降、

2019年 3月までの間に計 13回の交渉会合を開催し、物品

貿易や原産地規則、サービス貿易、投資、電子商取引、ビ

ジネス環境等の広範な分野について議論を行っている。 
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日・トルコＥＰＡによって、欧州企業や韓国企業といっ

た競合相手との競争条件の平等化を早急に図ることを通

じ、トルコへの日本企業の輸出を後押しするとともにトル

コの投資環境関連制度の改善により、トルコへの日本企業

の投資促進を図る。 

 

（２）投資協定 

投資協定とは、投資先国での自国投資家及びその財産の

保護や締約国間の投資自由化等を約束する国家間の条約

である。海外に投資した投資家やその投資財産の保護、規

制の透明性向上等により、投資を促進するための内容を規

定している。 

我が国は、これまでアジア諸国を中心に 48 件の投資関

連協定(投資協定及び投資章を含む経済連携協定)に署名

し､うち 43件が発効している(2019年 3月現在)｡ 

一方で､世界の投資関連協定数は大きく増加しており､

ＵＮＣＴＡＤ(国連貿易開発会議)の調べでは､2018 年時

点で 3、317 件に達している｡中でも､米国、欧州諸国や中

国等は既に 100 件を超える投資関連協定を締結しており､

我が国も更なる取組の推進が必要である｡今後は､資源国

や新興経済国を中心に､実際のニーズに基づいて交渉相手

国の優先順位を付け､迅速かつ柔軟に投資関連協定の締結

を進めることが求められている｡ 

2016年 5月、「投資関連協定の締結促進等投資環境整備

に向けたアクションプラン」を策定し、今後は当該プラン

に基づいて投資関連協定の締結を始めとして、投資環境の

整備を促進していくこととなった。その主な内容として、

第一に、我が国として、投資関連協定の締結促進に集中的

に取り組み、2020年までに、投資関連協定について、100

の国・地域を対象に署名・発効することを目指す。第二に、

交渉相手国の選定に当たっては、毎年度、我が国から相手

国・地域への投資実績と投資拡大の見通し、我が国産業界

の要望、我が国外交方針との整合性、相手国・地域のニー

ズや事情等を総合的に勘案の上、方向性を検討していく。

第三に、投資関連協定の締結交渉に当たっては、投資市場

への新規参入段階から無差別待遇を要求する「自由化型」

の協定を念頭に、高いレベルの質を確保することを不断に

追求する。同時に、産業界の具体的なニーズや相手国の事

情等に応じながら、スピード感を重視した柔軟な交渉を行

う。第四に、我が国は、二国間又は複数国間の投資関連協

定の交渉を積極的に進めると同時に、多数国間フォーラム

などにおける投資環境整備に向けた国際的な議論に積極

的に貢献していく。第五に、協定を締結するに当たっては、

従来からの投資協定の内容のみならず、近年の経済・社会

状況の変化も踏まえ、サービスや電子商取引等の分野を含

めることも検討するなどして、新たな企業活動にも対応し

た投資環境を作り上げることにより我が国の経済成長を

目指すこと等について盛り込まれている。 

 

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 17日 2005年 4月 1日 
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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 

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 

2014年 1月 17

日 

コロンビア 2011年 9月 12日 
2015年 9月 11

日 

クウェート 2012年 3月 22日 
2014年 1月 24

日 

日本・中国・韓

国 
2012年 5月 13日 

2014年 5月 17

日 

イラク 2012年 6月 7日 
2014年 2月 25

日 

サウジアラビア 2013年 4月 30日 2017年 4月 7日 

モザンビーク 2013年 6月 1日 
2014年 8月 29

日 

ミャンマー 2013年 12月 15日 
2014年 8月 7

日 

豪州（経済連携

協定） 
2014年 7月 8日 

2015年 1月 15

日 

カザフスタン 2014年 10月 23日 
2015年 10月 25

日 

ウルグアイ 2015年 1月 26日 2017年 4月 14日 

ウクライナ 2015年 2月 5日 
2015年 11月 26

日 

モンゴル（経済

連携協定） 
2015年 2月 10日 2016年 6月 7日 

オマーン 2015年 6月 19日 2017年 7月 21日 

ＴＰＰ（経済連

携協定） 
2016年 2月 4日 未定 

イラン 2016年 2月 5日 2017年 4月 26日 

ケニア 
2016年 8月 28

日 
2017年 9月 14日 

イスラエル 2017年 2月 1日 2017年 10月 5日 

アルメニア 
2018年 2月 14

日 
未定 

ＣＰＴＰＰ（経

済連携協定） 
2018年 3月 8日 

2018年 12月 30

日 

アラブ首長国連

邦 

2018年 4月 30

日 
未定 

ＥＵ（経済連携

協定） 

2018年 7月 17

日 
2019年 2月 1日 

ヨルダン 
2018年 11月 27

日 
未定 

アルゼンチン 
2018年 12月 1

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。 
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４．二国間関係 

４．１．アジア太平洋各国関係 

（１）日本・中国関係  

2006年 10月に日中双方で発表した「日本・中国共同プ

レス発表」には、「共通の戦略的利益に立脚した互恵関係」

（戦略的互恵関係）を構築するため努力していくことが盛

り込まれ、その後、戦略的互恵関係構築のための様々な取

組が進められた。 

2012年 9月の日本政府による尖閣諸島の取得・保有後、

中国各地で反日デモが発生し、中国国内での日本製品の販

売にも影響が出るなど、日本、中国経済関係も大きな影響

を受け、約二年の間、首脳交流が途絶えたが、2014 年 11

月に安倍総理と習近平国家主席（ＡＰＥＣ首脳会合＠北京）

による日中首脳会談を契機に交流が再開。2017年 11月 11

日の習近平国家主席と安倍総理の間の日中首脳会談及び

13 日の李克強総理と安倍総理との間の日中首脳会談で

「新たなスタート」を切って以降、日中のハイレベルでの

交流が活発化しており、2018 年 5 月 9 日に行われた日中

韓サミットのマージンで、安倍総理と李総理との間で日中

首脳会談が開催された。会談では新たな協力分野を開拓す

ることや、第三国における日中民間経済協力や安倍総理の

年内訪中、その後の習近平国家主席の訪日と着実にハイレ

ベル往来を積み重ねていくことで一致した。2018年 10月、

5月の日中首脳一致を受け北京において第 1回日中第三国

市場協力フォーラムを開催した。日本政府は安倍総理、世

耕経済産業大臣が、中国政府は李克強総理、何立峰発展改

革委員会主任、鍾山商務部長が出席し、インフラ協力等の

プロジェクトにつき国際スタンダードの遵守や第三国裨

益の重要性を共有し、日中の政府関係機関・企業・経済団

体の間で 52件の協力覚書が締結した。 

経済産業省の「尖閣」後の取組みとしては、まず 2014年

11 月の日中首脳会談の再開に先立ち、同年同月のＡＰＥ

Ｃ閣僚会合において、宮澤経済産業大臣が高虎城・商務部

長及び苗圩・工業信息化部長と会談し、双方の対話と協力

を深めていくことで一致した。また同年 12 月には「日中

省エネルギー・環境総合フォーラム（第 8 回）」が、翌年

4 月には商務部との次官級定期協議（第 16 回）が、それ

ぞれ年 1 回の定期交流を再開した。2018 年 5 月の日中韓

サミットに際し、世耕大臣は鍾山商務部長、何立峰国家発

展改革委員会主任と会談を行い、その後の日中首脳会談の

場で「第三国における日中民間経済協力に関する覚書」、

「サービス産業協力の発展に関する覚書」に署名した。 

その後も鐘山商務部長と国際ルール・慣行に則った貿

易・投資の推進、ビジネス環境改善の重要性、省エネ・環

境分野での協力強化や第三国市場協力など幅広い分野に

ついて会談を積み重ねた。 

 

（２）日本・韓国関係 

（ア）貿易・投資等 

2018 年の日本・韓国間の貿易額は約 851 億ドル（対前

年比+3.9%）と 3年連続で増加したが、輸入額は減少した。

韓国にとって日本は輸出先として第 5位、輸入先として第

3 位である。他方、日本からの対韓国直接投資(実績ベー

ス)は昨年と比べて減少し、2018 年は約 10.3 億ドル（対

前年比-19.0％）となった。韓国の国別直接投資受入れに

おいて、1962 年～2018 年までの累計では、日本は第 2 位

である。 

（イ）旧朝鮮半島出身労働者問題 

2018 年 10 月 30 日に日本製鉄、同年 11 月 29 日に三菱

重工業が韓国大法院にて、旧朝鮮半島出身労働者問題訴訟

について敗訴判決を受けた。同年 11月 29日の両社に対す

る大法院敗訴判決を受け、外務大臣が談話を発出。2019年

1 月 9 日には日韓請求権協定に基づく協議を要請したが、

韓国政府はこれに応じていない。韓国側に国際法違反の状

況の是正を強く求めている。 

（ウ）日本産水産物に対する輸入規制強化 

韓国が 2013 年 9 月に福島県を含む 8 県からの全ての水

産物の輸入を禁止する特別措置を決定したことに対し、

2015 年 5 月に日本からＷＴＯ協定に基づく二国間協議を

要請し、同年 6 月に協議を実施したが解決に至らなかっ

た。これを踏まえ、同年 9月にパネルが設置され、その後

2年半にわたる検討を経て、2018年 2月に韓国の輸入禁止

措置を不当とするパネル報告書が公表された。同年４月に

韓国がパネル判定に対して上訴提起を行った。 

 

（３）日本・モンゴル関係 

1990年以降、民主化、市場経済化を進め、急速に発展す

るモンゴルは、石炭、レアメタル等豊富な鉱物資源に恵ま

れていることから、更なる成長が期待され、我が国にとっ

ても重要な資源国である。 
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2018 年 2 月、モンゴルからツォグトバータル外務大臣

が来日し、世耕経済産業大臣と会談を行った。会談では、

モンゴルからの対日輸出拡大やモンゴル産カシミヤ等の

軽工業分野に関する協力等について意見交換を行った。ま

た、ツォグトバータル外務大臣来日に合わせ、日本貿易振

興機構（JETRO）が主催したモンゴルビジネスセミナーで

は、幅広い分野の日本企業から 200名以上が参加し、モン

ゴルの貿易投資環境に関する情報提供が行われた。 

2018年 12月、東京にて開催された第 9回日本モンゴル

官民合同協議会では、関経済産業副大臣が出席するととも

に、日本とモンゴル両国の官民合わせて約 100 名が参加

し、両国の政府及び民間の代表者の間で、今後の日本とモ

ンゴルとの具体的な協力事業に発展していくことへの期

待を表明した。日本・モンゴル両国の政府と民間の代表者

より、カシミヤ産業等での協力事例が紹介され、モンゴル

でのビジネス展開における改善点や課題についても積極

的な意見交換を実施した。閉会式では、モンゴルの首相と

して初めてフレルスフ首相が協議会へ参加して挨拶を行

い、日本モンゴル経済連携協定（EPA）を活用した農牧畜・

軽工業分野等での輸出拡大、また、中小企業を中心とした

日本企業からの投資拡大への期待を表明した。 

 

（４）日本・インド関係 

2018 年 5 月、世耕経済産業大臣は、世界有数のスター

トアップ・エコシステムを擁するベンガルールを経済産業

大臣として初めて訪問し、IT・ベンチャー企業有識者との

意見交換及びスタートアップ企業支援施設の視察を行っ

た。また、インド経営大学院バンガロール校（IIM-B）で

のセミナーで、2017 年 9 月の日印首脳会談で合意された

「日印スタートアップ・ハブ」をベンガルールに構築する

ことをアピールした。 

続いて訪問したデリーでは、シン電力・新・再生可能エ

ネルギー大臣と共同議長を務める日印エネルギー対話を

開催し、電力、再エネ、省エネ、石炭、石油・天然ガスの

各分野における日印間のエネルギー協力の成果を確認し

た。さらに、これらの協力を発展させつつ、水素について

の協力や電気自動車分野との連携などを新たに包括し、イ

ンドのエネルギー転換・脱炭素化を促進する「日印エネル

ギー転換協力プラン」に合意し、同プランの内容を含む「第

9回日印エネルギー対話共同声明」に署名した。 

加えて、世耕大臣は JETRO・NEDO主催の日印産業・エネ

ルギー・セミナーに出席し、約 300名の日印の政府関係者

及びビジネスリーダーを前に講演し、「日印スタートアッ

プ・イニシアチブ」、アジア・アフリカ地域における日印

ビジネス協力、日本工業団地（JITs）のプログレスレポー

ト及び前述の「第 9回日印エネルギー対話共同声明」につ

いて発表した。 

また、インド訪問中、シンハ通信・鉄道大臣、クマール

NITI Aayog（政策委員会）副委員長、プラダン石油・天然

ガス大臣兼技能開発・起業促進大臣、プラサド電子・IT大

臣とそれぞれ会談をし、各分野における二国間協力につい

て意見交換をした。 

2018年 10月、インドのモディ首相は日本を訪問し、安

倍内閣総理大臣と会談した。安倍総理は、「日印関係は世

界で最も可能性を秘めた二国間関係であり、モディ首相と

共にその潜在力を全面的に開花させ、地域や世界の平和と

繁栄のため貢献していきたい」と述べ、モディ首相からも

「強いインドと強い日本はアジアのため、世界のために役

割を果たすことができる、歴史ある二国間関係を新しい分

野に広げ、交流を強化したい」と述べるなど、日印関係の

多大な実績を歓迎しつつ、新しい分野での協力可能性につ

いて共通認識を深める首脳会談となった。 

当該首脳会談においては、スタートアップ分野に加え、

デジタル分野における幅広い協力を推進する「日印デジタ

ル・パートナーシップ」の立ち上げを歓迎するとともに、

インドにおけるスタートアップ企業に投資するためのフ

ァンド創設を奨励・支援することに合意した。また、「日

印投資促進ロードマップ」の下での日本工業団地（JITs）

開発の進展及び製造業人材育成に係る「日本式ものづくり

学校（JIM）」の新規開校、2019 年度第 1 四半期内の開始

を合意した日印特許審査ハイウェイ(PPH)を通じた着実な

投資の進展、さらに、アフリカを含むインド太平洋地域に

おける日印ビジネス交流を更に促進する「アジア・アフリ

カ地域における日印ビジネス協力プラットフォーム」の設

立に向けた議論を歓迎した。エネルギー分野についても、

日印エネルギー転換協力プランの合意を歓迎するととも

に、ハイブリッド車や電気自動車など環境に配慮した自動

車の生産、エネルギー効率と省エネ、エネルギー貯蔵にお

いて引き続き協力していくことで一致した。また、この機

会に、インドが主導する「太陽に関する国際的な同盟（ISA）」
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への日本の加盟を表明した。 

加えて、日印協力の重要な象徴であるムンバイ－アーメ

ダバード間高速鉄道に関し、安倍総理より第二期借款供与

が決定した旨述べられ、モディ首相から感謝の言葉が述べ

られた。併せて、西部貨物専用鉄道（DFC）やデリー・ム

ンバイ間産業大動脈（DMIC）構想を通じた連結性強化にお

ける日本の役割が一層評価された。 

なお、同日、世耕大臣はモディ首相を表敬し、二国間の

取組みについて意見交換した。具体的にはスタートアップ

の取り組みに加え、企業間連携や人材、研究開発などを含

めたデジタル分野での協力や、アジア・アフリカ地域にお

ける日印のビジネス協力などを進めていくことを確認し

た。また、RCEPについても引き続き日印間で連携していく

ことで一致した。 

翌 2019 年 1 月には、磯﨑経済産業副大臣がインドのグ

ジャラート州（GJ 州）を訪問し、GJ 州主催の「バイブラ

ント・グジャラート 2019」に、同行日本企業約 40社約 130

名と共に出席し、開会式及びジャパンセミナーで講演した。

講演では、日本と GJ 州との協力関係、メイク・イン・イ

ンディア協力、アジア・アフリカ地域における日印ビジネ

ス協力、日印デジタル・パートナーシップについて紹介し

た。 

また、磯﨑副大臣は同イベント中にモディ首相を表敬し、

デジタル分野や人材育成分野等における日印協力の重要

性を確認した他、日本企業 15社とともにルパニ・GJ州首

相と会談し、日本企業の集積が進む GJ 州マンダル・ベチ

ャラジ・コラージ地域における投資環境整備に係る課題の

解決やインフラの整備等を働きかけた。 

 

（５）日本・バングラデシュ関係 

2018 年 7 月、世耕経済産業大臣は訪日したアーメド商

業大臣と会談し、二国間の経済関係の強化、バングラデシ

ュの LDC卒業に向けた取組、工業団地開発支援、投資促進

について意見交換した。また、第 4回日バングラデシュ官

民合同経済対話をダッカで開催することに合意し、引き続

き、良好な二国間関係を継続していくことを確認した。 

 

（６）日本・パキスタン関係 

 2018年 12月、第 6回日本・パキスタン官民合同経済対

話を実施した。石川経済産業大臣政務官とダウード首相顧

問（閣僚級）が共同議長を務め、日本・パキスタン経済委

員会朝田照男会長及びパキスタン・日本ビジネス連盟

（PJBF）ソヘイル会長を筆頭に双方の企業が参加した。同

対話の成果として、投資環境に係る課題解決の進捗をレビ

ューするためのモニタリング委員会の設置や、パキスタン

のスタートアップによる日本企業向けのピッチイベント

の開催に合意した。 

 同対話後、世耕経済産業大臣はダウード首相顧問と会談

し、第 6回官民合同経済対話の総括として、パキスタンに

進出する日本企業の課題解決や日パ間の貿易・投資の拡大

の方策につき意見交換した。 

 

（７）日本・豪州関係 

2018年７月に世耕経済産業大臣とチオボー貿易・観光・

投資大臣との間で、第１回経済閣僚対話を開催。本対話で

は、自由で開かれたインド太平洋（Free and Open Indo-

Pacific）構想、ルールに基づいた多角的貿易体制、公平

な競争条件の確保等に向け、日豪両国が、ＡＰＥＣ、ＷＴ

ＯやＧ20などを通じて協力することを確認した。また、

2018年11月、世耕経済産業大臣は安倍総理とともに訪豪し、

日本企業が主導する初の大型ＬＮＧプロジェクトである

イクシスＬＮＧプロジェクトの陸上施設を視察したほか、

キャナバン資源・北部豪州大臣との会談及びバーミンガム

貿易・観光・投資大臣との協力覚書交換を行った。その他、

ＲＣＥＰ閣僚会合の機会などに、バーミンガム大臣とのバ

イ会談を複数回実施した。 

 

（８）日本・ニュージーランド関係 

2018年６月にパーカー貿易・輸出振興担当大臣が訪日

し、世耕経済産業大臣との間で、両国間の通商・経済関

係等についての会談を実施。両国がＴＰＰ11やＲＣＥＰ

を推進し、アジア太平洋地域の貿易に主導的役割を果た

していることから、この地域の貿易自由化の流れを確実

にするための協力に期待を表明した。 

 

（９）日本・東アジア関係 

（ア）日本、ＡＳＥＡＮ関係 

2018年８月 30日、日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合がシンガ

ポールにて開催され、日本から、デジタル経済と第４次産

業革命の到来を日本・ＡＳＥＡＮ双方の発展の好機とする
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ための協力として、（１）コネクティッド・インダストリ

ーズの展開をはじめとする産業高度化、（２）スタートア

ップへの支援、中小企業のデジタル化対応の促進に向けた

知見共有、（３）知的財産やサービス貿易、電子商取引と

いった分野におけるルールの導入・実施の支援を３本柱と

する「日ＡＳＥＡＮ第四次産業革命イニシアティブ」を提

案した。また、ＡＳＥＡＮ日本人商工会議所連合会（ＦＪ

ＣＣＩＡ）よりＡＳＥＡＮに対し、日系在ＡＳＥＡＮ企業

約 7000社の意見を集約した「10の提案」の説明が行われ

た。加えて、日ＡＳＥＡＮのイノベーションに関するビジ

ネス間連携を進めるための枠組みである「日ＡＳＥＡＮイ

ノベーションネットワーク」における取組みとして、イノ

ベーション対話、マッチングイベントの開催、及び、ＡＳ

ＥＡＮビジネス・アドバイザリー・カウンシル（ＡＳＥＡ

Ｎ－ＢＡＣ）との共同によるイノベーションＷＧの活動に

ついて、日ＡＳＥＡＮ経済協議会（ＡＪＢＣ）から報告さ

れた。 

（イ）ＡＳＥＡＮ＋３（日本、中国、韓国）の取組 

2018 年８月 30 日、第 21 回ＡＳＥＡＮ＋３経済大臣会

合がシンガポールにて開催された。ＡＳＥＡＮ＋３各国は、

貿易面の緊張が高まる中、ルールに基づく多国間貿易体制

の重要性を再確認するとともに、模倣品対策セミナーの実

施を始め、ＡＳＥＡＮ＋３の枠組での経済協力を強化する

ことを再確認した。また、東アジアビジネスカウンシル（Ｅ

ＡＢＣ）から「東アジアにおける包摂的、強靭かつ革新的

な成長に向けた経済統合」をテーマとした活動報告、及び、

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）や日本商工会議所のサポ

ートの下にＥＡＢＣによって実施されたＩｏＴ等の新技

術に関する調査報告を受け、閣僚間で意見交換を実施した。 

（ウ）ＡＳＥＡＮ＋８（日本、中国、韓国、インド、豪州、

ニュージーランド、米国、ロシア）の取組 

2018 年９月１日、第６回東アジアサミット経済大臣会

合がシンガポールにて開催された。東アジア・アセアン経

済研究センター（ＥＲＩＡ）から世界情勢についてのプレ

ゼンがなされるとともに、閣僚間でルールに基づく自由貿

易体制の維持等の経済課題について意見交換がなされた。 

（エ）日本・メコン関係 

2018年８月２日、日本とメコン諸国（ベトナム、カンボ

ジア、ラオス、ミャンマー及びタイ）の官民が参加する第

11 回日メコン産業政府対話にてメコン地域を取り巻く環

境変化を受け、産業界より日メコン協力にかかる要望やメ

コン産業開発ビジョン改訂に向けた期待が表明された。こ

れを受け、2018年８月 30日にシンガポールにおいて、第

10 回日メコン経済大臣会合が開催され、産業構造の高度

化、社会課題への対応、地域経済統合の深化等、メコン地

域を取巻く環境の変化に対応するため、「連結性（産業、

ハード、ソフト）」、「デジタルイノベーション」、「ＳＤＧ

ｓ」の三つの柱からなるメコン産業開発ビジョン 2.0を策

定することが閣僚間で合意された。 

（オ）東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ） 

経済産業省は、東アジア・アセアン経済研究センター（Ｅ

ＲＩＡ）を通じて、ＡＳＥＡＮ及び東アジアの経済統合を

支援した。2018年には、ＥＲＩＡは 2019年議長国のタイ

政府からの要請を受け、「ＡＳＥＡＮ Vision 2040」を策

定したほか、日本政府からの要請に基づき、日尼国交 60

周年を記念研究として、国際連合開発計画（ＵＮＤＰ）と

共同で「共通の未来:２つの海洋民主国家の共同事業（プ

ロジェクト 2045）」を実施した。また、ＥＲＩＡはＯＥＣ

Ｄと共同で、ＡＳＥＡＮの中小企業政策指標の改訂となる

「ＡＳＥＡＮ中小企業政策指標 2018」を作成したほか、国

連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）と共に「非関税措置デー

タベース」の拡充を進める等、国際機関との協力体制のも

と研究成果のアウトリーチに努めた。 

2018年、ＥＲＩＡは設立 10周年を迎え、８月のＡＳＥ

ＡＮ関連経済大臣会合の場においては、15 か国の大臣が

集い、設立 10 周年を祝するセレモニーが開催される等、

ＡＳＥＡＮ及び東アジア地域の経済発展を支えるにあた

り不可欠な知的インフラという立場を確立した。今後も、

非関税措置データベースの拡充等を通じ、ＡＳＥＡＮ及び

東アジアのさらなる経済統合の深化に貢献することが期

待された。 

（カ）その他の二国間関係 

(A)日本・インドネシア関係 

2018 年５月、世耕経済産業大臣はインドネシアを訪問

し、エンガル商業大臣、ルフット海洋担当調整大臣、ジョ

ナン エネルギー鉱物資源大臣と会談を行った。また、ル

フット海洋担当調整大臣と共に第３回日尼官民対話に参

加し挨拶を行った。2018年６月には、アイルランガ工業大

臣とエンガル商業大臣と面談を行い、日尼ＥＰＡ一般見直

し作業の完了を確認した。また、見直しの中で議論を行っ
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てきた産業協力枠組み文書に、アイルランガ工業大臣と共

に署名を行った。 

(B)日本・マレーシア関係 

2018年 11月、世耕経済産業大臣はマレーシア・レズア

ン起業家育成大臣と、日マレーシア・ハラル協力に関する

覚書に署名を行った。 

（C）日本・シンガポール関係 

2018 年５月、世耕経済産業大臣はシンガポールを訪問

し、チャン貿易産業大臣と、Ｇ20貿易・デジタル経済大臣

会合やＧ20 首脳会合に向けた連携を確認するとともに、

ＲＣＥＰの年内妥結に向けた道筋等について意見交換を

行った。 

(D)日本・ベトナム関係 

2018年 10月、世耕経済産業大臣とアイン商工大臣を共

同議長として、第３回日越産業・貿易・エネルギー協力委

員会を開催した。 

委員会では、自動車産業・裾野産業・食品産業等におけ

る協力、アジア太平洋地域における経済統合の推進や経済

連携協定の実施等に関する貿易における協力、電力や天然

ガス等の資源・エネルギー分野における協力について議論

が行われ、各分野において、引き続き、日ベトナム間の緊

密な協力を進めることを確認し、協力事項をとりまとめた

会議録（Record of Discussion）に署名した。 

(E)日本・タイ関係 

2018年７月、第４回日タイ・ハイレベル合同委員会にお

いて、菅内閣官房長官及びソムキット副首相立ち合いのも

と、世耕経済産業大臣とウッタマ工業大臣が、人材育成や

中小企業の成長促進等、「Connected Industries」のコン

セプトを活用したタイ産業構造高度化に向けた今後の協

力分野を両省間で確認する枠組文書（ Framewaork 

Document）を交換した。また、同委員会ではタイの環太平

洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ11）参加への支援や日タ

イ経済連携協定（ＪＴＥＰＡ）の一般的見直し、質の高い

東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の早期妥結に向

けた協力やタイランド 4.0 のための産業協力と東部経済

回廊、鉄道協力、エーヤワディ・チャオプラヤ・メコン経

済協力戦略会議（ＡＣＭＥＣＳ）マスタープランと日メコ

ン協力、高専などの人材育成、地域間協力について議論が

行われた。 

 

(F)日本・ミャンマー関係 

2018年６月、世耕大臣が、訪日したチョウ・ティン・ス

エ国家最高顧問府大臣と会談を行い、ティラワ特別経済特

区開発に引き続き協力していくことを確認した。 

また、2018 年 10 月、第 10 回日本・メコン地域諸国首

脳会議参加のために訪日したアウン・サン・スー・チー国

家最高顧問が、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）主催ミャ

ンマー投資カンファレンスに出席した。同会合にて滝波経

済産業大臣政務官から、両国の更なる関係強化に向けて協

力を推進していくとのメッセージを発信した。 

 

（１０）日中韓関係 

2016 年 10 月、東京で第 11 回日中韓経済貿易大臣会合

が開催された。 

経済貿易大臣会合では世耕弘成経済産業大臣が議長を

務め、高虎城・中国商務部部長、周亨煥・韓国産業通商資

源部長官が出席し、三カ国間の貿易・投資関係、日中韓Ｆ

ＴＡ及びＲＣＥＰ、三国間協力（サプライチェーン連結性

向上、オリンピック・パラリンピック、電子商取引、ＬＮ

Ｇ、第四国市場、地方経済等）などについて議論を行った。 

 

４．２．米州関係 

（１）日本・アメリカ関係 

（A）トランプ大統領の通商政策 

2018 年 1 月の一般教書演説において、トランプ大統領

は雇用、経済、インフラ、貿易、移民、外交・安全保障分

野の重要性を強調。特に、経済に関しては、税制改革等に

よる好調な経済を株式市場にアピールしている。また、外

国企業からの投資を歓迎する意向を鮮明にしており、日本

企業ではトヨタ自動車・マツダによるアラバマ州に於ける

合弁の自動車工場の新設について歓迎の意向を示してい

る。通商に関しては、過去数十年の通商政策を、米国の繁

栄を犠牲にし、企業・雇用・国富を流出せしめたと批判し、

新たな協定の交渉に努めることに加え、通商ルールの強い

エンフォースメントを通じて米国の労働者・知的財産を守

る、と表明している。そして、通商政策については、その

言葉どおり、引き続き、相手国との貿易赤字を削減し、不

平等な通商協定を改めると主張しながら、そのための施策

を打ち出し続けている。 
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① 通商協定の交渉 

米国が既に締結している通商協定に関しては、北米自由

貿易協定（以下、NAFTA）について、トランプ大統領は「米

国の貿易赤字を縮小する形で協定が改正なされなければ、

NAFTA から脱退する」と繰り返し主張し、就任直後から

NAFTA再交渉を政策課題として挙げ、2017年 8月より交渉

会合を実施し、2018 年 9 月 30 日に妥結発表、11 月 30 日

には、新 NAFTA ともいえる米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）の署名に至った。もっとも、本協定の発効には、

3か国の議会手続きを経て批准される必要があるため、そ

れぞれの国の動向が注視されている。 

また、トランプ大統領は、日本を含む TPP加盟国等との

二国間の通商協定の締結に向けた交渉にも意欲を示して

いる。これも受け、日米間でも、2018 年 9 月の首脳会談

を経て、日本と米国との間で新たな通商交渉が始まってい

る。 

 

② 米国通商法の執行 

② －（1）米国通商拡大法第 232条 

2018 年 3 月 8 日、米国は、鉄鋼とアルミニウムの輸入

が米国の国家安全保障上の脅威であると判断し、1962 年

通商拡大法第 232条に基づき、鉄鋼及びアルミニウムの輸

入に対し、それぞれ 25％、10％の追加関税賦課を課す旨決

定し、同 23日から関税徴収を開始した。 

その際、米国は、カナダ、メキシコ、EUを始めとする 7

か国に対して、鉄鋼輸入による安全保障上の障害のおそれ

に対処する満足のいく代替的な方法を協議中であるとし

て暫定的に関税賦課を除外。その後、韓国、ブラジル、ア

ルゼンチンは、数量規制を受け入れることで関税の対象か

ら除外されたが、カナダ、メキシコ、EUに関しては、6月

1日から追加関税の対象となった。日本は、関税賦課の決

定がなされた 3 月 9 日と 5 月 1 日に経済産業大臣談話を

発表し、米国が鉄鋼及びアルミニウムの輸入に対して追加

関税を課すことを決定したことに対し遺憾の意を表明。以

後、米国に対して、様々な機会を捉え、同盟国である日本

からの鉄鋼・アルミニウムの輸入が米国の安全保障に悪影

響を与えることはなく、むしろ、米国の産業や雇用にも多

大な貢献をしていることを説明していく立場をとり続け

ている。 

また、米国商務省は、2018年 5月 23日、自動車及び自

動車部品の輸入について、米国通商拡大法第 232条に基づ

く調査を開始すると発表。自動車、自動車部品については、

仮に広範な貿易制限措置が発動されるとすれば、世界市場

を混乱させ、WTOルールに基づく多角的貿易体制にも悪影

響を及ぼしかねないものであり、当該調査に関しては、各

国の政府や産業界のみならず、自動車産業を始め、米国内

からも反対の声が上がっている。 

日本政府は、パブリックコメントや公聴会等に限られず、

ありとあらゆる機会を通じて、粘り強く日本の立場を説明

し続け、結果として、2018 年 9 月の日米首脳会談におい

ては、日米は今後、信頼関係に基づき議論を行うこととし、

協議が行われている間、本合意の精神に反する行動を取ら

ないこと、すなわち、交渉中は自動車に関する通商拡大法

第 232条に基づく制裁関税を課されることはない旨が、首

脳間で確認された。 

その他、2019 年 3 月 4 日、米国商務省は、スポンジチ

タンの国内製造事業者の申請に基づき、米国通商拡大法第

232条に基づく調査を開始したことを発表した。 

 

② －（２）米国通商法第 301条 

2017 年 8 月、トランプ大統領の指示に基づき、米国通

商代表は、中国による知的財産の侵害などを理由に、中国

に対して米国通商法第 301条に基づく調査を開始。同調査

結果を受け、2018 年 3 月、トランプ大統領は、①中国の

不公正な政策が支援する特定の産品に対する 25%の追加

関税、②中国の内外差別的な技術ライセンス慣行の WTO紛

争解決手続き、③米国の機微技術に対する中国の投資規制

を内容とする措置を決定した。 

その後、7月には、第一弾として約 340億ドル相当の輸

入品に対し 25％の追加関税賦課を開始。8月には、第二弾

として約 160 億ドル相当の輸入品に対する追加関税を発

動。また、9月には第 3弾として約 2,000億ドル相当の輸

入品に対し 10％の追加関税を賦課した上で、更なる関税

率引上げについて予告した。他方、12月に行われた米中首

脳会談を踏まえ、関税率の引上げの保留及び協議の継続に

ついて合意がなされた。 

 

③  投資管理・輸出管理 

2018 年 8 月、外国投資リスク審査現代化法（FIRRMA）、

輸出管理改革法（ECRA）が米国で成立。FIRRMAでは、重要
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インフラ、重要技術、機微な個人情報に係る米国事業に対

する外国人による非支配的投資（重要な非公開技術情報へ

のアクセス、取締役会等への参加もしくは選任、議決権以

外の手段による重要な意思決定への関与、を可能にする投

資）等が新たに CFIUS（対米外国投資委員会）の審査対象

取引に追加された。2018年 11月からパイロットプログラ

ムを実施し、FIRRMA が新たに追加した規制対象取引のう

ち重要技術に関する投資規制を先行実施。また、ECRAにお

いては、「米国の安全保障上不可欠」とされる「エマージ

ン グ 技 術 （ emerging technology ） 及 び 基 盤 技 術

（fundamental technology）」が輸出管理の対象に加えら

れることになった。米国商務省は、管理対象とするエマー

ジング技術、基盤技術の特定作業を行っており、2018 年

11 月にはエマージング技術について、14 の技術分野を提

示し、管理対象についてのパブリックコメントを募集した。 

 

④ ＷＴＯ改革 

 トランプ大統領は度々、WTO は過去 20 年、紛争解決手

続や、現代の世界経済における重要な論点に関する合意形

成で必ずしも十分な機能を果たしていないと指摘し、ドー

ハ開発アジェンダ以降停滞している加盟国間の交渉につ

いては、現状に即した議論を行うべきだと批判している。

米国は、特に、WTO 上級委員会について、上級委員会が、

加盟国が同意したルールに従うべきとの立場を繰り返し

ている。そして、上級委員会の問題が解消されるまでは選

考プロセスの開始に賛成できないと主張し、現状、全加盟

国のコンセンサスが必要である上級委員の選考プロセス

が止まっている。我が国は、上級委の空席補充を進めるべ

く、米国が提起する上級委員会問題の解決策の加盟国間で

の協議に積極的に参加するなど、解決の糸口を模索してお

り、米国関係者とも会談などを通じて働きかけを行ってい

る。 

 

（B）日本とトランプ政権 

①  日米首脳会談 

緊密な日米関係を反映し、2018年は計 4回（4・6・9・

11 月）日米首脳会談が行われた。これら 4 回の首脳会談

は日米貿易協定の足掛かりを築いた。 

2018 年初回となる 4 月 17 日から 18 日にかけて行われ

た日米首脳会談では、日米双方の利益となるように、日米

間の貿易・投資を更に拡大させ、公正なルールに基づく自

由で開かれたインド太平洋地域における経済発展を実現

するため、茂木内閣府特命担当大臣（経済財政政策）とラ

イトハイザー通商代表との間で「自由で公正かつ相互的な

貿易取引のための協議（FFR）」を開始し、これを麻生副総

理とペンス副大統領の下で⾏われている日米経済対話に

報告させることで⼀致した。 

6月 7日に行われた第 2回首脳会談では、両首脳は、今

後、FFRの場で議論していくこと、第一回会合を茂木大臣

とライトハイザー米国通商代表との間で 7 月に開催する

方向で調整していくことを確認した。 

特筆すべき、同年 3回目となる日米首脳会談は、9月 26

日に行われた。両首脳は、茂木大臣とライトハイザー通商

代表の間の協議を踏まえ、「日米物品貿易協定」について

交渉を開始することに合意し、共同声明を発出した。 

第 4回の 11月 30日に行われた日米首脳会談では、9月

に合意した日米共同声明に従い、日米双方の利益となるよ

うに、日米間の貿易・投資を更に拡大させ、公正なルール

に基づく自由で開かれたインド太平洋地域の経済発展を

実現していくことを再確認した。 

 

② 日米首脳会談を端とする日米協力 

2017年 11月の日米首脳会談で合意された日米戦略エネ

ルギーパートナーシップ(JUSEP)を 2018年度に開催し、イ

ンド太平洋地域等における日米協力について議論した。 

 

③ 米国との新たな通商協議（FFR） 

米国との新たな通商協議（FFR）の第一回会合は、2018

年 8月 9日、10日に行われた。開催 2日間の協議を通じ、

茂木大臣とライトハイザー通商代表は、これまでの貿易・

投資についての関心やお互いの意見を率直に交換し、双方

の基本的考え方、立場及び共通認識についての理解を深め

た。 

第 2 回 FFR は、日米首脳会談の直前となる 9 月 25 日か

ら 26 日の日程で開催され、後の日米防衛協定交渉の下地

が作られることとなった。会合の場で、日米両国は「日米

物品貿易協定」について交渉を開始することに合意した。 

この協定は、日米双方の利益となることを目指すもので

あり、両国が交渉を行うに当たっては、日本としては農林

水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アク
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セスの譲許内容が最大限である、との、これまで繰り返し

述べてきた立場を、米側も尊重（respect）することが首

脳間の日米共同声明に明記された。 

また、日米は今後信頼関係に基づき議論を行うこととし、

交渉が行われている間、本合意の精神に反する行動を取ら

ないことが確認され、交渉中は自動車に関する通商拡大法

第 232 条に基づく追加関税を課されることはないとの理

解が首脳間及び閣僚間で明確に確認された。 

併せて「その他関税関連問題の早期解決に努める」こと

も確認され、鉄鋼・アルミに関する追加関税問題について

も早期の解決を⾏うこととした。 

当面は、物品貿易に関する協定の交渉を行い、投資等の

物品以外の事項についてはその後に交渉することとした。

また、早期に結果を生じ得るものについても、並行して交

渉を行うことにした。 

 

④  世耕経済産業大臣による訪米等 

世耕経済産業大臣は、2018年 7月 30日から 8月 4日に

かけて、カリフォルニア州、中西部各州を訪問した。カリ

フォルニア州では、現地スタートアップ企業等と意見交換

を行うとともに、Connected Industries を推進する日本

の取組を発信した。中西部各州では、現地に投資する日系

自動車メーカーの生産・開発拠点を視察するとともに、イ

ンディアナ州知事等との会談や投資セミナー、地元メディ

アによる取材等を通じて、日本企業による投資の重要性や

雇用を通じた地元経済への貢献について発信した。 

2018 年 9 月 25 日から 26 日にかけては、第 4 回日米欧

三極貿易大臣会合に出席するためワシントン DC に立ち寄

った。そこでは、ロス商務長官及びハッチ上院財政委員長

と面会し、第三国向けのエネルギー及びインフラ輸出協力

を含む日米経済関係の強化について意見交換を行った。ま

た、日米エネルギー安全保障の拠点ともいえる、シェール

ガス由来の LNG を輸出するメリーランド州のコーブポイ

ント LNG基地を視察した。 

年明け 2019 年 1 月 7 日から 1月 8 日にかけては、⽶国

ラスベガスに出張。コンシューマー・エレクトロニクス・

ショー（CES）に出展する J-Startup 企業を含むスタート

アップを激励するとともに、世界最先端の技術による製

品・サービスが⼀堂に会する展⽰を経済産業大臣として初

めて視察した。 

⑤ 世耕経済産業大臣とライトハイザー通商代表 

ライトハイザー通商代表との間の親密な関係を反映す

るかの如く、世耕産業大臣は、2018年度計 3回（5・9・1

月）の会談を行った。 

5月の会談では、米中協議の状況についての意見交換を

行うとともに、電子商取引のルール作りでの連携、三極貿

易大臣会合の成果を G20 などに広げていく取組について

合意した。 

9 月の会談は、第 4 回三極貿易大臣会合に際して、1 月

の会談は、第 5回三極貿易大臣会合に際して実施した。そ

こでは、WTO改革の進め方、中国のデジタル経済圏に対抗

し得るデータ・セキュリティの在り方、WTOにおけるデジ

タル貿易のルール作りに係る展望について議論を行った。 

 

⑥ 直接投資等を通じた連携 

 その他、2017 年 4 月に立ち上げた、官民を挙げた州・

地方レベルにおける取組の具体的方策について検討する

ため、西村官房副長官を議長とし、経済産業省を含む関係

省庁で構成する「グラスルーツからの日米関係強化に関す

る政府タスクフォース」について、2018 年 6 月に第 2 回

フォローアップ会合を開催。2017 年 7 月に取りまとめた

行動計画を踏まえて実施された具体的な取組について報

告するとともに、各省庁・機関が計画した 2018 年度の取

組の方向性について議論を行った。こういった取組の一環

として、JETROは地方都市でのセミナーやラウンドテーブ

ル、日系部品サプライヤーと米系自動車メーカーとの商談

会、米国進出日系企業の質の高い人材確保に向けた日系企

業と学生のマッチングイベント等を実施。また、JETROは

米国商務省セレクト USA との間で 2016 年 2 月 1 日に締結

された MOI（Memorandum Of Intention）に基づき、日米両

国間のビジネスや投資の促進を行っている。具体的には、

2018 年 8 月に在日米国大使館の出席を得て「米国投資セ

ミナー」を JETRO本部において開催した。更に、毎年行わ

れるセレクト USA投資イベントなど、日米両国での各種事

業において協力を行っている。 

 

（２）日本・カナダ関係 

（A）トルドー首相の通商政策 

与党自由党は、伝統的に自由貿易主義であり、トルドー

首相のリーダーシップの下、2018年 12月に CPTPPを安倍
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総理と共に発効に導いた。トルドー首相は CPTPPが持続的

成長や繁栄、そして雇用創出を図るものであり、トルドー

政権の最優先課題である中間層の成長を促すものである

と評価するともに、トランプ米政権が保護主義的政策を打

ち出す中で、貿易の多様化こそカナダの国民そして企業に

成長の機会を創出すると主張している。また、国際貿易大

臣を国際貿易多様化大臣に改称し、カナダの農産品の輸出

を促進するプロモーションイベントを各地で行っている。 

(B)日本とトルドー政権 

日本とカナダは基本的価値を共有する G7 のメンバーか

つアジア太平洋諸国の一員として良好な関係にあり、ハイ

レベルでも活発な往来が行われている。 

2018 年 8 月、世耕経済産業大臣はカー国際貿易多様化

大臣と会談し、ルールに基づく多国間貿易体制の重要性と

必要性を信じる国同士の大臣として、WTO改革に関する議

論や、北米自由貿易協定（NAFTA）再交渉に関する意見交

換を行った。 

2018年 11月、APEC首脳会議出席のためパプアニューギ

ニア・ポートモレスピーを訪問していた安倍総理大臣は、

トルドー首相と会談を行い、CPTPP を中心に意見交換を行

った。同会談において、両首相より 2019年の日加修好 90

周年の祝いを歓迎する言葉が交わされ、日加両国の更なる

連携を確認した。 

また、2019 年 1 月、世耕経済産業大臣はカー国際貿易

多様化大臣とスイス・ダボスにて会談し、LNGカナダプロ

ジェクトや、WTO改革に関して意見交換を行った。 

 

（３）日本・中南米関係 

（ア）日本・メキシコ関係 

2018 年 12 月に就任したロペス・オブラドール大統領

（以下「ロ」大統領）は、既成政治を否定し、汚職撲滅、

貧困層救済、治安改善等を中心とする主要政策の発表によ

り、国民からの高い支持を得た。他方、移民問題をはじめ

とする対米関係に課題を抱えており、今後の対応が注目さ

れている。 

二国間経済関係では、2018 年 6 月にメキシコシティー

において日墨 EPA に基づく合同委員会及びビジネス環境

整備委員会が開催された。合同委員会では日・メキシコ

EPA の諸課題及び両国の通商上の関心事項について意見

交換を実施し、ビジネス環境整備委員会では、両国の民間

団体とともに、貿易と投資の促進、中小企業、裾野産業、

税務・通関、基準認証、物流インフラ、治安、労務、観光

等について意見交換を実施した。 

 二国間の要人往来では、2018 年 6 月にグアハルド経済

大臣が訪日し世耕経済産業大臣と会談を実施。米墨関係や

NAFTA再交渉及び TPP11をはじめとする通商アジェンダつ

いて意見交換を実施した。 

2018 年 9 月にはベーカー経済省次官が訪日し、平木経

済産業大臣政務官と会談を実施。NAFTA再交渉の進展状況

や WTO改革等について意見交換を実施した。 

2018年 10月にはエブラル次期外務大臣が訪日し、世耕

経済産業大臣と会談を実施。日墨経済関係や新政権が注力

するインフラ開発プロジェクト、USMCAなどについて意見

交換を実施した。当該インフラ開発プロジェクトの一つで

あるマヤ鉄道建設計画については、2018 年 11 月と 2019

年 1 月に日本の技術導入の可能性を調査すべく専門家派

遣を実施した。 

（イ）日本・ブラジル関係 

2019年 1月に就任したボルソナーロ大統領（以下「ボ」

大統領）は、財政規律重視、民営化促進、市場開放による

自由主義的な経済政策を掲げ構造改革による経済の立て

直しを進めている。 

二国間経済関係では、2018 年 7 月、東京において、日

伯貿易投資促進・産業協力合同委員会を開催し、両国の

FTA/EPA の検討状況について両国の進捗状況の確認を行

うとともに、今後の産業協力の可能性等について意見交換

を実施した。 

二国間の要人往来では、2018 年 8 月に平木経済産業大

臣政務官がサンパウロを訪問し、現地日系社会と連携強化

のあり方等について意見交換を実施した。 

2019年 1月には、ダボスで開催された世界経済フォー

ラム年次総会の機会を捉え、同国を訪問中の安倍内閣総

理大臣と「ボ」大統領による日伯首脳会談を実施。新し

い産業分野における協力を一層推進することで認識を共

有した。 

（ウ）日本・アルゼンチン関係 

2018 年 4 月、東京において、日亜貿易投資合同委員会

を開催し、平木経済産業大臣政務官とブラウン工業生産副

大臣の議事進行の下、G20等での協力等について意見交換

を行うとともに、二国間の貿易と投資の強化に関する協力
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のためのロードマップ 2018を策定した。 

2018 年 12 月、G20 亜サミット出席のためブエノスアイ

レス訪問中の安倍内閣総理大臣立ち会いの下、日亜投資協

定が署名された。 

また同機会を捉え、所得に対する租税に関する二重課税

の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国と

アルゼンチン共和国との間の条約が実質合意に至った。 

（エ）日本・パラグアイ関係 

2018 年 5 月、アスンシオンにおいて、日・パラグアイ

経済対話を開催し、パラグアイのビジネス環境整備及びパ

ラグアイ・ブラジル自動車協定交渉の進展について意見交

換を実施した。 

2018年 12月、アスンシオンを訪問した安倍内閣総理大

臣はベニテス大統領と会談を行い、二国間投資協定の交渉

の早期妥結を目指すことで一致した。 

（オ）日本・チリ関係 

2018 年 3 月に発足したピニェラ第二次政権は、経済成

長を促す政策を重視し、税制の簡素化、財政健全化、競争

力強化等を掲げている。安倍内閣総理大臣は同年 11 月、

APEC首脳会合（於 PNG）の期間中にピニェラ大統領との首

脳会談において二国間関係及び国際場裡における協力関

係の深化、TPP11の早期発効に向けた国内手続の推進等に

ついて意見交換を実施した。また同国は 2019 年 1 月より

APEC 議長国として、アジア太平洋地域との関係を一層重

視した政策を推進している。 

（カ）日本・ペルー関係 

2018年 10月、リマにおいて、第 3回日・ペルーＥＰＡ

ビジネス環境の整備に関する小委員会を開催した。ペルー

通商観光省、在ペルー日本大使館の他、日ペルー商工会議

所等の経済関係者が参加し、日秘租税条約の早期発効への

期待を確認した。さらには、関税障壁、鉱業分野における

協力、環境対策等について意見交換を実施した。同年 10

月には、リマにおいて、当省はペルー・エネルギー鉱山省

と第 1回日ペルー鉱業官民合同会議を開催し、日本企業に

よるペルー鉱業への更なる投資促進に向けた意見交換を

実施した。 

（キ）日本・コロンビア関係 

コロンビアでは、2018年 6月にドゥケ政権が発足した。

同政権は、治安改善やビジネス環境整備、インフラ整備を

優先事項に掲げている。 

同国のインフラ整備を後押しするために、2018 年 9 月

にはメデジン市における新交通システム（AGT）導入に向

けてメデジン市関係者を招聘し、日本企業の視察や意見交

換を実施した。同年 11 月には同市に日本の AGT 関連の専

門家を派遣した。 

（ク）日本・コスタリカ関係 

コスタリカで現在、検討が進められている「電気自動車

の普及」及び「ごみ処理プラント建設」に関して、日本の

知識と経験を共有するため、2019 年 2 月に両分野におけ

るコスタリカ政府の政策決定権者等を招聘し、日本企業の

視察や自治体による取組の紹介、有識者との意見交換など

を実施した。招聘対象者からは、事業終了後「政策立案に

有用な情報を数多く得た」との高い評価を得て、二国間関

係の強化及び日本企業の同国における商機創出に向けた

貴重な第一歩となった。 

（ケ）日本・キューバ関係 

 2018年 12月、ハバナにおいて、第 3回日・キューバ官

民合同会議が開催され、我が国政府関係者とマルミエルカ

外国貿易・外国投資大臣を代表とする関係省庁・機関及び

企業の関係者が出席した。 

会合では、開発協力スキーム、二国間経済関係の強化、

ビジネス環境の改善、円滑な債務返済等について意見交換

を実施するとともに、両国の経済関係の強化に向けた両国

官民の取組を推進していくため、日本・キューバ中期経済

アジェンダの署名を行い、また投資協定の予備協議を開始

することで一致した。 

 

４．３．欧州・ロシア関係 

欧州連合（ＥＵ）は、28か国が加盟、人口約 5億人、Ｇ

ＤＰは世界全体の 2割以上を占める政治・経済統合体であ

る。ＥＵは、域外に対する統一的な通商政策を実施する世

界最大の単一市場であり、単一通貨のユーロには、19か国

が参加している。我が国とＥＵは、民主主義や人権、法の

支配といった基本的価値観を共有する戦略的パートナー

である。 

ＥＵとの間で、良好な経済関係を維持することは、日欧

双方及び世界経済の発展のために不可欠であり、2019年 2

月に発効した日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ：Economic 

Partnership Agreement）を通じた日欧経済関係の強化や

グローバルな課題に対する日欧共同での取組は、近年、更
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に重要となっている。 

ＥＵを巡る大きな変化としては、2016年 6月 23日に英

国において EU 離脱をめぐる国民投票が行われた結果、EU

からの離脱が過半数を占めた。2017 年 3 月、英国政府は

リスボン条約第 50 条に基づき EU に対して正式に離脱の

意思を通告した。 

（ア）日ＥＵ間の通商政策・産業政策に関する対話・協力

の仕組み 

(A)日ＥＵビジネス・ラウンド・テーブル（ＢＲＴ） 

日・ＥＵの双方の主な民間企業のＣＥＯが参加する日ＥＵ

産業界の対話・両政府への政策提言の場として、1999年に

日ＥＵ・ＢＲＴが設置された。2018年 4月に第 20回会合

を東京で開催。ＢＲＴはＥＰＡの発効を歓迎するともとも

に、ＥＰＡの着実な履行及び産業界の関与、協力の推進、

データの保護と流通、二国間投資協力、循環型経済の推進、

などについて提言を行い、ＢＲＴ議長より日欧首脳へ提言

書が提出された。また、ＢＲＴは 2019 年 1 月に採択され

た日ＥＵ間の十分性認定を歓迎した。 

(B)日ＥＵハイレベル産業・貿易・経済対話 

 2018年 7月の第 25回日ＥＵ定期首脳協議における両首

脳共同声明において、日ＥＵハイレベル産業・貿易・経済

対話を設立すること及びその第一回会合を本年末までに

開催するとの決定がなされた。これを受け、同 10 月に、

世耕経済産業大臣及び河野外務大臣を日本側共同議長、カ

タイネン欧州委員会副委員長をＥＵ側議長として、第一回

会合を東京で開催。国際貿易における課題、エネルギー・

環境・気候変動に関連した経済の転換、国際的な投資と連

結性に関するイニシアティブ、デジタル経済の４分野に特

に焦点を当て、議論を実施。 

(C)日ＥＵ産業政策対話 

日ＥＵ間の産業政策やビジネス環境整備推進等に関す

る意見交換、及び、産業協力の進展のレビューを目的に、

「日ＥＵ産業政策対話」を開催している。2018 年 4 月に

第 21 回会合を東京で開催、双方の産業協力の促進、規制

障壁への要請、日ＥＵ・ＢＲＴの今後、日欧産業協力セン

ターの取組の紹介等について議論が行われた。 

(D)日欧産業協力センター  

1986 年に開催された日ＥＣ閣僚会合における通商産業

省（当時）と欧州委員会との合意に基づき日欧産業協力セ

ンターが設立され、1987年より事業を開始した。日本とＥ

Ｕの貿易・投資活性化、経済関係の緊密化を目指し、日Ｅ

Ｕにおける産業協力を促進するため、以下の事業を実施し

ている。 

(a)セミナー事業  

日ＥＵの経済連携の深化に向けて、日・ＥＵ双方が関心

を有する個別政策分野ごとにセミナーを実施。2018 年度

は、知的財産、気候変動等をテーマに、国内でのセミナー

を計 6回開催し約 500名が参加。 

(b)日ＥＵビジネス・ラウンド・テーブル事務局業務 

2018 年 4 月 20 日、「日ＥＵビジネス・ラウンド・テー

ブル（ＢＲＴ）」第 20回会合を東京において開催（詳細前

述）。本会合の事務局を担当。 

(c)研修生派遣事業（Vulcanus Program）  

日ＥＵ間の人的交流の活発化を通じて産業協力を推進

すべく、理工系の学部学生・大学院生を相互に派遣し、企

業において研修を実施。2018年度は、計 23名の学生をＥ

Ｕ諸国に派遣した。1996年度の事業開始以来、ＥＵ諸国へ

派遣した学生数は計 422名に達している。 

(d)政府調達市場透明性向上事業  

 我が国政府調達市場の透明性向上に資する事業とし

て、地方自治体等の調達情報を中小企業庁の官公需ポータ

ルサイトを通じて、英語で提供した。 

（イ）日欧二国間関係  

日欧二国間では、ＥＵ主要国を含む各国との閣僚レベル

での往来や、事務レベルでの定期協議等を通じて、関係の

強化を図っている。 

(A)日仏関係  

2018年 5月の第 22回サンクトペテルブルク国際経済フ

ォーラムにおいて、安倍総理はマクロン大統領と会談。二

国間関係については、自由で開かれたインド太平洋を実現

するため、両国で協力を深めていくことを確認。同 5月に

は、世耕経済産業大臣がＯＥＣＤ閣僚理事会等に出席する

ためパリを訪問。同 7月には安倍総理とマクロン大統領が

電話会談を実施。日本と仏がそれぞれ議長国を務める明年

のＧ20／Ｇ7 について、緊密に連携していくことを確認。

同 7月には、武藤経済産業副大臣が日仏合同スタートアッ

プイベントに出席するためパリを訪問。マジュビ経済産業

副大臣兼首相府付デジタル担当長官と会談を行うととも

に、経済産業省と仏首相府及び経済財務省との間でイノベ

ーションとデジタル経済分野における日仏協力に関する
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共同宣言に署名。同 10月には、第 12回ＡＳＥＭ首脳会合

において、安倍総理がマクロン大統領と会談。人工知能等

のデジタル分野やスタートアップ含むイノベーション分

野等の二国間産業協力について意見交換を実施。同 11 月

には、関経済産業副大臣が東京で開催された在日仏商工会

議所主催ビジネスサミットに出席、パニエ・リュナシェ経

済財務省副大臣と会談を実施。同 11 月には、世耕経済産

業大臣がＢＩＥ総会に出席するためパリを訪問。ル・メー

ル経済財務大臣と会談し、自動車産業を含む二国間産業協

力等について意見交換を実施。同 11月には、Ｇ20ブエノ

スアイレス・サミットにおいて安倍総理とマクロン大統領

が会談を行い、日仏産業協力の象徴である日産・ルノー・

三菱のアライアンスについて意見交換を実施。2019 年 1

月には、安倍総理とマクロン大統領が電話会談を行い、Ｇ

20 大阪サミットに向けた両国の連携や、自動車産業を含

む二国間産業協力について意見交換を実施。同 2 月には、

磯崎経済産業副大臣と訪日したマジュビ経済財務省副大

臣兼首相府付デジタル担当長官が会談を実施し、来年度の

Ｇ20／Ｇ7 におけるデジタル政策に関する両国の連携で

一致。 

日仏双方における産業政策の展望や産業活動などをテ

ーマに経済産業省と仏経済財務省と意見交換を実施する

「日仏産業協力委員会」は、2019年 2月に第 32回目を迎

え、繊維、新エネルギーシステム及び IoT の各ワーキン

グ・グループから活動報告を受けた他、今後の日仏協力の

方向性や、世界経済の状況について議論を行った。 

 (B)日独関係  

日独間では、2018年 6月の G7シャルルボワ・サミット

において、安倍総理はメルケル首相と会談し、2017年 3月

に経済産業省、総務省及び独経済エネルギー省で署名され

たハノーバー宣言を始め、IoT／インダストリー4.0 分野

での協力を進展させ、日独でデジタル社会をリードしてい

くことを確認した。同年 10月には、CEATEC出席のため訪

日した独産業連盟ケンプフ会長と世耕経済産業大臣が会

談し、デジタル分野での協力等について議論した。同月、

第 12回 ASEM首脳会合において、安倍総理がメルケル首相

と会談。自由貿易をめぐる世界情勢について意見交換を実

施した。さらに、同月、アルトマイヤー経済エネルギー大

臣が訪日し、世耕経済産業大臣と会談を実施した他、経済

産業省と総務省及び独経済エネルギー省との間で経済政

策及び経済協力に関する日独共同声明に署名した。 

2019 年 2 月には、メルケル首相が訪日し、安部総理と

会談。自由貿易をめぐる世界情勢等について議論した他、

独の「Industry4.0」と日本の「Society5.0」の協力を更

に進め、第四次産業革命を日独でリードしていくこと、先

端技術を活用した豊かな未来社会の創造を日独で切り拓

いていくことで一致し、自動運転や AI、IoT分野で共同研

究を強化することを確認した。 

 (C)日英関係  

日英間では、2019 年 1 月 10 日に安倍首相が訪英し、日

英首脳会談が行われた。両首脳は、ルールに基づく国際秩

序や自由貿易といった普遍的価値が挑戦を受ける今日、

G20 等の場で日英が主導的役割を果たす必要があること

で一致。両首脳は、本年の G20で、共に自由貿易の推進や

イノベーションを通じて世界経済の成長を牽引し、経済成

長を目指すと同時に、格差への対処に取り組むこと、更に、

気候変動や海洋プラスチックごみ等環境・地球規模課題へ

の貢献について協力すること、併せて WTO 改革について、

日英両国で協力していくことに合意。安倍総理大臣から、

英国の EU 離脱に関する最終的な判断は英国民が行うもの

であると述べた上で、「合意なき離脱」は是非回避してほ

しいと要望。 

(D)日伊関係 

日伊間では、2018年 6月の G7シャルルボワ・サミット

において、安倍総理はコンテ首相と会談し、経済分野を含

めて両国関係を更に強化していくこと等を確認した。 

同年 10 月、第 12 回 ASEM 首脳会合において、安倍総理

はコンテ首相と会談。日 EU･EPA の早期発行に向け協力し

ていくこと等を確認した。同月にナポリで開催された第

30回日伊ビジネスグループ（IJBG）合同会議には、石川経

済産業政務官が出席。会議では日伊間の「投資とバンキン

グ」、「スマートな未来へのソリューション（インフラ、産

業およびサービスにおける新技術とイノベーション）」、

「交通と移動」の３つの分野についてセッションが行われ、

共同声明において、日 EU・EPAが日伊両国の二国間関係を

強化する特別な機会となることを確認した。石川経済産業

政務官は、ジェラーチ経済振興省政務次官とも会談し、日

伊間の貿易投資促進に向けた協力等について意見交換を

実施した。 

同年 12 月にも、来日したジェラーチ経済振興省政務次
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官と石川経済産業政務官が会談。日 EU・EPA発効を契機と

した日伊間の貿易投資促進等について意見交換を行った。 

(E)西バルカン地域（セルビア、コソボ、マケドニア、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、アルバニア） 

2018年 12月に、西バルカン地域各国の商工会議所等か

らの参加を得て、「西バルカンビジネスセミナー」を実施

し、各国でのビジネス展開の可能性に関する日本側に対す

る情報提供が行われた。 

また、2019 年 2 月に開催した西バルカンビジネス展開

セミナーでは、現地でのビジネス展開に関心を有する民間

企業に対して、西バルカン地域への投資可能性についての

調査結果について説明を行った。 

 

（３）日本・ロシア・中央アジア・コーカサス関係 

（ア）日本・ロシア関係 

2016 年 5 月、ソチで行われた日露首脳会談で、安倍総

理から８項目の「協力プラン」（注）を提示し、プーチン

大統領から高い評価と賛意が表明されて以降、同プランの

具体化に向けた動きが加速化した。 

(注)(1)健康寿命の伸長、(2)快適・清潔で住みやすく、

活動しやすい都市作り、(3)中小企業交流・協力の抜本的

拡大、(4)エネルギー、(5)ロシアの産業多様化・生産性向

上、(6)極東の産業振興・輸出基地化、(7)先端技術協力、

(8)人的交流の抜本的拡大 

同年 9月、世耕経済産業大臣がロシア経済分野協力担当

大臣に任命され、世耕ロシア経済分野協力担当大臣の下、

野上官房副長官を議長とし、各省の次官級を構成員とした

「ロシア経済分野協力推進会議」が発足した。 

2018 年 4 月、世耕経済産業大臣は、日本企業が建設に

携わったヤマル LNGプラントを視察するとともに、モスク

ワでシュヴァロフ第一副首相及びオレシュキン経済発展

大臣と会談を行い、日露当局間で精力的に協議を継続して

いくことで一致した。 

同年 5月、世耕経済産業大臣は安倍総理やプーチン大統

領と共にサンクトペテルブルク国際経済フォーラムに参

加し、８項目の「協力プラン」の担当大臣として 67 件の

成果文書を取りまとめた。また、「８項目の「協力プラン」

の具体化に関する作業計画の改訂に関する共同声明」、「労

働生産性向上の分野における協力に関する共同行動計画」

及び「デジタル経済に関する協力に係る共同行動計画」に

署名した。 

同年 6 月、世耕経済産業大臣は、サハ共和国を訪問し、

８項目の「協力プラン」の下で進められている温室野菜栽

培施設等の日露協力案件の現場を視察した。８項目の「協

力プラン」がモスクワ等の大都市だけでなく、ロシアの各

地方でも進展、具体化していることを確認した。 

同年 10 月、世耕経済産業大臣は、訪日中のオレシュキ

ン経済発展大臣と会談を行い、８項目の「協力プラン」の

協力の拡大に伴う日露の経済関係の進展を確認し、労働生

産性向上やデジタル経済分野の協力を含む８項目の「協力

プラン」の更なる深化について協議した。また、同月、ト

ルトネフ副首相兼極東連邦管区大統領全権代表と会談を

行い、極東地域での経済協力について議論した。 

同年 11月には、RCEP閣僚会合・東アジアサミットの機

会を、12 月には G20 ブエノスアイレスの機会を利用し、

日露首脳会談の実施に合わせ、オレシュキン大臣と８項目

の「協力プラン」の進展を確認した。 

2018年 12月、世耕ロシア経済分野協力担当大臣と河野

外務大臣、オレシュキン経済発展大臣が出席し、貿易経済

に関する日露政府間委員会第 14 回会合が開催され、日露

の貿易・投資が近年順調に拡大していることを歓迎すると

ともに、今後も様々な分野での日露間の協力を深化させる

ことで一致した。また、世耕経済産業大臣とオレシュキン

経済発展大臣立ち会いの下、日露企業により、ハバロフス

ク国際空港ターミナル整備・運営事業に関する株主間協定

の署名が行われた。2019 年 1 月、世耕ロシア経済分野協

力担当大臣は、モスクワを訪問し、日露首脳会談に先立っ

てオレシュキン経済発展大臣及びマントゥロフ産業商務

大臣と会談を行った。日本のノウハウ・経験を生かしたロ

シア企業の生産性診断および裾野産業の人材育成事業等

の協力を含む、８項目の「協力プラン」の成果を確認し、

協議を継続していくことで一致した。 

８項目の「協力プラン」は世耕経済産業大臣とオレシュ

キン経済発展大臣を中心に、企業関係者とともに進められ、

2019 年 1 月の日露首脳首脳会談時点では、民間プロジェ

クトは 170件を超え、約半数で具体的なアクションが始ま

っていた。 

８項目の「協力プラン」の個別分野では、「(3)中小企

業交流・協力の抜本的拡大」に関連し、2016年 9月、ウラ

ジオストクで行われた東方経済フォーラムの際、経済産業
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省とロシア連邦経済発展省は、中堅・中小企業分野におけ

る協力のためのプラットフォーム創設に関する覚書を締

結した。日本側は、同月末に、中堅・中小企業の海外展開

支援機関や、自治体、金融機関などからなる日本側プラッ

トフォームを立ち上げ、さらにロシアへの輸出・投資を拡

大するため、ＪＥＴＲＯにロシア展開の専門家を配置し、

戦略策定から販路開拓、パートナー探し、商談同行、契約

締結まで一貫して個別企業支援を行う仕組みを整備し、一

体的に支援を行っている。 

「(4)エネルギー」に関しては、世耕経済産業大臣はノ

ヴァク・エネルギー大臣との間で 2016年 11月、エネルギ

ー・イニシアティブ協議会を立ち上げ、炭化水素、原子力、

省エネ・再エネの各分野についてワーキング・グループを

設置した。2018 年 4 月に開催された第 6 回会合では、各

分野における協力の進展を確認するとともに、各案件を後

押ししていくことで一致した。成果の例として、2018年 9

月、日露政府間による運輸部門におけるエネルギー協力の

開始、ウラジオストク市内の公的建物の省エネ診断に関す

る LOI締結及び JOGMECとノヴァテク社との間の北極 LNG2 

を含む上流開発に係る包括的協力の推進、ウスチクートに

おけるエチレンプラント（2018年 12月）及びポリエチレ

ンプラント（2019 年 1 月）の設計・調達契約などがあげ

られる。これら事業により、我が国のエネルギー供給源多

角化・安定供給確保、日本のエネルギー技術の導入及び両

国間の経済関係強化につながることが期待される。 

 「(5) ロシアの産業多様化・生産性向上」については、

2016 年 8 月、貿易経済に関する日露政府間委員会のもと

に産業分野における協力に関する分科会を立ち上げ、具体

化策を検討することとした。同分科会での議論を踏まえ、

①高い技術力や生産性管理技術を備えた日本の専門家に

よるロシア企業の生産性診断及び改善指導、②ロシアの裾

野産業に従事するラインマネージャーを日本に招聘し、生

産工場の現場視察や日本の管理技術・設備に関する研修等

を行っている。②については、日露政府間で合意した、2017

年から 2019 年 3 月末までに計 200 名のロシア人研修生を

受け入れるという目標を超え、2019年 3月末時点で、244

名の研修生を受け入れた。これらの事業により、日本の最

先端設備をロシア企業に導入することを目指す。さらに、

ロシア企業の生産性向上により、ロシアに進出している日

系企業のロシア企業からの部品等の調達条件が改善され、

ひいては日系企業の市場シェア拡大につながることが期

待される。 

 ８項目の「協力プラン」における横断的取組としては、

2017 年 9 月、世耕経済産業大臣とオレシュキン経済発展

大臣は労働生産性向上の分野における経験の交換に関す

る相互理解の覚書」及び「デジタル経済に関する協力に係

る共同声明」に署名し、ロシアの労働生産性向上と両国間

のデジタル経済に関する協力を進めている。日露の労働生

産性向上に向けた協力では、2018年 10月以降、ロシアが

注力する労働生産性向上に資するワークショップを日本

企業がロシアで開催した。デジタル経済の協力では、2018

年 5月のサンクトペテルブルク国際経済フォーラム、7月

のイノプロム、10月の CEATEC において日露のデジタル協

力に関するセミナーが開催されるとともに、同年 5月のス

コルコヴォ・スタートアップビレッジへのジャパン・パビ

リオン設置や同年 9 月の東方経済フォーラムにおけるス

マートシティに関するセッションなどが実施された。 

 （イ）日本と中央アジア・コーカサス諸国との関係 

日本と中央アジア・コーカサス各国は、貿易・投資環境

整備や経済交流の活性化を図るため、経済会議の開催など

二国間の経済対話を実施している。 

 日本と中央アジア・コーカサス各国との二国間関係につ

いて、今後の両国間の協力関係が綿密になることを期待し

つつ、より一層の発展に繋げることが重要である。2018年

度中の日本と中央アジア・コーカサス各国との主な取り組

みを以下に記す。 

カザフスタンについては、2018 年 6 月にアスタナにお

いて、日本側は柳瀬経済産業審議官、カザフ側はカビケノ

フ投資・発展省次官を議長とする第 7回経済官民合同協議

会が開催され、IT/デジタル分野やエネルギー分野をはじ

めとする両国間の経済関係深化に向けた議論が行われた。 

また、同年 12 月には、カザフスタン投資プレゼンテー

ション出席のため訪日したカビケノフ投資・発展省次官と

寺澤経済産業審議官が会談し、日本企業のカザフ外国投資

家委員会への追加加盟、再生可能エネルギー分野での協力

等について意見交換が行われた。 

ウズベキスタンについては、2018 年 8 月に世界銀行及

び商工会議所主催のウズベキスタン投資促進セミナー出

席のため訪日したサファエフ上院第一副議長と武藤経済

産業副大臣が会談し、2015年 10月の安倍総理の中央アジ
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ア訪問のフォローアップとして光伝送プロジェクト等に

ついて議論した。また、2018 年 10 月には第 14 回日本ウ

ズベキスタン経済合同会議（於：東京）出席のため訪日し

たホルムロードフ副首相と磯崎経済産業副大臣が会談し、

フェルガナ市において実施中の高効率熱電供給システム

導入に関する実証事業等を初めとするエネルギー関連プ

ロジェクトについて、意見交換が行われた。日本ウズベキ

スタン経済合同会議では、二国間経済関係の深化に向けた

政府・関係機関の取り組みや貿易投資拡大に向けたプロジ

ェクトの実例及び具体的な提案が行われ、繊維、エネルギ

ー分野における協力に関する覚書が結ばれた。 

2018年 12月にはアリハノフ立法議会副議長と関経済産

業副大臣が会談し、両国の原子力分野における協力につい

て意見交換が行われた。 

トルクメニスタンについては、2018年 10月にメレドフ

副首相兼外務大臣と世耕経済産業大臣の会談が行われ、

2015年 10月の安倍総理のトルクメニスタン訪問時の協力

案件の着実な実施を評価するとともに、今後の優先案件に

関するロードマップの署名が行われた。また、2019年 3月

にはアルチャエフ国務大臣兼トルクメンガス総裁が磯崎

経済産業副大臣と会談し、2018年 10月にメレドフ副首相

と世耕経済産業大臣との間で締結したロードマップに記

載された案件について、意見交換が行われた。 

アゼルバイジャンについては、2018 年 5 月に平木経済

産業大臣政務官がカスピ海石油・ガス展示会及び国際会議

出席のため同国を訪問し、マムマドフ首相等とエネルギー、

分野での協力に向けた意見交換を行った。 

ジョージアについては、2019年 3月に日本ジョージア・

ビジネスフォーラム出席のため訪日したコブリア経済・持

続的発展大臣が世耕経済産業大臣と会談し、日ジョージア

投資協定、飲食料品、エネルギー分野における協力につい

て意見交換が行われた。 

 

４．４．中東・アフリカ諸国関係 

（１）中東・北アフリカ地域 

（ア）総論 

中東地域は、我が国にとってエネルギーの安定供給に欠

かせない地域である。石油依存度の高い中東諸国において

課題となっている産業多角化や貿易・投資環境改善への支

援を通じ、同地域との経済関係の強化・市場の拡大と、同

地域の安定確保を目指す。また、要人往来の機会を捉えな

がら、更なるエネルギー供給の安定確保に向けた働きかけ

を進めていく。 

（イ）二国間関係 

サウジアラビア王国については、2016 年 9 月にムハン

マド・ビン・サルマン現皇太子と安倍総理大臣が「日･サ

ウジ･ビジョン 2030 共同グループ」の設立に合意し、「サ

ウジ・ビジョン 2030」と日本の「成長戦略」のシナジー

を最大化する、具体的かつ広範な二国間協力を進めるため

の議論が開始された。2017 年 3 月には、サウジアラビア

国王として 46 年ぶりとなるサルマン・ビン・アブドゥル

アズィーズ国王訪日の機会を捉え、安倍総理大臣との首脳

会談時に、新たな二国間協力の羅針盤となる「日・サウジ・

ビジョン 2030」が合意された。2017 年 4 月以降、事務レ

ベルの作業部会である「日・サウジ・ビジョン 2030 共同

グループ」サブグループ会合を 5 回開催し、同ビジョンに

盛り込まれた協力プロジェクトのモニタリングを行うと

ともに、協力機会の拡大に向け、検討を進めた。直近では、

2018 年 10 月にサブグループ会合をリヤドで開催し、す

べてのプロジェクトにつき進捗のレビューを実施、第 3 回

閣僚級会合に向けた成果の整理を行った。2018 年 5 月、

アル・ファーレフ・エネルギー産業鉱物資源大臣が訪日し、

世耕経済産業大臣と会談。「日・サウジ・ビジョン 2030 共

同グループ」第 3 回閣僚級会合を東京で開催すること、両

国の協力関係を一層深化させることで一致した。2019 年

1 月、UAE において世耕大臣とアル・ファーレフ・エネ

ルギー産業鉱物資源大臣及びトワイジリ経済企画大臣が

会談を行い、引き続き第 3 回閣僚級会合の開催に向け調整

を行っていくこと、日･サウジ･ビジョン 2030 の下での協

力を更にさらに進めていくことで一致した。 

イラン・イスラム共和国については、2018 年 9 月に国

連総会の場で安倍総理大臣がハサン・ローハニ大統領と首

脳会談を実施。また、10 月には JETRO がテヘラン国際

産業見本市に JETRO 広報ブースを出展し、日本の技術・

文化・産業・観光や大阪万博誘致などを PR した。 

アラブ首長国連邦（以下、UAE）については、2018 年

2 月、日本企業が、世界有数の埋蔵量を誇る下部ザクム油

田権益（10％）等のアブダビ海上油田権益を再獲得。2018

年 4 月、アブダッラー・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤ

ーン外務・国際協力大臣が訪日し、安倍総理大臣を表敬し
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たほか、世耕経済産業大臣と会談。海上油田の権益の再獲

得につき謝意を表明するとともに、二国間の協力を多様化

していくことで一致した。さらに、4 月末には安倍総理大

臣が UAE を訪問。ムハンマド・ビン・ザーイド・アール・

ナヒヤーン・アブダビ皇太子との会談を行った。海上油田

の権益再獲得につき謝意を表明するとともに、日・UAE

「包括的・戦略的パートナーシップ・イニシアティブ

（CSPI）」に合意し、エネルギーや経済を始め、広範な分

野での戦略的パートナーシップをさらに強固にしていく

ことで一致した。また、日・UAE 投資協定に関する署名

文書の交換が行われた。2018 年 8 月、スルターン・アル・

ジャーベル国務大臣兼 ADNOC・CEO が、CSPI に基づ

く第 1 回会合のため訪日。この機会に、世耕経済産業大臣

とも会談を行い、二国間のパートナーシップを更に強化す

ることで一致した。2018 年 11 月、関経済産業副大臣がア

ブダビ国際石油展示会議（ADIPEC）及び日本アブダビ経

済協議会（ADJEC）に参加するため UAE を訪問。ジャー

ベル国務大臣兼 ADNOC・CEO、スハイル・ムハンマド・

アル・マズルーイ・エネルギー産業大臣、マイサ・アル・

シャムシ国務大臣等政府要人と会談を行った。2019 年 1

月、世耕経済産業大臣は、UAE 政府主催のワールド・フ

ューチャー・エナジー・サミットに参加するため、UAE を

訪問。ムハンマド・アブダビ皇太子やジャーベル国務大臣

兼 ADNOC・CEO とも会談を行い、二国関係の強化につ

き意見交換を行った。 

イスラエル国については、2018 年 5 月に安倍総理大臣

が訪問し、ビンヤミン・ネタニヤフ首相と首脳会談を行っ

た。安倍総理大臣から、2017 年に「日・イスラエルイノ

ベーションネットワーク（JIIN）」が設置されたことに触

れ、若手起業家のイスラエル派遣、サイバー、イノベーシ

ョン、バイオ等の先端分野のセミナーやマッチング等を推

進予定である旨述べた。2018 年 9 月には JIIN の事務局

を担う JETRO がスタートアップ企業を含む日系企業 25

社からなるビジネスミッションをイスラエルへ派遣し、同

国のスタートアップエコシステム視察の他、現地企業との

ビジネスマッチングを実施した。また、2019 年 1 月には

世耕経済産業大臣がイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相

との会談のほか、第 2 回目の開催となる日・イスラエル経

済イノベーション政策対話や JIIN 総会等に参加した。こ

れに合わせ、日本企業約 100 社、200 名がイスラエルを訪

問した。 

トルコ共和国については、2018 年 9 月にイスタンブール

で 3 年ぶりとなる「第 24 回日本トルコ合同経済委員会」が

日本経済団体連合とトルコ海外経済評議会の間で開催。また、

11 月にはメヴリュット・チャヴシュオール外務大臣が訪日

し世耕経済産業大臣と会談、また 2019 年 1 月のダボス会議

の場で世耕経済産業大臣とルフサル・ペキジャン貿易大臣が

会談し、二国間の経済関係について協議をした。 

カタール国については、2018 年 10 月のムハンマド・ビ

ン・サーレハ・アル・サダ・エネルギー工業大臣訪日時に

開催された LNG 産消会議 2018 や第 12 回日・カタール

合同経済委員会などの場を通じて、我が国への LNG の安

定供給を始めとする経済関係強化に向けた意見交換を実

施した。2019 年 1 月にはタミーム・ビン・ハマド・アー

ル・サーニ首長が訪日し、安倍総理大臣と首脳会談を実施。

会談において、両首脳は、LNG にかかる両国の協力関係

の重要性を確認し、エネルギー・交通・発電等のインフラ

事業へ日本企業の参加を歓迎しつつ、民間ビジネスの協力

進展への希望を表明した。また、訪日の機会を捉え、外務

省、経済産業省、一般財団法人中東協力センター、カター

ル商業・工業省の共催で日本・カタール・ビジネスフォー

ラムを開催し、日本企業の更なるカタール市場への進出を

呼びかけた。 

安倍総理大臣は、2018 年 4 月から 5 月にかけての中東

訪問に際し、ヨルダン及びパレスチナも訪問。 

ヨルダンでは、安倍総理大臣はアブドッラー2 世・イブ

ン・アル・フセイン国王との首脳会談を行った。会談にお

いて、両首脳は、今般、日・ヨルダン投資協定が実質合意

に至ったことを歓迎し、これが、両国の経済関係が飛躍す

るきっかけとなることへの期待を表明した。 

パレスチナでは、安倍総理大臣はマフムード・アッバー

ス大統領と首脳会談を行った。 

 

（２）サブサハラ・アフリカ 

アフリカは、若年層を中心に 12 億人を超える人口を抱

え、経済成長とともに電力・運輸・港湾等のインフラ需要

が高まっている。一部の地域では石油・天然ガス・鉱物資

源が豊富である一方、近年の国際資源価格の下落はこれら 
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の地域の財政を悪化させ、各国に対し資源依存からの脱却

を促している。消費財や ICTを活用したビジネスが広がる

など、かつて資源・インフラを中心としていたアフリカビ

ジネスは多様化しつつある。我が国は、質の高いインフラ

整備の推進、投資協定の締結促進などとともに、日アフリ

カ官民経済フォーラム等の官民が一体となった対話の場

を活用し、アフリカに加え第三国や国際機関との協力を強

化することを通じて、日本企業のアフリカ進出を支援して

いく。 

2016 年 8 月にケニア・ナイロビで開催された第六回ア

フリカ開発会議（TICADⅥ）において安倍総理大臣より表

明された「日アフリカ官民経済フォーラム」について、第

一回会合が 2018 年 5 月 3 日・4 日に、アフリカ大陸で最

も多くの日本企業が進出する南アフリカ・ヨハネスブルグ

で開催された。日本からは世耕経済産業大臣、岡本外務大

臣政務官、高橋国土交通大臣政務官が出席し、アフリカ側

からはシリル・ラマポ―ザ南アフリカ大統領、ロブ・デー

ビス南アフリカ貿易産業大臣をはじめとして閣僚級 28 名

を含む 42カ国が出席した。また、アフリカ企業約 400 社、

日本企業 100 社以上、さらに欧州や中東等の第三国企業

や国際機関を含めて総勢約 2000 名が参加し、日本企業の

アフリカビジネス拡大に向けた議論を実施した。 

世耕経済産業大臣は、日アフリカ間の協業の機会及び課

題を議論するプレナリー・セッション１において、日本と

アフリカの経済が win-win で持続的に発展するための 4

つの柱として、(1)民間資金を活用したインフラ整備、(2)

ビジネス分野の拡大、(3)プレイヤーの拡大、(4)ビジネス

環境整備に関する取組を表明した。 

さらに、日アフリカ官民経済フォーラムでは、公式サイ

ドイベントとして JETRO 主催のジャパンフェアが開催

され、世耕経済産業大臣、デービス南アフリカ貿易産業大

臣らが巡覧した。ジャパンフェアには日本企業等約 70 社・

機関の産官学各界が結集し、インフラや通信、農業やヘル

スケア等におけるロボット等を駆使した日本企業の高い

技術力やアイディアが幅広く展示されたほか、アフリカに

貢献する日本企業の紹介がなされ、多くの政府関係者、ビ

ジネス関係者が訪れた。 

また、多くの政府要人が集うこの機会をとらえ、世耕経

済産業大臣は、ラマポーザ南アフリカ大統領への表敬をは

じめ、デービス南アフリカ貿易産業大臣ら 18 名の政府要

人と会談し、我が国のアフリカにおけるビジネス協力や二

国間関係における更なる進展の可能性について意見を交

わした。 

2019 年 2 月には、南アフリカ・ケープタウンで開催さ

れた、アフリカ鉱業投資会議「マイニング・インダバ」に

関経済産業副大臣が参加した。この会議において、関副大

臣は南アフリカ共和国及びザンビア共和国と会談するな

ど、鉱業分野における一層の関係強化に取り組んだ。 

また、コンゴ民主共和国及びマダガスカル共和国を訪問

し、コンゴ民主共和国ではコロンゲレ大統領府副官房長官

等の要人と会談するとともに、国家経済省・鉱物資源省・

国有財産省の三省合同の投資会議に出席し、コバルト等の

重要鉱物の供給やコンゴ民主共和国政府における直接投

資、インフラ開発・人材育成への協力について意見交換を

行った。マダガスカル共和国では、同年１月に新大統領に

就任したラジョリナ大統領へ祝意を伝達するとともに、鉱

業における投資環境の整備・安定と農業や医療をはじめと

する重点分野での協力について議論を行った。 

 

５．独立行政法人日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ) 

（１）組織 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、2003年 10

月、独立行政法人日本貿易振興機構法に基づき、前身の日

本貿易振興会を引き継いで設立された独立行政法人であ

る。貿易振興事業の実施や、開発途上国等の調査研究を通

じた、貿易拡大・経済協力促進への貢献を目指して、国内

外のネットワークや海外ビジネス支援に精通した人材の

厚み等を最大限に活かしながら、対日直接投資の促進や農

林水産物・食品の輸出促進、中堅・中小企業など我が国企

業の海外展開支援、我が国企業活動や通商政策への貢献を

実施している。 

 

（２）実施事業 

（ア）対日直接投資の促進 

「2020 年における対内直接投資残高の 35 兆円への倍

増」という政府目標に貢献すべく、我が国における対日投

資促進の中核機関として、イノベーションを促進する研究

開発拠点など高付加価値拠点の誘致を強化するとともに、

革新的な技術・サービスを有するスタートアップ企業の誘

致に取り組んだ。 
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また、地方創生に資する地域への誘致拡大のため、各自

治体の外国企業誘致における、誘致戦略策定、プロモーシ

ョン、進出関心企業へのアプローチ、立地支援やフォロー

アップといった、それぞれのフェーズにあわせた支援を、

自治体と連携しながら実施した。 

さらに、自治体と共同で企画立案・実行する誘致プロジ

ェクトを公募するなど、地域と一体となった誘致活動を推

進するほか、対日投資促進に資する情報発信として、全世

界で対日投資セミナーを開催した。 

（イ）農林水産物・食品の輸出促進 

政府目標である「2020年に農林水産物・食品の輸出額１

兆円」を１年前倒しでの実現並びに地方創生への貢献に向

け、政府が策定した「農林水産業の輸出力強化戦略」を踏

まえつつ、関係省庁、自治体、業界団体等、さらには日本

食品海外プロモーションセンター（JFOODO）によるプロモ

ーション活動とも連携し、一体となって農林水産物・食品

の輸出を推進した。 

具体的には、規制緩和・輸出解禁等を受けたタイムリー

な取り組みとして、在外公館や農林水産省と連携しながら、

日本産農林水産物・食品のニーズや課題等に関する情報収

集・提供を行うとともに、規制緩和・輸入解禁の時機を捉

え、プロモーションや商流確保を目的としたセミナー・商

談会などを実施した。 

 また、JFOODOでは、個別事業者をプロモーション活動に

取り込み、JFOODO によるプロモーションに同調させる形

で個別事業者も消費者や販促対象事業者向けプロモーシ

ョンを実施するなど、相乗効果を狙う取り組みを行った。 

（ウ）中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援 

我が国企業の海外展開を推進するため、自治体、関係機

関等と連携しつつ、日本からの輸出や海外進出、進出後の

現地展開や事業見直し、さらには第三国展開まで一貫して

支援を行った。 

具体的には、海外展開を目指す中堅・中小企業を総合的

に支援する「新輸出大国コンソーシアム」を引き続き実施

した。また、政府の「未来投資戦略」を踏まえ、グローバ

ル人材の育成・活用を推進するため、関係府省庁・機関の

施策情報を集約し、我が国企業と外国人材・教育機関の双

方からの相談窓口を有する「高度外国人材活躍推進プラッ

トフォーム」を設置するとともに、「高度外国人材活躍推

進ポータルサイト」を開設した。 

また、新たに我が国スタートアップ企業の海外展開支援

にかかる官民による集中プログラムの取組を開始し、資金

調達やスケールアップのノウハウ提供や、現地ベンチャー

キャピタルやパートナー候補企業とのマッチング支援を

実施した。 

さらに、電子商取引（EC）市場に対する関心への対応と

して、海外の有力 EC 事業者と連携し、同事業者が運営す

る EC プラットフォーム内に日本消費・サービスの魅力を

発信するコーナーを設置し、商談マッチングから買取、ま

たその後の販売促進を一気通貫で支援した。 

そのほか、中国政府が開催した「第 1回中国国際輸入博

覧会」において、日本・中国両国政府からの要請を受け、

日本企業の取りまとめ窓口を務めるとともに、医療機器・

医薬保険や服飾・日用消費品などの分野でジャパン・パビ

リオンを組織した。 

（エ）我が国企業活動や通商政策への貢献 

我が国企業の国際ビジネス及び我が国の通商政策等に

資する情報収集・分析・提供を行った。またビジネス環境

改善に資する調査や、国内外政府への積極的な政策提言を

通じて、日本企業の海外展開を支援した。 

具体的には、米中貿易摩擦や新 NAFTA等の米国通商政策

を重点的に調査し、ウェブサイトやセミナーを通じて情報

を発信した。また、ブレグジット後の影響につき、離脱交

渉期限のタイミングで交渉状況などの特集記事を発信し

たほか、ブレグジット後の我が国企業の対応を踏まえたガ

イドブックや留意事項集を公表した。TPP11 や日 EU・EPA

の発効に際しては、その利活用を図るためのセミナーを全

都道府県で開催した。 

また、現地ビジネス環境改善に向け、カンボジアのフン・

セン首相の来日の際に、長年の非関税障壁であった同国商

業省所管の独自の輸出検査について、JETROの働きかけに

より、同首相より改善につき言及を引き出し、結果として

撤廃につながった。 

アジア経済研究所については、「中国のプラスチック（再

生資源）に係る輸入規制の強化とその影響」など、国際的

に関心が高まる重要なテーマの研究に取り組んだ。また、

政策当局の要請に基づく即応性の高い研究課題にかかる

研究会を発足し、その研究成果は広くセミナー等で普及を

図ったほか、国や地方、メディア等の政策担当者等に対す

るブリーフィングの形で提供した。 


	目次
	第３節　通商政策局
	１．世界経済の動向
	２．国際経済協力
	２．１．アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）
	２．２．Ｇ７サミット、Ｇ20サミット
	２．３．経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

	３．世界貿易機関（ＷＴＯ）、経済連携協定(ＥＰＡ/ＦＴＡ)、投資協定
	３．１．世界貿易機関（ＷＴＯ）
	３．２．経済連携協定､投資協定

	４．二国間関係
	４．１．アジア太平洋各国関係
	４．２．米州関係
	４．３．欧州・ロシア関係
	４．４．中東・アフリカ諸国関係

	５．独立行政法人日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ)




