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第３節 通商政策局 

１．世界経済の動向 

国際通貨基金（ＩＭＦ）は、2020 年１月に発表した世界

経済見通しの中で、2019 年は 2.9％であった世界の実質Ｇ

ＤＰ成長率は、2020 年は 3.3％、2021 年は 3.4％へ上昇す

ると予測した。米中貿易の第一段階合意の発表、英国のＥ

Ｕからの合意なき離脱の可能性の低下等を背景に、世界経

済の成長は低い水準ではあるが安定化の兆候を見せてい

ると指摘した。また、ブラジル、インド、メキシコ、ロシ

アなど新興市場国や発展途上国の経済成長率が 2019 年に

落ち込んだ後、2020 年以降は回復基調にあることが世界

経済の成長軌道に反映されている（参照：表 ＩＭＦの主

要国・地域の実質ＧＤＰ成長率の見通し）。 

主要国経済の動向を見てみると、米国の 2019 年の実質

ＧＤＰ成長率は前年比 2.3％増と、2018 年の 2.9％増から

減速した。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 1.8％（2018 年：2.1％）と引き続き全

体を押し上げた一方、米中貿易摩擦の影響により輸出入と

もに規模が大幅に縮小し、結果として純輸出は▲0.2％

（2018 年：▲0.3％）と前年に引き続きマイナス寄与に留

まった。それに伴い設備投資も 0.3％（2018 年：0.8％）

と前年からプラス幅が縮小した。 

また、2020 年３月以降、米国国内での新型コロナウイル

スの感染が急激に拡大し、３月 13 日には国家非常事態宣

言の発表、19 日以降は各地でのロックダウンが行われ、経

済活動は停滞を余儀なくされた。2020 年第１四半期の実

質ＧＤＰ成長率は前期比年率▲5.0％と大幅に落ち込み、

2009年６月以降続いていた 長の景気拡大期は2020年２

月に終了した。 

米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、2019 年７月の連

邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）以降、経済の不透明感の増

大を受け、「予防的利下げ」を３会合連続で実施し、フェ

デラル・ファンド金利（ＦＦ金利）を 1.50～1.75％まで引

き下げたが、2020 年３月以降は、米国での新型コロナウイ

ルスの感染拡大を受けた臨時のＦＯＭＣを３回実施し、Ｆ

Ｆ金利をさらに実質ゼロ金利まで引き下げた。ＦＲＢは、

2019 年８月までの間に資産を約３兆８千億ドルまで縮小

しバランスシートを縮小していたが、2020 年３月以降は

経済の下支えのため大幅な量的緩和を実施し、３月末時点

で資産は約５兆 2,500 億ドルまで再度拡大した。 

ユーロ圏の 2019 年の実質ＧＤＰ成長率は 1.3％と 2017

年から２年連続で減速した。良好な雇用・所得環境や、緩

和的な金融政策を背景とした堅調な個人消費や投資によ

る内需に支えられ、緩やかな回復を続ける一方で、中国を

始めとする世界経済の成長の減速や米中貿易摩擦の激化、

英国のＥＵ離脱を巡る不透明性の高まり等の影響により、

2018 年後半から生産や輸出が落ち込み、欧州経済のけん

引役であるドイツを中心に主要国で成長の鈍化が続いた。 

新型コロナウイルスの感染は、中国やアジア地域に感染

被害が集中していた 2020 年１月から２月上旬までの時点

では、欧州への影響は限定的と見られていたが、２月下旬

になり、イタリアからスペイン、フランス、ドイツ、英国

へと欧州全体に感染が急速に拡大し、各国で外出制限や渡

航禁止措置等の移動の制限、工場や店舗等の閉鎖や国境の

実質上の封鎖等の感染予防措置が実施され、さらにサプラ

イチェーン寸断による生産停止や混乱等の影響により、消

費や生産等の経済活動が前例をみない規模で悪化した。ユ

ーロ圏の 2020 年第１四半期の実質ＧＤＰ成長率は、前期

比年率換算で▲13.6％と、世界金融危機時を上回る悪化と

なった。 

英国の実質ＧＤＰ成長率は2019年は 1.4％と 2018年か

らわずかに回復したが、ＥＵ離脱を巡る先行きの不透明性

の高まりから、個人消費の伸びの鈍化や生産や設備投資が

低迷し成長は勢いを失っている。2019 年 12 月の総選挙で

与党保守党が過半数を確保し、2020 年１月末にＥＵ離脱

が実現したことで「合意なき離脱」の混乱は回避されたが、

移行期間中におけるＥＵとの間の自由貿易協定（ＦＴＡ）

締結に向けた交渉を巡る動向が新たな先行きの不透明性

を高める要因となっている。新型コロナウイルス感染拡大

の影響を受け、2020 年第１四半期の実質ＧＤＰ成長率は

前期比年率で▲7.7％と大きく低下した。 

また、2019 年の中国経済は米中貿易摩擦の影響等から

減速が続いた。2019 年の実質ＧＤＰ成長率は 6.1％と政府

の目標（６～6.5％）は達成したものの、2018 年（6.6％）

からは減速した。需要項目別には、消費、投資の寄与が縮

小した。純輸出は輸入が輸出以上に落ちたため結果的にプ

ラスの寄与に転じた。2020 年に入ると新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により経済は大きく落ち込んだ。中国政

府は春節直前の１月 23 日、湖北省の省都武漢を事実上封

鎖するとともに、その他の地域についても広範な移動制限
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を課したが、既に武漢から出た者も多く、時期的に春節に

重なったため、帰郷や旅行などの人の移動に伴って中国内

外に感染症が拡大したとされる。人の移動を規制したこと

で、生産、消費、投資、貿易、物価、雇用等の幅広い分野

において停滞や悪化が見られた。例えば、2020 年第１四半

期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比▲6.8％と、四半期ベ

ースで統計が遡及できる 1992 年以降では初めてのマイナ

スとなった。需要項目別には各項目ともマイナスに転じた

が、特に消費の落ち込みが全体を大きく押し下げた。この

ような中で中国政府は、医療品など不可欠な物資の優先的

な供給に努め、資金繰りで苦境にある中小零細を始めとす

る企業に対して、税・社会保険料の減免や借入金の返済猶

予等の支援を行った。 

 

 

２．国際経済協力 

２．１．Ｇ７、Ｇ20 

（１）沿革 

Ｇ７サミットは、1970 年代に発生したニクソン・ショ

ックや第一次石油危機への対応を契機に、世界経済問題に

ついて首脳レベルで議論するフォーラムとして誕生した。

第一回サミットは、フランス、米国、イギリス、ドイツ、

日本、イタリアの６か国により 1975 年に開催され、その

後、各国が持ち回りで議長国を務めつつ開催されている。 

また、Ｇ20サミットはリーマン・ショックを契機とする

経済・金融危機に対応するため、Ｇ20財務大臣・中央銀行

総裁会合を首脳級に格上げする形で、2008 年に第一回が開

催された。以降、毎年開催されている。2019 年のＧ20大阪

サミットや、同年のＧ20茨城つくば貿易・デジタル経済大

臣会合等の関係閣僚会合では、日本が議長国を務めた。 

 

（２）会合の概要 

①Ｇ20 貿易・デジタル経済大臣会合（2019 年６月） 

日本が議長国となり、2019 年６月に茨城県つくば市に

おいて開催された Ｇ20 貿易・デジタル経済大臣会合は、

Ｇ20 として初めて、貿易大臣とデジタル経済大臣が一堂

に会する会合となった。 

貿易分野では、貿易摩擦が激化し、世界貿易を取り巻く

情勢が極めて厳しくなる中、貿易摩擦の問題に取り組む必

要性をＧ20 全体で確認した。 

また、三極貿易大臣会合で議論してきた通報制度改革や

通常委員会の活性化といったＷＴＯ改革の具体的内容を

Ｇ20 として初めて位置づけるとともに、ＷＴＯの紛争解

決制度についての行動の必要性にも初めて合意した。 

加えて、同じく三極貿易大臣会合で議論してきた産業補

助金ルール強化の必要性についてＧ20で初めて言及すると

共に、日本がリードしているＷＴＯ電子商取引の有志国に

よるルール作りについて、Ｇ20 として初めて盛り込んだ。 

また、貿易措置がＷＴＯ整合的であるべきこと及び大半

のメンバーが鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フ

ォーラムの延長に賛成したことが議長声明で明記された。 

デジタル分野では、「データ・フリーフロー・ウィズ・

トラスト（以下、ＤＦＦＴ）：信頼性のある自由なデータ

流通」というコンセプトにＧ20 全体で合意した。データの

越境流通が生産性の向上、イノベーションの増大、持続的

な発展につながること、プライバシー、データ保護、知財、

セキュリティといった課題に対処することにより、データ

の自由な流通をさらに促進するとともに、消費者及び企業

の信頼を強化することができること、並びに、国内的及び

国際的法的枠組みが尊重されることの必要性及び相互運

用性を促進するために協力することを確認した。さらに、

政策や規制そのものをデジタル化し、機動的で柔軟なもの

としていく必要があること、またステークホルダーが参加

して政策をつくること、すなわちガバナンス・イノベーシ

ョンが必要であることについて確認した。 

 

②Ｇ20 大阪サミット（2019 年６月） 

2019 年６月にＧ20 大阪・サミットが開催された。日本

2020年 2021年 2020年 2021年

世界 2.9 3.3 3.4 -0.1 -0.2 

先進国・地域 1.7 1.6 1.6 -0.1 0.0
米国 2.3 2.0 1.7 -0.1 0.0
ユーロ圏 1.2 1.3 1.4 -0.1 0.0
　 ドイツ 0.5 1.1 1.4 -0.1 0.0
　フランス 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0
　イタリア 0.2 0.5 0.7 0.0 -0.1 
　スペイン 2.0 1.6 1.6 -0.2 -0.1 
日本 1.0 0.7 0.5 0.2 0.0
英国 1.3 1.4 1.5 0.0 0.0
カナダ 1.5 1.8 1.8 0.0 0.0

新興市場及び途上国･地域 3.7 4.4 4.6 -0.2 -0.2 

中国 6.1 6.0 5.8 0.2 -0.1 
インド 4.8 5.8 6.5 -1.2 -0.9 
ASEAN-5 4.7 4.8 5.1 -0.1 -0.1 
ロシア 1.1 1.9 2.0 0.0 0.0
ブラジル 1.2 2.2 2.3 0.2 -0.1 
メキシコ 0.0 1.0 1.6 -0.3 -0.3 
サウジアラビア 0.2 1.9 2.2 -0.3 0.0
ナイジェリア 2.3 2.5 2.5 0.0 0.0
南アフリカ 0.4 0.8 1.0 -0.3 -0.4 

(資料)IMF 「World Economic Outlook, January 2020」から作成。

※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。

2019年
(前年比、%)

今回(2020年1月)予測
(前年比、%)

前回(19年10月)予測
からの変化
（ポイント）

IMFの主要国・地域の実質GDP成長率の見通し
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が初めて議長国を務めたＧ20 サミットでは、Ｇ20 メンバ

ー国に加えて、８つの招待国、９つの国際機関の代表が参

加し、国内で開催した史上 大規模の首脳会議となった。

主要国のリーダーたちが一堂に会する中、今般のサミット

では、互いの共通点を見出し、主要な世界経済の課題に団

結して取り組んでいく姿を打ち出した。また、グローバル

化による変化への不安や不満の声があがる中で、議長国と

してリーダーシップを発揮し、自由貿易の推進やイノベー

ションを通じた世界の経済成長の牽引と格差への対処、環

境・地球規模課題への貢献等、多くの分野でＧ20 としての

力強い意志を「大阪首脳宣言」を通じて世界に発信した。 

「大阪首脳宣言」において、貿易分野では、つくばで開

かれたＧ20 貿易・デジタル経済大臣会合の閣僚声明を首

脳として歓迎し、自由、公正、無差別な貿易及び投資環境

を実現し、開かれた市場を維持するため努力をすることで

一致した。また、ＷＴＯ改革については、閣僚会合での合

意も踏まえ、ＷＴＯ第 12 回閣僚会合（ＭＣ12）に向けた

取組を含め、必要なＷＴＯ改革を支持していくことを確認

し、ＷＴＯの紛争解決制度の機能に関し、行動が必要であ

ることに合意した。鉄鋼グローバル・フォーラムについて

は、担当閣僚に対し、フォーラムの取組を更に進めるため

の方策を探求し、2019 年秋までにコンセンサスに至るよ

う求めることで一致した。 

また、デジタル分野においては、プライバシーやデータ

保護、知財、セキュリティといった課題に引き続き対処す

ることにより、データの自由な流通をさらに促進するとと

もに、消費者及び企業の信頼を強化することができること

を確認した。このため、国内及び国際の両面において法的

枠組みが尊重されることの必要性についても認識を共有

した。このように、ＤＦＦＴは、デジタル経済の好機を活

かすものであり、電子商取引に関する共同声明イニシアテ

ィブに基づき進行中の議論に留意することとともに首脳

間で一致した。 

デジタル経済に関しては、大阪サミットの機会に首脳特

別イベントを主催し、27 か国の首脳の参加の下、データ流

通、電子商取引に関する国際的なルール作りを行う「大阪

トラック」の立ち上げを宣言した「デジタル経済に関する

大阪宣言」を発出し、ＷＴＯでの有志国による電子商取引

に関するルール作りについて、ＭＣ12 までに実質的な進

捗を達成するために更に努力することを表明した。その後、

「大阪トラック」の下で、ＯＥＣＤや世界経済フォーラム

（ＷＥＦ）等の国際フォーラムも活用しながら、ＤＦＦＴ

の実現に向けた、マルチステークホルダーによる具体的な

議論が進められている。 

加えてインフラ分野に関しては、新興ドナー国を含む 

Ｇ20 メンバー国が今後の質の高いインフラ投資に関する

共通の戦略的方向性と高い志を示すものとして、国際社会

と協力し、開放性、透明性、経済性、債務持続可能性とい

った要素を含む、「質の高いインフラ投資に関するＧ20 原

則」が承認された。 

 

③Ｇ７ビアリッツ・サミット（2019 年８月） 

2019 年８月に行われたＧ７ビアリッツ・サミットでは、

「不平等との闘い」のテーマの下、世界経済・貿易や外交・

安全保障のほか、アフリカ、環境、デジタル化等について

議論が行われた。議論の成果として、Ｇ７首脳が合意した

事項を簡潔にまとめた「Ｇ７ビアリッツ首脳宣言」等が発

出された。 

貿易分野では、不公正な貿易・投資慣行への対応やＷＴ

Ｏ改革の推進にＧ７が結束して取り組んでいくことが確

認された。特に、ＷＴＯのルールを時代に合ったものにす

べく、必要な改革を推進していくことを確認するとともに、

産業補助金等の市場歪曲的な措置に対するより強固な国

際ルールの構築に向けて、これら諸課題に結束して取り組

むことを確認した。Ｇ７ビアリッツ首脳宣言においても、

「開かれた公正な世界貿易及び世界経済の安定にコミッ

トしている」旨が盛り込まれたほか、「不公正な貿易慣行

を除去するために、ＷＴＯを徹底的に改めることを期待す

る」等に言及されている。 

また、デジタル分野では、Ｇ20大阪サミットで合意された

ＤＦＦＴの考え方等について、Ｇ７首脳間で再確認された。 

 

④Ｇ７首脳テレビ会議（2020 年３月） 

 2020 年３月 16 日、フランスからの提案を受けて、本年

のＧ７議長国の米国の呼びかけにより、Ｇ７首脳間では初

めてのテレビ会議が行われた。 

会合後には、首脳宣言が発出され、Ｇ７として、①人々を

守るための必要な衛生上の手段の調整、②市場の信認及び

成長の回復、雇用の保護、③国際貿易及び投資の支援、④科

学、研究及び技術協力の促進に取り組むことで一致した。 
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⑤Ｇ20 首脳テレビ会議（2020 年３月） 

2020 年３月 26 日、本年のＧ20 議長国サウジアラビアの

呼びかけにより、Ｇ20 首脳間では初めてのテレビ会議が

行われた。参加したＧ20 首脳は、新型コロナウイルス感染

症に関し、各国内の経済状況や感染拡大防止策について議

論を行った。 

また、会合後には、首脳宣言が発出され、貿易に関して

は、「国際的な交通及び貿易に対する不必要な介入を避け

る形で国際貿易を円滑化し、対応を調整するために引き続

き協働すること」等が確認された。 

 

⑥Ｇ20 貿易・投資大臣会合（テレビ会議）（2020 年３月） 

2020 年３月 30 日にＧ20 貿易・投資大臣会合がテレビ会

議形式で開催され、梶山経済産業大臣、若宮外務副大臣が

参加した。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対

応について各国との連携を確認し、共同声明を採択した。 

今回の貿易・投資大臣会合では、新型コロナウイルス感

染症の拡大に際し、貿易に対する不必要な介入を避け、国

際貿易を円滑化するべく、対応についての議論を行った。

本年のＧ20 議長国であるサウジアラビアの呼びかけで開

催された。 

会合では、新型コロナウイルス感染症の拡大によってサ

プライチェーンの途絶や消費活動の減退が深刻であるこ

と、人の移動が制限される中で、モノ・サービスの自由な

流通を確保し、経済活動を維持していくため、Ｇ20 として

貿易面でも連携を強化していくことを確認した。 

また、共同声明では、主に以下の内容について合意した。 

・新型コロナウイルス感染症に対処するための緊急的な

措置は、例えそれが必要と見なされる場合においても、的

を絞った、均衡がとれた、透明性のあるかつ一時的なもの

でなければならず、ＷＴＯ 整合的であるべきこと。 

・物流ネットワークが円滑かつ継続的に稼働するよう約

束。空路、海上・陸上輸送による物流ネットワークが開か

れたものであるよう方策を検証すること。 

・国際機関に対して、新型コロナウイルス感染症が貿易投

資やグローバル・サプライチェーンに及ぼす影響について

詳細な分析を提供するよう要請。また、Ｇ20 貿易・投資作

業部会に対して、新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響

を緩和するための措置、及びグローバル・サプライチェー

ンの維持と迅速な経済回復のための長期的な措置を特定

するよう指示。 

 

２．２．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、2019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、ＡＳＥＡＮ７

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）2019 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 

石川経済産業大臣政務官は、５月 16 日から 18 日の日程

でチリのビニャ・デル・マールに出張し、ＡＰＥＣ貿易大

臣会合（ＭＲＴ）へ出席した。 

ビニャ・デル・マールでは、ＡＰＥＣ貿易大臣会合に出

席するとともに、チリ・アンプエロ外務大臣、ジャニエス

貿易副大臣、プロクリカ鉱業大臣はじめ、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。 

議長を務めるチリのアンプエロ外務大臣の議事のもと、

「ＡＰＥＣのＷＴＯ支持の推進」や「地域経済統合の推進」、
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「デジタル時代における包摂的かつ持続可能な成長の強

化」のテーマを中心に、精力的な議論した。 

その中で石川経済産業大臣政務官からは、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「ＡＰＥＣのＷＴＯ支持の推進」 

多角的貿易体制は、現在かつてない危機に直面している。

我々はＷＴＯ改革に真剣に取り組んでいく必要がある。 

不公正な貿易慣行を含む保護主義と闘い、市場歪曲の除

去のための産業補助金ルールの強化に取り組み、レベル・

プレイング・フィールドを実現すべき。 

その他の論点も含め、有志エコノミー間で着手可能な論

点からどんどん議論を進め、成果を上げていくべき。多角

的貿易体制への人々の支持を得るため、我々は休むことな

く成果を出し続けなければならない。 

ＡＰＥＣは、ＷＴＯの機能強化やルールの適切な履行に

資する取組を積極的に継続するべき。 

 

②「地域経済統合の推進」 

 ＡＰＥＣエコノミーは、域内の貿易投資の自由化や地域

経済統合に取り組んできたが、引き続き残された課題が存

在。ＡＰＥＣエコノミーがＷＴＯ貿易円滑化協定（ＴＦＡ）、

情報技術協定（ＩＴＡ）、ＡＰＥＣ環境物品リストの履行

により、ボゴール目標達成に向けて更なる努力を行うこと

を促す。 

 全てのＡＰＥＣエコノミーは、「ＦＴＡＡＰに関するリ

マ宣言」に基づき、質が高く包括的なＦＴＡＡＰの実現を

目指し、「次世代貿易投資課題」を含めた幅広い分野での

検討作業や能力構築事業に取り組むべき。 

 改訂版「ＡＰＥＣインフラ開発・投資の質に関するガイ

ドブック」で定めた指針が、実際の現場で活用されていく

ことが重要。 

 

③「デジタル時代における包摂的かつ持続可能な成長の強

化」 

 情報・データの自由流通の確保は、本年日本が議長を務

めるＧ20 の主要議題の１つ。自由なデータ流通と、プライ

バシー保護やセキュリティ確保の両立、すなわち「Data 

Free Flow with Trust」が重要。 

 急速に発展するデジタル経済の恩恵を 大化するべく、

この分野の取組をさらに迅速に進めることが重要。 

 2020 年以降のＡＰＥＣは Digitalized ＡＰＥＣとなり、

この流れを公正かつ競争的な環境下で更に進め、中小・小

規模事業者を含むあらゆる個人や企業が成功のためのチ

ャンスをつかみ、地域の繁栄を全体として実現できるよう

にすべき。 

 

（２）閣僚会議・首脳会議 

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 30 回ＡＰＥＣ閣僚会議及び首脳会議は、10 月 30 日

ＡＰＥＣ議長チリのピニェラ大統領が、治安等国内情勢を

理由に、開催中止を決定した。 

 

（３）最終高級実務者会合 

 12 月７日、2019 年ＡＰＥＣの締め括りの実務者レベル

の会合である 終高級実務者会合がシンガポールにて開

催され、チリのマティアス・フランケ外務省国際経済関係

総局多国間経済局長が議長を務め、日本から外務省及び経

済産業省の関係者が出席した。この会合において 2019 年

の成果として、女性と包摂的成長のためのラ・セレナ・ロ

ードマップ、違法・無報告・無規制（ＩＵＵ）漁業と戦う

ためのロードマップ、海洋ごみロードマップの３つの文書

が承認された。また、12 月７日、議長チリがホストエコノ

ミー首脳（チリ大統領）による声明を発出した。 

 

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
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に 21 か国目として加盟。2020 年現在、37 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、リトアニア、コロンビア 

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

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。 

なお、新型コロナウイルス感染症の関係では、2020 年３

月末にＯＥＣＤの関係する取組を発信するサイト（ＯＥＣ

Ｄ Digital Content Hub）を立ち上げ、世界に情報提供を

行っている。 

 

（２）閣僚理事会 

（ア）概要 

2019 年５月 22 日～23 日、フランス・パリでＯＥＣ

Ｄ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（役職はいずれも当時）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 

2019 年の閣僚理事会のテーマは、「持続可能な開発の

 
 
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。 

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（Ｓ

ＤＧｓ）、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、 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

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

有する。しかし、ＷＴＯが設立されてから四半世紀が経過

し、その間の新興国の台頭や産業構造の変化により、ＷＴ

Ｏは現状の貿易を取り巻く問題に十分に対応できていな

いとの批判があり、一部の国による一方的な貿易制限措置

や対抗措置の誘因の一つになっている。このため、保護主

義を抑止し、自由で開かれた貿易体制を維持するためにも、

ＷＴＯ の機能改善に向けた「ＷＴＯ改革」の機運が高ま

っている。 

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、現在に至るまで交渉が継続されている。全ての

加盟国によるラウンド交渉が進まない中、ＩＴＡ（情報技

術協定）拡大や電子商取引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（プルリ）交渉が積極的に行わ

れてきた。②ＷＴＯの監視機能は、多国間の監視により保
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護主義を抑止するものだが、より効果的な監視メカニズム

の構築が求められる。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。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。しかし、上級委員会による判例を通じた

ルール形成等を米国が問題視し、上級委員の選任を阻止し、

2019 年 12 月に機能停止に陥った。紛争解決機能の維持・

適正化が急務である。 

本節では、ドーハ・ラウンド交渉の状況、ＩＴＡ拡大交

渉、ＥＧＡ交渉（環境物品協定）、ＴｉＳＡ交渉（新たなサ

ービス貿易協定）、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 

 

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 
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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、 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 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

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。直近では、2020 年１月にワシントンＤＣで第７回会

合が開催され、産業補助金ルール強化、強制技術移転、市

場志向条件、ＷＴＯ改革（通報制度改革・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り、1996

 
 
2
 ＩＴＡ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。 

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、2020 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％以上となっており、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。 

他方ＩＴ製品の技術進歩は早く、その後、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

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た。 

(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

要参加国がほぼ全て参加するＡＰＥＣで、日米が連携して

ＷＴＯでのＩＴＡ拡大交渉に向けた機運の醸成を開始。具

体的には、2011 年 11 月のＡＰＥＣホノルル首脳会議で、

「ＡＰＥＣエコノミーが品目及びメンバーシップ拡大に

向けた交渉開始にリーダーシップを発揮していく」旨に合

意した。このＡＰＥＣ首脳宣言を受けて、日米連携の下、

2012 年前半の交渉開始を目指して協定参加国間の意見調

整を行ったが、ＥＵは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。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が、 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。 
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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 日の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実

施。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、林経済産業大臣（当

時）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（当時）を含

む）で交渉妥結に至った。2020 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％に相当し、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 億円とさ

れた。（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。 

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、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）
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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」との目標が再確認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。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。 

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、2020

年３月末現在では 46 か国・地域（ＥＵ27 カ国を含む）と

なっている。 

（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

 
 
3
外務省 HP（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000387.html）参照。 

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

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。

2020 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
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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

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。 

保護主義監視・抑止のための政治的コミットメントとし

ては、従来、Ｇ20 やＡＰＥＣ等の国際フォーラムの場では

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っ

ているが、政治合意によって、協定以上のコミットが表明

されるという点に意義がある。例えば、2017 年５月のＧ７

タオルミーナ・サミット、７月のＧ20 ハンブルク・サミッ

ト、11 月のＡＰＥＣ首脳会合の成果文書において、保護主

義抑止の必要性について再確認された。しかしながら、

近は、国際フォーラムの場で保護主義抑止に関して政治的

合意を得ることが難しい状況が続いている。 

（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Ｗ

ＴＯ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

 
 
4 『通商白書 2009』第２章第３節参照 

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。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。同年６月のＧ20 大阪サミット

の機会には、安倍総理が「デジタル経済に関する首脳特別

イベント」を主催し、トランプ米大統領、ユンカー前欧州

委員会委員長、習近平中国国家主席など 27 か国の首脳及

びＷＴＯを始めとする国際機関の長が出席した。デジタル

経済、特にデータ流通や電子商取引に関する国際的なルー

ル作りを進めていく「大阪トラック」を立ち上げる旨の「デ

ジタル経済に関する大阪宣言」が発出され、ＷＴＯ電子商

取引有志国イニシアティブに参加する 78 か国・地域とと

もに、ＷＴＯ電子商取引交渉について、第 12 回ＷＴＯ閣

僚会議（ＭＣ12）までに実質的な進捗を得ることを目指す

ことに合意した。なお、2020 年３月現在、85 の加盟国が

ＷＴＯ電子商取引交渉に参加している。 

（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 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 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
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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

行い、ＷＴＯ紛争解決手続が開始された。2019 年９月に公

表された上級委員会報告書は、日本の核となる主張を認め、

韓国ＡＤ措置をＷＴＯ協定不整合と認定し、韓国に対し措

置の是正を勧告した。 

(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、熱延鋼板に対するセーフガ

ード調査を開始し、その２日後暫定措置を発動する旨の決

定を行い暫定措置による課税を開始した。2016 年３月、イ

ンド政府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 終答申を行い、これを受けて暫定措

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 終報告書において、

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「ＧＡＴ

Ｔ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ＣＥＰＡ

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事

情の発展」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

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れた。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。 

(C)ブラジルの内外差別的な税制恩典措置 

ブラジルは、2012 年 10 月より、自動車メーカーに対し

て、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、情報通信機器分野でも、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

関連付けた各種税制の減税を行った。 

これらの税制恩典措置は、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った。2017 年８月に

パネル 終報告書が加盟国配布され、ブラジルの措置のＷ

ＴＯ協定不整合と認定された。このため、ブラジルはパネ

ルの判断を不服として上訴した。2018 年 12 月、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
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野への優遇税制措置について、ＷＴＯ協定不整合の措置の

是正が勧告された。他方、自動車政策、情報通信分野の税

制恩典措置の一部については、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が覆された。

履行期間を経て、2020 年１月、ブラジルは履行完了を表明

したが、履行のため制定された新法に基づく新たな税制恩

典措置のＷＴＯ協定整合性には引き続き疑義があること

から、速やかに是正されるよう注視を続ける。 

(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。（2020

年１月第４次レビュー開始により、2020 年６月以降も同

レビュー終了まで課税継続）。 

ＡＤ協定第11.３条は、ＡＤ課税はその賦課の日又は 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ある

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、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。 

(E)インドのＩＣＴ製品に対する関税引上げ措置 

インド政府は、インド国内における生産を促すため、自

国のＷＴＯ協定譲許表において無税（０％）を約束してい

る 一 部 の Ｉ Ｃ Ｔ （ Information and Communication 

Technology：情報通信技術）製品について、予算法案（及

びその後の予算法）や国内通達において、関税の引上げ措

置を導入。2014 年から 2019 年にかけて、フィーチャーフ

ォン、スマートフォン、携帯電話用基地局、デジタルマイ

クロ波通信装置、プリント回路基板アセンブリ、スマート

フォン用ＬＣＤモジュールなど様々なＩＣＴ製品につい

て、計６回の関税の引上げを実施している。加えて、2020

年２月付けの 2020 年度予算案及び３月付けの 2020 年度

予算法に基づき、一部のＩＣＴ製品について更なる関税引

上げが行われた。 

これらの関税引上げ措置については、譲許税率を超えな

い関税率の適用を義務付けるＧＡＴＴ第２条に違反する

可能性が高い。 

そのため、2019 年５月、インド政府に対してＷＴＯ協定

に基づく二国間協議を要請した。しかし、協議による解決

には至らなかったため、2020 年３月、パネル設置要請を行

った。 

なお、本件についてはＥＵ及び台湾もパネル設置要請を

行っており、引き続き当該国・地域等と連携を図り、イン

ド政府に対し、本件の早期撤回を求めていく。 

 

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
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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､Ｗ

ＴＯ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（ＦＴ

Ａ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、2020 年

３月 31 日時点でＧＡＴＴ／ＷＴＯに通報された発行済み

ＲＴＡは 483 件に上る｡以下､2019 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 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

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
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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。 

 2019 年 10 月７-９日には、ニュージーランド・オーク

ランドにて、第２回ＴＰＰ委員会が開催。委員会では、①

ＴＰＰ委員会の手続規則、②紛争処理のパネル議長登録簿

に関する決定文書を採択。併せて、分野別に設置されてい

る物品貿易・ＳＰＳ・中小企業・競争力及びビジネス円滑

化小委等の 12 の小委員会等の会合が開催され、各国専門

家間で議論された。 

(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。 

2019 年４月には東京で第１回日ＥＵ・ＥＰＡ合同委員

会が開催され、日ＥＵ・ＥＰＡのこれまでの運用状況の確

認や、日ＥＵ間の貿易を一層促進するための今後の取組等

に関する議論が行われた。また、2020 年１月までに物品貿

易や政府調達、サービス貿易、投資の自由化及び電子商取

引等 12 分野の第１回専門委員会・作業部会を実施した。

特に、2019 年６月にブリュッセルで開催された原産地規

則及び税関に関連する事項に関する専門委員会第１回会

合では日ＥＵ・ＥＰＡの原産地規則に係る税関手続につい

て協議し、協定の更なる利用促進のために日ＥＵ双方が取

り組んでいくことで一致。これを受け、日本とＥＵが協力

して自己申告の手引き等原産地申告に係る双方のガイダ

ンスを見直し、修正の上、2019 年 12 月に公表された。 

(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､ 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

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､2020年３月までに28回の交渉会合と19回の閣僚会

合が開催されている｡ 

2019 年 11 月には、第３回ＲＣＥＰ首脳会議が開催され

た。会議後、16 か国の首脳は共同首脳声明を発出し、ＲＣ

ＥＰ参加15か国が、全20章(冒頭の規定及び一般的定義、

物品の貿易、原産地規則（品目別規則に関する附属書を含

む）､税関手続及び貿易円滑化、衛生植物検疫措置､任意規

格・強制規格・適合性評価手続､貿易上の救済、サービス

貿易（金融サービス、電気通信サービス、自由職業サービ

スに関する附属書を含む。）、人の移動、投資、知的財産、

電子商取引、競争、中小企業、経済及び技術協力、政府調

達、一般規程及び例外、紛争解決、 終規程) に関する条

文ベースの交渉及び 15 か国の基本的に全ての市場アクセ

ス上の課題への取組みを終了したことに留意し、2020 年

における署名のために 15 か国による法的精査を開始する

よう指示し、また、全てのＲＣＥＰ参加国は、インドの未

解決の課題の解決のために、相互に満足すべき形で、共に

取り組む旨が表明された。 

現在、2020 年内の署名を目指して、交渉が行われてい

る。 

(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



178 

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。2019 年 12 月の第８回日中韓サミ

ットでは、その成果文書「次の 10 年に向けた３か国協力

に関するビジョン」において、ＲＣＥＰ交渉に基づき、独

自の価値を有する、包括的な、質の高い互恵的な協定の実

現にむけて、日中韓ＦＴＡ協定の交渉を加速していくこと

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２～４月持ち回り署名） 

ＡＳＥＡＮ全加盟国とのＥＰＡである日･ＡＳＥＡＮ包

括的経済連携(ＡＪＣＥＰ)協定は､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協定のサービス貿易・投資に係る改正議定

書については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、ＡＪＣＥ

Ｐ協定のサービス貿易・投資に係る改正議定書についても、

閣僚レベルの交渉終結に合意。2019 年２～４月に持ち回

りでの署名を実施。各国、改正議定書の早期発効に向けた

国内手続を進めており、国内手続完了の通告を行った国と

の間で順次発効する。 

(G)日・コロンビアＥＰＡ（交渉中） 

コロンビアは、太平洋と大西洋に面する北米と南米の結

節点に位置し、豊富なエネルギー・鉱物資源を有する。ま

た、中南米第３位である約 5,000 万人の人口を有するほ

か、直近 10 年間（2010－2019 年）の平均経済成長率 3.7％

と安定。新型コロナ感染症の影響で 2020 年の経済成長率

はマイナスと予測されているが、その後回復する見込み。

中南米地域で自由開放経済を主導する太平洋同盟のメン

バーであり、米国・カナダ・ＥＵ及び韓国とのＦＴＡも発

効済である。日コロンビアＥＰＡを通じた貿易・投資環境

の改善により輸出入及び日本企業によるコロンビアへの

投資の拡大が期待されている。 

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。同年 12 月に第１

回交渉会合が開催され、2015 年８月から９月にかけて第

13 回交渉会合が開催された。以降、両国間で様々なやりと

りが継続している。 

(H)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

歳台前半と若く、魅力的な国内市場を持つ。加えて、トル

コは欧州や中東、中央アジア・コーカサス地域、アフリカ

の結節点となることから、周辺地域への輸出のための生産

拠点としても注目されており、貿易・投資環境の改善によ

る輸出入拡大の期待から、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、

2020 年３月までの間に計 17 回の交渉会合を開催し、物品

貿易や原産地規則、税関手続き・貿易円滑化、サービス貿

易、投資、電子商取引、ビジネス環境、知的財産、競争、

補助金、政府調達、国有企業、紛争解決等の広範な分野に

ついて議論を行っている。 

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 51 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 44 件が発効している(2020 年３月現在)｡ 
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世界の投資関連協定数は大きく増加しており､ＵＮＣＴ

ＡＤ(国連貿易開発会議)の調べでは､2019 年時点で 3,284

件に達している｡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､日本企業が進出先で他国企

業に劣後することのないよう、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月に策定された「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」では、2020 年ま

でに、100 の国・地域を対象に投資関連協定を署名・発効

することを目指し、交渉相手国の選定に当たっては、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、外交方針との整合性、相手国・地域の

ニーズ等を総合的に勘案することとしている。また、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とともに、

近年の経済・社会状況の変化も踏まえ、サービスや電子商

取引等の新たな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を

目指している。 

 我が国は、1978 年、エジプトとの間での初の投資協定の

発効以降、これまで重要な経済関係を有するアジア地域の

国々を中心に、投資関連協定を締結してきた。特に、 近

の状況としては、2016 年５月のアクションプランの策定

以降、11 件の投資関連協定に署名、10 件が発効しており、

現在、合計で 51 件（78 の国・地域）に署名、うち 44 件が

発効しているほか、21 件につき交渉を継続しており、交渉

中のものが発効することになれば 94 の国・地域をカバー

することになる。（2020 年３月現在）（第Ⅲ-1-5-3 表）。特

に、日本企業の海外投資活動がより広範囲なものになる中、

ＴＰＰ11、日ＥＵ経済連携協定、日ＡＳＥＡＮ経済連携協

定、更に、現在交渉中のＲＣＥＰ投資章など、複数国間で

の投資関連協定の交渉・締結にも積極的に取り組んでいる。 

今後も、産業界のニーズや相手国の事情に応じながら、

新規協定の締結及び既存協定の改正に向けた交渉を一層

積極的に進めていく必要がある。 

 

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 

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 
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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 

ＡＳＥＡＮ（経

済連携協定） 
2019 年２月 26 日 未定 

モロッコ 2020 年１月８日 未定 

コートジボワー

ル 
2020 年１月 13 日 未定 

 

備考１：2004 年 12 月 19 日に発効した日ベトナム投資協

定の内容が組み込まれている。 

備考２：2009 年 12 月 10 日に発効した日ペルー投資協定

の内容が組み込まれている。 

備考３：この他､台湾とは民間窓口機関の取決めが 2011

年９月 22 日に署名されており、2012 年１月 20

日に手続が完了している。 

 

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、2019 年６月にはＧ20 大阪サミッ

トにおいて日中首脳会談が開催され、2020 年春の桜の咲

く頃に習近平国家主席の国賓訪日で一致をした。しかし、

2020 年１月に中国湖北省武漢市を中心に新型コロナウイ

ルスの感染が拡大すると、３月に日中双方は、現下 大の

課題である新型コロナウイルスの感染拡大防止を 優先

する必要があり、また、習近平・国家主席の国賓訪日を十

分成果が上がるものとするためには、両者でしっかりと準

備を行う必要があるとの認識で一致し、国賓訪日は双方の

都合のよい時期に行うことで改めて調整していくことと

なった。2020 年の施政方針演説等において、安倍総理は、

首脳間の往来に加え、あらゆる分野での交流を深め、広げ

ることで、新時代の成熟した日中関係を構築していく方針

を示している。こうした方針に基づき、今後、政府間、官
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民による日中経済交流や民間企業間のビジネス協力の後

押し等を通じて、日中経済関係のさらなる強化を目指して

いく。 

2019年４月14日には第５回日中ハイレベル経済対話が

北京にて開催された。日本側からは河野外務大臣、世耕経

済産業大臣他、中国側からは王毅国務委員兼外交部長、鍾

山商務部長他が出席し、マクロ経済政策、二国間経済協力

及び交流、日中第三国市場協力、イノベーション協力、地

域・世界経済及び地球規模課題への対応等について議論し

た。経済産業省の関係では、以下の点において主な成果が

あった。 

①国際ルール・慣行に則った貿易・投資の推進やビジネ

ス環境改善の重要性につき議論を行う中で、強制技術移転、

知的財産権保護、データの取扱い、産業補助金等の構造的

な問題について日本側の問題意識を伝達。 

②第三国市場協力に関し、「日中民間ビジネスの第三国

展開推進に関する委員会」及び「日中第三国市場協力フォ

ーラム」等の機会を活用し、国際スタンダードに合致し、

第三国の利益となる企業間の協力の具体化を引き続き進

めていくことを確認。 

③第１回日中イノベーション協力対話の開催を歓迎し、

マーケット創造につながる標準の整備、スマートシティ・

スーパーシティに係る国際連携の在り方や、イノベーショ

ン協力の環境整備として重要な知的財産分野での具体的

な進展や課題等につき議論を継続していくことを確認。 

なお、同年４月 15 日には世耕経済産業大臣と鍾山商務

部長との会談において、同年６月のＧ20 貿易・デジタル経

済大臣会合に向けてＷＴＯ改革などについて議論し、中国

と連携しながら議長国としてリードしていくことについ

て一致した。また、第三国市場協力について、国際スタン

ダードに則った具体的案件の創出に向けて日中で連携し

ていくことやＲＣＥＰの年内妥結に向けた交渉加速化に

ついて確認した。 

2019 年６月 10 日には、東京にて世耕経済産業大臣と苗

圩工業信息化部長との間で第１回目となる日中産業大臣

対話が開催され、以下のやりとりが行われた。 

①「第２回自動運転に関する日中官民合同セミナー」を

2019 年秋頃北京において開催することで合意するととも

に、国際標準化組織（ＩＳＯ）の枠組みの下で、自動運転

の安全評価の標準化について協力していくことで一致。 

②「第３回日中スマート製造セミナー」を年内に開催す

ることに合意。 

③産業保安のスマート化（高度化）分野での協力を今後

進めていくことで一致。 

④超ハイビジョンテレビ分野における政府間交流及び

企業間協力の継続について一致。 

⑤鉄鋼、半導体、データの取扱い等のビジネス環境改善

につき意見交換を実施。 

2019 年６月 27 日には大阪で開かれたＧ20 サミットに

おいて、安倍総理と習近平国家主席の間で日中首脳会談が

行われた。安倍総理から習近平主席に改めて訪日を招請し、

原則として 2020 年春に国賓としての訪日を実現すること

で一致した。その上で、日中双方は経済分野において、国

際スタンダードの下、「競争から協調へ」との精神に則っ

て、第三国市場、イノベーション及び知的財産保護、食品・

農産品を含む貿易・投資、金融・証券、医療・介護、省エ

ネ・環境、観光交流等潜在力のある分野における互恵的な

実務協力を強化するとともに自由で公正な貿易体制の発

展で一致した。さらに、日中経済関係の更なる深化及び中

国経済の持続的発展の観点から、知的財産保護の強化、強

制技術移転や市場歪曲的な産業補助金等の是正を始めと

する、中国市場の開放や公平、公正なビジネス環境の構築

のための実効的措置を中国側に要請した。また、ＲＣＥＰ

及び日中韓ＦＴＡの交渉を通じて自由で公正な貿易体制

の発展に貢献していくことを確認するとともに、ＷＴＯ改

革の進展に向けて働きかけを行った。 

2019 年 12 月８日には、東京にて第 13 回日中省エネル

ギー・環境総合フォーラムが開催され、両国合わせて 800

名を超える官民関係者が参加した。日本側からは梶山経済

産業大臣、小泉環境大臣、宗岡日中経済協会会長他、中国

側からは、張勇国家発展改革委員会副主任、李成鋼商務部

部長助理他が出席した。午前中に行われた全体会合では梶

山経済産業大臣があいさつを行い、地球規模課題である水

素の利活用拡大や海洋プラスチックごみ対策等に関する

協力の推進について述べた。午後には６つの分科会が開か

れ、日中双方の実務者レベルの意見交換を行った。また、

今回のフォーラムでは新規 26 件の日中間の協力プロジェ

クトについて合意文書が交換され、第１回からの累計は

388 件に達した。 



182 

2019 年 12 月 22 日には、北京にて日中韓経済貿易大臣

会合が開催され、この機会に、梶山経済産業大臣は鍾山

商務部長と会談し、習近平国家主席の訪日に向けて第三

国市場協力、鉄鋼分野における対話の強化をはじめとし

た具体的な協力を進めていくことや、中国におけるビジ

ネス環境の改善等について議論を行った。 

同年 12 月 24 日には、第８回日中韓サミットが成都で

開催され、この機会を活かして、安倍総理は習近平国家

主席と首脳会談を行い、両国首脳は、2020 年春の習近平

国家主席の国賓訪日を円滑かつ有意義なものとすべく、

引き続き協力していくことで一致した。また、経済関係

では日中双方は、両国間の経済・実務協力等様々な分野

の協力を更に強化していくことで一致した。安倍総理か

らは、日本産食品に対する輸入規制の早期撤廃やコメの

輸出拡大や牛肉の輸出再開の実現について働きかけを行

い、米中両国政府による「第一段階の合意」にかかる発

表については前向きな動きとして評価しつつ、米中双方

の対話を通じた建設的な問題解決の重要性について指摘

した。さらに、安倍総理は李克強国務院総理とも首脳会

談を実施し、経済・実務協力において、日中双方の関心

や方向性が一致している分野について協力を一層進める

ことで一致した。安倍総理より、法制度の運用改善、更

なる市場開放、日中金融協力の強化等を通じ、ビジネス

環境の改善に力強く取り組むことを期待する旨を伝える

と同時に、李総理からは、市場開放の推進を通じ、日中

間の経済関係を更に強化していきたい旨発言があった。

その他、日中双方は、第三国市場協力について、引き続

き具体的な案件の形成について議論していくことを確認

した。安倍総理から、開放性、透明性、経済性、債務持

続可能性といった国際スタンダードに合致することの重

要性を強調しつつ、その観点から、Ｇ20 大阪サミットに

おける「質の高いインフラ投資に関するＧ20 原則」の承

認は大きな進展である旨述べた。また、イノベーション

協力、知的財産権保護についても意見交換を行い、安倍

総理から、イノベーション促進のためには、データの取

扱いを含む知的財産保護などの環境整備が極めて重要で

ある旨を述べた。さらには、ＲＣＥＰの早期妥結、その

上で、日中韓ＦＴＡの交渉推進に共に取り組んでいくこ

とを確認し、ＲＣＥＰについては、安倍総理から、イン

ドを含めた 16 か国での署名の重要性を強調した。 

（２）日本・韓国関係 

（ア）貿易・投資等 

2019 年の日本・韓国間の貿易額は約 760 億ドル（対前

年比-10.7％）と減少したが、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。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、2019

年は約 10.3 億ドル（対前年比-0.6％）となった。韓国の

国別直接投資受入れにおいて、1962 年～2019 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すると

ともに、同年５月 20 日に同協定に基づく仲裁付託を通告

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ところ、2019

年４月に上級委（ 終審）は、パネルの判断は法的分析が

不十分であると認め、取り消し。ＷＴＯ紛争解決期間の会

合において、上級委報告書及び上級委報告書により一部修

正されたパネル報告書が採択された。 

 

（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。 

2019 年９月、東京にて「モンゴル鉱山投資フォーラム」

が開催され、ソミヤバザル鉱業・重工業大臣、松本経済産

業副大臣他が出席した。同フォーラムでは、モンゴル国の
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鉱業分野における現状や投資環境、民間企業の鉱業分野に

おける事業が紹介されるなど、モンゴルの貿易投資環境に

関する情報提供が行われた。 

2019 年 12 月、東京にてＪＥＴＲＯ・中小企業庁主催の

「日本・モンゴル・ビジネスフォーラム」が開催され、日

本の経済界はじめ総勢約 200 名が参加した。同フォーラム

では、バヤルサイハン国家開発庁長官によるモンゴル経済

の講演の他、モンゴルビジネスを展開する日系中小企業に

よる自社の取り組みの紹介や来日したモンゴル企業も交

えた企業交流等が積極的に行われた。 

 

（４）日本・インド関係 

2019 年 12 月、梶山経済産業大臣は、大臣着任後初の海

外赴任先としてインドを訪問し、ゴヤル商工大臣との間で

日印産業競争力パートナーシップを立ち上げた。日印産業

競争力パートナーシップでは、インドの産業競争力強化に

日印で取り組むべく、これまでの投資促進や人材育成など

の協力を土台に、スタートアップの活力も使いながら、一

層の投資促進、競争力強化、貿易促進に取り組むことを目

指しており、モディ政権で推進している「Make in India」

「Skill India」「Start-up India」等の実現にも貢献して

いく。具体的には、政府による許認可手続きの円滑化・迅

速化、産業人材育成、物流コストの削減、品質向上に向け

た標準化といった業種横断的な課題や個別のセクターに

特化した課題に取り組んでいる。 

エネルギー分野では、同訪印時に、梶山大臣とシン電力・

新・再生可能エネルギー大臣を共同議長として、第 10 回

日印エネルギー対話を開催した。前回の対話（2018 年５

月）において合意した「日印エネルギー転換プラン」に基

づき、電力・再生可能エネルギー、省エネ、石炭、石油・

天然ガス、水素の分野での協力の進捗状況を確認するとと

もに、変動再生可能エネルギー及び電気自動車の電力シス

テムへの統合に向けた、技術協力・制度協力・人的協力の

３本柱からなるロードマップを承認した。シン大臣より、

これまでの日本のエネルギー協力について高い評価と期

待が示された。 

鉄鋼分野では、建築物における鋼材利用の促進、省エネ、

等の鉄鋼産業における協力推進を目的とした日印鉄鋼対

話の立ち上げを梶山大臣とプラダン石油・天然ガス兼鉄鋼

大臣の間で合意し、2020 年早期に開催することで一致し

た。 

このほか、デジタル分野では、2018 年に経済産業省とイ

ンド電子ＩＴ省との間で合意した「日印デジタルパートナ

ーシップ」の一環として、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）

のベンガルール事務所に開設している「日印スタートアッ

プハブ」を中心に、日印のベンチャーキャピタル、日印の

スタートアップ、日本企業等をつなぐマッチメイクや、イ

ンドＩＴ人材の日本企業による採用支援などを実施した。 

人材育成の分野では、10 年間で３万人のもの作り人材

を育成する旨、2016 年 11 月の日印首脳会談で決定した。

同目標の達成に向け、製造業の人材育成に係る「日本式も

のづくり学校（ＪＩＭ）」および寄附講座（ＪＥＣ）の新

規開設に取り組んでおり、2019年度までにＪＩＭは13校、

ＪＥＣは５講座が開設した。 

知的財産の分野では、2019 年 11 月に第３回日印知的財

産次官級会合を開催し、日印特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）

の試行開始の共同主意書に署名、12 月５日より申請受付

を開始した。これにより、従来、審査に約６年かかってい

たが、ＰＰＨ申請により約一年半以内に特許を取得できる

見込みとなっている。 

第三国連携の文脈では、2019年12月に日本貿易振興機構

（ＪＥＴＲＯ）とインド産業連盟（ＣＩＩ）の間で、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

をさらに促進するための「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」を立ち上げた。 

自動車分野では、低炭素自動車の普及支援策や中小サプ

ライヤ強化等、自動車産業分野における協力推進を目的と

した日印自動車産業協力政策対話の 2020 年度早期に開催

することで一致した。 

 

（５）日本・バングラデシュ関係 

2019 年５月、ハシナバングラデシュ首相が日本を訪問

し、日バングラデシュ首脳会談が開催され、ビジネス環境

の改善や日・バングラデシュ間の一層の経済活動に対する

期待が表明された。 

 2019 年７月、上記期待にこたえる形で、経済産業審議官

とバングラデシュ首相府首席調整官を共同議長とする、日

バングラデシュ官民合同経済対話をダッカで開催。産業多

角化・輸出競争力強化、エネルギー協力、経済特区・イン

フラ・地域開発、ビジネス環境・現地企業の課題解決等に



184 

ついて議論を行った。 

 

（６）日本・豪州関係 

2020 年１月に、梶山経済産業大臣がメルボルンを訪問

し、サイモン・バーミンガム貿易・観光・投資大臣との間

で第２回経済閣僚対話を開催。本対話では、日豪間の特別

な戦略的パートナーシップがかつてないほど強くなった

という認識を共有した上で、ルールに基づいた多角的貿易

体制の推進や、インフラ協力等のインド太平洋地域におけ

る諸課題等について、議論を行った。また、本対話では、

エネルギー・資源について初めて議題に取り上げ、マシュ

ー・キャナバン資源・北部豪州担当大臣も参加し、豪州と

協力を進めている水素やカーボンリサイクル、重要鉱物な

ど、幅広い分野について意見を交わした。 

この機会を捉え、水素・燃料電池分野の協力に関する共

同声明に署名した他、日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ)と豪

州貿易投資促進庁(Austrade)の協力覚書に関する署名式

に立ち会った。また、キャナバン資源・北部豪州担当大臣

と二国間会談を行い、ＬＮＧに関する継続的な協力関係を

確認するとともに、水素や重要鉱物分野での今後の協力な

どについて議論した。 

バーミンガム貿易・観光・投資大臣とは、他にも、Ｇ20

茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合やＲＣＥＰ閣僚会

合の際に、二国間会談を実施した。 

 

（７）日本・ニュージーランド関係 

2019 年５月にパリで開催されたＯＥＣＤ閣僚理事会及

びＷＴＯ非公式閣僚会合の機会に、世耕経済産業大臣とパ

ーカー貿易・輸出振興担当大臣との会談を実施。ＷＴＯ改

革やＲＣＥＰに関する議論を実施した。その他、ＲＣＥＰ

閣僚会豪の機会などに、オコナー貿易・輸出振興副大臣兼

農業大臣との二国間会談を実施し、ＲＣＥＰの議論を中心

に率直な意見交換を行った。 

 

（８）日本・東アジア関係 

（ア）日本・ＡＳＥＡＮ関係 

2019 年９月７日、日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合がタイに

て開催され、昨年同会合で日本から提唱した「日ＡＳＥＡ

Ｎ第四次産業革命イニチアティブ」に基づき、この具体化

を加速する政府間対話の枠組みとして、「日ＡＳＥＡＮ第

四次産業革命ダイアログ」の創設に合意した。関係閣僚は、

双方が対等な立場で、デジタルイノベーションを社会全体

に実装させていくための環境を共に創り上げていく方針

を共有した上で、同ダイアログを今後の日ＡＳＥＡＮ協力

の基軸としていくことを確認した。また、同会合において

は、ＡＳＥＡＮ日本人商工会議所連合会（ＦＪＣＣＩＡ）

より、①貿易円滑化、②労務環境・産業人材育成、③適切

なデータ管理体制構築に関して、現地産業界からの声をＡ

ＳＥＡＮ側に報告するとともに、「日ＡＳＥＡＮイノベー

ションネットワーク（ＡＪＩＮ）」のもとで実施された第

四次産業革命やスマートシティ等におけるデジタル技術

の活用に向けたネットワーキング、新ビジネスの創出、調

査等の活動が報告された。さらに、ＡＭＥＩＣＣ（日ＡＳ

ＥＡＮ経済産業協力委員会）より、①新産業創出、②産業

人材育成、③中小企業支援、④メコン地域開発に関する活

動が報告された。 

 

（イ）ＡＳＥＡＮ＋３（日本、中国、韓国）の取組 

2019 年９月 10 日、第 22 回ＡＳＥＡＮ＋３経済大臣会

合がタイにて開催された。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（ＥＡＢ

Ｃ）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 

2019 年９月 10 日、第７回東アジアサミット経済大臣会

合がタイにて開催された。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、これに基づき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等について意見交換がなされた。 

 

（エ）日本・メコン関係 

2019 年８月 15 日、日本とメコン諸国（ベトナム、カン
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ボジア、ラオス、ミャンマー及びタイ）の官民が参加する

第 12 回日メコン産業政府対話にて、昨年の経済大臣会合

で合意したメコン産業開発ビジョンの改訂に向け、「コネ

クティビティ」、「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 につ

いて議論。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 2.0 に向けた期待が表明された。これを受け、2019 年

９月 10 日にタイにおいて、第 11 回日メコン経済大臣会合

が開催され、メコン産業開発ビジョン 2.0 を採択。経済統

合の深化やデジタル経済化の進展といった周辺環境の変

化に対応しつつ、メコン地域が更に魅力を高めることを後

押しすべく、具体的な「ワーク・プログラム」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 

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

支援している。2019 年には、ＥＲＩＡは 2019 年ＡＳＥＡ

Ｎ 議長国のタイ政府からの要請を受け、「ＡＳＥＡＮ 

Vision 2040」を公表した。これは、ＡＳＥＡＮの 20 年後

を見据え、デジタル化等の社会情勢の変化を踏まえつつ、

ＡＳＥＡＮがその中心性を維持しながら経済共同体を発

展させるための方策を、貿易、技術、人材、規制など様々

な観点から提示したものである。 

ＥＲＩＡは新たな課題への対応も進めている。2018 年

のＡＳＥＡＮ＋３サミットの合意に基づき、ＥＲＩＡは翌

年 10 月１日に、海洋プラスチックごみに関するナレッジ

センター（Regional Knowledge Centre for Marine 

Plastic Debris）を設立した。また、ＥＲＩＡは国連貿易

開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）と共同で「非関税措置データベ

ース」を更新し、2019 年９月のＡＳＥＡＮ経済大臣会合の

場で手交する等、国際機関との協力体制の構築に努めてい

る。これらの取組を通じ、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を提供

している。ＥＲＩＡが、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関係国より期待が表

明されている。 

 
（カ）その他の二国間関係 

(A)日本・インドネシア関係 

2019 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。訪問時に、

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、インドネシアにおけるビジネス環境面の課題解決

に向けてメッセージを発信した。 

2019 年６月には、アイルランガ工業大臣とエンガル商

業大臣と会談し、日尼ＥＰＡ一般見直し協議の進捗を歓迎

した。その際に、見直しの中で議論を行ってきた産業協力

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 

2020 年２月、梶山経済産業大臣は、日本訪問中のアズミ

ン経済大臣と会談を行い、二国間の更なる協力関係の深化

に向け、引き続き連携していくことを確認した。 

 

(C)日本・シンガポール関係 

2019 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。 

また、2019 年６月のＧ20 貿易・デジタル経済大臣会合、

2019 年８月及び９月のＲＣＥＰ閣僚会合の際にも、世耕

経済産業大臣は、チャン貿易産業大臣と会談を行った。 

 

(D)日本・ベトナム関係 

2019 年７月、Ｇ20 大阪サミット及び日越首脳会談のた

め訪日中のフック首相出席の下、ベトナム投資カンファレ

ンス（ＪＥＴＲＯ主催）が開催された。同カンファレンス

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。

また、投資許可書の交付ならびに日本企業による投資案件

の覚書等の交換式が行われ、32 件、総額 70 億ドルの投資

案件がフック首相立ち合いの下で公表された。 

同年９月、菅原経済産業大臣がＬＮＧ産消会議等に出席

するため訪日したアイン商工大臣と会談を行った。 

 

(E)日本・タイ関係 
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 2019 年７月、世耕経済産業大臣は、訪日したウッタマ財

務大臣（前工業大臣）と会談を行い、今後も、タイの産業

高度化や東部経済回廊（ＥＥＣ）開発などで協力していく

ことを確認した。 

 同年８月及び９月、世耕経済産業大臣はＲＣＥＰ閣僚会

合及び日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合の際、チュリン副首相兼

商務大臣と会談を行った。 

 同年９月、菅原経済産業大臣は訪日中のスリヤ工業大臣

と、牧原経済産業副大臣はソンティラット・エネルギー大

臣と会談を行った。 

 同年 11 月、牧原経済産業副大臣はＲＣＥＰ閣僚準備会

合に参加するためタイを訪問し、ソムキット副首相と会談

を行い、今後、両国政府が協力して、イノベーティブな企

業連携の重要性を発信していくこと等の認識を共有した。

また、同副首相らと立ち会いの下、日タイの大企業及びス

タートアップが連携してオープンイノベーションを進め

る６つのプロジェクトに関する協力覚書が締結された。 

 

(F)日本・ミャンマー関係 

2019 年 10 月、即位の礼参加のために訪日したアウン・

サン・スー・チー国家 高顧問が、日本貿易振興機構（Ｊ

ＥＴＲＯ）主催ミャンマー投資カンファレンスに出席した。

同会合にて宮本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。 

 

(G)日本・カンボジア関係 

 2019 年 11 月、梶山経済産業大臣は、カンボジアと北九

州市との水道技術交流 20 周年に当たり訪日されたチャ

ン・プラシッド工業手工芸上級大臣と会談を行い、水分野

を含む経済交流拡大に向けて、協力を継続していくことを

確認した。 
 
(H)日本・ラオス関係 

 2019 年８月、世耕経済産業大臣は、ＪＥＴＲＯアジア経

済研究所が主催するワークショップ・特別講演等に参加す

るため訪日したブアソーン・ラオス国立経済研究所長（元

首相）と会談を行った。 
 

（９）日中韓関係 

2019 年 12 月 22 日、北京にて日中韓経済貿易大臣会合

が開催され、日本からは梶山経済産業大臣、中国からは鍾

山商務部部長、韓国からは成允模産業通商資源部長官が出

席し、ＲＣＥＰ、日中韓ＦＴＡ、三国間協力（デジタル経

済等）などについて議論を行い、共同声明を採択した。Ｒ

ＣＥＰについては、インドの重要課題の解決のために 16

カ国で取り組むことが重要である旨を梶山大臣から強調

し、2019 年 11 月のＲＣＥＰ首脳会合における共同声明に

基づき、より一層の努力をすることで一致した。日中韓Ｆ

ＴＡについては、ＲＣＥＰを土台にしながら独自の価値を

有する、包括的で、質の高い互恵的な協定を実現するため

に協力していくことを確認した。さらに、デジタル経済に

関する国際ルール作りを加速すべく、ＷＴＯにおける電子

商取引交渉などにおいて三カ国で協力していくことを確

認した。また、「質の高いインフラ投資に関するＧ20 原則」

を考慮し、国際法を重んじた、地域のコネクティビィ協力

の重要性を確認した。 

 また、同年 12 月 24 日には、第８回日中韓サミットが成

都で開催された。安倍総理は、李克強国務院総理と文在寅

大統領と会談し、日中韓協力 20 周年の節目の年に、次の

10 年に向けて、環境（Environmental Problem）、高齢社会

（Elderly Society）、人的交流（Exchange）の３つのＥを

柱とした日中韓協力を進めていくことに同意し、「次の 10

年に向けた３か国協力に関するビジョン」を締結した。 

 

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 

2020 年２月の一般教書演説において、トランプ大統領

は雇用、経済、貿易、移民、外交・安全保障分野とともに、

新型コロナウイルス感染症が広がりつつあったことを踏

まえ、医療分野の重要性を強調した。 

経済に関しては、ブルーカラー層の引上げと過去 低位

水準の失業率に言及しつつ、米国経済がかつてないほどに

好調であるとアピールしている。 

また、外国企業からの投資を歓迎する意向を引き続き鮮

明にしており、製造産業の米国への回帰を歓迎するととも

に、そのことを通じて 50 万人以上の雇用が創出されてい

ることを誇示した。 

さらに通商に関して、米国は不公平な立場におかれてき
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たとして上で、2018 年 11 月、従来の北米自由貿易協定（Ｎ

ＡＦＴＡ）に代えて米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭ

ＣＡ）に署名し、2020 年１月に中国との第一段階合意に署

名したことは自身の公約を達成したものだとした。ＵＳＭ

ＣＡの締結については、米国内の農業、畜産業や自動車を

始めとする工業に貢献するとしつつ、中国との第一段階合

意署名は、米国の労働者と知的財産を守り、中国という巨

大な市場を切り開いたものだとそれぞれ意義を強調して

いる。 

 

① 通商協定の交渉 

従来から存在していた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。締

約国の批准手続きを経て、2020 年７月に発効予定である。

また、トランプ大統領は多国間の通商協定よりもむしろ、

二国間の通商協定の締結に向けた交渉に意欲を示してき

た。日米間では、2018 年９月の日米首脳会談における日米

共同声明において、日本と米国の間で貿易協定の締結に向

けた交渉を開始することについて一致したことを受け、

2019 年４月から、同共同声明に沿って交渉が行われた。訪

米中の安倍総理は、９月、ニューヨークにおいてトランプ

大統領と日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定が 終

合意に達したことを確認し、日米共同声明を発出。これを

受け、同年 10 月に日米貿易協定及び日米デジタル貿易協

定の署名が行われた。その他、2020 年２月、インドを訪問

したトランプ大統領はインドとの間で包括的な貿易協定

を早期に妥結することで一致している。 

 

② 米国通商法の執行 

② －（1）米国通商拡大法第 232 条 

 米国は、2017 年４月、輸入鉄鋼および輸入アルミについ

て、232 条調査を開始した。2018 年１月、ロス商務長官は、

大統領に各調査の報告書を提出し、輸入鉄鋼・アルミにつ

いて追加関税、数量割当、またはその組み合わせを輸入制

限措置としてとるよう勧告した（２月公表）。その後、2018

年３月 23 日、米国は、鉄鋼、アルミに対する追加関税賦

課を開始した。ただし、豪州（鉄鋼・アルミ）、数量制限

を受け入れた韓国（鉄鋼 、ブラジル（鉄鋼）及びアルゼ

ンチン（鉄鋼・アルミ）は関税措置から除外した。また、

米国内で十分に生産出来ない製品、安全保障上の考慮を要

する製品については、建設業・製造業・消費者への鉄鋼・

アルミ製品の供給等の業務を米国内で行う個人・組織の申

請に基づき商務省が措置からの除外を判断している（製品

別除外）。同盟国である日本の鉄鋼やアルミの輸入は、米

国の安全保障上の脅威となることはないとして、我が国は、

米国に対し、累次にわたり懸念を伝えている。同時に、製

品別除外プロセスの迅速化、簡素化を図るよう、産業への

影響を極力回避するよう多様なレベルで働きかけを行っ

ている。また、他の輸出国と同様、米国の措置は実質的に

セーフガード措置に該当するとして、今後リバランス措置

をとる権利を留保する旨のＷＴＯ通報を行っている（2018

年５月）。さらに、我が国はシステミックな関心を有する

として米国の 232 条措置、対米リバランス措置のパネル審

理にそれぞれ第三国参加を行っている。なお、2020 年１

月、上記に加え、鉄鋼・アルミそれぞれの派生製品（鉄鋼

の釘、アルミのケーブルなど）についても、追加関税を賦

課する大統領令が署名され、同年２月より鉄鋼の派生製品

に 25％、アルミの派生製品に 10％の追加関税が賦課され

ている。背景理由として、鉄鋼・アルミ製品に対する 232

条措置を発動しているにもかかわらず、川下製品に加工し

てからの輸入が増え、232 条措置で目的とした、米国内で

の生産稼働率 80％が実現できていないことが挙げられた。 

また、米国は、2018 年５月、輸入自動車及び自動車部品

について、232 条調査を開始した。商務長官は、2019 年２

月 17 日、調査報告書を大統領に提出した（非公表）。同年

５月 17 日、米国は自動車及び自動車部品の輸入が安全保

障上の脅威と認定。判断を 180 日延期し、ＥＵや日本など

と、脅威に対応するための交渉を指示。同年 11 月 13 日に

当該判断期限が到来するも、措置決定はされていない。 

我が国は、2018 年９月の日米首脳会談で、日米共同声明に

基づく協議が行われている間は、本合意の精神に反する行

動をとらないこと、すなわち、日本の自動車に対して、232

条に基づく追加関税が課されることはないことを確認し

た。 

また、2019 年９月の日米首脳会談においては、日米貿易
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協定及び日米デジタル貿易協定が合意に至ったことを踏

まえ、「両協定の誠実な履行がなされている間は、両協定

及び本共同声明の精神に反する行動を取らない」旨を日米

首脳共同声明で確認し、これは我が国の自動車・自動車部

品に対しては、232 条に基づく追加関税は課されない趣旨

であることを首脳間で確認した。 

同盟国である日本からの自動車及び自動車部品の輸入

は、米国の安全保障上の脅威となることはない。むしろ、

米国産業・雇用に多大な貢献をしている。また、我が国と

しては、自由で公正な貿易を歪曲する管理貿易につながり

かねない措置については反対であり、いかなる貿易上の措

置もＷＴＯ協定に整合的であるべきと考えている。我が国

は、米国に対し、上記の立場に基づき、様々な機会を通じ

働きかけを行っている。 

さらに、米国は、2019 年２月、スポンジチタンについて

232 条調査を開始し、2019 年 11 月、商務省が、スポンジ

チタンの安全保障上の脅威を認定し、輸入調整以外の措置

をとるよう大統領に勧告した。同報告を受け、大統領は、

2020 年２月 27 日、上記認定（スポンジチタンの輸入によ

る安保上の脅威の存在）に同意したが、輸入調整（追加関

税等）は行わないことを決定した。ただし、国防省、商務

省に対し、作業部会（ワーキンググループ）を立ち上げ、

輸入の約 94％を占める日本との間で協議を実施し、米国

の緊急事態に国防・重要産業にスポンジチタンを用いるこ

とができるよう、製品へのアクセス確保のための措置に合

意するよう指示している。米国が輸入するスポンジチタン

の大半が日本からの輸入品であるが、同盟国である日本の

製品が、米国の安全保障上の脅威となることはない。むし

ろ日本から輸出されるスポンジチタンは、品質管理が行き

届いた信頼性の高いものであり、米国国内の供給不足を日

本からの輸出が充足し、まさに米国の安全保障を支える素

材となっている。今後の協議で合意される措置もＷＴＯ協

定整合的であるべきである。 

 

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。 

その後、2019 年５月に約 2,000 億ドル相当の輸入品に

対する追加関税率の引上げを発表（10％→25％）し、第４

弾として約 3,000 億ドル相当の輸入品に対する追加関税

品目対象リストを公表。６月の米中首脳会談で追加関税発

動を当面延期するも、８月に追加関税を既にかけている品

目について関税率引上げ（25％→30％）を発表。９月には、

５月に発表した第４弾追加関税発動対象品目の一部の品

目について 15％の追加関税賦課を開始。同月中には 25％

から 30％への関税率引上げを延期し、協議を継続。12 月

になり、第一段階の合意が発表され、第４弾の一部の品目

については関税率を引下げ（15％→7.5％）、追加関税未発

動の対象品目については発動を延期。2020 年１月に米中

経済貿易協定が署名され、２月より発効。協定発効後も、

依然として、25％、7.5％の追加関税が一部の品目にかけ

られている。 

 

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（ＦＩＲＲＭ

Ａ）、輸出管理改革法（ＥＣＲＡ）が米国で成立。ＦＩＲ

ＲＭＡでは、重要インフラ、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が行われていたところであるが、

2020 年２月 13 日に 終施行された。また、機微技術にま

つわる取引に関する新たな制度改正については、2020 年

10 月 15 日に施行される。 
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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 
緊密な日米関係を反映し、2019 年度は計５回（４・５・

６・８・９月）日米首脳会談が行われ、2020 年１月の日米

貿易協定の発効や、「自由で開かれたインド太平洋」の促

進に向けた経済的協力の強化など、経済面でも大きな成果

があった。 

４月 26 日に行われた 2019 年初回となる日米首脳会談

では、両首脳は、日米貿易交渉について、茂木内閣府特命

担当大臣（経済再生担当大臣）とライトハイザー通商代表

の間で 2018 年９月の日米共同声明に沿って、物品貿易に

ついて議論が進んでいることを歓迎し、日米貿易交渉での

早期の成果達成に向けて、今後も日米の信頼関係に基づき、

議論をさらに加速させることで一致した。 

５月 27 日に行われた２回目となる日米首脳会談では、

両首脳は、経済分野を含め中国政府と建設的な対話を継続

的な対話を継続することの重要性を確認した。また、両首

脳は、エネルギー、デジタル及びインフラ分野を含め、「自

由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた日米協力が着

実に進展していることを歓迎し、今後とも、日米で手を携

え、この日米共通のビジョンの実現に向けた協力を力強く

推進していくとの意思を再確認した。さらに両首脳は、茂

木内閣府特命担当大臣（経済再生担当大臣）とライトハイ

ザー通商代表との交渉について、2018 年９月の共同声明

に沿って議論が進められていることを歓迎し、日米双方に

とってウィン・ウィンとなる形でも早期成果達成に向けて、

日米の信頼関係に基づき、議論を更に加速させることで一

致した。 

６月 28 日に行われた３回目となる日米首脳会談では、

両首脳は、茂木内閣府特命担当大臣（経済再生担当大臣）

とライトハイザー通商代表との交渉について、日米双方に

とってウィン・ウィンとなる形でも早期成果達成に向けて、

日米の信頼関係に基づき、議論を更に加速させることで一

致した。 

８月 25 日に行われた４回目となる日米首脳会談では、

両首脳は、日米貿易交渉について、2018 年９月 26 日の日

米共同声明に沿って、茂木内閣府特命担当大臣（経済再生

担当大臣）とライトハイザー通商代表との間で交渉が進め

られ、農産品、工業品の主要項目について日米双方の意見

の一致を見たことを歓迎し、９月末の協定の署名を目指し

て、残された作業を加速させることで一致した。 

９月 25 日、両首脳は日米貿易協定及び日米デジタル貿

易協定が 終合意に達したことを確認し、日米共同声明を

発出するとともに、５回目となる日米首脳会談を行った。 

 

① 日米首脳会談を端とする日米協力 

日米両国は、「自由で開かれたインド太平洋」というビ

ジョンの実現に向け、日米が主導して、豪州、インドやＡ

ＳＥＡＮ各国等と連携しつつ協力を強化しているところ。

2019 年５月のトランプ大統領訪日の際には、「『自由で開

かれたインド太平洋』の実現に向けたエネルギー・デジタ

ル・インフラ分野における 近の日米の取組」を発出し、

エネルギー、デジタル及びインフラ分野を含め、「自由で

開かれたインド太平洋」の実現に向けた日米協力が着実に

進展していることを両政府は歓迎し、引き続き、同ビジョ
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ンの実現に向けた協力を力強く推進していくとの意思を

再確認した。 

 

② 日米貿易交渉 

第１回となる日米貿易交渉に関する閣僚会合が、茂木内

閣府特命担当大臣（経済再生大臣）（当時）とライトハイ

ザー通商代表の間で４月 15 日から 16 日の日程で、ワシン

トンＤＣにおいて行われた。両閣僚は、日米貿易に関する

協議を、2018 年９月の日米共同声明に沿って進めること

を再度確認した。今回、農産品、自動車を含む物品貿易の

議論を開始し、お互いの立場等に関して率直な意見交換を

行い、良いスタートとなった。米側からは、米国の対日貿

易赤字について言及があった。次回以降、早期の成果に向

けて、農産品、自動車を含む物品貿易の議論を加速すると

ともに、デジタル貿易の取扱いについても適切な時期に議

論を行うこととした。 

日米貿易交渉に関する閣僚会合が、翌 26 日の日米首脳

会談に先だって、茂木内閣府特命担当大臣（経済再生大臣）

とライトハイザー通商代表の間で４月 25 日、ワシントン

ＤＣにおいて行われた。両者は、４月 15 日から 16 日の日

程で行った第１回日米貿易交渉に関する閣僚会合の内容

を確認するとともに、両首脳が求める、日米 Win-Win とな

る良い成果をいかに早期に実現するかという観点から率

直な議論を行った。 

日米貿易交渉に関する閣僚会合が、27 日の日米首脳会

談に先だって、茂木内閣府特命担当大臣（経済再生大臣）

とライトハイザー通商代表の間で５月 25 日に、東京にお

いて行われた。両閣僚は 21 日の事務レベルでの協議を踏

まえて、率直な意見交換を実施し、両閣僚は、日米双方の

立場や考え方に対する理解をさらに深めた。その上で、両

閣僚は、それぞれの立場のギャップを埋めるべく、実務者

協議の可能性を含めて日米双方で努力することで一致し

た。 

日米貿易交渉に関する閣僚会合が、茂木内閣府特命担当

大臣（経済再生大臣）とライトハイザー通商代表の間で６

月 13 日に、ワシントンＤＣにおいて行われた。両閣僚は、

10 日、11 日に行われた実務者協議（日本側からは内閣官

房、外務省、農林水産省及び経済産業省の局長級実務者が

参加）を踏まえ、議論を前に進めるため、率直な議論を行

った。また、両閣僚は、閣僚間で議論が必要な論点は明確

にはなったものの、まだ引き続き協議が必要であり、いく

つかの技術的な論点については、今回のような形で、互い

の専門家同士で議論させ、協議を前に進めようということ

で一致した。さらに、両閣僚は６月末に予定されているＧ

20 大阪サミットの前に協議を行う方向で調整を行うこと

とした。 

日米貿易交渉に関する閣僚会合が、同日に行われた日米

首脳会談も踏まえて、茂木内閣府特命担当大臣（経済再生

大臣）とライトハイザー通商代表の間で６月 28 日に、大

阪において行われた。両閣僚は、閣僚会合に先立って行わ

れた農業品、工業品に関する実務者協議の結果を確認する

とともに、閣僚レベルで議論すべき論点について確認を行

い、率直な議論を行った。また、両閣僚は、今回の協議の

結果を踏まえ、交渉を前に進めるため、７月早々から、実

務者レベル、さらに事務方ハイレベルを含め、事務方によ

る協議を精力的に行うことで一致した。さらに、両閣僚は、

日程は改めて調整するとしつつ、事務方による協議を踏ま

えて、両閣僚の間で次回の協議を行うこととした。 

日米貿易交渉に関する閣僚会合が、茂木内閣府特命担当

大臣（経済再生大臣）とライトハイザー通商代表の間で８

月１日から２日の日程で、ワシントンＤＣにおいて行われ

た。両閣僚は、２日間にわたる同協議で、日米双方にとっ

て良い成果を早期に実現させるための議論をかなり前に

進めることができた。また、両閣僚は同協議を通じ、多く

の論点について方向性を日米双方で共有した。その結果を

踏まえ、以降、実務者及び次官級を含めた事務レベルの協

議を精力的に行うことで一致した。 

さらに、両閣僚は、事務レベルの協議の結果も踏まえ、

８月中に両閣僚の間で次回の協議を行う方向で、今後日程

等を調整することとした。 

日米貿易交渉に関する閣僚会合が、事務レベルの協議を

挟みつつ、茂木内閣府特命担当大臣（経済再生大臣）とラ

イトハイザー通商代表の間で８月 21 日から 23 日の日程

で、ワシントンＤＣにおいて行われた。両閣僚は、３日間

にわたり協議を行い、大きな進展をみることができた。 

日米貿易交渉に関する閣僚級会談が、ライトハイザー通

商代表と国連総会出席のため訪米した茂木外務大臣の間

で９月 23 日に、ニューヨークにおいて行われた。両閣僚

は、日米貿易交渉に関し、８月末における農産品、工業品、

デジタル貿易の主要項目についての意見の一致を受け、そ
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の後日米間で行われてきた作業の進展を踏まえ、交渉が全

て終了したことを確認した。また、両閣僚は、日米双方に

とってウィン・ウィンとなるような協定の早期発効を目指

して、引き続き連携していくことを確認した。 

 

③ 梶山経済産業大臣による訪米 

梶山経済産業大臣は、１月 13 日（月曜日）から１月 14

日（火曜日）にかけて、米国ワシントンＤ．Ｃ.を訪問し、

ライトハイザー米国通商代表及びホーガン欧州委員（貿易

担当）と個別に会談をした上で、第７回三極貿易大臣会合

を開催したほか、クドロー国家経済会議委員長、ブルイエ

ットエネルギー長官と会談を行った。 

13 日は、三極貿易大臣会合の事前調整に加え、ライトハ

イザー米国通商代表とはＷＴＯ改革やデジタル分野をは

じめ、国際貿易の諸課題と日米協力のあり方について、ホ

ーガン欧州委員とはＷＴＯ改革をはじめとする日ＥＵ間

の協力についてそれぞれ意見交換を行った。 

 その後、ライトハイザー米国通商代表及びホーガン欧州

委員（貿易担当）と第７回三極貿易大臣会合を行った。産

業補助金について、既存のＷＴＯルールを強化するための

方策として、新たな禁止補助金の追加や通報制度の改善な

ど具体的な内容に合意した。また、強制技術移転について

も、これまでの議論の進捗を確認した上で、新たなルール・

メイキング、他のＷＴＯ加盟国への働きかけ、ルールの執

行強化の３つを進めていくことで合意した。会合の 後に

は、今回の成果をまとめた共同声明を発出した。 

 また 13 日、クドロー国家経済会議委員長と、首脳間の

緊密な関係に支えられた日米経済関係について、幅広く意

見交換を行った。 

 さらにブルイエット エネルギー長官とはＬＮＧや原子

力、ＣＣＵＳ／カーボンリサイクル等の分野における協力

関係や、現下の国際的なエネルギー情勢について認識の共

有を図り、緊密な連携を進めていくことで一致した。 

 

④ 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、2019 年６月に第３回フォ

ローアップ会合を開催。2018 年度の具体的な取組につい

て報告が行うとともに、各省庁・機関が計画している 2019

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、2019 年９月に「オハイオ州

投資セミナー」、11 月には「アイオワ州」投資セミナーを

米国大使館の協力も得て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 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。 

(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。 

2019 年４月、カナダを訪問した安倍総理大臣はトルド

ー首相と会談を行い、「自由で開かれたインド太平洋」の

ビジョンの下、戦略的パートナーシップを一層強化するこ

とを再確認するとともに、ＣＰＴＰＰの発効により、日加

間の貿易・投資が拡大していること歓迎しつつ、ＣＰＴＰ

Ｐの着実な実施・拡大に向け連携していくことを確認した。 

2019 年８月、Ｇ７ビアリッツ・サミットに出席するため

フランスを訪問した安倍総理大臣はトルドー首相と会談

を行い、二国間の貿易・投資を促進していくことで一致し

た。 
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（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、2019 年５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。 

 「ロ」大統領政権発足後は、内政集中のため、二国間の

要人往来は実現していない。直近では、ペニャ・ニエト前

大統領政権時において、2018 年 10 月にエブラル次期外務

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、ＵＳ

ＭＣＡ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 

ボルソナーロ政権が誕生して以来、かつてないほどの頻

度でトップ会談が実現するなど、日本とブラジルは政治レ

ベルで良好な関係を構築している。 

二国間経済関係では、2019 年 11 月、サンパウロにおい

て、日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会を開催し、日

本から中小企業政策や特許関連の協力に関する紹介、ブラ

ジル側からは貿易の自由化に関する改革の実施状況に関

する紹介がなされた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、2019 年６月に寺澤経済産業審

議官が、来日したモレッティ外務省貿易・経済政策担当副

次官とＷＴＯ改革等について意見交換を実施した。 

2019 年６月には、大阪で開催されたＧ20 大阪サミット

2019 の機会を捉え、安倍内閣総理大臣と来日した「ボ」

大統領による日伯首脳会談を実施。また、2019 年 10 月

には、安倍内閣総理大臣と即位の礼に参列するために訪

日したボルソナーロ大統領による日伯首脳会談を実施。

両国間で幅広い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 

2019 年 12 月に就任したフェルナンデス大統領は、政策

方針として、債務返済、為替の安定、金融市場への復帰、

インフレ抑制を掲げ、経済の立て直しを図ろうとしている。 

2019 年６月、大阪で開催されたＧ20 大阪サミット 2019

の機会を捉え、安倍内閣総理大臣と来日したマクリ大統領

による日亜首脳会談を実施。Ｇ20 大阪サミットの成功に

むけての協力を確認するとともに、両国間で二国間関係及

び国際場裡における協力関係を推進していくことで一致

した。 

（エ）日本・チリ関係 

2019 年はＡＰＥＣ議長国を務め、同国内で関連会合が

開催された。同年５月、石川経済産業大臣政務官がサンチ

アゴを訪問し、ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合に参加するとと

もに、エラスリス日智経済委員会チリ国内委員長、アンプ

エロ外務大臣、プロクリカ鉱業大臣と二国間貿易投資促進

や鉱業分野での更なる協力関係構築について意見交換を

行った。同年９月、滝波経済産業大臣政務官がサンチアゴ

を訪問し、ＡＰＥＣ中小企業大臣会合に参加するとともに、

フォンテーン経済・振興・観光大臣とビジネス環境整備や

中小企業分野を含む二国間経済関係等について意見交換

を行った。一方、同年 10 月、ピニェラ大統領は治安等国

内情勢を理由に 11 月のＡＰＥＣ閣僚会議・同首脳会議及

び 12 月のＣＯＰ25 の開催中止を決定した。 

（オ）日本・ペルー関係 

2019 年５月、石川経済産業大臣政務官がリマを訪問し、

イスデモスエネルギー鉱山大臣、ウルタド通商観光大臣筆

頭顧問と、二国間の貿易投資促進やインフラ分野・鉱業分

野での更なる協力関係構築、ビジネス環境整備などについ

て意見交換を行った。同年 11 月、日本ペルー租税条約が

署名された。また、日本人ペルー移民 120 周年を記念して、

日本商工会議所による第 13 回日本ペルー経済協議会が開

催され、鉱業分野やスタートアップ企業分野での協力等に

ついて議論された。 

（カ）日本・コロンビア関係 
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2019 年６月、日本経済団体連合会による第 10 回日コロ

ンビア経済合同委員会が開催され、ビジネス環境整備等に

ついて議論された。また、同年９月、滝波経済産業大臣政

務官がボゴタを訪問し、バルディビエソ商工観光省副大臣

と二国間貿易・投資の促進、ビジネス環境改善に向けた協

議メカニズムの立ち上げに合意したほか、ロハス鉱山・エ

ネルギー省副大臣と石炭を含む鉱物資源の協力関係構築

について意見交換を行い、金属鉱物資源についてのポテン

シャルが有ることを確認した。 

（キ）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。 

 

４．３．欧州・ロシア関係 

欧州連合（ＥＵ）は、27 か国が加盟、人口約５億人、Ｇ

ＤＰは世界全体の２割近くを占める政治・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 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

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、Ｅ

Ｕからの離脱が過半数を占め、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。ＥＵとの交渉を経て、離脱協定を締結し、

2020 年１月 31 日に英国はＥＵから離脱した（英国離脱前

の状態が維持される移行期間は 2020 年 12 月末まで）。 

（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Ｅ

Ｕ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。2019 年５月に第 21 回会

合を東京で開催。ＢＲＴはＥＰＡの発効を歓迎するととも

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。2019 年 12 月に

第 22 回会合をブラッセルで開催、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
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を有する個別政策分野ごとにセミナーを実施。2019 年度

は、エネルギー・環境、貿易投資等をテーマに、国内での

セミナーを計４回開催し約 400 名が参加。 

(b)日ＥＵビジネス・ラウンド・テーブル事務局業務 

2019 年５月、「日ＥＵビジネス・ラウンド・テーブル（Ｂ

ＲＴ）」第 21 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。2019 年度は、計 13 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 435 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  

2019 年４月、フランスを訪問した安倍総理は、マクロン

大統領と首脳会談を行い、日仏両国でＧ20／Ｇ７の議長国

として、引き続き協力していくことで一致。その他、人工

知能（ＡＩ）やイノベーションやスタートアップ、民生原

子力の分野で両国の間の協力が拡大していることを歓迎

し、日ＥＵ・ＥＰＡの発効等を踏まえ、引き続き日ＥＵ関

係を強化していくことで一致。同５月、Ｇ７デジタル閣僚

会合に出席するため、磯﨑経済産業副大臣がフランスに出

張。セドリック・オデジタル担当長官と会談し、Ｇ７デジ

タル閣僚会合での議論を踏まえ、フランス及びカナダのイ

ニシアティブであるＩＰＡＩ、日本の提唱する信頼に基づ

く自由なデータ流通の促進、また、Ｇ７及びＧ20 の今後の

議論の連携について意見交換を行った。 

同５月、世耕経済産業大臣は、第６回三極貿易大臣会合

等への出席のため、フランスに出張。ル・メール経済財務

大臣と会談し、Ｇ20、ＷＴＯ改革、二国間経済関係及び日

産・ルノーアライアンスなど相互に関心のある幅広いテー

マについて議論を行った。また、同６月にも、来日中のル・

メール経済財務大臣と会談を行った。Ｇ20 貿易・デジタル

経済大臣会合で得られた成果を歓迎し、国際貿易やデジタ

ル経済での協力の重要性について共有、また、日産とルノ

ーの間のアライアンスに関して意見交換等を行った。 

同６月、安倍総理は、総理大臣官邸でマクロン大統領と

首脳会談等を行い、「特別なパートナーシップ」の下で両

国間に新たな地平を開く日仏協力のロードマップ（2019～

2023 年）を発出した。同８月、Ｇ７ビアリッツ・サミット

出席のためフランスを訪問した安倍総理は、マクロン大統

領と日仏首脳会談を行い、Ｇ７サミットにおいて、様々な

課題について緊密に連携していくことで一致。 

同９月、世耕経済産業大臣とル・メール経済財務大臣が

電話会談を行い、日産とルノーの間のアライアンスに関し

て意見交換し、更に、自動車産業政策における政策対話を

開始することに同意し、覚書を締結。2020 年１月、牧原経

済産業副大臣はフランスに出張し、パニエ=リュナシェ経

済・財務副大臣他と会談。日仏の産業協力やルールベース

の国際通商システムの構築等について議論した。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、2019 年６月のＧ20 茨城つくば貿易・デジ

タル経済大臣会合において、世耕経済産業大臣はアルトマ

イヤー経済エネルギー大臣と会談し、ハノーバー宣言に基

づく協力の進展を歓迎するとともに、今後の更なる二国間

関係強化や両国共通の課題等に関して議論を行った。 

同年８月、Ｇ７ビアリッツ・サミット出席のためフラン

ス・ビアリッツを訪問した安倍総理は、メルケル首相と会

談を行った。安倍総理から、６月末のＧ20 大阪サミットで

のメルケル首相の協力に改めて感謝すると述べ、大阪サミ

ットでは、メルケル首相が重視する環境を含め国際社会が

直面する課題解決への力強いメッセージを発出できた、特

に、デジタル経済のルール作りは「大阪トラック」も活用

し着実に進めていきたい旨述べた。これに対し、メルケル

首相から、参議院選挙での勝利に祝意を述べ、Ｇ20 大阪サ

ミットでの議長国としての尽力に感謝する旨述べた。 
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(C)日英関係 

日英間では、2019 年８月のＧ７ビアリッツ・サミットの

場で安倍首相がジョンソン首相と会談した。安倍総理大臣

からは、英国のＥＵ離脱に関し、日系企業の懸念を伝達し

た。また、両首脳は、英国のＥＵ離脱後，新たな経済的パ

ートナーシップの構築に取り組むことを再確認した。 

また、菅原経済産業大臣は同年９月、英国のトラス国際

貿易大臣と会談を行い、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を共有する日英が、引き続き関係強

化を行っていくことの重要性等につき議論を行った。英国

のＥＵ離脱に関しては、菅原大臣より、日系企業が大きな

懸念を有しており「合意なき離脱」を回避してほしい旨、

要請を行った。 

(D)日伊関係 

日伊間では、2019 年４月、イタリアを訪問した安倍総理

大臣は、コンテ首相と首脳会談を行った。両首脳は、Ｇ20

大阪サミットの成功に向けて、日伊両国が緊密に連携して

国際社会の取組をリードしていくことで一致。また、安倍

首相からは、Ｇ20 大阪サミットの際にデータ・ガバナン

ス、特に電子商取引に焦点を当て議論する「大阪トラック」

を立ち上げるべく、イタリアの力強い支援を要請するとと

もに、自由貿易体制の維持が国際社会の 重要課題である

との認識の下、ＷＴＯ改革のモメンタムを維持する必要性

を強調。さらに、質の高いインフラ、気候変動や海洋プラ

スチックごみを始めとする環境・地球規模課題への貢献等

に取り組み、力強いメッセージを発出したいとの考えを説

明し、両首脳は、これらの分野で、日伊両国が協力してい

くことを確認した。 

 

（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。 

2019 年６月上旬、世耕ロシア経済分野協力担当大臣は、

訪日中のオレシュキン経済発展大臣及びノスコフ・デジタ

ル発展・通信マスコミ大臣と会談を行い、８項目の「協力

プラン」の下で創出された数多くのプロジェクトの進捗に

ついて議論するとともに、今後の更なる発展に向けて、デ

ジタル経済分野や労働生産性向上の協力を含む「協力プラ

ン」をさらに深化・拡大するため、引き続き協議を加速す

ることで一致した。 

 同月下旬に大阪で行われた日露首脳会談では、両首脳は、

北極ＬＮＧ２への日本企業の参画やハバロフスクの「予防

医療診断センター」の設立に向けた投資の意思決定を含め、

８項目の「協力プラン」の具体化が進展していることを歓

迎した。また、日露交流年が成功裡に行われたことを歓迎

するとともに、2020 年から 2021 年にかけて日露地域交流

年を実施することで一致した。 

 日露首脳会談の前日には、世耕ロシア経済分野協力担当

大臣は、オレシュキン経済発展大臣、ノヴァク・エネルギ

ー大臣とそれぞれ会談を実施した。オレシュキン経済発展

大臣とは、翌日の日露首脳会談に向け、８項目の「協力プ

ラン」の成果の確認を行うとともに、『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』、『デジタル経済に関する協力に係る共同行動計画』及

び『気候変動及びエネルギー効率の向上に係る相互理解に

関する覚書』に署名した。また、世耕ロシア経済分野協力

担当大臣は、日露ビジネス会合に出席し、日露の経済関係

と８項目の「協力プラン」の進展について強調。当該会合

では、日露双方の企業の代表による意見交換が行われた。 

 同年９月、安倍総理と世耕ロシア経済分野協力担当大臣

らは、ウラジオストクで行われた東方経済フォーラムに出

席。日露首脳会談では、両首脳は、８項目の「協力プラン」

の具体的成果について確認し、特に、北極ＬＮＧ２の 終

投資決定や、トヨタのサンクトペテルブルクでの特別投資

契約の締結を歓迎した。世耕ロシア経済分野協力担当大臣

は、日露首脳会談、日露ビジネスラウンドテーブルや北極

ＬＮＧ２ 終投資決定セレモニーへ出席したほか、オレシ

ュキン経済発展大臣、ノヴァク・エネルギー大臣、ニコラ



196 

エフ・サハ共和国首長との会談を行った。オレシュキン経

済発展大臣とは、同日に行われた日露首脳会談を前に、８

項目の「協力プラン」の進捗を確認すると共に、個別プロ

ジェクトが直面する課題等について議論した。また、両大

臣が同日に署名した「第四次産業革命関連ハイテク分野に

おける協力に関する覚書」及び「ロシアにおける生産性向

上モデル工場創設のための相互理解に関する覚書」の交換

を行うとともに、両大臣立ち会いの下、西部ガス株式会社

とノヴァテク社が署名した「合弁会社設立に向けて協議を

開始するための基本合意書」の交換が行われた。ニコラエ

フ・サハ共和国首長とは、サハ共和国において進展中のエ

ネルギー、インフラ、農業関係等のプロジェクトについて

意見を交わすとともに、日本とサハ共和国との更なる経済

関係強化に向けて連携していくことを確認した。 

８項目の「協力プラン」はロシア経済分野協力担当大臣

と対日貿易経済協力担当大統領特別代表を中心に、企業関

係者とともに進められ、2019 年９月の日露首脳首脳会談

時点では、民間プロジェクトは 200 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、経済産業省

とロシア連邦経済発展省が締結した、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

書に基づき、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設立。プラットフォー

ムメンバーである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、一体的に支援を行い、一部の日本企業においては、実

際にロシア企業との取引が成立するなど成果を得ている。

2019 年７月には、産業総合見本市イノプロムに参加し、中

堅・中小企業を含む全 26 の企業団体が参加するジャパン・

パビリオンを出展した。同年 11 月には、第五回中堅・中

小企業プラットフォーム国内会合を行い、中堅・中小企業

がロシアビジネスで直面する課題を集約し、翌 12 月に開

催した第三回中堅・中小企業プラットフォーム議長間会合

において、ロシア経済発展省とこれらの課題解決に向けた

意見交換を実施した。また、12 月には、札幌で第７回中小

企業協力に関する日露会合を開催し、日露官民合同対話、

商談会を実施した。 

「(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。2019 年６月には第七回会合を開催し、各分野に

おけるエネルギー協力の進捗について確認するとともに、

具体化に向けた議論を行った。個別プロジェクトの進展と

して、2019 年６月、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）、三井物産、ノヴァテク社が北

極ＬＮＧ２への日本企業参画に関する株式売買契約を締

結し、同年９月、 終投資決定が行われた。さらに同月、

商船三井、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、ノヴァテク社は、

カムチャツカ及びムルマンスクでの浮体式貯蔵設備（ＦＳ

Ｕ）を活用したＬＮＧ積替え事業に関する覚書を締結した。

2019 年８月、省エネルギーセンターがウラジオストク市

の熱供給所における省エネ診断実施に関するＬＯＩを締

結した。同年９月、日本で開催された第２回水素閣僚会議

に併せて、資源エネルギー庁とロスアトム・オーバーシー

ズ社は、水素サプライチェーンに関する実現可能性調査を

行うことについての協力覚書を締結した。同年 12 月、日

露企業は、ウスト・カムチャッカおける商業ベースでの風

力発電機の増設契約を締結した。これらの事業により、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設立した。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ＩＴ化を含めた

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

役員・ラインマネージャークラスを日本に招聘し、生産工

場の現場視察や日本の管理技術・設備、ＩＴ化に関する研

修等を行うこととなった。①については、2017 年から 2020

年３月末までにロシア企業 32 社を対象に診断を実施。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 名のロシア人研修性を受け入れると

いう目標を達成。また、2017 年から 2020 年３月末までに

累計 326 名の研修生を受入れた。これら事業により、日本
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の 先端設備をロシア企業に導入することを目指すとと

もに、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。2020 年度も同事業を継続していく。 

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、世耕ロシア経済分野協力担当大臣とオレシ

ュキン経済発展大臣との間で「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」が署名され、ロ

シアの労働生産性向上を進めていくことが確認された。こ

の覚書に基づき、ロシアでの日本企業によるワークショッ

プを開催するなど、日露の労働生産性向上に向けた協力が

進展。さらに、2019 年９月に両大臣により署名された「ロ

シアにおける生産性向上モデル工場創設のための相互理

解に関する覚書」に基づき、日本の技術導入等によるロシ

アにおける生産性向上に係るモデル工場の実現に向けた

検討を行う。2020 年度もこのような協力を継続していく。 

 また、2019 年６月には、2017 年９月に世耕ロシア経済

分野協力担当大臣とオレシュキン経済発展大臣との間で

署名された「デジタル経済に関する協力に係る共同声明」

を改訂し、８項目の「協力プラン」の各項目におけるデジ

タル経済の実現に向けた協力について再確認した。これに

関連し、2019 年４月、モスクワ郊外で開催された「スコル

コヴォ・ロボティクス・フォーラム」へ初めて日本企業・

関係機関が参加。また 2019 年 10 月には、千葉で開催され

た「ＣＥＡＴＥＣ2019」にロシアからスタートアップ 11

社による初のナショナルパビリオンが出展され、ピッチイ

ベント及びビジネスマッチングが実施された。さらに同月、

モスクワ郊外で行われた「スコルコヴォ・オープン・イノ

ベーションフォーラム」に日本代表団を初めて派遣し、日

本ブース出展や日露ビジネスセッションを実施した。 

（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。2019 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。 

ウズベキスタンについては、2019 年７月に第 15 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

したガニーエフ副首相と磯崎経済産業副大臣が会談し、ミ

ルジヨーエフ大統領の初訪日の実現に向け、電力分野への

インフラ投資を初めとする両国間の経済関係等につき意

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

な提案が行われエネルギー、鉱物資源分野における協力に

関する覚書が結ばれた。 

その後、2019 年９月にスルターノフエネルギー大臣、

2019 年 10 月及び 12 月にウムルザーコフ投資・対外貿易

大臣が続けて訪日し、牧原経済産業副大臣と会談が行われ、

エネルギー、インフラ分野等における協力について意見交

換を実施した。そして 2019 年 12 月後半には、ミルジヨー

エフ大統領が初訪日し、安倍総理大臣との首脳会談が実施

された。経済関係では火力発電所の近代化等の円借款案件

について文書交換式が行われた。 

トルクメニスタンについては、2019 年６月に日本企業

が手がけたＧＴＧ（Gas to Gasoline）プラントの完工式

が首都アシガバードで行われ、経済産業省からは磯崎経済

産業副大臣が出席し祝辞を述べるとともに、ベルディムハ

メドフ大統領やメレドフ副首相兼外務大臣等と会談を行

い、今後の両国間の経済協力関係の強化に向け意見交換を

実施した。また、2019 年 10 月にはメレドフ副首相兼外務

大臣が訪日し菅原経済産業大臣の会談が行われ、今後の両

国の経済協力進展に向けたロードマップの署名が行われ

た。 

アゼルバイジャンについては、2019 年 11 月に第 10 回

日本アゼルバイジャン経済合同会議（於：東京）出席のた

め、訪日したババエフ環境天然資源大臣と宮本経済産業大

臣政務官が会談し、エネルギー分野を初めとする両国間の

経済関係等につき意見交換が行われた。また、日本アゼル

バイジャン経済合同会議では、二国間経済関係の強化に向

けた輸送・通信・ハイテク・エネルギー分野等の協力に関

する提案・意見交換が行われた。 

ジョージアについては、「質の高いインフラの海外展開

に向けた事業実施可能性調査（ジョージア国アナクリアＳ

ＥＺ開発調査事業）」を実施した。本事業では、ジョージ

ア政府の国策である「自由で開かれた貿易」の一環として
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推進されているアナクリア開発に関連し、アナクリアＳＥ

Ｚ(Special Economic Zone)の開発マスタープランの改定

及び日本企業のＳＥＺ事業参画可能性を調査した。 

キルギスについては、受入型ビジネスマッチング事業を

行い、対象グループを日本に招聘し、「外食 FOOD TABLE

展」に出展させるなど日本企業とのマッチングを図った。 

 

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 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６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。2019

年６月には、第３回閣僚級会合を開催し、２年間の進捗を

まとめた「日・サウジ・ビジョン 2030 2.0」が合意され

た。2019 年 10 月には、第４回閣僚級会合で、「日・サウ

ジ・ビジョン 2030 2.0 改訂版」が合意され、両国は、「日・

サウジ・ビジョン 2030」の下、ビジョン・オフィスや経

済特区などのビジネス促進措置（Enabler（エネイブラー））

を充実し、個別プロジェクトの具体化に一層注力していく

とともに、エンターテイメントやヘルスケアといったサウ

ジの社会ニーズに応じた協力を加速化していくことで、一

致した。2020 年１月、安倍総理大臣がサウジアラビアを訪

問、ムハンマド皇太子と会談した。 

イラン・イスラム共和国については、2019 年６月に安倍

総理大臣が同国を訪問し、ハメネイ 高指導者と会談、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、カタログ展を実施した。12 月には、ハサ

ン・ローハニ大統領が訪日し、安倍総理大臣と首脳会談を

実施。二国間関係について意見交換を行い、引き続き緊密

に意思疎通していくことで一致した。 

アラブ首長国連邦（以下、ＵＡＥ）については、2019 年

４月、ジャーベル国務大臣兼ＡＤＮＯＣ・ＣＥＯが、日本

担当特使に任命されたことを伝達するために訪日、世耕経

済産業大臣と会談を行い、日・ＵＡＥ「包括的・戦略的パ

ートナーシップ・イニシアティブ（ＣＳＰＩ）」の下で日・

ＵＡＥの二国間関係を強化することで一致した。10 月、即

位の礼に出席するために訪日したハッザーア・アブダビ執

行評議会副議長が、安倍総理大臣と会談を実施、同じく訪

日中のジャーベル国務大臣兼ＡＤＮＯＣ・ＣＥＯが、菅原

経済産業大臣と会談を実施した。11 月、松本経済産業副大

臣がアブダビ国際石油展示会議（ＡＤＩＰＥＣ）に参加す

るためＵＡＥを訪問、ジャーベル国務大臣兼ＡＤＮＯＣ・

ＣＥＯ、ムハンマド・エネルギー産業大臣、ハルドゥーン・

アブダビ執行関係庁長官と会談を行った。同月、マイサ国

務大臣が訪日し、梶山経済産業大臣と会談を実施。ビジネ

ス分野における女性活躍が進展するよう、二国間で協力す

ることで一致。2020 年１月、安倍総理大臣がＵＡＥを訪

問、ムハンマド・アブダビ皇太子と会談を行い、皇太子主

催夕食会に参加した。同会談において、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を訪問した牧原経済産業副大臣は、安倍総理

とムハンマド・アブダビ皇太子の臨席のもと、ジャーベル

ＵＡＥ国務大臣との間で共同石油備蓄事業の拡充及び継

続に係る合意文書の署名と交換を行った。またこの機会に、

牧原副大臣は、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

業大臣と会談を行い、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、2019 年 11 月に「日・イスラ

エル・イノベーションネットワーク（ＪＩＩＮ）」の取り
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組みの一環として、ＪＩＩＮの事務局を担うジェトロが初

めてデジタルヘルス分野に特化した企業ミッションをイ

スラエルに派遣。医療機器メーカー、保険会社、投資会社

等ヘルスケア関連企業 13 社 20 名が参加し、医療関係機

関・スタートアップに特化した各種視察と、リバースピッ

チ・マッチングイベントを実施した。 

トルコ共和国については、2019 年６月にＧ20 茨城つく

ば貿易・デジタル経済大臣会合の場にて、世耕経済産業大

臣とペキジャン貿易大臣が会談し、日・トルコ経済連携協

定（ＥＰＡ）に関する議論を行った。７月には安倍総理大

臣がＧ20 大阪サミット出席に伴い訪日中のエルドアン大

統領とワーキングディナーを行い、日トルコＥＰＡの早期

妥結に向け更に交渉を加速すること、経済を含む幅広い分

野で日・トルコ関係を更に発展させていくこと等を確認し

た。また、11 月に東京にて「第 25 回日本トルコ合同経済

委員会」が日本経済団体連合会とトルコ海外経済評議会の

間で開催され、宮本経済産業大臣政務官、メルジャン駐日

トルコ大使が出席。両国経済界の関係者約 150 名の参加の

もと、トルコのビジネス環境等について議論が行われた。 

カタール国については、2019 年９月のアルカービ・エネル

ギー担当国務大臣訪日時に開催されたＬＮＧ産消会議

2019 の場を通じて、我が国へのＬＮＧの安定供給をはじ

めとする経済関係強化に向けた意見交換を実施した。2020

年１月、牧原経済産業副大臣はカタールを訪問、アルカー

ビ・エネルギー担当国務大臣、クワーリー商業・工業大臣

と会談を実施した。我が国へのＬＮＧの安定供給を始めと

する経済関係強化、次回の日カタール合同経済委員会開催

について意見交換を実施した。 

 

（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、電力・運輸・港湾等のインフラ需要は引き続き大きい。

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、各国の産業開発や、医療ニーズ・食糧ニーズの増加、

電子商取引の普及などを通じて多様化しつつある。我が国

は、質の高いインフラ整備の推進、投資協定や租税条約の

締結促進などとともに、ＴＩＣＡＤや日アフリカ官民経済

フォーラムなど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とと

もに、進出した企業のアフリカにおける円滑な業務遂行を

サポートする。 

2019 年８月 28～30 日、第７回アフリカ開発会議（ＴＩ

ＣＡＤ７）が開催され、42 名の首脳級を含むアフリカ 53

か国、52 か国の開発パートナー諸国、108 の国際機関及び

地域機関の代表並びに民間セクターやＮＧＯ等市民社会

の代表等、10,000 名以上が参加した。経済産業省からは世

耕経済産業大臣と関経済産業副大臣が参加し、コンゴ民主

共和国、エジプト、南アフリカ、ガーナの首脳を始め、11

か国の要人と会談等を実施し、日本企業のアフリカ進出に

関する意見交換を行った。 

ＴＩＣＡＤ７において、世耕大臣は「官民ビジネス対話」

にアフリカビジネス協議会の共同議長として参加し、日本

の官民のアフリカ進出に向けた取組・政策支援について、

アフリカ首脳に説明を行った。 

アフリカビジネス協議会は、2018 年３月以降、約 30 社

の民間企業が参加した「ＴＩＣＡＤ７官民円卓会議」での

議論及び、2019 年４月に安倍総理に提出された「ＴＩＣＡ

Ｄ７官民円卓会議民間からの提言書」を踏まえて、2019 年

６月に発足したものであり、官民の参加者間でアフリカビ

ジネスに係る情報共有と意見交換を行い、関係省庁・政府

機関による支援策の検討・実施・見直し等を推進している。

具体的には、①アフリカ政府・企業とのネットワーキング・

マッチング機会の提供、②アフリカ各国のビジネス環境改

善の促進、③各省庁・機関横断による個別ビジネスの支援

などを目標として掲げている。 

アフリカビジネス協議会には、経済産業省、外務省、日

本経済団体連合会、経済同友会を始め、約 300（2020 年３

月時点）の企業・団体・官公庁・国際機関が所属しており、

中堅中小企業、農業、ヘルスケアなどをテーマとしたワー

キング・グループ（ＷＧ）が発足し、現地経済団体・企業

との関係構築・マッチングや調査ミッションなどを実施す

る。 

2020 年１月、中堅中小企業ＷＧの一環として、経済産業

省とアフリカビジネス協議会の主催で、「Kenya-Japan 

Business Networking Forum」（於：ナイロビ（ケニア））

を開催した。産業発展著しいケニアで需要が高まる産業機

械等のニーズや、そうしたニーズに基づくケニア企業との

商談機会を、商材の流通を目指す日本企業に対して提供し

た。食品や鉄鋼、化学分野を中心に、日本側 49 企業・団
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体 83 名、ケニア側 53 企業 69 名が参加した。 

ビジネス環境改善については、エジプト、ガーナ、ケニ

ア、コートジボワール、セネガル、ナイジェリア、南アフ

リカの７か国の政府と現地大使館により、「二国間ビジネ

ス環境改善委員会」の発足が決定し、エジプトと南アフリ

カを除く５カ国で第１回会合が開催されている。協議会も

これらの二国間委員会と連携して、アフリカ主要国のビジ

ネス環境に係る情報提供などを推進していく。 

2020 年２月、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」に松本経

済産業副大臣が参加した。この会議において、松本副大臣

は南アフリカ及びコンゴ民主共和国、ルワンダの要人と会

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、ケニア及びジブチ、エチオピアを訪問し、経済

担当閣僚等と会談を行い、両国間の関係強化について議論

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。我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ

効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこ

れに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研

究並びにその成果の普及を行い、これらの地域との貿易の

拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的としてい

る。これらの役割を果たすため、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 大限に活

かしながら、対日直接投資やスタートアップの海外展開等

を通じたイノベーション創出支援、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に資する事業を実施

している。 

 

（２）実施事業 

（ア）対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じ

たイノベーション創出支援 

我が国における対日投資促進の中核機関として、「2020

年における対内直接投資残高の 35 兆円への倍増」および

「2023 年までにユニコーンまたは上場ベンチャー企業を

20 社創出」という政府目標に貢献すべく、質の高い対日直

接投資の促進およびスタートアップの海外展開支援に取

り組んだ。 

具体的には、イノベーション分野の企業誘致に重点化し

た他、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を通

じたアジアでのオープン・イノベーションの推進、スター

トアップ企業のハンズオン支援強化により難易度の高い

成功創出に貢献した。 

（イ）農林水産物・食品の輸出促進 

「未来投資戦略 2018」において掲げられた、農林水産

物・食品の輸出額の目標達成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、商流構築支援として、オールジェトロで商

談機会の拡充に取り組み、海外見本市を 21 件、海外商談

会を 25 件実施し、事業者の販路開拓・商流構築支援を実

施。ジェトロの海外事務所ネットワークも活用しつつ、現

地バイヤーとのマッチングに向けきめ細かに対応した。ま

た、難易度の高い輸出未開拓市場への取組みとして、日本

食の認知度が低い市場に対して現地バイヤーとのマッチ

ング等のきめ細かなサポートにより輸出拡大に貢献した。 

（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、国・地方自治体、地域の商工会議所や金融

機関など国内各地域の企業支援機関等で構成される「新輸

出大国コンソーシアム」の枠組みを活用し、個別企業への

ハンズオン支援を行うことで、中堅・中小企業の海外展開

を後押しした。また、バイオ・ヘルスケア分野等高付加価

値産業における販路開拓支援、アフリカおよびフロンティ

ア市場等難度の高い市場への海外展開を支援した。さらに、

海外ＥＣ市場獲得のために立ち上げた「ジャパンモール事

業」等デジタルツールを活用した販路開拓支援や、高度外

国人材活用およびグローバル人材育成の支援に取り組ん
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だ。 

（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。 

ジェトロの海外事務所ネットワークにより 新情報を

収集するなど、新型コロナウイルス感染拡大の影響に対し

機動的に対応した。 

具体的には、マクロ経済や企業活動に影響を与える海外

新情報（輸出規制、移動・渡航制限、旅客や物流網への

影響等）を政策当局に提供するとともに、ＷＥＢセミナー

や特設ウェブサイトを通じて我が国企業等に発信。在外日

系企業向けアンケート調査や国内外での相談窓口設置に

より課題を把握し、中国、タイ、フィリピン、マレーシア、

米国、エジプトで現地国政府などに対し課題解決に向け申

し入れを実施。在外公館の無い武漢、アーメダバード等に

おいて、ジェトロの海外事務所が中心となりチャーター機

やバスを手配し、現地在留邦人の帰国を全面支援した。 

また、米中通商問題や英国ＥＵ離脱（ブレグジット）等、

関心度が高い問題に対する情報発信に貢献した。特にブレ

グジット対応では、経済産業省とともに「ブレグジット対

応サービスデスク」を立ち上げ、日本各地に所在する英国

に進出中の中小企業等に対し個別にプッシュ型でアプロ

ーチを実施。本部（東京）及び全国 49 カ所の国内事務所

に相談窓口も設置し、英国進出日系企業からの相談に対し

て積極的かつきめ細かいサポートの一助を担い、日系企業

の事業計画立案に大きく貢献した。さらに、米中通商問題

や新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、日本企業の

ビジネス活動への影響やグローバルサプライチェーンの

見直しの動きを一層深掘りする調査を実施し、情報提供、

日米貿易協定の普及啓発等、政策実現に寄与した。 

アジア経済研究所については、学術研究成果の 大化を

通じた政策立案への貢献、付加価値の高い学術研究成果の

創出と蓄積並びに国際的な研究ハブ機能と学術情報プラ

ットフォーム機能の発揮を目的とした取り組みを実施し

た。政策担当者との対話、国際シンポジウムへの積極的な

参画、出版物刊行等に加え、アウトリーチ活動としてウェ

ブサイト等を活用した動画配信を開始した。また、『グロ

ーバル・バリューチェーン 新・南北問題へのまなざし』

（猪俣研究員著：日本経済新聞出版社）が刊行され、「第

31 回アジア・太平洋賞（特別賞）」及び大平正芳記念賞を

Ｗ受賞した。 
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