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 ＴＰＰ交渉の参加国・経緯 
2006年        シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイから成る

「Ｐ４」が発効。 
2008年 3月 積み残しの金融サービス及び投資の交渉開

始。米国もこの交渉に参加。 
   同 9月 米国が参加国を拡大して交渉を開始する意

図を表明。 
2010年 3月 米、豪、ペルー、越を加え８カ国で交渉開始。 

     同 10月 マレーシアが交渉参加。計９カ国に。 
2011年11月 日本、カナダ、メキシコが交渉参加に向けた

協議開始の意向表明。 
2012年10月  メキシコ、カナダが交渉参加。計11カ国に。 
2013年 7月 日本が交渉参加。計12カ国に。 
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２０１０年  ３月  第１回会合（於：豪州） 
Ｐ４ ４カ国に加え、８カ国で
交渉開始 

       ６月  第２回会合(於：米国) 
      １０月  第３回会合(於：ブルネイ) 

マレーシアが新規参加 
      １２月  第４回会合(於：ＮＺ) 
 
２０１１年   ２月  第５回会合(於：チリ) 
 
２０１２年   ９月  第１４回会合（於：米国) 

１２月  第１５回会合（於：NZ） 

カナダ、メキシコが新規参加 
 
２０１３年   ３月   第１６回会合（於：シンガポール） 

 ５月  第１７回会合（於：ペルー） 

 ７月  第１８回会合（於：マレーシア） 

日本が新規参加 
８月  第１９回会合（於：ブルネイ） 

１０月  ＴＰＰ首脳・閣僚会合（於：インド
ネシア） 

１２月  TPP閣僚会合（於：シンガポール） 

交渉日程 

～
 



 日米の共同声明 （２０１３年２月２２日、米国・ワシントンD.C.）抜粋 

・ 「日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品というように、両国ともに二国間貿易上のセンシティビ
ティが存在することを認識しつつ、両政府は、最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであることから、 
ＴＰＰ交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することをあらかじめ約束することを求められるものでは
ないことを確認する。」 

 我が国のＴＰＰ交渉参加までの経緯① 

 日米首脳会談後の安倍総理内外記者会見 （２０１３年２月２２日、米国・ワシントンD.C.）抜粋 

・ 「私は、選挙を通じて「聖域なき関税撤廃を前提とするＴＰＰには参加しない」と国民の皆様にお約束し、今回
のオバマ大統領との会談により、ＴＰＰでは、「『聖域なき関税撤廃』が前提」ではない、ことが明確になった。」 

 安倍総理記者会見 （２０１３年３月１５日）抜粋 
・ 「本日、ＴＰＰ、環太平洋パートナーシップ協定に向けた交渉に参加する決断をいたしました。その旨、交渉参

加国に通知をいたします。」 
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 ＴＰＰ対策に関する決議 （２０１３年３月１３日、自由民主党外交・経済連携本部、ＴＰＰ対策委員会.）抜粋 

・ 「特に、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要５品目等やこれまで営々と築き上げてきた国
民皆保険制度などの聖域（死活的利益）の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も
辞さないものとする。」 



 我が国のＴＰＰ交渉参加までの経緯② 

 日米間の往復書簡 （２０１３年４月１２日）抜粋 

・ 「ＴＰＰに関する二国間の協議が成功裡に妥結したことを確認」 

 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）閣僚声明 （２０１３年４月２０日）抜粋 
・ 「貿易大臣はまた、各ＴＰＰ参加国が、ＴＰＰ参加への日本の関心についての日本との二国間協議を終了した

ことを確認した。」 

 日本のＴＰＰ交渉参加に関するＵＳＴＲの米国議会通知 （２０１３年４月２４日） 

4  日本のＴＰＰ交渉正式参加 （２０１３年７月２３日） 

 日米協議の合意の概要 （２０１３年４月１２日）抜粋 

・ 「日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品といった二国間貿易上のセンシティビティが両国に
あることを認識しつつ、TPPにおけるルール作り及び市場アクセス交渉において緊密に共に取り組むこと
で一致。」 

 国会決議 （２０１３年４月１８日・参議院、１９日・衆議院）抜粋 

・ 「米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能と 
なるよう除外又は再協議の対象とすること。十年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこ
と。」 

・ 「交渉に当たっては、ニ国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要五
品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること。」 



 日米首脳会談（２０１３年２月２２日） 

  両政府は、日本が環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）交渉に参加する場合には、全ての

物品が交渉の対象とされること、及び、日本が他の交渉参加国とともに、２０１１年１１月１２

日にＴＰＰ首脳によって表明された「ＴＰＰの輪郭（アウトライン）」において示された包括的で

高い水準の協定を達成していくことになることを確認する。 
 
    日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品というように、両国ともに二国間貿易

上のセンシティビティが存在することを認識しつつ、両政府は、最終的な結果は交渉の中で

決まっていくものであることから、ＴＰＰ交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃するこ

とをあらかじめ約束することを求められるものではないことを確認する。 
 
 両政府は、ＴＰＰ参加への日本のあり得べき関心についての二国間協議を継続する。こ

れらの協議は進展を見せているが、自動車部門や保険部門に関する残された懸案事項に

対処し、その他の非関税措置に対処し、及びＴＰＰの高い水準を満たすことについて作業を

完了することを含め、なされるべき更なる作業が残されている。  

日米の共同声明 
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 「ＴＰＰ対策に関する決議」（抜粋） 
 （２０１３年３月１３日、自由民主党外交・経済連携本部、ＴＰＰ対策委員会） 

５ なお、仮に交渉参加を決断する場合において、ＴＰＰが国民生活に大きな影響を及ぼし得ること  

  から、以下の諸点を確実に実行すべきである。 

  この場合において、特に、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要５品目等やこ

れまで営々と築き上げてきた国民皆保険制度などの聖域（死活的利益）の確保を最優先し、それ

が確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとする。 

（１） 政府は、別紙の党内５グループ並びに２１作業分野に対する検討チームの取りまとめの内容    

 を踏まえ、２国間交渉等にも留意しつつ、その主張が交渉結果にしっかりと反映されるよう全力を 

挙げ、交渉の進展に応じ、適時に十分な情報提供を行うこと。 

（以下略） 

別紙：第４グループとりまとめ（抜粋） 

○ＴＰＰでの日本の主張  
  米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物等の農林水産物の重要品目が、引き続き再生産可能となるよう除
外又は再協議の対象となること。１０年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めない。 
（中略） 
  なお、仮にＴＰＰ交渉に参加した場合であっても、以上の農林水産分野におけるコアとなる主張が受け入れられ
ない場合には、ＴＰＰ交渉から脱退も辞さないものとすること。 
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 国会決議（２０１３年４月１８日・参議院、１９日・衆議院）（抜粋） 

１ 米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能とな

るよう除外又は再協議の対象とすること。十年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと。 

２ 残留農薬・食品添加物の基準、遺伝子組換え食品の表示義務、遺伝子組換え種子の規制、輸入原材料の原

産地表示、BSEに係る牛肉の輸入措置等において、食の安全・安心及び食料の安定生産を損なわないこと。 

３ 国内の温暖化対策や木材自給率向上のための森林整備に不可欠な合板、製材の関税に最大限配慮すること。 

４ 漁業補助金等における国の政策決定権を維持すること。仮に漁業補助金につき規律が設けられるとしても、

過剰漁獲を招くものに限定し、漁港整備や所得支援など、持続的漁業の発展や多面的機能の発揮、更には震

災復興に必要なものが確保されるようにすること。 

５ 濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。 

６ 交渉に当たっては、ニ国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要五

品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること。 

７ 交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅

広い国民的議論を行うよう措置すること。 

８ 交渉を進める中においても、国内農林水産業の構造改革の努力を加速するとともに、交渉の帰趨いかんでは、

国内農林水産業、関連産業及び地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえて、政府を挙げて対

応すること。 
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 ＴＰＰ交渉参加国との協議 

１ 日本が他の交渉参加国とともに、「TPPの輪郭」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくこと
を確認するとともに、日米両国が経済成長促進、二国間貿易拡大、及び法の支配を更に強化するため、共に
取り組んでいくこととなった。 

２ この目的のため、日米間でTPP交渉と並行して非関税措置に取り組むことを決定。 
対象分野：保険、透明性／貿易円滑化、投資、規格・基準、衛生植物検疫措置1 等 

３ また、米国が長期にわたり懸念を継続して表明してきた自動車分野の貿易に関し、 
（１）TPP交渉と並行して自動車貿易に関する交渉を行うことを決定。 
対象事項：透明性、流通、基準、環境対応車／新技術搭載車、 

財政上のインセンティブ等 
（２）TPPの市場アクセス交渉を行う中で、米国の自動車関税がTPP交渉における最も長い段階的な引下げ期

間によって撤廃され、かつ、最大限に後ろ倒しされること、及び、この扱いは米韓FTAにおける米国の自動
車関税の取り扱いを実質的に上回るものとなることを確認。 

４ 日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品といった二国間貿易上のセンシティビティが両国にあるこ
とを認識しつつ、TPPにおけるルール作り及び市場アクセス交渉において緊密に共に取り組むことで一致。 

1日本及び米国は、世界貿易機関（ＷＴＯ）の衛生植物検疫措置の適用に関する協定（ＳＰＳ協定）に基づいて並行二国間交渉の中で衛生植物検疫措

置に関する事項について共に取り組む。 

貿易大臣はまた、各ＴＰＰ参加国が、ＴＰＰ参加への日本の関心についての日本との二国間協議を終了したことを
確認した。本日、貿易大臣は、他の参加国が進捗中の交渉に参加した時と同様に、妥結に向けて交渉が引き続き
速やかに進められるような方法により、日本の参加プロセスを完了させることをコンセンサス（全会一致）により合
意した。日本はその後、現交渉参加各国の国内手続が完了次第、ＴＰＰ交渉に参加することができる。 

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）閣僚声明（仮訳）（抜粋）（２０１３年４月２０日） 

日米協議の合意の概要（２０１３年４月１２日） 
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第１８回交渉会合（2013年7月 マレーシア・コタキナバル） 

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）第１８回会合 メディア声明（仮訳）（2013年7月25日） 抜粋 

・「7月23日、我々は12番目のＴＰＰ交渉参加国として日本を歓迎した。この２日間にわたり、参加国は交渉の
現状について日本に説明を行った。日本は、迅速に交渉プロセスに参加する意思を示し、積極的に交渉に
参加した。日本のＴＰＰへの参加は、7億9,000万人からなり、27兆米ドルのＧＤＰを生み出し、世界の3分の1
に相当する貿易量を有する市場を創出することになる。」 

・「今回の会合では13の交渉グループに分かれ、投資、不適合措置、競争、市場アクセス、原産地規則、ＴＢ
Ｔ、金融サービス、電子商取引、一時的入国、知的財産権、環境、政府調達、法的・制度的事項について議
論を行った。」 

 

ＴＰＰ閣僚会合、第１９回交渉会合（2013年8月 ブルネイ・バンダルスリブガワン） 

 第１９回ＴＰＰ交渉会合（ブルネイ）結果報告 （内閣官房ＴＰＰ政府対策本部）（2013年8月30日） 抜粋 

 ・「首席交渉官会合の他、市場アクセス、原産地規則、知的財産、政府調達、環境、競争、金融サービス、投
資、一時的入国、非適合措置の作業部会が開催された。」 

 ・「あわせて、ステークホルダー（利害関係者）会合も開催された。我が国首席交渉官を含め各国の交渉関係
者が国内外のステークホルダーと意見交換を行った。また、我が国のステークホルダーに対する説明会を
３回実施した。」 

 

（首席交渉官会合（2013年9月 米国・ワシントン）） 

 

 ＴＰＰ交渉の状況① 
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ＴＰＰ首脳・閣僚会合、首席交渉官会合（2013年10月 インドネシア・バリ） 

環太平洋パートナーシップ首脳声明（仮訳）（2013年10月8日） 抜粋 

・「我々は、2011 年にホノルルで設定した目標を達成し、協定の利益が完全に共有されることを確保し、かつ
発展段階の多様性に配慮する、包括的でバランスの取れた地域協定を、年内に妥結することを目的に、こ
れから交渉官は残された困難な課題の解決に取り組むべきであることに合意した。」 

環太平洋パートナーシップ貿易閣僚による首脳への報告書（仮訳） （2013年10月8日） 抜粋 

・（市場アクセスについて、）「これまで多くの進展が見られたが、最もセンシティブな物品の取扱いについて
の合意はこれからの課題として残っている。」 

 

（首席交渉官会合（2013年11月 米国・ソルトレイクシティ）） 

 

ＴＰＰ閣僚会合（2013年12月 シンガポール） 

 ＴＰＰ参加国閣僚・代表声明（仮訳）（2013年12月10日） 抜粋 

 ・「環太平洋パートナーシップ協定の完了に向けた実質的な進展が見られた。」 

 ・「この会合の間に、我々は、テキストの主要な残された課題の大部分について潜在的な「着地点」を特定し
た。我々は、これらのテキストの課題と市場アクセスの課題を仕上げるために、柔軟性を持って作業を続け
る。」 

 ・「我々は、今後数週間、そのような協定に向けた集中的な作業を継続することに決めた。」 
 ・「交渉官による追加的な作業に続いて、我々は、来月に再度会合を開催する予定である。」 

 ＴＰＰ交渉の状況② 
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 ＴＰＰ参加国閣僚・代表声明（仮訳） 
（２０１３年１２月１０日 於：シンガポール） 

 我々、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、
ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナムの閣僚及び代表は、シンガポー
ルにおいて4日間の閣僚会合を終えたところであり、環太平洋パートナーシップ協定の完了
に向けた実質的な進展が見られた。 
  
 この会合の間に、我々は、テキストの主要な残された課題の大部分について潜在的な
「着地点」を特定した。我々は、これらのテキストの課題と市場アクセスの課題を仕上げる
ために、柔軟性を持って作業を続ける。 
  
 全ての参加国にとって、2011年にホノルルで設定された目標を達成する、野心的で包括

的な高い水準の協定は、雇用を創出し、成長を促進し、各国の国民に機会を提供し、地域
統合と多角的貿易体制の強化に貢献するために必要不可欠である。 
  
 したがって、我々は、今後数週間、そのような協定に向けた集中的な作業を継続すること
に決めた。また、我々は、ステークホルダーとの協議を促進し、自国の政治プロセスと連携
する。 
  
 交渉官による追加的な作業に続いて、我々は、来月に再度会合を開催する予定である。 
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1月 
 

2月 

3月 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

ＴＰＰ協定交渉会合日程 主要外交日程 

 ２０１４年の主要スケジュール 

5月17-18日 APEC貿易担当大臣会合（於：中国・青島） 

1月25日 WTO非公式閣僚会議（於：スイス・ダボス） 

【P】 TPP閣僚会合 

6月4-5日 G8サミット（於：ロシア・ソチ） 

11月15-16日 G20サミット（於：豪州・ブリズベン） 

11月4日 米国議会中間選挙 

12 （注）一部報道情報を含む。 



  参 考  
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 ２０１１年１１月１２日，ＴＰＰ参加９か国－オーストラリア，ブルネイ，チリ，マレーシア，ニュージーランド，ペルー，シンガポール，
ベトナム，アメリカ合衆国－の首脳は，ＴＰＰ参加国間の貿易と投資を拡大し，イノベーション，経済成長及び開発を促進し，並び
に，雇用の創出及び維持を後押しする，野心的で２１世紀型のＴＰＰの大まかな輪郭を達成したことを発表した。 
重要な特徴 
 ＴＰＰの大まかな輪郭の合意に関する首脳への報告の中で，貿易担当閣僚は，ＴＰＰの５つの特徴を特定した。これらの特徴に
より，ＴＰＰは，世界の経済においてＴＰＰ参加国が競争力を高めていくために，グローバルな貿易の新しい基準を設立し，次世代
の課題を包含する，画期的で２１世紀型の貿易協定となる。 
○包括的な市場アクセス：我々の労働者とビジネスにとっての新しい機会及び我々の消費者にとっての即時の利益を創出する

ために，関税並びに物品・サービスの貿易及び投資に対するその他の障壁を撤廃する。 
○地域全域にまたがる協定：ＴＰＰ参加国の雇用創出，生活水準の向上，福祉の改善，持続可能な成長を促進するという目標を

支援するために，ＴＰＰ参加国間の生産とサプライチェーンの発展を促進する。 
○分野横断的な貿易課題：ＴＰＰに４つの新しい分野横断的な課題を取り込むことでＡＰＥＣ及び他のフォーラムで行われる作業

を発展させる。この４つの課題は，以下の通りである。 
－規制制度間の整合性：参加国間の貿易をより継ぎ目のない効率的なものとすることで，これら国々の間の貿易を促進する。 
－競争力及びビジネス円滑化：地域的な生産とサプライチェーンの発展等を通じて，各ＴＰＰ参加国経済の国内及び地域の競

争力を強化し，地域の経済統合と雇用を促進する。 
－中小企業：中小企業による国際的な取引を促進しつつ，中小企業が貿易協定を理解し，利用するに当たっての困難に取り

組む。 
－開発：包括的で強固な市場自由化，貿易と投資を拡大するような規律強化，及びその他の約束（全てのＴＰＰ参加国が協定

を効果的に履行し利益を完全に享受するためのメカニズムを含む）により，経済開発とガバナンスにとって重要な制度が強
化され，これによって各ＴＰＰ参加国の経済発展上の優先課題が前進する。 

○新たな貿易課題：デジタル経済やグリーン・テクノロジーに関連するものを含む革新的な製品及びサービスの貿易及び投資を
促進し，ＴＰＰ地域を通じた競争的なビジネス環境を確保する。 

○「生きている」協定：将来生じる貿易の課題及び新規参加国に伴う協定の拡大から生じる新しい課題に対応するために，協定
の適切な更新を可能とする。 

 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）の輪郭（仮訳）（抜粋） 
（２０１１年１１月１２日） 
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 ＴＰＰ交渉の作業分野 
（１）物品市場アクセス （２）原産地規則 （３）貿易円滑化 （４）ＳＰＳ（衛生植物検疫） （５）ＴＢＴ（貿易の技術的障害） 

（作業部会としては、農業、 
繊維・衣料品、工業） 

 関税の減免の対象となる
「締約国の原産品（＝締約国
で生産された産品）」として認
められる基準や証明制度等
について定める。 

 貿易規則の透明性
の向上や貿易手続き
の簡素化等について
定める。 

 食品の安全を確保したり、動
物や植物が病気にかからない
ようにするための措置の実施
に関するルールについて定め
る。 

 安全や環境保全等の目的から製品
の特質やその生産工程等について「規
格」が定められることがあるところ、こ
れが貿易の不必要な障害とならないよ
うに、ルールを定める。 

 物品の貿易に関して、関税の撤廃や削減の
方法等を定めるとともに、内国民待遇など物品
の貿易を行う上での基本的なルールを定める。 

（６）貿易救済(セーフガード等) （７）政府調達 （８）知的財産 （９）競争政策 サービス 

 ある産品の輸入が急増し、国内産業に被害
が生じたり、そのおそれがある場合、国内産業
保護のために当該産品に対して、一時的にとる
ことのできる緊急措置（セーフガード措置）につ
いて定める。 
 

 中央政府や地方政府等に
よる物品・サービスの調達に
関して、内国民待遇の原則や
入札の手続等のルールにつ
いて定める。 

 知的財産の十分で
効果的な保護、模倣
品や海賊版に対する
取締り等について定
める。 

 貿易・投資の自由化で得ら
れる利益が、カルテル等によ
り害されるのを防ぐため、競争
法・政策の強化・改善、政府間
の協力等について定める。 

（１０）越境サービス 

 国境を越えるサービスの提供（サー
ビス貿易）に対する無差別待遇や数量
規制等の貿易制限的な措置に関する
ルールを定めるとともに、市場アクセス
を改善する。  特に、国有企業の民間企業

との競争条件に関するルール
を定める。 

サービス （14）電子商取引 （15）投資 （16）環境 

（11）一時的入国 （12）金融サービス （13）電気通信  電子商取引のため
の環境・ルールを整
備する上で必要となる
原則等について定め
る。 

 内外投資家の無差別原則
（内国民待遇、最恵国待遇）、
投資に関する紛争解決手続
等について定める。 

 貿易や投資の促進のために環境基
準を緩和しないこと等を定める。 

 貿易・投資等のビジネ
スに従事する自然人の
入国及び一時的な滞在
の要件や手続等に関す
るルールを定める。 

 金融分野の国境を越
えるサービスの提供に
ついて、金融サービス
分野に特有の定義や
ルールを定める。 

 電気通信サービスの分
野について、通信インフ
ラを有する主要なサービ
ス提供者の義務等に関
するルールを定める。 

（17）労働 （18）制度的事項 （19）紛争解決 （20）協力 （21）分野横断的事項 

 貿易や投資の促進のために労
働基準を緩和すべきでないこと
等について定める。 

 協定の運用等について当事国間で協議等
を行う「合同委員会」の設置やその権限等に
ついて定める。 

 協定の解釈の不一
致等による締約国間
の紛争を解決する際
の手続きについて定
める。 

 協定の合意事項を履行する
ための国内体制が不十分な
国に、技術支援や人材育成を
行うこと等について定める。 

 複数の分野にまたがる規制や規則
が、通商上の障害にならないよう、規
定を設ける。 

「中小企業」 「開発」 「規制制度
間の整合性」 

等 
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（注） ：議論が終了 

：よい進展があり、残された作業は協定を完成する段階において取り扱うこととし、当面は作業部会が開催されないこととなった分野 

：第18回交渉会合で困難とされた分野、今後の作業計画が合意された分野 

：マレーシア政府が公表した交渉が実質的に終了したとされる分野 



（注）本表は、品目ベースの自由化率（１０年以内に関税撤廃を行う品目が全品目に占める割合）を示したもの。 
但し、我が国のＥＰＡについて、貿易額ベースの自由化率（１０年以内に関税撤廃を行う品目が輸入額に占める割合）を
見ると概ね90％以上を達成。 
日ブルネイ及び日スイスとのＥＰＡでは９９％以上、日シンガポール、日マレーシア、日ベトナムとのＥＰＡでは約９５％。 

  

米豪FTA 米ペルーＦＴＡ 米韓FTA 韓ＥＵ・ＦＴＡ

(豪側） (ペルー側）
（米側） (EU側）

(米側） （韓側） （韓側）

　　(米側）

自由化率
(2005年1月
　　　発効）

自由化率
(2009年10月仮署

名）
(2009年2月
　　　発効）

(2007年6月
　　　署名）

日本のＥＰＡ

日フィリピン

（88.4%）

日タイ

（87.2%）
日マレーシア

（86.8%）

ただし、将来的に実質的に自由化されるものも含
めれば99.0 %

100% 100%

約95%

約90%

約95%

約90%

約85%

日インドネシア

（86.6%）

日チリ

（86.5%） 日スイス

（85.6%）

（2011年7月
発効）

（2012年3月発効） 
 

 日本と米・ＥＵ等のＥＰＡ/ＦＴＡの自由化率比較（注） 
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既存の
ＥＰＡに
おいて
関税撤
廃をした
ことがな
い（農林
水産品 
約８４０
品目） 

既存のＥＰ
Ａにおいて
「除外」以
外の対応
をしたこと
がない 

約４５０品目 

農林水産品 約４００品目   鉱工業品５５品目 

・コメ、小麦、大麦、麦芽、でんぷん等穀物 約 ７０ 

・てんさい糖など糖類 約 １０   

・脱脂粉乳、ホエイ、バターなど乳製品 約１１０   

・穀物、ミルク等の調製品 約１３０   

・水産品 約 ５５  等   

既存のＥＰ
Ａにおいて
「再協議」
または「ｽﾀ
ﾝﾄﾞｽﾃｨﾙ

(現状維
持)」とした
ことがある 

約３６０品目 

農林水産品 約３２０品目   鉱工業品４０品目 

・とうもろこし、でんぷん、穀粉等 約２５ ・ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ・ﾄﾏﾄ等の調製品 約１５ 

・糖類、調製食料品 約１００ ・落花生、植物性油脂等 約３０ 

・チーズ等乳製品 約２０ ・合板 約３０ 

・肉類（牛、豚、鶏等）、肉調製品 約４０ ・さけ、まぐろ等水産品 約４０ 等 

既存のＥＰ
Ａにおいて
関税削減、
関税割当
をしたこと
がある 

農林水産品 約１３０品目   

・糖類・調製食料品 約１０ 

・肉類（牛、豚、鶏等）、肉調製品 約６０   

・ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ・ﾄﾏﾄ等の調製品 約１５  等   

 既存のＥＰＡにおいて関税撤廃をしたことがない品目（９桁ベースのライン数） 

・ 我が国は、これまでのＥＰＡでも、WTO協定に整合する形で農林水産品の関税を維持し
てきた。 
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 ＴＰＰ交渉参加国に対し国境措置を撤廃した場合の経済効果（政府統一試算） 

米 
10.1  
34% 

豚肉 
4.6  

15% 

牛肉 
3.6  

12% 
牛乳 

乳製品 
2.9 

10% 

砂糖 
1.5 
5% 

鶏卵 
1.1 
4% 

鶏肉 
1.0 
3% 

小麦 
0.8 
3% 

その他の 
農産物 

1.1 
4% 

林産物 
0.5 
2% 

水産物 
2.5 
8% 

＋ 0.66 
＋ 0.55 

＋ 0.09 

＋ 0.61 

▲ 0.60 

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

消費：3.0兆円 

投資：0.5兆円 

輸出：2.6兆円 

輸入：▲2.9兆円 

総額： 
3.2兆円 

○ マクロ経済効果 ○ 農林水産物生産等への影響 

実質ＧＤＰが０．６６％（３．２兆円）増加 農林水産物生産額が３兆円程度減少 
（％） 

（単位：千億円） 

平成２５年３月１５日 内閣官房発表 

○ 食料自給率（平成２１年度対比） 

 （供給熱量ベース）   ４０％→２７％程度 

 （生産額ベース）    ７０％→５５％程度 

○ 農業の多面的機能の喪失 １兆６千億円程度 

食料自給率及び多面的機能への影響（農林水産省試算） 
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オーストラリア 
ニュージーランド 

中国 

韓国 

日本 

 
香港 
チャイニーズ・タイペイ 
パプアニューギニア 
ロシア 
 
 
米国 
カナダ 
メキシコ 
ペルー 
チリ 

 カンボジア 
 ラオス 
 ミャンマー 

 インドネシア 
 フィリピン 
 タイ 

 
 シンガポール 
 マレーシア 
 ベトナム 
 ブルネイ 

インド 

APEC （21エコノミー） 

ASEAN （10カ国） 

TPP （12カ国） 

RCEP （16カ国） 

日中韓FTA  

※ ◆ 印の国は、日・ＡＳＥＡＮ、中・ＡＳＥＡＮ などいわゆるＡＳＥＡＮ＋１のＥＰＡ／ＦＴＡを締結している。  

 アジア太平洋地域における広域経済連携の進捗 
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※ RCEP： 東アジア地域包括的経済連携 （Regional Comprehensive Economic Partnership） 
ASEAN： 東南アジア諸国連合 （Association of Southeast Asian Nations） 
APEC： アジア太平洋経済協力 （Asia Pacific Economic Cooperation） 
TPP： 環太平洋パートナーシップ （Trans-Pacific Partnership） 
FTA： 自由貿易協定 （Free Trade Agreement） 



米国の貿易促進権限（ＴＰＡ）  ＴＰＡ（大統領貿易促進権限）をめぐる米国の動き 

○ TPA（Trade Promotion Authority、大統領貿易促

進権限）とは、政府が議会への事前通知等の条件

を満たす限り、議会は政府が交渉した通商協定の

個々の内容の修正を求めずに、迅速な審議によっ

て当該協定の締結を一括して承認するか不承認と

するかのみを決することができるとするもの。 

 

○ 1974年通商法でTPAが創設されて以降、米ヨル

ダンFTA以外の米国の全ての通商協定は、TPAの

下で議会承認が行われてきた。 

 

○ 直近のTPA法は、2007年7月1日に失効。現在、

米国内では、本年1月9日（米国時間）に提出された

新たなTPA法案の議論を行っているところ。  

1985

1990

1995

2000

2005

2010
　 ～

ＴＰＡ 主な通商交渉
矢印は交渉開始から署名まで。

署名後、議会承認を経て、協定発効。
（ファストトラック）

1975.1～

1988.1.3

1988.8.23

1993.5.31

1994.4.15

2002.8.6

2007.6.30

NAFTA
（1994年発効）

米ヨルダンFTA
（2001年発効）

・米シンガポールＦＴＡ

（2004年発効）

・米チリＦＴＡ

（2004年発効） 米豪FTA
（2005年発効）

・米ペルーＦＴＡ

（2009年発効）

・米コロンビアＦＴＡ

（2012年発効） 米韓FTA
（2012年発効）

2010.3 

TPP
2013.7
米EU・FTA

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

1993.7.2

ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
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