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１．ＥＰＡ・ＦＴＡとは

ＥＰＡとＦＴＡ

自由貿易協定（ＦＴＡ）

経済連携協定（ＥＰＡ）

（Free Trade Agreement）

協定構成国のみを対象として、物や

サービスの貿易自由化を行う協定

協定構成国間での、物やサービスの貿易自由化

だけでなく、知的財産の保護、競争政策、協力

の促進等幅広い分野を含む協定

（Economic Partnership Agreement）

ＷＴＯとＦＴＡ

○ 関税の原則撤廃とは

ＷＴＯ協定上、ＧＡＴＴ第24条「実質上すべての貿易」について

関税撤廃を行うことが条件とされている。

高
関税率

ＦＴＡ

（ＷＴＯの例外）

協定構成国のみで

原則関税撤廃

低

○ ＷＴＯ（世界貿易機関）は世界160の国・地域が加盟し、貿易自由化（全ての加盟国に対して同じ関税を適用）を

行っている機関である。

○ これに対して、ＥＰＡ（経済連携協定）・ＦＴＡ（自由貿易協定）とは、二ヵ国間（又は数カ国間）で取り決めをするもの

である。

・ ＦＴＡは二国間等で関税を相互に原則撤廃することを取り決める協定。

・ ＥＰＡは関税の原則撤廃に加えて、知的財産の保護、競争政策、人の移動、技術協力などの幅広い分野含む協定。

（ （※但し、最近はＦＴＡも幅広い分野を含むものが多くなっており、ＥＰＡとＦＴＡの違いは明確ではない。）

ＷＴＯ
（加盟国に対し、
関税を等しく適用）
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日本

締結

マレーシア

交渉中

スイス

韓国

タイ

ＧＣＣ

湾岸協力理事会

加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦。

ブルネイ

ベトナム

ＧＣＣ

モンゴル

ＥＵ

中国

ＡＳＥＡＮ全体

ＲＣＥＰ

ＲＣＥＰ RCEP：東アジア地域包括的経済連携。ＡＳＥＡＮ10か国にＥＰＡ／ＦＴＡを有する日中韓印豪ＮＺ６か国が交
渉に参加する広域経済連携。

その他

メキシコ

チリ

ペルー

コロンビア

カナダ

米国

豪州

フィリピン

インドネシア
シンガポール

ＴＰＰ

ＮＺ

ＡＳＥＡＮ ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、
シンガポール、タイ、ベトナムの10ヶ国

インド

２．ＥＰＡ（経済連携協定）の現状（全体像）

日中韓

ＴＰＰ ＴＰＰ協定交渉参加国：シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、
カナダ、メキシコ、日本

署名

トルコ

２



◆：交渉 ☆：署名 ★：発効 △：改正議定書署名 ▲：改正議定書発効

（注）ＡＳＥＡＮ全体とのＥＰＡは、物品貿易等について、2008年12月に日本とシンガポール、ラオス、ベトナム及びミャンマー、2009年１月にブルネ
イ、同２月にマレーシア、同６月にタイ、同12月にカンボジア、2010年７月にフィリピンとの間で発効。また2010年10月より、サービス章・投資章

について交渉開始し、2013年12月にルール部分において実質合意。残された技術的論点の調整や、サービス分野の市場アクセスについて現在交渉中。

２．ＥＰＡ（経済連携協定）の現状（既結）

○我が国は、アジア太平洋地域を中心に14の国や地域とＥＰＡを締結済み。

３

★(１０月)

★(９月)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ＡＳＥＡＮ全体
（ＡＪＣＥＰ）

(注)

ブルネイ

フィリピン

ベトナム

スイス

インドネシア

タイ

チリ

マレーシア

メキシコ

シンガポール

インド

◆(１１月～）

(１月～）◆

◆(２月～）

◆(２月～）

◆(７月～）

(６月～）◆

◆(４月～）

◆(２月～）

◆(５月～）

(１月～）◆

△(３月)

☆ (９月)

(１２月)☆

☆(３月)

(４月)☆

☆(８月)

☆(６月)

(４月)☆

☆(９月)

(２月)☆

▲(９月)

★(９月)

★(４月)

★(１１月)☆(１月)

★(７月)

★(１１月)

★(７月)

★(７月)

★(１２月)

★(１２月)

(１月～）◆ (１２月）☆

2010

ペルー ◆（５月～）

2011

(２月)☆

(５月)☆

2012

★(８月)

△(９月)

2013

★(３月)

▲（４月）

≪サービス・投資≫

≪物品貿易等≫
◆(１０月～）

2014 2015

豪州 ◆（４月～） (７月)☆ ★(１月)

2016



（注１） 韓国とは、2004年11月以降交渉が中断。2010年５月の日韓首脳会談において、交渉再開に向けたハイレベルの事前協議を行うことで一致。これを受けて同
年９月には交渉再開に向けた第１回局長級協議、2011年５月には第２回局長級協議を開催。

（注２） ＧＣＣ（湾岸協力理事会）加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦。ＧＣＣとの交渉は延期中。
（注３） ＲＣＥＰ：東アジア地域包括的経済連携。ＡＳＥＡＮ10か国にＥＰＡ／ＦＴＡを有する日中韓印豪ＮＺ６か国が交渉に参加する広域経済連携。

◆：交渉開始
◇：大筋合意
☆：署名

２．ＥＰＡ（経済連携協定）の現状（交渉中等）

○2013年から日中韓、ＥＵ、ＲＣＥＰ等のＥＰＡ交渉が開始。
○モンゴル：2015年２月、協定に署名。（2015年５月、国会で承認）

韓国
（注１）

ＧＣＣ
（注２）

◆(１２月～）

◆(９月～）

★(３月)

モンゴル （６月～）◆

カナダ （１１月～）◆

コロンビア （１２月～）◆

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

日中韓 （３月～）◆

ＲＣＥＰ
（注３）

ＥＵ （４月～）◆

（５月～）◆

2014

ＡＳＥＡＮ全体
（ＡＪＣＥＰ）

◆(１０月～）

（７月）◇

≪サービス・投資≫

トルコ （１２月～）◆

2016

☆（２月）

４

2015



相手国と現状 主な対世界

農産輸出品

（2011）

主な日本の有税農林水産

輸入品及び関税率

（2013）

輸入額

（2013）

※は農林水産品の

総輸入額。

輸入量

（2013）

※カッコ内は当該国のシェア

（％）及び順位。

モンゴル

2012年６月から交渉会

合を７回実施。

2014年７月の首脳会談

で大筋合意を確認し、

2015年２月に日モンゴ

ル首脳が協定に署名。

（2015年５月に国会で承

認）

繊獣毛

チョコレート調製品

馬肉

羊毛

牛皮

馬肉等（くず肉を含む）（4.2%) 400万円

※5,700万円

1.4トン （0.1％、７位）

カナダ

2012年11月から交渉会

合を７回実施。

（直近は2014年11月）

小麦

菜種

菜種油

豚肉

大豆

調製食料品

牛肉（骨なし）

製材（無税-6%)

豚肉（差額関税、4.3%)

小麦(55円/kg（枠外））

丸太（無税、3.5%)

えび（1%）

麦芽（21.3円/kg)

大麦（39円/kg（枠外）)

940億円

748億円

609億円

262億円

111億円

109億円

107億円

※5,909億円

237万㎥ （32％、１位）

14万トン （19％、２位）

168万トン （27％、２位）

122万㎥ （27％、２位）

0.7万トン （3.4%、７位）

15万トン （31％、１位）

34万トン （26％、２位）

３．ＥＰＡ交渉中の相手国との貿易状況
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相手国と現状 主な対世界

農産輸出品

（2011）

主な日本の有税農林水産

輸入品及び関税率

（2013）

輸入額

（2013）

※は農林水産品の

総輸入額。

輸入量

（2013）

※カッコ内は当該国のシェア

（％）及び順位。

コロンビア

2012年12月から交渉会

合を13回実施。

（直近は2015年９月)

コーヒー生豆

バナナ

精製糖

コーヒーエキス

砂糖菓子

パーム油

調製食料品

インスタントコーヒー（8.8%）

コーヒー（煎ったもの）（10%）

生鮮･乾燥果実（生鮮：10-20%）

冷凍野菜(ばれいしょ)（8.5%）

13.8億円

5.5億円

2.6億円

0.7億円

※335億円

0.5千トン （4.7％、７位）

0.5千トン （6.4％、５位）

2.7千トン （0.2％、７位）

0.2千トン （0.9％、３位）

ＥＵ

2013年４月から交渉会

合を14回実施。

（直近は2015年12月）

ワイン

調製食料品

チーズ

蒸留酒

チョコレート

ペーストリー

小麦

たばこ（無税-29.8%)

アルコール飲料(無税-182円/l)

豚肉(差額関税、4.3%)

製材・加工材(無税-６%)

構造用集成材(3.9%)

かつお・まぐろ類(3.5%)

ナチュラルチーズ（無税-29.8%)

2,618億円

1,571億円

1,192億円

1,168億円

346億円

282億円

238億円

※11,541億円

5.6万トン （39％、１位）

23万KL （31％、１位）

23万トン （31％、３位）

321万㎥ （41％、１位）

65万㎥ （85％、１位）

1万トン （5％、２５位）

3.5万トン （16％、３位）

６



相手国と現状 主な対世界

農産輸出品

（2011）

主な日本の有税農林水産

輸入品及び関税率

（2013）

輸入額

（2013）

※は農林水産

品の総輸入額。

輸入量

（2013）

※カッコ内は当該国のシェア

（％）及び順位。

日中韓

2013年３月から交渉

会合を９回実施。

（直近は2016年１月）

中 国

にんにく

鶏肉缶詰

乾燥野菜

茶

トマトペースト

冷凍野菜

りんご

鶏肉調製品（無税-21.3%)

冷凍野菜(さといも等)(６-23.8%)

その他の木製品（無税-8%)

生鮮野菜(たまねぎ等)(無税-8.5%)

乾燥野菜(7.5-12.8%、９円/kg）

その他の調製野菜(９-13.4%)

うなぎ（調製品)(7.2%)

997億円

750億円

449億円

397億円

276億円

272億円

236億円

※12,124億円

22万トン （50％ 、１位）

40万トン （44％ 、１位）

17万トン （58％、１位）

49万トン （61％、１位）

3.5万トン （84％ 、１位）

14万トン （84％ 、１位）

0.8万トン （99％ 、１位）

韓 国

加糖調製食料品等

たばこ

精製糖

飲料

コーヒーエキス

リンゴジュース

ペストリー

アルコール飲料（無税-126円/l)

かつお･まぐろ類（3.5%)

加糖調製食料品（甘味料等）(23.8-29.8%)

生鮮野菜（ジャンボピーマン等）（３-8.5%)

たばこ（8.5%+290.70円/1,000本、16%)

その他の調製野菜（キムチ等）(９-13.4%)

活魚(無税-3.5%)

289億円

230億円

108億円

107億円

106億円

66億円

62億円

※2,062億円

28万kl    （38％、１位）

2.8万トン （12％、2位）

12万トン （45％、１位）

3.0万トン（3.8％、５位）

0.27万トン （1.9％、２位）

1.9万トン（11％、13位）

0.49万トン （42％、２位）

７



相手国と現状 主な対世界
農産輸出品

（2011）

主な日本の有税農林水産
輸入品及び関税率

（2013）

輸入額
（2013）

※は農林水産品
の総輸入額

輸入量
（2013）

※カッコ内は当該国のシェア（％）
及び順位。

ＲＣＥＰ

2013年５月から交渉

会合を10回実施。

（直近は2015年10月）

パーム油

天然ゴム

米

綿

調製食料品

小麦

牛肉（骨なし）

鶏肉調製品(無税-21.3%)

えび(無税-4.8%)

合板(無税-10%)

牛肉（くず肉含む）(38.5%)

生鮮･乾燥果実(無税-32%)

冷凍野菜(無税-23.8%)

かつお･まぐろ類(無税-3.5%)

2,070億円

1,708億円

1,708億円

1,510億円

1,290億円

924億円

772億円

※33,134億円

44万トン （99％、１位）

15万トン （77％、１位）

299万㎥ （99％、１位）

32万トン （59％、１位）

122万トン （68％、１位）

49万トン （52％、１位）

11万トン （48％、１位）

トルコ

2014年12月から交渉

会合を４回実施。

（直近は2016年１月）

ヘーゼルナッツ

小麦粉

調製食料品

ナッツ調製品

ペストリー

レーズン

チョコレート

まぐろ（生鮮･冷凍)(3.5%)

スパゲッティ(30円/kg)

生鮮･乾燥果実(無税-12%)

トマトピューレ(16%(枠外))

トマト（調製したもの） (7.6%)

野菜ジュース（7.2%-8.2%）

マカロニ（30円/kg）

47.5億円

22.4億円

19.1億円

16.7億円

2.9億円

2.5億円

1.0億円

※178億円

0.15万トン（0.7％、39位）

2.5万トン （20％、４位）

0.56万トン （0.3％、３位）

1.1万トン （8.3％、７位）

0.29万トン （３％、５位）

0.18万トン （３％、６位）

0.10万トン （14％、３位）

（注）この他、交渉を延期しているものとして日・GCC（湾岸協力理事会）、交渉中断中のものとして日韓EPAがある。
またＡＪＣＥＰ（日アセアン包括的経済連携協定）について、サービス章・投資章は交渉中であるが、物品貿易等については発効済。 ８





４．各国のＥＰＡ／ＦＴＡの進捗状況

○日本が主要貿易相手国（米国、ＥＵ）とのＥＰＡ／ＦＴＡの取組が遅れているのに対し、韓国はこれらの国とのＥＰＡ／ＦＴＡを
積極的に推進。

○日本のＦＴＡ比率が３７％であるのに対し、韓国は６３％、米国４７％、ＥＵ３０％。

出典：内閣官房資料『TPP協定の概要』より算出。（数字は小数点第一位四捨五入） ※ＥＰＡ／ＦＴＡの数には関税同盟、欧州経済領域（ＥＥＡ）を含む。

EPA／FTA取組状況：△交渉中又は交渉入りを宣言、□大筋合意、○署名済み、◎発効済み FTA比率：ＦＴＡ相手国（発効国及び署名済国）との貿易額が貿易総額に占める割合

ＥＰＡ／
ＦＴＡの数
（発効・署名

済）

ＦＴＡ
比率

（2014年）
日本 韓国 中国 米国 ＥＵ

ＡＳＥＡＮ

インド 豪 ＮＺ カナダ メキシコ チリ ペルー
コロン
ビア

スイス GCC モンゴル各国との個別
の

取組

日本 16 37%

△
（ＲＣＥＰ）
（日中韓
ＦＴＡ）
（日韓
ＥＰＡ：

中断中）

△
（ＲＣＥＰ）
（日中韓
ＦＴＡ）

○
（ＴＰＰ）

△ ◎
７カ国

と発効済 ◎ ◎
○

(ＲＣＥＰ)
（ＴＰＰ）

○
(日加
ＥＰＡ）
（ＴＰＰ）

◎ ◎ ◎ △ ◎ △
（延期）

○

韓国 15 63% △ ◎ ◎ ◎ ◎
２カ国

と発効済 ◎ ◎ ◎
（ＲＣＥＰ）

◎ △ ◎ ◎ ○ ◎
（EFTA）

△

中国 15 25% △ ◎ ◎
１カ国

と発効済 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

米国 15 47% ○ ◎ △

１カ国と発効
済、１カ国と

交渉中
（TPPの枠組
みで４カ国と

署名済）

◎ ○
（ＴＰＰ）

◎
(ＮＡＦＴＡ)

◎
(ＮＡＦＴＡ)

◎ ◎ ◎
◎

(ﾊﾞｰﾚｰﾝ、
ｵﾏｰﾝ)

△
(UAE)

ＥＵ
※１

36 30%
（域内含む
と75％）

△ ◎ △ △
（中断中）

１カ国と署名、
３カ国と交渉中 △

△
※政治
合意

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

９



５．アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）構想（その１）

 2004年11月、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）がＡＰＥＣ首脳に対し、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）
構想を提案。

 2006年のベトナムでのＡＰＥＣ首脳会議において、ＦＴＡＡＰ構想を初めて議論し、これを促進する方法及び手段につい
て研究を実施することで一致。

 2009年のシンガポールでのＡＰＥＣ首脳会議において、2010年にＦＴＡＡＰの実現に向けた道筋を検討することで一致。
 2010年11月の日本ＡＰＥＣでは、ＦＴＡＡＰについては、ＡＳＥＡＮ＋３、ＡＳＥＡＮ＋６、ＴＰＰ協定といった現在進

行している地域的な取組を基礎として更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求されるべきであるこ
とが確認され、その実現に向けた具体的な措置をとっていくこととなった。

 2011年11月のハワイＡＰＥＣでは、ＦＴＡＡＰの実現に向けて、我が国として主体的な役割を果たしていくことを明らか
にし、また、その道筋のうち実際に交渉中のＴＰＰ協定について、我が国は交渉参加に向けて関係国との協議に入ること
を紹介し、いくつかのエコノミーから歓迎の意が表明された。

 2012年９月のウラジオストクＡＰＥＣでは、ＦＴＡＡＰがＡＰＥＣ地域経済統合課題を推進するための主要な手段である
ことを認識し、最終的なＦＴＡＡＰに向けた経路として発展し築かれた様々な地域的な取組に留意し、その実現に向けて
前進する方途を模索し続けることとなった。

 2013年10月のバリＡＰＥＣでは、地域経済統合の過程へのリーダーシップや知的インプットの提供といったＡＰＥＣによ
る継続的努力等を通じて、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）を実現するとのコミットメントを再確認した。

 2014年11月の中国でのＡＰＥＣ首脳会議では、「ＦＴＡＡＰ実現に向けたＡＰＥＣの貢献のための北京ロードマップ」が
承認され、ＦＴＡＡＰを実現するための努力を加速化することが確認された。また、「ＦＴＡＡＰ実現に関連する課題に
かかる共同の戦略的研究」の開始が合意され、2016年末までにその結果を報告することとなった。

TPP

日中韓

ASEAN ２０１５年 域内関税撤廃

Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ

４つのテーマにつき作業部会RCEP（東アジア地域包括的経済連携） ２０１３年５月～ 交渉開始

２０１５年１０月 大筋合意、 ２０１６年２月 署名

これまでの経緯

２０１３年３月～ 交渉開始
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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

FTAAP （APEC21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。
※ 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）
FTAAP：アジア太平洋自由貿易圏(Free Trade Area of the Asia-Pacific )
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）

５．アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）構想（その２）
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2009年12月 ：日モンゴル外相会談で、ＥＰＡ
締結に関する官民共同研究の立
ち上げに合意。

2010年１月 ：日モンゴル政府間実務レベル協
議を開催。

2010年６月以降 ：共同研究会合を３回開催。
2011年３月 ：共同研究報告書が完成。
2012年３月 ：日モンゴル首脳会談において、

日モンゴルＥＰＡ交渉の開始に
合意。

2012年６月 ：第１回交渉会合を開催。
2012年12月 ：第２回交渉会合を開催。
2013年４月 ：第３回交渉会合を開催。
2013年７月 ：第４回交渉会合を開催。
2013年12月 ：第５回交渉会合を開催。
2014年４月 ：第６回交渉会合を開催。
2014年６月 ：第７回交渉会合を開催。
2014年７月 ：日モンゴル首脳会談において、

大筋合意を確認。
2015年２月 ：日モンゴル首脳が協定に署名。

○ 物品貿易

・ＷＴＯと整合的なＥＰＡの必要性について認識を共有。

・日本側から、鉱工業品については、自動車、産業機械、

船舶について強い関心を表明し、農林水産品について

は、国内農業にネガティブな影響を与えないように牛

肉や乳製品などセンシティブな品目は慎重に取り扱わ

れるべき旨言及。

・モンゴル側からは、鉱工業分野について技術や科学的

知識の移転や、農林水産分野についても各種二国間協

力の重要性について言及。

○ 協力

・双方は、様々な分野に関する協力の枠組みを設置する

との見解。

・モンゴル側は、科学技術、鉱物エネルギー加工、中小

企業、食料・農業・耕種農業といった各種協力の重要

性について言及。

２．「官民共同研究報告書」のポイント１．今までの経緯

６．日モンゴルＥＰＡについて

○2012年３月の日モンゴル首脳会談において、日モンゴルＥＰＡ交渉の開始に合意。
○2012年６月に第１回交渉会合を開催し、合計７回交渉会合を開催。2014年７月の日モンゴル首脳会談

で大筋合意を確認し、2015年２月に日モンゴル首脳が協定に署名。（2015年５月に国会で承認済）

協定発効に向けた手続き。

３．今後の予定
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日・モンゴル間の貿易状況(2013)

モンゴルとの主な対日輸出入農林水産品(2013)

（単位：百万円）（単位：百万円）
【日本 → モンゴル】【モンゴル → 日本】

総額
293億円

総額
19億円

モンゴルの対世界輸出状況(2011)

【主な農産品輸出品目】
（単位：百万ドル）

品 目 輸出額 シェア(%)

繊獣毛 48.9 49.9

チョコレート調製品 12.2 12.4 

馬肉 11.7 12.0 

羊毛 7.7 7.8

牛皮 3.1 3.2 

農産品合計 98.0 100

モンゴルの主な農産品生産(2012)

（単位：万トン）

品 目 モンゴル (参考) 日本

小麦 47 86 

牛乳 34 763

ばれいしょ 25 250

羊肉 7 0.02 

牛肉 6 52 

【日本 → モンゴル】【モンゴル → 日本】

品 目 関税率 輸入額

1 カシミヤやぎの毛(梳いていない)   (無税) 30

2 繊獣毛（カシミヤやぎの毛を除く） (無税) 8

3 動物の腱、筋、原皮くず (無税) 6

4 カシミヤやぎの毛(梳いた）※ (無税) 6

5 馬くず肉等 (4.2%) 4

合 計 57

品 目 関税率 輸出額

1 牛肉 (5.0%) 332

2 鶏肉 (5.0%) 121

3 粉乳 (5.0%) 45

4 木製の建具及び建設用木工品 (5.0%) 26

5 真珠 ※ (5.0%) 21

合 計 778

輸送用

機器

73%

一般機械

9%

ゴム製品 6%

電気機器 2%
再輸出品 2%

粗鉱物

21%

衣類及び同

付属品 11%

電気機器 18%

石炭・コークス及

びれん炭

32%

再輸入品

5%

その他
13%

その他
8%

（注）※：経済産業省所管品、無印は農林水産省所管品

我が国とモンゴルとの農林水産品貿易

資料：財務省「貿易統計」、FAO「FAOSTAT」、モンゴル国統計
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2010年11月 ：日加首脳会談において、経済連携に前
向きに対処することで意見が一致。

2011年３月
～2012年１月 ：日加ＥＰＡに関する共同研究会合を全

４回開催。

2012年３月 ：共同研究報告書の公表。

2012年３月 ：日加首脳会談において、日加ＥＰＡ交
渉の開始に合意。

2012年７月 ：日加ＥＰＡ交渉準備会合を開催。
2012年11月 ：第１回交渉会合を開催。
2013年４月 ：第２回交渉会合を開催。
2013年７月 ：第３回交渉会合を開催。
2013年11月 ：第４回交渉会合を開催。
2014年３月 ：第５回交渉会合を開催。
2014年７月 ：第６回交渉会合を開催。
2014年11月 ：第７回交渉会合を開催。

○第３章 ＥＰＡの主要分野の分析

・農林水産品の貿易促進と国内の農林水産業及び農山

漁村の健全な発展を両立させることの重要性に十分

配慮すべき。

・農林水産品に関するセンシティビティについて、現

実的かつ柔軟性のあるアプローチが採られるべき。

○第５章 結論

・包括的で高いレベルのＥＰＡは、二国間の経済関係

の更なる強化に資する。

・センシティビティが双方に存在することに留意。

２．「日加ＥＰＡ共同研究報告書」のポイント

次回（第８回）会合は、外交ルートを通じて
調整中。

３．今後の予定

１．今までの経緯

７．日カナダＥＰＡについて

○2012年３月の日加首脳会談において、ＥＰＡ交渉の開始に合意。
○2012年11月に第１回交渉会合、2013年４月に第２回交渉会合、同７月に第３回交渉会合、

同11月に第４回交渉会合、2014年３月に第５回交渉会合、同７月に第６回交渉会合、
同11月に第７回交渉会合を開催。
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総額
8,478億

円

自動車
３６％

航空機類（部分品等） ５％
ｺﾞﾑﾀｲﾔ･ﾁｭｰﾌﾞ ３％

自動車の
部分品
１５％

農林水産品
0.7％

その他
37％

原動機 ３％

【カナダと各国のＦＴＡ】

発効済：ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定：カナダ、メキシコ、アメリカ）、ＥＦＴＡ（欧州自由貿易連合：スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒ
テンシュタイン）、チリ、ペルー、コロンビア、韓国など。 署名済：ＴＰＰ 大筋合意：ＥＵ
交渉中：カリブ共同体、ＦＴＡＡ（米州自由貿易圏）、中米４カ国、アンデス共同体、日本、シンガポール、インドなど。
事前協議：メルコスール（アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ）、トルコ、タイなど。

我が国とカナダとの農林水産品貿易

日・カナダ間の貿易状況(2013) カナダの対世界輸出状況(2011)

【主な農産品輸出品目】 （単位：百万ドル）

カナダの主な農産品生産(2012)

【日本→カナダ】【カナダ→日本】

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

（単位：万トン）

注）四捨五入の関係で計が合わない

品目 カナダ （参考）日本

小麦 2,701 86

菜種 1,541 0.2

とうもろこし 1,170 0.02

牛乳 845 763

大麦 801 17

日・カナダ間の主な輸出入農林水産品（2013）

品 目 関税率 輸入額

1 菜種（採油用） （無税） 153,874

2 製材 （無税～6%） 93,968

3 豚肉 （差額関税、4.3%） 74,750

4
小麦 （枠外：55円/kg） 60,873

大麦 （枠外：39円/kg） 10,718

5 大豆 （無税） 31,015

合 計 590,873

品 目 関税率 輸出額

1 ゼラチン （無税） 433

2 ごま油 （6%、11%） 427

3 アルコール飲料（無税～35.2¢/㍑） 404

4 ソース混合調味料 （8～11%） 345

5 緑茶 （無税） 318

合 計 6,119

【カナダ→日本】 （単位：百万円） 【日本→カナダ】 （単位：百万円）

品目名 輸出額 シェア（％）

小麦 5,742 14.0

菜種 4,645 11.3

菜種油 3,194 7.8

豚肉 2,286 5.6

大豆 1,446 3.5

農産品合計 41,042 100

総額
1兆1695

億円

菜種
１３％

石炭
１３％

豚肉 ６％

非鉄金属鉱
８％

製材 ８％

その他農林水産品
２３％

その他 ２８％
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2011年９月 ：日コロンビア首脳会談において、
ＥＰＡに関する共同研究開始を決定。

2011年11月
～2012年５月：共同研究会合を全３回開催。
2012年７月 ：共同研究報告書の公表。
2012年９月 ：日コロンビア首脳会談において、

日コロンビアＥＰＡ交渉開始に合意。
2012年12月 ：第１回交渉会合を開催。
2013年５月 ：第２回交渉会合を開催。
2013年10月 ：第３回交渉会合を開催。
2014年２月 ：第４回交渉会合を開催。
2014年５月 ：第５回交渉会合を開催。
2014年７月 ：第６回交渉会合を開催。
2014年９月 ：第７回交渉会合を開催。
2014年10月 ：第８回交渉会合を開催。
2014年12月 ：第９回交渉会合を開催。
2015年３月 ：第10回交渉会合を開催。
2015年５月 ：第11回交渉会合を開催。
2015年７月 ：第12回交渉会合を開催。
2015年９月 ：第13回交渉会合を開催。

○第３章 ＥＰＡの主要分野の分析
・センシティブな品目に対する現実的かつ柔軟な

アプローチがとられるべき。
・貿易の促進と国内の農水産業及び農山漁村の健

全な発展を両立させることに妥当な配慮を払う
ことが重要であり、このため、農水産品に関す
るセンシティビティについて現実的かつ柔軟な
アプローチがとられるべき。

○第５章 結論
・ＥＰＡは、二国間の経済的な統合を更に促進。
・できるだけ速やかに交渉を開始することを提言。

２．「日コロンビアＥＰＡ共同研究報告書」のポ
イント

次回（第14回）会合は、外交ルートを通じて調整中。

３．今後の予定

８．日コロンビアＥＰＡについて

○2012年９月の日コロンビア首脳会談において、ＥＰＡ交渉の開始に合意。
○2012年12月に第１回交渉会合、2013年５月に第２回交渉会合、同10月に第３回交渉会合、

2014年２月に第４回交渉会合、同５月に第５回交渉会合、同７月に第６回交渉会合、
同９月に第７回交渉会合、同10月に第８回交渉会合、同12月に第９回交渉会合、2015年３月に第10回
交渉会合、同５月に第11回交渉会合、同７月に第12回交渉会合、同９月に第13回交渉会合を開催。

１．今までの経緯
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我が国とコロンビアとの農林水産品貿易

日・コロンビア間の貿易状況(2013)

【日本→コロンビア】【コロンビア→日本】

日本・コロンビア間の主な輸出入農林水産品(2013)
コロンビアの主な農産品生産(2012)

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

（単位：万トン）

コロンビアの対世界輸出状況(2011)

（単位：百万ドル）【主な農産品輸出品目】

（注）※の付いた税率は特恵税率

品 目 関税率 輸入額

1 コーヒー豆（生豆） （無税） 22,125

2 切花 （無税） 8,135

3 インスタントコーヒー （8.8%） 1,380

4 コーヒー（煎ったもの） （10%※） 548

5 バナナ （季節関税：10、20%※） 257

合 計 33,489

品 目 関税率 輸出額

1 播種用の種 （5%） 33

2 さめ （15%） 11

3 ラノリン （10%） 9

4 植木等 （5%） 3

5 ペプトン等 （10%） 2

合 計 131

【コロンビア→日本】（単位：百万円） 【日本→コロンビア】（単位：百万円）

品目 コロンビア （参考）日本

さとうきび 3,800 111

牛乳 648 763

バナナ 531 0

油やし 382 -

キャッサバ 227 -

品目名 輸出額 シェア（％）

コーヒー生豆 2,623 38.8

バナナ 815 12.1

精製糖 594 8.8

コーヒーエキス 289 4.3

砂糖菓子 275 4.1

農産品合計 6,844 100

【コロンビアと各国のＦＴＡ】
発効済：メキシコ、アンデス共同体（ペルー、エクアドル、ボリビア）、チリ、中米３カ国、ＥＦＴＡ、カナダ、米国、ベネズエラ、

太平洋同盟（コロンビア、チリ、ペルー、メキシコ）、 ＥＵ （暫定発効）
署名済：韓国、イスラエル、パナマ、コスタリカ
交渉中：トルコ、日本

総額
430億円

コーヒー生豆
５２％

切花
１９％

消毒剤・殺虫剤 ４％

石炭 ６％

鉄鋼（合金鉄） ８％

その他農林水産品 ８％

その他 ４％

総額
1,198億

自動車
３９％

鉄鋼
1８％ｺﾞﾑﾀｲﾔ･ﾁｭｰﾌﾞ

１１％

自動車の部分 ５％

農林水産品
0.1％

その他
2３％

原動機 ４％

１７

（注）ラノリン：羊毛の根本に付着した脂で、化粧品・医薬品などに使用
ペプトン：タンパク質の分解産物で、微生物の培養などに使用



2003年～2009年：民間共同研究を実施。

2009年10月：日中韓サミットにおいて、産官学共同研究 の立上げ
を目指すことで一致。

2010年～11年：全７回のＦＴＡ産官学共同研究を実施。

2012年５月：日中韓サミットにおいて、年内の交渉開始につき一致。

2012年６月～９月：交渉開始に向けた準備のため、３回の事務レベ
ル協議を開催し、実務的な調整を終了。

2012年11月：ＡＳＥＡＮ関連首脳会議の際に、交渉の立上げを宣言。

2013年３月：第１回交渉会合を開催。

2013年７月：第２回交渉会合を開催。

2013年11月：第３回交渉会合を開催。

2014年３月：第４回交渉会合を開催。

2014年９月：第５回交渉会合を開催。

2015年１月：第６回交渉会合（首席代表会合）を開催。

2015年５月：第７回交渉会合（首席代表会合）を開催。

2015年９月：第８回交渉会合（首席代表会合）を開催。

2016年１月：第９回交渉会合（首席代表会合）を開催。

日中韓ＦＴＡについて

○ 包括的かつ高いレベルのＦＴＡを目
指す

○ ＷＴＯルールと整合的である

○ バランスのとれた成果とウィン・ウィ
ン・ウィンの状況を目指す

○ 各国のセンシティブ分野にしかるべ
く配慮しつつ、建設的かつ積極的に
交渉を行う

２．「日中韓ＦＴＡ産官学共同研究報告
書」のポイント

次回（第10回）会合（局長／局次長会
合）は、外交ルートを通じて調整中。

３．今後の予定

９．日中韓ＦＴＡについて

○2012年11月のＡＳＥＡＮ関連首脳会議の機会に、交渉の立上げを宣言。
○2013年３月に第１回交渉会合、同７月に第２回交渉会合、同11月に第３回交渉会合、

2014年３月に第４回交渉会合、同９月に第５回交渉会合、2015年１月に第６回交渉会合（首席代表会
合）、同５月に第７回交渉会合（首席代表会合） 、同９月に第８回交渉会合（首席代表会合）、2016
年１月に第９回交渉会合（首席代表会合）を開催。

１．今までの経緯

１８
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1,499
(130)

1,291
(5)

347
(20)

565
(4)

中 国 韓 国
912 (49)

1,459 (12)

注：（ ）内は、農林水産物
資料：Global Trade Atlas

日 本

【単位：億ドル】

電気機器
衣類、同付属品
事務用機器
金属製品 電気機器

輸送用機器
科学光学機器
元素及び化合物
プラスチック

電気機器
機械類、鉄鋼
光学・写真用精密機器

鉄鋼
プラスチック
有機化合物
半導体等製造装置
科学光学機器

石油製品
鉄鋼
半導体等電子部品
通信機、非鉄金属

電子機器
光学・写真用精密機器
機械類
有機化合物
鉱物性燃料

日中韓三国の貿易状況（2013年）
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電気機器
22%

輸送用機

器
10%

有機化合物
7%科学光学機

器
7%

プラスチッ

ク
5%

その他
49%

日・中国間の貿易状況(2013) 中国の対世界輸出状況(2011)

中国と日本の主な輸出入農林水産品(2013) 中国の主な農産品生産（2012）

【中国→日本】 【日本→中国】

【中国→日本】 (単位：億円）

品 目 関税率 輸入額

1 鶏肉調製品（無税～21.3%） 997 

2 冷凍野菜（さといも等）（6～23.8%） 750 

3 その他の木製品（無税～10%) 448 

4 生鮮野菜（たまねぎ等）（無税～8.5%） 397 

5 大豆油粕（調製飼料用）（無税） 311 

合計 12,124

【日本→中国】 (単位：億円）

品 目 関税率 輸出額

1 ホタテ貝（生・蔵・凍・塩・乾)（無税～14%） 94 

2 さけ・ます（生・蔵・凍）（10%, 12%） 55 

3 すけとうたら（10%, 12%） 38 

4 植木等（無税～15%） 33 

5 播種用の種等（野菜の種等）（無税） 22 

合計 508

（単位：万トン）

品 目 中 国 (参考）日本

とうもろこし 20,813 0.02

コメ 20,429 1,065

さとうきび 12,346 111

小麦 12,058 86

ばれいしょ 8,586 250

(単位：百万ドル）

品 目 輸出額 シェア(%)

にんにく 2,068 4.9 

鶏肉缶詰 1,194 2.8 

乾燥野菜 1,103 2.6 

茶 965 2.3 

トマトペースト 951 2.2 

農林水産品合計 42,305 100

我が国と中国との農林水産品貿易

【主な農産品輸出品目】

総 額
17兆6,600億円

総 額
12兆6,252億円

【中国と各国のＦＴＡ】
発効済：ＡＰＴＡ（アジア太平洋貿易協定：中国、韓国、バングラディシュ、インド、ラオス、スリランカ）、香港、マカオ、台湾、
ＡＳＥＡＮ、シンガポール、パキスタン、ＮＺ、コスタリカ、チリ、ペルー、アイスランド、スイス
署名：韓国 大筋合意：豪州
交渉中：ＲＣＥＰ、日中韓、ノルウェー（中断）、ＧＣＣ

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

電気機器
28%

衣類・同付属

品
14%

電算機類
8%

金属製品
3%

繊維製品
3%

その他
44%

２０



【韓国→日本】

我が国と韓国との農林水産品貿易

日・韓国間の貿易状況(2013年)

【日本→韓国】

韓国の対世界輸出状況(2011年)

（単位：百万ドル）

日・韓の主な輸出農林水産品(2013年) 韓国の主な農産品生産(2012年)

（単位：億円）

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

【主な農産品輸出品目】

品 目 関税率 輸入額

1 アルコール飲料（無税～126円/㍑） 289

2 かつお･まぐろ類 （3.5%） 230

3 加糖調製食料品（甘味料等）（23.8～29.8%） 108

4 生鮮野菜（ジャンボピーマン等） （3～8.5%） 107

5 たばこ（8.5+290.70円/1,000本～16%） 106

合計 2,062

品 目 関税率 輸出額

1 アルコール飲料（15%, 20%, 30%） 44

2 ホタテ貝 （5～10.5%） 23

3 ソース混合調味料 （8%） 19

4 たい （10%, 20%） 16

5 播種用の種等 （無税） 12

合計 373

（単位：万トン）

品目 韓国 （参考）日本

コメ（籾） 642 1065

キャベツ類 212 230

タマネギ 120 110

豚肉 98 130

鶏肉 63 144

品目 輸出額 シェア（％）

加糖調製食料品等 841 19.6 

タバコ 495 11.5 

精製糖 262 6.1 

ノンアルコール飲料 206 4.8 

インスタントコーヒー 181 4.2 

【韓国→日本】 【日本→韓国】

石油製品
22%

鉄鋼
8%

半導体等

電子部品
7%通信機

7%
非鉄金属

5%

農林水産品
6%

その他
45%

総額

3兆4,931
億円

鉄鋼
9% 有機化合物

8%

プラスチック
8%

半導体等

製造装置
4%

科学光学

機器
4%

農林水産品
1%

その他
68%

総額

5兆5,118
億円

【韓国と各国のＦＴＡ】
発効済：チリ、シンガポール、ＥＦＴＡ（欧州自由貿易連合）、ＡＳＥＡＮ、米国、インド、ＥＵ、ペルー、トルコ、

豪州、カナダ
署名済：コロンビア、中国、ＮＺ、ベトナム
交渉中：日本、メキシコ、ＧＣＣ（湾岸協力理事会）、日中韓、インドネシア、ＲＣＥＰ ２１



10．日ＥＵ・ＥＰＡについて

○第１回交渉会合を2013年４月に開催し、これまで14回開催。

○交渉開始の合意と開始
2013年３月25日：日ＥＵ首脳電話会談において交渉開始に合意。

同年４月に開始。
○交渉経緯等
2013年４月：第１回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2013年６月：第２回交渉会合を開催。（於：東京）
2013年10月：第３回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2014年１月：第４回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2014年３～４月：第５回交渉会合を開催。（於：東京）
2014年５月７日：第22回日ＥＵ定期首脳協議（於：ブリュッ

セル）
2014年６月７日：日ＥＵ首脳会談（於：ブリュッセル）
2014年７月：第６回交渉会合を開催。（於：東京）
2014年10月：第７回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2014年12月：第８回交渉会合を開催。（於：東京）
2015年２月：第９回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2015年４月：第10回交渉会合を開催。（於：東京）
2015年５月29日：第23回日ＥＵ定期首脳協議（於：東京）
2015年７月：第11回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2015年９月：第12回交渉会合を開催。（於：東京）
2015年10月：第13回交渉会合を開催。（於：ブリュッセル）
2015年11～12月：第14回交渉会合を開催。（於：東京）

次回（第15回）会合は、外交ルート
を通じて調整中。

３．今後の予定

１．今までの経緯

高度に包括的かつ野心的なＥＰＡ／

ＦＴＡが可能な限り早期に締結される

ことの重要性を再確認する。そうした

協定は、とりわけ、物品、サービス及

び投資並びに鉄道を含む調達における

市場アクセスに関連する問題とともに、

非関税措置並びに地理的表示及び知的

財産権の保護に関連する問題に対処す

る。このために、我々は、我々の交渉

官に、望むらくは2015年末までに、全

ての主要課題を含む合意に達すること

を目指し、未解決の懸隔点を解決する

ための権限を付託した。（後略）

２．直近の首脳レベルの共同プレス声明
2015年５月29日 第23回日ＥＵ定期首脳協議

２２

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Japan.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Japan.svg


【日本→ＥＵ】【ＥＵ→日本】

ＥＵの主な農産品生産(2012)

（単位：万トン）

ＥＵの対世界輸出状況(2011)

（単位：百万ドル）【主な農産品輸出品目】

我が国とＥＵとの農林水産品貿易

品目 ＥＵ （参考）日本

牛乳 15,100 761

小麦 13,589 86

てんさい 11,551 376

とうもろこし 5,928 0.02

大麦 5,503 17

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

日・ＥＵ間の貿易状況(2013)

日本とＥＵとの主な輸出入農林水産品(2013)

品目 輸出額 シェア(%)

ワイン 23,579 4.5

調製食料品 23,212 4.4

チーズ 20,760 4.0

蒸留酒 19,236 3.7

チョコレート 15,357 2.9

農産品合計 522,401 100

（単位：億円）

品 目 関税率 輸入額

1 たばこ （無税～29.8%） 2,618

2 アルコール飲料

（無税～182円/L）

1,571

3 豚肉 （差額関税、4.3%） 1,192

4 製材・加工材（無税～6%） 1,168

5 構造用集成材 （3.9%） 346

合計 11,542

品 目 関税率 輸出額

1 アルコール飲料

（無税～32ﾕｰﾛ/100L）

27

2 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍・

塩蔵・乾燥） （8%,20%）
18

3 ｿｰｽ混合調味料

（無税～10.2%）

16

4 播種用の種等 （無税,8.3%） 14

5 醤油 （7.7%） 13

合計 284

【ＥＵ→日本】 【日本→ＥＵ】（単位：億円）

【ＥＵと各国のＦＴＡ】
発効済：メキシコ、チリ、ペルー、コロンビア、スイス、韓国、アフリカ・カリブ海・太平洋（ＡＣＰ）諸国のうちカリブ地域（ＣＡＲＩＦＯＲＵＭ）、

中米諸国（パナマ、コスタリカ等）など
仮署名：シンガポール、政治合意：カナダ
交渉中：日本、米国、インド、マレーシア、ベトナム、タイ、メルコスール（アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル）など

ＥＵ域内貿易を含む

自動車
11%

自動車の部分品
6%

原動機
5% 電算機類の部分

品 4%

科学光学機器
4%

農林水産品
0%

その他
70%

総額
7兆2億円

医薬品
16%

自動車
11%

有機化合物
6%

科学光学機器

4%

たばこ
3%

農林水産品

（たばこ以外）
12%

その他
48% 総額

7兆6,489億円

２３



○ＣＥＰＥＡ・ＥＡＦＴＡ
我が国が提唱してきた東アジア包括的経済連携（ＣＥＰＥＡ：Ａ

ＳＥＡＮ＋６）と、中国が提唱してきた東アジア自由貿易圏（ＥＡＦ
ＴＡ：ＡＳＥＡＮ＋３）が併存。双方について、これまで、民間研究、
政府間の検討作業を実施。

○ＲＣＥＰ
2011年11月：ＡＳＥＡＮ首脳会議は、地域包括的経済連携枠組み（ＲＣ

ＥＰ）を採択。
2012年８月：ＡＳＥＡＮ諸国とＦＴＡパートナー諸国の経済大臣会合が

開催され、「ＲＣＥＰ交渉の基本指針及び目的」を採択。
2012年11月：ＡＳＥＡＮ関連首脳会議において、「基本指針」を承認し、

ＲＣＥＰ交渉立上げを宣言。2013年早期の交渉開始で合意。
2013年５月：第１回交渉会合を開催。（於：ブルネイ）
2013年９月：第２回交渉会合を開催。（於：オーストラリア）
2014年１月：第３回交渉会合を開催。（於：マレーシア）
2014年４月：第４回交渉会合を開催。（於：中国）
2014年６月：第５回交渉会合を開催。（於：シンガポール）
2014年12月：第６回交渉会合を開催。（於：インド）
2015年２月：第７回交渉会合を開催。（於：タイ）
2015年６月：第８回交渉会合を開催。（於：日本）
2015年８月：第９回交渉会合を開催。（於：ミャンマー）
2015年10月：第10回交渉会合を開催。（於：韓国）

○ 約束水準

参加国の個別のかつ多様な事情を認識しつつ、既存
のＡＳＥＡＮ＋１ＦＴＡよりも相当程度改善した、より広く、
深い約束がなされる。

○ 物品貿易交渉

交渉は参加国の既存の自由化レベルを基礎として、
高いレベルの関税自由化の達成を目指す。

○ 交渉スケジュール

2013年５月に交渉を開始し、2016年末内の交渉妥結
を目指す。

２．「ＲＣＥＰ交渉の基本指針及び目的」のポイント

次回（第11回）会合は、外交ルートを通じて調整中。

３．今後の予定

11．東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）について

○ＲＣＥＰとは、既にＡＳＥＡＮと「個々」にＥＰＡ／ＦＴＡを有する日中韓印豪ＮＺ６カ国が１つの
ＥＰＡを目指すもの。

○2012年11月のＡＳＥＡＮ関連首脳会議の機会にＲＣＥＰ交渉の立上げを宣言。2013年５月に第１回交
渉会合、同９月に第２回交渉会合、2014年１月に第３回交渉会合、同４月に第４回交渉会合、同６月
に第５回交渉会合、同12月に第６回交渉会合、2015年２月に第７回交渉会合、同６月に第８回交渉会
合、同８月に第９回交渉会合、同10月に第10回交渉会合を開催。

１．今までの経緯

２４
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ＡＳＥＡＮ＋５の主な農産品生産(2012)

（単位：億円） （単位：万トン）

ＡＳＥＡＮ＋５の対世界輸出状況(2011)

（単位：百万ドル）【主な農産品輸出品目】

我が国とＡＳＥＡＮ＋５（中韓豪ＮＺ印）との農林水産品貿易

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

【ＡＳＥＡＮ＋５→日本】 【日本→ＡＳＥＡＮ＋５】

【日本→ＡＳＥＡＮ＋５】【ＡＳＥＡＮ＋５→日本】

日・ＡＳＥＡＮ＋５間の貿易状況(2013)

品 目 関税率* 輸出額

1 ホタテ貝 （無税～20%） 207

2 かつお・まぐろ類 （無税～5%） 141

3 アルコール飲料 （無税～65%） 90

4 さけ・ます （無税～5%） 83 

5 ソース混合調味料（無税～8%） 72

合 計 2,009

品 目 関税率 輸入額

1 鶏肉調製品 （無税～21.3%） 2,070

2 天然ゴム （無税） 1,965

3 えび （無税～4.8%） 1,708

4 合板 （無税～10%） 1,708

5 牛肉 （38.5%） 1,510

合 計 33,134

日本とＡＳＥＡＮ＋５との主な輸出入農林水産品(2013)

＊関税率については、主要な輸出先国の関税率を記載

品目 ＡＳＥＡＮ＋５ （参考）日本

さとうきび 68,162 111

米 58,140 1,065

とうもろこし 27,006 0.02

小麦 24,608 86

生鮮野菜 21,222 280

品目 輸出額
シェア(％)

（農産品に対する割合）

パーム油 35,345 13.1  

天然ゴム 29,455 11.0 

米 15,168 5.6

綿 10,181 3.8 

調製食料品 8,465 3.1       

総額 268,901 100

【ＡＳＥＡＮと各国のＦＴＡ】
発効済：ＡＦＴＡ（ＡＳＥＡＮ自由貿易地域：ＡＳＥＡＮ10カ国）、日本、中国、韓国、インド、豪州、ＮＺ
交渉中：ＥＵ
事前協議：ＧＣＣ、パキスタン、香港

総額
38兆5,699億円

総額
31兆6,730億円
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○2012年11月から共同研究会合を２回開催し、2013年７月に共同研究報告書を公表。
○2014年１月の日トルコ首脳会談で、ＥＰＡ交渉を開始することに合意。
○2014年12月に第１回交渉会合、2015年４月に第２回交渉会合、同９月に第３回交渉会合、2016年１月
に第４回交渉会合を開催。

2011年11月：Ｇ20サミットにおいて、エルドアン・トルコ首相
が野田総理に対し、日トルコ間のＥＰＡ／ＦＴＡ
締結に向けての期待を表明。

2011年12月：訪日中のババジャン・トルコ副首相が玄葉外務大
臣との会談で、日ＥＵ間のＥＰＡ協議に並行して､
日トルコ間でもＥＰＡ／ＦＴＡの協議を行いたい
旨発言。

2012年７月：第１回日トルコ貿易・投資閣僚会合(玄葉外務大
臣、枝野経済産業大臣、チャーラヤン・トルコ経
済大臣）において、日トルコＥＰＡ共同研究の立
上げに合意。

2012年11月：トルコ・アンカラで共同研究第１回会合を開催。
2013年２月：東京で共同研究第２回会合を開催。
2013年７月：共同研究報告書を公表。
2014年１月：日トルコ首脳会談で、ＥＰＡ交渉開始に合意。
2014年６月：スコーピング協議。
2014年12月：第１回交渉会合を開催。（於：東京）
2015年４月：第２回交渉会合を開催。（於：トルコ）
2015年９月：第３回交渉会合を開催。（於：東京）
2016年１月：第４回交渉会合を開催。（於：トルコ）

○ 日ＥＵ・ ＥＰＡとの関係
両者は、トルコ･ＥＵ関税同盟を念頭に置

きつつ、日ＥＵ・ＥＰＡ交渉と並行して交渉
を行うことが必要との認識を共有。

○ センシティブ品目の扱い
関税の撤廃に関し、双方は特定の農産品、

水産品等のセンシティビティを強調。

○ 結論
特定の品目のセンシティビティに留意しつ

つも包括的 かつ高いレベルのＥＰＡは 両国
に多大な利益をもたらし、経済関係を更に強
化することを認識。両国がＥＰＡ交渉を開始
することを提言。

２．「日･トルコＥＰＡ共同研究報告書」のポイント

次回（第５回）会合は、東京で開催すべく、外交ルー
トを通じて調整中。

３．今後の予定

１．今までの経緯

12．日トルコＥＰＡについて

２６
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我が国とトルコとの農林水産品貿易

日・トルコ間の貿易状況(2013)

【日本→トルコ】

総額
2,259億円

【トルコ→日本】

総額
584億円

日本とトルコとの主な輸出入農林水産品(2013)

【トルコ→日本】 （単位：百万円）

トルコの対世界輸出状況(2011)

（単位：百万ドル）

トルコの主な農産品生産(2012)

（単位：万トン）
【日本→トルコ】 （単位：百万円）

資料：財務省「貿易統計」、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

品目 輸出額 シェア(%)

ヘーゼルナッツ（殻を除いたもの） 1041 7.3

小麦粉 934 6.6

調製食料品 724 5.1

ナッツ調製品 638 4.5

ペストリー 618 4.3

農産品合計 14,228 100

【主な農産品輸出品目】

品目 トルコ （参考）日本

小麦 2,010 86

牛乳 1,597 763

てんさい 1,500 375

トマト 1,135 72

大麦 710 17

品 目 関税率 輸入額

1 まぐろ（生鮮・冷凍） (3.5%) 4,747

2 スパゲッティ （30円/kg） 2,245

3 生鮮・乾燥果実 （無税～12%） 1,912

4 トマト・ピューレ （枠内無税・枠外16％） 1,672

5 オリーブ油 （無税） 1,354

合 計 17,758

品 目 関税率 輸出額

1 メントール (5.5%) 343

2 播種用の種等 (1%) 18

3 配合調製飼料 (3.9%) 18

4 ペプトン (3.4%) 10

5 植木等 (3.9%) 5

合 計 428

【トルコと各国のＦＴＡ】
発効済：チリ、ＥＦＴＡ、エジプト、グルジア、イスラエル、ヨルダン、マケドニア、

韓国（物品貿易など一部のみ）など
交渉中：ウクライナ、コロンビア、マレーシア、メルコスール など

農林水産品

30%
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み
8%衣類

8%

自動車

5%
自動車部品
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その他

43%
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２７
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