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6 交渉中の EPA、既結 EPAの改定交渉への提言 

6.1 WTOと EPAの関係 

提言をするに当たって、まず、WTOと EPAの関係について考察することにする。

今回、調査対象とした国・地域はすべてWTOの加盟国でありWTOルール、特に非関

税措置で今回の調査の重点分野としている SPS、TBT、TRIPS協定はすべての国に適

用される。二国間での紛争の調整についても、WTOが紛争処理のための場を既に提供

していることにも注意を払う必要がある。 

SPS、TBT、TRIPSは、それぞれ衛生植物検疫、技術的規格、知的財産権に関する

加盟国の措置が、貿易をゆがめないように適切に運用されることを目指したものであり、

その中で、国際的な基準や指針、勧告について言及しているが、その言及ぶりには大き

な違いがある。すなわち、SPS協定においては、国際的な基準や指針、勧告がある場

合には、原則としてそれに基づいた措置を取ることとしており、具体的には、（a）食

品の安全については、食品規格委員会（コーデックス委員会）が制定した基準や指針、

勧告、(b) 動物の健康や人畜共通の伝染病については、国際獣疫事務局（OIE）の主催

の下で作成された基準や指針、勧告、(c) 植物の健康については、国際植物防疫条約事

務局（IPPC）の主催の下で同条約の枠内で活動する地域機関と協力して作成された国

際的な基準や指針、勧告、に従うこととなっている。TBT協定においては、国内の規

格等は国際規格に従うこととされているものの、例えば、農業分野での関心事項である

有機認証については、具体的に国際的な認証機関の規定は含まれていない。知的財産の

うちで、農業分野での関心事項である地理的表示と植物品種保護については、TRIPS

協定の第 22条～24条と第 27条 3項 bでその保護を規定しているものの、WTO加盟

国すべてが準拠しなければならない国際的な仕組みについての具体的な言及はない。 

このような中で、EPAの役割を考える際には、まず、WTO関連協定において国際的

な枠組みが明確に示されている分野については、EPAの締結により、既に確立されて

いる国際的なルールに変更をもたらすことは合理性に欠けると考えられる。これには

SPS協定に関わる分野が該当する。この分野で EPAに期待されることは、既に確立さ

れている国際ルール（IPPC、OIE、コーデックス）のより効率的な実施のための合意

形成であると考えられる。 
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しかしながら、他方では、このような国際ルールは一定の手続きによって定められて

おり、その設定のためには長期間を要することが多い。従って、二国間で特定の基準な

どが問題となった際には、国際的なルール以外に関係二国間の問題を調整する仕組みを

EPAの中に導入することが重要である。非関税措置をめぐる紛争処理についても、

WTOの一般ルールが適用されるが、EPAにおいても二国間で独自の紛争解決、あるい

は紛争を未然に防ぐための条項を導入することが重要である。 

一方、国際的な枠組みがWTO関連協定に示されていない分野については、EPAの

交渉の際に、日本が政策として採用している国際的な枠組み（植物新品種保護に関連し

ては UPOV条約）あるいは、日本の国内法と合致した枠組み（有機認証、地理的表示）

を二国間の協定の中に盛り込む努力をすることが重要である。植物新品種保護に関連し

ては、日本政府はアジア諸国との EPA交渉に際しては、UPOV条約に基づく植物品種

保護の導入を義務付けるための交渉を一貫して行ってきており、今後もその努力を続け

るべきである。既に、二国間で同様な枠組みを採用することで合意が EPAの枠外で形

成されている場合、例えば、日本とスイスとの有機産品の相互認証のような場合には、

そのような合意事項を EPAの改定時に条文として採用することにより、法的安定性の

向上が期待できる点にも注意を払う必要がある。 

地理的表示に関しては、日本と類似した立場をとるヨーロッパ諸国と、それと立場を

異にする米国、オーストラリアなどとの EPA交渉に当たっては、日本の立場をどのよ

うに相手と調和させるかが重要となる。 

以上のことをふまえながら、SPS、TBT、知的財産の分野で、交渉中の EPA、既結

EPAの改定交渉への提言を行うことにする。 

6.2 衛生植物検疫（SPS） 

EPAの SPS章は 2006年のマレーシアとの EPAで初めて条文化されている。古い

EPAでは、シンガポール、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピンなど SPS章を

含まない EPAも存在する。一方、SPS章は新しい EPAでは長くなる傾向にあり。最

も新しく発効した日本とオーストラリアの EPAでは、照会所、協力に関する条項で手

続きに関して詳細な規定をおいている。いずれの場合もWTO加盟国である限り、すべ

ての国は SPS協定に従うことが義務付けられている。 

EPAの中に SPS章があるかないか、あるいはその条文上の差が、実際の貿易実務に

影響を与えているかについては、例えばシンガポールとの EPAでは SPS章がないにも
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かかわらず、国内企業からの聞き取りした限りでは、SPSに関することで問題は生じ

ていないこと、逆に、ベトナムでは SPS章があるにもかかわらず、検疫に関すること

で日本からの食品の輸入にあたり困難なことが生じていることを見れば、SPS章を

EPAに挿入することにより問題が解決されているとは言い難い。発展途上にある国に

おいては、EPAに規定はあるが技術・制度上の課題が残るために、問題解決に至って

いないと考えることが妥当であると考える。 

SPSに関連して、二国間で調整が必要となった場合にどのような対応がとられるか

について考察する。先に述べたように、SPSに関しては、既にコーデックス委員会、

国際獣疫事務局（OIE）、国際植物防疫条約事務局（IPPC）という専門機関が存在し、

SPSに関しての調整を行う仕組みが既にできている。日本の検疫担当においては、二

国間の調整のためには現在ある枠組みは十分に機能しており、少なくとも技術的な面で

は専門機関において決められている科学的な基準に従って、二国間の調整を行うことが

望ましいと考えられている。一方で、国際的な枠組みは多国間の協定の形を取っており、

特定の二国間に義務を課するものではない。従って、EPAの利用により、二国間が協

力することを義務付けるような条項、すなわち、協力に関する条項はその意味で重要な

意味合いを持つと考えらる。事実、ドイツでの聞き取りにおいても、SPSに関連する

常設の委員会を日 EUの EPAの中に設置し、SPSに関する定期的な情報交換（例えば、

植物病害虫の発生状況、家畜衛生に関する情報）ができるようにすることが EUと日本

にとって重要であるという意見がだされている。既存のEPAにおいては、タイとのEPA

では、「食品の安全に関する特別小委員会」を設置することが求められており、実際に

有効に機能している。「リスク・アセスメント」や「食の安全に関する共同研究」など

は、今後の二国間の協力が期待される重要な分野である。このような、協力に関する条

項においては、特に、一方の側が交渉を求めても他の側がそれに応じないという事態を

防ぐためにも、日本とオーストラリア間の EPAのような、「協力することに積極的な

考慮を払う」（日豪 EPA第 5・第 3条の 1）のような強い文言を入れることは有益で

あると考える。 

協力に関する条項によって設けられる委員会は、技術的な問題について議論するだけ

でなく、検疫、検査などに関する手続きについて調整の場とすることが重要である。手

続きの簡易化、あるいは手続きの際の使用言語の柔軟性の確保などが議題となるように

する必要がある。これについては、コーデックス委員会、IPPC、OIEがカバーするグ

ローバルで技術的な分野と異なり、二国間での手続きに関する個別的な協議事項となる

ことから、EPAの場で議論することが合理的であると考える。現在のスイスとの EPA
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では、SPS章は非常に簡単なものとなっているが、スイスは EUと日本の EPA交渉に

注目しており、EUとの交渉が終わり次第、日本と EUの EPAを基本として、日本ス

イス EPAの改定を視野に入れている。その際には、協力に関する条項も含めた SPS章

の充実を望んでいると思われる。 

SPS章における協力に関する条項は、先進国との EPAでは情報交換などで相互協力

を進めるためとなっているのに対し、途上国との EPAでは SPSの実施のための能力構

築についての合意事項となっている。このような、途上国との EPAで SPSに関連した

領域における技術協力は、タイに例をみても高く評価されている。ベトナムにおいては、

2011年より2014まで実施された食品安全分野における JICAの技術援助が日ベトナム

EPAの便益であると理解されている。EPAの枠組みの中で、技術援助を考えるのは日

本以外ではあまり例がないと考えられるが、今後も日本の EPAの優れた点として、技

術援助に関する条文を活用することが重要である。 

食文化が異なる国の間では、技術的な基準で大きな違いが生じていることがある。こ

のような特定の地域間での技術的な基準の違いを克服する際には、コーデックスのよう

な国際的な基準を作成する場より、関係国同士での基準の調整をするほうが合理的であ

ると考えられる。例えば、日本で茶の生産に使用される農薬について EUでの農薬残留

に関する基準がないために、日本製の緑茶からそのような農薬が検出された際に問題と

なっている。このような場合には、コーデックスの場で解決を図るより、直接、EUの

委員会と交渉するほうが合理的である。ドイツにおける説明によれば、EUではすべて

の農薬について農薬残留基準を決定する国を定めており、日本政府から EU委員会へ申

し入れをすれば、EU における残留基準を定めることは可能であるとのことであった。

また、昆布に含まれるヨードについては、昆布を出汁として用いる時には昆布そのもの

を食するのではないことから、昆布のヨード含量が重要なのではなく、出汁を取る時に

溶出するヨードの量が重要だとの説明に対しては、そのような情報を EU委員会に届け

れば、実態に応じた基準を設定できるはずであるとのことだった。このことから、EU

との EPA交渉に当たっては、こうしたルールの制定、見直しの際の手続きなどを相手

側に対し明白に示すことを義務付ける条項を挿入することにより、EUにはない日本特

有の食品に関する基準の適正化が容易になると考えられる。 
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6.3 貿易の技術的障害（TBT） 

TBT協定は非常に幅の広い分野をカバーしており、輸入国の工業品（加工食品を含

む）の仕様や規格の違いが貿易の障害となることを防ぐことを目的としている。SPS

と同じように、古い EPAでは、シンガポール、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィ

リピンなど、TBT章を含まない EPAも存在する。一方、TBT章は新しい EPAでは一

般に長くなる傾向にある。 

マレーシア、ペルー、オーストラリアとの EPAは強制規格に関する条項があるが、

TBT協定第 22条をふまえて、「他方の締約国の強制規格が自国の強制規格と異なる場

合であっても、当該他方の締約国の強制規格を同等なものとして受け入れることに積極

的な考慮を払う」（日豪 EPA第 6・第 5条の 1）とされている。既に、TBT協定で定

められていることの繰り返しであるが、締結国のこの分野における意気込みを示してい

ると考えられる。 

TBT協定第 2条 4によると、「加盟国は、強制規格を必要とする場合において、関

連する国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又

はその関連部分を強制規格の基礎として用いる」とされている。SPS協定と異なり、

国際規格が具体的に何であるかは明記されていない。食品規格に関しては、コーデック

スの食品規格がこれに相当するものと考えられる。これによれば、有機食品やハラル食

品の認証については、それぞれのコーデックス基準に従った方法で製造されたものだけ

が認定を受けることができる。有機食品、ハラル食品の場合には相互認証の同等性が問

題となる。相互認証については、マレーシアとインドの EPAに条項がある。一方、有

機の同等性は、EU、米国、スイス、カナダとの間で認められている。これらは、EPA

の TBT章とは無関係に行われた交渉の結果であると考えられるが、TBT章を活用する

ことによってこのような相互認証がより広い分野において行われ、貿易が促進されるこ

とが期待できる。相互認証は有機農産物、ハラル農産物の分野において特に期待できる。 

食品の表示に関する規則の違いが、実質的な日本食品の輸入障壁となっている事例が

あるが、これについては二国間の EPA交渉の中で調整を図る必要がある。特に SPSと

は関係のない食品の成分など、企業秘密に当たる部分の情報開示を求められていること

については、少なくとも、日本において健康上の問題が生じていない以上、貿易阻害と

なるような国内法の見直しを求めることが重要である。 

コーデックス委員会では様々な食品の規格作りが進められているが、規格作成の際に、

自国の基準を国際基準、あるいは地域規準とすることによりライバル国に対して優位に
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立とうする国も多い。このような際に、EPAの TBT章に、「他方の締約国の強制規格

が自国の強制規格と異なる場合であっても、当該他方の締約国の強制規格を同等なもの

として受け入れることに積極的な考慮を払う」のような条項を盛り込むことにより、歴

史的経緯等により国際規格とは異なる国内規格を有する国の問題を解決することがで

きると考えられる。 

6.4 知的財産 

先にも述べたように、知的財産について、農業分野での関心事項である地理的表示と

植物新品種保護については、TRIPS協定の第 22条～24条と第 27条 3項 bでその保護

について規定されているものの、SPS協定で IPPC、OIE、コーデックスが目標基準で

あることが明示されているような形で、WTO加盟国すべてが準拠しなければならない

国際的な仕組みについての具体的な言及はない。 

地理的表示については、現在のところ世界共通のルールはできてない。このため、

EPA交渉のなかで、保護の仕組みについても交渉が行われる可能性がある。既決 EPA

のタイ、ベトナム、インド、オーストラリア、モンゴルにおいては、地理的表示を十分

保護すべきであるという規定が置かれている。スイス、メキシコ、チリ、ペルーなどで

は、地理的表示のための規定を置くことを義務づけると同時に、その対象となる品目を

指定している。いずれにしても、地理的表示については、商標を用いて保護するべきと

する国（米国、オーストラリア）と、特別の保護システムを作るべきであるという国（日

本、欧州、スイス、他）に分かれており、EPA交渉では異なったシステムを調和させ

るための努力が必要とされる。 

特に、商標と地理的表示、植物新品種保護（品種名称の保護）と地理的表示について

は、その仕分けを明確にする必要があるが、EPAの知的財産章はそのような仕分けを

するうえで重要である。特に、現段階では、WTO/TRIPSやWIPOで行われている多

国間交渉による解決の見通しが立っていないので、EPAのような二国間交渉によって

解決を図ることは重要なことである。その際、日本と EUの EPAのように特別の保護

システムを作るべきであると主張している国同士の場合は問題は少ないと思われるが、

商標による地理的表示保護を主張する国との EPA交渉においてはより注意が必要であ

る。 

植物新品種保護に関しては、既決 EPAであるマレーシア、チリ、タイ、インドネシ

ア、フィリピン、スイス、ベトナム、オーストラリアとの EPAにおいては、新品種保
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護条項が含まれている、このうち、チリ、インドネシア、スイス、ベトナム、オースト

ラリアとの EPAにおいては、植物新品種保護のための国際条約（UPOV条約）に基づ

く保護制度を導入することが求められている。植物新品種保護制度の未整備、あるいは

不完全な運営が日本の植物品種の輸出に当たっての障害となっているケースも多いこ

とから、新品種保護条項は重要である。 

UPOV条約に基づく植物新品種保護が行われていない国、あるいは行われていても

不十分にしか行われていない国については、それらの国の法制度の整備を支援すると同

時に、UPOV条約に基づく新品種保護制度が適切に運営されるための技術援助が重要

となる。この分野で日本は、アセアン諸国を対象として「東アジア包括的植物品種保護

戦略委託事業」の下に、東アジア品種保護フォーラムを設立し、アセアン諸国への植物

新品種保護に関する技術協力を実施している。EPAにおいても、特に発展途上国に

UPOV条約に基づく植物新品種保護制度の導入とその完全実施を義務付けると同時に、

それに対する技術協力を組み合わせることにより、発展途上国の植物新品種保護制度の

導入を促進することが重要である。 

地理的表示と植物新品種保護に関しては、権利侵害、特に模倣品が問題となる。両制

度とも日本では農林水産省の所管となっているが、地理的表示においては法律により、

また植物新品種保護については法律では定められていないものの、種苗管理センターが

侵害時に育成者権者をサポートする仕組みが作られている。これに対し、日本以外の国

では、権利者は自分の権利を守るためにはすべて自分で行動を起こさなければならず、

当該政府の援助に頼ることはできない。EPA交渉においても、模倣品が出た際の政府

の責任と役割についても協議する必要があると考えられる。発展途上国との間では、技

術協力の中で、地理的表示と植物新品種保護の分野での模倣品に対する対策を EPAの

中で協議することが重要である。日本の品種 Gメンのような制度について、EPAを通

じて輸出することが可能であると考えられる。少なくとも模倣品について、情報交換を

する場を設けることが必要である。 

6.5 関税措置と非関税措置との関係 

EUやスイスの締結した EPAは、技術協力に関連する条項を含んでおらず、技術協

力は別の独立した協定に基づいている。これに対して、日本が発展途上国と締結した

EPAには、特に SPS、TBT、TRIPSに係る国際協力に関する条項が含まれている。そ

の第一の目的は、SPS、TBT、TRIPSの実施について途上国の能力を高めることによ
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り、貿易の適正化を図ることであるが、途上国から示された関税面での譲歩に技術協力

をもって答えているという側面もあると考えられる。 

本来、関税措置と非関税措置は、技術的には相互に切り離して交渉するべき事項であ

るが、実際には、関税面での譲歩に対して技術協力で報いることも考えられる。SPS、

TBT、TRIPSの実施は、発展途上国にとっても、自国の農産品を海外に輸出するため

のツールとして重要であり、その適切な実施のための能力構築は強く求められている。

日本としても、この分野での一層の協力に努めると同時に、それを戦略的に用いて関心

品目の関税撤廃、あるいは関税率の低減を図ると同時に、それらの品目の検査・通関に

要する能力構築を図ることが重要である。 

 


