日 EU 経済連携協定
発効から 1 年を経過して
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関税局原産地規則室長

2020 年 2 月、日 EU 経済連携協定（EPA）が発効し

井田 直樹
ガポールから数えて、我が国にとって 18 本目の EPA

てから 1 年が経ちました。本稿では、日 EU EPA の概

となっています。

要、運用改善に向けた取り組み、また、発効 1 周年を

2 日 EU EPA の利用状況

記念して開催されたセミナーについて記述します。な

世界でも有数の経済規模を持つ EU と日本が、経済

お、文中、意見等に係る部分は筆者の個人的見解で

連携協定により一つの経済圏となる、これは大きなイ

す。

ンパクトがあることでした。両者を合わせると、世界

1 日 EU EPA 発効までの経緯

の GDP の約 3 割、また、世界貿易の約 4 割を占める

我が国は、国際貿易の発展を通じた経済成長を目指

こととなります。この EPA 締結により、日本経済に

してきています。そのような中、世界各地で自由貿易

も大きなメリットが期待され、日本の実質 GDP を約

に逆行する保護主義が台頭し、また、WTO ドーハラ

1％押し上げ、雇用を 0.5％創出する効果が見込まれ

ウンドが停滞していることを背景として、我が国は、

ました。

経済連携の強化に向け EPA を締結してきています。

日 EU EPA の発効後の利用状況を見てみると、我が

この EPA の推進は、アベノミクスの成長戦略の重要

国が締結した EPA の中で最も利用されていることが

な柱の一つとなっています。

分かります。日 EU EPA の下、特恵税率（後述します）

我が国は、2002 年の日シンガポール EPA を初めと

で我が国に輸入される貨物の額は約 1 兆円、これは我

し、これまで数多くの EPA を締結してきています。

が国の全 EPA の特恵輸入額の実に 23％に上ります

その中、EU との経済連携強化に向け、2013 年 3 月に

（2019 年 2～10 月実績）。日 EU EPA が我が国経済に

EU との交渉を開始、5 年の年月をかけ 2018 年に署名、

どのくらい大きく貢献しているか、この数字からお判

主なEPA/FTAの利用割合
2019 年 2 月に日 EU EPA の発効に至りました。シン
りいただけると思います。
主な EPA/FTA の利用割合

EPA/FTA

輸入金額
2019年2月～10月 （単位：百万円）

割合

EU

1,063,959

23%

日アセアン

718,784

16%

TPP11

641,399

14%

タイ

562,226

12%

インドネシア

293,639

6%

フィリピン

219,226

5%

その他

1,086,691

24%

合計

4,585,924

100%

データ元：財務省貿易統計
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日 EU 経済連携協定

3 EPA と原産地規則の関係

リーに申告書を作成できるというメリットがありま

現行の WTO 体制の下では、貿易関係手続に関し、

す。我が国では、2015 年に締結された日豪 EPA が第

全ての WTO 加盟国に対して差別なく同等の取り扱い

1 号で、それ以降はこの「自己申告制度」が主流と

を す る こ と と な っ て い ま す。 こ れ は「 最 恵 国 待 遇

なっています。これは、我が国の貿易関係者にも普及

（MFN：Most Favored Nation）」と呼ばれるもので、

し、広く用いられています。
日 EU EPA においては、この自己申告制度（輸出者

しなければなりません。一方で、EPA 締結国間では、

又は生産者による「輸出者自己申告」、輸入者による

EPA に基づき、より低減された関税率（または無税）

「輸入者自己申告」）のみが、原産地証明手続きとして

で輸入することができます。この締結国間の約束に基
づく税率を「特恵税率」と呼んでいます。この特恵税
率の適用は EPA 締結の大きなメリットですが、これ

規定されています。

5 日 EU EPA 発効後の運用改善

は締結国の「原産品」のみに適用されます。何をもっ

日 EU EPA 発効後、これまでに何も問題がなかった

て「原産品」とするか、各 EPA にはこの原産性にか

わけではありません。上述の自己申告制度ですが、

かる定義、及び特恵税率の適用に必要な手続きを規定

EU の輸出者による原産品申告書が我が国税関に提出

した原産地規則章が必ず設けられています。

される際に、我が国輸入者が輸出者に対し、より詳細

原産地規則の内容如何によって、自国の産品の対締

な資料を求め、EU の輸出者から苦情が寄せられる

約国への輸出、また、締約国産品の自国への輸入のし

ケースが多く発生しました。また、我が国からの輸出

やすさが大きく左右されます。したがって、EPA 交

については、EU メンバー国間での手続きの統一がな

渉では、締約国間では、お互いに自国に有利となる原

されていない部分があり、EPA に規定された正当な

産地規則とすべく厳しい交渉が行われます。

手続きを経ているにも関わらず、輸入国側で特恵税率

多くの EPA では、産品が輸出国の原産品であるこ
とを示すものとして、輸出国の権限ある発給当局が発

の適用が認められないケースが見られるようになりま
した。

給する「原産地証明書」を求めており、我が国では、

このような状況では日 EU EPA のメリットが最大限

輸入申告時に税関に提出することが求められていま

には活かされないとの問題意識から、発効直後から、

す。我が国では、日本商工会議所がこの原産地証明書

日本、EU 双方の税関当局を中心に協議が続けられ、

の発給当局となっており、我が国がこれまで締結した

ハイレベルの議論も行われました。2019 年 6 月には、

ほとんどの EPA では、この原産地証明書の提出によ

これらの問題点を解決するために、ベルギー・ブラッ

り、原産性を判断し、特恵税率を適用しています。

セルにおいて関税局高見審議官（当時。現財総研副所

4 日 EU EPA での原産地規則

ＳＰＯＴ

どの国に対しても同一の物品には同一の関税率を適用

長）と EU 税制・関税同盟総局ヘンツラー国際業務・
総務局長との間で、日 EU 双方が今後実行すべき方策

この原産性の証明ですが、最近の EPA では、輸出

について合意されました。その後、相当数のメールの

締約国の当局が発給する原産地証明書に代わり、貿易

やり取りやテレビ会議を経て、合意にしたがって、

関係者が（生産者、輸出者、輸入者）自ら原産性を証

2019 年 8 月から 11 月にかけて日本側手続きの簡素化

明する、
「自己申告制度」が採用されてきています。

が段階的に実現されました。更に、日本の輸出者から

原産性を示す疎明資料を輸出国発給当局に提出して原

は「不透明」に見えていた EU 側の手続きの不統一を

産地証明書を発給してもらう代わりに、疎明資料を基

是正するため、日 EU で共通のガイドラインを作成し、

に自らが原産品申告書を作成、輸入国税関に提出する

2019 年末に公表されました。これらの交渉は、EPA

ものです。輸入される産品の原産性について、貿易関

交渉本体と同様に厳しいものとなりましたが、貿易関

係者自らが責任を負うこととなりますが、発給当局に

係者の利便性向上を念頭に、着地点を見出す努力が続

申請、証明書を発給してもらう手続きに比べ簡易で短

けられた結果、日 EU 双方で合意に至りました。

時間、かつ、自らの商業上の都合に合わせてタイム
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6 日 EU・EPA 発効 1 周年記念セミナー

た。グラーブ課長からは「今後も日本としっかり協力

2020 年 2 月 4 日及び 6 日、日 EU EPA 発効 1 周年を

していきたい。不明な点があれば日本税関に照会して

記念するセミナーが開催されました。日本関税協会、

ほしい」旨の発言もあり、EU への輸出手続きに関し

日本通関業連合会、日本貿易関係手続簡易化協会及び

疑問を持っていた日本の貿易関係者からは、「理解が

駐日 EU 代表部の共催によるもので、東京では約 300

相当深まった、とても有意義なセミナーだった」との

人、大阪では 200 人の日 EU 貿易関係者が参加しまし

高い評価が聞かれました。

ＳＰＯＴ

た。参加者募集ではあっという間に定員に達したとの

セミナーに続いて開催された記念レセプションで

ことで、日 EU EPA に対する貿易関係者の強い関心が

は、高見財総研副所長（関税局審議官として EU との

うかがわれました。

交渉を担当：前述）からメッセージが述べられ、出席

セミナーでは、財務省関税局から酒井経済連携室長
及び筆者が、EU 税制・関税同盟総局からはグラーブ

した日 EU 政府、貿易関係者とともに発効 1 周年を歓
迎し、友好を深める機会となりました。

課長、ヘンドリクス担当官が講演を行いました。日

（セミナー詳細は「財務省・税関ホームページ・原

EU 双方から、日 EU EPA が広く活用されている現状、

産地規則ポータル」https://www.customs.go.jp/roo/

及び運用上の改善の内容につき丁寧な説明がなされま

index.htm をご覧ください）

した。講演に続く質疑応答では、会場から手続きの詳
細にわたる質問が多数寄せられ、壇上では日 EU 双方
の講演者がその場で協議・確認し、回答を行いまし

7 今後の日 EU EPA
EPA は我が国の経済成長にとって大きな柱であり、
政府一丸となって、この利用促進に努めています。そ
の中でも、最も活用されている日 EU EPA の円滑な運
用は最重要事項と言うことができます。財務省・税関
では、運用改善に向け、引き続き EU 当局と協議を続
けるとともに、我が国の貿易関係者に対する支援も進
めています。東京税関にある EPA・原産地センター
では、EU に対する輸出面での相談を昨年 12 月から受
付けており、相談件数も増えてきています。各地の税
関でも EPA 手続きに関する照会を受付け、助言を行っ
ています。日 EU EPA、その他の EPA に関して、疑
問、要望などがあれば、是非ご相談ください。

セミナー全景

左からヘンドリクス担当官、グラーブ課長、筆者、酒井室長
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