
1はじめに
2020年10月23日、日英包括的経済連携協定（以

下、日英EPA）が署名に至りました。さらに、同年11
月15日には、8年間にわたり交渉を続けてきた地域的
な包括的経済連携協定（以下、RCEP）が署名に至り
ました。本稿では、2回に分けて、日本の経済連携協
定全体の状況、日英EPA及びRCEPの概要、また、
EPAの利用促進に係る財務省関税局の取組について紹
介します＊1。今月号では、まず、日本の経済連携協定交
渉等の状況及び日英EPAの概要について紹介します。

2経済連携協定（EPA）交渉等の進捗状
況＊2（資料1、資料2）

日本の経済連携協定交渉等の進捗状況について、こ
れまで24カ国・地域で、合計21の経済連携協定等が
発効済・署名済となっています。現在発効済みの協定
は、シンガポールを皮切りに19本となっており、今
年1月に発効した日英EPAが最新のものとなっていま
す。また、昨年11月に署名されたRCEPは、現在、
発効に向けて必要な作業を行っているところです。交
渉中のものとしては、コロンビア、日中韓、トルコら
があり、GCC、韓国、カナダについては現在、交渉
が中断している状況にあります。

日本の貿易総額（輸出額＋輸入額）に占めるEPA
の発効済・署名済の相手国の貿易割合は、80.4％と
なっています。RCEPが署名に至るまでは、この割合
は52.4％でしたが、RCEP署名により、日本の主要な
貿易相手国である中国、韓国が加わったことで
80.4％に達したこととなります。RCEPのインパクト
の大きさが、お分かりいただけるかと思います。

＊1） 文中、意見等に係る部分は筆者の個人的見解です。
＊2） 2021年1月時点。

3日英EPAの概要
【英国のEU離脱及び日英EPA】（資料3）

まず、日英EPAの背景についてご説明します。ご存
知のとおり、英国はEUの加盟国でしたが、2016年6
月にEU残留・離脱を問う国民投票が行われ、英国は
EUからの離脱を選択し、2020年1月末に英EU両方
の合意で離脱が実現しました。その際、激変緩和措置
として移行期間が設けられ、2020年12月末までは英
国はEUの加盟国として扱われることになりました。

もともと日 本とEUとの 間 で は、日EU・EPAが
2019年2月に発効しており、日本とEUの間の貿易に
は、日EU・EPAの下で特恵税率が適用されています。
英国がEU加盟国である間、日本は英国との間でも日
EU・EPAの下で特恵税率を適用した貿易が行えます
が、英国のEU離脱後も日英間で従来の貿易環境をそ
のまま維持するためには、日本と英国との間で新たな
EPAを結ぶことが必要になり、交渉が開始されました。

移行期間と日英EPAの関係では、移行期間終了の翌
2021年1月1日に日英EPAが発効すれば、日EU・
EPAから日英EPAに切れ目なく移行することとなりま
す。ただし、日英EPAが2021年1月1日に発効しな
かった場合は、英国については、2021年からは日
EU・EPAの特恵税率が適用できなくなり、一般税率

（MFN税率）が適用されることになります。日本企業・
日本経済にとっても、ビジネス環境を継続するために
は日英EPAが2021年1月1日に発効することが必要で
あるということで、精力的な交渉が行われました。そ
の結果、2020年6月の交渉開始から3か月という短期
間で9月に大筋合意、10月に署名に至り、昨年秋の国
会での承認を経て、日英EPAが成立しました。

日英EPAとRCEP協定の 
概要について

その1：日英EPAについて
関税局経済連携室課長補佐　恵﨑  恵
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（資料1）我が国のEPA

シンガポール（2002年11月（07年9月改定））、メキシコ（2005年（12年4月改
定））、マレーシア（2006年 7月）、チリ（2007年 9月）、タイ（2007年11月）、
インドネシア（2008年 7月）、ブルネイ（2008年 7月）、ASEAN（2008年12月）、
フィリピン（2008年12月）、スイス（2009年 9月）、ベトナム（2009年10月）、
インド（2011年 8月）、ペルー（2012年 3月）、豪州（2015年 1月）、
モンゴル（2016年 6月）、 TPP11（2018年12月）、EU（2019年2月）、
米国（2020年1月）、英国（2021年1月）

発効済

（2021年1月現在）

TPP12（2016年2月署名）、RCEP（2020年11月署名)署名済

（資料2）日本の貿易総額に占める国・地域別割合

0.4% 交渉中

・トルコ（0.3％）
・コロンビア（0.1％）

80.4% 発効・署名済

14.2% その他
・台湾（5.6%） ・香港（2.6%）
・ロシア（1.3%）
・メルコスール（0.9%）
［うち ブラジル（0.8%）、
アルゼンチン（0.1%）］
・南アフリカ共和国（0.6%）
・イラン（0.01%） 等

・ASEAN（15.1%）・豪州（3.7%）
・メキシコ（1.1%） ・インド（1.1％）
・スイス（1,0%） ・チリ（0.6%）
・ペルー（0.2％） ・モンゴル（0.03%）
・カナダ（1.4%）
・ニュージーランド（0.3%）
・EU（10.3%）・英国（1.3%）
・米国（14.7%） ・中国（23.9%）
・韓国（5.6%）
（ASEAN メンバーのうち二国間
ＥＰＡも発効済の国）

・タイ（3.9%） ・インドネシア（1.9%）
・マレーシア（2.2%）
・ベトナム（3.1%）
・シンガポール（2.1%）
・フィリピン（1.4%） ・ブルネイ（0.1%）

（出典）財務省貿易統計（2020年確報値）（2021年1月）

・GCC（5.1％）
※2009年以降、交渉延期
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同時にEUと英国との関係についても、英国のEU
離脱により、英国はEUとの間でも貿易協定を結ぶ必
要に迫られました。したがって、昨年末の移行期間ま
でに日英EPAのみならず英EU協定もまとめなければ
ならないというのが英国の置かれた状況でした。英
EU交渉に関しては広く報道もされていましたが、非
常に難航し、年末ギリギリまで交渉が続きましたが、
無事年内にまとまりました。

（写真）日英EPA署名式（2020年10月23日）（外務省ホームページより）

【日英EPAの意義】
先述の通り、英国のEU離脱に伴い、日EU・EPA

に代わる新たな貿易投資の枠組みが必要で、日系企業
のビジネスの継続性を確保できたという点で、日英
EPAは大きな意味があります。現在、英国には日系
企業約1000社が進出し、英国現地で日系企業が18
万人の雇用を創出しています。また、EUの中で正式
に英語を公用語としている英国は、日本から見てEU
へのゲートウェーとしても重要な国であり、こういっ
た点からも、日英EPAは非常に大きな意味を持つと
言えます。

【日英EPAの全体像】（資料4）
日英EPAの協定全体を俯瞰すると、第1章から24

章まであり、資料4において白くなっている章が財務
省が特に関与した章です。基本的には日EU・EPAと
ほぼ同じ構成となっていますが、一つ大きな違いとし
て、第21章に「貿易及び女性の経済的エンパワーメ
ント」という日EU・EPAにはない章が新たに規定さ
れています。

（資料3）英国のEU離脱及び日英EPA

一般税率の適用

日英ＥＰＡ特恵税率の適用

2020年
1月31日

英
国
が
Ｅ
Ｕ
を
離
脱

期限：
12月31日(木)

2021年
1月1日（金）～

移 行 期 間

※離脱後の経済・社会の激変を緩和するためのもの。
英国にEU法を適用し、英国をEU構成国として扱う。
期間中、日英間には日EU・EPAが適用される。
英国は、同期間終了後に向けた貿易協定交渉が可能。

英
へ
の
Ｅ
Ｕ
法
適
用
終
了

日英EPA交渉

発
効

未
発
効

(日英間の輸出入にかかる関税上の取扱い)大筋合意：
9月11日(金)

署名：
10月23日(金)

交渉開始：
6月

ＥＵ

日本 英国

日ＥＵ・ＥＰＡ
（2019年2月発効済）

日英ＥＰＡ

英EU間の将来関係協定
（2021年1月暫定発効）
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日英EPA交渉は、2021年1月の発効を目指して
昨年6月から交渉が本格的に開始されましたが、コロ
ナ禍のもと、従来の交渉とは異なり、テレビ会議形式
で、週1回以上というハイペースで交渉を行いました。
テレビ会議での交渉で論点がかなりまとまってきたと
いう段階に至った昨年8月上旬、実際に対面で交渉し
合意につなげるべく、茂木外務大臣以下政府代表団
（財務省関税局からも二名参加）がロンドンに出張し、
2日間の交渉を行いました。（当時、日本に海外から
入国した場合は2週間の隔離措置がありましたが、英
国は観光優先の政策により隔離措置をとっておらず、
政府代表団も入国した翌日から交渉に参加できる状況
でした。）

EU離脱のメリットを自国民にアピールしたい英国
との交渉は非常に厳しいものでしたが、政府代表団の
帰国後もテレビ会議で交渉を重ね、結果としては日

EU・EPAとほぼ同じ内容のもので決着に至りました。
英国の関心事項の一つが、スティルトンチーズの日

本への輸出でした。英国の誇るスティルトンチーズと
は、イタリアのゴルゴンゾーラ、フランスのロック
フォールに並ぶ、世界三大ブルーチーズの一つなのだ
そうです。私も含め、関税局職員が探し回り、ようや
く見つけて食べてみたところ、塩辛く強い匂いですが
慣れるとクセになる味でした。昨年10月にトラス大
臣が署名のために来日した際、茂木大臣にこのチーズ
をプレゼントしたそうで、トラス大臣が交渉でスティ
ルトンチーズにこだわったこと自体が、このチーズの
日本でのよい宣伝になったのではないかと思います。
もしご関心があれば皆さまもご賞味いただければと思
います。

コラム1：コロナ禍での交渉とスティルトンチーズ

（資料4）日英EPAの全体像

 本協定は，以下の２４章と関連する附属書・付録から構成される。

第１章 総則

本協定の目的，用語の
定義等を規定

第２章 物品貿易

物品貿易に関し，関税
撤廃・削減の他，内国民
待遇等の基本的なルー
ル等を規定

第３章 原産地規則及び
原産地手続

関税撤廃・削減が適用さ
れるための原産品の要
件，証明手続等を規定

第４章 税関に係る事項
及び貿易円滑化

税関手続の透明性・予
見可能性の確保，簡素
化等を規定

第５章 貿易上の救済

輸入急増の場合等にお
ける緊急措置（セーフ
ガード）等を規定

第６章 衛生植物検疫措
置

ＳＰＳ措置に係る手続の
透明性向上，技術的協
議の開催等を規定

第７章 貿易の技術的障
害

強制規格等を導入する
際の手続の適正化，透
明性の確保等を規定

第８章 サービスの貿易，
投資の自由化及び電子
商取引

サービス貿易・投資に関
する内国民待遇等の他，
電子商取引のルール等
を規定

第９章 資本移動，支払
及び資金の移転並びに
一時的なセーフガード措
置

資本の移動等に関し，
原則自由な移動を可能
にする他，一時的なセー
フガード等を規定

第１０章 政府調達

WTO政府調達協定を基
本とし，本協定において
追加する政府調達の
ルール及び適用範囲
（鉄道含む。）等を規定

第１１章 競争政策

反競争的行為に対する
適切な措置，協力等を
規定

第１２章 補助金

補助金に関する通報や
協議，一定の類型の補
助金の禁止等を規定

第１３章 国有企業，特
別な権利又は特権を付
与された企業及び指定
独占企業

国有企業等の物品・
サービスの購入につき
商業的考慮に従うこと等
を規定

第１４章 知的財産

特許権，商標権，意匠権，
著作権の保護及び権利
行使の他，農産品及び
酒類に係る地理的表示
の保護等を規定

第１５章 企業統治

株主の権利や取締役会
の役割等に係る基本的
要素等を規定

第１６章 貿易及び持続
可能な開発

貿易と持続可能な開発
に関わる環境や労働分
野に係る協力等を規定

第１７章 透明性

協定の対象となる事項
に関する法令等の速や
かな公表等を規定

第１８章 規制に関する
良い慣行及び規制に関
する協力

規制措置に関する公衆
との協議，事後の評価，
意見提出の機会の提供
等の他，動物福祉に関
する情報交換等の協力
を規定

第１９章 農業分野にお
ける協力

農産品・食品の輸出入
の促進，安全で良質な
食品の提供等のための
協力を規定

第２０章 中小企業

中小企業に関し，情報
提供等の協力等につい
て規定

第２１章 貿易及び女性
の経済的エンパワーメン
ト（日EU・EPAにはない
規定）

女性による国内経済及
び世界経済への衡平な
参加の機会の重要性を
認めること等を規定。

第２２章 紛争解決

協定の解釈等に関する
日ＥＵ間の紛争を解決す
る際の手続等を規定

第２３章 制度に関する
規定

本協定運用のための合
同委員会の設置，その
下での特別委員会の設
置，連絡部局の指定等
を規定

第２４章 最終規定

効力発生，改正等に係
る手続，日本語を含む正
文等を規定
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【物品貿易交渉の結果】（資料5）
物品貿易交渉の結果について、関税撤廃率を品目

ベースでみると、日EU・EPAと同じく、日本から英
国への輸出の99％が、英国から日本への輸入の94％
が、それぞれ関税撤廃となりました。日英EPAは日
EU・EPAからの継続性を確保することが主眼とされ
たので、基本的には日EU・EPAの成果を引き継ぐ内
容で合意されています。このため、関税率について
も、輸出入双方で日EU・EPAの関税率・撤廃期間に
追いつく形（いわゆるキャッチアップ）を適用するこ
ととなっています。

日本から英国への輸出について、工業品は100％の
関税撤廃を達成しました。農産品では輸出関心品目と
呼ばれる牛肉、茶、水産物等に関しても関税撤廃を獲
得し、日EU・EPAの内容を維持しました。また、財

＊3） 国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒。
＊4） 地理的表示（GI：Geographical Indication）とは、例えばシャンパーニュ地方で作られる「シャンパーニュ（シャンパン）」など、正しい産地であ

ることと、一定の基準を満たした品質であることを示すものであり、日本では国レベルのGIである「日本酒」等のほか、清酒の「白山」、ぶどう酒の
「山梨」、蒸留酒の「琉球」など、地域ごとに13のGIが指定（令和3年1月時点）されています。また、英国側のGI「スコッチ・ウィスキー」、「アイ
リッシュ・ウィスキー」、「アイリッシュ・クリーム」の3名称は、日本が保護することとなっています。

＊5） 関税割当とは、一定の数量枠内までは安い税率を適用し、一定の数量を超えると高い税率が適用される制度。

務省が所管する酒類についても、日EU・EPAにおい
て、ワインに係るEU側輸入規制を緩和し、日本ワイ
ン＊3に関してはEUの市場で流通できるという合意が
なされているところ、これが日英EPAでも受け継が
れることになりました。また、地理的表示（GI）に
ついても、日EU・EPAと同様、GI「日本酒」等の酒
類GI8名称が英国で保護されることとなりました＊4。

英国から日本への輸入についても、基本的に日
EU・EPAと同じ内容を維持しており、農産品に関し
ては日EU・EPAの範囲内の内容となっています。関
税割当について、日EU・EPAでは農産品25品目につ
いて関税割当＊5が設定されていますが、英国には新た
な関税割当は設定しませんでした。ただし、チーズ等
の一部品目（25品目のうち10品目）で、日EU・
EPAの関税割当に利用残が生じた場合に限り、それ

（資料5）物品貿易交渉の結果

 全体として日EU・EPAの関税率・撤廃期間に追いつく形で適用（いわゆる「キャッ
チアップ」）。

 工業製品について100％の関税撤廃を達成。
 牛肉、茶、水産物等の主要な輸出関心品目について関税撤廃を獲得した日EU・
EPAの内容を維持。

 輸入規制の撤廃（日本ワイン）や農産品・酒類ＧI（地理的表示）の保護を維
持、全ての酒類の関税の即時撤廃を継続。

 全体として日EU・EPAの関税率・撤廃期間に追いつく形で適用（いわゆる「キャッチ
アップ」）。

 農林水産品の関税については、日EU・EPAの範囲内。
 新たな関税割当ては設定せず。ただし、チーズ等の一部品目で、日EU・EPAの関
税割当てに利用残が生じた場合に限り、それを活用できる仕組みを設定。

 日EU・EPAでセーフガードが設定されている品目（牛肉等）について、日EU・EPA
の下でと同じ内容のセーフガードを措置。

 工業製品については、100％の関税撤廃（日EU・EPAで即時撤廃したものを同様
に即時撤廃）。

日本

日本

英国

英国
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を英国が活用できる仕組みを設定しました＊6。なお、
鉱工業品は100％の関税撤廃となっています。

【日英EPA：酒類、たばこ、塩の合意概要】（資料7）
財務省所管物資については先述した通り、基本的に

日EU・EPAと同内容を維持していますが、日EU・
EPAと一つ異なる点として、英国における日本産酒
類に係る非関税措置のさらなる緩和を確保しました。
日本から輸出するときの非関税措置のひとつに、EU

＊6） 例えば、チーズは現在2万トン程度の枠があり、日EU・EPAで3月末に利用残が発生した場合、その残った分に関しては英国が枠内の安い税率で輸入
できるという制度。

における容器容量規制といって、EUの市場に流通す
る酒類については、○○mlといった規定の容量のボ
トルでなければならないという規制があります。日本
は「合」や「升」を基準として、180mlや1.8lとい
うヨーロッパにはない単位のボトルで作られているも
のが多いところですが、例えば720mlの四合瓶その
ままでは、規制によりEU市場で流通させることはで
きませんでした。日EU・EPAにおいては単式蒸留焼
酎（焼酎乙類）について、四合瓶と一升瓶はそのまま

（資料6）キャッチアップについて

経過年数

税率

0

12%
[基準税率]

8%

6%

4%

2%

［日EU・EPA2回目］

日英EPA１回目
［日EU・EPA3回目］

基準税率１２％、５年（６回の段階的引下げ）で関税撤廃の例

日EU・EPA
発効

10%
［日EU・EPA1回目の関税引下げ］

日英EPA発効 日英EPA2回目
［日EU・EPA4回目］

日英EPA3回目
［日EU・EPA5回目］

日英EPA4回目
［日EU・EPA6回目］

関税撤廃・削減のスケジュールを日EU・EPAに合わせること

EPAにおける関税引下げの方法には、関税を発効
と同時に撤廃する方法（即時撤廃）のほかに、数年か
けて撤廃する方法もあります。例えば、税率12％の
ものを5年かけて撤廃しようという場合（B5と呼び
ます）、発効当初に1回目の削減があり、1年経過す
るごとに徐々に削減をして、丸5年たったときに税率
がゼロになります。撤廃までの期間は物品によって異
なりますが、このように関税率が徐々に下がっていく
方法があります。2021年1月時点で、日EU・EPA

では3段階削減されたところの関税率が適用されてい
るところ、新たに日英EPAが発効した際に、また当
初の税率からのスタートとすると税率が12％に上
がってしまうことになり、ビジネスの継続性が確保で
きません。このため、日英EPAにおいては、日EU・
EPAで削減されてきたところと同じ税率に合わせる
「キャッチアップ」を適用することとしました。

コラム2：キャッチアップについて（資料6）
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市場流通を認めるという合意がなされていたところ、
日英EPAではこの日EU・EPAの合意に加え、さらに
五合瓶についても緩和するとの約束を取り付けまし
た。なお、英国から日本への輸入に関しては日EU・
EPAと同内容を維持しています。

【日英EPAの原産地規則と拡張累積】（資料8）
原産地規則も基本的には日EU・EPAと同内容を維

持していますが、日英EPAについては、新たに拡張累
積という規定が導入されました。日本とEUとの関係
で見れば、例えば、フランスの原産材料を使って英国
で製造したものを日本に輸入する場合、英国がEU加
盟国であった時は、EU内での物品の移動だけなので、
日EU・EPAの下では原産品として認められていまし
た。しかし、英国のEU離脱後には、フランスの原産
材料を使って英国で製造したものを日本に輸出した場
合、フランスの原産材料が日英EPAの下では原産材料
にならないという問題が発生してしまいます。これを
クリアするために「拡張累積」を導入し、EUの原産
品を使って英国または日本で作ったものは、日英EPA
上の「原産品」として認められることとされました。

【その他の日英EPAの成果】
その他の日英EPAの成果について、電子商取引で

は「TPP3原則」と言われる規定が盛り込まれました。
「TPP3原則」とは、（1）「Data Free Flow（電子デー
タの国境を越えた自由な流通を認める）」、（2）「Data 
Localization（サーバを自国内に置くことを強要して
はいけない）」、（3）「Source Code（プログラムの開
示を要求してはいけない）の3つです。また、競争政
策で消費者保護に関する規定が盛り込まれていること
や、新たに「貿易及び女性の経済的エンパワーメント

（ジェンダー）」に係る章が規定されたことも成果と
なっています。日英EPAは2021年1月1日に発効し、
特段の混乱なく運用されています。

以上が、日本の経済連携協定交渉等の現状及び、日
英EPAの概要となります。次回は、4月号にて、
RCEPの概要等をご紹介いたします！

（資料7）日英EPA：酒類、たばこ、塩の合意概要

 酒類、たばこ、塩について、日EU・EPAと同内容を維持。

【英国産品の日本市場へのアクセス】

【関税撤廃】

 酒類、たばこ、塩について、全て関税を即時撤廃。（日EU・EPAと同内容を維持）

【地理的表示（GI)】

 GI「日本酒」などの酒類GIを保護。（日EU・EPAと同内容を維持）

【非関税措置】

 「日本ワイン」に係る輸入規制を撤廃。（日EU・EPAと同内容を維持）

 単式蒸留焼酎の容器容量規制について、四合瓶・一升瓶に加え、新たに五合瓶についても緩
和。（日EU・EPAを一部拡充）

【日本産品の英国市場へのアクセス】

関税撤廃、日本産酒類の地理的表示（GI）の保護について日EU・EPAと同内容を維持するとと
もに、英国における日本産酒類に係る非関税措置のさらなる緩和を確保
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（資料8）原産地規則

 多くの産品※について、EU原産材料又はEU域内における生産をそれぞれ日英EPA上の
原産材料又は生産とみなすことができる規定（拡張累積）を導入

 産品/原材料ともに日英EPA原産地規則に基づいて、原産品であるかどうかを判断
※一部の農林水産品及び全ての鉱工業品

英

生地 衣類

EU

日

日英ＥＰＡ

EU

エンジン

完成車

日本からの産品の輸出に係る流れ

英国からの産品の輸出に係る流れ
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