
1はじめに
日英EPAの発効及びRCEPの署名を踏まえ、3月号

では、まず、日英EPAの概要等について紹介しまし
た。本稿では、3月号に引き続き、RCEPの概要、及
び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。

2RCEPの概要
【協定への署名】（資料1）

RCEPは、ASEAN10カ国＊2に日本、中国、韓国、
豪州、ニュージーランドの5カ国をあわせた計15カ
国の間での経済連携協定です。日本にとっては、中
国、韓国を含む初めての経済連携協定ということで、
経済界からも大きな注目を集めています。

RCEPは2012年11月に交渉立ち上げが宣言され、
8年間の交渉の後、2020年11月15日に署名されま
した。当初は先述の15カ国にインドを加えた16カ国
で交渉を続けてきましたが、2019年11月にインドは
突然RCEP交渉からの離脱を示唆し、他の15カ国か
ら復帰の働きかけを行ったものの、インドは不参加の
まま15カ国で署名に至りました。残りの15カ国はイ
ンドがRCEPに戻ってくればいつでも歓迎するとして、
RCEPがインドによる加入のために引き続き開かれて
いる旨規定されています（インド以外の国は発効後
18か月を経過した後にのみ加入可）。現在、発効に向
けて我が国を始めとして参加国においてそれぞれ作業
を進めているところです＊3。

＊1） 文中、意見等に係る部分は筆者の個人的見解です。
＊2） ASEAN10カ国とは、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。
＊3） RCEPの場合、（1）ASEAN10カ国のうち少なくとも6カ国、及び（2）非ASEAN5カ国のうち少なくとも3カ国が国内手続きを終えて批准書を寄

託した後60日後に発効することになっています。日本の国内手続きとしては、今通常国会での審議・承認を目指しているところです。発効の具体的な
時期は各国の準備状況に左右されるため、現時点で明言するのは難しい面があります。

【RCEPの意義】
RCEPは世界のGDP、貿易総額及び人口の約3割を

占める巨大な経済圏であり、日本にとって主要な貿易
相手国である中国と韓国が含まれるなど、日本の貿易
総額のうち約5割を占める地域との経済連携協定です。
RCEPにより、日本と世界の成長センターである
RCEPの地域とのつながりがこれまで以上に強固にな
り、これを通じて日本の経済成長に寄与することが期
待されます。

また、市場アクセスの改善により、地域の貿易・投
資の促進やサプライチェーンの効率化が期待される点
や、発展段階や制度の異なる多様な国々の間で知的財
産、電子商取引等の幅広い分野のルールを整備した点
が、大きな意義としてあげられます。

（写真） RCEP署名式（2020年11月15日）（首相官邸ホームペー
ジより）
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【RCEPの主な内容：物品の貿易】（資料2）
物品貿易交渉の結果について、譲許表＊4は国によっ

て異なりますが、日本から輸出される際の関税撤廃率
（品目ベース）は、ASEAN・豪州・ニュージーランド
が86～100％、中国が86％、韓国が83％となってい
ます。今まで日本がEPAを締結していなかった中国
と韓国については、RCEPにより、日本からの工業製
品の輸出品目に占める無税品目の割合が、中国では
8％から86％に、韓国では19％から92％に、それぞ
れ大幅に広がることになります。工業製品では、例え
ば、インドネシアにおける鉄鋼製品、韓国における自
動車の電動化に必要な電子系部品、中国における電気
自動車用のモーターの一部等について、新たに関税が
撤廃されます。農産品の輸出関心品目についても、関
税撤廃を獲得しています。中国におけるパックご飯、
米菓、ほたて貝等、韓国における菓子等、インドネシ
アにおける牛肉、醤油等で、関税撤廃を獲得していま

＊4） 関税を引き下げる約束を「関税譲許」と言い、EPAの協定上で、品目ごとに、関税引下げのステータスが記載されたものを「譲許表」と呼びます。
RCEPは複数の国が参加しているEPAなので、ASEAN・豪州・ニュージーランド向けの譲許表、中国向けの譲許表、韓国向けの譲許表の3つがあり
ます。

す。また、酒類について、中国及び韓国における清酒
等の関税撤廃も獲得しています。

また、RCEPの国から日本への輸入に係る関税撤廃
率については、ASEAN・豪州・ニュージーランドが
88％、中国が86％、韓国が81％となっています。輸
入農産品については農水省が掲げる重要5品目（米、
麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物）は譲許から
除外されました。

【RCEPの主な内容：ルール分野】（資料3）
原産地規則では、他の締約国で生産された原産材料

を自国の原産材料とみなす「累積」の規定が導入され
ています。このため、例えば、日本からASEANに原
産材料の部品を輸出して組み立てた製品を中国に輸出
する場合に、RCEPに基づく特恵税率が適用される等、
地域に拡がるサプライチェーンのメリットが向上する
ことが期待できます。また、本協定がすべての締約国

（資料1）地域的な包括的経済連携（RCEP）協定

 本協定は、世界のＧＤＰ、貿易総額及び人口の約３割、我が国の貿易総額

のうち約５割を占める地域の経済連携協定。

 地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化に向けて、市場ア

クセスを改善し、発展段階や制度の異なる多様な国々の間で知的財産、電

子商取引等の幅広い分野のルールを整備。

意 義

ＡＳＥＡＮ１０か国
（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）、

日本、中国、韓国、豪
州及びニュージーラン
ド（ＮＺ）。

■人口

22.7億人（2019年）

（世界全体の約３割）

■ＧＤＰ

25.8兆米ドル（2019年）

（世界全体の約３割）

■貿易総額（輸出）

5.5兆米ドル（2019年）

（世界全体の約３割）

 ２０１２年１１月、ＲＣＥＰ交渉立上げを宣言。

 ２０１３年５月以降、３１回の交渉会合、１９回の閣僚会合、４回の首脳会議

を開催。

 ２０２０年１１月、第４回ＲＣＥＰ首脳会議の機会に署名。

経 緯

※ インド（２０１９年１１月以降交渉不参加）については、復帰を働きかけたが、本年の署名に不

参加。協定は、発効日からインドによる加入のために開かれている旨規定（インド以外の国

は発効後１８か月を経過した後にのみ加入可）。また、インドの将来的な加入円滑化や関連

会合へのオブザーバー参加容認等を定める１５か国の閣僚宣言を発出。

対 象 分 野

参 加 国

物品の貿易／原産地規則／税関手続及び貿易円滑化／衛生植物検疫措置／任意規格、強制規格

及び適合性評価手続／貿易上の救済／サービスの貿易／自然人の一時的な移動／投資／知的財

産／電子商取引／競争／中小企業／経済協力及び技術協力／政府調達／紛争解決 等

（資料１）地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定
Japan Customs
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について発効した場合には、他の締約国での生産行為
や付加される価値も累積の対象に含めることを検討す
ることになっています。

税関手続・貿易円滑化では、各締約国の関税法令の
適用における予見可能性、一貫性及び透明性を確保す
るとともに、通関の迅速化や税関手続の簡素化を図る
ためのルールを規定しています。通関の所要時間等に
関して数値目標が設定され、例えば、「通関に必要な
全ての情報が提出された後48時間以内に通関を許可
する手続を、また急送貨物に関しては6時間以内に貨
物の引取りを許可する手続を採用又は維持する」と
いった内容が規定されています。また、関税分類等に
関する事前教示の義務規定も盛り込まれています。

投資に関しては、投資環境整備のための法的枠組み
として、投資時の技術移転の要求やロイヤリティ規制
を含む特定措置の履行要求の禁止が規定されていま
す。知的財産に関しては、例えば、著名な商標が自国
や他国で登録されていないこと等のみを理由として保
護の対象から外すことを禁じる規定等、WTO協定

（TRIPS協定）を上回るルールを規定しています。ま

た、電子商取引に関しては、先述の日英EPAでご紹
介したTPP3原則のうち、「Data Free Flow（国境を
越えた自由なデータの移行）」と「Data Localization

（サーバを自国に置くことを強要してはいけない）」の
2つがRCEPでも規定されました。なお、残りの

「Source Code（プログラムの開示の禁止）」は、現時
点では入っていませんが、発効後に改めて検討して見
直すという規定が入っています。

日本がEPAを初めて結ぶ中国・韓国を含めたRCEP
メンバー国との間でこうしたルールを合意できたこと
は、大きな意味があると考えています。

【RCEPの主な内容：酒類、たばこ、塩の合意概要】
（資料4、5）

財務省所管物資の合意概要については、特に、清酒
をはじめとする日本産酒類について、日本がこれまで
EPAを締結していない中国・韓国との間で関税撤廃を
獲得しています。例えば、韓国においては、日本から
輸出されるビールに対し30％もの高い関税が課されて
います。RCEPでは、日本から韓国に輸出されるビー

（資料2）RCEPの主な内容（物品の貿易）

（出典：財務省貿易統計より作成）

工業製品
 １４か国全体で約 の品目の関税撤廃を獲得。
 中国及び韓国における無税品目の割合が上昇（中国：8%→86%、韓国：19%→92%）。
（最終的な関税撤廃品目の例）

• 中国：電気自動車用の重要部品（モーターの一部、リチウムイオン蓄電池の電極・素材の一部）、

ガソリン車用の重要部品（エンジン部品の一部、エンジン用ポンプの一部）、鉄鋼製品（熱延鋼板の

一部、合金鋼の一部） 、繊維製品（合成繊維織物の一部、不織布）。

• 韓国：自動車部品（カムシャフト、エアバッグ、電子系部品）、化学製品（液晶保護フィルムの原

料） 、繊維製品（合成繊維織物の一部、綿織物の一部）。

• インドネシア：鉄鋼製品（ばねの一部、貯蔵タンク）。

• タイ：ディーゼルエンジン部品の一部。

農林水産品等
 中国等との間で我が国の輸出関心品目について関税撤廃を獲得。
（最終的な関税撤廃品目の例）

• 中国：パックご飯等、米菓、ほたて貝、さけ、ぶり、切り花、ソース混合調味料、清酒。

• 韓国：菓子（キャンディー、板チョコレート）、清酒。

• インドネシア：牛肉、醤油。

工業製品
 化学工業製品、繊維・繊維製品等について、関税を即時又は段階的に撤廃。

農林水産品等
 重要５品目（米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物）を関税削減・撤廃から除

外。
 中国に対しては、鶏肉調製品や野菜等（たまねぎ、ねぎ、にんじん、しいたけ、冷凍さ

といも、冷凍ブロッコリー、うなぎ調製品等）を関税削減・撤廃の対象とせず。

日本産品のＲＣＥＰ協定締約国市場へのアクセス
【対日関税撤廃率（品目数ベース）】 ～ （ＡＳＥＡＮ・豪・ＮＺ） 、 （中）、 （韓）

ＲＣＥＰ協定締約国産品の日本市場へのアクセス
【日本の関税撤廃率（品目数ベース）】 （対ＡＳＥＡＮ・豪・ＮＺ）、 （対中）、 （対韓）

総計 67.8兆円

総計 68.4兆円

中国

22.0%

韓国

7.0%

豪州

1.9%

N Z
0.3%

ASEAN
14.4%

インド

1.4%

米国

18.4%

E U
9.2%

英国

1.7%

台湾

6.9%

メキシコ

1.3%

その他

15.4%

日本の輸出に占めるＲＣＥＰ締約国の割合

（２０２０年※確々報値）

RCEP
45.6%

RCEP
以外

54.4%

中国

25.4%

豪州

5.5%
韓国

4.1%

N Z
0.4%

ASEAN
15.5%インド

0.7%

E U
11.2%

米国

10.8%

台湾

4.1%

カナダ

1.7%

その他
20.6%

日本の輸入に占めるRCEP締約国の割合
（２０２０年※確々報値）

RCEP
51.7%

RCEP
以外

48.3%
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ルに課される30％の関税率について、発効後20年目
に撤廃することとされました。また、清酒に関しても、
日本から中国、韓国へ輸出される場合、中国では
40％、韓国では15％の関税がそれぞれ課されています
が、それぞれ発効後21年目、15年目に撤廃されるこ
ととなりました。焼酎についても、中国では10％、韓
国では30％の関税がそれぞれ課されていますが、それ
ぞれ発効後21年目、20年目で撤廃されることとなり
ました。日本の酒類の主要な輸出相手国である中国、
韓国に対し、関税撤廃を確保できたことは、日本産酒
類の輸出拡大に寄与するものと考えています。

RCEP協定の発効時期については、他国の国内手続
にもよるため、現時点で具体的な発効時期を特定する
ことはできませんが、可能な限り早期に発効させるこ
とが重要であるとの認識が各国間で共有されており、
それぞれ国内手続きが進められています。

＊5） YouTubeの税関チャンネルに説明会の動画を掲載しています。https://www.customs.go.jp/roo/origin/j-uk_exp.htm

3経済連携協定（EPA）利用促進に向け
た取組（資料6、7）

先述した通り、RCEPの署名を経て、日本の貿易総
額に占めるEPA等発効済・署名済の国・地域との貿
易額の割合が約8割となり、EPAの利用機会の更なる
拡大が見込まれます。こうした中、財務省では、事業
者の方々によりEPAを活用いただけるよう、様々な
取組みを実施しています。

まず、発効前説明会を含む各種説明会の実施です。
新しいEPAが発効する前にはその内容について説明
会を実施してきており、日英EPAについても、コロ
ナ禍の中、オンライン説明会を実施しました＊5。その
ほか、事業者等の要望に応じて、個別のセミナー等も
実施しています。

また、相談窓口の設置による相談対応も行っていま
す。これまで行ってきた輸入に関する相談だけでな

（資料3）RCEPの主な内容（ルール分野）

物品の貿易
 内国民待遇義務のほか、非関税措置に関する協議要請への対応義

務や輸入許可手続の変更の際の通報義務等を規定。

原産地規則
 本協定に基づく関税の撤廃又は削減の対象となる原産品の認定要件

及び証明手続等について規定。

 他の締約国の原産材料を自国の原産材料とみなすこと（「累積」）がで

きる旨を規定。

 第三者証明及び認定輸出者制度を採用し、一定期間以内に生産者・

輸出者自己申告も導入する旨を規定。これらに加え、我が国は発効時

から輸入者自己申告を導入。

税関手続及び貿易円滑化
 関税法令の予見可能性、一貫性及び透明性のある適用を確保すると

ともに、事前教示制度や通関手続に数値目標を設定する等、通関の

迅速化や税関手続の簡素化に資するルールを規定。

衛生植物検疫措置
 衛生植物検疫措置の適用の透明性の確保及び締約国間の協力の強

化について規定。

任意規格、強制規格及び適合性評価手続
 産品の生産方法等に関する要件及びそれらに適合しているかどうか

を評価するための手続が貿易の不必要な障害とならないようにするた

めの手続や透明性の確保に係る義務等を規定。

貿易上の救済
 セーフガード措置、ダンピング防止税及び相殺関税等について、透明

性の確保や手続等を規定。

サービスの貿易
 サービスの貿易に関する内国民待遇義務、市場アクセス義務、最恵

国待遇義務、規制・措置の透明性の確保等を規定。金融サービス、電

気通信サービス及び自由職業サービスに関する追加的なルール等も

規定。

自然人の一時的な移動
 物品の貿易、サービスの提供又は投資の遂行に従事する自然人の一

時的な入国及び滞在の許可及び手続等を行う際のルールを規定。

投資
 内国民待遇義務、最恵国待遇義務及び特定措置の履行要求（技術移

転要求やロイヤリティ規制を含む）の禁止（これらの義務に適合しない

各締約国の措置は、留保表に記載。）、投資財産に対する公正かつ衡

平な待遇並びに十分な保護及び保障を与える義務や、正当な補償等を

伴わない収用の禁止等について規定。

知的財産
 著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許等を対象に、

知的財産権の取得や行使について規定。

 周知商標や部分意匠の保護、悪意の商標出願の拒絶・取消の権限、

職権による輸入差止め手続の確保に関する義務等を規定。

電子商取引
 電子商取引の促進のため、電子的送信に対する関税の不賦課、コン

ピュータ関連設備の設置要求の禁止、情報の電子的な手段による越境

移転（データ・フリーフロー）、電子署名、消費者保護等について規定。

競争
 反競争的行為を禁止するための法令の制定・維持及び執行、企業の所

有形態を問わない競争法令の適用、競争当局間の協力の推進等につ

いて規定。

中小企業・経済協力及び技術協力
 中小企業の能力向上のための協力や経済協力及び技術協力に関する

活動の推進等について規定。

政府調達
 中央政府機関が行う政府調達に関する法令及び手続の透明性の確保

等について規定。

紛争解決
 本協定の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を解決する際の協議、

パネル手続等について規定。

 34 ファイナンス　2021 Apr.

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

10_P31-36_SPOT_02.indd   34 2021/04/13   15:41:28

https://www.customs.go.jp/roo/origin/j-uk_exp.htm


く、最近では輸出に関する相談対応も強化しており、
東京税関の原産地センターでは、輸出先からの情報提
供要請に対する相談など、様々な相談を受け付けてい
ます。

さらに、税関ホームページ等での情報発信も強化し
ています。リーフレットやYouTubeを使ってEPAに
関する情報を発信＊6することに加え、事業者等との意
見交換やアンケートにおける要望を踏まえ、ホーム
ページ上の情報を見やすく整理したり、ホームページ
への掲載要望のあったEPA締結相手国の譲許表を新

＊6） EPAについてわかりやすく解説した動画・パンフレットを税関HPに掲載しています。https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm

たに掲載したりするなど、ニーズに沿った情報発信が
できるよう、工夫を続けているところです。

財務省関税局・税関のEPA関連情報URLの一覧を
資料7に掲載していますので、EPAに関する疑問や要
望などがあれば、是非ご活用ください。

4おわりに
今年度は、日英EPAの署名・発効、RCEPの署名

と、日本のEPA交渉が大きく進展した年でした。特
に新型コロナウイルス感染症の拡大以降、世界で保護

（資料4）RCEP：酒類、たばこ、塩の合意概要

【中国】

✓清酒、焼酎、ウイスキー及びボトルワイン等の関税の段階的撤廃で合意。

【韓国】

✓清酒、焼酎、ビール、ウイスキー及びボトルワイン等の関税の段階的撤廃で合
意。

✓紹興酒、マッコリ、白酒及びソジュについては、関税の段階的撤廃で合意。

✓紙巻たばこ及び塩については、関税削減・撤廃から除外。

【日本産品の中国・韓国へのアクセス】

【RCEP参加国の日本へのアクセス】

我が国がこれまでEPAを締結していない中国・韓国との間で清酒をはじめ
とする日本産酒類の関税撤廃を獲得。

（資料４）ＲＣＥＰ：酒類、たばこ、塩の合意概要
Japan Customs

（資料5）RCEP：酒類、たばこ、塩の合意概要

日本産品の中国・韓国へのアクセス RCEP参加国の日本へのアクセス

主な品名 中国 韓国 主な品名 現在の関税率 合意内容現在の関税率 合意内容 現在の関税率 合意内容

ビール 無税 無税 30% 20年目
撤廃 ビール 無税 無税

ボトルワイン 14% 11年目 
撤廃 15% 10～15年目

撤廃 ボトルワイン 15%又は 
従量税（注2）

16年目 
撤廃

清酒 40% 21年目 
撤廃 15% 15年目

撤廃 紹興酒／マッコリ 42.4円/L 21年目 
撤廃

ウイスキー 5% 11年目 
撤廃（注1） 20% 10～15年目

撤廃 ウイスキー 無税 無税

焼酎 10% 21年目 
撤廃 30% 20年目

撤廃 白酒／ソジュ 16% 21年目 
撤廃

紙巻たばこ 25% 除外 40% 除外 紙巻たばこ 無税（注3） 除外

精製塩 無税 無税 8% 15年目
撤廃 精製塩 0.5円/kg 除外

（注1）交渉時の関税率である10％から段階的に削減し、11年目に撤廃
（注2）ボトルワインの関税率は、15%又は125円/Lのうちいずれか低い税率。ただしその税率が67円/Lを下回る場合は67円/L
（注3）紙巻たばこは暫定無税（WTO協定税率：8.5%＋290.70円/1000本）
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主義や内向き志向が強まる中で、これらの協定によ
り、自由貿易体制を維持・強化し、自由貿易を更に推
進していくとのメッセージを世界に向けて発信するこ
とができたのも、大きな意義だと感じています。そし
て、これらの協定の実現は、これまで交渉に関わった
多くの方々の努力や苦労があってのことです。日英
EPA交渉が3カ月という短期間で合意に至ったのも日
EU・EPAという土台があったこと、RCEPも8年と
いう交渉の年月を積み重ねて今年度に合意を迎えられ

たことと思っています。
日英EPA、RCEP交渉において、関税局は経済連携

室及び原産地規則室を中心に、制度を担う関税課、税
関執行を担う業務課等とも連携し、局全体で精力的に
取り組みました。また、国税庁課税部酒税課をはじめ
とする関係部局にも交渉の中で多大な協力をいただき
ました。これまで交渉に携わって来られた全ての方々
に、この場を借りて感謝申し上げます。

（資料7）EPA関連情報

○日英EPAに関する情報
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou/uk/uk.htm

○RCEPに関する情報
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou/rcep/rcep.htm

○経済連携協定における関税制度、通関手続等の情報
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm

○経済連携協定における原産地規則関連情報（原産地ポータル）
https://www.customs.go.jp/roo/index.htm

○原産地規則や原産地手続きに関する お問い合わせ先：
https://www.customs.go.jp/roo/origin/question.htm

○ EPAの利用に関し、ご要望・ご質問等がございましたら、下記のリンクよりご連絡ください。
https://www.customs.go.jp/quest/index.htm

（資料6）EPA利用促進に向けた取組

 原産地規則や原産地証明手続に関する理解促進を図るため、発効前説明会を含む各種説明会の実
施、また、協定解説資料等の情報を提供。

 日本からの輸出促進を図るため、輸出相談窓口を設置。また、途上国税関に対する技術支援を実施。
 事業者のニーズを把握する目的で、EPA利用に係るアンケート調査を実施。アンケート結果を踏まえ税
関ＨＰの情報を充実。

具体的な取組

【輸出面における個別相談の対応強化】

 日本から輸出する貨物にかかる原産
性の確認・アドバイス

 輸入締約国からの情報提供要請に対
する相談対応

・個別相談ブースの設置
・オンラインの活用

【情報発信の強化】

 よりわかりやすく、親しみやすいツールの
利用

 ポイントを絞った説明

・リーフレット等の充実
・YouTubeの活用

-EPAとは何かの解説動画-
-EPAのパンフレット-

日英ＥＰＡが今年 月に発効したほか、 が昨年 月に署名され発効に向けて必要な手続きを進めている。
我が国の貿易総額に占める 等発効済・署名済の国・地域との貿易額の割合が約８割となる。 の利用機
会の更なる拡大が見込まれることを踏まえ、より一層の利用促進に向けた支援が必要。
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