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「成長」が課題のRCEP 
TPP未満、WTO以上のメガEPA 
 

 

○ 11月15日に「地域的な包括的経済連携（RCEP）」協定が署名された。東アジアの15カ国が参加し、経

済規模、人口、貿易額のいずれでも世界の約3割を占める巨大な自由貿易圏が誕生する 

○ RCEPは、物品貿易、サービス貿易、投資、政府調達、知的財産、電子商取引等が含まれる包括的な協

定であり、その自由化やルールの水準は、TPPよりは低いが、WTOよりもかなり高いものとなっている 

○ 今後は、RCEPの早期発効やインドの復帰とともに、RCEPの量的・質的成長が課題となる。新規加入

国・地域を迎えることに加え、自由化やルールの水準の向上を図っていくことが必要である 

 

１．RCEP の署名とその意義 

（１）RCEP の経済的・戦略的意義 

2020年11月15日、「地域的な包括的経済連携（RCEP）」協定が署名された。2012年11月の交渉立

ち上げ合意を受け、2013年5月に交渉が開始されてから7年半を経て、ついに合意に至った。東南アジ

ア諸国連合（ASEAN）10カ国と、その自由貿易協定（FTA）パートナー国と位置付けられている日

本、中国、韓国、オーストラリア（豪州）、ニュージーランド（NZ）の5カ国の計15カ国が参加する

RCEPは、経済規模（GDP）、人口、貿易額のいずれでも世界の約3割を占める巨大な自由貿易圏を構

築する経済連携協定（EPA）である（図表 1、図表 2）。 

 

図表 1 RCEP と日本を取り巻く広域 EPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）みずほ総合研究所作成 

図表 2 広域 EPA の経済規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）2019 年実績・推計。 
（資料）IMF, World Economic Outlook Database, 

October 2020 より、みずほ総合研究所作成 
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RCEPは、「ASEAN10カ国のうち6カ国」かつ「他の5カ国のうち3カ国」が国内承認手続きを経て

寄託した60日後に発効し、協定発効時に国内手続きを終えていなかった国は国内手続きを終えて寄託

後60日で当該国につき効力が発生する（第20.6条）。署名に際しての首脳会合では、「コロナ禍の影

響もあり、保護主義が高まる中、RCEP協定の署名は、多角的貿易体制へのコミットの表れであり、

今後の経済回復の起爆剤になることを期待する。」との声があったとされる1。その期待に応えるため

にも、2021年中の発効が望まれる。 

日本にとってRCEPは、中韓両国との初めてのEPAでもある。RCEP参加15カ国間でEPAが締結さ

れていなかったのは日中間、日韓間のみであり、アジア太平洋地域のサプライチェーンにおける大き

な欠落（ミッシング・リンク）となっていた。RCEPによってこの欠落が埋められ、15カ国が貿易投

資の域内自由化を進め、共通のルールで合意したことは、域内サプライチェーンの構築や強靱化をよ

り容易にするだろう。また、米中対立が「新常態」となる中、RCEPは日中経済関係の安定と日中間

ビジネスの予見可能性の向上に資することが期待される。 

RCEP発効によって、日本のEPA戦略はひとつの節目を迎える。日本は2002年1月に署名したシンガ

ポールとのEPA（発効は同年11月）を皮切りに2国間EPA締結を進めたが、2013年には4月に欧州連合

（EU）とのEPA交渉、5月にはRCEP交渉を開始し、7月からTPP（環太平洋パートナーシップ）交渉

に参加し、メガFTA時代を迎えた。TPPは米国の離脱によって「環太平洋パートナーシップに関する

包括的及び先進的な協定（CPTPP）」（TPP11）として発効に至ったが、この2013年に始まるメガ

EPA交渉がRCEP交渉の妥結によって一段落する。 

RCEPが中韓両国を含んで発効すれば、日本の貿易におけるFTAカバー率は輸出で約6割、輸入で7

割弱まで拡大する。第1段階の貿易交渉を終え、日米貿易協定を発効させた米国を加えれば、輸出入と

も約8割となる（図表 3）。 

図表 3 日本の貿易における FTA カバー率 

 

（注）2019年実績。CPTPPは発効済みの6カ国のみ。英国は現在、日EU・EPAとして発効済み。 
（資料）財務省貿易統計より、みずほ総合研究所作成 
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RCEPには、日本が現在進めている「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」実現に向けた土台と

しての役割も期待され、経済的意義にとどまらず、戦略的意義も大きい。 

（２）インドの離脱 

交渉の最終段階でインドが離脱したことは、RCEPにとって大きな損失である2。インドは、RCEP16

カ国のうちGDPで約1割、人口で4割弱を占め、その離脱の経済的損失は大きい。特に、「自由で開か

れたインド太平洋（FOIP）」の実現を目指し、米豪とともに4カ国戦略対話（QUAD）等を通じてイ

ンドとの関係強化を図ってきた日本にとっては大きな痛手である。しかし、中国を筆頭にRCEP参加

国に対する大きな貿易赤字、国内のこれまでのFTAに対する不満とRCEPへの強い反対、コロナ禍の

国内経済への影響、中印国境紛争等を鑑みれば、インドが早期にRCEPに参加することは望めない。

むしろ、15カ国によるRCEPを早期に発効させることで、RCEPのメリット、不参加のデメリットを

顕在化させることがインドのRCEP復帰への近道となるのではないか。日本は今後も、日豪印による

インド太平洋地域のサプライチェーン強靱化イニシアティブ等の対印協力・支援を通じて、インドの

RCEP早期復帰を促していく必要がある。 

RCEPには、インドの早期復帰のための特別規定（第20.9条）が設けられ、署名の前に「インドの

RCEPへの参加に係る閣僚宣言」も発せられている。同閣僚宣言では、インドが望めば、RCEP署名国

は（RCEP発効前であっても）「署名の後いつでも、インドとの交渉を開始する」ことが明記されて

いる3。また、RCEPへの加入に関する規定では、RCEPへの新規加入は協定発効から18カ月経過した

後に認められることになっているが、インドに関しては協定発効日から加入が認められている。同閣

僚宣言では、インドにRCEP会合へのオブザーバー参加や経済協力活動への参加を認めており、イン

ドに「原交渉国」としての特別な地位を与えている。 

インドの離脱によって、RCEPが中国主導になるとの見方には注意が必要だろう。RCEPにおける中

国の存在（GDPで全体の過半）は、インドの離脱とは無関係に大きく、他の締約国企業同様、中国企

業もRCEPを通じて域内での事業活動を活発化させるだろう。しかし、これは域内のルール形成等を

中国が主導するということを必ずしも意味しない。また、日中両国を含むASEANのFTAパートナー国

は、RCEPがASEAN主導であるよう配慮している。署名時の首脳共同声明でも、「RCEP協定が、

ASEANにより開始された最も野心的な自由貿易協定であり、地域枠組みにおけるASEAN中心性の増

進及びASEANの地域パートナーとの協力の強化に寄与することに留意する。」4との一文を盛り込ん

でいる。これは、RCEPが特定の大国主導となることを懸念するASEANへの配慮であると同時に、日

中両国の対立の場とならないようにするための工夫でもある。これはインドが離脱しても変わらない。

そもそも通商交渉においては、中国とインドは連携して先進国に対抗することが多く、インドの離脱

が中国に有利になるとは思われない。「中国主導」と言う時、それがどういう文脈でどういう意味で

言われているのか、注意する必要がある。 

２．RCEP の概要 

（１）RCEP の構成 

RCEPは全20章で構成されている。物品貿易、サービス貿易、投資、政府調達、知的財産、電子商

取引等が含まれ、包括的な内容となっている。一言で言えば、RCEPの自由化やルールの水準は、TPP
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よりは低いが、世界貿易機関（WTO）における水準に比べればかなり高いものとなっている。 

RCEPには、WTOルールを上回る水準のルール（WTOプラス）やWTOにはない規定（WTOエクス

トラ）が含まれている。例えば、RCEPには、商標登録の出願が悪意で行われたものである場合には、

当該出願を拒絶したり、当該登録を取り消したりする権限を当局が持つことを規定している（第11.27

条）。これはTPPにもないWTOプラスの規定である。また、WTOに十分なルールのない電子商取引

については独立した章として規定が設けられている（後述）。 

他方、TPPで規定されていた国有企業、環境、労働、規制の整合性といった章はRCEPにはない。

また、政府調達はRCEPでも独立した章が設けられているが、TPP等とは異なり、対象は中央政府機

関のみ（地方政府機関等を含まない）であり、透明性等の義務を課してはいるが、政府調達市場の自

由化は含まれていない（図表 4）。 

以下、いくつかの代表的な章について内容を検討する。 

図表 4 RCEP の構成（章立て） 

 
（資料）外務省「地域的な包括的経済連携協定（案）（仮訳文）」より、みずほ総合研究所作成 

（２）物品貿易 

ａ．15カ国による関税撤廃 

RCEPにおける関税撤廃率は、15カ国全体で91%

（品目数ベース、貿易額ベースでは89%）となって

おり、RCEPは関税貿易一般協定（GATT）第24条

（及びサービス貿易一般協定（GATS）第5条）に基

づく自由貿易地域であると明記されている（第1.1

条）。 

日本政府資料によれば、日本の関税撤廃率は、

ASEAN・豪州・NZ向けが88%、中国向けが86%、

韓国向けが81%（品目数ベース、以下同じ）となっ

ている。また、他の14カ国の対日関税撤廃率は、

ASEAN・豪州・NZが86～100%、中国が86%、韓

国が83%となっている5。工業製品に限ると、関税撤

図表 5 工業製品の国別対日関税撤廃率 

（資料）経済産業省「地域的な包括的経済連携（RCEP）
協定における工業製品関税（経済産業省関連分）

に関する内容の概要」（令和 2 年 11 月）6 頁よ

り、みずほ総合研究所作成 
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廃率は日本が98.6%、他の14カ国が91.5%となっている（図表 5）。日本に対して、鉄鋼・同製品や

自動車・同部品につき関税撤廃していない（除外・関税維持・関税削減）国が多くみられる（図表 6）。

なお、協定発効後の関税引き下げは、日本、インドネシア、フィリピンが毎年4月1日、他の締約国は

毎年1月1日に行われる。 

図表 6 工業製品の国別対日除外品目（例） 

 
（注）その一部が除外されている品目。関税維持品目含む。 
（出所）RCEP協定各国譲許表より、みずほ総合研究所作成 

ｂ．日本の関税撤廃 

前述のように、日本の関税撤廃率は、ASEAN・豪州・NZ向けが88%、中国向けが86%、韓国向け

が81%（品目数ベース）となっている。これは、TPPにおける95%に比べてかなり低くなっている。 

農林水産品の関税撤廃率は、TPPでは82%であったが、RCEPではASEAN・豪州・NZ向けが61%、

中国向けが56%、韓国向けが49%まで下がっている。他の14カ国すべてに対し、重要5品目（コメ、麦、

牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物）及び鶏肉はすべて除外している。中国に対しては、たまねぎ、

にんじん、冷凍ブロッコリー、うなぎ調製品等、「生産者団体が加工・業務用で国産品の巻き返しを

図りたいとする多くの品目」を除外、韓国に対しては、野菜について「基本的に」除外する等、「対

中国以上の品目を関税削減・撤廃から除外」している6。 

工業製品では、ASEAN・豪州・NZ向けが99.1%、中国向けが98%、韓国向けが93%の品目につき関

税撤廃している。100%であったTPPよりやや劣る水準となっている。皮革・履物、工業用アルコール

（対中韓）に加え、化学品につき中韓両国（特に韓国）向けの除外品目が多くなっている（次頁図表 7）。

電気機器（HS85類）の数少ない有税品目である巻線（HS8544）と炭素電極（HS8545）は、中韓向

けには段階的撤廃（11年目撤廃、他の締約国向けには即時撤廃）となっている。 
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図表 7 日本の関税維持・除外品目（工業製品）の例 

 
（注）その一部が関税維持・除外されている品目。 
（資料）RCEP協定各国譲許表より、みずほ総合研究所作成 

ｃ．中国の対日関税撤廃 

日本がRCEPによって初めてEPAを締結する中国と韓国についてもみておきたい。まず中国である。 

中国の対日関税撤廃率は86.0%となっている。現行の無税率（基準税率0%）8.4%からの大幅引き上

げとなる。即時撤廃率は現行無税品目を含め、25.0%となっている。協定発効11年目までに7割強の品

目で関税が撤廃される（図表 8）。 

除外品目は、工業製品では有機化学品（HS29類）、プラスチック製品（HS39類）、紙製品（HS48

類）、人造繊維製品（HS54類）、鉄鋼（HS72類）、鉄鋼製品（HS73類）、一般機械（HS84類）、

電気機器（HS85類）、輸送機器（HS87類）等で多くなっている。 

乗用車（HS8703）に関しては、中国は1500cc超のステーションワゴン等の一部品目につき最恵国

待遇（MFN）税率を基準税率25%から15%に引き下げており、RCEPにおいては現行関税率15%の維

持を約束している。その他の乗用車は除外されている。自動車部品の関税撤廃率は87%に達している

が、長期の段階的撤廃となっている品目が多くみられる。 

図表 8 中国の対日関税撤廃スケジュール 

 
（注 1）HS8 桁水準。「農林水産品」は HS01-24・44、「工業製品」は HS25-97（44 除く）。括弧内は累計。 
（注 2）「無税」は基準税率が 0％の品目。 
（注 3）「削減」には（基準税率が引き下げられた）MFN 税率が維持された自動車 9 品目を含む。 
（資料）RCEP 協定中国対日譲許表より、みずほ総合研究所作成 
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図表 9 中国の対日関税撤廃スケジュールの例（主要 3 分野） 

 
（注）中国の対日輸入上位 3 分野（HS2 桁ベース、2019 年実績）。 
（資料）RCEP 協定中国対日譲許表より、みずほ総合研究所作成 

ｄ．韓国の対日関税撤廃 

韓国の対日関税撤廃率は83.0%となっている。現行無税率16.0%から大きく引き上げられる。即時撤

廃率は現行無税品目を含め、41.4%となっている。協定発効11年目までに73.8%の品目で関税が撤廃さ

れる（図表 10）。 

除外品目は、工業製品では有機化学品（HS29類）、綿及び綿織物（HS52類）、一般機械（HS84

類）、輸送機器（HS87類）等で多くなっている。自動車部品の関税撤廃率は78%となっているが、乗

用車（HS8703）や貨物自動車（HS8704）、ギヤボックス（HS870840）等は除外となっている。 

図表 10 韓国の対日関税撤廃スケジュール 

 
（注 1）HS10 桁水準。「農林水産品」は HS01-24・44、「工業製品」は HS25-97（44 除く）。括弧内は累計。 
（注 2）「無税」は基準税率が 0％の品目。 
（資料）RCEP 協定韓国対日譲許表より、みずほ総合研究所作成 

図表 11 韓国の対日関税撤廃スケジュールの例（主要 3 分野） 

 
（注）韓国の対日輸入上位 3 分野（HS2 桁ベース、2019 年実績）。 
（資料）RCEP 協定韓国対日譲許表より、みずほ総合研究所作成 
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ｅ．原産地規則 

RCEPの品目別原産地規則は、日本やASEANのEPAに近い緩やかな基準となっている。一般機械

（HS84類）、電気機器（HS85類）では、多くの品目で関税番号変更基準と付加価値基準の選択制で、

関税番号変更基準が4桁水準（CTH）もしくは6桁水準（CTSH）、付加価値基準が域内原産割合40%

（RVC40）となっている。自動車関連では、乗用車（HS8703）及び貨物自動車（HS8704）はRVC40、

自動車部品（HS8708）はCTH又はRVC40となっている。鉄鋼（HS72類）は多くの品目でCTHもし

くはCTSH又はRVC40、鉄鋼製品（HS73類）はCTH又はRVC40である。 

他の締約国の原産材料の累積が可能とされ、全署名国で発効後、「いずれかの締約国において産品

について行われる全ての生産行為及び付加される全ての価値」に累積の適用を拡張することを検討す

ることが規定されている。この見直しは、協定が全署名国につき発効した日に開始され、原則として5

年以内に終了することとされている（第3.4条）。 

輸入締約国が同一の原産品について輸出締約国によって異なる関税率を約束している産品について

は、「関税率の差異」（第2.6条）が適用されることに注意が必要である7。原産材料のみから生産され

る産品（第3.2条(b)）のケースで輸出締約国において包装等の「軽微な工程」しか行われていない場合

には、輸出締約国が原産国とみなされない。その場合、当該原産品の原産国は「輸出締約国における

当該原産品の生産において使用された原産材料のうち合計して最高価額のものを提供した締約国」と

なり、輸入締約国は当該締約国向けの関税率を適用することになる。また、各締約国が特定した品目

（附属書Ⅰの自国の表の付録に掲載した品目）については、「追加的な要件」（輸出締約国は（累積

規定を用いず）域内原産割合20%超を満たしていなければならない）を満たしていない場合にも、輸

出締約国が原産国とみなされない。例えば、日本の場合、野菜・果実・ナット等の部分の調製品（HS20

類）48品目、原皮及び革（HS41類）23品目、履物等（HS64類）21品目など100品目（HS9桁水準）

が特定されている（機械類は含まれていない）。その場合、当該原産品の原産国はやはり「輸出締約

国における当該原産品の生産において使用された原産材料のうち合計して最高価額のものを提供した

締約国」となり、輸入締約国は当該締約国向けの関税率を適用することになる。ただし、いずれの場

合であっても、輸入者は、「輸入締約国が、原産品の生産において使用された原産材料を提供する締

約国からの同一の原産品について適用する各関税率のうち最も高い関税率」（輸入者が証明できる場

合に限る）、もしくは、「輸入締約国が、締約国からの同一の原産品に適用する各関税率のうち最も

高い関税率」を選ぶこともできる。 

原産地証明については、第三者証明及び認定輸出者証明が採用されている。カンボジア・ラオス・

ミャンマー（CLM）は協定発効後20年以内、その他の締約国は10年以内に輸出者・生産者証明を導入

することが規定されている。さらに、全署名国で発効後、輸入者証明の導入につき検討が開始される

ことになっている。ただし、日本については発効時から輸入者証明も認めている（第3.16条）。事後

確認（検認）については、輸入締約国当局が輸入者、輸出者又は生産者、輸出締約国発給機関・当局

に追加情報を要請することに加え、「輸出締約国の輸出者又は生産者の施設に確認のための訪問を行

うこと」（直接検認）を認めている。ただし、直接検認は、輸出締約国発給機関・当局からの追加情

報に基づく確認手続きの実施後にのみ認められている（第3.24条）。 



9 
 

（３）サービス貿易 

サービス貿易（第8章）では、内国民待遇、市場アクセス等につき、WTO・GATSと同等の義務を

規定している。また、金融サービス、電気通信サービス、自由職業サービスに関する附属書が設けら

れている。 

CLMに加え、フィリピン、タイ、ベトナム、中国、NZがポジティブ・リスト方式8を採用している。

ポジティブ・リスト方式を採用した締約国は、自国の約束表において「将来の自由化の対象となる分

野」を特定し、同分野の措置についてはラチェット義務9が課されている（第8.7条）。EPAでは、原

則として全分野につき義務を負い、例外となる分野を特定するネガティブ・リスト方式10の方が望まし

いとされており、協定発効後3年以内（CLMは12年以内）にネガティブ・リスト方式に移行する案を

提出し、協定発効後6年以内（CLMは15年以内）に移行を完了することを求められている（第8.12条）。 

ネガティブ・リスト方式を採用したのは日本、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、シンガポー

ル、豪州、韓国である。同方式の下では2種類の表（表A、表B）が作成され、表Aにはラチェット義務

が課されている（第8.8条）。 

日本政府資料によれば、中国が生命保険及び証券サービスについて外資出資比率に係る規制を行わ

ないことを約束、インドネシアが先端技術を活用するプロジェクト等を対象としたエンジニアリン

グ・サービスについて外資出資比率の上限を51%とすることを約束するなど、GATSや日本とのEPA

を上回る約束をしている。 

（４）投資 

投資（第10章）では、内国民待遇、最恵国待遇、公正衡平待遇、特定措置履行要求の禁止等が規定

され、一部ではWTO上のルールを上回る義務を規定している。対象となるのは投資財産の「設立、取

得、拡張、経営、管理、運営及び売却その他の処分」とされ、いわゆる「自由化型」の協定となって

いる。なお、CLMとベトナム（CLMV）は最恵国待遇義務が適用されず、他の締約国はCLMVに対し

同義務を負わない（第10.4条）。 

特定措置履行要求（パフォーマンス要求）の禁止には技術移転要求の禁止、ロイヤリティ規制の禁

止が含まれ、日本とASEAN諸国間のEPAの多くを上回る内容となっている。ただし、両禁止規定は

CLMには適用されない（第10.6条）。 

サービス貿易とは異なり、投資では全締約国につきネガティブ・リスト方式が採用されている。表A

記載分野については、CLMとインドネシア、フィリピンにはスタンドスティル義務11、他の締約国に

は協定発効5年後からラチェット義務（それまではスタンドスティル義務）が課されている（第10.8条）。 

「締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争の解決」（ISDS）規定は、現時点では盛り込まれ

ておらず、協定発効後2年以内に討議を開始することが定められている（第10.18条）。 

RCEP協定全体のものとは別に、本章の「安全保障のための例外」が規定されており、①国際の平

和又は安全の維持又は回復に関する自国の義務の履行、②自国の安全保障上の重大な利益の保護、に

必要であると締約国が認める措置を適用することは妨げられない、とされている（第10.15条）。また、

協定の例外を定めた第17章において、「外国投資の提案の承認又は許可の可否に関する決定及び承認

又は許可に当たり従うべき条件又は要求を強制すること」に関する締約国当局の決定は、紛争解決手
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続（第19章）の対象外とされている（第17.11条）。 

（５）電子商取引 

電子商取引（第12章）は、TPPに準拠したルールとなっているものの、一部規定が盛り込まれてい

ない、盛り込まれていても例外が設けられている等、水準はTPPに比べ低くなっている。また、多く

の規定でCLMには協定発効後5年間の猶予が与えられている。 

「締約国間の電子的送信に対する関税不賦課」は、現在の不賦課の慣行を維持すると規定されたも

のの、TPPのように恒久化されてはいない。WTOでは、1998年5月の第2回閣僚会議において「電子的

送信に対する関税不賦課（モラトリアム）」に合意され、それ以来原則2年ごとに開催される閣僚会議

における閣僚決定によってモラトリアムが更新されている。RCEPでは、「WTO閣僚決定における更

なる成果を考慮して」、不賦課慣行を修正することが認められ、同規定を見直すこととされている（第

12.11条）。WTOにおける議論では、インドや南アフリカがモラトリアムによる関税収入の減少がも

たらす途上国政府への財政上の影響を懸念し、モラトリアムの延長に反対の姿勢を示している。また、

インドネシアもモラトリアムの恒久化に反対する姿勢を明確にしている。したがって、2021年に開催

が予定されている次回WTO閣僚会議においてモラトリアムの更新が認められない可能性があり、その

場合、RCEPにおいても締約国間の電子的送信に対して関税を課しても協定違反とはならなくなる。 

「TPP3原則」とも呼ばれる①電子的手段による情報の越境移転の自由の確保、②コンピュータ関連

設備の設置・利用要求の禁止、③ソースコードの移転・アクセス要求の禁止については、①及び②に

ついては規定されたが、③については今後の検討事項とされた。また、日米デジタル貿易協定等に盛

り込まれた「特定暗号の強制的使用及び暗号開示要求の禁止」についても規定されなかった。「デジ

タル・プロダクトの無差別待遇」については、③同様、今後の検討事項となっている。 

①及び②については、CLMVに協定発効後5年間の猶予期間が与えられている（CLMはさらに3年間

の猶予可）。また、「締約国が公共政策の正当な目的を達成するために必要であると認める」措置は

例外とされる。この例外では、恣意的な措置や不当な差別となる措置、偽装された貿易制限措置は認

められない一方、当該措置の実施の必要性は締約国が決定することとされている。さらに、「締約国

が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置」は例外とされ、他の締約

国は当該措置につき争わないことが規定されている（第12.14条及び第12.15条）。この2つの例外が濫

用されれば、①及び②の規定は形骸化するおそれがあり、締約国がこれらの例外をどのように運用し

ていくか注視する必要がある。 

なお、金融サービスは電子商取引章の対象外とされているが、「情報の移転」については金融サー

ビス附属書で通常の業務の遂行に必要な情報の移転を妨げてはならないことが規定されている（附属

書八Ａ 金融サービス第9条）。 

本章は紛争解決手続（第19章）の対象外となっており、本章の規定に関する意見の相違は協議及び

RCEP合同委員会への付託によって解決が図られる。ただし、5年ごとに行われるRCEP協定の見直し

（「一般的な見直し」）の一部として、第19章の本章への適用についても見直しを行うこととされ、

「当該見直しが完了した後、その適用に合意した締約国の間で」第19章を本章に適用すると規定され

ている（第12.17条）。 



11 
 

３．求められる RCEP の「成長」 

RCEPが署名された今、RCEPには4つの課題がある。うち２つは、すでに述べた早期発効とインド

の復帰である。 

第三の課題は、RCEPの拡大である。前述のように、インド以外の国及び独立関税地域は、協定発

効後18カ月を経過した後から新規加入が認められている。加入交渉の開始はこれを待つ必要はない。

日本にとっては、自由化・ルールの両面でRCEPよりも水準の高いCPTPPの拡大の方が望ましいが、

様々な理由でそれが難しい国や独立関税地域にとってはRCEP加入も選択肢となるだろう。 

第三の課題が参加国・地域の増大という量的成長とすれば、第四の課題はRCEP協定の質的成長で

ある。本稿でみた章だけでも、協定発効後の見直しや検討事項を明記した規定が多くあった。TPPは

改良・進化を続ける「生きている協定（living agreement）」と言われたが、RCEPもまさに「生きて

いる協定」であり、今後の「成長」が期待される。 

その意味で、RCEPは今後の成長のためのスタート台であり、成長に向けた対話や協力を進めるた

めの土台である。今回の署名は交渉の終わりではなく、今後の見直しや検討に向けた始まりとなる。 

企業にとっては、この「成長」も見据えたRCEPの活用を模索することが課題となる。今後も続く

米中対立への対処や、新型コロナウイルスの感染の広がりによって必要となったサプライチェーンの

見直し、デジタル化・グリーン化への対応においてRCEPをどう活用するかを検討する必要がある。

中長期的には、RCEP活用の巧拙が企業の競争力に影響を与えることになるだろう。 
 

1 外務省「第 4 回 RCEP 首脳会議及び RCEP 協定署名式の開催」、2020 年 11 月 15 日。 
2 インドの離脱については、菅原淳一「RCEP は大きな岐路に」『みずほインサイト』（みずほ総合研究所、2019 年

11 月 18 日）参照。 
3 外務省「インドの地域的な包括的経済連携（RCEP）への参加に係る閣僚宣言」（仮訳）、2020 年 11 月 11 日。 
4 外務省「地域的な包括的経済連携（RCEP）に係る共同首脳声明」（仮訳）、2020 年 11 月 15 日。 
5 外務省・財務省・農林水産省・経済産業省「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定に関するファクトシート」、

2020 年 11 月 15 日。 
6 農林水産省「RCEP 農林水産品関連の合意概要」2020 年 11 月。 
7 本パラグラフのみ、修正・追記（2020 年 12 月 2 日）。 
8 自国の約束表（RCEP では附属書Ⅱ「サービスに関する特定の約束に係る表」）に記載する特定の分野についての

み、そこに掲げる条件及び制限に従って協定上の義務を負う方式。 
9 約束表（もしくは留保表）に記載した分野の措置につき、協定の規定との抵触を削減・撤廃する改正を行った場合

には、それにつき協定の規定との抵触を増加させる（元に戻すことを含む）改正を行うことを禁じる義務。 
10 全分野について協定上の義務を負った上で、それに適合しない自国の措置を留保表（RCEP では附属書Ⅲ「サービ

ス及び投資に関する留保及び適合しない措置に係る表」）に記載する方式。 
11 締約国が維持する協定の規定に適合しない現行の措置につき、協定の規定との適合性の水準を低下させない改正の

み認められる（現状より適合性の水準を低下させる改正は認められない、現状維持義務）。 
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