
[ここに入力] 
 

 1 

日本国際経済学会 第 80 回全国大会 プログラム(1 日目) 第３分科会 地域経済統合 10 月 23 日（土）（９：３０－１２：００）[報告 25 分，予定討論 15 分，一般討論 10 分] 

WTO/地域貿易協定におけるデジタル貿易のルール形成の動向と問題 

        Digital Trade Rules under WTO/RTAs 

                            青山学院大学地球社会共生学部 岩田伸人*1 

目次： 

１． はじめに 

２． 範囲の拡大 

３． サービス・セクター分類表 

４． ドーハ・ラウンドから TiSA 交渉へ 

５． 有志国会合 

６． デジタル貿易交渉テキスト 

７． アジア太平洋地域の変化 

８． DEPA とは何か 

９． DEPA の問題点 

１０． 結びに代えて 

 

１. はじめに・・・・・WTO 協定におけるデジタル貿易の位置付け 

 

1.1 本稿の背景 

 

2021 年現在も、WTO には、全加盟 164 カ国のデジタル貿易を規律化する共通ルール(協定)が

存在しない。 

そのため、グローバルな自由貿易の維持・拡大という WTO 体制の屋台骨に、ある種の揺らぎが

生じつつある。 

2001 年に始まった WTO ドーハ・ラウンドから、最近のデジタル貿易ルール形成に向けた有志国

会合(JSI 2020)までの約 20 年間で、”デジタル貿易協定”(仮称)が成立するチャンスは幾度かあっ

たが、結局、それらは全て失敗に終わっている。・・・図表−４ 

 本稿では、まずその経緯について、以下で考察する。 

他方で近年、アジア太平洋地域では、デジタル・データをめぐって、主要諸国の間に異なる対応

が見られる。例えば、「安全保障」(Security)を根拠に、国家がデジタル・データを管理するための

国内法を整備・拡充する国、そして、ビジネスに関わるデジタル・データの自由な越境移動を確実

にするため WTO の下で共通のルール作りを進めようとする国々、更に、ハイレベルな自由化規律

を (FTA や EPA のような)地域貿易協定、またはそれに準じる地域協定によって実現しようとする国々

などがあり、それらが混在している。 

従来は、初期の TPP 交渉に見られたように、米国がデジタル分野のハイレベルな自由化規律を

主導してきたが、今のコロナ禍にあって、国内経済の回復と雇用の確保を公約に掲げる米国バイ
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デン政権は、現状のアジア太平洋地域におけるデジタル貿易ルール形成に関与し難い状況にあ

る。 

Bloomberg(13 July 2021)によればは、未だドラフト段階での議論であると前置きした上で、米国

は、インド・太平洋における中国の影響力を阻止する目的で、オーストラリア、カナダ、チリ、日本、

マレーシア、ニュージーランド、およびシンガポールの国々(全て TPP の加盟国)とともに同地域に

共通するデジタル貿易協定を検討中という 2。 

他方で、英国 (2021 年 2 月 2 日付)に続き、中国 (2021 年 9 月 16 日付)3も CPTPP への参加

申請を協定の寄託国であるニュージーランド政府へ正式に行なった。さらに、9 月 22 日には台湾
4も加盟申請を行った。 

 

CPTPP(2018 年 12 月 30 日発効)の第 14 章「電子商取引」は、TPP 三原則と呼ばれる、「デジタル・ビジネ

スデータの越境移動の自由」、「コンピュータ・サーバ等の国内設置要求の禁止」、「ソース・コードの開示要求

禁止」を定める自由化度の最も高い(厳密な)ルールが組み込まれており、同章はその後、USMCA の第 19 章

および日米デジタル貿易協定にも、ほぼそのまま転用された。 

 

本稿では、最近のデジタル貿易の共通ルール化をめぐる動きを、WTO 下での国々の交渉の動

向、および、特にアジア太平洋エリアにおける新たな地域貿易協定の動向、の２つの視点から考

察し、さらにそれら２つの動きが、今後のグローバルなデジタル貿易ルール形成にどのような影響

を与えるかについて考察する。・・・図表−１ 

本稿の最後に、これらの諸考察から導かれる幾つかの仮説を列記する。 

 

1.2 ドーハ・ラウンドとデジタル貿易(電子商取引) 

 

自由貿易の維持拡大を基本理念とする WTO 体制(WTO 協定)では、主に工業品や農産物などの

財(goods)の貿易は GATT(関税及び貿易に関する一般協定)の下で規律化（ルール化）され、金融・通

信・輸送などのサービス(services)の貿易は、1995 年の WTO 創設と同時に発効した GATS(サービ

スの貿易に関する一般協定)の下で規律化されている。 

ただし、後者のサービス貿易自由化は、2001 年からスタートした WTO の多数国間交渉であるド

ーハ・ラウンドの下で、更なる規律化が進められることになっていた。 

 
2 Bloomberg(13 July 2021)”Biden Team weight Digital Trade Deal to counter China in Asia” 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-12/biden-team-weighs-digital-trade-deal-to-counter-
china-in-asia (Accessed on 21 July 2021) 
3中華人民共和国商務部発表 http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202109/20210903199707.shtml 
(Accessed on 26 September 2021) 
4 日経新聞(2021 年 9 月 24 日) 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-12/biden-team-weighs-digital-trade-deal-to-counter-china-in-asia
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-12/biden-team-weighs-digital-trade-deal-to-counter-china-in-asia
http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202109/20210903199707.shtml
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だが WTO ドーハ・ラウンドは妥結に至らず、2011 年の WTO 閣僚会議を最後に終止(決裂)した

サービス分野の多数国間でのルール化は進まず、サービス分野の１つである”デジタル貿易”のル

ール化もなされない状態が続いている (2021 年現在)。 

そのため、多くの WTO 加盟国は、専ら WTO 協定の(無差別原則の)例外として締結が認められて

いる地域貿易協定(Regional Trade Agreement:以下 RTA)、又はそれに準ずる協定の中で、デジタ

ル貿易の域内ルール化を進めている。日米デジタル貿易協定(2020 年 1 月 1 日発効)もその流れに

ある。本稿では便宜上、特に断らない限り「デジタル貿易」と「電子商取引」の表記を同じ意味で用いる。 

 

１.３ モラトリアム合意と有志国会合(JSI) 

 

WTO 協定の下で、この電子商取引(=デジタル貿易)を規律化するルールとしては、唯一、1998

年の第 2 回 WTO 閣僚会議で合意された「電子的送信には関税を課さない」とする暫定的な取り

決め(モラトリアム合意)があるのみである。 

これは、原則 2 年に一度開催される WTO の最高意思決定機関である閣僚会議(Ministerial 

Conference)で、全加盟 164 ヵ国による全会一致の合意(コンセンサス)が得られた場合のみ、次回

の閣僚会議が開催されるまでの期間は有効とされている。 

WTO の多数国間交渉(ドーハ・ラウンド：2001 年〜)が事実上の停止状態にある中、WTO 協定

の下で(将来は「デジタル貿易協定」と呼称されるかもしれない)デジタル貿易のルール作りのための交渉

は、現在(2021 年)、WTO 全加盟 164 ヵ国の中の有志国会合(EU27 ヵ国を含む計 86 カ国)による非公

式な複数国間会合(Joint Statement Initiative :JSI) 5に委ねられている(後述)。 

(以下、本稿では「有志国会合」又は「デジタル貿易の非公式会合」) 

その中間報告が、2021 年末の第 12 回 WTO 閣僚会議(於：スイス・ジュネーブ)で行われる予定であ

る(同会議は当初、2020 年にカザフスタンの首都ヌルスルタンで開催予定だったのが、コロナ禍で 1 年間、延期さ

れていた)6。 

 

1.4 英国の参入 

 

他方で、近年、アジア太平洋地域では、デジタル貿易の域内共通の規律化(ルール化)に向けた新

たな複数国間による地域協定の動きが見られ、これには後述のように(EU 離脱から間もない)英国の参

加も見込まれている。 

英国は、2021 年２月 2 日付で CPTPP への参加申請を正式に行なったが、それとは別に 2021

年 6 月 28 日付でシンガポールとの間で UKSDEA(英-シンガポール・デジタル貿易協定)の交渉を

正式に開始した。UKSDEA は、WTO の地域貿易協定に整合しない地域協定である(後述)。 

 
5 日本の外務省訳では「有志国会合」や「J S I」と標記されている。 
6 この段階に至るまで、WTO の主要国は TiSA 交渉から始まって、その後幾度も会合(交渉)を続けてき
たが、それら全てはハイレベルなデジタル貿易ルールの形成を支持する国々=有志国(米国、日本、シンガ
ポール、ニュージランド、オーストラリアなど)がリードしてきた。 
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2.範囲の拡大・・・電子商取引＜デジタル貿易＜デジタル・エコノミー ・・・←図表-２ 
 

2.1 電子商取引(electronic commerce)からデジタル貿易(digital trade)へ 

 

WTO が 1994 年に発足する以前の GATT 時代(1948〜94 年)から現在 (2021 年)に至るまで、

GATT 及び WTO の公式文書(WTO 事務局が発行する文書)には、「デジタル貿易」(digital trade)の表

記はなく、「電子商取引」(Electronic Commerce)が用いられている。 

他方、2010 年代の初頭より、米国政府が発行する文書には、「電子商取引」(electronic 

commerce)に代わって「デジタル貿易」(digital trade)と表記されることが多くなった。 

トランプ政権(2017 年 1 月〜2021 年 1 月)の下で成立した日米デジタル貿易協定(2020 年 1 月 1 日発

効)、そして米国・メキシコ・カナダ３カ国の NAFTA(北米自由貿易協定：1994 年 1 月 1 日発効)の改訂版

である USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定:2020 年 7 月 1 日発効)の第 19 章では、従来の電子商取引で

はなくデジタル貿易(digital trade)の標記が用いられた。 

オバマ政権下(2009 年 1 月 20 日〜２０１７年 1 月 20 日)で交渉が始まった TPP(TPP12)及び、トランプ

政権下で米国が交渉から離脱した後に発効した CPTPP(TPP11)では、ともに従来の「電子商取引」

が用いられた。 

 

2.2 デジタル貿易(digital trade)からデジタル経済(digital economy)へ 

 

最近、シンガポールとオーストラリアの 2 国間で締結された協定「SADEA」(Singapore-Australia 

Digital Economy Agreement:2020 年 12 月 8 日発効)では、それら(電子商取引およびデジタル貿易)を

包含する標記として「デジタル・エコノミー」(Digital Economy)が用いられている 7。 

これは、GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)に代表されるプラットフォーム企業を介するデ

ジタル・サービス市場の拡大によって市場(マーケット)を、国内と国外に区分する意味がなくなって

 
7 SADEA は、既存の SAFTA(2003 年発効)の第 14 章「電子商取引」が改正されて、タイトルを第 14 章「デジタル・

エコノミー(digital economy)」へ変更し、同章の中に SADEA が組み込まれた。SADEA は、単独では WTO の地域

貿易協定の発効条件に整合しない協定であるが、既存の SAFTA(シンガポール-オーストラリア FTA,2003 年発効)

の中に「デジタル・エコノミー」章として組み込まれることで、全体では WTO の地域貿易協定の条件に整合的な協

定となる｡ 
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きたことや、デジタル貿易に関わる直接の経済主体に「消費者」(ユーザー)が含まれること 8、等に

も拠ると推察される(下記参照)。 
 

CPTPP の第 14 章「電子商取引」は、第 14.7 条 「オンラインの消費者の保護」の中で、「１ 締

約国は、消費者が電子商取引を行う場合において、・・・」および「２ 各締約国は、オンラインで

の商業活動を行う消費者に・・・」と定める(下線は筆者)。 

 

3.サービス・セクター分類表の陳腐化 
 
3.1 サービス・セクター分類表 
 
WTO 協定上、電子商取引(=デジタル貿易)は、サービス貿易の範疇に分類される。 
GATT 体制(1948〜94 年)下における最後の(WTO 創設のための交渉でもあった)多数国間交渉とな

ったウルグアイ・ラウンドでは、拡大するサービス貿易を規律化するために、当時の GATT 事務局

(1991 年)が、サービスを 12 のセクター9に分け、更にそれらを細分化し、総計 155 のサブ・セクタ

ーから構成されるサービス・セクター分類表 (Services Sectoral Classification List：SSC)を作成し

た。・・・図表―3 

これにより、サービスの自由化交渉で、国々がどの部分を自由化できるかの可視化が可能となっ

た(ウルグアイ・ラウンドのサービス貿易自由化交渉は、”自由化が可能な分野・セクター”だけを相手国との交渉の

俎上に載せるポジティブ・リスト方式と呼ばれる仕組みの下で進められた)。 

 
8 さらに、デジタル・データを処理する人工知能(Artificial Intelligence)の倫理的規範を国際的に共通化す
べきか否かの議論は、貿易ビジネスの分野だけでなく、人々の日常生活にも影響を与える。 
9 (1)実務サービス, (2)通信サービス , (3)建設・エンジニアリングサービス, (4)流通サービス, (5)教育サービス, (6)

環境サービス, (7)金融サービス, (8)健康・社会事業サービス, (9)観光・旅行サービス, (10)娯楽・文化・スポーツの

サービス, (11)運送サービス, (12)その他サービス。 
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当時の「電子商取引」は、それら 12 セクターの中の”通信サービス”セクターの計５項目 (A.郵

便サービス、B.クーリエサービス、C.電気通信サービス、 D.音響映像サービス、E.その他)の中

の「C.電気通信サービス」に区分された。「C.電気通信サービス」は、さらに音声電話サービス

(Voice telephone services)やオンライン情報など 15 のサブセクターに区分された。・・・図表―3 

このことは、電子商取引が GATT ウルグアイ・ラウンド(1984〜94 年)当時、電話や電子メール・

FAX などと同じ “情報の伝達・媒介手段”と認識されていたことを示唆している。 

 

３.２ サービス・セクター分類表の陳腐化 

 

この分類表は、サービスの自由化交渉を円滑に進めるための工夫であったが、今日のデジタル

貿易の実態に対応しておらず、すでに陳腐化している(例えば、多くのユーザーは日常的にサブスクリプ

ション方式「=定額制」の下で複数の異なるデジタル・サービスやデジタル・プロダクトを無差別に、かつ繰り返して使

用、又は購入している。) 

1991 年付けで作成された同分類表は、ドーハ・ラウンドが機能を停止しているために、その後

30 年を過ぎた 2021 年現在も改訂されないままである。 

以上のように、デジタル貿易の分野に限れば、WTO のルールや交渉枠組みは 1990 年頃のまま

であり、現状の急速なデジタル化の進歩に対応していない。 

図表−３(下掲)・・・参考資料などから筆者作成 

 

 

4. ドーハ・ラウンド(多数国間交渉)から TiSA 交渉(複数国間交渉)へ・・・図表-４ 
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4.1 東京ラウンドからウルグアイ・ラウンドへ 

 

GATT 時代に開催された多数国間交渉「東京ラウンド」(1973〜79 年)では、アンチダンピング協

定や政府調達協定など多くの協定が締結されたが、それら諸協定のほぼ全てを受諾(受け入れた)

のは当時の先進国のみであり、それ以外の国々(途上国、後発途上国)は自国に有利な協定だけを選

択して受諾することが認められために、先進国と途上国間の交渉上の対立は避けられたものの、

協定の「摘み食い」が生じた。 

このことを教訓に、GATT の下で最後の多数国間交渉となった「ウルグアイ・ラウンド」では、従来

のコンセンサス方式に加えて、新たに一括受諾方式(single undertaking)が導入され、後に WTO

の下で 2001 年に始まったドーハ・ラウンドでもこれが踏襲された。 

これにより、交渉８項目全ての議題(：農業、NAMA、サービス、ルール、貿易円滑化、開発、TRIPS、貿易と

環境)を、全ての国が同時かつ一括して合意した場合にのみ、多数国間交渉(ドーハ・ラウンド)が終

結(妥結)することになった。・・・図表-3 

 

４.２ 一括受諾方式の放棄から TiSA 交渉へ 

 

しかし、交渉の最終局面で、農業分野に関わる国内補助金の削減問題に関し、国内農業の保護

を重視するインドと、米国などの先進国の間で意見が対立した。そのこともあってラウンドは遅々と

して進まず、2011 年の第 8 回 WTO 閣僚会議で、ラウンド終結のためには一括受諾方式を取り下

げて、交渉の進展が可能な個別の分野から先行して進める方針が合意された。 

 この結果、電子商取引(＝デジタル貿易)を含む「サービス」の自由化交渉は、新たにに TiSA 交

渉として他の交渉７項目と切り離して進めることが可能になった。・・・図表−3 

 

TiSA とは、Trade in Services Agreement(サービス貿易協定)の略称であり、米国、EU、オーストラリアの 3 カ国が輪

番制(米→EU→豪州) で議長国を務めた。最終 21 回目(2016 年 12 月末)には、ほぼ全ての内容が合意に至り、同

協定の発効に向けた全体の確認作業が行われた。 

TiSA 交渉は、電子商取引(＝デジタル貿易)を含むサービス全 12 セクターの自由化交渉とし

て、2013 年 4 月に始まった (参加国数は、EU を 28 カ国とカウントすれば総計 50 カ国)。 

 TiSA 交渉は、若干の増減があったが参加国数 23 で進展した、途中、中国から参加の打診があ

たが、既参加国のコンセンサスが得られず実現しなかった。 

同交渉は、総計 21 回開催されたが(最終回は 2016 年 12 月末)、2017 年 1 月には(2 国間交渉を好む)

米国トランプ政権が発足したことを契機に立ち消えとなった。 

図表-4(下掲) ・・・・・参考資料などから筆者作成 
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５. 有志国会合(JSI 2018, JSI 2019, JSI 2020)・・・図表-３. 図表-4 
 

5.1 有志国による共同声明 

 

2017 年 12 月 13 日の第 11 回 WTO 閣僚会議において、(E U28 カ国を含む)総計で約 70 ヵ国

の有志国による電子商取引(Electronic Commerce)に限定した非公式のサービス貿易自由化交渉

を行う旨の共同声明が出された。   

同会合は翌年の 2018 年 3 月から 2018 年 12 月までの期間に(WTO 事務局の夏季休暇期間の８月除

いて毎月１回)、計 9 回開催された。 ・・・JSI ２０１８ 

翌 2019 年 1 月 25 日の(事実上の第 10 回 の有志国会合に相当する)WTO 非公式閣僚会議の際に

は、76 カ国(有志国)の連名で電子商取引の非公式な自由化交渉を進める旨の共同声明が出され

た。                    ・・・JSI２０１９ 

さらに翌 2020 年 11 月には、86 カ国(有志国)の連名で電子商取引の自由化交渉を進める旨の共

同声明が出された。         ・・・JSI ２０２０    ・・・図表−５  

 

５.２ 有志国会合の位置付け 

 

WTO 設立協定の第３条２は、WTO が(貿易自由化)交渉のための場(a forum for negotiations)を

提供すると定めている。有志国会合の開催は、この規定(3 条２)に拠る（下掲）。 

 

WTO 設立協定 

第 3 条 世界貿易機関の任務 

    ２ 世界貿易機関は、附属書に含まれている協定で取り扱われる事項に係る 

多角的貿易関係に関する加盟国間の交渉のための場を提供する。 
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以下 省略、下線筆者 

2020 年 11 月より「電子商取引共同声明イニシアティブ」(外務省訳、原文は WTO Joint 

Statement Initiative on Electronic Commerce: 略称 JSI)と呼ばれる (EU の 27 ヵ国を含む)総計 86

カ国の連名によるデジタル貿易協定作りのための”非公式”10な有志国会合 (JSI 2020)が開始され

た。 

有志国会合の 86 カ国には、議長国 (シンガポール、オーストラリア、日本の 3 カ国が毎回の議長を交代

する輪番制)を含む先進国(米、EU、カナダ、韓国など)に加え、それら国々と見解を異にする中国や

ロシア、などが含まれている。・・・図表-５ 

図表−５(下掲)・・・・・・・・・参考資料などから筆者作成 

 

 

 

６. デジタル貿易交渉テキスト(consolidated negotiation text, December 2020) 

6.1 有志国会合での交渉テキスト 

 
10 “非公式”の交渉とは、WTO の全加盟 164 カ国・地域のコンセンサスが得られないで開始される交渉(会合)のこ

とを指し、”公式”の交渉とは、WTO 全加盟 164 カ国・地域のコンセンサスを得て開始された交渉を指す。国々は、

この WTO 上の非公式交渉によって、2 国間での従来タイプの地域貿易協定(RTA)、及び RCEP や CPTPP のよう

な大規模な RTA の中で、電子商取引(デジタル貿易)のルール組み込んだ協定を発効させてきた。さらに従来タイ

プの RTA とは異なるデジタル貿易だけを規律化した「日米デジタル貿易協定」(2020 年 1 月発効)、やシンガポー

ル-N Z-チリ 3 国間の DEPA(Digital Economy Partnership Agreement:デジタル経済連携協定,2021 年 1 月発効)

を発効させており、この動きはアジア・太平洋エリアに顕著に見られる。 



[ここに入力] 
 

 10 

有志国会合(JSI 2020)では、2020 年 12 月 14 日付で、交渉のたたき台となるデジタル貿易交渉

テキスト(総計 90 ページ)が WTO 事務局より限定公開された(INF/ECOM/62/Rev.1)。 

同テキストは、有志国会合を円滑に進めるために、共同議長国(3 カ国)の責任で、電子商取引

の促進、公開性(openness)と電子商取引、信頼(trust)と電子商取引、分野横断的な問題、電気通

信、そしてマーケット・アクセス、の６つのセクションに分けて、それぞれのセクションに主要国の原

案がほぼ無修正で掲載された。 

例えば、「コンピュータ設備の設置要求の禁止」、及び「ソース・コードやアルゴリズムの開示要求

の禁止」について、日・米・EU は、それらを明確にルール化するよう提案しているが、中国はそれら

について何も言及していない 11。 

サイバーセキュリティについて、英国と米国は、インターネット上のサイバー攻撃がデジタル貿易

における信頼性を損なわせることから、国際的な協力体制が必要である旨を提案している (この提

案には日米デジタル貿易協定の第 19 条「サイバーセキュリティ」の文言が転用されている。なお

CPTPP の第 14 章「電子商取引」の第 14.16 条「サイバーセキュリティに係る事項に関する協力」に

も同様のルールがあるが、日米デジタル貿易協定(第 19 条)に比べると稚拙さが感じられる。)12。 

他方、中国は、サイバーセキュリティに関わる国際的なルール策定には言及せず、インターネット

については国々の主権を尊重すべき (respect the internet sovereignty)としている 13。 

これは、中国は国内法によって安全保障及び自国内のサイバーセキュリティによるデータの越境

移動を監視・管理できる体制を構築する方向にあるためと推察される。 

サイバーセキュリティに関連して、中国は「安全保障の例外」(Security exception)のタイトルで、自

国内でデータの自由移動を規制したり、データの開示要求ができるルールを提案している。中国

は、この提案を既存の GATT 第 21 条及び GATS 第１４.2 条に拠るとしている。 

嘘情報や迷惑メールについて、米国は、インターネットのプラットフォームを介して嘘情報や迷惑

メールが流布した場合でも(全ての責任をプラットフォーム企業に負わせるのではなく)プラットフォーム企業

の責任に一定の上限を設けるべきと提案するが、これについては中国を含め諸外国は何も言及し

ていない 14。 

電子的送信への関税の不賦課、つまり「電子的送信には関税を課さないこと」(電子的送信への関税

不賦課)については、日米 EU 及び CPTPP 加盟国は、これを暫定的ではなく恒久的なルールとす

る様(shall impose customs duties)、提案しているが、中国は、WTO で暫定合意されている「現行の

 
11 WTO(14 December 2020)”INF/ECOM/62/Rev.1”p30, 
12 WTO(14 December 2020)”INF/ECOM/62/Rev.1”p58 
13 WTO(14 December 2020)”INF/ECOM/62/Rev.1”p58 

中国(国務院)の”インターネット白書”(2010 年 6 月 8 日)は、「中国の国内において、インターネット(Internet)は中国

の国家主権の管轄下にある。中国のインターネット主権は尊重されるべきであり、保護されるべきである(The 

Internet sovereignty of China should be respected and protected)。中国国内における中国国民及び外国人、法人

及びその他の諸組織は、インターネットを使う権利と自由を有すると同時に、中国の法と規則に従わねばならない

し、インターネット安全保障を誠実に守らねばならない。」としている。出典”the Internet in China”

<http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2010-06/08/content_20207978.htm> 

 
14 WTO(14 December 2020)”INF/ECOM/62/Rev.1”p24 
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WTO モラトリアム合意」に従うとするこれまでの WTO 加盟国の慣行を維持すべき(shall maintain 

its practice·)との見方を示している。”INF/Ecom/62/Rev.1”p36,para2 

なお、インドは本会合に参加していないが、従来より、電子的送信への関税賦課について、インドは中国と同様の

主張をしている。 

有志国会合の中間報告は、本年(2021 年)12 月にジュネーブで開催予定の第 11 回 WTO 閣僚

会議で行われることになった(既述)。 

 

6.2 有志国会合の今後 

 

仮に、有志国会合(86 ヵ国)で、デジタル貿易自由化のための新たな協定案が合意されたとして

も、その協定案は、WTO 閣僚会議へ提出され、WTO 全加盟 164 カ国のコンセンサス(全会一致) 

15を得る必要がある。 

その後、WTO 協定の附属書一(多数国間協定)、または、附属書四(複数国間協定)のいずれか

に組み込まれ、デジタル貿易協定の発効へ至ることになる。 

これは、新たに合意された協定案が「多数国間協定」タイプであれば、WTO 設立協定の第 10 条(改正)に拠るこ

と、または「複数国間協定」タイプならば、同設立協定第 10 条の９に拠ることとされ、いずれの場合でも、コンセンサ

ス(全会一致)が必要条件となっているためである。 

しかし、有志国会合に参加しないインドと南アフリカは、今回の有志国会合が、WTO 全加盟

163 カ国のコンセンサスが無い非公式な会合であるとして、批判的な姿勢を崩していない(2021 年

現在)。 

インドと南アフリカは、2013 年に始まった TiSA 交渉においても、同交渉に参加せずに今回と同じ

く批判的な立場を見せていた(既述)。 

全加盟 164 カ国のコンセンサス(全会一致)を得るには、自由化水準の低い(緩い)協定作りを目指

す以外には選択肢がないように見える。だが、それではハイレベルなデジタル貿易の規定を目指

す国々(米、日本、シンガポール、オーストラリア)の期待水準からは外れることになる 16。 

 

７. アジア太平洋地域の変化 
 

7.1  WTO の枠外でのルール作り:DEPA 
 

過去に、アジア太平洋地域では、「P４」(シンガポール、オーストラリア、チリ、ブルネイ)と呼ばれる地域

貿易協定がベースとなって、その後、米国や日本を含む８カ国を加えた計 12 ヵ国による、最も自

 
15 WTO 設立協定の第 10 条(改正)：「・・・(省略)定められた期間内にコンセンサスに達しない場合には、閣僚会

議は、加盟国の三分の二以上の多数による議決で、改正案を加盟国に対し受諾のために送付するかしないか

を決定する。」として、全加盟国宛に改正案を送付する場合、必ずしもコンセンサスが必要という訳ではない旨が

示されている。 
16 もし有志国(86 ヵ国)が、本交渉テキストをベースに協定案づくりを目指すのであれば、その内容はどの国も反対

しない水準の低いものに修正するしかない。修正後の現実的な自由化水準の目安は、中国が加盟する RCEP の

「電子商取引」章であるが、これにはインドが未加盟であるため、自由化水準はさらに下がる(緩まる)可能性がある。 
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由化度の高い広域(メガ)の地域貿易協定を目指す TPP 交渉へと発展し(交渉の終盤に米国が脱退し

11 カ国となったが、米国の利害が関わる総計 20 項目を原案から除外・凍結して)、結果的に CPTPP の締結

に至ったという経緯がある 17。 

現在(2021 年)のアジア太平洋地域には、これと同じ動き (当初は少数の国でスタートし、その後に参

加国が増加する動き)が、３カ国(シンガポール、チリ、ニュージーランド)で締結された DEPA(Digital 

Economy Partnership Agreement:デジタル経済連携協定)を中心に見られる。 

DEPA を核に、今後デジタル貿易自由化ルールの広域(メガ)協定作りに向けて参加国の数が拡

大する可能性がある(後述)。 

 
８. DEPA とは何か 

 
8.1 DEPA の概要 
 

DEPA は、CPTPP の第 14 章をベースに、デジタル貿易の分野に限定した地域貿易協定として

独立させたものであり、シンガポール・チリ・ニュージーランドの 3 ヵ国が 2020 年に署名し、2021 年

内には 3 ヵ国の間で完全な発効が見込まれている (後述)。 

DEPA には今後、CPTPP の現加盟 11 ヵ国のほぼ全てに加えて、米国、韓国、さらに英国も参

加するものと予想され、現行の CPTPP を超える広域のデジタル貿易協定に発展する可能性があ

る(後述)。・・・図表 6 

ただし、DEPA は WTO の地域貿易協定(RTA)の条件を満たさない地域協定である。本稿では

このようなタイプを RTA 非整合型の地域協定と呼ぶことにする (下掲)。 

<RTA 非整合型の地域協定> 

 WTO の GATS 第 5 条では、サービス(services)の地域貿易協定(Regional Trade Agreement：RTA)を

締結する条件として、「発効時」または「合理的な期間内」に「相当な範囲の分野」(substantial sectoral 

coverage)の域内の差別化を撤廃することを定めている。 

しかし DEPA は、サービス 12 セクター中の「通信サービス」のさらに５区分された中の「電気通信サービ

ス」に関わる部分に限定した自由化ルールであり、GATS 第５条下の RTA 締結条件である「相当な範囲の

分野」の自由化を満たさない。・・・図表３ 

日米デジタル貿易協定(2020 年 1 月 1 日発効)も、同じ理由で RTA 非整合型の地域協定である。これ

ら RTA 非整合型の地域協定は、WTO 協定(GATS 第５条)に基づかない協定であるので、WTO に通報す

る義務もなく、WTO 事務局の RTA データベースにもカウントされない。 

図表―6(下掲)  ・・・・・・・・筆者作成 

 
17 ただし交渉の終盤になって、米国が交渉から脱退したために 11 カ国による CPTPP として発効した。当初の

TPP(いわゆる TPP12)と CPTPP(TPP11)は、米国が離脱した際に設けられた凍結項目を除けば、実質的に同じ内

容である。 
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DEPA は、そのルールの多く(主要部分)が、CPTPP の第 14 章「電子商取引」からの転用で構成

されている。・・・図表-7 参照。 

このことから、DEPA は、いわゆる”CPTPP プラス”であって、CPTPP が規律するデジタル分野と

同じ自由化レベルにあり、EPA 自体の目新しさはないとも言える。つまり、内容はほぼ同じでありな

がら、一方の CPTPP は、WTO の RTA 締結の条件に整合的、かつ分野包括的な地域貿易協定

であるが、他方の DEPA は、RTA 非整合的かつデジタル分野に限定した地域協定、という違いが

ある。                図表-7(下掲)・・・・・・・・筆者作成 
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8.2  DEPA の特徴 

 

DEPA の最大の特徴は、全体が(入れ替えや修正が可能な)16 のモジュールから構成されている点

にある。 

DEPA がモジュールで構成されるのは、デジタル技術の進歩に伴うデジタル貿易分野のルール

の陳皮化を防ぐために、必要な箇所(モジュール)だけを随時抜き出してルール改正を行うことが容

易となること、及びそれによってルール改正のコスト(協定改正に要する交渉の労力と時間)を極力少なく

するための工夫と推察される。  
これは、シンガポールとオーストラリア間の FTA である SAFTA(2003 年発効)が、過去に６回(下

掲)も改正を重ねてきたことの経験によるものと思われる。下掲参照。 
 

SAFTA(シンガポール・オーストラリア FTA)は、2003年 2 月 17日に署名、2003年 7 月 28日に発効

した後、2006年 2月 24 日、2007年 2 月 13 日、2007年 10 月 11日、2011 年 9月 2日、2017年 12

月１日、2020年 12月 8日の総計６回の改正が行われている。 

 

8.3  DEPA と CPTPP の関係 
 
DEPA の全 16 モジュールのうち、前半の６つ(モジュール１〜6)には、CPTPP の第 14 章「電子

商取引」のほぼ全ての条文が、未修正で転用(又は一部引用)されている。図表-７ 
それ以外(モジュール７〜16)は、デジタル貿易の自由化を規律する際に必要となる一般的な概

念や共通の認識事項(デジタル・アイデンティティ、デジタル・インクルージョン、中小企業への協力、など)につ

いて定めている。 
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つまり DEPA の核心部分は前半の６つ(モジュール１〜6)であり、それらは現在の CPTPP および

(米国が参加していた当時の)TPP(TPP12)「電子商取引」章とほぼ同じ内容である。 
このことから、米国が現行の DEPA メンバーであるシンガポール、チリ、ニュージーランド(いずれも

CPTPP 加盟国)との交渉に参加しても、米国がそれら国々に対し、自国内の産業調整に繋がる「譲

歩」(concession)を行う必要はないものと推察される(同様に、シンガポール、チリ、ニュージランドもまた米

国に対して譲歩を行う必要はない)。 
 
8.4 米国バイデン政権にとっての DEPA 
 
米国バイデン政権にとって、DEPA へ参加するメリットは、第一に、アジア太平洋地域のハイレベ

ルなデジタル貿易協定を他の同じ考えの国々とともに共有し、その内容を(WTO 協定に縛られずに)

容易に改正(バージョン・アップ)が可能となること、第二に、DEPA はモジュール 10 において、中

小企業のデジタル貿易を促進するために加盟国が協力すること(shall foster close cooperation)を
定めていることから 18、バイデン政権の国内雇用優先策との整合性があること 19、第三に、DEPA
に関与(加盟交渉への参加)するとしても、譲歩(concession)が不要であるので国内産業調整も不

要であるため、米国議会との約束(TPA 取得)も不要 20、かつ国内世論の批判も受け難いこと、の３

点にある。 
特に上記の第三点から、DEPA に既存の CPTPP 加盟国が参加する際には、米国の場合と同様

に、ほぼ無条件、つまり譲歩なしで参加・締結が可能なことを意味する。 
 
以上の文脈から、米国(バイデン政権)が、仮にアジア太平洋地域のハイレベルなデジタル貿易

ルールの共通化に参画するとした場合、現状で米国に与えられた選択肢は、 
① CPTPP と DEPA の両方に参加する、 
② CPTPP だけに参加する 
③ DEPA だけに参加する 

 
18 DEPA のモジュール 10 の第 10.1 条は、「３ 締約国は、締約国間の中小企業の間のデジタル経済における緊

密な協力を育み、中小企業の雇用と成長を促すよう協力する」(shall foster…,and cooperate…)と定める。 
19<https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/2021/sep/wto2021_0430.pdf> 
20TPA(Trade Promotion Authority:大統領貿易促進権限)は、本来なら米国連邦議会にある通商交渉の権限を一

時的に、議会が大統領へ付与した場合の権限のことであり、最も直近の TPA(=「2015 年 TPA」)は,オバマ政権(民

主党)下で 2015 年６月に米国議会で可決されたものである。その後、トランプ政権(共和党)下の 2018 年 7 月に更

に３年間延長することが議会で可決されたことで 2021 年 6 月末まで有効となった。しかし、新たなバイデン政権(民

主党)は、コロナ禍からの国内経済回復と雇用確保という国内政策に重点を置き、外国との貿易協定は締結しない

方針を明らかにしたため、結局、議会に TPA を要求しなかった。このために、「2015 年 TPA」は 2021 年 6 月末で

失効した。しかし、外国との貿易や経済交渉に際して、米国側が譲歩(例えば、関税の引き下げ)をする必要がない

協定を目指す交渉では、必ずしも TPA が必須条件ではない。先のトランプ政権時の日米デジタル貿易協定では、

日米両国とも互いに一切の貿易交渉上の譲歩(concession)を求めなかったために、議会での審議が不要となり、

当時のトランプ政権は TPA を使わずに同協定を締結させた。DEPA の締結交渉においても同じことが言える。 
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の３つである。 
このうち、米国にとって最も容易な選択は、③を選択することだが、もし米国が自由貿易体制のリ

ーダーとして WTO 体制の維持・回復にも関与するのであれば、①を選択することが望まれる。他

方、中国にとって現実的な選択は、②であり、そのことによって WTO164 カ国の中の多数派を占

める途上国の覇者の地位を確保できる可能性がある。 
 
現在、アジア太平洋地域には、中国のように、安全保障(security)を根拠にデジタル・データの

越境規制を強化する国がある。 

DEPA は、自由で開かれたデジタル貿易から恩恵を受ける国々による、それへの対抗策のように

も見える。   

図表-8・・・・・筆者作成 

 

 

図表-9(下掲) ・・・・筆者作成 
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９. DEPA の問題点 

 
他方で、DEPA には懸念される問題もある。 
その第一は、WTO 協定との整合性についてである。GATT の時代(1948〜1994 年)から WTO

の時代(1995 年以降)より現在に至るまで、国々は財(goods)の地域貿易協定を GATT 第 24 条

(FTA)、そして、サービスのそれを GATS 第 5 条(EIA)に整合化させた上で、当該地域貿易協定の

発効日の前後に WTO 事務局へ通報(告知)してきた。これは、地域貿易協定の透明性を図るため

に不可欠な手続きである。 
他方、DEPA は、WTO の地域貿易協定(RTA)を締結するための条件に整合しないため WTO 事

務局へは通報されない可能性がある。日米デジタル貿易も、RTA 締結の条件(G A T S 第 5 条)に整合しな

いため WTO 事務局の RTA データベースにはカウントされていない。 
DEPA には今後、米国を含む CPTPP の大半の加盟国と英国や韓国を加えて(さらに EU27 カ国も)

拡大する可能性がある。 
DEPA の加盟国が増えるほど、それらの国々は自由で開かれたデジタル貿易の維持拡大を、現

状の WTO 体制の枠外において確保することになる。 
 

１０. 結びに代えて 
 

DEPA というアジア太平洋地域おけるデジタル貿易のルールは、WTO 協定(多数国間協定を定

める「附属書 I」、及び複数国間協定を定める「附属書四」)とは別に存在することになる。 
・・・・・仮説１ 

その結果、デジタル貿易分野における WTO の権威は失われる恐れがある。   ・・・・・仮説２ 
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しかし、他方で、現在の WTO 下で進行中の(８６カ国の)有志国によるデジタル貿易協定作りに

向けた非公式会合(有志国会合：JSI2020)のスピードは、急速に速まる可能性が出てくる。なぜな

ら、米国を中心とする(英国を含めて)、ハイレベルのデジタル貿易の自由化ルールを求める国々

は、有志国会合での交渉から離れて、DEPA をベースにアジア太平洋地域で新たなハイレベルの

デジタル貿易協定をスタートさせるからだ。 
その結果、WTO 体制の流れは、従来の米国を含む先進国主導から、国内法によって自国のデ

ジタル市場を保護したい中国または新興諸国主導型へシフトする可能性が高まる 21。・・・仮説３ 
DEPA の広がりを契機に、WTO 協定づくりと WTO 体制の屋台骨の１つとして WTO を支えてき

た米国の WTO 離れが進めば、今の WTO 体制にパラダイムシフトが生じる可能性がある。                                                  
 
 

 
21 WTO 加盟 164 ヵ国の全体の流れに影響を与えてきた米国が、DEPA を介してグローバルな(WTO とは異なる)

デジタル貿易体制を構築するモメンタムが広がれば、EU もまたこれに参加し、結果的に、脱 WTO の流れがデジタ

ル貿易の分野だけには生じる可能性がないとは言えない。他方、もしそのような動きが顕著になれば、国々は中国

の影響力の下で、(国家の主権を重んじる)自由化規律が緩いマルチのデジタル貿易協定の締結・発効に至るかも

しれない。 
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