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WTO における⽇⽶デジタル貿易協定の位置付けと⾏⽅ 
 

報告者：  岩⽥伸⼈ ⻘⼭学院⼤学地球社会共⽣学部 
  
報告要旨： 
 ⾃由貿易の維持・拡⼤を理念とする GATT/WTO ルールの対象は、財(goods)とサービス
(services)の２分野とされ、デジタル貿易(電⼦商取引)は”サービス分野”の⼀つとして扱わ
れている。WTO においてデジタル・データそのものは、財なのかサービスなのかについて
明確な定義はない。 

他⽅、WTO にはデジタル貿易の⾃由化を規律する加盟国に共通のルールが無いために、
主要先進国は FTA(RTA)の下で⾃国に有利な”デジタル貿易の⾃由化"ルールを策定してい
る。 

⽇⽶デジタル貿易協定は、先進国による FTA(RTA)タイプの２国間だが、厳密には、
WTO の GATT 第 24 条、GATS 第 14 条のいずれの地域貿易協定(RTA)にも整合しない。
本報告では、⽇⽶デジタル貿易協定を⼿掛かりに、その特徴と⽅向性、WTO 有志国会合と
の関係、および今後の WTO 上の課題について考察する。 
 

はじめに  
⽇⽶間のデジタル貿易(digital trade)の⾃由化ルールを定めた「⽇⽶デジタル貿易協定」は、

正式には「デジタル貿易に関する⽇本国とアメリカ合衆国との間の協定」と称され(本稿では
以下「本協定」と略記する。)、⽇⽶間の財(goods)の⾃由化を定めた「⽇⽶貿易協定」(USJTA)
とともに、わずか１年間の交渉期間を経て 2020 年 1 ⽉ 1 ⽇に発効した。 
⽇⽶の政府間の合意では、今回の⽇⽶貿易協定を第 1 ステップと位置付け、この発効後、数

カ⽉以内に開始される予定の⾃動⾞などの⾃由化交渉を含む第２ステップに移⾏した上で、
最終的に WTO ルール整合的な⾃由貿易協定を⽬指すものと推察される1。 
つまり、1 ⽉ 1 ⽇に発効した現段階での⽇⽶貿易協定は、GATT 第 24 条に定める財(goods)

の地域貿易協定(Regional Trade Agreement: RTA)の条件の⼀つ(実質的に全ての分野の関税およ
び⾮関税措置の撤廃)を満たしていない。よって WTO事務局に通報する義務のない２国間の貿
易協定ということになる。 
⽇⽶貿易協定が GATT 第 24 条にどの程度まで整合的か否かは、今後に予定されている第 2

ステップを経て (今回は除外された⾃動⾞などを含む)分野包括的な協定として改めて発効
した段階で評価されることになる(ただし、これまで 300 以上は形成されてきた RTA の中で
GATT 第 24 条に厳密に整合するケースはほとんどないとされる)。 
 
本稿で扱う⽇⽶デジタル貿易協定も、デジタル貿易というサービス貿易分野の中の特定分

野に限定した協定であるため、GATS 第 14 条に定めるサービス(services)全般を対象とする
地域貿易協定(RTA)とは⾔えない。そのため、第１ステップ下の⽇⽶貿易協定と同じく、本
協定(⽇⽶デジタル貿易協定)が WTO 整合的か否かを論じること⾃体には意味がない。 
とは⾔え、⽇⽶両国とも WTO 加盟国であるから、いかに特定分野の 2 国間協定といえど

も WTO の規律を全く無視する訳にはいかない。 
他⽅、WTO 加盟国に適⽤されるデジタル貿易⾃由化のための協定は、2020 年現在、多数

国間協定(マルチ)および複数国間協定(プルり)のいずれの形態でも存在しない。 
 
以上から⾔えることは、第⼀に、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇に発効した⼆つの協定(⽇⽶貿易協定と⽇⽶

デジタル貿易協定)は、いずれも WTO が定める “GATT 第 24 条”及び”GATS 第 14 条”に基づ
 

1 CRS (16 January 2020)”U.S.-Japan Trade Agreement 
Negotiations”<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11120> 
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く地域貿易協定(RTA)ではないこと、第⼆に、仮に今後の第 2 ステップでの交渉を経て⽇⽶
貿易協定が包括的な協定へ更新された場合には、これが GATT 第 24 条に基づく RTA とな
る可能性はあるが(その場合は WTO 事務局へ通報の義務が⽣じる)、必ずしも GATT 第 24 条に合
わせる必要はないこと、第三に、⽇⽶デジタル貿易協定は、サービス貿易全般をカバーしな
いデジタル分野だけの 2 国間協定として完結しており、今後も WTO に通報する義務は⽣じ
ない、ということである。 
 

図表−１ 

 
 
特定分野を対象とする協定のタイプ 
WTO の下では特定分野を対象とする様々なタイプの協定がある。例えば、WTO の発⾜
時(1995 年)に交渉参加国の間だけで発効し、適⽤もそれら参加国だけの GPA「政府調達協定」、
WTO 全加盟国が交渉に参加して締結された多数国間協定（マルチ）であって、全加盟国に
適⽤される TFA (Trade Facilitation Agreement :貿易円滑化協定、2017 年 7 ⽉ 22 ⽇発効)、複数国間協
定 (プルり)ではあるが全加盟国に適⽤される ITA(Information Technology Agreement:情報技術協定、
1997 年発効)、などがある。 

デジタル貿易の⾃由化ルールに関わる協定には TiSA がある(後述)。TiSA(Trade in Services 
Agreement: 新サービス貿易協定、未発効)は, 交渉参加国は 23カ国(EU を 28 カ国とカウントすれば 51
カ国)であり、⾦融, 電気通信, 電⼦商取引(EC)、流通, 建設, 教育, 観光など多岐にわたるサ
ービス貿易⾃由化のための協定作りを⽬指して 2013 年から 2016 年 12 ⽉まで計 21 回開催
されたが、以降は 201 年のトランプ政権発⾜により交渉が停⽌している。 
2019 年 1 ⽉ 25 ⽇にダボスで出された電⼦商取引に関する共同声明(Joint Statement on 
Electronic Commerce)は、サービス全般を対象とする TiSA の中から、デジタル貿易(当時は”
電⼦商取引”)分野だけに限定した⾃由化協定を⽬指すものと⾒ら￥。ただし、それが多数国
間タイプ、複数国間タイプのいずれになるのかは、現時点(2020 年４⽉)では不明である。 
 
他⽅で、国々はそれぞれ⾃国の国内益を⾒据えた RTA(地域貿易協定)を締結している。 
⽶国が WTO事務局に提出した、”WTO デジタル貿易協定案”(以下「⽶国案」)の第 13条「コ
ンピュータを利⽤した双⽅向サービス」(Interactive Computer Services)には、⽶国内に本社
を置くデジタル・プラットフォーム企業の責任に上限を設けるルールが組み込まれている。
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これは⽶国の国内法「1996年通信品位法」などがベースになっている2。 
中国の RTA には基本的にデジタル貿易の⾃由化に関わるルールがなく、その代わりに国

内法「サイバーセキュリティ法」(2017年発効)を中国国内の外国企業及び中国企業に無差別
に適⽤している。同法は、中国国内のデータを国外へ発信する場合には、中国国内に設置し
たコンピュータでデータのコピーを残すことを義務付けている。 
 
⽇⽶デジタル貿易協定 
 
本協定は、2018 年 9 ⽉ 26 ⽇に⽶国で開催された⽇⽶⾸脳会談の後、⽇本政府

が”TAG”(Trade Agreement on goods)と表明した交渉の共同声明⽂に端を発する3。 
他⽅で、⽶国政府は、⽇⽶デジタル貿易協定が発効する 9カ⽉も前の 2019年 4 ⽉に、本

協定とほぼ同じ内容の「WTO デジタル貿易協定」(WTO Agreement on Digital Trade)と題
する⽶国”案”を WTO事務局へ提出していた。WTO事務局はこれを 2019年 4 ⽉ 26⽇付け
の⽂書”電⼦商取引に関する共同声明：⽶国からの通信”と題して発⾏した(INF/ECOM/23)。  

⽶国案は、2019年 1 ⽉にスイスのダボスで宣⾔された WTO の主要加盟国 (⽇⽶ EU 及び中
国やロシアなど当初の数は約 70 カ国)による有志国会合(⾮公式会合)に向けて作成されたものであ
る(未参加国の⼤半は、WTO 加盟 164 カ国の中のインド・南アフリカなど⼀部の新興国を含
む途上国および後発途上国である)。 

なお、WTO におけるデジタル貿易に関わる交渉は、2013年から 2016年末まで計 21 回開
催された TiSA 交渉(議⻑国は、⽶国・EU・豪州)の後、トランプ政権発⾜に伴う中断を経て、2018
年 3 ⽉から 2018 年 12 ⽉まで計９回開催された「電⼦商取引に関する有志国会合」(原⽂は、
The WTO Meeting for Exploratory Work on Electronic Commerce)を引き継ぐ形で、議⻑国もそのまま
豪州・⽇本・シンガポールの 3カ国が引き継いでいる4。 

2020 年 6⽉ 8〜11 ⽇にカザフスタンで開催される予定の第 12 回 WTO閣僚会議は、新
型コロナウィールスの影響で延期の予定とされる (2020 年４⽉現在)5。 

 
2 ⽶国の 1996 年通信品位法(Communication Decency Act of 1996)の第 230 条は、ユーザーによって創出
されたコンテンツが送信されたりダウンロードされたりすることでプラットフォーム企業(オンライン・サ
ービス・プロバイダ)に責任が及ぶのを防ぐ国内ルールとされる。⽶国内には、この 230 条によって、プラ
ットフォーム企業の責任があまりに軽減され過ぎているという意⾒がある⼀⽅、プラットフォーム企業の
責任がゼロになる訳ではないという意⾒もある。 

3 9 ⽉ 26 ⽇(⽶国時間、同 25 ⽇)に発表された共同声明⽂の第 3 パラグラフ(下掲)の⽇本⽂には、⽇⽶物品
協定「TAG」とあるが、英⽂に無い。「３ ⽇⽶両国は所要の国内調整を経た後に、⽇⽶物品貿易協定 
(TAG)について、また、他の重要な分野(サービスを含む)で早期に結果を⽣じ得るものについても、交渉
を開始する。」「3  Japan and the United States will enter into negotiations, following the completion of 
necessary domestic procedures, for a Japan-United States Trade Agreement on goods, as well as on other key 
areas including services, that can produce early achievements.」（筆者下線）参考：
<https://www.cas.go.jp/jp/tpp/ffr/pdf/180927_kyoudouseimei_jp.pdf>	  

4 2020 年 1 ⽉にスイスのダボスで開催された有志国会合に”招待”されたアゼベト WTO 事務局⻑は、有志
国会合の議⻑国である豪州、⽇本、シンガポールに感謝の意を表明し、デジタル経済が 21世紀のビジネス
において中核的なものになっていると述べた。”At the outset, I would like to thank Australia, Japan and 
Singapore for organizing this	meeting.	I	also	want	to	commend	all	signatories	of	this	Joint	Statement	for	their	
work	thus	far.	The	digital	economy	has	already	become	central	to	the	way	we	do	business	in	the	21st	
century.”<https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra300_e.htm> 

5アゼベド WTO 事務局⻑は、新型コロナウィールス(COVID-19)の影響および WHO のパンデミック宣⾔
を受けて、「今年 6 ⽉８〜11 ⽇にカザフスタンの⾸都ヌルスルタン(Nur-Sultan；旧名アスタナ)アスタナ
で開催予定の WTO 第 12回閣僚会議は、実施できないだろう」と述べた(2020 年 3 ⽉ 12 ⽇付けWTO ウ
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⽶国は、2017年にトランプ政権が発⾜して以来、⾃国優先主義を強く打ち出す中で、法⼈
税の⼤幅引き下げ、および⽇⽶デジタル貿易協定の第 18 条「コンピュータを利⽤した双⽅
向サービス」において、⽶国の巨⼤ IT企業(GAFA：Google, Amazon, Facebook, Apple)の責
任負担に上限を設けるルールを設けるなど⾏っている。USTR(⽶国通商代表部)のライトハイ
ザー代表は、本協定がデジタル貿易協定の雛形(gold standard)になると述べた6。また⽶国の
シンクタンクCSIS(戦略問題研究所)7は、本協定が 2019年 6⽉に出された「デジタル貿易に関
する⼤阪宣⾔」(Osaka Declaration on Digital Economy)に沿ったものという8。 
 

図表-２ 

(協定原⽂から筆者作成) 
 
 
 
 
 

 
ェブサイト) “it is our considered view that holding MC12 as previously agreed from 8-11 June will not be 
feasible”.	<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/media_e.htm> 

6 USTR(September 2019)”FACT SHEET on U.S.-Japan Trade Agreement”  <https://ustr.gov/about-us/policy-
offices/press-office/fact-sheets/2019/september/fact-sheet-us-japan-trade-agreement> 

7CSIS(24 January 2020) Time to Align on Digital Governance 
<https://www.csis.org/search?search_api_views_fulltext=US%20Japan%20Digital%20Trade%20Agreemen
t&sort_by=search_api_relevance> 

8 経産省(2019 年 6 ⽉ 28 ⽇) “デジタル経済⾸脳特別イベント(⼤阪トラック)開催” 
<https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628001/20190628001.html> 
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本稿の構成は、おおよそ下記のようになる。 
 
 １ WTO におけるデジタル貿易交渉の経緯 
       ⬇ 

２ RTA(地域貿易協定)におけるデジタル貿易の動向 
      ⬇ 
３ ⽇⽶デジタル貿易協定の源流とプロセス、及び交渉経緯 
      ⬇ 
４ ⽶国が⽬指すデジタル貿易協定での⽬標(５つ)  
      ⬇ 
５ デジタル貿易のルール形成における課題・・・結びに代えて 
 

 
第１章 WTO におけるデジタル貿易⾃由化のための複数国間交渉 

WTO ではデジタル貿易の⾃由化に向けた多数国間交渉は、これまで⼀度も開催されては
いない。よって、WTO 加盟国間のデジタル貿易⾃由化を規律する多数国間ルールも存在し
ない上に、WTO 加盟国間に共通したデジタル貿易(digital trade)の定義も存在しない(国々が
独⾃に締結する地域貿易協定の中には定義がいくつか⾒られる)。 
唯⼀、1998年の第 2 回 WTO閣僚会議で、「電⼦的送信(electronic transmissions)には関税

を課さない慣⾏を次回の WTO閣僚会議まで維持すること」が、全加盟国のコンセンサス(全
会⼀致)で決定されたのみである(WTO 閣僚会議は全ての加盟国が参加して原則 2 年に 1 回開催され
る WTO組織上の最⾼意思決定機関である)9。 

これは WTO 協定上の恒久的な決定ではなく、いわば暫定的合意であるので WTO では
「関税不賦課のモラトリアム」（moratorium on customs duties on electronic transmissions）
と呼ばれている(以下、モラトリアム合意と略記)。 

これ以降、原則 2 年に１回開催される WTO閣僚会議の都度に全加盟国のコンセンサスを
得て、モラトリアム合意を継続させて現在に⾄っている。 

他⽅、WTO 加盟国の中でデジタル貿易⾃由化のためのルール作りに積極的な国々は、
WTO 上の⾮公式な交渉、すなわち有志国会合と呼ばれる複数国間交渉を開催してきた。 

その⼀例が 2013年 4 ⽉の第１回から 2016年 12 ⽉の第 21 回まで開催され、サービス分
野全般の⾃由化を⽬指した TiSA(Trade in Services Agreement)交渉である10。TiSA 交渉は、
全加盟国の中の有志国(⽇・⽶・EU を含む)23カ国(EU を 28 とすれば 51 カ国)による複数国間
交渉として開催された。 
同交渉は、⽶国トランプ政権の発⾜(2017年)により停⽌したままである。これを引き継ぐ
形で、43カ国(EU を 28 とすれば 71 カ国、直後に参加した中国も加えると 72 カ国)以上の国々による
(サービス分野の電⼦商取引の⾃由化に絞った)「電⼦商取引に関する⾮公式会合」(the WTO 
meeting for Exploratory Work on Electronic Commerce)が、2018年 3⽉から 12 ⽉まで(8 ⽉
を除く⽉⼀回のペースで)開催された。 

2019年 1 ⽉ 25⽇に、ダボス(スイス)で⽶国、EU、⽇本および中国やロシアなどを含む 48
カ国・地域の(EU を 28 とカウントして)合計 77カ国の連名で出された電⼦商取引の⾃由化に関
する共同声明⽂(Joint Statement on Electronic Commerce)を契機に、2019年春からスタート
した電⼦商取引に関する有志国会合へと、段階を経るごとに交渉参加国が増えている (下掲)。  

         

 
9“we also declare that Members will continue their current practice of not imposing customs duties on 
electronic transmissions.” 
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図表-３ TiSA 交渉 

 
TiSA(新サービス貿易協定：Trade in Services Agreement)交渉は、参加 23 カ国により⽶・EU・豪

州の 3 カ国がローテーションで議⻑国となり 2013 年 4⽉の第１回交渉から 2016 年 12 ⽉までに 21
回開催されたが、交渉はトランプ政権発⾜(2017 年 1 ⽉ 20 ⽇)を契機に”TiSA交渉”としては停⽌状
態にある。図表内の「EC」は、電⼦商取引(Electronic Commerce)。 

 
 

図表-4 
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図表-5 電⼦商取引に関する共同声明11 
世界貿易機関(WTO)の加盟国であるアルバニア、アルゼンチン、オーストラリア、バーレ

ーン、ブラジル、ブルネイ・ダルエスサラーム、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コス
タリカ、エルサルバドル、EU(欧州連合)、ジョージア、ホンジュラス、⾹港、アイスラン
ド、イスラエル、⽇本、カザフスタン、韓国、クウェート、ラオス、リヒテンシュタイ
ン、メキシコ、モルドバ、マレーシア、モンゴル、モンテネグロ、ミャンマー、ニュージ
ーランド、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、ペルー、カタ
ール、ロシア、シンガポール、スイス、台湾、タイ、マケドニア、トルコ、ウクライナ、
アラブ⾸⻑国連邦、アメリカ合衆国及びウルグアイを代表する閣僚は、ブエノスアイレス
での第 11 回 WTO 閣僚会議以降の電⼦商取引に関する WTO における交渉に向けた進展を
歓迎する。  
 我々は、電⼦商取引の貿易関連の側⾯に関する WTO における交渉を開始する意思を確認
する。  
 我々は、可能な限り多くの WTO 加盟国の参加を得て、WTO における既存の協定及び枠
組みを基礎とする⾼い⽔準の成果を達成することを⽬指す。  
 我々は、電⼦商取引に関し、途上国及び後発開発途上国を含む加盟国並びに零 細・中⼩企
業が直⾯する特有の機会及び課題を認識し、考慮する。  
 我々は、全ての WTO 加盟国に対し、ビジネス、消費者及び世界経済にとっての電⼦商取
引の利益を更に増⼤させるために参加するよう引き続き奨励する。  

 
同声明⽂は、今後の⾮公式会合へ「可能な限り多くの WTO 加盟国」が参加するよう呼び

かけている。このことから、WTO 加盟国の間で多数国間デジタル貿易ルールの必要性が認
識されているものの、全ての WTO 加盟国がそれを⽀持している訳ではないことが推察され
る。 

こうしたWTOにおける⾮公式の複数国間交渉の進展とは別に、すでに2000年代から、
WTO加盟国間ではデジタル貿易(電⼦商取引)の⾃由化ルールを組み込んだRTA締結のための
⼆国間(または複数国間)の交渉も進⾏している。 

⽶国はこれら(WTO有志国会合およびRTA交渉)いずれの交渉でも、デジタル貿易のルー
ル構築において、⼤きな影響⼒を維持してきたが、2017年のトランプ政権発⾜によりその
影響⼒にも変化が⾒られる。 

⼀つは、(前述のように)オバマ政権時代から⽶国、EU、豪州の3カ国を共同議⻑国に進展し
ていたTiSA交渉(2013〜2016年末)に当時は、中国とロシアが未参加だったため、2017年2
⽉に発⾜したトランプ新政権がTiSA交渉の有効性に疑問を抱き、これからの脱退を⽰唆し
たため、それ以降のTiSA交渉は中断を余儀なくされたことにある。だがその後、2018年か
らスタートした有志国会合に中国・ロシア両国が参加し、さらに2019年1⽉のダボスで開催
されたWTOでの多数国間会合を⾒据えた有志国閣僚級会合で出された共同宣⾔⽂にも中
国・ロシアが名を連ねた。この時期よりトランプ政権は再びWTOでのデジタル貿易⾃由化
に再び積極的になり、2019年４⽉には、「WTOデジタル貿易協定」と名打った⽶国の独⾃
案をWTO事務局へ通報した。同案が、後の⽇⽶デジタル貿易協定の下地になったと推察さ
れる。同じ頃、2019年1⽉のダボス会議で⽇本政府(安倍⾸相)は、信頼ある⾃由なデータ流通
（データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト）の頭⽂字を取り「DFFTのための体制を作
り上げる」と述べた12。 
上で述べたように、2019年 1 ⽉ 25⽇に WTO 有志国(76 カ国,当時)の連名で出された「電⼦

商取引に関する共同声明」を契機に 2019年の春から始まった WTO 有志国会合 (⾮公式会合と
も呼ばれる)に向けて⽶国は、⽇⽶デジタル貿易協定の内容とほぼ同じものを「WTO デジタル
貿易協定(WTO Agreement on Digital Trade)」と題する⽶国案として WTO 事務局へ提出した 

 
11 経産省仮訳<https://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190125008/20190125008-2.pdf> 
12 ⽇経新聞(2019 年 1 ⽉ 23 ⽇) 
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(2019 年 4⽉ 26 ⽇ 付”INF/ECOM/23)。 
この⽶国案にも USTR が 2017 年に FTA 交渉の共通⽬標として定めた 5 項⽬の全てが組
み込まれた。ただし⽶国案では、⽇⽶デジタル貿易協定の中に定めた「安全保障」(security)
に関わる複数の条⽂(第３条、４条、５条)の標題(タイトル)のみが本⽂の欄外に設けられた“第 Z
条”の中に⼀括して組み込まれた。 
なお同じ 4 ⽉ 26⽇の付で、EU(欧州連合)も「電⼦商取引に関する EU提案」(EU Proposal 
for WTO Disciplines and Commitments relating to Electronic Commerce )と題する⽂書を
WTO事務局へ提出している(2019 年 4⽉ 26 ⽇ 付”INF/ECOM/22)。 
この EU案は、電⼦的な認証と署名、消費者保護、迷惑メール、電⼦的送信への関税不賦課、
ソースコードの開⽰要求不可、データの越境移動、個⼈データ保護、などデジタル貿易の⾃
由化においては既に先進国の間で合意済みの事項を述べたものであり、上述の⽶国案のよう
な条⽂の具体案を⽰してはいない。 
同じく WTO 事務局へ提出された中国案(INF/ECOM/19)は、第１に、国際貿易のグローバ

ル・バリュー・チェーン(GVC)化が進展する中で、後発途上国(LDCs)を含む途上国の利益に
も配慮すること、第２に、本交渉を今後の正式な WTO の多数国間交渉へ繋げること、第 3
に、データの安全保障、プライバシー保護、などについては加盟国の権利を考慮すること、
第 4 に、今回の交渉に参加していない後発途上国(LDCs)が直⾯する問題にも考慮すること、
の 4項⽬を掲げている。特に、貿易を展開する上でデータ・フロー(データの⾃由な越境移動)が
重要であることは否定できないとしながら、データ・フローには安全保障(security)の確保が
前提となるべきであり、各WTO 加盟国の国内法・規制を順守すべきとする13。 
中国案は、⽇・⽶・EUなどの先進国の⽴場とは⼀線を画すものであり、WTOで多数派を
占める途上国の⽴場を代弁する戦略的な姿勢が伺える内容となっている。 

 図表-6 「⽇⽶デジタル貿易協定」と⽶国の「WTO デジタル貿易協定」案 
 

 
 

13 中国案(INF/ECOM/19)によれば、データ・フロー(データの⾃由な越境移動)が貿易を展開する上で重
要であることは否定できないとしながら、データ・フローは安全保障(security)の確保を前提とすべきであ
って、各WTO加盟国の国内法・規制を順守することが必要とする。“4.3. It's undeniable that trade-related 
aspects of data flow are of great importance to trade development. However, more importantly, the data flow 
should be subject to the precondition of security, which concerns each and every Member's core interests. To 
this end, it is necessary that the data flow orderly in compliance with Members' respective laws and 
regulations.”  
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第２章 地域貿易協定(RTA)におけるデジタル貿易⾃由化の動向  
 
冒頭で述べたように、WTO 加盟国の間では、電⼦的送信に関税を課さないとする暫定合

意(モラトリアム合意)を除けば、デジタル貿易の⾃由化を規律する WTO 加盟国共通のルール
が存在しない。 

他⽅で、ウルグアイ・ラウンドに続く多数国間の⾃由貿易交渉として 2001 年にスタート
したドーハ・ラウンドは既に 2010 年から実質的な停⽌状態にある。 

そのため、国々はそれぞれ独⾃の解釈の下で、⾃国に有利な FTA などの地域貿易協定
(Regional Trade Agreement:以下 RTA)を 2 国間や複数国間で締結している。 

TPPを推進した⽇・⽶・豪州・ニュージランドなどの先進国は、それぞれにデジタルデー
タの⾃由な越境移動を前提とする RTA を締結している。逆に中国やロシア、インドネシア
など途上国の RTA では、その中にデジタル貿易⾃由化ルールを組み込まないで、代わりに
国内ルールを強化することで⾃国のデジタル産業の保護や育成を進める⽅向にある。  

 
TPP (=TPP12)およびこれを引き継いだ CPTPP (=TPP11)の両交渉の過程で、①「電⼦

的送信への関税不賦課」、②「コンピュター設備の⾃国内⽴地要求の禁⽌」、③「ソース・コ
ードの開⽰要求禁⽌」④「データの越境移動の⾃由」などがデジタル貿易の⾃由化に不可⽋
な要件としてあげられた14。特に TPP 交渉参加国の間では、②,③,④が⾃由化に⽋かせない
項⽬とされた。⽇本のデジタル業界を代表する JEITA(電⼦情報技術産業協会:2017)も、これ
ら②,③,④をデジタル貿易の⾃由化に不可⽋なデジタル 3 規律と総称して、これらの適⽤を
⽀持すると表明した15。 

しかし 2019年 12 ⽉現在、国々が締結済みの全ての RTA(地域貿易協定)の中で、それら 4
項⽬すべてを満たしている GATS 第 14 条整合的な RTA はわずか２つ(CPTPPおよび⽇本-
モンゴル EPA)だけである16。⽇⽶デジタル貿易協定は①〜④の全てを満たしているが、WTO
上の地域貿易協定(RTA)の体をなさない特定分野の２国間協定であることは既に述べた。 

こうした現状に鑑みて、以下では関係各国の地域貿易協定の中で、デジタル貿易⾃由化の
度合いを⾒るための⼯夫として、①「電⼦的送信への関税不賦課」、②「コンピュター設備の
⾃国内⽴地要求の禁⽌」、③「ソース・コードの開⽰要求禁⽌」の三つをデジタル３項⽬とし
て、主要国の RTA でそれらがどの程度満たされているかを外観する。 

まず中国を⾒てみる。 
2019年時点で、中国(⾹港とマカオを含む.)は 18の RTA を発効させているが、それらの中で

「電⼦商取引」章を組み込んだ RTA は、中国-韓国、中国-豪州の RTA の⼆つだけであり(共
に発効⽇は 2015年 12 ⽉ 20 ⽇)、いずれも上記のデジタル 3項⽬の中の①「電⼦的送信への
関税不賦課」を満たしているのみである17。同①は WTO 全加盟国のコンセンサスを得て暫

 
14http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/02_21.pdf 

JEITA(⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会:2017 年 9 ⽉ 20 ⽇)は、我が国 IT 業界の総意として”TPP11 の
早期発効について”と題する声明⽂を出した。それには、「国境を越える情報の移転の⾃由の確保」、「コ
ンピュター設備の⾃国内設置要求の禁⽌」、「企業の機密情報たるソースコードの開⽰・移転要求の禁
⽌」という TPP電⼦商取引章の３原則を早期にルール化することが極めて重要としている。出典
<https://www.jeita.or.jp/japanese/exhibit/2017/20170920.pdf> 

15 JEITA(2017)”TPP11 の早期発効について” https://www.jeita.or.jp/japanese/exhibit/2017/20170920.pdf 
 
17 いずれもその⽂⾔は”電⼦的送信への関税不賦課は、WTO ⼀般理事会の暫定的な合意に従って維持す
る”、として WTO ⼀般理事会の取り決めに変更があった場合にはそれに従うとしている。 
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定合意(モラトリアム合意)されたものである。 
図表-7 

 
 
次に⽶国はどうだろうか。 
⽶国がこれまに締結・発効した 14 の RTA の中で、WTO が創設される以前の GATT時代

(1948-94 年)に発効した⼆つの RTA、すなわち NAFTA(1994 年 1 ⽉ 1 ⽇発効)と⽶-イスラ
エル(1985年 8⽉ 19⽇発効)を除く、12全ての RTA に「電⼦商取引」章が設けられている
が、中国と同様にそれら「電⼦商取引」章の中にデジタル 3 項⽬を全て満たした RTA は存
在しない。それら 12 の RTA の「電⼦商取引」には唯⼀、中国の RTA と同じく、①「電⼦
的送信への関税不賦課」ルールのみが設けられている。なお⽶国の RTA は、相⼿国が途上国
であってもルールの章⽴ては先進国が相⼿国の場合と同様に、区別せずに設けられている。 

図表-8 

 
第 3に、⽇本の RTA はどうだろうか。 
⽇本はこれまでに 17の RTA を発効させている。その中で「電⼦商取引」章を設けている

zR�b������ タイプ 発効日 A B C 備考
|d–;L�;2 FTA & EIA 2018年 １月 １日 × × × 電子商取引の取り決めなし
a_�|d� –J54�|d� FTA & EIA 2017年10月27日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d-Xd FTA & EIA 2015年12月20日 ○× × 第13章「電子商取引」,”電子的送信への関税不賦課のWTO慣行を維持 “(13.3)
|d� co FTA & EIA 2015年12月20日 ○× × 第12章「電子商取引」,“電子的送信への関税不賦課のWTO慣行を維持 “(12.3)
a_�|d� -@N FTA & EIA 2014年10月 9日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d �23<MQB FTA & EIA 2014年 ７月 1日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d �<3< FTA & EIA 2014年 ７月 1日 × × × 電子商取引の取り決めなし
a_�|d��EFTA FTA & EIA 2012年10月 1日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d –8<?N5 FTA & EIA 2011年 ８月 1日 × × × 電子商取引の取り決めなし
a_�|d� – N.Z. FTA & EIA 2011年 １月 1日 × × × 第10章「電子商取引」
|d �HO� FTA & EIA 2010年 ３月 １日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d –N.Z. FTA & EIA 2008年10月 1日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d –:Q6I�O FTA & EIA 2009年 １月 1日 × × × 電子商取引の取り決めなし

|d � E7<?Q FTA & EIA 2007年 ７月 1日(G)
2009年10月10日(S)

× × × 電子商取引の取り決めなし

|d �@N FTA & EIA 2006年10月 1日 (G) × × × 電子商取引の取り決めなし
2010年 ８月 1日 (S)

|d � ASEAN FTA & EIA 2005年 １月 1日 (G) × × × 電子商取引の取り決めなし
2007年 7月 1日 (S)

|d� J54�|d� FTA & EIA 2003年10月17日 × × × 電子商取引の取り決めなし
|d� a_�|d� FTA & EIA 2003年 6月29日 × × × 電子商取引の取り決めなし

中国のRTAにおけるデジタル３項目への取り組み (2003～2019年)

}�A;?O
`� ��������h�yr-+Wu��U����8QGK�?�9�D�v{+k������>�<8�B�Vj�����Ze)"��Ze�/�
|d+���,�Y��*f(9�F<��+R�k�T1~.&�0�'�wsd[+���%!��hpnS*W#0n/\.,ilq=P*�
"��) �a_�co����	�	���]����^�,�A;?O
`�1x&�$"&�0� ����CK�;�MQB��mgt

米国のRTAにおける電子商取引の取り組み
地域統合(RTAs) タイプ 発効日 A B C 「電子商取引」章の有無
米国-パナマ FTA & EIA 2012年10月31日 ○× × 第14.3章「電子商取引」
米国-コロンビア FTA & EIA 2012年 5月15日 ○× × 第15.3章「電子商取引」
韓国-米国 FTA & EIA 2012年 3月15日 ○× × 第15.3章「電子商取引」
米国-ペルー FTA & EIA 2009年 2月 1日 ○× × 第15.3章「電子商取引」
米国-オマーン FTA & EIA 2009年 1月 1日 ○× × 第14.3章「電子商取引」
米国-バーレーン FTA & EIA 2006年 8月 1日 ○× × 第13.3章「電子商取引」
CAFTA-DR FTA & EIA 2006年 3月 1日 ○× × 第14.3章「電子商取引」
米国-モロッコ FTA & EIA 2006年 1月 1日 ○× × 第14.3章「電子商取引」
米国-豪州 FTA & EIA 2005年 1月 1日 ○× × 第16.3章「電子商取引」
米国-シンガポール FTA & EIA 2004年 1月 1日 ○× × 第14.3章「電子商取引」
米国-チリ FTA & EIA 2004年 1月 1日 ○× × 第15.3章「電子商取引」
米国-ヨルダン FTA & EIA 2001年12月17日 ○× × 第7章「電子商取引」”電子的送信への関税不賦課のWTO慣行維持 “(7.1)
NAFTA FTA & EIA 1994年 1月 1日 × × × なし
米国-イスラエル FTA 1985年8月19日 × × × なし
m��������8���i|7jt���t� 6a�����!�7d{T?o:=���402u\01[# ��t
Z�r68B&LD
�!� "���!�7d{T?o:=���.nU/>1$ICFQ,]z ��������qbpkg97XhwxV����ASMO&Fiv7|l���
��E&DA&KwWc���)*Y`50�+�Y`-<$y^7���6'ICFQ%NRG@J(.e<s>;>178'y^�H
P(����	���tu\�._f3-=$
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RTA は５つである(対 EU、モンゴル、豪州、スイス、および CPTPP)。そのうち「CPTPP」、「⽇本
-モンゴル」の２つはともにデジタル 3項⽬を全て満たしている。⽇本の RTA は、⽶国のそ
れと異なり、相⼿国が途上国の場合には「電⼦商取引」章を含まない RTA を締結してきた点
に特徴がある。ただし、モンゴルとの RTA では、デジタル 3 項⽬を全て満たした先進国タ
イプの RTA となっている。 

この理由を推察すれば、第⼀に「⽇本-モンゴル EPA」の締結交渉が進められてる時期が、
⽇本の TPP 交渉と同じ時期であり、⽇本がデジタル貿易の⾃由化ルールの形成に積極的だ
ったこと、及び、モンゴル側はそれまで FTA/EPA の締結交渉を経験したことがなかったた
め、⽇本側が提案した電⼦商取引ルールをそのまま受け⼊れた可能性があることである。 

図表-9 

 
 
第３章  ⽇⽶デジタル貿易協定の源流と形成プロセス 
 

⽶国政府(USTR)によれば、⽇⽶デジタル貿易協定は18、NAFTA改め USMCA(2020 年 4
⽉現在未発効)の第 19章「デジタル貿易」を改定したものとされているが、その源流は、⽶
国オバマ政権下(当時)に交渉がスタートした TPPの第 14章「電⼦商取引」にある。 

TPPは 2016年 2 ⽉に⽶国を含む全 12 カ国の署名がなされたが、翌年の 2017年 1 ⽉に
就任したトランプ新⼤統領による TPP脱退声明⽂書への署名により、発効には⾄らなかっ
た。 
未発効の TPPを引き継いで、⽇本を含む 11 カ国の間で 2018年 12 ⽉ 30 ⽇に発効した
CPTPP(「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」) 19の内容は、元の TPP協
定の(⽶国に関わる)⼀部の諸項⽬を凍結した以外は、TPPの内容がほぼそのまま転⽤されて
いる。CPTPPの第 14章「電⼦商取引」の内容も、TPPの第 14章「電⼦商取引」とほぼ
同じである。なお CPTTPは、GATT 第 24 条および GATS 第 14 条に整合的な地域貿易協定
(RTA)の⼀つである。 

 
18本協定は通常の FTA と異なり、⽶国議会の承認が不要な特定分野の協定として扱われた。 
19 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

RTA)k] 8/C fVeU ������� 電子商取引(またはデジタル貿易) ルールの有無
dj � �� ��������� ���e �U �d ��� a!^ �`�bZ\[P�
����� ��������� ����e��U��d � �� a��^�bZ\[P
dj � JO4M FTA & EIA ���
e 
U �d ��� a"^�bZ\[P����:68M�Xl,Sg
dj�0�7;KL- FTA & EIA ���	e 
U�	d ��� a��^�bZ\[P���:68MT_hiQ)*
dj � EM� FTA & EIA ����e �U �d ��� '&
/O<� dj FTA & EIA ����e �U �d ��� '&
ASEAN -dj FTA ����e��U �d ��� '&
dj � D;=H FTA & EIA ���e��U �d ��� '&
dj � 7/7 FTA & EIA ���e U �d ��� a�^�bZ\[P�:68MT_hiQ)*
dj � A.L@O FTA & EIA ����e��U��d � �� '&a ^�E�?�N7[P�
BM>/� dj FTA & EIA ����e �U��d ��� '&
dj�/O<>5- FTA & EIA ����e �U �d ��� '&
dj � 8/ FTA & EIA ����e��U �d ��� '&
9L � dj FTA & EIA ����e U �d ��� '&
dj � GN�5- FTA & EIA ���
e �U��d ��� '&
dj � I253 FTA & EIA ���	e �U �d ��� '&
dj �5O1F�M FTA & EIA ����e��U��d � �� a	^�E�?�N7[P�

R$Y)���(#%+�bZ\[P�)cW

注）我が国は, 「日本・モンゴルEPA」を除き、 途上国とのRTAでは電子商取引章を組み込んでいない。他方、先進国(豪州,スイス)との
RTAでは電子商取引ルールを組み込んでいる。デジタル３項目 (ABC)=A:電子的送信への関税不賦課, B:コンピュータ・サーバ設置の自由,  
C:ソースコード不開示. ×＝記載なし,○=記載あり。日本-シンガポールEPA(2002)では,第5章ペーパーレス貿易取引に加えて、第10章
「知的財産権」の第96条に,デジタル環境下の知財保護を定めている。
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さらに、TPPの第 14章「電⼦商取引」とほぼ同じ内容が、⽶国が主導する USMCA の
第 19章「デジタル貿易」へ組み込まれ、これをベースに構成されたのが本協定(⽇⽶デジタ
ル貿易協定)である (図表４)。 

このように、⽇⽶デジタル貿易協定は、TPPの第 14章「電⼦商取引」→CPTPPの第 14
章「電⼦商取引」→USMCA の第 19章「デジタル貿易」→⽇⽶デジタル貿易協定、という
流れを経ている。 

本稿では、オバマ政権当時に交渉がスタートした TPPと、トランプ政権発⾜に伴う⽶国の脱退後に発
効した20CPTPP を区別するために、前者を TPP または TPP12、後者を CPTPP または TPP11 と記
す。 
さらに細かく⾒れば、本協定(⽇⽶デジタル貿易協定)の中には、USMCA の第 32章「例外お

よび⼀般的規定」、第 17 章「⾦融サービス」および第 12 章「分野別附属書」(12-C)など、
元々USMCA ではデジタル貿易(電⼦商取引)の中に規定されずに、⾦融分野や例外条項のルー
ルに組み込まれていたものが若⼲の修正を経て本協定に取り込まれた。 
 

図表−10 USMCA 第 19 章「デジタル貿易」以外から転⽤された条⽂ 
転⽤先：⽇⽶デジタル貿易協定 転⽤元：USMCA 
第 3 条「⼀般的例外」 第 32 章「例外及び⼀般的規定」の「⼀般的例外」(第 32.1) 
第４条「安全保障のための例外」 第 32 章「例外及び⼀般的規定」の「安全保障例外」(第 32.2) 
第 5 条「信⽤秩序の維持のための例外並びに⾦融

政策及び為替政策のための例外」 
第 17 章「⾦融サービス」の「例外」(第 17.11) 

第 6 条「租税」 第 32 章「例外及び⼀般的規定」の「租税措置」(第 32.3) 
第 13 条「対象⾦融サービス提供者のための⾦融サ

ービスのコンピュータ関連設備の設置」 
第 17 章「⾦融サービス」の「コンピュータ設備」(第 17.18) 

 (第４項を除く) 
第 21 条「暗号法を使⽤する情報通信技術産品」 第 12 章「分野別附属書」の附属書 12-C 

上表のように USMCA の第 19 章「デジタル貿易」以外に、同 17 章「⾦融サービス」および 32 章「例外及び⼀般規定」
からも転⽤されている。(筆者作成) 

 
その結果、本協定はこれまで先進国が締結・発効してきた地域貿易協定の中の「デジタル

貿易」(電⼦商取引)章のどれよりも、安全保障(security)に関わるルールの占める割合が格段に
⼤きい協定となったことが⼀⾒して認められる。 

これはデジタル・データの⾃由な越境移動によって可能となるデジタル貿易の⾃由化には、
デジタル・データそのものの安全性、すなわちデータ・セキュリティ(data security)の確保が
絶対条件となるためだが、それだけが理由ではない。 

というのも、デジタル・データは、GATT 時代には”通信⼿段”の位置付けであったのが、
インターネットの普及とともに、今や”デジタル・プロダクト”(digital product)と呼称される
財(goods)やサービス(services)と並ぶ国際貿易の対象となったことも関係している。 
ただし WTO 加盟国間では、デジタル・プロダクトという呼称は広く共有されておらず、デ

ジタル・プロダクトが、財(goods)なのかサービス(services)なのかの明確な区別も定義も
WTO に定めがない。 
 
 

図表-11 

 
20 TPP12 および TPP11 の第 14 章は、「デジタル・プロダクト(digital product)とは、コンピュータ・プロ
グラム、⽂字列、ビデオ、映像、録⾳物その他のものであって、デジタル式に符号化され、商業的販売⼜
は流通のために⽣産され、及び電⼦的に送信されることができるものをいう」と定義し、注釈として第⼀
に、デジタル・プロダクトには、⾦銭(money)を含めた⾦融商品(financial instrument)をデジタル式に表し
たものを含まないこと、第⼆に、デジタル・プロダクトの定義については、電⼦的な送信によるデジタ
ル・プロダクトの貿易がサービスの貿易⼜は物品の貿易のいずれに区分されるべきかについての締約国の
⾒解を反映するものと解されるべきではないことを付記している。なお同じ⽂⾔(注釈を含む)は、韓国-シン
ガポール FTA(2006 年発効)の第 14 章、シンガポール-GCC FTA(2013 年発効)の第７章、⽇本-モンゴル
FTA(2016 年)の第９章、⽶国・コロンビア FTA(2012 年)の第 15章にも⾒られる。 
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第４章 ⽇⽶デジタル貿易協定の交渉経緯 

 
１ トランプ新政権による TPP離脱と NAFTA再交渉 
 
2017年 1 ⽉ 20 ⽇(⽇本時間 21 ⽇)に第 45 代⽶国⼤統領に就任したドナルド・トランプ新⼤
統領は、(前年の 2016 年 2 ⽉には⽶国を含む 12 カ国全ての署名が完了していたにもかかわらず)⾃らの選
挙公約に従って、同年 1 ⽉ 23⽇には TPPからの離脱⽂書(覚書)に署名し21、5⽉ 18⽇には
NAFTA(北⽶⾃由貿易協定)の再交渉を⾏う意図を⽶国議会へ告知した。 
トランプ新政権の下、2017年 7⽉ 17⽇、USTR(⽶国通商代表部)は、⽶国としての NAFTA
再交渉に向けた⽬標事項を公表した。これは、NAFTA 再交渉だけでなく、「⽶国と⽇本」、
「⽶国と EU」、および(EU 離脱後に予定されている)「⽶国とイギリス」といった複数国間また
は 2 国間の FTA 交渉における(デジタル貿易を含む)全ての分野における⽶国側の交渉の⽬標を
⽰したものでもあった。 

 
2  ⽇⽶貿易協定と⽇⽶デジタル貿易交渉 
 
2018年 9⽉ 26⽇(⽇本時間)には、⽶国で開催された⽇⽶⾸脳会談で、⽇⽶間の⾃由貿易

協定の締結のための交渉を開始する旨の共同声明⽂が出された。 
⽇本政府はこれを”TAG”(Trade Agreement on goods)交渉と発表し、WTO ルール下の通
常の FTA 交渉とは異なるとの姿勢を打ち出した22。 

 
21 https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H1X_U7A120C1MM0000/ 

22 FTA のような地域貿易協定を締結する WTO加盟国は、（i）「実質的に全ての貿易」の⾃由化を⾏う
こと、（ii）⾃由化は「10 年以内に⾏うこと」、（iii）FTA等を締結した前後で関税等がより⾼度または
制限的なものであってはならないことが、WTO規定とその解釈において、条件とされている。すなわち、
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これ以降、⽇本政府は「財に関する貿易協定」をイメージさせる⽇⽶間の貿易交渉を⾏うと
し、⽇本のマスメディアもこれに倣った。 
しかし、共同声明の英⽂(原⽂)に、TAG という名称の記載は無いどころか、当初から原⽂

にはデジタル貿易の分野も交渉する旨が⽰されていた。よって”TAG”ではなく、「財に加えて
サービスを含む他の主要分野にも関わる⽇⽶貿易協定」(” a Japan-United States Trade 
Agreement on goods, as well as on other key areas including services )と訳されるべきであっ
た(下線は筆者)。 

つまり 2018年 9⽉からスタートした⽇⽶間の貿易交渉は、財(goods)だけでなく、デジタ
ルを含めたサービス貿易を含む主要分野の貿易に関わる協定の締結を⽬指した交渉であるこ
とは、すでに交渉の開始時点(2018年 9⽉ 26⽇)で明らかにされていたことになる。  

交渉開始からほぼ 1 年後の 2019年 9⽉ 25⽇には、安倍⾸相とトランプ⼤統領の名で⽇⽶
貿易協定および⽇⽶デジタル貿易協定の最終合意となる共同声明が出された23。後者(⽇⽶デ
ジタル貿易協定)の内容は、USTR が先の 2017年 11 ⽉に公開した「NAFTA再交渉の⽬標」の
中のデジタル貿易分野における５つの共通⽬標を全てカバーするものとなった。 
同年 10 ⽉ 7 ⽇、⽶国のホワイトハウスで杉⼭駐⽶⼤使とライトハイザー⽶国通商代表部

(USTR)代表は、⽇⽶貿易協定及び⽇⽶デジタル貿易協定に署名した。 
 
2019年 12 ⽉までに⽇本での衆参両院での審議を通過したことで、両協定は 2020 年１⽉ 1

⽇に同時発効することになった。 

 
 

 
WTO は世界における貿易の無差別⾃由化を原則とするものであるが、⼀定地域との間でのみ⾃由化を⾏う
枠組みである FTA についても⾼度な⾃由化を推進する性格であれば、世界貿易の⾃由化につながるものと
して例外的に認めている。引⽤：内閣府(2004年 7 ⽉)「経済財政政策担当⼤⾂報告」 

23 2019年9⽉25⽇(現地時間)に⽶国(ニューヨーク)で発信された⽇⽶共同声明(Joint Statement of Japan and 
the Unites States)の内容は下記の⽂⾔で始まっている。 
“We, Prime Minister Abe Shinzo and President Donald J. Trump, confirm and welcome final agreement on the Japan-
United States Trade Agreement and the Japan-United States Digital Trade Agreement.” 
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３ FTA 交渉のための共通５項⽬ 
 
⽶国(USTR)は、デジタル貿易⾃由化のための交渉⽬標を当初、2017年 7⽉ 17⽇に 4項⽬

(後述)に整理して公表したが、後になって国内の関連業界を含めた公聴会を経た 4 カ⽉後の
2017年 11 ⽉には、新たに⼀つ追加した計５項⽬を交渉⽬標として再公開した(後述)。 

USTR はこれら５項⽬を、NAFTA 改めの USMCA 交渉だけでなく、対⽇本、対 EU、そ
して(EU離脱後に予定されている)対英国との各 FTA におけるデジタル貿易分野の交渉に「共通」
する⽬標と定めたのである。 

 
図表-12 

 
 

図表-13 
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図表-14 

 
 
 
 

図表-15 
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第５章  ⽶国(USTR)の交渉⽬標５項⽬ 
 
⽶国政府(USTR)は、NAFTA再交渉(USMCA)、⽇⽶デジタル貿易協定、⽶・EU 間、及び

⽶・英間の 4 つの地域貿易交渉の全てに共通する交渉⽬標を次の５項⽬にまとめている24。 
第１は、デジタル・プロダクト(電⼦的に送信されるソフトウェア、⾳楽、ビデオ、電⼦書籍など)

に関税を課さない約束を確保すること。これは後に⽇⽶デジタル貿易協定の第７条「関税」
に組み込まれた(下掲)。同様に USMCA では第 19.3条「関税」に、そして、⽶国が 2019年
春に WTOへ提出した”WTO デジタル貿易協定”(WTO Agreement on  Digital Trade)と題
する案では第３条「関税」に組み込まれた。 

 
第7条 関税 
いずれの締約国も、⼀⽅の締約国の者と他⽅の締約国の者との間の電⼦的な送信（電⼦的に送信さ
れるコンテンツを含む。）に対して関税を課してはならない。 

Article 7  Customs Duties  
Neither Party shall impose customs duties on electronic transmissions, including content transmitted 
electronically, between a person of a Party and a person of the other Party. 

 
第２は、電⼦的に送信されるデジタル・プロダクトへの無差別待遇を確保すること、及びそ

れらデジタル・プロダクトが製造された国籍や地域に基づく政府認可の差別措置に直⾯しな
 

24 TPPの電⼦商取引(第 14)章では、①「デジタル情報の越境移動の⾃由」、②「コンピュ
ータ設備の⾃国内設置要求の禁⽌」、③「企業のソース・コードの開⽰要求の禁⽌」の 3つ
を電⼦商取引の⾃由化に⽋かせない条件としていた。2019年 1 ⽉時点の全世界の(WTO事
務局に報告された)発効済み RTA の中で、これら 3つを満たしている RTA は、「シンガポ
ール・オーストラリア FTA」(SAFTA)、「⽇本・モンゴル EPA」及び「CPTPP(いわゆる
TPP11)」の３つであった。 
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いこと。これは⽇⽶デジタル貿易協定の第 8条「デジタル・プロダクトの無差別待遇」に組
み込まれた。同様に、USMCA では第 19.4 条、そして⽶国による WTO デジタル貿易協定案
では第 4 条に組み込まれた。 

 
第8条デジタル・プロダクトの無差別待遇 
１ いずれの⼀⽅の締約国も、他⽅の締約国の領域において創作され、⽣産され、出版され、契約さ
れ、委託され、若しくは商業的な条件に基づき初めて利⽤可能なものとされたデジタル・プロダクト
⼜はその著作者、実演家、制作者、開発者若しくは所有者が他⽅の締約国の者であるデジタル・プロ
ダクトに対し、他の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えてはならない. 
Article 8  Non-Discriminatory Treatment of Digital Products  
1. Neither Party shall accord less favorable treatment to a digital product created, produced, published, contracted 
for, commissioned, or first made available on commercial terms in the territory of the other Party, or to a digital 
product of which the author, performer, producer, developer, or owner is a person of the other Party, than it accords 
to other like digital products. 

  
第３は、データ・フローの越境移動を規制する措置の禁⽌、及びコンピュータ設備の現地

での使⽤や設置を要求しないこと25。これらは⽇⽶デジタル貿易協定の第 11 条「情報の電⼦
的⼿段による国境を越える移転」及び同第 12 条「コンピュータ関連設備の設置」に組み込ま
れた。同様に、USMCA では第 19.11 条及び第 19.12 条、さらに⽶国の WTO デジタル貿易
協定案では第 8条及び第 9条に本項⽬が組み込まれた。 
 

第11条 情報の電⼦的⼿段による国境を越える移転 
１ いずれの締約国も、情報（個⼈情報を含む。）の電⼦的⼿段による国境を越える移転が対象者の事
業の実施のために⾏われる場合には、当該移転を禁⽌し、⼜は制限してはならない。 
Article 11  Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means  
1. Neither Party shall prohibit or restrict the cross-border transfer of information, including personal information, 
by electronic means, if this activity is for the conduct of the business of a covered person. 
 
第12条コンピュータ関連設備の設置 
１ いずれの締約国も、⾃国の領域において事業を実施するための条件として、対象者に対
し、当該領域においてコンピュータ関連設備を利⽤し、⼜は設置することを要求してはな
らない。 
Article 12  Location of Computing Facilities  
1. Neither Party shall require a covered person to use or locate computing facilities in that Party’s territory as a 
condition for conducting business in that territory. 

 
第４は、コンピュータのソース・コードまたはアルゴリズム26の開⽰要求を禁じること。こ

れは⽇⽶デジタル貿易協定の第 17条「ソース・コード」に組み込まれた。同様に、USMCA
では第 19.16 条、及び⽶国の WTO デジタル貿易協定案では第 12 条に本項⽬が組み込まれ
た。  

第17条 ソース・コード 
１ いずれの⼀⽅の締約国も、他⽅の締約国の者が所有するソフトウェア⼜は当該ソフトウェアを含む
製品の⼀⽅の締約国の領域における輸⼊、流通、販売⼜は使⽤の条件として、当該ソフトウェアのソ
ース・コードの移転若しくは当該ソース・コードへのアクセス⼜は当該ソース・コードにおいて表現
されるアルゴリズムの移転若しくは当該アルゴリズムへのアクセスを要求してはならない。 

Article 17  Source Code  
1. Neither Party shall require the transfer of, or access to, source code of software owned by a person of the other 

 

25 阿部克則(2019 年 11 ⽉)「データローカライゼーション措置と国際経済法上の規律」財務省財務総合政
策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和元年第 5号(通巻第 140 号) 
https://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list7/r140/r140_03.pdf 

26 ⽇⽶デジタル貿易協定、第１条(定義)によれば、「アルゴリズム」(algorithm)とは、⼀連の定められた⼿
順であって、問題を解決し、⼜は結果を得るために⾏われるものをいう。 



 19 

Party, or the transfer of, or access to, an algorithm expressed in that source code, as a condition for the import, 
distribution, sale, or use of that software, or of products containing that software, in its territory. 

 
第５は、第三者が提供する (ネット上の)コンテンツに関するプラットフォーム企業の(知

的財産権を除外した)⺠事責任に制限を設けること(これは公序良俗の維持のため、または⼤衆のモラル
を保護するために必要な無差別措置を適⽤する締約国の権利に従うものとしている)。これは、⽇⽶デジ
タル貿易協定の第 18 条「コンピュータを利⽤した双⽅向サービス」に組み込まれた。同様
に、USMCA では第 19.17 条、及び⽶国の WTO デジタル貿易協定案では第 13 条に本項⽬
が組み込まれた。 
  上記の第 4 項⽬の「アルゴリズムの開⽰義務づけ」および「第５項⽬」が追加されたの
は、NAFTA再交渉に向けて⽬標事項の改訂版(2017年 11 ⽉)が出された時点である(既述)。 
 

第 18条コンピュータを利⽤した双⽅向サービス 
３ いずれの締約国も、コンピュータを利⽤した双⽅向サービスの提供者⼜は利⽤者に
よる次の⾏為を理由として当該提供者⼜は利⽤者に責任を負わせてはならない。 

Article 18 Interactive Computer Services 
3. Neither Party shall impose liability on a supplier or user of an interactive computer service 
on account of:  （以下省略.） 

 
⽶国政府(USTR)が相⼿国と FTA 交渉を⾏う際の⽬標として掲げた５項⽬(①〜⑤)が、既
存の CPTPP(2018 年 12 ⽉ 30 ⽇発効)、⽇⽶デジタル貿易協定(2020 年 1 ⽉ 1 ⽇発効)、および
USMCA(2020 年 2 ⽉現在未発効)、さらに⽶国が 2019年 4 ⽉に WTO事務局へ提出した WTO
デジタル貿易協定案の中の、デジタル貿易に関する条⽂のどこに組み込まれたかを確認する
ために、それら４つの協定を並列化して⽐較したものが図表-5 である。例えば、「①デジタ
ル・プロダクトへの関税不賦課」は、CPTPP では電⼦商取引章の第 14.3 条「関税」に、
USMCA ではデジタル貿易章の第 19.3条「関税」に、そして⽇⽶デジタル貿易協定では第７
条「関税」、さらに WTO デジタル貿易協定案では第３条「関税」へ組み込まれた。これらを
⽐較すれば、「⑤プラットフォーム企業の責任の制限」は、TPP を継承した CPTPP の中に
は明記が無く、トランプ政権発⾜以降の USMCA に組み込まれたことがわかる。 
 
結びに代えて 
 

2020年 1月現在、WTOにはデジタル貿易の自由化についての多数国間ルールが存在しな
い。そのため国々、特に国内のデジタル化に積極的な先進国は、締結した FTAの中に自国ま
たは域内加盟国に有利なデジタル貿易(電子商取引)のルールを組み込む方向にある(中国は、
FTAの中にデジタル貿易ルールを組み込まずに、独自の国内法によって国内デジタル市場の規律
化を進めている)。 
日米デジタル貿易協定は、現在進行中とされるデジタル貿易ルール構築に向けたWTO有
志国会合での検討対象となり得るものであるが、米国の利益確保に重点を置くルールもあり、

そのままでは交渉参加国の支持は得られ難い。 
デジタル貿易の多数国間ルールが整備されるためには、現状のWTOでは全加盟国の合意

(コンセンサス)が必要だが、それにはデータが国家の管理下にあるとする中国や、多数派を
占める途上国(後発途上国)にも何らかのメリットが必要になる。 
デジタル貿易のグローバルな進展には、データの安全性(データ・セキュリティ)に加えて、
個人や企業および国家の安全保障（セキュリティ）の確保も必要になるが、これらについて

は、国々のコンセンサスは得られ易い。 
だがそのことで国々がデータの自由移動に規制を課し易くなれば、自由貿易の維持・拡大

というWTOの理念に逆行する恐れも出てくる。 
データの安全保障(データ・セキュリティ)を強化した⽇⽶デジタル貿易協定は、これまでの
伝統的な⾃由貿易の理念とは次元の異なる新たな課題を提起した。 
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