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⽶国の国家安全保障戦略(12 October 2022)

• NATO is ・・・. We are through initiatives
like our security partnership with Australia
and the United Kingdom (AUKUS). ・・・
with the European Union, the Quad, the
IPEF, and the APEP.

White House(October 2022)”Biden-Harris
Administration's National Security Strategy.”

IPEFの経緯

2022年５⽉23⽇

IPEF関係閣僚会議・・・IPEFの⽴ち上げ宣⾔(13カ国参加)

同年 5⽉26⽇

フィージーが参加(14番⽬)

同年 6⽉11⽇

柱１「貿易」の⾮公式会合(於：パリ)

同年7⽉13〜14⽇

IPEF全４柱の実務レベル会合(於：シンガポール)

同年7⽉26〜27⽇

IPEF閣僚級会合(オンライン)
26⽇:柱1「貿易」の交渉、27⽇: 柱2〜4の交渉

同年9⽉8〜9⽇

IPEF閣僚級会合(於：ロサンゼルス)

同年12⽉

IPEF第1回ラウンド

４柱の共同宣⾔⽂

(於：オーストラリア)

次回の閣僚会合は2023年の初めを予定
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✔IPEF(Indo-Paciﬁc Economic Framework for Prosperity︓
繁栄のためのインド太平洋経済枠組み)
➡台頭する中国への対抗策/経済安全保障の⼀環として、今年５⽉23⽇に東京で、⽶国が
⽴上げを宣⾔、後⽇、フィージー参加で総計14カ国（図表１参照）。
✔中国は、RCEPへの加盟、2021年秋:CPTPPおよびDEPAへ正式参加を申請
2022年８⽉18⽇、DEPAの既存加盟３カ国（シンガポール、チリ、ニュージランド）は、
全会⼀致で中国の参加申請を受理し、参加に向けた作業部会（議⻑国はチリ）の設置を発
表。
✔ IPEFの柱(pillars) 4つの独⽴したモジュール
1「貿易」、2「サプライチェーン」、3「クリーン経済」、4「公正な経済」の独⽴した
４分野(=原⽂では４つの柱:pillars）から構成（=モジュール） 。
✔IPEFの交渉議⻑分担(USTRと商務省が)共同議⻑、柱１「貿易」はUSTR（キャサリン・
タイ代表）、それ以外の３分野(柱２〜４) を商務省（ジーナ・レモンド⻑官）が主導。
✔ IPEF参加国は、４分野の中の少なくとも１分野を選択（=アラカルト⽅式) 、当該分野
の正式な交渉メンバーとして参加すること、及び当該分野で策定された「協定」への署名
が求められる。
✔「IPEFは、TTCがカバーする分野と⽬的に似ている」(タイUSTR代表、inside U.S.(12
jan.2022) 後掲の図表参照)
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✔ 9⽉上旬、⽶国(ロサンゼルス)で開催された初の対⾯でのIPEF閣僚会議では、交渉参加14
カ国のうち、インドだけが「貿易」分野の交渉参加を、その時点(2022年9⽉)で⾒送った以外
は、他の13カ国全てがIPEFの交渉４分野の全てに正式参加を表明。
➡ IPEFには、⺠主主義と⾃由貿易体制を是とする⽶国主導のグループ化（有志国化）という
側⾯がある。
✔ バイデン政権(タイUSTR代表)は、IPEFを新しいタイプの経済枠組み/地域協定と称し、域
内の関税引下げ⼜は撤廃による域内貿易の拡⼤を第⼀義的な⽬的とするWTO協定枠内のRTA
（Regional Trade Agreement︓地域貿易協定)を「古いタイプ」や「伝統的」と形容。
✔新しいタイプのIPEFにはマーケット・アクセス（関税引下げ交渉）規定が盛り込まれない
(タイUSTR代表) .
そのため交渉が順調に進んでも農産物や⼯業品などの有形財の域内貿易が⼤きく拡⼤する⾒
込みは少ない。
✔中国は、IPEFが⽶国による脱中国の取組みをインド太平洋全域へ広げるものと批判する。
✔インドは、IPEFとBRICSの両⽅から、⾃国の資源エネルギーのサプライチェーンの強靭化
を強化できる。
✔ IPEFの交渉参加国数が今の14カ国から⼤きく増える可能性は⼩さい。
➡途上国の中には、IPEFへの参加が、中国との関係を悪化させる要因になりうると⾒るケースがある。
例えば、2022年６⽉にバングラデシュ政府が、IPEFの「サプライチェーン」と「グリーン経済」(脱炭素
化)の２分野に関⼼がある旨を⽶国政府に⽰した直後、中国政府は「バングラデシュと中国の信頼関係を
損ねる」と威嚇的な声明を出している（後述）。
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✔次期⼤統領選挙を2024年の秋に控えるバイデン政権には、IPEFの署名および発効を、
任期満了（2025年１⽉20⽇）の前までに全て完了させるのがベスト。
➡そのため、⽶国議会の承認に多⼤な時間を要する⼤統領貿易促進権限（TPA）の取得
が必須の条件とされるマーケット・アクセス規定は、今後のIPEF交渉でも盛り込まれる
可能性は低い。
✔バイデン政権としては当⾯、
⽶国内向けには、IPEFが国内雇⽤の海外移転を伴うものではないこと、ジェンダー問題
や中⼩企業⽀援にも貢献すること、およびアジア太平洋地域のデジタル・エコノミー協定
（仮称）を⽶国が主導する枠組みであること、等をアピールし、
対外的には、IPEFが（コロナ後の経済回復が急務な）途上国を含む参加国のサプライ
チェーンの強靭化に資すること、そのための⽶国企業による域内途上国向けの直接投資拡
⼤、および貿易円滑化や脱炭素化のための経済・技術⽀援、等をアピールするものと推察
される。
✔バイデン政権は、今年５⽉のIPEF構想の⽴ち上げ直後、６⽉に⽶州全域（北⽶及び中
南⽶）をカバーする同様の構想をAPEP（Americas Partnership for Economic Prosperity︓
経済的繁栄のための⽶州パートナーシップ）構想を⼤統領⾃ら発表。
➡中国の「⼀帯⼀路イニシアティブ」（Belt and Road initiative︓BRI）に代表される中南
⽶諸国との経済連携強化が進むことへの、⽶国の危機感が背景にある。詳細は後掲。

IPEFの構成

共同議⻑
キャサリン・
タイUSTR代表

柱１︓貿易(Trade)

労働、環境、デジタル経済、農業、透明性と良き規制慣⾏、競争政
策、貿易円滑化、インクルーシビティ、技術⽀援と経済協⼒

柱２︓サプライチェーン(Supply Chains)

ジーナ・レモンド
商務⻑官

クリティカル分野と財の基準構築、クリティカル分野と財における
強靭性と投資の拡⼤、情報共有と危機対応メカニズムの構築、サプ
ライチェーンロジスティックの強化、労働者の役割改善、サプライ
チェーンの透明性向上

柱３︓クリーン経済(Clean Economy)

エネルギー安全保障と移⾏、優先的分野における温室効果ガス排出
削減、持続可能な⼟壌、⽔、及び海洋の解決策、温室効果ガス排出
のための⾰新的技術、クリーン経済への移⾏を可能にするインセン
ティブ、

柱４︓公正な経済(Fair Economy)

汚職防⽌、税、キャパシティビルディングとイノベーション、協
⼒・包括的コラボレーションと透明性、

柱１「貿易」について➡⽶国(Whitehouse Fact sheet)は、 IPEFの柱１「貿易」分野のデジタル・エコノミーの⾃由化のための必須要件として「データの⾃由な越境移動」と「コンピュータ設備
の現地設置要求（ローカライゼーション）の禁⽌」の２つを、組み込む意向。特に後者(ローカライゼーション規定)は、デジタル・データを(国際協定ではなく)国内法で管理する中国の取り組みを意
識した⽶国の対抗策と推察される。なお今後のIPEF交渉で,４分野(4つの柱)それぞれが１協定,合計で４協定となるのか、あるいは“１分野(1柱)が複数協定で構成されるのかは不明である。

国・地域

IPEF(14)

柱１

柱2

柱3

柱4

ASEAN(10)

CPTPP(11)

RCEP(15)

DEPA(3＋？）

JSI2020(86)

中国

加盟申請(21/9/16)

◯

加盟申請(21/11/1)

台湾

加盟申請(21/9/22)

◯
◯

◯

米国

◯

◎

◎

◎

◎

署名後に脱退

日本

◯

◎

◎

◎

◎

◯

韓国

◯

◎

◎

◎

◎

◯

インド

◯

⽋

◎

◎

◎

発効前に脱退

オーストラリア

◯

◎

◎

◎

◎

◯

◯

ニュージーランド

◯

◎

◎

◎

◎

◯

◯

◯

◯

シンガポール

◯

◎

◎

◎

◎

◯

◯

◯

◯

◯＊

タイ

◯

◎

◎

◎

◎

◯

マレーシア

◯

◎

◎

◎

◎

◯

インドネシア

◯

◎

◎

◎

◎

フィリピン

◯

◎

◎

◎

ベトナム

◯

◎

◎

ブルネイ

◯

◎

◎

◯

協議中(交渉前)
◯(交渉了:21/12/5)
◯(SADEA)

◯＊
◯
◯＊

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◎

◯

◯

◯

◎

◎

◯

◯

◯

◎

◎

◯

◯

◯

◯
◯

◯

ラオス

◯

◯

カンボジア

◯

◯

ミャンマー

◯

◯

◯

カナダ

◯

メキシコ

◯

◯

ペルー

◯

◯

チリ

◯

フィージー
英国
エクアドル

◯

◎

◎

◎

協議中(交渉前)

◯

◯

◯

◎
加盟申請(21/2/1)
加盟申請

◯(署名済:22/2/25)

◯
◯

IPEFから得られる具体的な経済利益は︖
現時点(10⽉時点)で、IPEFの経済効果を⽰唆するものは⾒当たらない。これは、
第1に、伝統的なWTO枠内(GATT第24条)のRTAでは,RCEPやCPTPPのように,マー
ケット・アクセス規定(関税の引下げ・撤廃約束)を組み込むのに対し,IPEFにはそれが
組み込まれないため。
第2に、IPEFの⽬的が,参加国間の経済安全保障の確保(域内サプライチェーンの強靭
化)にあって、貿易効率化・貿易利益の拡⼤ではないため。
なお、IPEFでは、途上国向けに先進国側がデジタル・スキルアッププログラムを提供
する Inside U.S.(8 Sep.2022).
同様のプログラムは、WTO電⼦商取引に関する有志国間会合(JSI)の(⽇本、豪州、シ
ンガポール3カ国による)共同議⻑国宣⾔にも明記あり。(WTO/JSI:June 2022)
✔ レモンド商務省⻑官は、IPEF交渉に参加する具体的な経済利益(tangible economic beneﬁts)が⾒え難いという途上国側からの意⾒に応えて、⽶国内に本社
のあるアマゾン、アップル、IBM、グーグル、セールスフォース(selesforce)、及びマイクロソフトを含む計14社が、IPEFスキルアップ・プログラム
(Upskilling Initiative)の下で、今後10年間(2022〜2032年)にわたってIPEF参加の途上国の若い世代を含む⼥性(約500〜700万⼈)や現地の中⼩企業を対象にデ
ジタル・スキルの教育トレーニング・プログラムを実施する旨を約束していると述べた。
✔ レモンド⻑官は、デジタルのスキルアップ教育プログラムの対象国を、”IPEFパートナーズ” と名付けて、ブルネイ、フィージー、インド、インドネシア、
マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの８カ国が対象になるとした。
✔なお、IPEF域内のデジタル・ネットワーク市場へ、IPEF加盟国の中の(インドも含めた)途上国の中⼩企業が参⼊できるようにするには、IPEFのデジタル・エ
コノミー協定(仮称)に、域内デジタル市場の独占化を制限するいわばデジタル独占禁⽌法を組み込む必要がある(仮説)。
✔ ⽶企はある(仮説)。カトラー (Wendy Cutler,2022)は、「東南アジアの国々は、中国に進出している⽶国企業の移転先として (直接投資の形で) ⾃国がこれ
を受け⼊れることで経済成⻑と開発が進む期待を抱いてIPEFに参加したのではないか」と⾒る。
カトラーは、USTRに28年間の勤務歴があり、GATTウルグアイラウンドの交渉、⽇⽶半導体協定(1991年)の締結交渉を経てUSTRを退職した後、2015年より
ASPI(Asia Society Policy Institute)に勤務。
CSIS(6 June 2022)"Pawn or King,The Fututer of the IPEF and Economic Statecraft in Asia",pp.8-12. <https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public /publication/220607_Chessboard_Pawn_King.pdf?0gFwzMbxdStI32zrK78ZPXeAc787fZN5>
業のIPEFスキルアップ・プログラムへの貢献は、⽶国政府にそのようなルールを設けさせないためのロビーング活動の可能性

⽶国内の製造業の雇⽤を守るIPEF
⽶ 国 第 ⼀ 主 義 を 掲 げ た ト ラ ン プ 前 政 権 （ 2017 年 １ ⽉ 〜 2021 年 １ ⽉ ） は 、
NAFTAを、⾃動⾞産業を含む⽶国内の雇⽤の保護を意識した内容へ改訂し、名称
を新たにUSMCAへ変更した。
バイデン政権も、IPEFの下で(⾃動⾞を含む)製造業の雇⽤を守る⽅針。
✔ IPEFの⽴ち上げ宣⾔(5⽉23⽇)から約３ヶ⽉後の2022年８⽉10⽇、タイUSTR代表は
全⽶鉄鋼労働組合の集会(United Steelworkers Constitutional Convention)で、バイデン政権の
貿易政策についてスピーチを⾏った。
✔その中で、伝統的なWTO協定下での⾃由貿易協定では、労働コストをめぐる域内国間の
コスト競争によって、⽶国の雇⽤が失われるケースが⽣じるが、IPEFでは⽶国の労働者の
雇⽤環境が悪化したり、雇⽤の海外移転が⽣じことはないこと、および⺠主党バイデン政
権下のIPEFが、製造業分野での国内雇⽤の維持を前提としている旨を述べた。＊
✔他⽅、IPEFの柱１「貿易」分野では、デジタル・エコノミー(デジタル貿易)の域内共通
ルール化(high-standard rules of the road in the digital economy)を⽬標に掲げている。＊＊
域内のデジタルルールが⾼いレベルで共通化されれば、デジタル産業分野では、⽶国内の
デジタル関連の雇⽤がIPEF域内の途上国へ移転する可能性はある。
資料)＊https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speeches-and-remarks/2022/august/remarks-ambassadorkatherine-tai-2022-united-steelworkers-constitutional-convention
＊＊ https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/september/indo-pacific-economic-frameworkprosperity-biden-harris-administrations-negotiating-goals-connected

インドのIPEF 柱１「貿易」への参加は︖
✔⽶国は、①「データの越境移転の⾃由化」、②「データのローカライゼーション要
求の禁⽌」の⼆つを、IPEFのデジタル・エコノミー協定(仮称)に組み込む意向。
➡white House ファクト・シートより

✔インドが、柱1「貿易」分野への正式参加を⾒送った⼀因は、これら⼆つ(①②)に関
わる現⾏PDPB(個⼈情報保護法案)が、国会で審議中のため。
➡Inside U.S.Trade(23 May 2022)”India seen as key IPEF counterweight to China -- but not on trade”

✔現在、インド国会では、⽶国などの意⾒をもとに作成された修正案リストを参考に
同PDPBが審議中・・・(来年2023年早々に国内法として発効予定)
✔もし、審議の結果、⽶国案(上記①＆②)に近い内容へ変更されれば、インドは2023
年早々にIPEFの柱１「貿易」へ正式参加もありうる︖
✔逆に、もし新法が、従来の案と同じく、データの⾃由移動を規制する内容ならば、
インドはIPEFの柱１「貿易」分野の交渉には正式参加せずに、発⾔権のないオブザー
バー資格で同席か︖
✔ インドでは現在、⽶国の政府（USTR）や⺠間ビジネス界からの指摘を受けて、PDPB（個⼈情報保護法案）の再審議が
⾏われている。もともと（2019年）のPDPBには、個⼈情報の⾃由な越境移動を規制するルール（データ・フロー規制）と
インド国内で収集された全ての重要情報をインド国内のサーバーへ留保するルール（データ・ローカライゼーション規制）
が盛り込まれていたが、これらの規定が再審議の中で撤廃されるのか否かは不明である。
再審議中の新たな案では、規制の対象が（発信者を特定できる）個⼈情報だけでなく、匿名化された個⼈情報も規制の対象
となるため、今の名称「PDPB」から“個⼈”（personal）を削除して、DPB（情報保護法）へ変更された上で、国⺠からの意
⾒聴取を経て2023年には発効するものと⾒られる。

中国のIPEF批判
中国政府は、TPP（当時）から離脱した⽶国が、現在のCPTPPへ復帰せずに、
新たにIPEFを⽴ち上げるなど、APEC（21メンバー）が理想と掲げるFTAAP
（アジア太平洋⾃由貿易圏）の実現を妨げているとして、
バイデン政権のIPEFは、アジア太平洋地域の国々を分断させる、と強く批判。
➡資料︓Global Times（19 May 2022）“What is the IPEF”

✔ 環球時報（英語名︓Global Times）は、バイデン⼤統領のIPEF⽴上げ表明（５⽉23⽇）に先⽴つ
５⽉19⽇付で、IPEFがアジア太平洋地域の国々と中国市場の分断（decouple）を意図したものであ
り、IPEFメンバー国の国内ルールを⽶国の(労働雇⽤の基準など)「ハイレベルな基準」に適合させる
と⾮難する。
✔さらに同時報は、ASEANの10カ国の中で、カンボジア、ラオス、ミャンンマー、およびブルネイ
の４カ国がIPEFに参加しないと⾒ていたが、実際のIPEF⽴上げ当⽇には、ブルネイが参加したこと
で、ASEAN未参加の国はカンボジア、ラオス、ミャンマーの３カ国だけになった。
✔バイデン⼤統領によるIPEF⽴上げ宣⾔の２⽇後(５⽉25⽇)、中国の外務省報道官（Wenbin
Wang︓汪⽂斌）は、IPEFがアジア太平洋地域の国々を中国経済から分断させ、⽶国主導の貿易ルー
ルに適合させようとする政治的な意図の産物であると述べた.
✔中国政府（外務省）は、⽶国は⾃由で開かれたインド太平洋を⽬指すと⾔いながら、実際には同地
域を分断して“5-4-3-2-1”グループを形成し、⽶国を中⼼とする同盟国のグループ作りを進めている
として強く⾮難する。
中国のいう「5」とは、英国、⽶国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの５カ国による機
密情報共有の枠組み（Five Eyes）のことであり、「4」は、⽇本、⽶国、オーストラリア、インドに
よる対中抑⽌のための戦略的対話グループ（QUAD）、そして「3」は、オーストラリア、英国、⽶国
の軍事同盟（AUKUS）、「2」は既存の２国間同盟、そして最後の「1」がIPEFを指している。

IPEFと類似の地域枠組み

BRICSとIPEF
IPEFの⽴ち上げ宣⾔(5⽉23⽇)の直後、2022年６⽉９⽇に、オンラインで第
12回BRICS経済・貿易担当相会議(議⻑国は中国）が開催された。
同会議では、デジタル・エコノミー(Digital Economy)、貿易と投資、サプ
ライチェーンでの協⼒、多数国間体制の⽀持、などを含むBRICSの５カ国
（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）の協⼒関係の強化について
の合意がなされた。
デ ジ タ ル 分 野 で は 、 BRICS デ ジ タ ル ・ エ コ ノ ミ ー 連 携 枠 組 み （ BRICS
Digital Economy Partnership Framework）なる宣⾔⽂が出され、５カ国
が、今後のグローバルなデジタル・エコノミー分野のルール構築に向けて協⼒
すること、およびそのための作業グループを設置することが宣⾔された。
同宣⾔では、コロナ禍での経験を踏まえて、BRICSメンバーのサプライ
チェーンの協⼒強化を図るとしている。
インドは、IPEFとBRICSの両⽅に加わることで⾃国の資源エネルギーのサプ
ライチェーンの強靭化の確保が可能︖。

IPEFとAPEP （Americas Partnership for Economic Prosperity︓経済繁栄のための⽶州パートナーシップ）
🔴IPEF⽴ち上げ(2022年５⽉23⽇)の翌⽉(6⽉６〜10⽇)の第９回⽶州サミット(議⻑国は⽶国,於:ロ
サンゼルス)の３⽇⽬(６⽉８⽇)に,バイデン⼤統領⾃らがAPEP構想を発表。
➡同サミットの標題は”持続可能で強靭かつ公平な未来の構築” (Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future) 。

🔴【APEPの趣旨】
⺠主主義国家の結束
➡中国(⼀帯⼀路イニシアティブ, Belt and Road Initiative︓ BRI）への対応。
資源サプライチェーンの強化
➡コロナ禍およびロシアのウクライナ侵攻。
参加国の底上げ(race to top)を⽬指す ➡APEFは既存諸協定の包括枠組み協定であり,新たな協定作りはない。
🔴APEPの基本的な枠組みはIPEFとほぼ同じ。下記、５つの柱。
(1)経済と投資の活性化,(2) サプライチェーンの強靭化,(3)公共インフラ投資の拡⼤,
(4)クリーン・エネルギー産業の創出,(5)持続かつ包括的な貿易とデジタル・エコノミー。
🔴APEPとAPEP共にマーケット・アクセス規定がない➡⼀部の国々(エクアドル,ウルグアイ)は失望の声。
⽶国議会にはバイデン政権のAPEP交渉の情報公開が不⼗分として⽶国議会及び関係利害団体との密接な協議を求める声あり。
APEPのさらに具体的・詳細な内容は、 2022年秋に開催予定の正式交渉による。
APEP構想が発表された⽶州サミット（Summit of the Americas）は、中南⽶を含む南北アメリカ全体の包括的な⾃由貿易協定の締結を⽬指して、第１回
「⽶州サミット」が1994年に当時の⽶国クリントン⼤統領の下で開催(於︓⽶フロリダ州・マイアミ) 。同サミットの理念は,“⺠主主義の価値共有,および⽶州
諸国の国⺠の⽣活向上と資源保護(保全)のための貿易・通商の拡⼤による経済成⻑と繁栄”
⽶州サミットは、おおよそ３年ごと（1994、1998、2001、2005、2009、2012、2015、2018、2022年）に開催され、今回（第９回）⽶国が議⻑（ホス
ト国）となるのは、初回（1994年）のサミット以来となった。1994年以来、中国は中南⽶諸国との２国間協定を締結し、2022年現在、同地域の21ヵ国が
BRICのメンバーである。2000年当時の中南⽶諸国の中国向け輸出は、全体の1.3％に過ぎなかったのが2020年には15％に拡⼤している。今⽇、アルゼンチ
ン、ブラジル、チリの最⼤貿易相⼿国は中国。
* Barnes/Richardson Global Trade Law(14June 2022) “APEP Agreement Launched”https://www.barnesrichardson.com/americas-partnership-for-economic-prosperity-agreement-launched

APEPへの参加国、予想

注) 中南米のBRI
メンバー(21カ国)

⽶国とのRTA
(地域貿易協定)

APEPへの参加
可能性が⾼い国

CAFTA-DR

ドミニカ共和国＊
コスタリカ＊
エルサルバドル＊

US-チリ

チリ＊

US-コロンビア

コロンビア

US ‒パナマ

パナマ＊

US-ペルー

ペルー

USMCA

カナダ＊➡IPEFへ

RTA⾮締約国

アルゼンチン＊
ブラジル＊
コロンビア＊
エクアドル＊
ハイチ＊
パラグアイ＊
ウルグアイ＊

Argentina
Antigua and Barbuda
Barbados
Bolivia
Chile
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guyana
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Suriname
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela, RB

ホンジュラス
グアテマラ
ニカラグア

(?)⬅メキシコ

参考：
10⽉24⽇現在、APEP への参加を
正式に表明した国はないと⾒られ
るが、下記の諸事項(①②)より、少
なくとも15または16の国が参加す
る可能性がある。
①APEPは、既存の地域諸協定の全
体の底上げまたは調和化を⽬指す
とされる。 (左欄参照)
②第９回サミットで⽶国(USTR)が
発表した“Declaration on Good
Regulatory Practices (良い規制慣
⾏に関する(共同)宣⾔”は、APEPの
⾻格と⾒られるが、これには⽶国
に加えて13カ国(左欄の＊印)が署
名すみ。
中南⽶のBRI(⼀帯⼀路) メンバー総計
21カ国のうち、10カ国(左欄の下線)
がAPEP参加の可能性あり。

計15カ国(+メキシコ16カ国)

APEPのデジタル規定がIPEFと同⽔準になる可能性は低い(仮説)
第９回米州サミットで米国(議長国)は、キューバ、ニカラグア、ベネズエラの3カ国が、米州民主主義憲章(Inter-American Democratic Charter)
の趣旨に合致しないとして、サミットへの招聘状を出さなかった。ボリビアとエルサルバドルは自らの意志で欠席した。筆者作成。資
料)https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/など。

IPEFとTTC

(US-EU Trade and Technology Council︓⽶EU貿易技術評議会)

TTCは,EU側の提案によって2021年６⽉に設置合意された。
【位置付け】 ⽶・EUに共通する貿易(trade)と技術(technology)に関する通商課題の
調整と協⼒を⽬的とした外交フォーラム(diplomatic forum) 。
➡半導体を含むサプライチェーン確保の問題、倫理規定が曖昧なAI(Artiﬁcial
Intelligence,⼈⼯知能)やバイオ技術の分野など。
➡それらは10のTTC作業部会(Working Group1〜10)の下で進⾏中(別掲参照)。

なおTTCでは、ウクライナ侵攻のロシアに対する技術の輸出規制、および貿易
規制措置も扱う。

【PEFとTTCの相違点】両者には枠組み構成に類似点が多いが、相違点が２つ。
相違点１) TTCには、そもそも途上国の参加を想定していない。よって、IPEF柱
４ 「公正な経済」に相当する作業部会(WG)がTTCにはない。
➡IPEFの柱4には、途上国の参加を想定した「汚職・マネーロンダリング」対策が含まれる。

相違点２) TTCには,個⼈データの保護規定を⽶EU間で共通ルール化する作業部
会(WG)がない。他⽅,IPEF(柱１「貿易」)は,①「データの⾃由な越境移動」と,②
「データ・ローカライゼーション要求の禁⽌」の規定がルール化される⾒込み。

➡元々、⽶EU間には個⼈情報の⾃由な越境移転を可能にするデータ保護規定(Privacy shield)法があった
が、2020年7⽉、欧州裁は、⽶情報機関がEU側から移転される個⼈情報を無断で監視・閲覧しているとし
て、同法が無効(違法)と判断。そのためデータ保護規定が再検討され、2022年３⽉に基本合意に⾄った
TTC第3回会合は、今年12⽉予定。

IPEFの「4つの柱」とTTCの「10の作業部会」の関係
IPEF

TTC

タイトル

柱1 貿易(trade)

⽶国の担当省
(Departments)
USTR

タイトル
WG1

技術標準化の協⼒
(Technology Standards cooperation)

商務省

CONNECT
GROW

WG4

ICTSの安全保障と競争
(Information and Communication Technology and Services
Security and Competitiveness)

国務省
商務省

CONNECT

WG5

データ・ガバナンス
(Data Governance and Technology Platform)

⼤統領府

JUST

WG9

中⼩企業のデジタル技術へのアクセスと使⽤促進
Promoting SME Access to and Use of Digital Technologies)

商務省

GROW
CONNECT

サプライチェーンの安全保障
(Secure Supply Chains)

商務省
国務省

TRADE
GROW
CONNECT

国務省
USTR
エネルギー省

CONNECT
CLIMA
GROW

WG6 サイバー攻撃・情報遮断対策
(Misuse of Technology Threatening Security & Human Rights)

国務省

CONNECT
EEAS
JUST

WG7

商務省
国務省

TRADE

財務省
国務省

TRADE

USTR

TRADE

柱２ サプライチェーン

商務省

WG3

柱３ クリーン経済

商務省

WG2

柱４ 公正な経済

商務省

(Supply Chains)

(Clean Economy)

(Fair Economy)

⽶国側の担当省 EU側の担当総局
(Departments) (Directorates General)

気候変動とクリーン技術(Climate and Clean Tech)

該当のWGなし

WG8

輸出管理協⼒(Export Controls Cooperation)
対内投資へのスクリーニング協⼒
(Investment Screening Cooperation)

WG10 グローバルな貿易問題への取り組み
(Global Trade Challenges)

注)「IPEFはTTCがカバーする分野と⽬的に似ている」(タイUSTR代表、inside U.S.(12 jan.2022) ) TTCは10の作業グループ(WG)で構成。 TTCでは既に IPEFの柱４「公正な経済」を除く柱１〜3の分野に
ついてIPEFの発⾜前から検討が進⾏中。CONNECT=通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局(Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology)、GROW=域内市場・産業・起
業・中⼩企業総局(Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs ) 、 JUST=司法・消費者総局(Directorate-General for Justice and Consumers) 、TRADE=通商総局
(Directorate-General for Trade)、 CLIMA=気候⾏動総局(Directorate-General for Climate Action),EEAS=欧州対外⾏動サービス局(European External Action Service),資料︓PIIE(24 Sept,2021)”What
is the US-EU Trade and Technology Council? Five things you need to know”. Atlantic Council,GeoEconomics Center(Sept.2022)”TTC,IPEF,and the Road to an Indo-Pacific Trade Deal”筆者作成.

WTO協定とIPEFの関係

WTO枠内の地域貿易協定とIPEFは何が異なるか?
2001年にスタートしたWTOドーハ・ラウンドは今も終結の兆しがない。
他⽅で、昨今の”⽶中対⽴”、”コロナ禍・ロシアのウクライナ侵攻による半導体や資源・
エネルギーのサプライチェーン分断” などの中で、既存のWTO/⾃由貿易体制の改⾰、あ
るいは異なる枠組み作りが模索される可能性もある。IPEFはその流れに沿ったものなのか
どうか。︖
そのことを、⿃瞰する試みとして、ここでは次の四つのタイプを想定する。
第１は、WTO無差別原則の下で「多数国（マルチ化）の枠組み」を志向するタイプ

・・・基本理念

第２は, WTO無差別原則の例外規定の下で「複数国間(地域化)の枠組み」を志向するタイプ
例︓RCEPやCPTPP
・・・現実
第３は、WTOが⽬指す⾃由貿易の理念に基づく「市場経済化の枠組み」を志向するタイプ・・・基本理念
第４ は、WTOが⽬指す⾃由貿易の理念とは相反する,⾃国内や地域内の秩序維持に重点をおく「経済安
全保障化の枠組み」を志向するタイプ。
・・・現実?
これら4つのタイプの関係は、
マルチ化(multilateralization)と地域化(regionalization)は相反する(両⽴しない) ,及び
市場経済化(globalization)と安全保障化(securitization)は相反する(両⽴しない)。
例えば、IPEF(14カ国)が共通⽬標とする柱２「サプライチェーン」の強靭化は、安全保障の強化と地域
化の拡⼤(加盟国の増⼤)を同時に進化させることで確保される (第III象限)。

WTOの基本理念と例外規定
WTOの基本理念は、無差別原則の下、全加盟国(多数国)間の ⾃由貿易(市場経済)の維
持拡⼤。➡WTO設⽴の⽬的などを定めたマラケシュ協定の前⽂参照
他⽅、WTOは、無差別原則の例外として次の２点を認めてきた。
第⼀は 複数国によるRTA(地域貿易協定)の形成。
➡ GATT第24条＆GATS第5条に定めがあり、2000年代初めより急増した。
第⼆は、安全保障を理由とする⾮⾃由貿易化。
➡2018年3⽉には、トランプ政権下で安全保障上の脅威を理由に通商拡⼤法232条に
基づく⾮⾃由貿易的な措置として,鉄鋼・アルミ両産品への追加輸⼊関税措置を発動。
WTOの基本原則
WTOの
基本理念

無差別原則

無差別原則の例外
WTOの
例外規定
注)

多数国間(マルチ)

市場経済(⾃由貿易)

GATT第1条(最恵国待遇)
GATS第2条(最恵国待遇)

WTO設⽴協定の前⽂

複数国間(地域統合)

(経済)安全保障

GATT第24条(地域貿易)
GATS第5条(経済統合)

GATT第21条
(安全保障のための例外)
GATS第14条２項
(安全保障のための例外)

マルチ化
164カ国
GATT/WTO
多数国間交渉

II

I
市場経済化(グローバル化)

安全保障
III

IV

関税の撤廃率100%
CPTPP
(11)

IPEF
(14カ国)

RCEP
(15)
15カ国
地域化

マルチ化(multilateralization)と地
域化(regionalization) ,及び
市場経済化(globalization)と安全保
障化(securitization)は、
それぞれ相反する(両⽴しない)。
例えば、IPEF(14カ国)が共通⽬標
とするサプライチェーンの強靭化
は、安全保障と地域化を同時に進化
させるものである(第III象限)。

IPEFのデジタル・エコノミー

IPEF⽴ち上げ宣⾔の当⽇(5⽉23⽇)、⽶⼤統領府が公開したファクト・シート
Pillar 1 Connected Economy:
Pillar 2 Resilient Economy:
Pillar 3 Clean Economy:
Pillar 4 Fair Economy:

柱1 連結経済
柱2 強靭な経済
柱3 クリーン経済
柱4 公正な経済

Pillar 1 Connected Economy:

柱1 連結経済

On trade, we will engage comprehensively with our
partners on a wide range of issues.
We will pursue high-standard rules of the road in the
digital economy, including standards on cross-border data
flows and data localization.
We will work with our partners to seize opportunities
and address concerns in the digital economy, in order to
ensure small and medium sized enterprises can benefit
from the region’s rapidly growing e-commerce sector,
while addressing issues is such as online privacy and
discriminatory and unethical use of Artificial Intelligence.
We will also seek strong labor and environment
standards and corporate accountability provisions that
promote a race to the top for workers through trade.

貿易に関して、我々は、広範囲な問題について我々の
パートナー諸国と共に包括的に関与を進める。
我々は「越境データ・フロー」と「データ・ローカライ
ゼーション」の基準を含む、デジタルエコノミーにおける
⾼い基準のルールを追求する。
我々は、中⼩企業が、当該地域の急速に成⻑する電⼦商
取引セクターから恩恵を得られるように、デジタル・エコ
ノミーにおける機会の確保と関⼼への取り組みを進めるた
めに、パートナー諸国と共に作業を⾏う。その際に、取り
組むべき問題には、オンライン上のプライバシー、そして
AI(⼈⼯知能)の差別的かつ⾮倫理的な活⽤、などがある。
我々は、また、強⼒な労働と環境の基準、および、貿易
を通じた労働者のための基準引き上げ(a race to the top)を
推進する企業の説明責任の規定を探究する。

当初の柱１”Connected Economy” の重点は、デジタル・エコノミーの域内標準化にあったと推察される。その後、9⽉8-9⽇の閣僚会議では、柱１ “Connected
Economy(Trade)” と記され、①労働、②環境、③デジタル・エコノミー、④農業、⑤透明性と良い規制慣⾏、⑥競争政策、⑦貿易促進、⑧包括性、⑨技術⽀援と経済協⼒、
の９つの標題に区分された。その結果、柱１の重点であるはずの”デジタル・エコノミーの域内標準化”の位置付けがやや低下した。

バイデン政権は、IPEFの柱１「貿易」にデータローカライゼーションを組み込む意向
FACT SHEET: In Asia, President Biden and a Dozen
Indo-Paciﬁc Partners Launch the Indo-Paciﬁc
Economic Framework for Prosperity
MAY 23, 2022•STATEMENTS AND RELEASES
•Connected Economy: On trade, we will engage
comprehensively with our partners on a wide range of
issues. We will pursue high-standard rules of the road in
the digital economy, including standards on cross-border
data ﬂows and data localizaEon. We will work with our
partners to seize opportuniEes and address concerns in
the digital economy, in order to ensure small and
medium sized enterprises can beneﬁt from the region’s
rapidly growing e-commerce sector, while addressing
issues is such as online privacy and discriminatory and
unethical use of ArEﬁcial Intelligence. We will also seek
strong labor and environment standards and corporate
accountability provisions that promote a race to the top
for workers through trade.
上記は、IPEF⽴ち上げ当⽇に⼤統領府(ホワイトハウス)が公開し
た⽂書の中の、柱1「貿易」(connected economy)の抜粋。
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indopacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/

MINISTERIAL TEXT FOR TRADE PILLAR OF
THE INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY
Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

Pillar I ‒ Connected Economy (Trade)

Digital Economy. Advancing inclusive digital trade by: building
an environment of trust and confidence in the digital economy;
enhancing access to online information and use of the Internet;
facilitating digital trade; addressing discriminatory practices; and
advancing resilient and secure digital infrastructure and
platforms. We will work to promote and support, inter alia: (1)
trusted and secure cross-border data flows; (2) inclusive,
sustainable growth of the digital economy; and (3) the
responsible development and use of emerging technologies. We
acknowledge the rapidly evolving nature of digital technology
and the need for flexibilities to achieve public policy objectives,
including protecting the rights and interests of our diverse
communities. We will share best practices on regulatory
approaches and policy issues in this dynamic area of the
economy and cooperate on a range of issues, including business
promotion, standards, and MSMEs and start-ups.
上記➡IPEF 2022年９⽉の閣僚会議での閣僚声明⽂の中の柱１ 「貿易」 の中の「デジタル・エコ
ノミー」部分のみ抽出したものこれは、７⽉にbilaterals がリークしたstatement とは若⼲、異な
る。7⽉のstatementには、 cross-border data flowsもデータローカライゼーションも含まれていない。

IPEFの柱１「貿易」
柱１「貿易」の中で、⽶国が最も重要視するのは「デジタル・エコノミー」のルール化
✔ IPEFの４分野の中で、国際貿易と直接に関わるのは第⼀の柱のみ。
✔バイデン⼤統領がIPEFの⽴ち上げ宣⾔を⾏った同じ⽇(2022年5⽉23⽇)に公開された⽶国
⼤統領府の公式サイト（ファクト・シート）は、IPEFの柱1を「貿易」(Trade)ではなく「連結
経済」(Connected Economy)と標記し、その内容は➡
①「データの越境移転及びデータ・ローカライゼーションの標準化を含むデジタル・エコノ
ミーにおける⾼い標準化を追求すること。
②当該地域において急速に成⻑する電⼦商取引の分野から得られる恩恵を中⼩企業が得られ
るように、デジタル・エコノミーにおける諸機会を確保し、諸問題に加盟国間で協⼒して取り
組むこと、
③オンライン・プライバシー,デジタル格差、⼈⼯知能（AI）のような事項に取り組むこと」
とあり、全体的にデジタル・エコノミーへの⾔及に⼤きくスペースが裂かれていた。
✔その中では「労働や環境・気候変動の共通ルール作り等」にはほとんど⾔及がなかった。
✔後⽇に公開された他の⽶国政府(USTR、商務省)サイトでは、柱１の標題が「貿易」
(Trade)へ変更されて、内容に占めるデジタル・エコノミーへの⾔及は減少し、気候変動や労
働など他の諸事項と均等な内容となった。
✔柱１「貿易」には「⽇⽶デジタル貿易協定」に似てマーケット・アクセス規定がない。

デジタル・エコノミーの共通ルール作りでは、CPTPPの第14章「電⼦商取引」、「⽇⽶デジタル貿易協定」、およびUSMCAの第19章「デジ
タル貿易」の３つに加え、DEPA（後述）が参考になると推察される。

デジタル・エコノミー分野のアーリー・ハーベスト(早期決着)議論
⼀部のIPEF参加国、および⽶国のハイテク業界の中には、
➡デジタル・エコノミー分野だけを先⾏してルール作りを進めるべき
(=アーリーハーベスト)とする意⾒あり。
⽶国政府(タイUSTR代表)は、
➡⽶国務省主催のオンライン記者会⾒(9⽉18⽇)で、柱１「貿易」のデジタル・
エコノミーのルール交渉を先⾏させることは時期総称(premture)であると述べ、
バイデン政権として、当⾯はデジタル・エコノミー分野の交渉だけを分離して進
める意向がないと明⾔.
ロバート・タナーUSTR電気通信・電⼦商取引担当は、
➡デジタル・エコノミーが、IPEFの四つの「柱」全てを横断する分野であるた
め、デジタル・エコノミーの分野だけを先⾏してルール化すれば、バイデン政権
が重視する「労働」と「環境」の両分野を犠牲にして、デジタル企業の利益を優
先することになると述べる。
資料) (Robert Tanner,2022)

Inside U.S.(22 Sep.2022)

Inside U.S.(13 Oct.2022)

IPEFの「データ・ローカライゼーション要求の禁⽌」規定
✔⽶バ政権は IPEF(柱1)”貿易”のデジタル・エコノ
ミー(協定)に”データ・ローカライゼーション要求禁
⽌”規定を定める模様。
下記③が対象。
✔これは中国の国内法(デジタル規制ルール)をアジア
太平洋の共通ルールにさせないための⼯夫と⾒られ
る。
中国の国内法(ネットワーク安全法,第37条)は「重
要情報インフラ運営者が中国国内で収集・発信した
個⼈情報及び重要データ**は、中国国内に保存せね
ばならない」旨を定める。➡データ・ローカライゼー
ション(DL)

データ・ローカライゼーションの3タイプ
(①②③)***
① 企業によるデータの越境移転は⾃由、
ただし、データのコピーを国内に保存
・・・例︓スウェーデンの国内会計法

② 企業によるデータの越境移転は⾃由、

ただし特定情報(個⼈情報など)の越境移転は本⼈の同意な
ど⼀定条件を課す・・・⽇本やEU

③

政府が認定した企業は、該当するデータ
(個⼈情報及び重要データ)を国内に保管。
・・・中国のネットワーク安全法(37条)

*USTR(2022) National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers
**同法の「重要データ」の定義は曖昧
***OECD(June 2022)”Trade Policy Paper”

今後のIPEFのデジタル交渉に影響をあたえる要因
１)⽶国バイデン政権の、①越境移動の⾃由化、②データローカライゼーション要求の禁
⽌をIPEF(柱１の「貿易」）に組み込むタイプのデジタル戦略は、 (国家安全保障の下で
データを管理する)中国の国内法とは対⽴する。
２)デジタルの個⼈情報は、EUのGDPR(⼀般データ保護規則)タイプが主流になってい
る。
プライバシー保護の優先順位が低かった中国も、GDPRに準拠する国内法を発効し
た。インドも同様。
３) EUでは、GAFAに代表される巨⼤プラットフォーム企業の独占的活動を、独禁法で規
制する⽅向にある。
４)他⽅、デジタルプラットフォームの分野では、国境を超えて⼤規模化することが⽣産
効率・情報の多様化などのメリットが⼤きい、という考え⽅もある。
５)⽶国でも、バイデン政権になってから⽶国内のデジタルプラットフォームを規制する
国内独禁法の動きがある。
６)IPEFが参加国の拡⼤を⽬指すのであれば、⽶国主導(GAFAによる)のデジタル市場の
拡⼤を後押しするような仕組みとは異なる仕組みが望まれる。
そうでなければ、途上国は(インドを筆頭に) IPEFへの参加をためらうに違いない。

デジタル貿易のルール化から⾒れば、 IPEFは、 CPTPP＋”経済安全保障に基づく域内サプライチェーン強化”?

まとめ
その１： IPEFは域内の経済安全保障の確保を⽬指すものであり、伝統的
なWTOの例外規定としてのRTA(地域貿易協定)とは異なる。
その２：⽶中の対⽴、コロナ禍、及びロシアのウクライナ侵攻、などは、
⾃由貿易の維持拡⼤を⽬指すGATT/WTOの⼤前提に揺らぎを与えた。
その３：デジタル・エコノミーの共通ルール化は、WTOの多数国間・複数
国間の交渉(=デジュール型)では成⽴困難である。
その４：国々の分断・対⽴が顕在化した状況下で、デジタルエコノミーの
共通ルール化を進めるためには、IPEF(柱１「貿易」)のような(デファクト
型) が現実的だが、そのためには国々の結束が求められる。

ご静聴
ありがとうございます

