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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。

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。
CRS (16 January 2020)”U.S.-Japan Trade Agreement Negotiations”<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11120>



⽇⽶デジタル貿易協定
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。
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図表-３ TiSA交渉
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図表-4



図表-5 電⼦商取引に関する共同声明
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。
経産省仮訳<https://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190125008/20190125008-2.pdf>



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
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図表-7

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)
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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)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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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)
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�ï*¶%4ë$"%�2wÈ+�������ìÔ��'
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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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