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免責事項
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このウェビナーシリーズは、RCEP協定に関する規定の解釈を意図したもので
はありません。また、このウェビナーで取り上げられている規定について法
的な助言や意見を提供するものでもありません。

このウェビナーの目的は、RCEP協定の一般的な理解を深め、分かりやすい解
説と一般的な説明を提供することです。

本プレゼンテーションは、特定の機関や政府の意見・声明を示すものではあ
りません。本プレゼンテーションに関するあらゆるコメントや参照は、発表
者に帰属します。



本日アウトライン
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政府調達に関する概要及び基礎知識

WTO政府調達協定（Government Procurement Agreement)

について

EPAにおける政府調達交渉の目的および重要性

RCEP 政府調達章の特徴と条文解説

CPTPP及び日ASEAN加盟国二国間協定等との比較

日ASEAN間の今後のビジネス上の影響及び課題について



政府調達に関する概要及び基礎知識
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1.  政府調達の市場規模 (対GDP比較) (*1)

*日本-13.3% 豪州-12.14%  NZ-14.39%  韓国-12.31%（OECD諸国平均9%)

*カンボジア-5.2% ラオス-7.9% マレーシア-7.0% フィリピン-7.8％
*インドネシア-2.9%  シンガポール-4.7%  タイ-6.2%

グローバル市場では対GDP比, 平均10~15% (*2)

ASEAN全体では対GDP比, 概ね5～8％

2.  政府調達に関するポイント
• 政府調達の国際貿易における市場規模。年間1.7兆米ドル市場と推定。
• 「関税および貿易に関する一般協定（GATT Article III:8a）」及び「サービスの貿

易に関する一般協定（GATS Article XIII:1）」から適用除外。
• 自国供給者を優遇し、外国企業を差別的に扱うことは、貿易障壁・非関税措置。保

護主義は市場での選択肢を制限し、公正競争を歪め、価格を高騰させ、経済効率性
を阻害する。

• 1970年代後半から「政府調達に関する協定」が交渉開始。「EU」や「NAFTA」の
地域経済協定の加盟国に対して、無差別原則や透明性等の基本的な規律が適用され、
交渉が加速。

• 付表に記載されている①政府機関（中央・地方・その他機関）による, ②物品, ③
サービス, ④建設サービスで、それぞれの基準額(*3)を超える調達が対象。

(*1) Gourdon, J. and V. Bastien (2019), ‘Government Procurement in ASEAN: Issues and How to Move Forward’, in Ing, L.Y., R. Peters and O.
Cadot (eds.), Regional Integration and Non-Tariff Measures in ASEAN. Jakarta: ERIA, pp.184
(*2) https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
(*3) https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku.html

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku.html


政府調達に関する概要及び基礎知識（２）
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3.  国際的な政府調達市場の自由化(*１)

1981年：最初の複数国間（プルリ）協定となる「東京ラウンドコード」と呼ばれる
「政府調達に関する協定」が発効。主に内国民待遇・無差別待遇・調達手続き及び透
明性に関する規則。中央政府による物品調達のみ対象。

1996年：「1994年政府調達に関する協定（GPA1994）」が発効。正式にはウルグア
イラウンド交渉とは別交渉。東京ラウンドコードを改正するのではなく、新規の協定。
地方自治体とその他機関が追加。サービス（建設サービス含む）調達が追加。苦情申
立機関の設置。オフセット(*2)を禁止。22カ国の締約国。

2014年：「政府調達に関する協定を改正する議定書（GPA2012）(*3)」が発効。
(1) 市場アクセスの拡大-改正に基づき年間８～10億米ドル拡大（600機関, カナダ地方
自治体, PPP, 基準額の引き下げ等）
(2) 協定条項のモダン化- 電子的手段の活用（Art.IV:3）。利益相反を回避し、腐敗行為
を防止する方法による透明性のある公平な調達（Art.IV:4）。中小企業の扱いに関する
ワークプログラム（Art.XXII:8）
(3) 途上国の協定加入に対する特別な待遇（Art.V）移行期間中の優遇措置。技術支援
及び能力開発の提供に関する検討（Art.V:8)

(4) ①国際貿易の一層の自由化及び拡大。②政府調達制度の信頼性及び予見可能性が、
公的資金の効率的かつ効果的な管理、締約国の経済の良好な運営に不可欠。③柔軟性
(*1) https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_milestones_e.htm
(*2) 契約締結の見返りとしてローカルコンテント、技術移転、投資、カウンター・トレード等を要求すること
(*3) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_milestones_e.htm


改訂議定書（GPA2012）について
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(1) GPA2012 参加国 : 48カ国（21 WTO加盟国 + 27 EU加盟国）
RCEP締約国：日本・韓国・豪州・NZ・シンガポール

GPAオブザーバー: 38 WTO加盟国
RCEP締約国：中国(GPA加盟交渉中)・インドネシア・マレーシア・
フィリピン・タイ・ベトナム

【残りのRCEP締約国：ブルネイ・カンボジア・ラオス・ミャンマー】

(2) 条文構成 (２２条 / 付属書４件）

付属書I

各国の適用範囲
付属書II

各国の法令等の公表のための
媒体
付属書III

各国の調達公示等のための媒体
付 付属書IV  

各国の統計等を公表するための
媒体



EPAにおける政府調達章の意義
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• GPA締約国（例えば豪州、カナダやEU）と交渉する場合、GPAを上回る約束
（GPAプラス）に関する交渉を目指す。

例えば、EUから日本に求められたのは、英語での調達情報の公示等

• GPA非締約国と交渉する場合、GPAの基本概念（透明性・無差別待遇・公正な手
続き）を規律として、政府調達における市場アクセスの開放を求める。

複雑な課題：国内法に基づく手続きが未整備

国有企業の存在

既存の国策の存在（マレーシアのブミプトラ政策等）

二国間協定からGPA加盟へのインセンティブ誘因

苦情申立て機関が無い等

• 2015年時点にはグローバル全体で約250件の発効済みFTA・EPAが存在し、そのう
ち27％の協定に政府調達章または関連条項が存在。 GPA締約国間（12件）。
GPA締約国とGPA非締約国間（36件）。GPA非締約国間（20件）(*1)

(*1) WTO Working Paper ERSD-2017-04 dated 26 January 2017 (P.31)



日本とASEAN加盟国とのEPA 
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日本-シンガポール（2002年）第一改正議定書（2007年）
日本-マレーシア（2006年）
日本-タイ（2007年）
日本-インドネシア（2008年）
日本-ブルネイ・ダルサラーム（2008年）
日本-ASEAN（AJCEP）（2008年～2010年）（11回の交渉を実施）
第一改正議定書（2020年）（日本と８ASEAN加盟国間で発効。インドネシア・マレーシアは
追随 ）
日本-フィリピン（2008年）
日本-ベトナム（2008年）
TPP11(CPTPP)(2018年 )(ASEAN加盟国：ブルネイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム)

RCEP（2022年1月1日発効）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

*日本とASEANが締結したAJCEPを含むASEAN plus Oneと言われる協定には、まだ
政府調達章は存在しない。

*日マレーシアEPAを除く日本とASEAN加盟国との協定には、政府調達に関する章
又は規定が存在する。日シンガポール（第11章/2条）日フィリピン（第11章/３条）
日タイ（第11章/2条）日ベトナム（章立てなし・第106条）日インドネシア（第10章
/2条）日ブルネイ（章立てなし・第98条）

*CPTPP： 章立て（第15章） GPA2012レベルの規律。24条 / 付属書15A

*RCEP： 章立て（第16章） 8条 / 付属書16A



TPP政府調達章の条文構成
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TPP 第15章



RCEP政府調達章の条文構成
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第16章 政府調達

第16.1条 目的
第16.2条 適用範囲
第16.3条 原則
第16.4条 透明性
第16.5条 協力
第16.6条 見直し
第16.7条 連絡部局
第16.8条 紛争解決の不適用

付属書16A（透明性情報の公表のために締約国が利用する書面
または電子の手段）



RCEP政府調達章の特徴
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＊目的が限定的
法令及び手続の透明性の促進
締約国間の協力の発展

＊政府調達市場の自由化は目的とされていない。

＊無差別原則等の規律や法的義務は不在。法的拘束力はない。努力
規定のみ。

＊紛争解決手続きは適用されない。（第16.8条）

＊締約国間における政府調達制度に関する情報交換における協力の
努力義務についても、後発途上国締約国（カンボジア・ラオス・
ミャンマー）は適用除外。

＊中央政府機関のみ法令・手続きの適用対象となる。

＊政府調達を円滑にするために規定を見直し・改善できる規定



RCEP第16章（条文解説）

12

条項 内容

16.1 
目的

法令及び手続の透明性を促進すること並びに締約国の協力を発展させることの重要性を認識する。
（無差別原則の規律や自由化については言及されていない。）

16.2 
適用範囲

1. 中央政府の機関であって、この章の規定の実施のために定義又は通報するものが行う政府調達に関
する法令及び手続について適用する。(地方政府は適用外）

2. 後発途上締約国に対して透明性及び協力に関する義務を要求するものではない。締約国間の協力か
ら利益を得ることができる。（後発途上締約国には本章の規定は提供されない。猶予期間なし。）

16.3
原則

成長及び雇用を促進するために地域の経済統合を推進する上での政府調達の役割を認識する。（公正
な手続き・競争環境整備・公的資金の効率性等を原則としていない。）

各締約国は、政府調達が国際競争に明らかに開放されている場合において、可能な限り、かつ、適当
なときは、自国が適用するところによる一般的に認められている政府調達の原則に従って自国の政府
調達を行う。（GPA締約国又はその他EPAが準拠される法源となる。自国の裁量に基づく一般的な政
府調達原則の適用。「可能な限り」「適当なとき」＝緩和）

16.4 
透明性

1.(a) 自国の法令を公に利用可能なものとすること。（b)自国の手続を公に利用可能なものとするよ
う努めること。（透明性に関する義務だが、法令は義務。手続きは努力義務）

2.締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、１に規定する情報を電子的手段により利用可能な
ものとし、及び更新するよう努める。（電子的手段での公表は努力義務）

３．１に規定する情報を公表するために自国が用いる紙面又は電子的手段を附属書十六Ａ（透
明性に関する情報を公表するために締約国が用いる紙面又は電子的手段）において特定することがで
きる。（締約国が選択可能。技術中立性。日本は各省による調達。付属書16Aは一部未完全）

4. １に規定する情報を英語により利用可能なものとするよう努める。（努力義務。）

16.5
協力

(a) 締約国の法令及び手続並びにこれらの修正に関する情報を交換 (b) 技術支援・能力開発の提供
(c) ベストプラクティス（中小企業に関するものを含む）の情報共有 (d) 電子調達制度に関する情報
共有（努力義務・(a)~(d)を含む）

16.6 
見直し

政府調達を円滑にするために将来この章の規定を改善することを目的として、締約国の合意に従い。
協定発効後５年を経過した時点、5年毎の見直し。



RCEPの制度的構造（付属書18A:委員会）
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RCEP閣僚会合

RCEP合同委員会

物品委員会
サービスおよ

び投資委員会

持続可能な成

長委員会

RCEP事

務局

ビジネス環境委員会

（毎年会合）

政府調達章

政府調達章に関するビジネス環境委員会の任務は下記が含まれる。
(a) 適当であり、かつ、合意される場合には、協力活動（例えば、第十六・五

条（協力）に規定するも の ）を円滑にすること。
(b) 第十六・六条（見直し）の規定に基づいて行われる同章の規定の見直しを

円滑にすること。



日ASEAN加盟国間EPAの比較

14

https://www.jftc.go.jp/kokusai/kokusaikyoutei/index.html（日本語） https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/agreements.html（英語）

EPA 章 規定一覧

日シンガポール
(2002年)

第11章:

政府調達章
第101条 第11章の提供範囲（*市場アクセス）
第102条 政府調達に関する情報交換

日マレーシア
（2006年）

政府調達章なし
規定なし

日タイ
（2007年）

第11章:

政府調達章
第145条 政府調達に関する情報交換 (法令・手続きの透明性）
第146条 政府調達に関する小委員会

日インドネシア
（2008年）

第10章:

政府調達章
第124条 情報の交換 (法令・手続きの透明性）
第125条 政府調達に関する小委員会

日ブルネイ
（2008年）

政府調達章なし
第8条-ビジネス
環境の整備

第98条（政府調達）自国にビジネス環境を一層整備するに当
たって自国の政府調達市場の自由化を促進することが重要と認
識し、下記を行うことに努める。(a)最恵国待遇を与える。(b)透
明性を高める。(c) 公正かつ効果的な方法で実施する。

日ASEA（AJCEP）
（2008年）

政府調達章なし
規定なし

日フィリピン
(2008年)

第11章:

政府調達章
第131条 調達に関する原則。第132条 無差別待遇に関する交渉。
第133条 政府調達に関する小員会。第134条 追加的な交渉

日ベトナム
(2008年)

政府調達章なし
第11章-ビジネ
ス環境の整備

第106条政府調達 自国の政府調達の効率性を向上させること
の重要性を認識し、自国の法令、政策及び慣行に従うことを条
件とし、下記を行うことに努める。(a) 透明性を高める。(b) 公
正かつ効果的な方法で実施する。

https://www.jftc.go.jp/kokusai/kokusaikyoutei/index.html
https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/agreements.html


日ASEANビジネスへの影響

(*1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=1263
(*2) 15-A_Viet-Nam-Government-Procurement-Annex.pdf (cas.go.jp)

GPA
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中国

CPTPP

ベトナム

EU(2020)(*1)

TPP（2019)(*2)

透明性 協力

技術支援 CML

適用除外

RCEP 

第16章 政府調達

努力義務

市場自由化は目的外

CPTPP
未発効-- Brunei and Malaysia

15-A_Brunei-Government-Procurement-Annex.pdf 
(cas.go.jp)
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp_text_
en/pdf/15-A_Malaysia-Government-Procurement-
Annex.pdf

関心表明 – Indonesia, Philippines, 
Thailand

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=1263
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp_text_en/pdf/15-A_Viet-Nam-Government-Procurement-Annex.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp_text_en/pdf/15-A_Brunei-Government-Procurement-Annex.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp_text_en/pdf/15-A_Malaysia-Government-Procurement-Annex.pdf


本日のポイント
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• 貿易相手国における政府調達関連の法令・手続き等の動向をモニターする。

• 貿易相手国（中国及びASEAN加盟国）におけるGPA・FTA協定交渉をモニター
する。

• 日アセアン間の政府調達市場アクセスは、今後、CPTPPが鍵となる。

• RCEPに基づく約束は低いが、今後の協力等の構築に期待する。

• 政府調達市場における新しい分野への拡大（電子調達・環境調達・SMEsの促
進・Good Governance等）に着眼する。
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ご清聴ありがとうございました
ご質問等につきましては、下記メールアドレスにお問い合わせください

Info_rpa@asean.or.jp


