
 

 

 

Global Trade Advisory  |  19 December 2018 

 

 

Global Trade Advisory Alert 
 

欧州議会による日欧経済連携協定（EPA）承

認 

 

 

はじめに 

2018 年 12 月 12 日欧州議会により日欧 EPA に関する採択が行われま

した。既に日本では国会承認を経ていることから、当協定は 2019 年

2 月 1 日より発効される見通しです。 

 

当協定の主な内容 

この EPA は日欧間の関税、貿易等に関する様々なエリアでの協定であ

り、以下のものを含んでいます。 

 モノ、サービス、投資など幅広い分野での自由化 

 関税の撤廃 

 持続可能な発展の促進 

 知的財産権との整合的なルール 

 地理的表示（GI）の保護 

 

どのような影響が起きるか？ 

両地域で経済活動を行う企業にとってサプライチェーン最適化の良い

チャンスであり、また両地域間でのビジネス機会が増えることが考え

られます。EPA は関税のさらなる低下と新たな競争の場を引き起こし

ます。これにより、財務費用の削減、競争力強化、容易なビジネス参

入といったベネフィットが生じます。 

 

タイムラインと次のステップ 



戦略的パートナーシップ協定（SPA）と EPA は 2013 年から交渉が開

始され、2018 年 7 月 17 日に日欧サミットにて両協定が署名されまし

た。 

これを受けて、EPA に関しては、日本にて 2018 年 11 月 29 日衆院本

会議で可決、12 月 8 日国会承認を経ており、続いて欧州議会による採

択が 12 月 12 日に行われました。これらの結果、2019 年 2 月 1 日か

ら正式に効力が発効される見通しです。 

SPA に関しては、EU 加盟国の承認が求められますが、当協定の大部分

は 2019 年の早い段階で暫定的に発効することが出来る状態です。 

 

何をすべきか？ 

関連する企業は EPA の影響を検討することが推奨されます。Deloitte 

Global Trade Advisory チームは、貿易上の優遇スキームの適用可否

を評価し、輸出入プロセスにおいて EPA がどこに付加価値を生ずるか

を検討することで、潜在的なサプライチェーンの最適化に取り組むこ

とが出来ます。 

また、EPA の優遇適用のため原産地宣誓（statements on origin）の

発行を検討している企業は、新しい REX（Registered Exporter 

system）の利用を検討する必要があります。 

さらに、マスターデータ管理（品目コードや優遇貿易ルールの ERP シ

ステムへの導入など）は、EPA 適用に当たって重要なポイントになる

と考えられます。 

Deloitte Global Trade Advisory メンバーは、グローバル貿易実務に

おいて専門的なサポートを行っており、上述のような EPA に関する潜

在的なインパクトを検討したいとお考えの企業をサポートすることが

出来ます。 

 
 

 

 

お問合せ 
 

本ニュースレターの内容についてお問い合わせ、国際税務・移転価

格・関税に関する全般的なご相談は、下記の日系企業担当ビジネスタ

ックスコーディネーターまでご連絡ください。 

 

 ウィム・エイナッテン（Wim Eynatten）法人税パートナー 

 

 

また、ニュースレターに関する日本語でのお問い合わせ、配信先の追

加、配信停止等につきましては、下記のジャパンデスク担当までご連

絡ください。 

 

 中村 太亮 マネジャー 

tnakamura@deloitte.com, +32 2 301 89 17 

 水野 美有紀 シニア・マネジメントアシスタント 

mimizuno@deloitte.com, +32 2 600 6017 

 

 

 
 

最新のグローバルおよび各国の Tax and Trade に関する

ニュースや情報については、以下のページにてご確認いた

だけます。 

www.deloitte.com/taxathand 
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過去の Global Trade Advisory Alert がご入用のかたは、

以下のサイトにてダウンロードしていただけます。（ただ

し、12ヵ月前までに限ります。） 

deloitte.com 
 

 
 

月次 Global Indirect Tax Newsletter にて、最新の VAT、

消費税、国際貿易関係の情報を取り扱っています。下記ペ

ージにてご確認ください。 

deloitte.com  
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