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ＴＰＰに関する各省庁ホームページ掲載の資料

○国家戦略室のＨＰ http://www.npu.go.jp/policy/policy08/bunya.html

ＴＰＰ協定交渉の分野別状況（平成24年3月）

「ＴＰＰ協定交渉の分野別状況」資料における「２．交渉の現状」の部分を、その後、ＴＰＰ協定交渉関係国

との協議等を通じて更に収集した情報をもとに改訂しました。

「ＴＰＰ協定交渉の分野別状況」更新情報（全体版） 【PDF:573KB】（平成24年3月）

「ＴＰＰ協定交渉の分野別状況」(全体版) 【PDF:1,432KB】（平成 23 年 10 月）

○経済産業省のＨＰ http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/tpp.html

TPP（環太平洋パートナーシップ）

TPP の基本的考え方

１．高い水準の自由化が目標

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に向けた道筋の中で実際に交渉が開始されており、アジア太平洋地域における高

い水準の自由化が目標。

２．非関税分野や新しい分野を含む包括的な協定

FTA の基本的な構成要素である物品市場アクセス（物品の関税の撤廃・削減）やサービス貿易のみではなく、非関

税分野（投資、競争、知的財産、政府調達等）のルール作りのほか、新しい分野（環境、労働、「分野横断的事項」

等）を含む包括的協定として交渉されている。

【新着情報】

2012年 12月18日 [公表資料] TPP 協定：第15回交渉会合の概要（PDF 形式：139KB)

2012年 9月26日 [公表資料] TPP 協定：第14回交渉会合の概要（PDF 形式：135KB)

2012年 7月31日 ［閣議決定］「日本再生戦略 ～フロンティアを拓き、「共創の国」へ～」（PDF 形式：1.37MKB)

2012年 7月19日 ［お知らせ］「TPP に関する意見取りまとめ」(諸団体、都道府県等との意見交換の実施状況)（平

成24年7月19日現在）（PDF 形式：6.87MB）

2012年 7月18日 [公表資料] TPP 協定：第13回交渉会合の概要（PDF 形式：138KB)

2012年 5月31日 [公表資料] TPP 協定：第12回交渉会合の概要（PDF 形式：154KB)

2012年 5月10日 ［お知らせ］「TPP に関する意見取りまとめ」(諸団体、都道府県等との意見交換の実施状況)（平

成24年5月1日現在）（PDF 形式：6.27MB）

2012年 4月25日 ［お知らせ］「TPP をともに考える 地域シンポジウム」資料一覧（配布資料・動画）

2012年 4月25日 ［結果公表］ TPP 交渉参加に向けた関係国との協議に関する関係閣僚会合第5回幹事会の開催

について（PDF 形式：130KB)

2012年 3月30日 [公表資料] TPP 協定交渉の分野別状況

2012年 3月26日 [公表資料] 国家と投資家の間の紛争解決（ISDS）手続きの概要（PDF 形式：1,179KB)

2012年 3月26日 [公表資料] TPP 協定：第11回交渉会合の概要（PDF 形式：69KB)

2012年 3月26日 ［お知らせ］ 「TPP をともに考える 地域シンポジウム」（横浜会場、秋田会場）動画配信開

始 （政府インターネットテレビ）

2012年 3月13日 ［お知らせ］ 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉に関する情報収集(豪州への関係

省庁担当者の派遣）

2012年 3月 8日 ［お知らせ］「TPP をともに考える 地域シンポジウム」（名古屋会場）動画配信開始 （政府イ

ンターネットテレビ）

2012年 3月1日 ［結果公表］ TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国以外8カ国）（PDF 形式：156KB)

2012年 12月18日 [公表資料] TPP 協定：第15回交渉会合の概要（PDF 形式：139KB)

2012年 9月26日 [公表資料] TPP 協定：第14回交渉会合の概要（PDF 形式：135KB)

2012年 7月 [公表資料] TPP 協定：第13回交渉会合の概要（PDF 形式：138KB)

2012年 5月 [公表資料] TPP 協定：第12回交渉会合の概要（PDF 形式：154KB)

2012年 3月 [公表資料] TPP 協定交渉の分野別状況
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http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/tpp.html
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20121217/tpp_koushokaigo_15.pdf
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2012年 3月 [公表資料] 国家と投資家の間の紛争解決（ISDS）手続きの概要（PDF 形式：1,179KB)

2012年 3月 [公表資料] TPP 協定：第11回交渉会合の概要（PDF 形式：69KB)

2011年12月 [公表資料] TPP 協定交渉の概括的現状（PDF 形式：390KB)

2011年12月 [公表資料] TPP 協定：第10回交渉会合の概要（PDF 形式：113KB)

2011年10月 [公表資料] TPP 協定交渉の分野別状況 （国家戦略室 HP）

加に向けた関係国との協議・情報収集：関連情報 】

2012年4月25日結果公表］ TPP 交渉参加に向けた関係国との協議に関する関係閣僚会合第5回幹事会の開催につい

て（PDF 形式：130KB)

2012年3月13日［お知らせ］ 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉に関する情報収集(豪州への関係省庁担当

者の派遣）

2012年3月1日［結果公表］ TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国以外8カ国）（PDF 形式：156KB)

2012年2月23日［結果公表］ ＴＰＰ交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国との実務者級協議）（PDF 形式：

45KB)

2012年2月20日[お知らせ] 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた米国との協議のための関係省

庁関係者の派遣

2012年2月17日[お知らせ] 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との協議等のための関

係省庁担当者の派遣（豪州・ NZ）

2012年2月7日 [結果公表] TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国）（PDF 形式：125KB)

2012年 2月2日[結果公表] TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（ベトナム、ブルネイ、ペルー、チリ）（PDF

形式：118KB)

2012年2月2日［お知らせ・結果公表］ 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との今後の

協議の予定及びこれまでの協議の結果

2012年1月20日お知らせ］ 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との協議等のための関

係省庁関係者の派遣（ペルー・チリ）

2012年1月16日お知らせ］ 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との協議等のための関

係省庁関係者の派遣（ベトナム・ブルネイ）

2011年12月［お知らせ］ TPP 協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する体制について（PDF 形式：164KB)

【記者会見・閣議決定等】

2012年7月31日［閣議決定］ 「日本再生戦略 ～フロンティアを拓き、「共創の国」へ～」（PDF 形式：1.37MKB)

2011年12月24日［閣議決定］ 「日本再生の基本戦略 ～危機の克服とフロンティアへの挑戦～」（PDF 形式：

425KB)

2011年11月11日［記者会見］ 野田内閣総理大臣記者会見 <日本語 > <English > （首相官邸 HP）

2011年8月15日［閣議決定］ 「政策推進の全体像」（PDF 形式：277KB)

2011年8月 5日[閣議決定] 「日本再生のための戦略に向けて」（PDF 形式：4.972KB)

2011年5月17日[閣議決定] 「政策推進指針～日本の再生に向けて～」（PDF 形式：271KB)

2011年11月15日［お知らせ］ 「包括的経済連携に関する基本方針」の推進体制について （国家戦略室 HP）

2010年11月 9日[閣議決定] 「包括的経済連携に関する基本方針」<日本語 >（PDF 形式：149KB) <English >

（PDF file：39KB)

2010年6月18日［閣議決定］ 「新成長戦略」（PDF 形式：1,398KB)

2012年7月19日［お知らせ］ 「TPP に関する意見取りまとめ」(諸団体、都道府県等との意見交換の実施状況)（平

成24年7月19日現在）（PDF 形式：6.87MB）

2012年4月25日［お知らせ］ 「TPP をともに考える 地域シンポジウム」資料一覧（配布資料・動画）

2012年2月8日 ［お知らせ］「TPP をともに考える 地域シンポジウム」について（内閣官房）（PDF 形式：138KB)

2011年11月2日 [結果公表] TPP インターネット討論会（内閣官房主催・経済産業省企画） （YouTube METI Channel)

関連リンク

経済連携協定（EPA）／自由貿易協定（FTA) について

包括的経済連携について （国家戦略室 HP）

環太平洋パートナーシップ（TPP）について （外務省 HP）

お問い合わせ先

通商政策局 経済連携課

電話：０３－３５０１－１５１１（内線：２９８１）
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_11.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/bunya.html
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120412_tppkanjikai.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120412_tppkanjikai.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120313004/20120313004.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120313004/20120313004.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_13.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_12.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_12.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120220001/20120220001.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120220001/20120220001.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120217013/20120217013.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120217013/20120217013.html
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120208_tppkyougikeka.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120202_tppkyougikeka.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120202_tppkyougikeka.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120202002/20120202002.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120202002/20120202002.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120120002/20120120002.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120120002/20120120002.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120116004/20120116004.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120116004/20120116004.html
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20111214/tpp_taisei.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/pdf/20120731/20120731.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/pdf/20111226/20111224.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/pdf/20111226/20111224.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/noda/statement/201111/11kaiken.html
http://www.kantei.go.jp/foreign/noda/statement/201111/11kaiken_e.html
http://www.kantei.go.jp/jp/noda/statement/201111/11kaiken.html
http://www.npu.go.jp/policy/pdf/20110815.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/20110805/20110805.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/pdf/001.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/suishin.html
http://www.npu.go.jp/pdf/20101109/20101109.pdf
http://www.npu.go.jp/pdf/20101109/20101109_en.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/04/06/20100618_shinseityousenryaku_honbun.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120719/tpp_sougou120719.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120719/tpp_sougou120719.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_13.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/archive04.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_13.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120208/20120208.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=IskE4irh5qU&feature=BFa&list=PLF2EC1E40B2894547&lf=plcp&context=C3b94005FDOEgsToPDskKlPp11PuKWFQdt3MjdcS4a
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/index.html
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html
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○外務省のＨＰ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html

環太平洋パートナーシップ（環太平洋パートナーシップ（環太平洋パートナーシップ（環太平洋パートナーシップ（TPPTPPTPPTPP）協定交渉）協定交渉）協定交渉）協定交渉

平成24年12月

環太平洋パートナーシップ（TPP）協定については，2010年3月に P4協定（環太平洋戦略的経済連携協定）参加の4カ国（シンガポール，ニュ

ージーランド，チリ及びブルネイ）に加えて，米国，豪州，ペルー，ベトナムの8カ国で交渉が開始されました。その後，マレーシア，メキシ

コ及びカナダが交渉に参加し，現在は11カ国で，アジア太平洋地域において高い自由化を目標とし，非関税分野や新しい貿易課題を含む包括的

な協定として交渉が行われています。

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉概要（PDF）

我が国の取組我が国の取組我が国の取組我が国の取組

TPPTPPTPPTPP交渉参加に向けた関係国との協議等交渉参加に向けた関係国との協議等交渉参加に向けた関係国との協議等交渉参加に向けた関係国との協議等

国内における取組み国内における取組み国内における取組み国内における取組み

TPPTPPTPPTPP協定交渉に関する資料（全般）協定交渉に関する資料（全般）協定交渉に関する資料（全般）協定交渉に関する資料（全般）

TPPTPPTPPTPP交渉参加各国等に関する資料交渉参加各国等に関する資料交渉参加各国等に関する資料交渉参加各国等に関する資料

個別交渉分野に関連する資料個別交渉分野に関連する資料個別交渉分野に関連する資料個別交渉分野に関連する資料

その他参考資料その他参考資料その他参考資料その他参考資料

リンクリンクリンクリンク

新着情報新着情報新着情報新着情報

• TPP 協定：第15回交渉会合の概要（平成24年12月17日）（PDF）

我が国の取組我が国の取組我が国の取組我が国の取組

TPPTPPTPPTPP交渉参加に向けた関係国との協議等交渉参加に向けた関係国との協議等交渉参加に向けた関係国との協議等交渉参加に向けた関係国との協議等

＜米国＞＜米国＞＜米国＞＜米国＞

• TPP 交渉参加に向けた米国との協議（PDF）

• 日米首脳会談（概要）（平成24年11月20日）

• 日米首脳電話会談（平成24年11月15日）

• 片上経済局長とカトラー米国通商代表部代表補との意見交換（平成24年11月8日）

• カトラー米国通商代表部代表補による吉良外務副大臣表敬（平成24年10月18日）

• クリントン米国務長官による野田総理大臣表敬（概要）（平成24年9月8日）

• 日米外相会談（概要）（平成24年7月8日）

• G20ロスカボス・サミットにおける野田総理と各国首脳との立ち話（平成24年6月18日）

• 八木経済局長とカトラー米国通商代表部代表補との意見交換（平成24年5月8日）

• 日米首脳会談（概要）（平成24年5月1日）

• 日米共同声明：未来に向けた共通のビジョン（仮訳（PDF） ／英文（PDF） ）

• 玄葉外務大臣とカーク米国通商代表の会談（概要）（平成24年4月11日）

• カトラー米国通商代表部代表補による山口外務副大臣表敬訪問等（平成24年3月1日）

• TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国との実務者級協議）（平成24年2月23日）（PDF）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた米国との協議のための関係省庁関係者の派遣（平成24年2月20日）

• TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国）（平成24年2月7日）（PDF）

• カトラー米国通商代表部代表補による山口外務副大臣表敬訪問（平成23年12月）

＜ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ，オーストラリア，ニュージーランド，シンガポール，マレーシア＞＜ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ，オーストラリア，ニュージーランド，シンガポール，マレーシア＞＜ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ，オーストラリア，ニュージーランド，シンガポール，マレーシア＞＜ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ，オーストラリア，ニュージーランド，シンガポール，マレーシア＞

• 日豪首脳会談（概要）（平成24年11月19日）

• 日豪首脳会談（概要）（平成24年9月25日）

• 日豪外相会談（概要）（平成24年9月14日）

• 日・ニュージーランド首脳会談（平成24年9月11日）

• 玄葉外務大臣によるキー・ニュージーランド首相表敬（平成24年9月11日）

• 日・ニュージーランド外相会談（平成24年6月25日）

• 玄葉外務大臣とエマーソン・オーストラリア貿易・競争大臣との会談（平成24年5月31日）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/nego_gaiyo.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-01
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-02
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-03
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-04
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-05
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-06
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html#tpp-07
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_15_121217.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/j_us_kyogi.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/asean_12/usa.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/1211_usa.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/11/1108_02.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/10/1018_01.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/apec_2012/j_usa.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/visit/clinton_1207/fmm.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/g20_1206tachibanashi.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/5/0508_03.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/usa_120429/pmm.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/usa_120429/pdfs/Joint_Statement_jp.pdf
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/pmv1204/pdfs/Joint_Statement_en.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_gemba/g8fmm12/ustr1204.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/0301_04.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_12.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/2/0220_02.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_11.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1215_05.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/asean_12/australia.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/visit/1209_sk.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/2plus2/1209_gk.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/1209_nz.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/9/0911_06.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/6/0625_04.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/5/0531_04.html
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• 日豪外相会談等（平成24年5月17日）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉に関する情報収集（平成24年3月13日）

• TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（米国以外8カ国）（平成24年3月1日）（PDF）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との協議等のための関係省庁担当者の派遣（平成24年2月17日）

• TPP 交渉参加に向けた関係国との協議の結果（ベトナム，ブルネイ，ペルー，チリ）（平成24年2月2日）（PDF）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との協議等のための関係省庁関係者の派遣（平成24年1月20日）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉参加に向けた関係国との協議等のための関係省庁関係者の派遣（平成24年1月16日）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉に関する情報収集（平成23年12月）

• 玄葉外務大臣とマカリー・ニュージーランド外相との会談（概要）（平成23年11月11日）

国内における取組み国内における取組み国内における取組み国内における取組み

• 「TPPに関する意見とりまとめ」（諸団体，都道府県等との意見交換の実施状況）（平成24年7月19日）（国家戦略室ホームページへリン

ク） （PDF）

• TPP 協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する体制（国家戦略室ホームページへリンク） （PDF）

• 「TPPを考える 地域シンポジウム」について(後援事業，平成24年2月～3月)（国家戦略室ホームページへリンク）

• 野田内閣総理大臣記者会見（日本語版 ・英語版 )（平成23年11月11日）（首相官邸ホームページへリンク）

• TPP（環太平洋パートナーシップ）協定に関するインターネット討論会（終了しました（終了しました（終了しました（終了しました。。。。））））

（討論会開催時間：11月4日（金曜日）16時30分～17時30分）

TPP（環太平洋パートナーシップ）協定に関するインターネット中継討論会（Youtube） （録画をご覧頂けます。）

ニコニコ動画 （ニコニコ動画プレミアム会員の方のみ録画をご覧頂けます。）

USTREAM （録画をご覧頂けます。）

TPPTPPTPPTPP協定交渉に関する資料（全般）協定交渉に関する資料（全般）協定交渉に関する資料（全般）協定交渉に関する資料（全般）

• TPP 協定：第15回交渉会合の概要（平成24年12月17日）（PDF）

• TPP 協定：第14回交渉会合の概要（平成24年9月19日）（PDF）

• 環太平洋パートナーシップ首脳声明及び貿易閣僚による首脳への報告書（平成24年9月9日）（ 概要（PDF） ）（首脳声明：仮訳（PDF）

， 英文（PDF） ）（報告書： 仮訳（PDF） ， 英文（PDF） ）

• APEC 閣僚会議におけるTPP 閣僚会合（平成24年9月6日付け USTR 発表）（仮訳）（PDF）

• TPP 協定：第13回交渉会合の概要（平成24年7月18日）（PDF）

• TPP 協定：第12回交渉会合の概要（平成24年5月31日）（PDF）

• 4月に開催されるTPP 協定交渉分野別中間会合（平成24年4月）（PDF）

• TPP 協定：第11回交渉会合の概要（平成24年3月14日）（PDF）

• TPP 協定：第10回交渉会合の概要（平成23年12月14日）（PDF）

• TPP 協定交渉の概括的状況（平成23年12月）（PDF）

• 環太平洋パートナーシップ首脳声明（平成23年11月）（概要（PDF） ・仮訳（PDF） ・英文（PDF） ）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）の輪郭（平成23年11月）（概要（PDF） ・仮訳（PDF） ・英文（PDF） ）

• TPP 協定：第9回交渉会合の概要（平成23年10月31日）（PDF）

• 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉の現状（平成23年10月）（PDF）

TPPTPPTPPTPP交渉参加各国等に関する資料交渉参加各国等に関する資料交渉参加各国等に関する資料交渉参加各国等に関する資料

• 環太平洋パートナーシップ首脳声明及び貿易閣僚による首脳への報告書（平成24年9月9日）（ 概要（PDF） ）（首脳声明：仮訳（PDF）

， 英文（PDF） ）（報告書： 仮訳（PDF） ， 英文（PDF） ）

• APEC 閣僚会議におけるTPP 閣僚会合（平成24年9月6日付け USTR 発表）（仮訳）（PDF）

• カナダのTPP 交渉参加に関するカーク米通商代表発米国下院議長・上院仮議長宛書簡（平成24年7月11日）（仮訳）（PDF）

• メキシコのTPP 交渉参加に関するカーク米通商代表発米国下院議長・上院仮議長宛書簡（平成24年7月11日）（仮訳）（PDF）

• メキシコ及びカナダのTPP交渉参加に関する関係国発表（平成24年7月5日）（仮訳）（PDF）

• [[[[米国米国米国米国]]]] TPP 協定（日本との協議に関する米国政府意見募集の結果概要）（平成24年2月）

• 米下院歳入委貿易小委公聴会（TPP 協定交渉）の概要（詳細版）（平成24年1月）（PDF）

• TPP に関する米国下院歳入委員会貿易小委員会公聴会の概要（平成23年12月）（PDF）

• TPP 協定交渉参加に向けたカナダ及びメキシコの発表等（平成23年11月）（PDF）

• TPP 協定交渉開始までの過程（平成23年11月7日）（PDF）

• [[[[米国米国米国米国]]]] 我が国の TPP協定交渉参加に関する米国政府の考え方等（平成23年11月4日）（PDF）

• [[[[米国米国米国米国]]]] TPP 協定交渉参加国と米国国内手続（平成23年11月4日）（PDF）

• APEC 参加エコノミーのTPP 協定についての見方等（平成23年10月31日）（PDF）

• 交渉参加9カ国から見たTPP 協定の意義（平成23年10月25日）（PDF）

• TPP 協定交渉への新規参加国についての各国内の承認手続（平成23年10月25日）（PDF）

個別交渉分野に関連する資料個別交渉分野に関連する資料個別交渉分野に関連する資料個別交渉分野に関連する資料

• [[[[医療・保険医療・保険医療・保険医療・保険]]]] TPP 交渉参加国の公的医療保険制度等の概要（平成24年3月）（PDF）

• [[[[環境環境環境環境]]]] TPP 交渉「環境」分野の交渉状況について（平成23年12月）（PDF）

• [[[[医薬品医薬品医薬品医薬品]]]] 「医薬品へのアクセス拡大のためのTPP貿易目標」（平成23年11月）（PDF）

• TPP 協定により我が国が確保したい主なルール（平成23年11月）（PDF）

• TPP 協定において慎重な検討を要する可能性がある主な点（平成23年11月）（PDF）

• [[[[知的財産知的財産知的財産知的財産]]]] 米国と TPP交渉参加国とのFTAで TRIPS 協定の保護の水準を上回る規定の具体例（平成23年10月25日）（PDF）

• TPP 協定交渉に関連した各国関連業界等の関心事項の例（平成23年10月25日）（PDF）

• [[[[投資投資投資投資]]]] 投資仲裁の事例（平成23年10月25日）（PDF）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/5/0517_05.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/3/0313_04.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_13.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/2/0217_11.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_10.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/0120_05.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/0116_04.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1208_03.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_gemba/apec_2011/j_nz_1111.html
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120719/tpp_sougou120719.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120719/tpp_sougou120719.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20111214/tpp_taisei.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/archive04.html
http://www.kantei.go.jp/jp/noda/statement/201111/11kaiken.html
http://www.kantei.go.jp/foreign/noda/statement/201111/11kaiken_e.html
http://www.youtube.com/user/mofachannel#p/u/1/hvltY3LvVxM
http://live.nicovideo.jp/watch/lv69482783
http://www.ustream.tv/channel/tppconference1104
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_15_121217.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_14_120919.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_1.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_2.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_2.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/tpp/pdf/tpp_120909_3.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_4.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/tpp/pdf/tpp_120909_5.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_ustr_120906.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120718.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120531.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_tyuukan_1204.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_12.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_11.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_09.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120327_02.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_08.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_08e.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120327_03.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_07.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_07e.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_01.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_06.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_1.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_2.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_2.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/tpp/pdf/tpp_120909_3.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_120909_4.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/tpp/pdf/tpp_120909_5.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp_ustr_120906.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp1207canada.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp1207mexico.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp1207.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/us_iken_1201.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/koutyoukai_1201.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120327_04.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120327_05.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_10.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_09.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_08.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_02.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_03.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_04.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/iryouhoken_gai_1203.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp20120327_07.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_01.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_02.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_03.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_04.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp01_05.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_06.pdf
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その他参考資料その他参考資料その他参考資料その他参考資料

• [[[[投資投資投資投資]]]] 主要国モデル投資協定の比較（PDF）

• [[[[投資投資投資投資]]]] WTO における投資ルールの議論（PDF）

• [[[[米韓米韓米韓米韓FTA]FTA]FTA]FTA] 米韓 FTA の概要（PDF）

• [[[[米韓米韓米韓米韓FTA]FTA]FTA]FTA] 米韓 FTA 自動車分野合意概要（PDF）

• [[[[米韓米韓米韓米韓FTA]FTA]FTA]FTA] 米韓 FTA 保険・急送便概要（PDF）

• [[[[投資投資投資投資]]]] 国家と投資家の間の紛争解決（ISDS）手続の概要（平成24年3月）（PDF）

• [[[[サービスサービスサービスサービス]]]] 我が国のEPA における留保の例（平成23年10月25日）（PDF）

• 2012年米国通商代表（USTR）外国貿易障壁報告書（平成24年4月20日）（PDF）

• 国会承認条約の締結手続（PDF）

• 日米経済調和対話（平成23年2月）（PDF）

• 日米通商交渉の歴史（PDF）
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