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Ⅰ 合意内容・本県の現状 

 [商工分野] 

１ 自動車 

（１）合意内容（輸出） 

  〇米国 現行 2.5％→15 年目削減開始→20 年目半減→22 年目 0.5％→25 年目撤廃 
  〇豪州 75％が関税撤廃済、残りも 2018 年までに撤廃→即時撤廃 
  〇カナダ 現行 6.1％→5 年目撤廃 
  〇ベトナム 現行 3,000cc 超：70％弱→10 年目撤廃 
 

（２）本県の現状（県内港：名古屋港、衣浦港、三河港、中部国際空港） 
県内港からの自動車輸出額 県内港からの総輸出額に占める 

自動車の割合 
5 兆 2,315 億円(2 兆 4,233 億円) 29.4％(13.6％) 

                        ※県内港からの輸出額であり、県外事業者の数字も含まれる 
                                      ※（  ）内は TPP 域内への輸出額・比率 
（３）想定される影響 

  〇輸出については、主力の米国における関税の撤廃開始が 15 年後となったことから、

当面は関税撤廃による影響は少ないものと推測される。輸入については、既に関税率

が 0％のため影響はない。 
 

（４）関係団体の意見等 

  〇米国やカナダ等の重要な市場における経済連携の枠組み構築、幅広い分野での共通し

たルールづくりなどにより、ビジネス環境の整備が一層進むことを期待。 
  〇カナダの自動車関税が短期間で撤廃されたことなどを歓迎。 
  〇本協定を契機として、他の包括的経済連携協定等の交渉が一層加速することを希望。 
 
２ 自動車部品 

（１）合意内容（輸出） 

  〇米国 現行 2.5％～5.7％→金額ベースで 81.3％即時撤廃 
※車体 6 年目、タイヤ 10 年目、Li-ion 電池 15 年目撤廃 

  〇カナダ 現行 2.5％～6％→即時撤廃 
 

（２）本県の現状（県内港：名古屋港、衣浦港、三河港、中部国際空港） 
県内港からの自動車部品輸出額 県内港からの総輸出額に占める 

自動車部品の割合 
2 兆 7,642 億円(8,296 億円) 15.5％(4.66％) 

                        ※県内港からの輸出額であり、県外事業者の数字も含まれる 
                                      ※（  ）内は TPP 域内への輸出額・比率 

ＴＰＰ協定に伴う県内への影響と対応について（商工分野抜粋） 
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（３）想定される影響 

  〇輸出については、自動車部品輸出の約１／４を占める北米向けにおいて多くの品目で

関税が即時撤廃となっており、当地域のサプライヤーにとって大きなメリットが見込

める。輸入については、関税率が既に 0％のため関税率による影響はない。 
 

（４）関係団体の意見等 

  〇米国やカナダにおいて大部分の関税が即時撤廃され、原産地規則も現行のサプライチ

ェーンの中で対応可能な内容となったことは歓迎。 
  〇中堅･中小企業も十分活用できるよう、情報提供や相談体制の整備、その他の総合的

な支援を希望。 
 

３ 繊維及び繊維製品 

（１）合意内容 

 （輸出） 

〇米国 衣類：現行 0.5％～32％→即時～13 年目撤廃 
毛織物：現行 2.7％～25％→即時撤廃 

  〇カナダ 衣類の一部：現行 6～18％→即時～4 年目撤廃 
 （輸入） 

  〇繊維・繊維製品（生地）：現行 1.9％～14.2％→即時撤廃 
〇繊維・繊維製品（衣類）：現行 4.4％～13.4％→即時撤廃（一部衣類は 11 年目撤廃） 

 

（２）本県の現状（県内港：名古屋港、衣浦港、三河港、中部国際空港） 
県内港からの 

繊維製品輸出額 

県内港からの総輸出額に

占める繊維製品の割合 

県内港での 

繊維製品輸入額 

県内港での総輸入額に

占める繊維製品の割合

794 億円(181 億円) 0.45％(0.10％) 5,663億円(468億円) 5.18％(0.43％)
                      ※県内港からの輸出入額であり、県外事業者の数字も含まれる 
                       ※（  ）内は TPP 域内との輸出入額・比率 
 

（３）想定される影響 

  〇米国、カナダ等への輸出増加に期待ができるが、原産地規則の影響（後述）が懸念さ

れる。輸入については、繊維製品輸入の 80％を占める中国が TPP に参加していない

ことから直ちに大きな影響はないと考える。今後、中国から TPP 域内のベトナム等

への生産・仕入れ移転が拡大する可能性がある。 
 

（４）関係団体の意見等 

〇既に海外製品の影響で産地は縮小しており大きな影響はない。アメリカへの輸出増に

少し期待がかかる程度。 
〇製品輸入の増加を懸念。輸出については、3 工程ルールによる影響について、見通し

が立っていない。 
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４ 窯 業 

（１）合意内容 

（輸出） 

[陶磁器] 

〇米国 現行 0.7％～28％→即時～10 年目撤廃 
  〇カナダ 現行 4.5～7％→即時撤廃 
    〇ニュージーランド 現行 5％→即時～7 年目撤廃  他 
  [かわら] 

  〇米国 現行 13.5％→即時撤廃 

  〇カナダ 現行 6.5％→即時撤廃 

  〇ベトナム 現行 45％→4 年目撤廃  他 

（輸入） 

 [陶磁器] 
〇現行 2.3％→即時撤廃 

 [かわら] 

  〇現行 2％→即時撤廃 

 

（２）本県の現状（県内港：名古屋港、衣浦港、三河港、中部国際空港） 
県内港からの 
陶磁器輸出額 

県内港からの総輸出額

に占める陶磁器の割合

県内港での 
陶磁器輸入額 

県内港での総輸入額に

占める陶磁器の割合 
45 億円(16 億円) 0.025％(0.009％) 84 億円(2 億円) 0.077％(0.002％)

                      ※県内港からの輸出入額であり、県外事業者の数字も含まれる 
                       ※（  ）内は TPP 域内との輸出入額・比率 
 

（３）想定される影響  

  〇高い税率であった米国への食器類（家庭用 26％、業務用 28％）の関税が撤廃される

ことで、輸出増加に期待ができる。輸入については輸入額の 80％を超える中国が TPP
に参加していないことから影響は少ないと思われる。 

 

（４）関係団体の意見等 

〇若手経営者はチャンスと捉えている。海外展開の契機となるが今すぐには影響は無い

と思われる。国内市場が縮小しており海外に活路を見いだしたい。 
〇輸入については、中国が参加していないことから今までと変わらない。産地のブラン

ド化に取り組んでおり、安価な輸入品はあまり脅威と思っていない。 
〇国内市場が縮小する中、瓦の輸出は増えており、歓迎する雰囲気になっている。 
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５ 原産地規則（TPPの関税率を適用するため、産品の原産地を特定するためのルール） 

（１）合意内容 

  〇TPP 域内における原産地規則の統一 
  〇完全累積制度の採用（複数の締約国における付加価値・加工工程の足し上げが可能） 
  〇生産者・輸出入社者自身が原産地証明書を作成する制度の導入（貿易手続きの円滑化） 
 〇自動車・同部品については、TPP 域内で付加される価値の計算に特別ルールを規定 
（自動車：TPP 域内で付加された価値が 55％以上であれば原産地と見なす） 
・特定品目（車体・バンパー、ドア等）については、１つ以上の行程を域内で行えば

条件を満たす 
  （自動車部品：TPP 域内で付加された価値が 45％～55％以上であれば原産地と見なす） 
   ・45％を超える部分は指定された行程のうち１つ以上を域内で行えば条件を満たす 
  〇繊維製品は、紡ぐ･織る･縫うが域内で行われる必要がある(ヤーンフォワード･ルール) 
 

（２）想定される影響 

  〇自動車については、既にグローバル化しているサプライチェーンの中で、メリットが

見込める内容となっている。 
一方、繊維製品については、原材料や製造工程において TPP 域外である中国への依

存度が高く、影響が発生することが懸念される。 
 

６ 知的財産（産業財産権） 

（１）合意内容 

  〇特許付与までに生じた不合理な遅延について、特許期間を調整する制度の整備 
  〇新規性喪失の例外規定の義務付け、及び期間延長 
  〇商標の国際的な議定書・条約の締結義務付け、商標不正使用の損害賠償等の制度整備 
  〇知的財産保護について、国際協定と同等又はそれを上回る規範の導入 

〇日米間において、双方の関心酒類である日本酒、焼酎、バーボン、ウイスキー等の地

理的表示の保護を進める。 
 

（２）本県の現状 
国内出願 海外出願 

特許 商標 特許（PCT※） 商標 
28,657 件（3 位） 4,276 件（4 位） 2,772 件（3 位） 116 件（3 位）

                         （  ）内は都道府県別全国順位 
     PCT：一国への出願によって加盟国全てに同時出願した効果を与える出願制度 
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（３）想定される影響 

  〇ルールの共通化、模倣品対策の強化等により、国内外において、知財を活用した事業

活動の促進が期待できる。 
 
 
＜参 考:国の対策＞ 

 〇丁寧な情報提供及び相談体制の整備 

  ・中堅・中小企業のための相談窓口（県内3箇所）の設置 

・税関の体制整備により原産地規則に対する照会への迅速な対応体制の確立 

・説明会の開催（繊維業界向けについては個別に実施） 

・中小企業の輸出支援ハンドブック作成（1月 23日公表） 

 〇新たな市場開拓、グローバル・バリューチェーン構築支援 

  ・中堅・中小企業の新市場開拓に向け、新輸出大国コンソーシアムの設立推進 

  ・コンテンツ、サービス、技術等の輸出促進 

  ・海外展開先のビジネス環境整備  

 〇TPPによる貿易･投資の拡大を国内の経済再生に直結させる方策 

・IoT、人工知能、ロボットや共通基盤となる分野における技術開発を推進するとともに、

必要となる規制緩和に取り組む。 

・知的財産制度をTPPが求める制度に調和させる。 

・第4次産業革命や産業の高度化に向けた積極的な投資を促進する。 

・幅広い産業分野における生産性の向上を図る。 

・海外企業の研究開発部門等の高付加価値部門を誘致し、投資や人を呼び込む。 

・海外からのビジネス関係者受入等促進のため出入国管理体制を整備。 

 〇地域の「稼ぐ力」強化 

  ・訪日外国人観光客の消費拡大を促進。 

  ・地域の産品、技術、企業等を連携し、新事業創出、海外展開の拡大を促す。 
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Ⅱ 県の対応 

 [商工分野] 

国の「総合的なTPP関連政策大綱」に位置づけられた中小･小規模企業への海外展開支援

やイノベーション創出、生産性向上、対内投資活性化等の施策に呼応し、県内関係団体と

も連携して、本県産業の競争力強化に向けて取り組む。 

 
１ 情報提供及び相談体制の整備 

 〇「愛知県よろず支援拠点」を中心に、金融機関とのネットワークなどを活用し、中小・

小規模企業が活用しやすい相談機能を整備する。 
〇メールマガジンを活用した支援施策の情報提供を強化する。 
 

２ 中小企業の海外展開・販路開拓への支援 

 〇あいち国際ビジネス支援センターによる国際ビジネスに係るセミナーの開催や、情報提

供、貿易や投資に関する相談対応など、海外展開に必要な支援を総合的に行う。 
〇海外産業情報センターや愛知県サポートデスクにおいて、海外進出を図る中小・小規模

企業を総合的に支援する。 
〇ジェトロやグレーター･ナゴヤ･イニシアティブ協議会、（公財）あいち産業振興機構など、

海外展開支援に取り組む様々な団体との連携促進を進め、支援体制を強化する。 
〇海外企業と直接商談ができる国際見本市や、集客力のあるコンベンションの誘致・開催 
 

３ TPPを生かした戦略産業の育成・振興 

〇産業空洞化対策減税基金により、企業の研究開発や次世代を担う産業集積を支援する。 
〇自動車安全技術プロジェクトチームなどによる自動走行などの高度安全技術の開発を支

援する。 
〇あいちロボット産業クラスター推進協議会において、当地域の課題やニーズを検討し、

ニーズに基づくロボットの開発・実用化、普及に関する取組を促進する。 
〇あいちサービスロボット実用化支援センターにおいて、医療や介護を始めとするサービ

スロボットの実用化を支援する。 
〇IT 産業、都市型産業の育成を進める。 
〇特区制度の活用により研究･開発環境の整備を図る。 
〇中小・小規模企業の海外展開に向けた知的財産活動を支援する。 
 

４ 対内投資の拡大に向けた立地環境の整備 

〇産業空洞化対策減税基金を活用した立地支援により対日投資の促進を図る。 
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〇ジェトロや愛知･名古屋国際ビジネス・アクセス・センター、グレーター･ナゴヤ･イニシ

アティブ協議会と連携し、外資系企業誘致を推進する。 
〇工場立地法、企業立地促進法などの規制緩和や、国家戦略特区等の規制の特例措置など

を活用し、ビジネスしやすい環境の整備を進める。 
 

５ TPPを地域創生につなげる取組の支援 

〇市町村や商店街が行う商店街の活性化に向けた取組を支援する。 
〇あいち商店街利用促進協議会（仮称）を設立し、商店街利用促進に向けた広報、普及促

進、施策提言などを実施する。また、多様な主体と連携した取組を支援する。 
〇あいち中小企業応援ファンドにより、地域産業の強化や新たな産業の創出を推進する。 
〇サービス産業の生産性向上を図る事業者の取組を支援する。 
〇優れたモノづくり企業を愛知ブランド企業として認定し、国内外にアピールすることで、

その競争力強化を支援する。 
〇地域資源を活用した製品の展示商談会出展支援や産地組合の取組に対する支援などを通

じて需要を喚起する。 
〇都市部の大企業等で実績がある人材と、県内中堅･中小企業のマッチングを促進する。 
○あいち産業科学技術総合センターによる企業の新技術・新製品の開発支援を実施する。 
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愛知県のＴＰＰ関連事業 

【商工分野】 （単位：千円）

項  目 事 業 内 容 予算額 

情報提供及び相

談体制の整備 

中小企業総合支援事業費補助金（相談事業関係） 22,133

広報活動費 2,353

中小企業の海外

展開・販路開拓へ

の支援 

中小企業総合支援事業費補助金（海外ビジネス支援関係） 3,667

メッセナゴヤ2016開催費負担金 7,000

貿易指導費 13,570

アジア経済連携推進事業費 14,826

海外産業情報センター運営費 93,437

TPPを生かした戦

略産業の育成・振

興 

新あいち創造研究開発補助金 500,000

自動車安全技術推進事業費 5,788

自動走行実証推進事業費 ＜新規＞ 15,335

ロボット産業クラスター推進事業費 16,409

リハビリ遠隔医療・ロボット実証推進事業費 ＜新規＞ 15,903

都市型産業育成事業費 7,126

あいちベンチャーハウス管理運営委託事業費 19,150

知的財産戦略活用促進事業費 5,582

対内投資の拡大

に向けた立地環

境の整備 

外国企業誘致促進事業費 4,183

21世紀高度先端産業立地補助金 1,866,540

新あいち創造産業立地補助金 2,477,303

TPPを地域創生に

つなげる取組の

支援 

商店街地域連携促進事業費 ＜新規＞ 1,597

げんき商店街推進事業費 128,044

商業振興事業費補助金 136,707

愛知ブランド発信事業費 1,370

地場産業振興対策費 23,976

プロフェッショナル人材戦略拠点運営委託事業費(２月補正) 54,015

あいち産業科学技術総合センター研究開発推進費 423,280

小  計    5,859,294


