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序　

論序論　本報告書について

本報告書は、経済産業大臣の諮問機関である産

業構造審議会に設置された通商・貿易分科会不公

正貿易政策・措置調査小委員会が公表した 24 回目

の年次報告書である。

1．本報告書の目的と構成

（1）WTO協定、経済連携協定等の国
際ルールの遵守の確保
本報告書は、貿易摩擦を巡る議論に対して冷静

かつ建設的な解決を模索するために、各国の貿易

政策を規律する国際的に合意されたルールを基準と

して評価するという「基本的考え方」を提示するこ

とを、1つの主たる目的としてきた。後述のとおり、

過去 23 回の報告書の公表を通じて、こうした考え

方は、広く内外各層の理解・支持を得ることに成功

してきたと言えよう。

また、本報告書は、上記基準をもとに、我が国

の主要貿易相手国・地域（以下、「国・地域」を単

に「国」と表すことがある）が採用している貿易政策・

措置のうち問題のあるものを明らかにし、これらの

政策・措置の撤廃や改善を促すこともその目的とし

てきた。上述のとおり当初の「基本的考え方の提示」

という目的が相当程度達成されつつある一方で、我

が国産業界の貿易・投資活動の拡大に伴ってその

活動の態様も変化し、また国際貿易秩序において

新たなプレーヤーの比重が増し、また、WTO協定

に加えて経済連携協定等の二国間・地域協定の数

も飛躍的に増加する中、本報告書において、貿易

政策・措置の国際ルールとの整合性の状況を分析す

る役割は、ますます重要になっている。

本報告書は、我が国が当事国であるWTO協定、

経済連携協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）及び

投資協定（IIA）（以下、序論においてこれらの協定

をまとめて「経済連携協定等」という）に照らして、

政策・措置の状況の分析を包括的に行うものとして

は我が国唯一の報告書である。

（2）WTO協定、経済連携協定等の国
際ルールについての理解促進
本報告書はまた、WTO協定、経済連携協定等

の国際ルールについての実践的解説書としての役割

も担っている。

1995 年に発効したWTO協定は、多国間での国

際貿易ルールを規定するものとしては、大変重要な

ものであるが、多くの人々や企業の意識からは、ま

だ遠い存在である。そのため、本報告書の第Ⅱ部

においては、現行ルールの内容やその背景にある

基本的考え方などについて、主要ケースを踏まえな

がら詳細な解説を付すとともに、現行ルールの潜在

的な問題点も指摘し、それらが今後更に改善・強

化されるべき事項を指摘して、部分的にではあって

も今後の方向性に関する示唆を提供することを心掛

けている。これらの箇所と、第Ⅰ部における、各国

の貿易政策・措置の問題点の実例に即した分析が

あいまって、WTO協定等の国際ルールの意義及び

その可能性について、各方面で理解を深めていただ

けることを期待している。

また、近年では数多くの経済連携協定等が我が

国を含む世界各国で締結され、WTO協定を補完

する新たな国際ルールとして、貿易・投資政策の様々

な側面に係る各国の権利・義務を規律している。こ

れらは、第Ⅲ部において紹介している。なお、2015

年版報告書では、我が国が締結した経済連携協定

等に基づく義務との整合性に疑義のある措置も第Ⅰ

部で取り上げている（インドネシア－鉱物資源輸出

規制及びローカル・コンテント問題並びに日インドネ

シアEPAの履行（部分意匠制度、外国周知商標制

度及び包括委任状制度の導入）問題）。

（3）基本的考え方の提示
初版発行当時の1990 年代前半においては、相

手国の貿易政策・措置を評価する際にしばしば一

方的で結果主義的な基準が用いられ、多様化・複

雑化している国際経済問題の解決をかえって困難

にしてしまう場合が少なくなかった。しかしながら、

WTOが発足した 1990 年代半ばを境に、こうした
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ケースは総じて減少しつつあり、むしろWTO協定

及び経済連携協定等の国際ルールの整合性の確保

が問題とされることが増加している。こうした変化

は、貿易問題はルールに基づいて解決すべきという

本報告書の理念が広く受け入れられてきた証左と見

ることができよう。

また、本報告書は、国際貿易政策・措置の問題

を解決するための具体的方策としてWTOの紛争

解決手続の活用の重要性を提言してきたが、この点

についても大きな成果が見られる。世界の主要貿易

国を含む多くの国がWTO上級委員会を中核とする

紛争解決手続を活用することによって、WTO協定

に照らして疑義のある措置の是非については、同手

続に則り公平かつ客観的な判断を仰ぐべきだという

認識が浸透した。更に、投資協定や自由貿易協定

等に基づく義務の違反に対して、各協定で定められ

た仲裁手続を用いて解決が図られる例が、1990 年

代後半から世界各国で飛躍的に増加し、国際仲裁

機関における判断例も蓄積が進んでいる。これは、

WTO協定及び自由貿易協定等が信頼性の高い規

範であるとの認識が世界各国において共有されると

ともに、これらの協定が備える画期的な紛争解決

制度を各国政府・企業等が具体的紛争案件の解決

のために積極的に活用することによって、貿易・投

資政策における国際ルールの重要性及び実効性を

向上させてきた現れである。ただし、以下、2.（2）

に述べる「結果志向型」の考え方が消滅した訳で

はなく、また、紛争解決手続によらずして一方的措

置によって問題解決を図ろうとする動きがなくなっ

た訳でもない。一般的に、細部にわたる規律と強制

力を伴う執行が可能な国内法と異なり、国際ルール

が有効に機能するかどうかは、各国の遵守意識や、

裁定メカニズムの実効性に拠るところが大きい。今

後の世界経済の動向次第では、いつでも揺れ戻し

のリスクがある。実際、2008 年の金融危機に端を

発した厳しい世界経済の状況の中、各国において、

新たな貿易の障壁となるような規制強化、関税引き

上げ等の措置の導入がなされている。こうしたリス

クに留意しつつ、引き続き、WTO協定及び自由貿

易協定等の下で、より一層安定した世界貿易体制を

形成するために、本報告書がこれまで堅持してきた

基本的理念を引き続き国内外に示していくことが重

要であると考えられる。

2．基本的視点

以下に述べる本報告書の初版以来の基本的理念

は、現在では多くの方々に「当然のこと」として捉

えられるようになってきたかもしれない。しかしな

がら、上述の「揺れ戻し」のリスクを勘案すれば、

なおその内容を明確に示しておく必要があると考え

る。

（1）貿易政策・措置の「公正性」とは
何か
本報告書は、貿易政策・措置の公正性の認定に

あたり、第 1回報告書以来一貫して「ルール志向型

基準」に従って分析を行ってきている。

ルール志向型基準とは

本報告書のよって立つ「ルール志向型基準」は、

各国の貿易政策・措置の公正性を論じるにあたって、

国際的に合意されたルールを基準とすることを指す。

ルールに従うことは、物事を公正に取り進める上で

必要不可欠の条件である。オックスフォード英語辞

典（COD）も、“fair”という単語の第一義に“in 

accordance with the rules”という定義を掲げて

いる。本報告書で評価基準としているのは、現在

の時点で有効な国際ルールであり、適当な国際ルー

ルが存在しない場合には、まずルールの定立を期

すべきであり、国際ルールなしに公正・不公正を論

ずるべきではない、との立場を採用している。「ルー

ル志向型基準」という場合の貿易関連の「ルール」

として、本報告書では以下のものを採用している。

第一は、WTO 協定である。本協定は、GATT

が規律するモノ（物品）の分野のみならず、サービス、

知的財産保護等の新分野をも対象とする、国際貿
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論序論　本報告書について

易に関する最も包括的な国際規範である。

第二は、WTO協定以外の国際条約、国際法上

の基本原則その他の国際慣習法である。これらは、

WTO協定の対象とする分野、又はWTO協定の

対象としない分野について締結される国際条約や、

国際法秩序を支えるその他の国際法規範であり、

WTO協定を補充するものである。WTO協定以外

の国際条約の例としては、経済連携協定・自由貿易

協定、投資協定、二国間の経済・通商事項を規律

する二国間条約、WTO以外の多数国間条約が挙

げられる。また、成文法の形をとらない国際法上の

基本原則その他の国際慣習法は、我が国を含むす

べての国家が当然に遵守すべき規範である。

近年、経済連携協定等が貿易政策の分野で果た

す役割は相対的に拡大しつつあるが、我が国として

は、WTO協定という基盤的国際通商ルールの深

化・拡充に積極的に貢献することを基本としつつ、

WTO 体制を補完するものとして、経済連携協定等

を通じた二国間／地域秩序構築へ、主体的に関与

していくとの姿勢が重要である。当然、経済連携

協定等のWTO協定整合性を確保することも、忘れ

てはならない。

ルール志向型基準の意義

この基準に則って調査・検討を行うことの意義は、

基本的に 3つある。

第一に、市場競争に関連して公正性が問われ得

る対象は、競争がもたらす「結果」ではなく、あく

まで競争が「ルール」に基づいて行われているかど

うかである。合意されたルールに従って競争がフェ

アに行われた場合に、その結果に即して公正性を問

うことは、単にフェアプレイの精神にもとるにとどま

らず、合意に基づくルールの基盤を破壊することで

あると言わざるを得ない。また、結果に対する異議

申立てがなされた場合、これに対する理性的な対応

は、合意されたルールが国際貿易の発展という基

本目的に照らして適切に運用されているかを再吟味

して、公平性の確保に努めることであり、短絡的に

ルールを無視して、結果志向型アプローチに基づい

て提起される要求に対して個別に対応することでは

ない。

第二に、参加国が国際交渉の場において合意し、

その履行を相互に約束した事項に関する限り、約束

違反の事例を指摘してその是正を求めることは、単

に正当な行為であるのみならず、合意の実効性を担

保するために必要な行為でもある。我々は、かかる

公正性の要求に関しては、広い国際的同意が既に

得られていると考えている。

第三に、通商摩擦を巡る議論の混乱と感情的な

対立を避け、政治問題化させないためには、他国

の貿易政策・措置に対する批判や非難が、国際的

に合意されたルールに照らしてどのような根拠を持

つかを、冷静に判別することが必要である。WTO

紛争解決手続はこのために設けられており、例えば、

米国通商法第 301条等に基づいて、WTO 紛争解

決手続の判断を経ずに、一方的に他国のWTO協

定違反等を認定し、制裁措置を実施することは、

WTO協定に違反する措置であって許されない。ま

た、我が国とアジア諸国との経済関係が緊密化する

中で、これら諸国との個別取引を巡る問題も増大し

ているが、こうした問題を政治問題化せず、WTO

協定及び経済連携協定に基づく経済秩序に対する

信頼を基盤として、ルールに即して国家間において

冷静かつ建設的に解決することは、これらの諸国

との間で成熟した経済関係を構築するうえで重要で

ある。また、我が国の多くの経済連携協定（EPA）

において、ビジネス環境・改善にむけた議論の場が

設置されることが規定されており、相手国の貿易・

投資関連制度や実施状況を議論することが可能に

なっている。これも政治問題化をさせず、冷静か

つ建設的な議論をするために、ルールに沿ってつく

られた議論の場である。更に、多くの経済連携協

定等で規定されている紛争処理規定では、私人た

る投資家と投資受入国との間で争いが生じた場合、

投資家が自ら受入国を相手に案件を国際仲裁に付

託することにより、国際ルールに基づく救済を得る

ことができる手続を定めており、これも近年ではルー

ルの実効性を担保するツールとして有効に機能して



6

いる。このように、ルール志向型の公正性判断基準

を用いて調査・検討を行うことの1つの意義は、通

商摩擦を巡る議論を生産的な軌道に乗せる手段を

提供することにある。相手国の貿易・投資制度につ

いて、解決するためのツールと政府・企業の関係に

ついて、フローチャートに整理したものは別添の通

りである。政府は、問題を把握した後、問題の種

類や性質等に応じて、有効なツールを選択肢し、解

決にむけて取り組んでいくことが必要である。

なお、第 1回報告書では、「『All are sinners』

との認識を共有し、問題解決に向けた相互努力を

促すこと」を本報告書のねらいの1つとしているが、

このような姿勢の重要性を改めて強調したい。

（2）「結果志向型基準」の問題点
本報告書では第 1回目の刊行以来、ルール志向

型基準に反するものとして、「結果志向型基準」の

問題点を指摘してきた。「結果志向型基準」とは、

特定国との貿易に関し自国に不利な「結果」が生じ

ている場合に、そのことだけを理由にして、相手国

が適用している政策・措置を「不公正」又は「不合

理」と認定する基準である。例えば、特定国との

貿易収支の不均衡が大きい場合や、特定の産品の

輸出が期待するほどに伸長しない場合等に、そのこ

とによって直ちに相手国の貿易政策・措置を「不公

正」であると認定する考え方である。このような「結

果志向型基準」は、具体的には次のような問題点

を有している。

客観性の欠如

第一に、「結果志向型基準」には、判断基準が

特定国によって一方的に作られたものであり、国際

的に合意されたルールに基づくものでないという問

題がある。自らが設定した基準のみに基づいて相

手国を「不公正」であるとする批判は客観性を有し

ていない。

国際規範が不十分な場合、次善の策として一方的

な判断も許されるとの見解もあるが、本報告書はこ

れを支持しない。係るアプローチは、貿易摩擦を冷

静かつ建設的に処理する枠組みとしての安定性を欠

くと考えるからである。

結果主義的考え方（因果関係の無視）

第二に、この基準はいわゆる「結果主義」的な考

え方であり、貿易の「結果」が問題とされる政策・

措置によってもたらされてはいない場合であっても、

因果関係があるかのように情緒的に問題を捉えて

「不公正」と判断するという問題がある。

こうした「結果主義」的な考え方の背景には、二

国間のマクロの経常又は貿易収支の不均衡と市場ア

クセスの不完全性との間に直接的な関係があるとい

う考え方が潜んでいると思われる。しかし、マクロ

の貿易収支の不均衡の問題とミクロの貿易政策・措

置が直接関係していないことは、経済学的に証明さ

れている。

管理貿易への転化の危険（反競争的効果）

第三に、こうした「結果主義的」な考え方は、容

易に「管理貿易」に転化するという問題を有している。

貿易の結果が自国にとって望ましくない場合、特定

の外国産品の市場シェアや輸入額等の具体的な結

果の達成（数値目標）を相手国に要求する政策が

追求されることがある。この種の議論は、ウルグアイ・

ラウンドを開始することとなる1986年のプンタ・デル・

エステ宣言の議長サマリーに記録されているように、

「利益の均衡」（balance of benefi ts）論として展開

されたこともある。

上記のような要求は、しばしば相手国の措置等

を不公正と指弾するのみならず、それが反競争的だ

とする形でも主張されるが、そもそもかかる要求は、

「機会の平等」ではなく「結果の平等」を求めるも

のであって、市場経済のエンジンとも言うべき、真

の競争が持つ多くの優れた機能を阻害する危険性

をはらんでいる。これは市場経済の放棄につながり、

市場経済原則によって世界経済の発展を図るという

WTO協定等の基本的理念から大きく逸脱するもの

である。
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序　

論序論　本報告書について

（3）「ルール志向型基準」を補完する
経済的視点
本報告書は、「ルール志向型基準」を基本的な視

点としているために、おのずと法学的な分析が支配

的になるが、このアプローチを補完するために、第

1回報告書以来、本報告書はルールや措置が持つ

「経済的インプリケーション」に関しても簡潔に言及

してきている。その理由は基本的に 3つある。

第一に、合意された国際取引ルールや紛争解決

メカニズムを逸脱する貿易政策・措置は、単にルー

ル違反であるということにとどまらず、国際取引の

予見可能性や透明性を損ない、物品・サービスの円

滑な国際的流れを歪曲することによって、各国の経

済厚生に対して無視できない悪影響を及ぼすことが

ある。このような経済効果を視野に収めることによっ

て、公正な国際取引ルールと紛争解決メカニズムの

重要性に関する理解が一層深められることになるか

らである。

第二に、現行の国際取引ルールと紛争解決メカニ

ズムは、各国の政府、生産者及び消費者の経済活

動を支える制度的枠組みとなっており、その下で実

現される各国の経済厚生の水準に大きな影響を及

ぼしている。換言すれば、現行の国際取引ルールと

の整合性や紛争解決メカニズムを逸脱しない貿易

上の政策・措置も、基本的には、それらルールとメ

カニズムを前提として採用されていると捉えることが

できるはずであり、そのルールとメカニズムの持つ

経済的インプリケーションを理解する作業は、現行

制度の意味と意義を理解する上で基本的な重要性

を持っているからである。

第三に、国際貿易ルールと紛争解決メカニズムは

一定不変の与件ではなく、国際的な合意さえ成立

すれば、変更可能な制度的枠組みである。現在ま

でに国際規範が存在しない場合には、まずもって

規範の定立を図るべきだというのが本報告書の基

本的な立場であるが、新たな国際規範の在り方を

模索する際には、代替的なルールとメカニズムが各

国の経済厚生に対して持つインプリケーションを正

確に視野に収めた上で、制度の社会的選択を行う

べきだからである。

3．2015 年版報告書について

本報告書は、上述のとおり、本論を三部構成とし

ている。第Ⅰ部においては、我が国の主要貿易相手

国・地域を対象に、各国・地域ごとの貿易政策・措

置のうちWTO協定等の国際ルール上で問題点があ

ると考えられるものを取りまとめている。第Ⅱ部にお

いては、第Ⅰ部の問題点の指摘の根拠となるWTO

各協定等の国際ルールと、主要ケースに関する解説

を行っている。第Ⅲ部では、経済連携協定等におい

て定められているルールの概観及び解説を、分野ご

とにまとめている。また、毎年いくつかのテーマを

取り上げ、コラムとしてまとめている。

一般的に、国際ルールを根拠として他国の政策・

措置の改善を求めるにあたっては、産業界、有識

者を含む広く民間と政府が効果的に連携することが

必要である。2015 年版報告書の執筆・編集にあたっ

ても、この問題意識の下、WTO協定、経済連携

協定等の通商に係る国際ルール及びその動向につい

て、理解の促進を図るとともに、積極的な情報発信

を行えるように努めた。

例えば、第Ⅰ部で取り上げる各政策・措置につい

ては、可能な範囲で、①措置の概要、②国際ルー

ル上の問題点、③最近の動きの 3 段構成にして記

述することとしている。これにより、各国の措置が

WTO協定上どのような点で問題となりうるのかを

示し、読者がWTO協定の理解を深める一助とす

ることがその狙いである。また、日本政府の対応に

ついても具体的に記述するよう努めているが、こう

した政策情報のフィードバックが、広く通商政策に

関するより良い理解に繋がり、官民連携促進の一助

となることを期待している。その目的から、本年も

報告書作成にあたり、予め事務局を通じて掲載案

件予定リストを一般に公表し、新規追加案件を含

め意見を求めた。

第Ⅱ部においては、WTO 紛争解決手続につい
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て詳細な解説を行うなど、広く一般の方々にも理解

が容易となるよう努めた。

第Ⅲ部では、我が国が締結した経済連携協定等

に加えて、諸外国間の主要な協定の内容を掲載する

ことにより、広い視野を確保するよう努めた。2015

年版報告書では、環太平洋パートナーシップ（TPP）

や日中韓 FTA、東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）、日EU・EPAについて、国内外の最新の

動向を記載している。

資料編においては、WTO 紛争解決手続の概説

を行うとともに、「ドーハ開発アジェンダ」の動向等

について紹介を行っている。

対象国・地域

第Ⅰ部では、従来から、我が国との貿易額（当

該国への輸出額と当該国からの輸入額の合計）を

基準として、主要十数か国・地域を中心に扱うこと

としている。2015 年版でも同様の方針の下、貿易

額で上位にある中国、ASEAN 諸国（注）、米国、

EU、韓国、台湾、豪州、香港、ロシア、カナダ、

インド、ブラジルを対象とすることとする。

（注）ASEANは 1つの独立の関税地域として

WTOに加盟しているものではないが、各

国共通の問題もあることから、1つの章に

まとめて取り扱うこととする。

＜図表序－ 1＞　我が国の主要国・地域貿易額

取り上げる政策・措置

第Ⅰ部では、対象国・地域の貿易・投資関連の政策・

措置を対象としている。すなわち、相手国政府の政

策・措置と直接に関係のない商慣行等は含まない。

ただし、それら政策・措置を網羅的に取り上げる

のではなく、我が国の経済、貿易活動にとって重要

と考えられるものを中心に、WTOをはじめとする

国際ルールとの整合性上問題となる可能性のあるも

のについて、調査・指摘を行っている。

なお、WTO整合性の観点からは明確に問題が

あると言えない貿易・投資関連政策・措置について

も、WTOの精神に照らして自由化が強く望まれる

ものや、新たなルールによって規律されるべきもの

もある。高関税・非譲許、サービス貿易、政府調

達などで該当するものがあるが、これらについては、

各案件の冒頭に「本件は、WTO協定をはじめとす

る国際ルール整合性の観点からは明確に問題があ

ると言えない貿易・投資関連政策・措置であるが、

以下の懸念点に鑑み、掲載することとした。」と記

載し、国際ルール違反ではないことを明らかにした

上で、一部掲載の対象としている。

32.6
ASEAN 23.3

21.2
EU 15.7

9.0
6.8
6.6
4.2
3.6
2.0
1.6
1.5

159.0
26
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論序論　本報告書について

その他

本報告書の記述は、特段の断りがない限り、

2015 年 2月末時点のものである。

本報告書の内容は経済産業省のインターネットの

ホームページ上で公開している。

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/

wto_compliance_report/index.html
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＜図表序－ 2＞　不公正な措置を改善するためのフローチャート

※１ ビジネス環境整備小委員会には、産業界（現地商工会等）も参加可能

※２ 投資仲裁手続は投資家（企業）と相手国政府で行うもの

※３ 上記フローチャートは政府による解決の典型的な例の流れを示したもの
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序　

論序論　本報告書について

＜図表序－ 3＞　WTOと EPA/FTA の関係
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第１章　中国

透明性、統一的行政、司法審査

［加盟に伴う約束］
中国は、措置の内容の合理性、客観性、公平性

の確保を規定したGATT第 10 条及び GATS第 6

条等の規定に基づく義務を負うことになるとともに、

加盟議定書等において、①WTO協定が中国の関

税地域全体に適用されること、②中央政府のみな

らず地方政府においてもWTO上の義務を遵守する

こと、③モノ・サービスの貿易、TRIPS又は外国

為替管理に関係する法令や措置を統一的、公平か

つ合理的に適用・運用すること、④かかる法令や

措置のうち、公表され、かつ他のWTO加盟国が

容易に入手可能なもののみが実施されること、⑤貿

易に影響を及ぼすすべての行政行為について、行

政府から独立した司法機関による審査の対象とする

こと等を具体的に約束した。また、⑥貿易関連制度

の不統一な適用があった場合についての苦情申立て

メカニズム、透明性確保のための公式定期刊行物

の発行・照会所の設置等も約束している。

［実施状況・問題点］
（1）透明性
＜実施状況＞

中国では、従来公表されない法令も多く、公表さ

れているものについても、特に地方レベルの規則は

入手が困難なことがあった。また、公布から施行ま

での期間が短く、企業が新しい制度に対応する準

備の時間が十分にとれないことも多かった。

近年では、官報やインターネットを通じた法令公

表の積極化、商務部世貿組織通報諮詢局（世界貿

易機関通報照会局）の設置、法令公布前に意見

聴取期間設定及び公聴会開催を認める条例の発布

等、透明性向上に向けた努力を払っており、一定の

改善が見られる。立法面では、2008 年 5月に『政

府情報公開条例（国務院）』が実施され、同条例

によると、行政機関の組織設置、職能、事務プロ

セス等を含め一定の情報を公報や政府ウェブサイ

トなど公衆が知りやすい形で公開すべきと規定して

おり、一部の中央官庁や地方政府（省、市）が予

算情報を公開するようになった。司法レベルでも、

2009 年 12月に、最高人民法院が『司法公開に関

する六規定』と『ニュースメディア世論の人民法院

監督に関する若干規定』を公布し、各レベルの法

院に対して立件、裁判、執行、公聴、記録、審理

事務を公開すること、並びにメディアによる世論監

督を積極的に受け入れることを要請した。

＜国際ルール上の問題点＞

上記の政府情報公開条例実施後も実施細則等含

め未だに公開に当たっての行政体制が整っていない

こと、土地開発使用状況など公衆が強い関心を持っ

ている情報はあまり公開していないこと、また一部

の地方都市において、国家機密に該当するあるいは

申請された情報が存在しないといった理由で十分

に公開が進んでいないとも言える。また、パブリッ

クコメントが実施されていたとしても、その期間が

短かったり、周知が徹底していなかったりする例が

見受けられる。これらがWTO協定の所管事項に

関わるものである場合は、措置の客観性・公平性

の確保を規定したGATT第 10 条又はGATS第 6

条、また、透明性確保を規定した加盟議定書第 2

条に違反する可能性がある。

○輸出増値税還付率変動

中国の輸出時の増値税還付については、還付率

の調整が頻繁になされており、特に金融危機を受け

て、中国は増値税の輸出還付率を引き上げる方向に

あるが、未だに法令の公布と発効の時期は非常に

短く、例えば 2008 年 11月17日に公布した 3,770

商品の輸出還付率の法令は 12月1日にすぐに施行

され、12月29日に公布した『財政部・国家税務総

局による提高一部機械電気製品の輸出還付率の通

知』は 2009 年 1月1日にすぐに発効するとされた。

2009 年も4回にわたって製品の輸出増値税還付

率を引き上げた。これらの法令は公布から発効ま

での期間が短く、最長でも4日だけ、最短は発効
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期日が公布期日よりも早かった。例えば、財政部が

2009 年 2月 5日に、繊維製品・衣類の輸出増値税

還付率を14％から15％に引き上げると発表したが、

実行開始日は 2009 年 2月1日に遡るとした。こう

した状況では、企業は政策の変更に余裕を持って

対応することはできない。2010 年 7月15日に施行

された一部商品の輸出税増値税還付撤廃について

は、関連法令が 6月22日に公布され、公布から発

効までの期間が 20日までと以前より改善されたもの

の、未だ十分とはいえない。

規制・措置の急激な変更については、企業の予

見可能性を奪うものであり、経営に与える影響が大

きいことから、投資リスクとして意識する向きが強く

なっている。我が国も過去の日中経済パートナーシッ

プ協議において問題点を指摘したところであるが、

中国の経済・貿易政策が、透明性と予見可能性をもっ

て運営されることが求められる。

また、補助金協定上、間接税の払戻しは原則と

して補助金とはみなされないため、増値税の還付自

体は形式的には補助金協定に違反しない。しかし、

上記のとおり頻繁に還付率を変更していることから

事実上産業政策の一環として恣意的に間接税を操

作しているとも考えられるため、仕向地主義（最終

消費者の所在地である仕向地国が課税権限を有す

るという考え方）という同協定附属書の背景にある

考え方と相容れず、実質的に輸出補助金であるとし

て補助金協定違反を問える可能性がある。

 

（2）統一的行政
＜実施状況＞

外資企業が事業を行うにあたっては、中央、省、

地方レベルの部・委員会や政府において、互いに矛

盾のない法令が整備されることが必要である。また、

互いに矛盾のない法令や条例であっても、裁量的な

適用や不統一な解釈が、複数の地域で事業展開を

実施する外資企業にとっての障壁となっている。

近年、中国では、税関、税務、金融などの重要

分野や、中央政府と地方政府の利益が対立しやす

い分野において「垂直管理」改革を実施し、各レ

ベルの行政不統一による行政の非効率がある程度

改善され、また、中央政府と一部の地方政府が行

政機関の簡素化・合併を行っている。

しかし、中央と地方の関係において、垂直管理

はほとんど進まず、逆に食品薬品に関する垂直管理

制度は省レベル以下では撤廃され、中央政府が食

品薬品監管において地方政府の責任を強化したい

と表明するなどの動きも見られる。また、中央政府

内でも未だに統一的な行政が行われていない例も

見られる。例えば、オンラインゲームの監督管理権

限に関して、国家新聞出版総署がある運営会社を

処罰するとした際、文化部が新聞出版総署の決定

は越権行為として運営の許可を行う等、許可範囲と

処罰権を巡る対立が生じている。その後も、新聞

出版総署がオンラインゲームの 8つの管理措置を公

布し、国産オンラインゲームをネット上で運営するに

当たって、新聞出版総署の審査許可が必要とする一

方、文化部も『オンラインゲーム管理暫定方法』（2010

年 6月）を公布し、輸入オンラインゲーム、国産オ

ンラインゲームを運営するに当たって、文化部の審

査許可、登録が必要と規定する等、両者の対立は

解消されていない。このため、国内外のオンライン

ゲームが重複審査許可・管理に置かれることになり、

時間・コストの両面で負担が生じている。

＜国際ルール上の問題点＞

上記のように中央政府と地方政府との間で不統一

な解釈・運用がみられるが、これは中央政府・地

方政府間での法令・措置の統一的な適用・運用を

規定した加盟議定書第 2条（A）第 2 項に違反する

可能性がある。

（3）司法審査
＜実施状況＞

司法審査については、行政決定が司法審査の対

象となることを明記する規定が一部法令に設けられ

（「アンチ・ダンピング条例」、「専利法」等）、通商

に関わる紛争を仲介する裁判所として中国国際経済

貿易仲裁委員会（CIETAC）が設置された。また、

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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2007年には司法審査制度の基礎の改善を目的とし、

行政再議申請人の既得利益を保護すること等を規

定した「行政再議法実施条例」が公布・施行され、

2008 年 1月には最高人民法院より行政訴訟案件の

管轄、訴訟撤回問題について詳細に規定した司法

解釈も出されるなど、制度整備面では改善が見られ、

近年行政訴訟案件は増大している。他方、中国の

司法判断の中立性・的確性や、司法又は仲裁法廷

が下した判決・裁定の着実な執行については、加

盟作業部会においても加盟国側から強い懸念が示

されていた。また、例えば、中国の『行政訴訟法』

（1990 年）を実施する中で、地方法院が各種理由

で受理すべき行政案件を受理拒否する現象が多い。

この問題に対処して、2009 年 11月に、最高人民法

院が『行政訴訟当事者訴訟権の保護に関する意見』

を発し、各レベル法院が勝手に案件受理範囲を制

限したり、法律に違反して受理条件をつけたりする

ことを厳しく禁止した。2010 年 11月に発効した『最

高人民法院の行政許可案件の審理に関する若干問

題の規定』においても、裁判所が行政訴訟を受理

すべき場合について明確に規定することで、不受理

権限を制限している。中国の司法審査の改善につき、

継続的な対応が望まれる。

＜国際ルール上の問題点＞

上記のように裁判所が行政訴訟案件の受理を不

当に拒否することは、行政機関の決定を司法機関に

訴える機会を保障した加盟議定書第 3 条（D）第 2

項に違反する可能性がある。

輸出制限措置

（1）輸出税を賦課する措置
＜措置の概要＞

中国は、2006 年 11月1日に輸出税暫定税率調

整表を施行したが、同表に掲載されている品目のう

ち、加盟議定書第 11条第 3 項による輸出税禁止に

対する例外リストである附属書 6に記載があるのは

13 品目（フェロマンガン、フェロクロム、粗鋼及び

電解精製用陽極銅、銅・アルミのくず等）のみであ

り、ほとんどが 2006 年に新たに導入された輸出税

である。その後、2007年以降も、レアアース、タン

グステン、モリブデン等鋼材製品や石炭、化学肥料

とその原材料などについて輸出税を賦課し、輸出制

限を強化しており、2012 年からは新たにストリップ

キャスト合金にも輸出税が賦課されている。

なお、2009 年に米国、EU及びメキシコの三カ

国がパネル設置要請を行った DS394、395、398

（中国の原材料に対する輸出規制措置：詳細は第Ⅱ

部第 3 章 4．主要ケース（4）を参照。）について、

2012 年 1月末、上級委員会は、中国が講じている

輸出税・輸出数量制限等はWTO協定に違反する

といった結論の報告書を発出しており、本報告書を

受けて、中国は 2013 年 1月1日までに（勧告の履

行期限は2012年12月31日まで）、ボーキサイト、コー

クス、蛍石、マグネシウム、マンガン、シリコンメタ

ル、亜鉛の 7品目の輸出税を撤廃するとともに、黄

リンについては、加盟議定書で定められている範囲

内に税率を変更した。

また、2014 年 8月 7日にDS431、432、433（中

国のレアアース等に対する輸出規制措置：詳細は第

Ⅱ部第 3 章 4．主要ケース（5）を参照。）に関する

WTO上級委員会は、中国が講じているレアアース、

タングステン、モリブデンに対する輸出規制措置（輸

出税・輸出数量制限等）はWTO協定に違反する

といった結論の報告書を発出した。当該報告書を

受けて、2015 年 4月23日、中国財政部はレアアース、

タングステン、モリブデンに対する輸出税を5月1日

から廃止する旨公表し、5月1日から公表の通りレ

アアース、タングステン、モリブデンに対する輸出税

は撤廃された。

＜国際ルール上の問題点＞

中国は、WTO加盟議定書第 11条第 3 項におい

て、附属書 6に掲げられた産品に課税する場合又

はGATT第 8 条の規定に適合して課税される場合

を除き、輸出品に課税される税及び課徴金をすべ



＜図表Ⅰ‐ 1‐ 1＞　中国の加盟時の輸出税実施産品と税率

＜図表Ⅰ‐ 1‐ 2＞　2010 年以降の輸出税課税措置の新たな変更
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て廃止するとしている。そのため、これらの産品以

外に課税している場合には、WTO加盟議定書の

約束に違反していると考えられる。例えば、2006

年に暫定輸出税が課されたコークス・非鉄金属等は、

附属書 6に掲げられた産品ではないため、中国の

措置は加盟議定書に違反している。（その他輸出規

制に関する規律については、「第Ⅱ部第3章＜参考＞

輸出規制」を参照。）
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（2）原材料に対する輸出制限措置
＜措置の概要＞

2002 年 1月1日、「2002 年輸出許可証管理商品

の分類による証書発行目録」の公布及び関連問題

に関する通知で、輸出許可制度の対象となる合計

54品目の商品及び同許可証発行機関が規定された。

「2015 年輸出許可証管理貨物目録」では、上記対

象は 591品目となっている。

このように、中国はWTO加盟後も引き続き原材

料・中間製品に対する輸出数量制限を実施している。

GATT20 条（g）においては、「有限天然資源の保

存に関する措置」であれば、例外的に輸出数量制

限が認められる可能性がある旨を定めているが、中

国の原材料・中間製品に対する輸出数量制限の設

計や構造が中国の国内産業への優遇措置であり、

そもそも「有限天然資源の保存に関する措置」とは

いえないのではないか、また、GATT20 条（g）では、

「国内の生産又は消費に対する制限」が実施される

必要があると定めているところ、このような国内で

の制限が中国国内で実施されているか不透明な部

分がある。

また、中国政府は、多くの原材料品目について、

輸出許可証を発給し、輸出可能な者、輸出可能な

数量を管理している。

＜国際ルール上の問題点＞

GATT 第 20 条（g）では、「有限天然資源の保

存に関する措置」であれば例外的に輸出数量制限

が認められる可能性がある旨を定めているが、中国

のレアアース等についての輸出数量制限の設計や構

造が中国の国内産業への優遇措置であり、そもそも

「有限天然資源の保存に関する措置」とはいえない

のではないか、また、GATT20 条（g）ではその前

提条件として「国内の生産又は消費に対する制限」

が実施される必要があると定めており、このような

国内での制限が中国国内で実施されているか不透

明な部分があることから、GATT 第 11条及び第

20 条（g）との整合性につき疑義がある。

＜最近の動き＞

2009 年 6月、米国及び EUは、ボーキサイト、コー

クス、ホタル石、マグネシウム、マンガン、シリコン

メタル、シリコン・カーバイド、黄リン、亜鉛という

原材料 9 品目に関する中国の輸出数量制限・輸出



22

税の賦課等が GATT11条や中国のWTO加盟議

定書等に整合的ではないとしてWTOに協議要請

を実施（8月にメキシコも協議要請）。協議では解決

に至らず、同年 11月に三カ国がパネル設置を要請。

同年 12 月 21日にパネルが設置（DS394、395、

398）された（我が国は第三国参加）。2011年 7月

には、中国の輸出数量制限・輸出税は、WTO協

定に整合的でないとのパネル報告書が公表された。

同年 8月に中国は上訴したが、2012 年 1月末にパ

ネルの判断を概ね支持する上級委員会報告書が公

表された。なお、米国、EU及びメキシコのケース

におけるRPT（勧告の妥当な実施期間）は 2012

年 12月31日とされていたところ、2013 年の1月以

降、ボーキサイト、コークス、蛍石、マグネシウム、

マンガン、シリコンメタルの 6品目についての輸出

税が撤廃されるとともに、黄リン、亜鉛については、

加盟議定書で定められている範囲内の税率へと変

更された。加えて、ボーキサイト、コークス、ホタル石、

シリコン・カーバイド、亜鉛に対する輸出数量制限

が撤廃された。

また、中国のレアアース・タングステン及びモリブ

デンに対する輸出制限措置（輸出数量制限、輸出税、

最低輸出価格）については、2012 年 3月、我が国は、

米国及び EUとともに、WTO協議要請を行ったが、

協議では解決に至らず、同年 6月に三カ国がパネル

設置を要請。同年7月23日にパネルが設置（DS431、

432、433）され、、2014 年 3月26日に、中国のレ

アアース、タングステン及びモリブデンに対する輸出

規制措置（輸出税、輸出数量制限、貿易権の制限）は、

GATT及び中国のWTO加盟議定書に違反すると

した我が国、米国、EUの主張を全面的に認める

パネル報告書が公表された。このパネルの判断を中

国は不服として、同年 4月に上訴したものの、同年

8月にパネルの判断を全面的に支持する上級委員会

報告書が公表され、同月の定例DSB会合で、パネ

ル報告書及び上級委員会報告書は併せて採択され

た。また、RPT は 2015 年 5月2日とすることで日

米欧と中国は合意しており、中国は当該履行期限内

にDSB 勧告に基づき措置を履行しなければならな

い。これを受けて、中国は、2015 年 1月1日をもっ

てレアアース、タングステン及びモリブデンに関する

輸出数量制限を撤廃した（2014 年 12月 31日付で

公表された 2015 年の輸出数量制限対象品目におい

てこれらの品目の記載を削除）。

貿易権（貿易に関する許可制度）

＜措置の概要＞

2004 年 7月、中国は対外貿易に関する最上位法

規である「対外貿易法」を10 年ぶりに改正し、施

行した。この改正対外貿易法はWTO加盟約束に

従ったものとなっており、これまで貿易業務に従事

する場合、国務院の許可を得る必要があったが、

WTO加盟後 33 年以内に対外貿易権の審査承認

制度を段階的に廃止するとした加盟議定書の約束

に基づき、貨物・技術輸出入時の外国貿易経営権

に対する審査・批准が廃止され、登録だけが求め

られることとなった。しかしながら、引き続き出版

物等（本、新聞、雑誌、音響映像製品等）の輸入は、

国務院出版管理条例等に基づき、国務院の承認を

得た国有企業に限って行うことができるとしている。

＜国際ルール上の問題点＞

中国の加盟議定書第 5 条では、①加盟後 3 年以

内に中国国内のすべての企業に対して、（一部農産

品等を除く）すべての物品に係る貿易権を付与する

こと、②すべての外国人及び外国企業に対して、中

国国内の企業と比較して不利でない待遇を付与する

ことを約束しており、出版物等に係る規制は加盟約

束に照らし疑義があると考えられる。

＜最近の動き＞

米国は、2007年 4月、中国の著作物に係る輸入・

流通規制について、知的財産権制度問題と同じタ

イミングで、中国に対してWTO協定に基づく協議

要請を実施したが、協議では解決に至らず、同年

11月のWTO 紛争解決機関会合でパネルが設置さ

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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れた（我が国及び EUが第三国参加）。米国は、中

国がWTO加盟にあたり、加盟後 3 年以内に、外

資企業に対して出版物（本、新聞等）、音響映像製

品（DVD 等）に係る輸入・流通業への従事を認め

ることを約束しているにもかかわらず、依然として同

事業の主体を中国国営企業及び中国資本過半企業

に限定している点を問題視していた

2009 年 8月、パネルは米国の主張のほとんどを

認める形で、中国の措置をWTO協定に整合的で

ないと認定。中国は同年 9月に上級委員会に上訴

したが、同年 12月に上級委員会は一部論点を除き

パネルの結論を全面的に支持し、最終的に中国の

協定義務違反が確定し（中国は措置の是正義務を

負う）、2011年３月19日が DSB 勧告の履行期限

とされた。一方、国家改革発展委員会・商務部は、

中国における外国企業の投資活動に係る政策を規

定する「外商投資産業指導目録（2011年改正）」（2011

年 12月 24日公布、2012 年 1月 30日施行）にお

いて図書、新聞、雑誌、音響映像製品、電子出版

物の輸入業務を禁止類から削除した。これらは制

限類にも含まれていないことから、許可類になった

と考えられるものの、今後の施行状況を引き続き注

視していく必要がある。

さらに、中国は、2012 年 2月 22日のWTO 紛

争解決機関会合において、DSB 勧告を大部分履行

したこと及び米中両国が 2012 年 2月18日に紛争

解決に向けた覚書に合意したことを表明した。同

年 5月9日に、米中両国が紛争解決機関議長宛に

発出した共同コミュニケーションによれば、同覚書

の内容には、中国政府が定める外国映画の年間配

給制限枠（利益配分方式での輸入の承認）の 20 本

とは別に、IMAXや 3Dなどの高精細な映画の輸

入を少なくとも年間14 本認めること、中国での映画

の興行収入に関し、映画のプロデューサーに対する

収益配分を25%に引き上げること、外国映画の配

給に関し、民間企業を含む中国企業の参入も認め

られるようにしていくこと、米中両国は、5 年後に覚

書の主要な要素について協議を行い、中国のDSB

勧告の問題を議論すること等が含まれている。同年

5月24日のWTO 紛争解決機関会合において、中

国は、DSB 勧告を全て履行したと表明した。一方、

米国は、米中両国で合意した覚書は、重要な進展

を示すものではあるが、最終的な解決ではないと表

明している。

我が国としては、米中両国の動向に留意しつつ、

中国の関連法制度の改正動向や施行状況等を注視

するとともに、二国間政策対話等やWTOサービス

交渉等により、更なる外資規制の緩和を働きかけて

いる。

　

関　税

（1）関税構造
＊本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

中国は、WTO加盟にあたって、日米 EU等と

の二国間交渉及び作業部会における交渉を踏まえ、

広範囲にわたる品目に係る関税引き下げを内容とす

る譲許表を提出している。

中国は全譲許品目（7,151 品目）の関税率につい

て、単純平均では加盟時（2001年）の13.6％から

最終年（2010 年）には 9.8％に、うち農産品（977

品目）については 19.3％から15.0％に、鉱工業品

（6,174 品目）については 12.7％から 8.9％に引き下

げを約束している（図表Ⅰ‐1‐4）。なお、中国は、

情 報 技 術 協 定（ITA：Information Technology 

Agreement）に 2003 年 4月から参加しており、ま

た、ほとんどの化学品及び化学製品に関しても、最

終譲許税率を化学ハーモナイゼーション（注）の水準

に引き下げることを約束している。

（注）化学ハーモナイゼーション

化学品及び化学製品（原則HS28 ～ 39 類）に係る関

税引き下げ（最終的な引き下げレート0 ～ 6.5％）につ
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いて、日・米・EU等の間で、ウルグアイ・ラウンド関税

交渉の一環として合意されたもの。

＜懸念点＞

中国は、2002 年 1月から、関税法の改正によっ

て全譲許品目の 73％に及ぶ 5,300 を超える品目に

ついて関税率を引き下げた。2008 年 1月、加盟後

7回目の関税率表の見直しが行われ、中国の平均

関税率は、全品目で 9.8％、農産品 15.2％、非農

産品 8.9％にそれぞれ引き下げられた。現在、中国

の譲許率は全品目にわたり100%であり、また、非

農産品の平均譲許税率は 9.2%であり、2012 年の

平均実行税率は、8.7%であった。ただし、写真用フィ

ルム（最高 47％）、自動車（25%）、TV（30%）、大

型モニター（30%）、オートバイ（最高 45％）、プロジェ

クター（最高 30％）等一部品目において、高い最終

譲許税率が存在している。

なお、中国が加盟に際して約束した ITAへの参

加については、2003 年 4月の ITA委員会におい

て承認された。しかし、コンピュータと接続性のあ

る複合機やプロジェクターに関税が賦課されている

等、ITA協定の履行に不透明さが残っている。

＜最近の動き＞

ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。

また、ドーハ・ラウンド交渉の枠外で、IT製品の

関税撤廃対象品目の拡大を目指して、2012 年 5月

からITA 拡大交渉が行われている（詳細は、第Ⅱ

部第 5 章 2.（2）ITA（情報技術協定）拡大交渉を

参照）。

＜図表Ⅰ‐ 1‐ 4＞　中国WTO加盟に伴う譲許税率引き下げスケジュール（単位：％）
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（2）写真用ロールフィルム等に対する
関税の譲許税率違反

＜措置の概要＞

中国はWTO加盟時に従価税で譲許した品目に

対し、従量税を課している場合がある。一部の写

真用フィルム（関税分類 37023190）では、譲許税

率が 40％のところ、1平方メートルあたり67元とい

う従量税で実行税率が課されており、ここ数年の

輸出実績を基に従価税換算すると年平均で税率約

47％～ 75％に相当し、譲許税率を超えている。

＜国際ルール上の問題点＞

従価税で譲許している品目に対し、従量税を課し

ており、従価税換算で譲許税率より高い関税を課し

ているため、GATT第2条違反となる可能性がある。

＜最近の動き＞

2013 年 10月、我が国は中国関係当局に対し、

譲許税率に合致した従価税への修正、もしくは従

量税を維持する場合でも譲許税率を超えないように

上限を設けるよう、是正を申し入れた。これを受け、

同年 12月に発表された 2014 年の中国の関税率改

訂では、当該品目の税率が 1平方メートルあたり56

元へ引き下げられ、2013 年の為替やフィルム価格を

基に従価税換算すると約 40 ～ 42％と、譲許税率

とほぼ同水準となったが、依然として、為替や商品

価格の動向次第で譲許税率違反となる可能性があ

り、引き続き注視していく。

なお、2011 年には、10 %の従価税で譲許し

ているプリント基板用感光性フィルム（関税分類

37013029）に対し、1平方メートルあたり15元の従

量税を課されていた。当時の為替やフィルム価格を

基に従価税換算すると約 22%となり、譲許税率違

反の可能性があったため、我が国が是正を求めた

結果、中国政府は 2013 年から従量税を改め、譲

許税率と同じ10%の従価税に変更した。
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また、2014 年の関税率改訂において、上記写真

用フィルム（関税分類 37023190）以外の品目で従

量税が引き上げられたものがあるため、今後も動向

を注視しつつ、必要に応じて中国関係当局に是正を

申し入れる。

アンチ・ダンピング（AD）措置・相殺措置

［加盟に伴う約束］
中国は、WTO加盟に伴い、AD 措置及び相殺

措置に係る規則・手続をAD協定及び補助金・相

殺措置協定に整合化させることを約束している。

他方、中国以外のWTO加盟国が、中国産品に

ついてAD 措置及び相殺措置に係る調査を行う際

の価格比較及び補助金額の算定に関し、中国を「非

市場経済国」として扱う特例（例：正常価額の算定

に関し、第三国の国内価格及び生産コストを指標と

して用いることが加盟後 15 年間可能。補助金を受

ける者の利益の算定に関し、中国による供与条件

ではなく第三国における供与条件を勘案して利益額

を算定することが可能）が認められた。

［実施状況］
（1）AD措置及び相殺措置に関する国
内法制
中国は、対外貿易法において、AD 措置を

GATT6 条と同様に定義付けた上で、AD 措置を

含む貿易救済措置を講じるべきか否か決定するた

めに必要な調査を行うこと及びその調査結果によ

り、適当な対外貿易救済措置をとることが規定され

ている。また、調査の発動に当たっては公告を行う

こと、当局が調査により知りえた秘密に対し守秘義

務を負うことも規定されている。

この対外貿易法に基づいて「AD条例」が制定さ

れており、同条例においては、用語の定義（ダンピ

ング、国内産業への損害）、ダンピング・マージンの

算定方法、損害の認定方法、AD調査手続、AD

税賦課手続、価格約束、各種公告手続等について、

AD協定に沿って詳細な規定が定められている。ま

た、AD 条例の他、実施細則として、損害調査や

質問状、現地調査、価格約束、期中レビュー、調

査開始、公聴会等に関する各種規則が制定されて

いる。

「相殺措置条例」は、補助金の定義及び相殺措

置に関する規定を定めており、各種実施細則も施行

されている。2002 年の中国TRMでこれらの実施

細則についてWTO への通報を求めていたところ、

2003 年にWTO へ法令通報され、その後も改正に

ついて通報を行っている。今後もWTO協定の義務

に従い、法令その他運用について変更があった場

合は、中国側に通報を促し、中国の法制とWTO

協定との整合性について継続的に明らかにしていく

必要がある。

（2）AD措置の運用
＜概要＞

中国では、商務部の下に損害についての調査・認

定等を担当する「産業損害調査局」と、ダンピング、

補助金等の調査・認定、貿易救済措置関連規則の

制定等を担当する「輸出入公平貿易局」が設置され

ている。

WTO加盟後、AD 条例に基づき、中国は 2015

年 1月末までに 84件のAD調査を開始しているが、

その調査対象産品のほとんどが素材型産業、特に

化学品、鉄鋼製品で占められており、特定業種によ

るAD制度の活用が浮き彫りになっている。

WTO加盟前も含めた中国によるAD調査のうち、

我が国産品が対象に含まれる案件は 38 件であり、

うち29 件についてクロの最終決定が出されてAD

措置が発動され、そのうち17件については現在も

AD課税が継続している（第 II 部第 6 章アンチ・ダ

ンピング措置章末参考資料参照）。

＜国際ルール上の問題点＞

中国のAD調査には、AD協定及び各国の調査

当局における一般的なプラクティスに照らすと問題

点も多く、以下のような点について引き続き改善を求

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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めていく必要がある。

①損害（因果関係）の決定に関し、ダンピング輸

入以外の要因の国内産業への影響を適切に評価

し、これらの要因による影響と、ダンピング輸入

による影響とを「分離・峻別」した上で、その分

析方法についての十分な説明を行うべき（AD協

定 3.1条、3.2 条、3.5 条）。

（注）熱延鋼板 ADに関するWTO上級委員会報告

（DS184）は、（a）調査機関は、ダンピング輸入によ

る損害への影響と、他の要因による損害への影響を

分離・区別しなければならない、（b）他の要因による

損害への影響をダンピング輸入に帰してはならないと

判断。また、高性能ステンレス継目無鋼管ADに関す

るWTOパネル報告（DS454）は、我が国からの輸

入品と中国国内で生産される製品とでは主力のグレー

ドが異なることを指摘した上で、因果関係の検討（AD

協定 3.5 条）の際に、国内産品の大半が輸入品より

グレードの低い製品であるにもかかわらず国内産業に

損害が生じるメカニズムの説明が不十分であるとして、

中国の措置を協定不整合と判断した。

②利害関係者が十分に自らの利益を守ることができ

るよう、重要事実の開示や最終決定において、ダ

ンピング・マージン計算の根拠や方法を十分に説

明し、また、算定に利用したファクツ・アヴェイラ

ブルの出典を明らかにすべきである（AD協定 6.9

条、12.2 条）。

（注）高性能ステンレス継目無鋼管ADに関するWTO

パネル報告（DS454）は、（a）ダンピングマージンの

計算方法や（b）価格効果の認定に関し、価格比較

そのものや輸入品・国内産品の価格データを開示しな

かったことは重要事実の開示として不十分と判断。

＜最近の動き＞

2011年 10月に行われたAD委員会における中国

TRMにおいて、我が国から上記の問題点について

指摘を行った（これまでに 2009 年の中国TRM等

でも同様の点について指摘）。また、我が国は、そ

の後の 2013 年 4月及び 10月並びに 2014 年 10月

のAD 委員会においても、中国の個別のAD調査

手続に関する問題点を指摘した。

さらに、我が国は、後述の日本製高性能ステン

レス継目無鋼管に対するAD 措置に関する紛争を

WTO 紛争解決手続に付託し、WTO 紛争解決手

続を通じて中国のAD 措置の運用改善に取り組ん

でいる。

同様に、米国やEUも中国のAD 措置について

WTO 紛争解決手続を利用し始めており、我が国

はいずれの案件にも第三国参加し、中国の調査・

措置がAD 協定に不整合である旨の意見書を提

出している。まず、米国は、米国製電磁鋼板に対

するAD 措置について、2010 年 9月に協議要請、

2011年 2月にパネル設置要請を行い、2012 年 6月

のパネル報告書配布を経て、同年 11月にパネル報

告書及び上級委報告書が DSBにおいて採択された

（DS414）。同事案では、中国の重要事実開示（AD

協定 6.9 条）、最終決定公告（同 12.2.2 条）、秘密

情報の取扱い（同 6.5.1条）がそれぞれAD協定に

不整合であると判断され、中国のAD調査手続の

透明性が不十分であることが示された。さらに、価

格効果分析が客観的な検討とはいえず、AD協定

3.1条及び 3.2 条に不整合であるとの判断も示され

た（なお、中国は、履行期限である2013 年 7月31

日に本件について再決定を行い、AD 措置を維持し

たため、米国は、2014 年 2月に履行確認パネル設

置要請を行い、日本も本件履行確認パネルに第三

国参加を行っている。）。米国は、電磁鋼板以外に

も、米国産鶏肉に対するAD 措置（DS427）及び

米国製自動車に対するAD 措置（DS440）につい

てもWTO紛争解決手続を利用しており、前者につ

いては、2013 年 9月に、後者については 2014 年 6

月にパネル報告書が DSBにおいて採択され、中国

のAD 措置が電磁鋼板事案と同様の論点において

AD協定不整合と判断されている。

また、EUも、EU製 X 線セキュリティ機器に対

するAD措置について、2011年7月に協議要請を行っ

ており、2013 年 4月には、中国のAD 措置をAD

協定不整合と判断するパネル報告書が DSBにおい

て採択されている（DS425）。このように、我が国は、
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米欧と協調しつつ、様々なチャネルを通じて、中国

のAD 措置運用の改善に取り組んでいる。今後と

も、中国調査当局がWTO協定整合的に制度を運

用するよう注視していくとともに、運用上あるいは個

別事案において問題がある場合には、WTO協定

上執り得る様 な々手段を活用して改善を促していく。

［個別措置］
（1）日本製クロロプレンゴムに対する
AD措置・事情変更レビュー

＜措置の概要＞

中国は 2005 年 5月10日以来、日本産クロロプ

レンゴムに対してAD税を賦課していたが、ダンピ

ング・マージンの見直しを求める国内産業の要請に

基づき、2009 年 8月 28日付けで、日本産クロロ

プレンゴムに対する期中見直し（事情変更レビュー）

を開始した。

中国商務部は 2010 年 8月25日付けで最終決定

を行ったが、ダンピング・マージンの計算とAD調

査の手続きに関して、以下のような問題があった。

①調査対象企業が提出した実際の輸出価格を採用

せず、ファクツ・アベイラブル（FA）に基づきダ

ンピング・マージンを計算した（当該調査対象企

業ではなく、その他の調査対象企業の輸出価格

を採用）。

②調査対象企業から提出された証拠又は情報を採

用しなかったことに対して、調査対象企業に不採

用の理由を直ちに通知し、合理的な期間内に更

に説明する機会を与えなかった。

＜国際ルール上の問題点＞

中国は通常、書面により重要事実の開示通知を

行っているが、本件については最終的なダンピン

グ・マージンの計算結果を書面にて通知しておらず、

AD協定第 6.9 条に基づく重要事実の開示通知が

適切に行われたか疑問がある。

また、調査対象企業が妥当な期間内に実際の輸

出価格を提出したにもかかわらず、当該情報を無視

してFAを用いてダンピング・マージンを計算してお

り、AD協定第 6.8 条に整合的でない可能性がある。

さらに、中国商務部は調査対象企業から提出さ

れた証拠又は情報を採用しなかったことについて、

調査対象企業に不採用の理由を直ちに通知してお

らず、また、合理的な期間内に更に説明する機会を

与えていない。これらの手続きは、AD協定付属書

Ⅱの1､ 5､ 6 に整合的でないと考えられる。

＜最近の動き＞

2010 年秋のWTO・AD 委員会において、上記

に関する質問を中国代表に対して行っており、書面

による回答を求めていたところ、2011年 10月に中

国側から次のような回答がなされた。

調査対象企業が提出したデータを採用しなかっ

たのは、質問状回答のデータと現地調査の結果が

大きく異なっていたからである。その際、調査対象

企業から理由説明があったものの、十分な説明で

はなく証拠提出もなかった。また、不採用の理由に

ついては重要事実の開示通知や最終決定において

も説明しており、最終決定前に調査対象企業に対し

てはコメントを行う期間として10日間を与えている。

これら回答があったものの、依然としてAD協定

に整合的であるという十分な説明にはなっておらず、

今後、他の調査案件において同様な手続が行われ

ないよう注視していく必要がある。

（2）日本製ステンレス継目無鋼管に対
するAD措置

＜措置の概要＞

2011年 9月、中国政府は中国国内企業からの

申請を受けて、日本、EUからの高性能ステンレス

継目無鋼管の輸入に対するAD調査を開始した。

2012 年 11月、中国政府は、当該産品の輸入につ

いて、ダンピングの事実、国内産業の損害及びこれ

らの因果関係があるとしてAD税を賦課する最終決

定を行った。

＜国際ルール上の問題点＞

本件において、最終決定の公告における事実の

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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記載が不十分であるなど調査手続に瑕疵があると

考えられるほか、ダンピングによる国内産業への損

害の認定等においても瑕疵があると考えられ、中国

の本件AD 措置はAD協定に違反する可能性があ

る。

＜最近の動き＞

2011年秋、2012 年春及び秋のWTO・AD 委員

会において、我が国は、日本から輸出される当該製

品のほとんど全ては、中国の石炭火力発電所の超々

臨界圧ボイラ等に使用される高付加価値製品であ

り、中国製品とは競合しないため、中国国内産業に

損害を与えることはあり得ないと指摘するとともに、

当該日本製品の中国国内ユーザー側の意見も踏まえ

て適切な決定がなされることを強く要望する旨伝え

た。その後も中国政府に対し、調査対象からの日

本製品の除外を求めて働きかけを行う等、対話によ

る解決を図ってきたが、上記のとおり中国はAD 措

置を行い、解決に至らなかったため、2012 年 12月、

我が国は、本件AD 措置について、中国に対し

WTO協定に基づく協議要請を行った。その後、協

議の結果を踏まえ、2013 年 4月にパネル設置を要

請し、翌 5月にパネルが設置された。また、同年 6

月にはEUも本件についてWTO協定に基づく協議

要請を行い、同年8月に同様にパネル設置を要請し、

同月パネルが設置された。2015 年 2月にパネル報

告書が公表され、中国による本件措置の決定は、

損害及び因果関係の認定について、①ダンピング輸

入が国内産品の価格を「undercut」しているかどう

かの検討（AD協定 3.1条、3.2 条）に際し、輸入

品と国内産品とでの生産量等が全く異なるにもかか

わらず、国内産品の価格が輸入品のそれと比較可

能（comparable）であるかを十分精査していないこ

と、②国内産業への損害の判断に際し、AD協定 3.4

条に列挙された指標のうちダンピング価格差を考慮

していないこと、③因果関係の検討（AD協定 3.5 条）

に際し、国内産品の大半が輸入品よりグレードの低

い製品であるにもかかわらず国内産業に損害が生じ

るメカニズムの説明が不十分であることからAD協

定に整合していないと判断された。また、手続面で

も、秘密情報の取扱い、重要事実の開示その他の

点に不備があると判断されている。

（3）日本製レゾルシンに対するAD措置
＜措置の概要＞

2012 年 3月、中国政府は中国国内企業からの申

請受けて、日本及び米国からのレゾルシン（主にゴ

ム系接着剤及び紫外線吸収剤の原料に用いられる

有機化合物）の輸入に対するAD調査を開始した。

3月、中国政府は、当該産品の輸入について、ダン

ピングの事実、国内産業の損害及びこれらの因果

関係があるとしてAD税を賦課する最終決定を行っ

た。

＜国際ルール上の問題点＞

調査対象期間中、レゾルシンの輸入量や中国国

内における市場シェア、国内販売価格にほとんど変

化がなく、中国国内産業の損害の原因は中国国内

企業である申請者の新規参入にあると考えられるた

め、AD協定第 3 条に違反するおそれがある。

中国政府の最終決定や重要事実開示において、

ダンピング・マージン計算の根拠・方法や損害認定

の根拠に関する情報開示・説明が不十分であるた

め、AD協定第 6 条及び第 12 条に違反するおそれ

がある。

＜最近の動き＞

2012 年 10月、AD 委員会において、我が国は、

レゾルシンの輸入が中国国内産業に損害を与えてい

ないことを指摘し、AD協定第 5.8 条に基づき本件

調査を終了するよう求めた。これに対し、中国側か

らは、申請書を精査WTO協定及び中国国内法令

に則って調査開始を決定したとの回答があるのみで

あった。

また、2013 年 2月、日本政府も中国商務部産業

損害調査局主催の本件調査公聴会に参加し、本件

調査のAD協定上の問題点を指摘した上、協定に

基づき適切かつ慎重に調査を行うよう要請したが、
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2013 年 3月にダンピングの事実、国内産業の損害

及びこれらの因果関係があるとする最終決定を行っ

た。

我が国としては、今後のサンセットレビュ－等の

手続等において本件措置がAD協定に則って公正

かつ公平に判断されているか引き続き検証し、問題

点は引き続き中国側に改善を求めていく。

（4）日本製光ファイバー母材に対する
AD措置

＜措置の概要＞

2014 年 3月、中国政府は中国国内企業からの申

請を受けて、日本、米国からの光ファイバー母材の

輸入に対するAD調査を開始した。

＜国際ルール上の問題点＞

本件において、サンプリング調査（AD協定第 6.10

条）が実施されているところ、我が国の調査対象

企業が４社と少数であるにもかかわらず、サンプリ

ング調査をすることは、関係する輸出者等が決定を

行うことが実行可能でないほど多い場合に限ってサ

ンプリング調査を認めるＡＤ協定に不整合の懸念

があるほか、ダンピングによる国内産業への損害の

認定等においても瑕疵があると考えられる。

＜最近の動き＞

2014 年 9月に日本国政府から中国商務部に対し

て、AD調査におけるサンプリング調査に関する意

見書を提出した。また、2014 年秋のWTO・AD

委員会において、我が国は、①光ファイバー母材に

ついては、本件で実施されたサンプリング調査は

AD協定 6.10 条に照らして、整合的でない可能性

があること、②また、国内産業損害についても、「申

請書」中のデータ及び公に入手することができるそ

の他の情報・資料に基づくと、中国国内産業には

実質的な損害のおそれは存在しないと考えられるこ

とから、これらを踏まえた慎重な判断を行うことを

求めた。

　

補　助　金

［加盟に伴う約束］
中国は、加盟にあたって、補助金協定第3条1項（a）

及び（b）が定める輸出補助金及び国内産品優先使

用補助金を撤廃するとともに、開発途上国への特別

な扱いを規定する同協定第 27条中第 10、11、12

及び 15 項の各規定の適用を受ける権利を留保、同

様に特別な扱いを規定する同条第 8、9及び 13 項

の各規定の適用についても求めない旨を約束した。

また、農産品に係る輸出補助金を維持及び導入し

ないことを約束するとともに、農業協定上、開発途

上国に削減約束の対象外とすることが認められてい

る一部助成（第 6 条第 2 項）についても削減の対

象とすること、及び、本来は削減対象となる助成で

あるが少額であることをもって削減対象から控除し

うるものの上限値であるデミニマス値を農業総生産

額の 8.5％までとすること（同協定上、先進国は 5％、

開発途上国は 10％までとされている）を約束した。

［補助金通報・問題点］
補助金協定においては、特定性を有する補助金

をWTO へ隔年に通報することが義務付けられて

おり、補助金委員会の場で、通報が行われた補助

金に関する審査が行われている。しかしながら、

2001年のWTO加盟以降、中国が初めて通報を行っ

たのは 2006 年 4月であり、その後もしばらく通報

は行われなかった。これに対し、各加盟国は強い

懸念を表明し、特に米国は、注意を喚起しても中

国が通報しなかったとして、2011年 10月、補助金

協定第 25.10 条に基づいて、米国自らが調査を行っ

た情報をもとにおよそ 200 にも及ぶ中国の補助金を

WTOに逆通報した。この直後に中国はWTO加

盟後 2 度目となる通報を行ったが、米国は中国の

通報内容は、2005 年から2008 年までの期間しか

対象としておらず、地方政府による補助金も含まれ

ていない等不十分なものであるとして、中国との間

で二国間の非公式協議を開催した。また、米国は

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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2014 年 10月にも、補助金協定代 25.10 条に基づき、

100 にも及び中国の補助金について 2度目の逆通報

を行っており、米国は、その後も中国から十分な補

助金の通報が行われていないとして、補助金委員会

の場で繰り返し懸念を表明している。我が国も、米

国と協調し、中国に対し、中央政府の補助金だけ

ではなく地方政府の補助金についても通報するよう

要請している。

各加盟国は、通報が行われた中国の補助金に関

しても協定整合性の観点から懸念を表明している。

2006 年 10月の補助金委員会において、我が国は、

米国、EU等とともに中国に対し、主に通報された

補助金について補助金協定整合性等の観点から質

問を行った。特に、これまで中国が通報した補助金

の中には、WTO 補助金協定で禁止され、中国が

加盟時に撤廃を約束した輸出補助金や国内産品優

先使用補助金に該当する疑いのあるものが含まれて

いたため、我が国は質問等を通じ補助金の内容の

明確化を求めた。しかし、中国は、自国の補助金

制度はWTO協定に整合的であるとの主張を繰り

返すなど、自国の制度についての一般的な概略説明

を行うのみで、具体的なデータの提供等はなされて

いない。

WTO 紛争解決手続においても中国の補助金は

問題視されており、2007年 2月には、米国及びメキ

シコが、WTOに通報された中国の補助金制度（多

くは外資優遇策の一環としての税制優遇措置）の中

に、補助金協定で禁止されている輸出補助金や国

内産品優先使用補助金が含まれているとして、それ

ぞれ二国間協議を要請し、我が国、EU、豪州、カ

ナダが第三国参加を要請した（DS358、359）。

協議要請後、中国政府は、企業所得税法を改正

（2008 年 1月1日施行）し、外資優遇税制の見直

しに本格的に着手した。また、輸出を条件とした低

利融資制度も廃止した。しかしながら、企業所得

税法の改正に伴う実施細則の変更内容が不明確で、

経過規定が存続する懸念もあり、米国及びメキシコ

の要請に基づき、2007年 8月にパネルが設置され

た。同年11月、中国は、米国及びメキシコとの間で、

2008 年 1月1日までにWTO紛争解決手続におい

て提起されている補助金を撤廃するとの覚書を締結

した。かかる覚書の締結によりパネルの審理は実質

的に終了した。

2010 年 12月には、中国政府が供与する風力発

電設備に対する補助金が、補助金協定で禁止され

る国内産品優先使用補助金に該当するとして、米国

がWTO協定に基づく協議要請を行った（DS419）。

米中間において協議の結果、2011年 6月、米国は

中国が当該補助金を廃止したと発表し、当該紛争

は実質的に終了した。

また、2015 年 2月13日に、中国政府が実施して

いる「実証基地・共通サービス基盤プログラム」は、

拠点に入居する輸出企業に無償サービスや補助金

などを供与しており、補助金協定で禁止される輸

出補助金に該当するとして、米国は協議要請を行い

（DS489）、我が国も協議に第三国参加を要請した。

我が国としては、他の加盟国と連携しつつ、中国

側が加盟時の約束を遵守し、中国の制度が補助金

協定に整合的に運用されるよう、引き続き、WTO

の補助金委員会や二国間協議の場を通じて中国側

に求めていく。

セーフガード

セーフガード措置条例
＜措置の概要＞

中国は、セーフガード措置の基本要素を規定し

た国内法制度として、2001年 10月に開催された全

国人民代表会議常務委員会において、対外貿易法

の下に作成された「（中国）セーフガード措置条例」

を採択、2002年1月に施行した。その後、4つのセー

フガード調査・手続に係る規則（同条例の細則との

位置づけ）が作成され、また 2004 年 7月には同条

例の設立根拠となる対外貿易法も改正される等、中

国におけるセーフガード関係法制の整備は着実に図

られてきた。
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＜国際ルール上の問題点＞

しかしながら、これらの法制度において、セーフ

ガード協定との整合性に疑義があると考えられる部

分があり、また運用面においても、2002 年 4月に

発動された鉄鋼製品に対するセーフガード措置（暫

定及び確定措置）は、WTO協定と整合性してい

ない点があった。具体的には、本条例では、予見さ

れなかった事情の発展、代償措置の提供、公聴会

手続に関する規定等が GATT及びセーフガード協

定に整合的でないと考えられる。

＜最近の動き＞

我が国は、2006 年に開催されたセーフガード委

員会（各国法制質問）において、中国独自の規定

（中国セーフガード規則第 31条の対抗措置に係る規

定）とWTO協定との整合性や中国国内の法制度

（事情の予見されなかった発展、セーフガード発動

時の公共性の確保、代償措置に関する規定の明確

化、モラトリアム規定の欠如等）に関する質問を行っ

た。これに対して、中国政府からは、中国の制度は

WTO協定整合的であり、（明文規定がなくとも）セー

フガード調査を行う場合は、WTO協定及び国内法

に則った適正な運用を行うとの回答を受けた。引き

続きWTO協定との整合性が疑われる点に関しては

中国側に説明を求めるとともに、今後セーフガード

が発動された場合には、WTO協定整合性の観点

から不適切な運用がなされないように引き続き注視

していくことが必要と考えられる。

貿易関連投資措置

［加盟に伴う約束］
中国は、加盟にあたって、外国投資の認可にあたっ

て付与される貿易関連の条件につき、GATT 第 3

条違反となるローカルコンテント要求（国産品を一定

比率以上使用することを義務づける）や、GATT

第 3 条及び第 11条違反となる輸出入均衡要求（原

材料や資本財の輸入は輸出実績に見合った金額や

数量までしか認めない）等のTRIMs協定で禁止さ

れている措置に加えて、輸出要求や技術移転要求

等の一切のパフォーマンス要求を条件としないこと

を約束している。

更に特定分野についての約束として、①自動車製

造許可に関し、カテゴリー別許可制度は維持するも

のの、加盟後 2 年以内に、自動車の種類、型式又

はモデルの制限は撤廃するとし、また、地方レベル

で承認できる上限金額を、現行の 3,000 万ドルか

ら加盟 1年後に 6,000 万ドル、加盟 2 年後に 9,000

万ドル、加盟4 年後に1.5 億ドルへ引き上げること

を約束した。更に、②自動車エンジン製造について

は、従来の外資出資規制（50％未満）の撤廃を約

束した。

［実施状況・問題点］
上記約束に沿って、中国は 2000 年 10月から

2001年 7月にかけて、外資100％企業に適用される

「外資企業法」、合作企業に適用される「中外合作

経営企業法」、合弁企業に適用される「中外合資経

営企業法」及びこれらの実施細則を改正し、輸出

要求、ローカルコンテント要求、輸出入均衡外貨バ

ランス要求に係る条文が削除・改正された。

なお、上記の外資 3 法に加え、外資企業に対し

ては、2006 年 1月より改正・施行された新「会社法」

が適用されている。

上記のように、国内法はWTO協定に概ね整合

的になるよう改正されたが、依然として協定に不整

合な実態や投資に対して制限的な措置も見られ、こ

れらは早急に是正されるべきである。2009 年 7月

1日には、国内自動車産業の育成と省エネ対策を推

し進めるため、工業信息化部により「新エネルギー

自動車生産企業及び産品参入管理規則」と「新エ

ネルギー自動車生産企業参入条件および審査要求」

が実施された。同規則では、各メーカーは参入に際

し、研究開発機構の設置、製造する新エネルギー

自動車の技術情報を開示すること等が求められてお

り、引き続き運用について注視していく必要がある。

また、2014 年 11月 26日、発展改革委員会は、新

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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エネルギー自動車に関して、「新設純電動乗用車生

産企業投資プロジェクトと生産参入管理の暫定規

定」を発表し、新設企業は従来と同様、「新エネル

ギー自動車生産企業及び産品参入管理規則」に適

合することを求めている。

さらに、石化工業に関してもローカルコンテント要

求に関する法令が存在する。2007年 12月末に発

展改革委員会が公布した『大型石化設備自主化実

施の加速推進に関する案』では、2010 年末までに、

大型石化プラントの現地調達率を75％にすると規定

されている。その結果、第十一次五ヵ年計画中に1

千万トン級の石油精製設備の国産化率は 90％を超

えた。

なお、WTO加盟後、中国は外資に鉄道市場を

開放しつつあるが、規模の大きい鉄道投資には依

然として規制がある。2007年 9月に鉄道部は、高

速鉄道の現地調達率を70％以上とする発表を行っ

た。鉄道部は 2009 年に外資の鉄道投資を奨励す

ると表明、また、2012 年 5月には「民間資本の鉄

道投資の奨励・導入に関する実施意見」を公開し、

路線建設、輸送業務、技術開発など多分野にわたっ

て民間資本に公的資本と平等の待遇を約束した。

民間企業には外資も含まれると見られる。しかしな

がら、こうした現地調達要求は外資にとって依然障

害となっている。

衛生応用産業については、2009 年 8月に、国

土資源部が国土資源衛星応用発展計画を公表し、

2009 年から2020 年までの12 年で衛星データの国

産化率を80%とし、国土資源システムにおいて全面

的に国産衛星を普及させるとの計画がある。ただし、

どのような方式で国産化率の目標を実現させるかに

ついては明らかにしていない。

2009 年 9月に、国家発改委、科学技術部、工

業信息化部、財政部、建設部と国家質検総局が共

同で『半導体照明省エネ産業発展意見』を公布し、

2015 年までに大型MOCVD 装備、コア原材料及

び 70%以上のチップにおいて国産化を実現するこ

とを目標に挙げた。同文書では、各部門に対して、

国産MOCVD 装備の調達を奨励する措置を講じる

とともに、国産装備使用のリスク補償メカニズムを

整備し、条件を満たせば財政補助金の形で支援す

るよう要請した。しかし、2009 年以降、MOCVD

装置販売は大幅に急増し、過剰生産が懸念される

ようになったため、2012 年には多くの地域で補助

金制度が終了している。

（注）2009 年以前に改正された主な貿易関連投資措置については 2013 年版不公正貿易報告書参照。

2010 3

2011 2

2011 8

2011
12

＜図表Ⅰ‐ 1‐ 5＞　WTO加盟後に改正された主な貿易関連投資措置に関する事項
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1998 年に中国情報産業部と旧国家発展計画委員

会が共同で「移動通信産業発展の促進に関する若

干意見」（5号文書）を発表した。同文書によると、

1999 年より、外国移動通信製品の輸入を厳しく制

限するだけでなく、外資企業が生産する携帯電話を

一定比率以上輸出しなければ、関連製品と部品の

輸入割当を得ることができないと規定している。5

号文書の有効期限は 2005 年までとされていたが、

現在でも廃止された明確な法令はなく、一部の規

定内容は依然として施行されている。現時点では大

きな問題は生じていないが、今後の動きを注視する

必要がある。

中国では、外資による投資分野は奨励・制限・禁

止業種に分けられている。（いずれにも属さない場

合は容認に分類）国家発改委と商務部は、2011年

12月24日に『外商投資産業指導目録』（2007年公

布）（以下『目録』と略称）を改正し、2012 年 1月

30日より施行することにした。なお、国家発展改革

委員会は『目録』に対し、新たなパブリックコメント

（意見募集期間：2014 年 11月 4日から12月 3日）

を実施した。

2012 年 1月30日に施行された新しい『目録』の

方針は、更なる積極的な開放戦略を実施し、開放

分野を拡大することである。新しい『目録』は計

473 項目あり、内訳は奨励類が 354 項目、制限類

が 80 項目、禁止類が 39 項目で、以前よりそれぞ

れ 3 項目増、7 項目減、1項目減となった。と同時に、

一部分野において外資の持ち株比率の制限が撤廃

され、奨励類と制限類では持ち株比率制限のある

項目は以前よりそれぞれ11項目減少した。

奨励類項目の変更は主要として以下の 3点にまと

められる。

a．製造業において、外資の新しい技術と材料設備

への投資・利用や、伝統産業の改造・グレードアッ

プを促進するため、新しい『目録』は奨励類で

紡績、化工、機械製造などの分野の新製品・新

技術の項目を増やした。外資の循環型経済への

投資を奨励するために、奨励類で廃棄の電器電

子製品・機電設備・電池の回収処理項目を増や

した。逆に、一部業種の生産能力の過剰と盲目

的投資・重複建設を抑制するために、自動車の

完成車製造、多結晶シリコン、石炭化学工業な

どの項目を奨励類から削除した。

b．新興産業において、外資の省エネ・環境保護、

次世代情報技術、バイオ、ハイレベル装備製造、

新エネルギー自動車などの戦略的新興産業への

投資を奨励する。新しい『目録』は奨励類で新

エネルギー自動車のコア部品、IPv6をベースと

した次世代インターネットシステム設備などの項

目を増やしたともに、奨励類の液晶パネルを第 6

世代以上と明確にした。また、新エネルギー発

電設備に関する持ち株比率制限を撤廃した。

c．サービス業において、特に外資の生活向けサー

ビス業への投資を誘導・奨励する。新しい『目録』

は 9 つのサービス業奨励類項目を増やし、自動

車充電ステーション、起業投資企業、知的財産

権サービス、職業能力訓練などを含む。と同時

に、外資の医療機関、金融リース会社などへの

投資を制限類から削除した。

また、新しい『目録』において制限業種及び禁止

業種に指定されている業種について、現在の状況を

整理すると＜図表Ⅰ‐1‐6＞のとおりとなる。

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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基準・認証制度

［個別措置］
（1）中国強制認証制度（CCC制度）
＜措置の概要＞

中国では、対外貿易経済合作部・国家出入境検

験検疫局の安全認証（通称：CCIBマーク）と、国

家経済貿易委員会・国家質量技術監督局の電気・

電子製品に対する安全認証（通称：長城（CCEE）マー

ク）が並存する制度となっていた。中国は、WTO

加盟時までにこの二重認証を一本化することによ

り「3か月以内の認証取得」の実現など認証制度に

係る改善を行うことを約束した。その結果、2002

年 5月、新たに中国強制認証（China Compulsory 

Certifi cation）制度が創設され、同制度の対象品

目にはCCC マークが付されることとなった。従前

の CCIBマーク及び長城マークの制度は 2003 年 4

月末をもって廃止された。

また、2008 年 1月、中国政府は、ファイアウォー

ルやスマートカードOS等 13 品目の ITセキュリティ

製品を強制認証制度の対象品目に新たに追加する

旨発表した。これに対し、我が国は、中国政府と

二国間協議を行うとともに、米国、欧州、韓国とも

連携して 2008 年及び 2009 年のTBT委員会で懸

念を表明した。これらの働きかけの結果もあり、中

国政府は当該措置の改正を行い、最終的には 2010

年 3月のTBT委員会等で、当該措置が政府機関

に適用されるものであり、国有企業の調達には適用

されないことを発表した。なお、2010 年 5月より、

中国政府は ITセキュリティ製品を対象とした当該

措置を「国家信息安全産品認証」制度との名称で

運用を開始している。

＜国際ルール上の問題点＞

二重認証の状態は改善されたものの、中国国外

にある工場の場合には認証取得までに時間がかか

る場合がある。これは初回工場審査については海

外の適合性評価機関による実施が認められていな

いためであるところ、当該問題点は、TBT 協定第

6.4 条（外国の適合性評価機関の国内における適合

性評価活動への参加奨励規定）及び中国の加入に

関する作業部会報告書パラグラフ195（外国の適合

性評価機関に対する内国民待遇の確保）、同パラグ

ラフ342、加盟議定書第 1.2 条に違反する可能性が

ある。

また、ITセキュリティ製品の強制認証についても、

本件措置の政策目的に照らして不必要に厳格な規

制が導入されないよう（TBT 協定第 2.2 条）、今後

も動向を注視する必要がある。

＜最近の動き＞

製品安全、認証、標準化活動にかかる協力の覚

書が 2007年 4月に日中間で結ばれたのを契機に、

日中間の強制認証制度の円滑化に向けた議論を

行ってきた。現状、日中間で実務者級協議を開催し、

幅広く両国の制度に関する情報交換及び認証制度

の運用に関する議論を行っているところ。今後とも、

引き続き認証の運用面での課題改善を目的として協

議を継続していく予定である。

ITセキュリティ製品の強制認証については、2010

年 3月に当該措置が政府機関に適用されるもので

あり、国有企業の調達には適用されないことが確認

され、我が国産業界への悪影響は基本的に払拭さ

れた。我が国は、2010 年 8月の日中ハイレベル経

済対話で本件を取り上げている。また、我が国は、

WTOの場でも、2008 年 7月以降のTBT委員会

において、ITセキュリティ製品の強制認証制度につ

いて EU等とともに懸念を表明している。さらに、

2009 年 11月以降のTBT委員会においては、IT

セキュリティ製品の強制認証制度に加え、国家の秘

密事項に当たらない情報を暗号化する技術や製品

の輸入・生産・販売等を行う場合、国家暗号管理

員会商用暗号管理弁公室（OSCCA）の許可が義

務付けられる商用暗号管理条例及び、通信、金融・

鉄道・エネルギー、政府機関、国家機密の４分類

に関わるシステムにて用いられるITセキュリティ製

品を中国政府公安部が等級付け（１～５等級）し、

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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３等級以上の場合は中国産をコア要素にすること

を義務付けする情報セキュリティのレベル別保護管

理法（Multi-Level  Protection Scheme）について

EU等と共に懸念を表明している。

2013 年以降、中国政府は強制認証制度の改正を

実施しており、例えば、認証プロセスに関し、製造

工場のランク付けを行い、優良工場で製造される場

合においては、初回工場審査を認証後に実施する

ことが可能となったり、中国国内への立地が条件で

はあるものの、外国資本による認証機関、試験機

関の登録を認めるといった改正が行われている。

（2）中国銀行業IT機器セキュリティ規制
＜措置の概要＞

2014 年 9月3日、中国政府（銀行業監督管理委

員会、国家発展改革委員会、科学技術部、工業情

報部）は、①中国銀行業における安全かつ制御可

能な情報技術の採用比率を2019 年までに 75％に

引き上げ、②中国銀行業に対するネットワークセキュ

リティ監査基準を構築し、銀行業専用の情報技術

と製品のセキュリティ検査を強化することを内容と

する「情報セキュリティコントロール技術の応用によ

る銀行業のネットワークセキュリティと情報化に関す

る指導的意見」（以下「指導的意見」という。）を

発出した。

さらに、2014 年 12月26日に、指導的意見を受け、

銀行等が使用する情報通信技術に関連する製品や

サービスに関して、中国国内の知的所有権に基づく

製品の使用、中国独自の基準に基づく評価・認証、

国境を越えたデータ流通の妨げとなる仕様の導入

等を要求することを内容とするガイドラインをごく限

られた一部の利害関係者にのみ発出した。続いて、

2015 年 2月12日には、関連要件において「国別差

別」は存在しない等の文言を含む、ガイドラインの

補足説明を公表した。

各金融機関はガイドラインに基づき、2015 年 3月

15日までに今年度計画及び 5 年間の全体計画を提

出することが求められている。

本指導的意見及びガイドラインは銀行業における

情報技術製品に関する強制規格である蓋然性が高

いが、いずれもTBT通報がなされていないだけで

なく、パブリックコメントの手続きにも付されていな

い。指導的意見及びガイドラインの補足説明は公表

されているものの、最も重要なガイドラインは公開さ

れていない。

＜国際ルール上の問題点＞

2015 年 2月12日に公表されたガイドラインの補

足説明には、関連要件において「国別差別」が存

在しないと記載されているものの、一方で、未公表

のガイドラインには、中国国内の知的財産権に基づ

く製品の使用を要求する規定が置かれているとされ

ており、中国の規制を今後精査するとともに、運用

を注視していく必要がある。

仮に中国国内の知的所有権（中国民間人等が所

有）に基づく基幹技術を用いた製品の使用が要求

されている場合には、中国における銀行業に必要な

セキュリティレベルが明確でないため、当該義務付

けの正当性（なぜ、中国民間人・法人等が所有する

中国国内の知的所有権使用が必須なのか）が不明

である。また、中国独自の評価・認証の内容によっ

ては、その正当性についても同様に懸念が生じる。

これらの義務は、中国民間人・法人等が所有する中

国国内の知的所有権の使用許諾取得等の必要性や

手続面からみて、正当な規制上の根拠に基づくもの

とは言えず、海外ベンダー等にとって相対的に不利

な条件となる場合には、海外産品に対する不利で

ない待遇の確保（内外無差別の原則）を義務づけ

るTBT 協定第 2.1条に違反するおそれがある。加

えて、これらの義務は、正当な目的（中国における

銀行業に必要なセキュリティレベル）の達成のため

に必要以上に貿易制限的である場合には、TBT 協

定第 2.2 条に違反するおそれもある。

本規制はTBT通報や公表がなされておらず、強

制規格案等を事前にWTOに通報し、意見を募集

することを義務づけるTBT 協定第 2.9.2 条や利害

関係者に制定されたすべての強制規格等を速やか

に公表等することを義務づける同協定第 5.8 条等に
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違反するおそれがある。

＜最近の動き＞

2015 年 3月 3日、情報通信機器業界 5 団体が

連名で，中国政府に対し本制度への懸念を伝達す

べく意見書を提出した。また、同年 3月13日、我

が国政府からも中国政府に対して、わが国の懸念に

ついて申入れを行った。他、同年のTBT委員会 3

月会合において、米国・EU・カナダと共同で本件に

対する懸念を表明した。これを受け、本制度の施

行を延期したという情報もあるが、引き続き、関係国・

関係事業者と協力し、二国間協議やTBT委員会

を含む各種委員会の場等を活用しつつ、制度の是

正を促していく。

（3）電子情報製品汚染予防管理方法
＜措置の概要＞

2005 年 9月にTBT通報された中国の電子情報

製品汚染予防管理方法（以下、「管理弁法」という）

は、2006 年 2月、信息産業部、国家発展改革委

員会、商務部、税関総署、国家工商行政管理総局、

国家品質監督検査検疫総局、国家環境保護総局の

7機関の連名で公布され、2007年3月に施行された。

管理弁法の目的は、廃電子情報製品による環境汚

染の管理及び削減、資源の節約、電子情報産業の

持続的開発の促進（第1条及び第2条）とされている。

管理弁法は、電子情報製品（ラジオ、テレビ、コン

ピュータ、家庭用電子製品等）に含有されている有

害・有害物質あるいは元素（鉛、水銀、カドミウム、

六価クロム、ポリブロモビフェニール（PBB）、ポリ

ブロモディフェニールエーテル（PBDE））の一定割

合を超える使用（生産、販売及び輸入）を規制（第

3 条）し、違反者（設計者、生産者、販売者及び

輸入者）に対しては、弁法に記載された機関（海関、

工商、品質検査、環境保護の部門）が、各自の職

務責任の範囲内で処罰を行う（第 22 条）。

管理弁法では、生産者又は輸入者に対し①環境

保護使用期限の制定（第 11条）、②有害有毒物質

の名称や含有量の表示、③リサイクルの可否（いず

れも13 条）等が課され、弁法施行直後から運用さ

れている。他方、④国家認証認可監督管理部門に

よる「強制的な製品認証（第 19 条）の具体的方法」、

強制認証となる製品のリスト（＝「重点管理リスト（第

18 条）」）については、未だに制定されていない状

況である。

＜国際ルール上の問題点＞

上述「重点管理リスト」の未制定を始めとして、

TBT通報時点で弁法上規制する要素や方法の多く

が公表されておらず、また、電子情報製品の有害物

質予防の基準には「国家基準」と「業界基準」が

存在し（第 9 条）、しかもその定義、範囲や両者の

区分が明記されていないため、現時点では、管理

弁法の必要性（TBT 協定第 2.2 条）の検証を行う

ことができない。

また、これらの内容が確定次第、再度 TBT通

報を行う必要がある（TBT 協定第 2.9 条参照）と

考えられる。

＜最近の動き＞

2010 年10月にTBT通報された認証制度の方法、

対象製品について EU及び日本から懸念を表明し

（2011年 3月の TBT委員会）、自動車・電池・部

品等を本リストから除外することを要望しているが、

これに対し中国から明確な回答が無い状況である。

2012 年 7月には、現地民間団体が主催するセミナー

に出席した信息化部の幹部と認証制度について意

見交換するとともに、先方に対し、認証に際しては

日米欧と同様の自己認証制度を認めるよう、要望を

行った。

我が国のエレクトロニクス業界は中国国内におい

て多数の製品を製造・販売しているため、重点管理

リストの制定、本弁法の改廃は重大な影響をもたら

すことが懸念される。今後も、TBT委員会を始め

2 国間の協議を通じ、先方の意向を迅速かつ詳細

に聴取すると共に、国際的に公平で開かれたルール

の作成を慫慂する等の取り組みを行っていく必要が

ある。

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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（4）化粧品新原料規制
＜措置の概要＞

中国政府の国家食品薬品監督管理局（SFDA、

2013 年 3月から国家食品薬品監督管理局、CFDA

に改組。）は、2009 年 12月、化粧品の安全確保

による消費者保護を目的として、「化粧品行政許可

申告受理規定」（以下、「本規定」という。）を公表

した（施行は 2010 年 4月。TBT通報は 2010 年 3

月に行われた。）。これにより、化粧品生産業者また

は輸入業者は、化粧品新原料の使用時又は初回の

輸入前にCFDAに許可申請を行い、CFDAの審査

を受ける必要が生じた。

CFDAは、2011年 5月、化粧品新原料の申請及

び評価を行う際のガイドラインとして、「化粧品新原

料申請及評価指南」（以下、「本ガイドライン」とい

う。）を公表した（施行は同年 7月。TBT通報は同

年 6月に行われた。）。本ガイドラインにより、化粧

品新原料の定義、遵守事項、申請手続、評価原則

等が一定程度明確化された。

本措置は導入後 5 年間が経過しているが、新原

料の登録実績は世界中からの申請で4件に過ぎず、

新原料を含む化粧品の生産及び輸出ができない事

態が継続している。その他、本措置に関し、我が

国は以下の懸念を有している。

まず、本ガイドライン第 3 条（Ⅱ）2（2）によれば、

新原料は複合物質であってはならないとされており、

単一物質での申請、安全性評価を要求している点

である。植物エキスや発酵液等の中には、実質的に

溶媒と新物質に単離困難な原料があることや、また、

仮に単離したとしても、その工程中に化学的変化が

起こり、実際に化粧品に配合される原料とは別の物

質になる可能性があり、安全性の適正評価とはなら

ない。日米欧を含む多くの国と同様に、最終製品

に配合されているものと同物質で申請を行うことが、

新原料の安全性確保の観点からも望ましいと考えら

れる。

また、情報開示及び情報公開にも改善の余地が

ある。中国政府は、新原料の審査において、製造

工程における手順・反応プロセス・反応条件の詳細

等の企業秘密にかかる内容の開示を要求するケース

があるほか、審査終了後、当該情報をSFDAのウェ

ブサイト上に掲載した事例がある。CFDAは 2014

年 1月に、2014 年 4月以降の新規原料許可の運用

規定変更に関するパブリックコメントの募集を行っ

ており、新原料の許可を企業毎の許可と規定し、4

年間は製造方法等の企業秘密を告示しない等の考

え方を示すと共に、2月にWTO-TBT通報が公開

されている。これにより情報開示及び情報公開の改

善が行われ、新原料許可が加速化される可能性が

あるものの、詳細については不明な部分も多い。

＜国際ルール上の問題点＞

TBT 協定 2.2 条及び 5.1.2 条において、「強制規

格及び適合性評価手続は、正当な目的が達成でき

ないことによって生じる危険性を考慮した上で、正

当な目的の達成のために必要である以上に貿易制

限的であってはならない」としている。上述のとおり、

中国政府は、本規制案の目的は、化粧品の品質安

全の確保と主張しているが、新原料の登録が進ま

ない点については合理的理由を説明していない。ま

た、単一物質の申請・安全性要求をはじめとする本

措置は、政策目的に照らして必要以上に貿易制限的

である疑義があり、これらの条文に違反する疑義が

ある。

＜最近の動き＞

我が国は、2011年 6月のTBT通報に対して、ま

た 2012 年 6月には中国政府のTBT照会所に対し

て、懸念を表するコメントを送付した。また、2011

年 11月以降のTBT委員会においても、TBT 協定

整合性上の疑義等について問題提起を行い、科学

的根拠のない規制は緩和し、審査基準・審査手続

を明確化すべきことを要望してきている。なお、当

該委員会においては、米国及び欧州も同様に懸念

を表明している。

我が国としては、本件に関する動向を引き続き注

視するとともに、関係国と連携しつつ、本規制の改

善を求めていく。
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（5）化粧品ラベル規制
＜措置の概要＞

2014 年 11月15日、中国化粧品表示規則が公布

され、12月12日付で中国国務院食品薬品監督管

理部門（CFDA）よりTBT通報がなされた。施行

日は 2015 年 7月1日を予定。本法の目的は、化粧

品市場の監督管理を強化し、消費者の権益を保護

することである。本法案の主な内容は以下の通りで

ある。

①化粧品ラベルを貼り付けや、切り取り、修正の方

法で修正、補足してはいけない。

②生産者名、全成分表示、品質保証期限等の記載

事項をラベルへ記載しなければならない。記載

事項に、実際の生産加工者も含まれる。

③効果効能試験の結果を製品に表示した場合、当

該試験の詳細が記載されたレポートが、CFDA

が指定したホームページで公示され、監督を受け

なければならない。

＜国際ルール上の問題点＞

②については、ラベルに生産者の名称等を記載

することを要求する目的は、違法製品の法的責任を

追及しやすくするためと説明されているが、消費者

にとっては、品質問題等があった場合にその責任を

負う者が誰であるかが重要な情報と考えられるとこ

ろ、品質責任を法的に担保する企業の記載のみで足

り、実際の生産加工者の記載までを要求する必要

性は説明されていない。よって、その措置の目的に

照らして必要以上に貿易制限的であり、TBT 協定

2.2 条に違反する可能性がある。

また、③については、効果効能試験の詳細を記

載したレポートをホームページで公開することによ

り、消費者に対する情報提供と、企業による商品

の技術内容の向上を促すことが目的とされている。

しかしながら、効果効能試験のレポートの詳細を知

らないことによって、消費者が購入する際に適正な

判断が妨げられていること等、当該情報の提供を

強制する必要性が説明されていないので、目的に照

らして必要以上に貿易制限的であり、TBT 協定 2.2

条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

本法案のTBT通報に対して、2015 年 1月に中

国政府のTBT照会所に対して、懸念を表明するコ

メントを送付した。今後、本件の動向を注視すると

共に、TBT委員会や二国間での働き掛けを積極的

に行うことにより本法案の改善を求めていく。

なお、①の規制については、条文上は、現在認

められている貼り付けによるラベルが引き続き認め

られるか否か直ちに明らかではないが、貼り付けに

よるラベルが禁止され、印刷によるラベル表示が義

務付けられるとすれば、貼り付けによるラベルが禁

止された後は、中国向けについては、中国専用のパッ

ケージを最初から製造しなければならなくなる。こ

のため、中国のTBT通報に対して送付したコメン

トにおいて、引き続き貼り付けによるラベルを認め

ることを明示的に規定するよう要請している。

貼り付けによるラベルを禁止する目的として、違

法企業がラベルを何度も貼り直すことを防ぐことが

謳われているが、剥がれにくい貼り付けによるラベ

ルでもその目的を達成することはできると考えられ

るので、印刷表示以外を認めないのであれば、必

要以上に貿易制限的であるとしてTBT 協定 2.2 条

に違反する可能性がある。

（6）化学物質規制
＜措置の概要＞

2010 年 10月15日、「新規化学物質環境管理弁

法」が施行された。中国国内の新規化学物質の生産・

輸入の管理のために、生産前・輸入前の登録を義

務付けるものであり、EUのREACH規制の規定を

多く採用していることから、中国版 REACHとも呼

ばれている。

本法では，生分解性試験（活性汚泥等の微生物

源により、化学物質が一定期間に分解される割合を

測る試験）、魚類急性毒性試験（化学物質に一定時

間暴露された魚類の致死率を測る試験）及びミミズ

急性毒性試験（化学物質に一定時間暴露されたミミ

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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ズの致死率を測る試験）の3つの生態毒性試験は、

中国国内で飼育繁殖された生物を用いて、中国国

内で実施することが要求されている。化学物質の安

全性試験については、OECDの定めるテストガイド

ライン（OECDテストガイドライン）が国際的に使用

されているが、OECDテストガイドラインでは、こ

れらの生態毒性試験に使用する生物種の原産地お

よび試験所の所在国を指定してはいない。

本法に対応するためには、国際ガイドライン

（OECDテストガイドライン）等に従って取得した試

験データを保有していたとしても、中国国内で飼育

繁殖された生物種を用いて中国国内でデータを再取

得することが必要となり、円滑なビジネスの遂行に

支障をきたしている。

＜国際ルール上の問題点＞

上記の 3つの生態毒性試験については、中国国

内で飼育繁殖された生物種を用いて中国国内で実

施することが定められている。しかしながら、同一

の生物種の生態的特性が原産地により異なるとは

通常考えにくく、仮に同一の生物種の生態的特性が

飼育繁殖条件により異なるということであれば、試

験に用いる生物種の飼育繁殖条件を指定すれば良

いと考えるところ、中国は、中国国内で飼育繁殖さ

れた生物種を用いて試験を実施しなければならな

い理由を説明していない。特に、上記 3 つ以外の

生態毒性試験（藻類生長阻害試験等）には同様の

条件は定められておらず、生態毒性試験の種類で

条件を異ならせている理由も説明されていない。こ

れらの理由について合理的な説明ができない場合

は、適合性評価手続きが必要である以上に厳重な

ものであってはならないという、TBT5.1.2 条に違

反する可能性がある。

＜最近の動き＞

2014 年 2月、日本の化学業界からミッションを

派遣し、中国当局へ制度の改善要求を実施した他、

同年 11月のTBT委員会開催中の二国間会合の場

を活用し本制度に関する懸念を中国側へ表明した。

今後、TBT委員会やその他のチャネルを通じて制

度改善を促していく。

サービス貿易

［加盟に伴う約束］
WTO加盟前の中国では、主要なサービス分野に

おける外資企業の参入は厳しく制限されており、例

えば、流通業については限られた大都市と経済特

別区において小売業の試験的な進出が認められて

いる程度であり、電気通信業については外資企業

の参入が禁止されていた。

加盟交渉の結果、中国は、各サービス分野につ

いて、外資企業に係る地理的制限や出資比率上限

等の規制を、加盟後およそ 5 年以内に段階的に緩

和、撤廃していく旨の自由化約束を行った。

［実施状況・問題点］
以下に記すとおり、現在に至るまで加盟約束が完

全に履行されていない状況も見受けられ、中国政府

には今後更なる対応が求められる。

［個別措置］
（1）流通
＜措置の概要＞

中国は、WTO加盟約束に従い、2004 年 6月1

日に「外商投資商業領域管理弁法」を施行し、流

通分野において段階的に外資制限や地理的制限を

撤廃してきた。しかし、外国事業者は、本、新聞、

雑誌及び音響映像製品の流通に従事できないか、

又は内資企業に比し登録資本、操業期間、取り扱

える出版物等の点で不利な扱いを受けている。

＜国際ルール上の問題点＞

中国はWTO加盟時に、小売の 30 店舗以上の

チェーンストアを除き、本、新聞、雑誌の流通につ

いて、加盟後 3 年以内（小売業は 1年以内）に外

資制限を撤廃、自由な流通を認めることとしており、
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中国の上記規制措置は加盟約束に違反している可

能性がある。

＜最近の動き＞

本件措置に関し2007年 4月、米国は中国に対し

てWTO協定に基づく協議要請を実施したが、協

議では解決に至らず、同年 11月のWTO 紛争解決

機関会合でパネルが設置された（我が国及び EU

等が第三国参加。詳細は、本章「貿易権」を参照）。

最終的に上級委まで争われるも2009 年 12月に中

国の協定義務違反が確定した。履行措置期間は

2011年 3月までと設定されていた。

電子出版物については、2008 年 2月、新聞出版

総署が新しい「電子出版物出版管理規定」を公布、

「外商独資（外資100％企業）、中外合弁（外国企業

と中国企業とが出資して設立される企業）、中外合

作企業（中国側と外国側がそれぞれ出資方法、利

益の配分、資産の分配等を予め契約に定め設立す

る企業）が電子出版物の総卸売、卸売業務に従事

してはならない」という条項を削除した。

図書、新聞、雑誌に関しては、2011年 3月に、

新聞出版総署が出版管理条例（2001年）の改正を

公布・施行し、中外合弁、中外合作、外商独資企

業による「発行」業務が追加された。さらに、国家

改革発展委員会・商務部は、2011年 12月に「外

商投資産業指導目録（2011年改正）」を公布し、

2012 年 1月から施行されている。その中で、図書、

新聞、雑誌の総発行・輸入業務、音響映像製品及

び電子出版物の輸入業務及び電子形式による音楽

流通サービスが禁止類（投資不可）から削除され、

制限類（特別な許認可取得の上、投資可能）にも

含まれていないことから、許可類（一般的な許認

可取得の上、投資可能）になったと考えられるもの

の、今後の施行状況を引き続き注視していく必要が

ある。

さらに、中国は、2012 年 2月のWTO･DSB 会

合において、DSB 勧告を大部分履行したこと及び

米中両国が 2012 年 2月に紛争解決に向けた覚書

に合意したことを表明した。同年 5月に、米中両国

が DSB議長宛に発出した共同コミュニケーションに

よれば、同覚書の内容には、中国政府が定める外

国映画の年間配給制限枠（利益配分方式での輸入

の承認）の 20 本とは別に、IMAXや 3Dなどの高

精細な映画の輸入を少なくとも年間 14 本認めるこ

と、中国での映画の興行収入に関し、映画のプロ

デューサーに対する収益配分を25%に引き上げるこ

と等が含まれている。同年 5月のWTO･DSBにお

いて、中国は、DSB 勧告を全て履行したと表明した。

一方、米国は、米中両国で合意した覚書は、重要

な進展を示すものではあるが、最終的な解決では

ないと表明している。

我が国としては、米中両国の動向に留意しつつ、

中国の関連法制度の改正動向や施行状況等を注視

するとともに、二国間政策対話等やWTOサービス

交渉等により、更なる外資規制の緩和を働きかけて

いる。

（2）建設、建築・エンジニアリング
＜措置の概要＞

建設サービスについては、加盟時の約束に従い

2002 年 9月に「外商投資建築業企業管理規定（建

設部・対外貿易経済合作部令第 113 号）」を公布

し、100％外資法人が容認されることとなった。また、

2003 年 9月には実際に我が国建設企業による最初

の100％外資法人が認可された。

しかし、当該現地法人が資質証（建設業許可証）

を取得するためには、特級、1級、2 級、3 級といっ

た資質の等級ごとに資本金、技術者数に関する要

件が課されており、等級ごとに施工できる工事規模

が限定されている。また、2007年に改訂された「特

級」資質申請基準においては、一定以上の純資産

額、営業税納付額、銀行信用額のほか、技術センター

の設置、特許保有義務が課せられた。なお、専門

工事業においては、一部下請け発注を認める改正

があったものの、厳しさは緩和されておらず、我が

国建設企業の100％外資法人のほとんどが、その

過重な要件ゆえに 2 級の資質取得にとどまってい

る。中央政府は、建設市場の適正管理、不適格業

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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者の排除を目的に様 な々制度の改革を実施している

が、資質等級による工事規模の制限等を課すことで

外国サービス提供者の能力に見合う工事施工の妨

げとなっているのみならず、100%外資法人は、外

国投資によるプロジェクト等の一部の工事しか受注

できないなど、実質的な参入障壁が解決されておら

ず、逆に規制強化と言える分野もある。なお、従来、

現地法人を持たない外国建設企業であっても中国

国内における建設工事を直接受注することが可能で

あったが、2005 年 7月より外国のサービス提供者

は現地法人を設置しなければ受注することができな

くなり、WTO加盟前と比較してサービスの提供が

一層困難となった。

建築・エンジニアリングサービス等については、

2002 年 12月より実施されている「外商投資建設工

事設計企業管理規定」（以下、「設計規定」という）

における要件を緩和した「外商投資建設工事設計

企業管理規定実施細則」（以下、「細則」という）

を2007年に公布した。「設計規定」では、外資建

設工事設計企業が建設工事設計企業資質を申請す

る場合、中国登録建築師、登録工程師資格を取得

した外国サービス提供者の人数は、それぞれ資質

等級別基準規定による登録営業人員総数の1/4を

下回ってはならず、関連する専業設計の経験を持つ

外国サービス提供者の人数は資質等級別基準の規

定による中堅技術者総人数の1/4を下回ってはなら

ないとした要件があるが、「細則」によれば「設計

規定」の上記要件を満たしていない場合には中国

人の登録建築師と登録工程師を雇用することで1/4

以上の人員を確保することを認める等、関係要件を

緩和する内容となっている。他方、「設計規定」では、

資質取得にあたって外国系企業の海外業績が考慮

されることとなっているものの、海外の業績に関す

る具体的基準は明記されていない。また、設計士

資格を保有する者でないと、中国設計院（設計会社）

に許可申請が出来ない等の制限も存在する。

＜国際ルール上の問題点＞

建設サービスについて、中国は、WTO加盟に際

し、外資比率が過半数となる合弁建設企業の設立

を容認するとともに加盟後 3 年以内に100％外資に

よる現地法人の設置を容認しており、また、建築・

エンジニアリングサービスについても中国は加盟に

際し、建設と同様に外資比率が過半数の合弁企業

を容認するとともに、加盟後 5 年以内に100％外資

による現地法人の設置を容認するとの約束を行って

いるものの、法人が実際に事業に参入するに当たり、

必要以上に加重な資質取得要件や受注事業の限定

等の制約を課しているため、結果的に外資サービス

提供者が中国市場に参入できない状態にあること

は、加盟約束に違反している可能性がある。

＜最近の動き＞

建設サービスでは、引き続き直接受注は認められ

ておらず、受注できる工事が制限されており、我が

国建設企業の施工能力に見合った工事案件が受注

できていないばかりか、中国の資格取得を義務づけ

る制度改訂が行われている。また、建築・エンジニ

アリングサービスにおいても、外資系企業の海外業

績の考慮に関する具体的基準は未だ不明確なまま

である。加えて、一部の地方政府の中には、プロジェ

クト毎に必要性に疑義のある現地法人（分公司）設

立義務を要求しているところも見受けられる。我が

国は 2009 年のサービス貿易理事会（中国TRM）で、

制度の詳細や加盟約束との整合性について確認・

指摘を行ってきたが、満足な回答は得られていない。

今後とも法整備及び運用の動向について注視し、

様 な々機会を捉えて改善を求めていく必要がある。

（3）電気通信
＜措置の概要＞

中国はこれまで、経営範囲、出資比率、営業地域、

最低資本金等の制限を段階的に緩和している（2007

年 12月施行の「外商投資産業指導目録（2011年改

正）」及び国務院が 2008 年 9月に改正・施行した「外

商投資電信企業管理規定」によれば、出資比率が

49％を超えない範囲で外資企業の基礎電信業務の

提供を認めている（なお、2008 年 3月、国務院は
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中央官庁改革により電気通信産業の主管を「情報産

業部」から「工業・情報化部」に変更している）。）が、

実際には以下に掲げられる問題等により、外資企業

による中国の電気通信業への参入は順調には進ん

でいない。

①電気通信業務

2002 年 11月に施行された「外商投資電信企業

管理規定」第 4 条により、外資の電気通信企業は、

基礎電気通信業務、付加価値電気通信業務を取り

扱うことが可能であるが、これら基礎電気通信業

務及び付加価値電気通信業務については、2003 年

4月から施行されている「電気通信業務分類目録」

に具体的な分類が列挙されている。しかしながら、

これらのうち、外資が提供可能であるサービスは限

定的であるとの実態があり、結果として、中国に参

入している日系通信事業者を含む外資系通信事業

者が、現地日系企業等からの要望も高いデータセン

タサービス、インターネット接続サービス等を提供す

る上で、大きな障害となっている。

この点、2010 年 5月、国務院は『民間投資の健

全な発展を奨励・指導することに関する若干の意見』

を公布し、民間資本が資本参加の形で基礎電気通

信の運営市場に参入することを認めることにした。

また、2012 年 12月に開催された 2013 年全国工業・

情報化工作会議では、移動通信の再販業務やアク

セス網業務の試行への民間参入を推進することを表

明した。移動通信の再販については、工業・情報

化部が 2013 年 5月に発出した「移動通信再販売業

務の試行展開に関する通告」によって試行的に実施

しているが、試行申請の要件として「海外上場会社

の場合には外資等の株式割合が 10％以下で筆頭

株主が中国の投資者であるときに限る」とされてお

り、外資の参入は非常に限られているのが現状であ

る（なお、同通告は、試行申請の受理期間は 2014

年 7月1日まで、試行の終了を2015 年 12月 31日

までとしている）。他方、アクセス網業務については、

2014 年 12月、工業・情報化部は「ブロードバンド・

アクセス市場の民間資本への開放に関する通告」を

発表し、民営企業がアクセス網サービスに必要なイ

ンフラを構築してユーザーに対しブロードバンド・ア

クセス・サービスを提供することを奨励するとして、

「ブロードバンド・アクセス網開放試行方案」を同

通告の付属資料で規定した。この方案では、試行

都市は上海・広州等の16 都市、試行期間は 2015

年 3月1日から3 年とされている。

②免許要件等の透明性

2003 年 4月から施行されている「電気通信業務

分類目録」において、第二種付加価値電気通信業

務とされる「情報提供サービス」の全国免許等の電

信業務の免許取得に際し、法令に明記されていな

い条件を口頭で要求される等、不透明な裁量行政

運営がなされている。

③電気通信法の制定状況

WTO加盟時の約束に沿った電気通信事業の基

本法たる「電信法」は 2015 年 2月現在、未だ公布・

施行はされていない。

④外国産ドラマ・アニメの放送制限規制、総量規

制の緩和・撤廃、および広電総局が行うコンテ

ンツ輸入審査基準の明示・緩和等（【放送】）

2006 年 9月からプライムタイム（17～ 20 時）に

おける海外アニメの放送を禁止しており、また 2008

年 5月からは、この禁止時間が 21時までに延長さ

れている。また、同時間帯以外でも中国産ドラマ・

アニメと外国産ドラマ・アニメの放映比率が定めら

れている等、外国産ドラマ・アニメの放送に係る総

量規制が存在する。また、毎年年 2回（1月、7月）、

国家新聞出版広電総局（中国のラジオ・テレビ放送、

映画などのメディアを統括し、関連政策、規制など

をつかさどる国務院直属の機関）が外国産コンテン

ツの輸入審査を行っているようであるが、その審査

基準が不明確であり、中国へのコンテンツ輸出の大

きな障害となっている。2012 年 2月、国家新聞出

版広電総局は、「海外テレビドラマ・映画の輸入及

び放送への管理通知」を施行し、50 話以下のドラ

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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マ作品のみ海外ドラマ作品の輸入申請を認めること

としたほか、19 ～ 22 時における海外ドラマ作品の

放送を禁止するなど海外のコンテンツ作品の輸入審

査・放送管理を強化している。これらに加え、イン

ターネット上の動画についても、広電総局が 2014 年

9月に発出した「ネット上の海外映画・ドラマ管理の

確実な実施の更なる推進に関する通知」（204 号文

件）において、各動画サイトが年間で輸入・放送す

る海外映画・ドラマは前年度に購入し放送した国産

映画・TVドラマ総数の 30％を超えてはならないこ

となどが規定されているほか、向こう一年間に配信

する予定の全ての海外映画・ドラマを公電総局に審

査申請し、事前に許可を受けなければならないとさ

れており、管理が強化されつつあると考えられる。

＜国際ルール上の問題点＞

WTO加盟以前の中国では、電気通信サービス

販売を厳しく制限し、外資の参入を禁止していたが、

加盟時に以下のような約束を行っており、上記に掲

げられた措置は実質的に加盟約束に違反している可

能性がある。

①基本電気通信サービス（公衆の通信インフラ設備

やデータ通信・音声通信サービス等）のうち、国内・

国際電話等のサービス：外資出資上限 49％

②移動体通信サービス：外資出資上限 49％

③情報・データベース検索等の付加価値サービス：

外資出資上限 50％

また、中国は同時に電気通信に関する参照文書

についても約束しており、「免許条件の公の利用可

能性」等約束事項への違反がないか、注視する必

要がある。なお、2013年9月に開設された中国（上海）

自由貿易試験区においては、開放に向けた動きも一

部見受けられることから、同試験区における動向も

注視していく必要がある。

＜最近の動き＞

上記の他、我が国は最低資本金規制の撤廃、外

資規制の撤廃・緩和等に関して、WTOドーハ・ラ

ウンド交渉、日中経済パートナーシップ協議、中国

TRM等を通じ、中国に対し要望・加盟約束の履行

を促してきたが、今後は日中韓 FTA及び RCEPと

いった通商枠組において電気通信サービスの規制

状況を注視する必要がある。また、コンピュータ関

連サービスなどの隣接サービスにもWTO上の約束

に反する形で通信サービスの規制が過度にかかって

くることにならないか、注意が必要である。なお、

2013 年 9月に開設された中国（上海）自由貿易試

験区においては、開放に向けた動きも一部見受けら

れることから、同試験区における動向も注視してい

く必要がある。

（4）金融
（保険）

＜措置の概要＞

2006 年 6月、国務院は、WTO加盟時の約束を

果たし、対外開放を進める旨の記載のある「保険業

の改革及び発展に関する10 の提言」を公表したが、

外資系保険会社に対する認可に係る期間が長期化

している等、免許・支店（現地法人含む）・商品等

の認可に係る行政手続の透明性に課題がある。

2010 年 5月4日、外資が中国地場保険会社に資

本参加することに関し、中国保険監督管理委員会

（以下「保監会」という）は『保険会社株式管理方

法』を公布した。それによると、外資株主の出資・

資本参加比率が会社登録資本金の 25%を満たない

保険会社の場合は、以下の条件を満たせば、単一

株主（関連側も含む）による20%超の出資が認めら

れることとなった。具体的には、外国金融機関が単

一株主として保険会社の15%以上の株式を保有し、

または 15%未満の株式を保有しているが、保険会

社を直接または間接に支配できる主要株主で、継

続的な出資能力を持ち、直近 3 年の会計年度で黒

字決算となっていること、純資産が 2 億元を下回っ

ていないこと、良好な信用を持ち、かつ業界をリー

ドする地位にあることが単一株主の資本参加率上限

を外すための条件として示されている。

また、『保険会社株式管理方法』の第 5 条（外資

出資比率または持株比率が 25%以下の保険会社に
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ついて、2 以上の保険会社が同一機関の支配下に

ある場合には、利益の衝突または競争関係のある

同類の保険事業を経営してはならない）にて、いわ

ゆるダブルライセンスを禁止しているが、上述の支

配基準について明確な基準が現時点で示されてい

ないという問題がある。

また、再保険業務につき、2009 年 10月より実施

された新しい『保険法』は「国内優先再保険」の

関連規定を削除した。これに応じて、2010 年 5月

21日に改正された『再保険業務管理規定』（保監会、

2005 年）も内容が調整された。これにより、外国

保険会社が「国内優先再保険」に規制されなくなり、

中国地場保険会社と平等に競争できるようになっ

た。しかしながら、外国保険会社は保監会の認可

を得ない限り、その関連会社との再保険取引が禁

止されている（第 23 条）。

＜国際ルール上の問題点＞

自動車保険については、2006 年 7月1日より正

式に自動車交通事故責任強制保険条例が施行さ

れ、強制保険と任意保険が分離して運用されるよう

になり、複数の外資損保会社が任意自動車保険の

認可を取得した。しかし、外資損保会社が任意保

険を扱う場合には、強制保険を国内保険会社で別

途手配しなければならないため、内資保険会社と

比較した場合競争上不利であった。

2006 年 12月には、保監会は外資系保険会社に

対し、「外資系保険会社とその関連企業の再保険取

引情報開示の強化に関する通達」を発表。2007年

1月1日より実施され、外資系保険会社の情報開示

が一段と要求されるようになった。外資系保険会社

は、中国地場保険会社と同等な待遇を享受していな

い可能性があり、上記規定は加盟約束違反である

可能性がある。外資生保企業が中国に参入する場

合、合資企業の設立が義務付けられており、外資

の出資比率は 50%が上限となっている。なお、支店・

現地法人の設立認可に関しては、経済上の需要の

考慮や免許発給数量的制限なしに免許が発給され

る旨約束しているにもかかわらず、外資系保険会社

に対する認可については標準処理期間を大きく超え

る事例が見られ、実質的に外資系保険会社の参入

が制限されている場合、加盟約束に違反している可

能性がある。

＜最近の動き＞

これらの措置について、我が国は 2009 年 10月

のサービス貿易理事会（中国TRM）で制度の詳細

や加盟約束との整合性について確認・指摘を行った

が、満足な回答が得られていない。上記のとおり、

『保険法』の改正により、外国保険会社が中国の再

保険市場で業務を展開する場合に『保険法』の規

制がなくなった。しかし、中国国内の再保険業務は

まだかなりの部分が「人脈」で取るため、短期的に

は中国地場企業の独占状況は変わらないと予想さ

れる。

自動車保険に関しては、2011年 8月、保監会は「自

賠責保険制度の構築推進」と題するプレスリリース

を発出し、「外資開放を積極的に研究する」旨述べ

た。続けて、2012 年 2月、中国国家副主席と米国

大統領の面会時に発表された米中共同ファクトシー

トにおいて改めて対外開放の方針が示された。そし

て、2012 年 5月、自賠責保険制度の対外開放が実

現した。日系損保会社については、2014 年 4月及

び同年 5月に保監会より自賠責保険の取り扱いに必

要な 2 段階の認可のうち1段階目の経営範囲変更

認可を取得し、同年 11月には一部の日系損保会社

が 2 段階目の商品販売認可を取得し、自賠責保険

の取り扱いを開始した。

（銀行）

＜措置の概要＞

人民元業務に関して、2006 年 12月より「外資系

銀行管理条例」及び「外資系銀行管理条例実施細

則」が施行されるとともに、「外資系金融機関管理

条例」（2001年公布）は廃止され、外資系銀行に

対する人民元業務は開放された。

もっとも、外資系銀行が中国の個人向けに全面

的に人民元業務を行うにあたっては、現地法人化す

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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ることが実質的な条件となっているほか、外国銀行

支店の中国国内個人向けの人民元業務については 1

口当たり100 万元以上の定期預金に限られている。

なお、外国銀行の支店から現地法人に変わると中

国の銀行と立場が同じになるが、その結果、「預金

に対する融資の比率は 75％以下」、「1つの企業向

けの融資は銀行の資本残高の10％以下」などの規

制が新たに課されることになる。

前者の預金・貸出比率規制（75%以内）について

は、外資銀行の場合、中国国内での拠点展開が限

定的であるため、中国国内での預金調達には限界

があり、実質的に内外無差別原則にそぐわない可

能性がある。また、中国当局は不動産や株式への

投機的資金（ホット･マネー）の流入を防ぐために

外貨流入に制限をかける外債枠規制を設けており、

総量規制としての一定の効果はあるが、企業の資

金調達に支障が生じる場合には、中国経済の健全

な発展に影響を及ぼす懸念がある。

＜国際ルール上の問題点＞

中国は加盟後 5 年以内に、外資出資比率、業務、

法人形態等を制限する既存の信用秩序維持以外の

措置は撤廃するとしており、外資系銀行に課される

業務展開の条件等は加盟約束に違反している可能

性がある。

＜最近の動き＞

2010 年 9月、米国は、中国が人民元建てのカー

ド決済を中国国内の業者に独占させ、外国のカード

会社の参入を認めていない状況が、WTO加盟約

束に反するとして、中国に対してWTO協定に基づ

く協議要請を行った。その後、協議によって解決に

至らず、2011年 2月に紛争解決パネルが設置され

たが、2012 年 7月にWTO紛争解決委員会は、人

民元建てカード決済の中国国内業者の独占について

は立証なしとしつつも、中国の国内業者に有利とな

るロゴ表示義務や端末設置義務等は、外国のカー

ド会社を不当に差別し、WTO協定に違反している

との判断を下した。2014 年10月、国務院は外国カー

ド会社にも人民元決済及び決済会社の中国国内で

の設立申請を認めるという規制緩和策を発表した。

中国政府が 2013 年 9月に開設した「中国（上海）

自由貿易試験区」では、種々の分野で規制緩和が

試行的に行われており、金融の分野でも2014 年に

入り、区内企業によるクロスボーダー人民元取引が

使途等制限のもとで解禁されるなど、一連の金融

自由化政策が導入された。（2月18日、人民銀行上

海本部「20 号通達」および 2月20日「22 号通達」、

その他、2月21日、上海自由貿易試験区管委「26

号弁法」（商業ファクタリング関連）、2月28日、外

管局上海市分局「26 号通達」（グループ企業間の国

際的な外貨資金の集中決済・ネッティング・プーリン

グ解禁）など。）

また、こうした「中国（上海）自由貿易試験区」

における規制緩和の他地域への展開の動きもあり、

上記「26 号通達」で認められた外貨資本金の元転

の緩和措置が 7月4日の国家外貨管理局「36 号通

達」で国内 16 地域に、12月21日の国務院「65 号

通達」により、全国に展開されることとなった。65

号通達では、銀行によるコモディティ商品デリバティ

ブ店頭取引に関わる元転・外貨転業務も含まれてお

り、実施目途は 2015 年 6月30日までとされている。

更に、2014 年 12月28日には全国人民代表大会

常務委員会が、広東、天津、福建での新たな自由

貿易試験区の設立と上海における自由貿易試験区

のエリア拡大を決定しており、現行の上海試験区同

様、ネガティブリストによる外資管理と、それぞれ

の地域特性に応じて上海地区から規制緩和措置が

移植される予定になっている。

（証券）

＜措置の概要＞

WTO加盟に際し、中国政府が約束した証券業

の対外開放は、①合弁形態による証券投資ファンド

管理会社の設立において外資出資比率は加盟時に

は 33%まで、加盟後 3 年以内に 49%までの出資を

認める、②加盟後 3 年以内に合弁形態の証券会社

の設立は認めるが、外資の出資比率は 3分の1を
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超えない。合弁証券会社はA株の引受販売業務を

行うことができるが、A株の流通市場への参入は

認められない。また、中国側合弁相手は証券会社

である必要があり、合弁証券会社は親会社と同じ

業務ができない（いわゆる「競合禁止ルール」）といっ

た規制がある。なお、2008 年 1月施行の「『外資

が出資する証券会社の設立規則』を改正すること

についての決定」では、上場国内証券会社の株式

保有率は単独の国外投資家の持分比率は 20%を超

えてはならず、国外投資家全体でも25%を超えては

ならないとされている。

＜最近の動き＞

2012 年 4月に中国証券監督管理委員会（以下「証

監会」という）は適格国外機関投資家（Qualifi ed 

Foreign Institutional Investors：QFII）の投資額

の総計を800 億ドルまで拡大することを表明した。

また、証監会は、同年 8月、外資との合弁証券会

社の外資比率の上限を33%から 49%に引き上げる

規則改正案を発表した。その後、2013 年 7月12日、

証監会はQFIIの投資枠の総計を1500 億ドルに引

き上げると発表した。

また、クロスボーダー人民元取引規制の緩和とし

て、2011年 12月に人民元建て適格外国機関投資

家（RQFII）が導入され、2012 年 11月に投資枠が

2,700 億元に拡大された。当初は香港の金融機関

が対象であったが、その後、2013 年には英国（ロ

ンドン）向け 800 億元、シンガポール向け 500 億元、

2014 年にはフランス向け 800 億元、韓国向け 800

億元、ドイツ向け 800 億元、カタール向け 300 億元、

オーストラリア向け 500 億元、カナダ向け 500 億元、

2015 年にはスイス向け 500 億元と香港以外でも投

資枠が拡大された。

更に、2014 年 11月には上海証券取引所と香港取

引所間の相互取引が一定範囲（上海への投資にお

ける1日の上限は 130 億元、総額 3000 億元、香

港への投資における１日の上限は 105 億元、総額

2500 億元）で可能になり、RQFII によらなくても、

外国投資家が香港取引所経由で上海市場での元人

民元建て株式の取得が可能となった。

（金融情報）

＜措置の概要＞

2006 年 9月、中国国営新華社通信は「外国通信

社の中国国内におけるニュース・情報発布管理規定」

を公布し、即日施行すると発表。外国通信社が中

国でニュースを配信する場合、新華社の事前許可を

得ること及び同社の指定機関を通じて配信を行うこ

とが義務づけられた結果、従前認められていた外

国通信社による中国国内消費者への直接のニュー

ス配信が認められなくなった。

＜国際ルール上の問題点＞

中国は、「金融情報の提供及び移転」に係る自由

化約束を行っているところ、金融情報を含めた情報

につき外国通信社に対してのみ配信規制が課される

ことは内国民待遇義務に違反している可能性があ

る。また、中国は、同約束表において、進出済の

外国サービス提供者に認められた業務範囲等につ

いては、加盟時よりも制限的にはしない旨の約束も

行っており、本規定はこれらの約束にも違反してい

る可能性がある。

＜最近の動き＞

我が国は 2007年 11月の金融サービス委員会（中

国TRM）で問題提起を行ったが、満足な回答は

得られていない。2008 年 3月には、本件について

米国及び EUが、中国に対してWTO協定に基づ

く協議要請を実施（6月にはカナダも協議要請）。そ

の後、同年 11月13日、米国、EU、カナダは中国

と中国国内での外国通信社の金融情報サービス配

信規制を見直すことで合意。米国等の発表による

と、中国は、①配信許可を付与する独立の規制機

関を指定すること、②外国通信社が代理店等を通

じて配信を行わなければならないとする要件を撤廃

する、等といった内容に合意したとされる。

これを受け、2009 年 4月に国務院新聞弁公室・

商務部・国家工商行政管理総局が共同で『外国機

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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関の中国国内における金融情報サービス管理規定』

を公布し、2009 年 6月1日より実施した。同規定

では金融情報サービスが通信社サービスと異なるこ

とを明確にし、そのため、外国機関が金融情報サー

ビスを提供する際に『外国通信社の中国国内におけ

るニュース情報配信管理方法』（新華通信社、2006

年）の規制を受けなくなる。また同規定では、新

華通信社の代わりに、国務院新聞弁公室を外国機

関の中国国内での金融情報サービスの監督管理機

関として指定した。同規定には「外国機関が金融

情報を配信する際に代理が必要」との内容もない。

その結果、外国機関が国務院新聞弁公室の許可を

得れば、中国国内で中国国内消費者に向け直接金

融情報サービスを提供できるようになった。なお、

2012 年 1月12日時点で、国務院新聞弁公室は 28

社の外国金融情報サービス業者に対して中国国内

における金融情報サービスの提供を許可している。

知的財産

［加盟に伴う約束］
中国の知的財産保護制度は、同国の模倣品・海

賊版等の不正商品問題の深刻化等を反映して、加

盟作業部会において、加盟国側（特に先進諸国）

が特に強く改善を求めた分野の1つであった。同部

会での交渉の結果、中国は、加盟後直ちにTRIPS

協定を遵守することを約束した。すなわち、TRIPS

協定上の義務を、開発途上国等に係る経過措置の

適用を求めることなく、加盟時点において遵守する

とし、具体的に、専利法（特許・実用新案・意匠を

含む）、商標法、著作権法等の法制をTRIPS 協定

に整合させるために改正・整備することを約束した。

更に、権利行使に関しても、損害賠償額の適正化、

差止制度の整備、行政措置の強化、国境措置の強

化、刑事罰の適用要件の緩和、更には一般人に対

する教育・啓発等を通じ、TRIPS 協定上の義務を

履行することを約束している。

［実施状況］
中国における知的財産の保護は、実体面では、

専利法、商標法、著作権法、反不正当競争法、商

業秘密侵害行為の禁止に関する若干の規定、集積

回路の回路配置図保護条例、技術輸出入管理条

例等、手続面では、民法通則、刑法、税関法、知

的財産権税関保護条例等により規定されている。

WTO加盟に向けて国内法令をTRIPS 協定に整合

的な内容にすべく、数多くの新法令の創設・既存法

令の改廃が行われたほか、WTO加盟後にも引き続

き関連規定の整備・拡充などが図られている。

また、2008 年には、知的財産権の創造・活用・

保護・管理の能力を向上させるイノベーション型国

家の構築を目指す「国家知的財産権戦略綱要（2008

年 6月）」や、全国の知財保護活動の方針や具体的

措置を系統的に示した「2008 年における中国の知

財保護行動計画」（2008 年 4月）を制定し、積極

的に知的財産権保護に取り組む姿勢を打ち出した。

同年 12月には第 11期全国人民代表大会常務委員

会で改正専利法が可決され、2009 年 10月1日に

施行された。さらに、2010 年 10月、「知的財産権

の侵害及び模倣品・粗悪品の製造・販売を摘発す

る特別プロジェクト活動方案」が国務院で可決され、

全国範囲における知的財産権侵害及び模倣品・粗

悪品の製造・販売行為を摘発する特別プロジェクト

活動を集中的に展開した。また 2011年 11月には、

全国での知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品の製

造・販売の摘発作業の指導を担う、全国知的財産

権侵害及び模倣品・粗悪品の製造・販売の摘発に

関する作業指導グループを設立した。さらに、「2012

年国家知的財産権戦略実施推進計画（2012年 4月）」

において、知的財産権侵害撲滅体制の構築を強化

するため、司法・行政各部局が取り組むべき具体的

な措置項目が掲げられ、地方でも例えば広東省で

模倣品の撲滅を1つの目標とする三打両建活動が
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行われた（なお現在、三打両建活動は一応終了し、

両建活動（市場監督体制の構築および信頼体制の

構築）のフェイズに入っている）。また、2012 年 8

月や 2013 年 3月には、行政執行の権限拡大など執

行面の強化を図る専利法改正案（意見募集稿）が

中国国家知識産権局（SIPO）より公表され、改正

商標法についても、2013 年 8月に成立、2014 年 5

月1日に施行されるなど、急速に改正作業が進めら

れている。さらに、2014 年度版の国家知的財産権

戦略実施推進計画（2014 年 4月）でも、インター

ネットを利用した権利侵害品・模倣品の販売につい

て特別行動を実施する等の取り組みも挙げられてい

る。この計画中「知的財産専門法院の設立」も検

討事項として掲げられているが、2014 年 8月31日

全国人民代表大会常務委員会で「北京、上海、広

州における知的財産法院設立に関する決定」が承

認され、実際にその後 2014 年中に北京、上海、広

州の三都市 1に知的財産法院が設立されている。こ

れにより、判断の統一による知財保護の強化につな

がることが期待される。

［問題点］
中国における知的財産制度は、法制の整備という

面のみについて見れば、いくつかの点については、

なおさらなる改善が必要又は望ましいと考えられる

ものの、ほぼ TRIPS 協定に整合的な内容となった

と考えられる。

他方、模倣品・海賊版等の侵害品の流通実態と

いう点では、かねてから問題視されてきたように、

中国政府当局の取組にもかかわらず、最近に至って

も改善を見せていない。2013年度に模倣被害があっ

たと回答した我が国企業のうち、67.0%が中国（香

港を含む）で製造、経由、販売・提供いずれかの

被害を受けているとする調査結果（特許庁「2014

年度模倣被害調査報告書」（2015 年 3月））、及び、

中国から輸出された知的財産侵害物品の差止件数

は 29,553 件で、前年比で 14.4%増と引き続き増加

傾向にあり、仕出し国の構成比においても、中国の

比率が全体の 9 割超（92.2%）であったという調査

結果（財務省「平成 26 年（2014 年）の税関におけ

る知的財産侵害物品の差止状況」（2015 年 3月））

は、これを裏付けている。かかる実態を是正するた

めには、実体法制の整備だけでなく、法制の適切

かつ効果的な運用、司法・行政各部門での取締り

の強化など、運用面での取組のさらなる改善が必要

である。また、そのような状況にもかかわらず、中

国の国務院が 2014 年 12月に発表した「国家知的

財産権戦略を深化し実施するための行動計画」に

は、5 年間で模倣品・海賊版の明らかな減少を目指

した「国家知的財産権戦略綱要（2008 年 6月）」の

目標を基本的に実現したとの記述があり、認識の

違いを埋めることも必要である。以下に、さらなる

是正・改善が望まれる事項を具体的に指摘する。

（1）模倣品・海賊版等の不正商品に関
する問題
知的財産権の保護には、まずは実体的な規定の

整備が必要であるが、この点については、WTO加

盟を契機とした、中国の一連の法改正や、最近の

商標法等の改正により改善が図られてきている点は

評価できる。しかしながら、TRIPS 協定及び国内

法により規定されている知的財産権の保護を実効的

なものとならしめるために、民事手続・行政手続・

刑事手続等を利用した権利行使（エンフォースメン

ト）が、より迅速かつ効率的に、また、公正かつ

公平に実現されるよう、権利行使に関する制度が整

備され、かつ、運用されることが不可欠である。以

下に、今後の中国における知的財産保護において

大きな役割を果たすエンフォースメント面での問題

点を指摘する。

1 これら三都市の法院は、それぞれ異なる職能となっている。北京では特許、商標等の行政権利付与、権利確定案件の審査及び処
理を主とし、民事案件の審査及び処理も兼ねる。広州と上海では、特許等権利侵害の民事案件の審査及び処理を主とし、特許、
商標等の行政権利付与、権利確定案件は審理しない。

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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＜国際ルール上の問題点＞

①不十分な行政上及び民事上の救済と刑事制裁

中国における知的財産権侵害に対しては、行政上

の取締り（行政当局による侵害行為の停止、過料の

課徴、侵害製品の差し押さえ及び廃棄等）、民事上

の救済（裁判所の判決に基づく差し止め、損害賠償、

謝罪広告による名誉回復措置等）、刑事上の制裁（懲

役、罰金等）が法令により定められている。

（行政上の取締）

行政上の取締りについては、中国政府も実施して

いるものの、その処罰内容については不十分な部分

がある。この点、商標権侵害の場合、新商標法第

60 条は、商標権侵害に対する行政上の過料の最高

額について、不法経営額（製造・販売した権利侵害

品の価値）の5倍（不法経営額が 5万元以上の場合）

又は 25 万元以下（不法経営額がない又は 5万元未

満の場合）と、上限を引き上げており、また 5 年以

内に商標権侵害行為を2回以上行った場合やその

他の重大な情状が認められる場合は、より厳重な

処罰を科さなければならないとしており、その実効

的な運用が期待される。

しかしながら権利侵害者が（作成が法的義務と

なっているにも拘わらず）故意に帳簿を作成しない

といったことにより、不法経営額を正確に算定する

ことは困難となっており、実際の不法経営額よりも

低く認定される傾向があるため、十分な抑止効果

のある過料が課せられないとの指摘がある。また、

著作権侵害の場合、著作権行政担当部局（版権

局）による行政処罰が執行されるためには「公共の

利益を損なった」ことが要件とされているが、著作

権の侵害以上に何が要求されているのか、この要

件の内容が不明確であり、捜査権限を有しない権

利者にとって過度の証拠の提出が求められる場合

があり、処罰のハードルが過度に高くなってしまうこ

とが懸念される。従って、要件の削除、又は運用

要件の明確化、過重な要件の緩和等が望まれると

ころである。なお 2013 年 1月に国務院法制弁公室

から公表された意見募集稿ではこの「公共の利益

の侵害」要件が削除されており、今後の動向が注目

される。更に、再犯がかなりの頻度で発生している

（経済産業省「中国における知的財産権侵害実態調

査」（2010 年 3月））ことから、追加の侵害の抑止

を求めるTRIPS 協定第 41条の観点から、処罰の

強化が求められる。税関における取締りについても、

総担保弁法の施行により手続の簡素化が実現され

たものの、更なる改善が求められる。具体的には、

現行の手続の改善（権利者の応答期間の適正化や

確認手続の更なる簡素化など）、侵害認定の際の保

管料等の権利者負担の廃止等が挙げられる。

また、中国で製造された模倣品等がその他のア

ジア諸国や中東等世界各地に輸出されており、不公

正な形で国際貿易を歪曲させている可能性が指摘

されている。更に、不当な原産地表示をした商品が

発見される事例も数多く報告されている。輸出品の

取締りはTRIPS 協定第 51条の義務ではないもの

の、第 41条第 1項で規定する効果的な権利行使

実現の観点から摘発のより一層の強化を求めていく

べき分野であると言える。

（民事上の救済）

民事上の救済については、知的財産権の侵害に

対し損害賠償の請求が認められており若干の損害

賠償金の高額化の流れも見られるものの、必ずしも

十分な賠償金が認容されない、勝訴しても賠償金

が取れないといった指摘が未だある。この点に関し

ては、例えば、専利法及び 2001年 7月施行の「最

高人民法院特許紛争案件審理の法律適用問題に関

する若干規定」、新商標法及び 2002 年 10月施行の

「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若

干問題に関する最高人民法院解釈」、著作権法及

び「著作権民事訴訟案件の審理における法律適用

の若干問題に関する最高人民法院解釈」において、

損害額の算出方法が規定されているが、侵害者側

に証拠が集まっていることが多く、実際には各法・

解釈で規定されている法定賠償額の範囲内で裁判

所の裁量により賠償額が決定される事例が多く、権

利者が適正な賠償を受けられないとの指摘がある。
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2009 年 4月に通知された「現在の経済情勢下にお

ける知的財産裁判の大局支持に係わる若干問題に

関する最高人民法院の意見」においても損害賠償

の補償効果、懲罰効果及び抑止効果を強化する旨

の規定があるところ、損害補償のための十分な賠

償を求めるTRIPS 協定第 45 条の規定や、中国が

WTO加盟時に損害賠償額の適正化について約束

していることにも鑑み、裁判における賠償額の認定

にあたり、上記規定等がどのように運用されるかを

引き続き注視していく必要がある。この点、2013 年

3月に公表された専利法改正草案（意見募集稿）や

2014 年 5月に施行された新商標法においては、故

意の特許権侵害又は商標権侵害について、賠償額

を最高 3 倍まで増額しうる旨の規定や、法定賠償

額の規定（2013 年 3月専利法改正草案においては

100万元以下、新商標法においては 300万元以下）

がみられるところ、今後の動きが注目される。

（刑事上の制裁）

刑事上の制裁については、刑法第 3 章第 7節に

おいて、知的財産権の侵害に係る刑事事件に対し

て懲役や罰金等の罰則が規定されている（商標権

侵害について第 213 条から第 215 条、著作権侵害

について第 217条及び第 218 条）が、刑事罰の適

用要件については、刑事訴追基準（閾値）が 5 万

元に設定されていることに加え、基準として採用さ

れている不法経営額の算定にあたり、（過少申告す

る可能性が非常に高いと思われる）被疑者が主張

する販売額を安易にそのまま採用する等、適切な方

法でなされていないため、「商業的規模」の侵害で

あっても刑事訴追基準（閾値）を満たさず刑事罰が

課されないことが多い。また、侵害者が法人である

というだけで、その閾値は個人による閾値の3倍と

されているため、法人による侵害は、より刑事罰が

課されにくいという状況があった。

刑事罰が課されにくい状況は、侵害に対する抑

止力を弱めることになり、特に効果的な再犯防止に

つながらないため、実効的な知的財産権の執行の

観点から大きな問題であり、また、小口化して流通・

在庫管理を行う等の侵害の巧妙化事例が多くなり、

組織化・巧妙化する模倣品ビジネスの実態に対して、

（特に小規模な小売段階での）刑事摘発ができな

い、といった事態が生じる。我が国としても実効的

な知的財産権の執行の観点から強く関心を有し、日

中パートナーシップ経済協議等の日中間での各種二

国間協議の場や TRIPS 理事会での中国TRMと

いった多国間枠組みの場で改善を要請してきたとこ

ろ、「最高人民法院、最高人民検察院による知的財

産権侵害における刑事事件の処理についての具体

的な法律適用に関する若干問題の解釈（2）」（2007

年 4月）により、商標の不正使用及び著作物の違

法な複製も含む知的財産権に関し、閾値における

法人・個人の差の撤廃により、法人に関する閾値が

実質的に従来の3分の1に引き下げられ、また、中

国刑法第 217条に規定された「著作権侵害罪」に

関する閾値のうち、複製点数基準を1,000 から 500

に引き下げるという一定程度の改善が見られた。た

だ、商標権侵害については原則として 5万元という

閾値が維持されており、模倣品販売業者の刑事的

責任を追及することが困難となっていることの一因

であることは否定できない。

刑事罰の適用の閾値に関しては、効果的かつ抑

止力のある救済措置を定めたTRIPS 協定第 41条

や、商業的規模の商標の不正使用及び著作物の違

法な複製についての刑事罰の適用を定めたTRIPS

協定第 61条等との整合性が問題となるところ、米

国はこれらの論点について、2007 年 4月にWTO

協定に基づく協議要請を行った。2009 年 3月に

DSB会合で採択されたパネル報告書では、閾値に

関する論点については米国の行った「中国の規定す

る商業的規模が TRIPS 協定 61条等に違反する」

との主張のうち、閾値の規定自体の違法性につい

ては米国が十分な立証ができなかったとして退けら

れているものの、「商業的規模」は市場、商品、そ

の他の要素により変化しうるとの主張は認められて

おり、TRIPS 協定との整合性の観点から、中国の

実態を引き続き観察していくことが必要である。

また、刑事移送の問題については、「2010 年中国

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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知的財産保護行動計画」において、知的財産権の

刑事司法保護を強化するといった旨が記載され、さ

らに「2012 年国家知的財産権戦略実施推進計画」

において、知的財産権侵害に係る行政法執行と刑

事司法との連携作業を推進し、行政法執行と刑事

司法との情報共有化体制の整備を掲げており、具

体的には 2012 年 12月に国家工商行政管理総局か

ら「工商行政法執行と刑事司法との連携作業の強

化における若干問題に関する意見」が出された。今

後とも、不当に刑事手続に付されなかったといった

ことがないか注意を払うと共に、引き続き、中国政

府による地方取締現場への啓発・監視強化を求め

ていく必要がある。

②外国でなされた発明等の冒認出願・無審査制度

の濫用

外国において発明・考案された特許・実用新案

や創作された意匠が、中国において、発明者、創

作者以外の者によって出願、登録されてしまう事例

（冒認出願）が多数あることが、我が国企業から報

告されている。中国においては、冒認が拒絶理由及

び無効理由とはなっておらず、権利の帰属に関する

確認を求めることによる救済のみが可能である（専

利法実施細則第 85 条、第 86 条）。権利帰属確認

のための行政手続の執行や裁判の期間が長期化す

ると、市場の活性時期に発明者、創作者以外の者

による出願に基づく模倣被害を阻止することができ

ないといった事態が生ずることから、TRIPS 協定

第 41条第 1項（侵害防止のための迅速な救済措置）

の趣旨に鑑み、このような模倣被害の拡大を効果的

に防止するよう国際知的財産保護フォーラム官民合

同訪中ミッション及び中国国家知識産権局との意見

交換等を通して改善を促してきた。

また、中国では実用新案だけではなく（日本では

審査がなされる）意匠についても無審査制度を採用

しており、さらに権利行使時に、権利の有効性につ

いて審査官が作成する専利権評価報告書の提出が

義務づけられていないなど、権利濫用を防止する規

定が不十分である点が産業界から強く懸念されてい

る。我が国からは日中韓特許庁会合の枠組みや中

国におけるセミナー等を通じて、制度の相違点につ

いて理解を促すとともに、専利法改正等の公開意

見募集において権利執行時の専利権評価報告書の

提示義務化を求めるなど、改善を働きかけている。

③他人の商標やキャラクターを盗用した出願

我が国企業の商標やキャラクターが第三者によっ

て出願、登録されてしまう事例（冒認出願）が多数

あることが報告されている。このような出願が公告・

登録されてしまうと、商標権の買取要求や、名声に

フリーライドした不当な事業化、更には中国市場に

参入した本来のブランド事業者を工商行政管理局に

商標権侵害で訴える等の事業妨害等が行われるリ

スクが生じる。また、本来のブランド事業者が各地

の工商行政管理局において模倣品に対する行政取

締を申し立てた場合において、模倣品業者が冒認し

ているにも拘わらず商標を出願していることを抗弁

として主張するため、当該冒認出願に対する商標局

の判断が出るまで行政取締の実施が保留されてし

まい、模倣被害を迅速に阻止できないといった事態

が生じる。

この点については我が国としても日中間での各種

二国間協議の場や多国間枠組みの場において改

善を要請してきたところ、最高人民法院は、「知的

財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文

化の大きな発展・繁栄を推進し経済の自主的協調

的発展を促進する上での若干の問題に関する意見

（2011年 12月施行）」を発布した。これにより、商

標の使用意図などを適切に把握して悪質な出願を

抑制することや冒認出願され商標権侵害として提

訴された場合に先行商標使用者であることの抗弁

を認めることなどが明確化された。また、2014 年

12月に行われた商標五庁会合（TM5）において

も、日本主導で各国の制度・運用に関する情報をま

とめた「悪意の商標出願に関するTM5 の制度・運

用」報告書を公表するとともに、悪意の商標出願セ

ミナーを定期的に開催し、今後も悪意の商標出願

について研究を深め、対応策を検討していくことに
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ついて合意した。今後もTRIPS 協定第 41条第 1項

（侵害防止のための迅速な救済措置）の趣旨に鑑み、

このような冒認出願による被害拡大の効果的防止に

つき注視するとともに、二国間協議や多国間枠組み

の場を通じて対処していく必要がある。

④地方保護主義

中国における知的財産権侵害に対する取締り上の

重要な問題点の1つとして、「地方保護主義」の問

題が指摘される。具体的には、取締りを担当する

地方行政機関の担当者に知的財産権の基本的理解

が欠如しており（制度・条約の内容の不完全な理解

や存在自体の不知）、更には地元業者による模倣品・

海賊版の製造行為が地元に益するものとの認識か

ら、取締りに手心を加える、取締り情報を不正商品

の製造者に内通する、といった事例が報告されてい

る。地方当局におけるこのような行為の継続は、中

国における知的財産権の迅速かつ的確な権利行使

を阻害するものであり、TRIPS協定第41条第1項（侵

害に対する効果的措置のための国内手続確保）等

との関係から問題となりうる。また、外国人・外国

法人たる権利者の救済において差別的効果を伴う

場合には、保護に関し内国民待遇を定めるTRIPS

協定第 3 条第 1項との関係からも問題となりうる。

地方保護主義については、中国政府も2010 年 10

月から2011年 6月にかけて温家宝総理の指示のも

と中国全土において知的財産権侵害を摘発する特

別活動を行い、特別活動終了後の 2011年 11月に

は活動の成果を確認するとともに摘発活動を継続的

に徹底するための方針を示した。さらにこれを受け

る形で、「知的財産権侵害と模倣・粗悪品の製造・

販売に対する摘発の更なる徹底に関する国務院の

意見（2011年 11月）」を示し、地方における法の

執行業務を指導する旨言及しているが、未だ上記の

ような地方保護主義が残存しているとの声が根強く

ある。一方で、地方政府のうちでも知的財産保護に

高い意識を有するところもある。日本企業の模倣品

被害も甚大である広東省では、広東省政府主導で

模倣品取締条例の制定や「三打両建」特別活動な

ど独自の取組が積極的に行われている、との報告

があるが、引き続き、地方保護主義が疑われる案

件への対応として中国政府による地方取締現場へ

の啓発・監視強化を求めていく必要がある。

（2）冒認商標問題
＊本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要と懸念点＞

中国における商標の冒認出願問題に苦しむ日本企

業は後を絶たず、その対策は依然として中国におけ

る重要な課題の一つである。

特に、周知商標の保護が不十分である点につい

ては、我が国を始め、米国・EUもWTOにおける

法令レビューの過程で言及しており、先進国共通の

関心事項となっていた。かつて中国における周知商

標（中国法でいう馳名商標）については、中国企業

のもののみをリスト化して保護してきた経緯があり、

TRIPS 協定第 3 条（内国民待遇）との関係で問題

があったが、現在では外国の権利者の周知商標に

ついても認定が進んでいることは評価できる。しか

しながら、2014 年 5月1日施行の中国新商標法 13

条における馳名商標の保護を受けるためには、「中

国で」公衆に熟知されておらねばならないと解され

ており、また、冒認商標登録の禁止のために使うこ

とができる新商標法 32 条でも、「他人が先に使用

している一定の影響力のある商標を不正な手段で登

録してはならない」との記載があり、「中国で」と明

記はされていないものの、係争商標が中国国内で既

に使用されており、一定の影響力を有していること

が要件と解されているため、外国においてのみ周知

な商標の保護は図られていないという現状は変わっ

ていない。冒認商標出願を抑制するため、公告前

情報提供の導入・活用や、（日本商標法の第 4 条第

1項第 19 号に対応する）外国周知商標についても

出願を拒絶する規定の導入を働きかけることが望ま
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しいと考えられる。一方で、新商標法第 15 条に追

加された新第 2 項は、他人と契約や取引関係等を

有し、その他人が使用する商標の存在を明らかに

知っている者が、同一種別の商品または類似する商

品についてその商標を出願した場合は、異議申立に

より当該出願を拒絶する規定となっており、今後の

運用動向が注目される。

（3）特許・ノウハウ等のライセンス等
への規制

＜措置の概要＞

中国においては、「技術導入契約管理条例」、「技

術導入契約管理条例実施細則」及び「技術輸出入

契約登録管理弁法」等により、外国企業と中国国

内企業との間で締結する実施許諾契約（いわゆる国

際ライセンス契約）等に対して規制が行われてきた。

＜国際ルール上の問題点＞

加盟交渉等を通じて問題とされた中国のライセン

ス等への規制についての条項は、「技術輸出入管理

条例」（以下「管理条例」という）等の施行を経て

TRIPS 協定整合的なものに近づいており、中国の

改善の取組については評価できるものの、管理条

例に含まれる数々の制限条項及び強制的な保証が、

特許権者に実施許諾契約を締結する権利を認めた

TRIPS 協定第 28 条第 2 項に関して同第 3 条（内

国民待遇）の観点から問題となりうる。

以下に、TRIPS 協定との関係で問題となり得る

点を列挙する。

̶事実上のロイヤリティ規制

1993 年以前、「技術導入契約の締結及び審査許

可の指導原則」が、純販売額を基準とした場合の

ロイヤリティ料率の上限を 5％と規定していた。当

該規定はすでに廃止されているが、依然として、合

弁企業設立時の審査に際する中国地方政府の行政

指導により、ロイヤリティ料率の上限や契約期間の

規制等が行われることもある。合弁企業設立にお

いては外国企業がライセンサーの立場になることが

多いと想定されるところ、このようなロイヤリティ料

率等に関するライセンス規制は、特許権者の実施許

諾契約締結の権利に影響を及ぼし得るものといえ、

TRIPS 協定第 3 条第 1項の内国民待遇義務に整

合していない可能性がある。

̶改良技術の帰属（管理条例第 27 条及び第 29 条

第 3項）

管理条例第 27条は、ライセンス等により供与さ

れた技術を改良した技術は、改良を行った当事者

に帰属するとしており、加えて、同条例第 29 条第 3

項は、技術受入側がライセンス等により供与された

技術について改良をなし、又は当該改良された技術

を実施することについて、技術供与側がこれを制限

することを禁止している。

一方、国内の技術の譲渡又はライセンス契約に

ついては、中国契約法第 354 条では、契約当事者

は、改良した技術成果の分配につき、契約で定め

ることができるとされており、管理条例にあるよう

な強制的な規定は見当たらない。また、契約法第

355 条は、法又は行政法規が、技術の輸出入契約、

特許契約又は特許出願契約について別段の定めを

するときには、当該別段の定めが適用されると規定

する。かかる扱いは技術輸出入に該当するライセン

ス契約の場合には、特別法である管理条例が優先

的に適用される一方、それ以外の通常の国内の技

術の譲渡又はライセンス契約には中国契約法第 354

条が適用されることを示している。

管理条例の適用対象である技術輸出入において

は , 外国企業が技術供与側の立場になることが多い

と想定されるところ、当事者の約定に関わりなく、

改良した技術が改良を行った当事者に帰属すると定

める当該条例は、技術供与側となる外国企業にの

み強制的な規定を適用しようとするものであり、内

外差別的な措置としてTRIPS 協定第 3 条第 1項の

内国民待遇義務に整合していない可能性がある。
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̶第三者の権利の侵害に関するライセンサーの義

務（管理条例第 24 条）

技術輸出入に係る技術受入側がライセンス等によ

り供与された技術を利用した結果として第三者から

権利侵害で訴えられた場合、旧条例（技術導入契

約管理条例及び技術導入契約管理条例実施細則）

ではライセンサーが応訴する義務があったが、旧条

例の廃止に伴い、当該応訴義務が廃止された。し

かし、管理条例第 24 条 2 項において、第三者の

権利侵害の主張に対する対応について協力する義

務が依然として定められている。さらに、管理条例

第 24 条 3 項には、旧条例と同様、「技術輸入契約

の受入側が供与側の供与した技術を契約の定めに

従って使用した結果、第三者の合法的権益を侵害

する場合、その責任は供与側が負う」と規定されて

おり、例えばライセンシーがライセンスされた技術を

契約に従わない用法で利用した結果として第三者の

合法的権益を侵害した場合などには、ライセンサー

が免責される可能性があるものの、免責されること

が明確になるまでは、自己が関与しない事項であっ

ても第三者に対する侵害責任について何らかの対応

をしなければならないと考えられる。

一方、国内企業間の契約の際に適用される中国

契約法（第 353 条）では、第三者の権益を侵害し

た場合の賠償責任について、当事者の契約で別途

定めることができるとされている。

従って、上記のように、管理条例において、当事

者の約定に関わりなく、第三者の権益の侵害につい

て、技術供与側が当然に一定の義務及び責任を負

うとされることは、内外差別的な措置としてTRIPS

協定第 3 条第 1項の内国民待遇義務に整合してい

ない可能性がある。

̶技術供与の完全性等の保証（管理条例第 25条）

管理条例第 25 条には、供与する技術が完全で、

瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標を

達成することができることを供与側が保証しなけれ

ばならないという規定が旧条例から引き続き残され

ており、技術目標の達成のための強制的履行を迫

られる可能性があるため技術供与側にとっては実施

許諾契約の締結への妨げとなり得る。

このように、外国の技術供与者は、依然として技

術供与に慎重にならざるをえない状況にある。今後、

管理条例の一層の明確化及び規制緩和を要求する

とともに、中国の国内企業間で締結するライセンス

契約を含む技術供与契約に対する規制との異同を

含めて、国際的な実施許諾契約等を登録管理又は

許可する当局の運用についても、引き続き注視して

いく必要がある。

＜最近の動き＞

中国に関しては、国内法制の整備及び権利行使

（エンフォースメント）に関する制度と運用の両面に

ついて、TRIPS 協定の遵守状況を検証する経過的

レビュー（中国TRM）が、加盟議定書の規定に基

づき2001年 12月の加盟後 8 年間にわたりTRIPS

理事会にて毎年実施され、2011年 10月に最終レ

ビューが行われた。2009 年 10月及び 2011年 10月

のTRIPS 理事会の中国TRMでは、我が国より、

前述の更なる是正・改善が望まれる事項、特に模

倣品・海賊版等の知的財産権侵害品に対するエン

フォースメントの重要性等につき指摘を行った。こ

のエンフォースメントの強化の必要性については、

我が国のみならず米国・EUからも指摘がなされた。

上記ライセンサーの義務に関する問題については、

2007年及び 2008 年のTRIPS 理事会の中国TRM

において、我が国より当該条例の適用について明確

化を求めてきたところ、2008 年の理事会において

中国側より「使用者が適正な環境、方法において使

用する限り、譲渡者が責任を負うことはない。」と

の回答があった。また、2011年 10月の最終レビュー

において、我が国より当該条例の規定による内外差

別的な扱いを指摘したところ、中国は、当該条例に

内外差別的規定は存在しないと回答した。

また、国家工商行政管理総局副局長との会合

（2011年 5月、12月、2012 年 5月）、中国国家知

識産権局（SIPO）との二国間会合や日中韓、日米
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欧中韓等における協議の場の他、民間の業種横断

的な模倣品・海賊版対策組織である「国際知的財

産保護フォーラム（IIPPF）」との IIPPFハイレベル

ミッション（2012 年 9月）においても、これらの知

的財産問題の改善を要請してきた。さらに、2009

年 6月の日中ハイレベル経済対話の際に、経済産

業省と中国商務部との間で交換した「知財保護の協

力と交流に関する覚書」に基づき、2009 年 11月、

2010 年 10月、2011年 10月に日中知的財産権ワー

キンググループを開催し、知財保護に関する幅広い

議題について中国政府と意見交換を実施した。ま

た 2009 年 8月には経済産業省と中国国家工商行

政管理総局との間で「知的財産保護の協力に関する

覚書」を締結し、同覚書に基づき、2010 年 7月、

2012 年 1月に日中模倣品事務ワーキンググループを

開催し、商標権侵害及び反不正当競争法違反に関

して中国国家工商行政管理総局と意見交換を実施

した。また、同覚書に基づき、2012 年 1月に日中

商標実務者会合を開催し、中国商標法改正の検討

状況、商標代理人の規範、及び第三者による商標

出願・登録の問題（冒認商標出願問題）に関して中

国国家工商行政管理総局と意見交換を実施した。

中国政府に対しては、引き続きこれら様々な協議の

場を利用して、中国国内における知的財産法制の整

備状況について確認を行いつつ、併せて、制度の

運用面についても確認し、問題点があれば是正を

求めていくことが必要である。

また、中国政府によるエンフォースメント強化を

実現するためには、同時に中国政府の各種行政当

局の能力向上が不可欠であり、こうした観点から、

我が国では研修生受け入れ、専門家派遣及び各種

セミナー等により支援を行っている。加えて、法制

度の更なる改善の観点から、専利法・商標法等の

改正に係る意見交換等中国における制度改善のた

めの協力を行っている。中長期的視野に立って、司

法部門及び審査・執行を担当する行政部門におけ

る専門的人材の育成、知的財産保護・尊重の必要

性に関する一般への普及啓発活動等の多面的な取

組がなされることも重要である。更に、民間ベー

スにおいても、中国当局の一層の取組を促し協力

する観点から、個別企業による取締要請や情報提

供、IIPPFによる取締り能力強化のための協力、

欧米企業も参加している「優良ブランド保護委員会

（QBPC：Quality Brands Protection Committee）」

を通じた働きかけ等の各種活動を行っている。この

ような活動を支援するため、JETROでは、日本企

業への各種情報提供を行っている他、相談窓口を

北京・上海・広州に設置し中国政府との橋渡しを行っ

ている。日本政府としても、民間企業の積極的活動

を奨励するとともに、一層の促進が図られるよう必

要な支援を行うことが重要である。

特許・ノウハウ等のライセンス等への規制に関し

ては、第三者侵害保証責任にかかる内外差別的な

扱いを含めた管理条例等の技術移転に関する規制

が対中国への投資の阻害要因になっていることが、

日中韓自由貿易協定（FTA）産学官共同研究会合

（2010 年 12月初旬の第 3 回会合、2011年 12月の

第 7回会合）において指摘されている。今後もこの

ような二国間・多国間協議等を通じて、管理条例の

一層の明確化及び規制緩和を働き掛けていくことが

重要である。また、中国独占禁止法第 55 条におけ

る知的財産権行使への適用除外規定に関連し、中

国国家工商行政管理総局より「知的財産権を濫用

し、競争を排除又は制限することを禁止する工商行

政管理局規定」案の意見募集稿が 2014 年 6月に

公表されている。上記規定の制定版は 2015 年 3月

現在未公表であるが、当該規定により明確化される

であろう独占禁止法の適用範囲等について、今後の

動向を注視していく必要がある。
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知的財産に関してこれまでに整備された主な法令

①専利法（2009 年 10月施行）

1984 年 3月の第 6 回全国人民代表大会常務委員

会で採択された、特許・実用新案・意匠の保護を担う

「専利法」は、現在第三次改正版である。

また、第四次改正に向けた手続として、2013 年 3

月には中国国家知識産権局（SIPO）より、最新の改

正案の意見募集稿が公表されたことから、我が国は

同年 4月1日には中国日本商会を通じて意見書を提

出した。改正案は、現在国務院弁公室で検討中であ

る。その改正案の特徴としては、エンフォースメント

強化のため、専利権侵害に対する行政摘発が盛り込

まれたこと及び懲罰的賠償が導入されたことや、意匠

の権利保護期間が延長された（15 年）こと等である。

残る課題としては、実用新案や意匠が無審査で登録

されるにもかかわらずそれらに係る紛争が生じた場合

であっても評価報告の提出が義務付けられていないこ

と、実用新案技術評価書に基づかずに、又はその他

相当の注意を払わずに権利行使した場合で実用新案

登録の無効審決が確定した場合、その権利行使によ

り相手方に与えた損害を賠償する責めを負うといった

規定がないこと等が上げられる。

なお、専利法は 12 回全人代立法の優先項目となっ

ており、優先的に成立が図られるものと推測される。

②商標法（2014 年 5月施行）

1982 年 8月に制定された商標法は、2001年 10月、

全国人民代表大会常務委員会において、改正が決定

され、同年 12月から施行された。さらに、新商標法

が採択され、2014 年 5月から施行された。新商標法

は、出願人の利便性向上や公平競争の市場秩序の維

持、商標権の保護強化等を目指したものであり、具

体的な特徴としては以下のものがある。すなわち、商

標審査期限の規定（商標出願審査の 9ヶ月以内の完

了等）、異議申立制度の変更（異議申立不成立の場合

は直ちに商標登録される）、馳名商標の宣伝広告使用

の禁止、契約・業務関係等を有する者による冒認出

願の禁止、商標専用権の保護強化（法定賠償額の 50

万元から 300 万元への引き上げ、懲罰賠償の導入）、

商標代理業務の規範化（罰則規定の創設）等である。

この新商標法は基本的に評価すべき項目を多く含ん

でいるが、冒認出願が依然として非常に多い中国の

実情を踏まえると、異議申立不成立の場合は直ちに商

標登録されることにより、冒認出願につき争う機会が

少なくなってしまうことや、早い段階で我が国の権利

者の行為が（形式的には）侵害行為となってしまう可

能性があること、さらに外国周知商標が出願拒絶事

由となっていないこと等、冒認出願対策の点をはじめ

として、課題も多く残る。

したがって、今後は、新商標法に基づく運用を注

視する必要がある。

③著作権法（2010 年 4月施行）

2010 年 4月に施行された「著作権法」は、近々改

正が予定されており、2013 年 1月国務院法制弁公室

から意見募集稿が公表され、同年 3月1日中国日本

商会が意見書を提出している。この募集稿では、行

政罰の金額を引き上げること、司法救済の場面におい

て賠償金額の算定方法を選択できるようにすること、

法定賠償金額の上限を引き上げること、懲罰賠償を

規定すること、裁判所を通じた証拠収集手段を強化

すること、行政による処分の行使要件から、「公共の

利益の侵害」要件を削除すること、さらに技術保護

手段回避規制、権利管理情報改ざん等の規制につい

てラジオ番組・テレビ番組にも適用対象を拡大するこ

とを規定する等、知財保護強化に資する内容が盛り込

まれており評価できる。しかしながら、著作権集団管

理に関する規定でさらなる改善が望まれること、職務

著作・実演において従業員に奨励を与えることが義務

化されたこと、許諾を得ずして著作権を使用できる場

面を広く認めること等、懸念される点も挙げられる。

なお、著作権法は、専利法と同様第 12 回全人代

立法の優先項目となっており、優先的に成立が図られ

るものと推測される。

コ ラ ム
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政府調達

［加盟に伴う約束］
政府調達協定はすべてのWTO加盟国が受諾を

義務づけられるわけではない協定、いわゆる複数

国間協定として、本協定への加盟を選択する国だけ

を拘束するルールとされているため、加盟国は先進

国を中心とする一部の国にとどまっている。中国は

WTO加盟時に、政府調達協定に将来加盟すること、

当面はオブザーバーとして参加すること、政府調達

手続について透明性を確保すること、外国から調達

する場合は無差別待遇を供与すること等を約束して

おり、WTO加盟後、政府調達委員会のオブザーバー

資格を得ている。

2007年 12月、中国は政府調達協定加盟申請及

び附属書 Iの初期オファーを提出し、加盟交渉が

開始された。しかし、初期オファーについては様々

な問題点が指摘され、各国から早期の改訂オファー

の提出が要請された。これを受け、中国は 2010 年

④インターネット取引管理弁法（2014 年 3月施行）

インターネット商品取引の健全な発展を目的として、

インターネット商品取引及び関連のサービスを行う者

（第三者取引プラットフォーム経営者を含む）の義務

等が定められ、インターネット商品取引及び関連サー

ビス行為に関する管理暫定弁法として 2010 年 7月か

ら施行されていたが、2013 年 9月にその改定案が意

見募集に付され、さらに修正を踏まえたものが 2014

年 3月から、インターネット取引管理弁法として施行さ

れた。権利者にとって特に重要と考えられる第三者取

引プラットフォームサービス経営者の義務として、商標

権等の保護、インターネット上の違法行為（商標権侵

害や不正競争行為を含む）の取締りへの協力、信用

評価システムの構築などが含まれている一方で、当該

プラットフォームサービスを利用している者が知財権を

侵害した場合に、その者に関する情報を提供する義

務については規定されていない。また、その他の特徴

としては、工商登記登録の条件を具備せずインターネッ

ト商品取引に従事する自然人は、第三者取引プラット

フォームを通じて営業活動を行わなければならないと

されていることや、違法の疑いがあるインターネット商

品取引等の行為を摘発するときに、工商局が現場検

査や、契約書や帳簿等の関係するデータ・資料をチェッ

クすること等ができること等がある。

この弁法に基づき可能となる権利者の法的及びそ

の他の手段等を確認していくとともに、その内容を日

本企業等に周知するための活動も行っていく必要があ

る。

⑤最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件

の審理における法律適用の若干問題に関する解釈

の改正（2013 年 4月施行）

本改正により、最高人民法院が、状況に基づいて

特許紛争に係る第一審の案件の管轄として、基層人民

法院を指定することができるということが規定された。

⑥信用を失墜した被執行人名簿情報の公布に関する

最高人民法院の若干の規定（2013 年 10月施行）

「履行能力があるにも拘わらず効力が発生した法律

文書における確定義務を履行しない者」に対する制

裁として、その者をリストに載せ、広く社会に向けて

公開することで、そのリストに掲載された者は借り入

れ等が事実上制限されるという取り組みを規定したも

のであり、現在多くの権利者が直面している、知財訴

訟で勝訴したにも拘わらずその履行がなされないとい

う事態等の改善に大きく寄与することが期待される。

⑦人民法院の裁判文書のウェブサイトでの公開に関

する規定（2014 年 1月施行）

効力が発生した人民法院の裁判文書は、原則とし

てインターネット上に公開されなければならないことが

規定された。従来は、重要な判例であっても公開され

ていないものがあったため、TRIPS 協定第 63 条に

規定される透明性の確保義務の観点から問題である

とともに、実務上も中国の法制の分析・検討において

困難を生じていたが、本規定により重要な改善がなさ

れることとなった。



62

7月に改訂オファー、2011年 11月に第 2 次改訂オ

ファー、2012 年 11月に第 3 次改訂オファー、2013

年 12月に第 4 次改訂オファー、2014 年 12月に第

5 次改訂オファーを提出したが、その内容はいまだ

不十分であるとの指摘がなされており、次の改訂オ

ファーにおいて更なる改善がなされることが期待さ

れる。

［実施状況・問題点］
中国は、将来の政府調達協定への加盟に備え、

2002 年 6月の第 9 期全国人民代表大会常務委員

会第 28 回会議において、「政府調達法」を採択し、

2003 年 1月から施行している。

同法は、政府調達行為を規範化する法律であり、

適用範囲（調達機関、調達物品等）、調達方式（公

開入札、競争入札等）、調達手続、苦情申立て手

続等多くの面について政府調達協定の内容に近い

規定を設けているが、一部協定の規定との差異も

存在している。

＊以下の措置は、中国が政府調達協定に加盟して

いない現時点ではWTO協定をはじめとする国際

ルールに違反するとは明確にはいえないが、他

方、加盟交渉中に議論され得ることから、政府

調達協定との整合性という観点から問題となる

点について記載することとした。

・調達対象

政府調達協定が、協定の適用対象となる機関に

よって行われる基準額以上の物品とサービスの調達

について、原則的に内外差別を禁じていることに対

し、中国の「政府調達法」は、3 つの特定の状況

（①調達する物品サービスが中国国内では調達でき

ない、あるいは合理的な商業的条件では調達でき

ない場合、②国外で使用するための調達、③その

他の法律、行政法規が別途規定する場合）を除き、

本国の製品、サービスを調達しなければならないと

している。これは政府調達協定の内国民待遇原則

と相容れないものであり、中国の協定加盟にあたっ

て問題とされる可能性が高い。2009 年 5月には、

国家発展改革委員会、商務部など政府関係 9 機関

が、「国内消費の拡大によって経済成長を促進する

戦略を貫徹し、より厳格にインフラ建設の入札募集

及び入札者を監督・管理することに対する意見に関

する通知」を発表し、その中で、政府投資項目が

政府調達に属し、調達の工程・貨物あるいはサービ

スが合理的な商業条件で中国国内では得ることが

できないなど法令で定められた状況以外では、国

内製品を調達すべきである、輸入製品を調達しな

ければならない場合、調達する前に、国家の規定

に従って、当該部門に申請して必ず審査と承認を得

ることが必要であることとした。これは、政府調達

法に基づく従来の政策の再確認であると考えられる

が、経済・金融危機により世界的に保護主義圧力

が高まっている状況において、新たな保護主義的政

策が講じられたとの認識を広げるものであった。

2009 年 11月に科学技術部、国家発展改革委員

会及び財務部が公表した「自主イノベーション製品

認定制度」は、①コンピュータ及び関連機器、②

通信機器、③最新オフィス機器、④ソフトウェア、

⑤新エネ及び設備、⑥高効率省エネ製品について、

中国で知的財産権の所有権を保有していることや、

商標の初期登録地が中国であること等を条件に「国

家自主創新製品」として認定し、政府調達の際に

優遇を行うものである。本制度は、外国企業の製

品に対し差別的な措置となる可能性があり、G20 等

における保護主義への反対という首脳間でのコミッ

トメントに相反するものとなるおそれも強いことか

ら、我が国の政府、産業界ともに強い懸念を有して

おり、同年12月には在中国日本国大使館よりレター

を発出して懸念の表明を行った。

その後、2010 年 4月、科学技術部、国家発改

委及び財政部は「2010 年国家自主イノベーション製

品認定業務の展開に関する通知」を発表し、5月

10日までパブリックコメントを受け付け、同日に即

日施行するとした。これは 2009 年に公表された自

主イノベーション製品認定制度と本質的な変化はな

く、外国企業の製品に対し差別的な措置となる可能

性があることから、我が国は政府から中国にレター

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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を発出し、産業界からもパブリックコメントを提出し

て懸念を表明した。各国からの懸念を受けて、中

国は、5月10日からの施行の事実上の中断を発表

した。2011年 5月、米国は、第 3回米中戦略経済

対話の成果として、中国が政府調達の優遇と自主イ

ノベーション製品をリンクさせないよう条例案を見直

すと表明した旨発表した。その後、6月、中国財政

部はホームページ上で「自主創新製品の政府購買予

算管理弁法など 3件の文書の執行停止に関する通

知」を発表し、自主イノベーション製品認定制度の

関連規則の一部の執行を停止した。また、国務院

が地方政府に対し、政府調達の優遇と自主イノベー

ションをリンクさせるカタログを12月1日までに廃

止するよう要求する通知を発した。我が国としては、

中国が中央・地方政府ともに自主イノベーション製

品認定制度を政府調達の優遇対象としないことに

ついて、その制度廃止後の実施状況について引き続

き注視していく。

また、2009 年 12月に工業情報化部、科学技術

部、財政部、国有資産監督管理委員会により発表

された「重大技術装備自主創新指導目録」の改訂

版が 2012 年 1月に発表され、19 の重大技術装備

領域及び 260 の装備項目が収録された。本通知で

は、各地方の工業、財政、科学技術及び国有資産

監督管理部門は、目録の内容を参照し、当該地区

や業種の現状と結びつけ、重大技術装備の自主イノ

ベーションの推進を加速させなければならないと規

定されている。目録に入選した装備・製品は、国家

重点建設工程や企業技術改造に必要とされ、また

国家発展戦略の安全情報に関係する重要技術装備

であるとされる。更に、目録に収録されている商品

は優先的に政府の関連科学技術及び商品開発計画

に選ばれ、産業化のための融資を獲得できるのみ

ならず、商品開発が成功した後、国家自主イノベー

ション商品として認証される場合にも、優先的に「政

府調達自主イノベーション商品目録」に選定され、

政策的に優遇される。本目録の発表により、政府

調達等における外国企業の製品への影響が懸念さ

れる。

2010 年 1月には政府調達法の実施条例案が公表

されたが、WTO政府調達協定に挙げられているよ

うな内外無差別といった原則・規定に合致しない点

や、基準、指針が不明確であり透明性に欠けること、

外国製品や外国企業が差別的な取り扱いをうけるこ

と等の懸念があることから、我が国は、同年 2月、

実施条例を政府調達協定と整合的なものとするよう

求めるとともに、同協定への中国の早期加盟を強く

期待する旨の意見を提出した。また、我が国産業

界からも実施条例案を政府調達協定と整合的なも

のにするよう求めるなどの意見を提出している。こ

れらのパブリックコメントを受けた実施条例の最終

案は公表されていない。

また、2010 年 5月に公表された政府調達国内製

品管理弁法案は、国内製品について、「中国国内で

生産され、国内生産コスト比率が 50％を超える最

終製品」と定義し、その認定方法等を定めている。

我が国政府及び産業界は 6月、管理弁法案に対し

ても、政府調達協定の原則に合致しないなどとの意

見を提出した。パブリックコメントを受けた管理弁

法の最終案は公表されていない。

更に、財政部は、2012 年 5月に「中央予算単位

政府調達管理の強化に関連する事項に関する通知」

を発表し、その中で、中央部門は政府調達におい

ては省エネルギー・環境保護をサポートし、正規版

のソフトウェアを調達し、自国製品を調達するなど

の政府調達政策を率先して実施しなければならない

こと、輸入製品に対する政府調達に係る管理規定

を厳格に執行し、国内産業が既に成熟している製

品については、原則として輸入製品を調達してはな

らないこと、輸入製品の調達が比較的多い部門は、

専門家による再審査制度を構築し、当該部門が調

達申請する輸入製品の項目に対して厳格に審査し

なければならないことを定めている。

・調達基準額

政府調達協定では、各加盟国の「中央政府機関」、

「地方政府機関」及び「その他公的機関」による物

品・サービスの調達が協定の対象かどうかを決める
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基準額は、協定附属書においてそれぞれ特定され、

同じ形態の機関間で一律に適用されている。しか

し、中国においては統一的な調達基準額の規定は

存在せず、「集中調達目録」と「政府調達限度額標

準」が、中央予算による調達であれば国務院によっ

て、地方予算による調達であれば省レベル政府又

はその権限を委譲された機関によって定められてい

る。例えば、経済発展の著しい北京市政府の 2014

年の調達限度額標準は、貨物類、サービス類が 50

万元（8.4 万ドル相当）、工事類が 100万元（16.8 万

ドル相当）である一方で、経済的に立ち遅れている

地域の調達限度額標準は基本的に低い水準を維持

する（例えば新疆・ウイグル自治区の場合、2014 年

の貨物類、サービス類と工事類の調達限度額標準

は 10万元（1.6 万ドル相当）、5万元（0.8 万ドル相当）、

30万元（5.0 万ドル相当））など、地域により調達基

準額が異なる状況となっている。このような統一さ

れていない調達基準額は、入札手続を煩雑にして

いる。

・入札方式

政府調達協定は、一般的な入札方法として、公

開入札及び選択入札（調達機関によって入札を招請

された供給者のみ入札可能な方式）を定め、一定

の要件のもと、限定入札（技術的な理由により競争

が存在しない場合等、調達機関が選択した供給者

と個別に折衝する調達方法）又は交渉（調達機関

が入札の長所及び短所を確認するために行う交渉）

を認める旨規定している。近年中国政府は、政府

調達にあたって主に公開入札制を採用しており、こ

れによって政府調達における公開入札の割合が大き

く上昇し、2012 年には 83.8%に至っていた。2013

年には 83.3%と、2012 年より0.5 ポイント低下した

が、依然として公開入札の割合は高い。一方、中国

の政府調達法では、上記 4 種類の入札方法の他に、

複数見積もり等の入札以外の方式を採用する余地

が残されている。

・透明性の確保

政府調達協定は、調達手続に関する透明性の確

保を重視し、調達計画や落札、調達手続等に係る

情報提供について厳格かつ詳細に規定している。

中国の政府調達法における規定は、原則を定め

たものであり、財政部は「政府調達貨物とサービス

入札参加管理方法」、「政府調達情報公告管理方

法」、「政府調達供給者商苦情訴え処理方法」を公

布し、2004 年 9月より施行するなど、関連の実施

細則を制定している。

中国の政府調達法は、政府調達の情報は指定メ

ディアで開示すべきとの抽象的な定義だけにとど

まっているものの、中国政府や各地方政府は、調達

目録の公開、調達入札の公開と調達条件の公表等

の規定を作成し、透明性確保の取組を進めている。

具体的には、財政部が公布した「政府調達情報公

告管理方法」（2004 年 9月施行）は、国家秘密や、

サプライヤーの商業秘密、及び法律・法規が規定

した秘密保守の政府調達情報を除き、中国の政府

調達の各種情報は指定メディアで公開すべきとして

いる。また、「中国財経報」（中国財政部主管の新

聞）、「中国政府調達」（雑誌）、「中国政府調達ネッ

ト」は中国財政部が指定した政府調達情報開示の

メディアとして、無料で政府調達の情報を公開して

いる。情報公開面から見れば、政府調達に関する

透明度は高まっており、中国政府調達ネットだけで

公開された情報件数も、毎年大幅に増加している。

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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＜図表Ⅰ‐ 1‐ 7＞　中国政府調達ネットによる情報公開の状況

WTO紛争解決手続と中国の対応
中国は 2001年 12月11日にWTOに加盟したが、

それ以降、目覚ましい経済発展をとげ、世界経済の

成長にとって重要なプレーヤーとなっている。また、

中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、アジア

における自由貿易を推進するパートナーでもある。

他方で、本報告書において指摘を続けているよう

に、WTOルールとの整合性の観点からも改善が求め

られる貿易政策・措置がWTO加盟から10 年以上を

経た現在においても散見されている。このコラムでは、

WTO加盟以降の中国による、国際貿易ルールの遵守・

執行に関する姿勢の変化について簡単に整理する。

①中国の紛争案件

中国は世界貿易のみならず、WTO 紛争解決制度

においても重要なプレーヤーになっている。2001年の

加盟以降、2004 年までの間、中国が WTO 紛争解

決制度を活用した事案は 1件（DS252：米国－鉄鋼セー

フガード）のみであったが、2006 年以降は協議要請・

被協議要請ともに対中紛争案件が急増し、2014 年末

現在、協議要請 12 件、被協議要請 32 件、合計 44

件となっている。中国は自国の利益を守るため同制度

の活用を始めているが、現在では、日本や韓国の紛

争解決制度の利用数を上回る、メインプレーヤーにな

りつつある。世界貿易に占める中国のプレゼンスが高

まっていく中、WTO 紛争解決制度の趣旨、すなわち

国際的な貿易紛争を政治化させずに、準司法的な手

続に従って国際ルールに基づいた解決を目指す機会

が増えている。

コ ラ ム

2009 2010 2011 2012 2013 2014

67,186 73,681 124,183 145,547 175,604 222,423

77,778 67,331 148,282 193,163 233,647 304,663

/ 116 91 119 133 133% 137%

2015 1 27

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 total

協議要請 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 1 0 12

被協議
要請 0 0 0 1 0 3 4 5 4 4 2 7 1 1 32

②WTO 紛争案件に対する中国のこれまでの対応

中国は、WTO 紛争解決制度において敗訴した事

案や明らかなWTO協定違反の事案について何らか

の措置の改善・是正を実施する傾向が認められ、中

国に対してWTO 勧告不履行による対抗措置（同

22.6 条）が提起された例はこれまでない。ただし、

中国－GOES（米国産電磁鋼板相殺関税及びAD税、

DS414）のように、是正が不十分であるとして履行確

認パネル（紛争解決手続 21.5 条）で争われている事

例もあり、履行内容については注視が必要である。

中国のWTO 加盟前の 2001年に、日本がネギ・

シイタケに関するセーフガード発動の仮決定を行った

際、中国は、対抗的措置（自動車・携帯電話の関税

100％引上げ）を発表し日中両国間で問題となったが、

加盟後は、WTO上の貿易救済措置をめぐり対抗的

な発表を行うといった問題は生じていない。一方、最

近、米国やEUが中国産品に対するアンチ・ダンピン

グや相殺関税の調査・措置を決定した時期に近接して、

中国が米国産品やEU産品に対して、アンチ・ダンピ

ング調査や相殺措置を実施し、それがWTO 紛争に

発展した事例（DS422：中国－米国からの鶏肉製品に

対するアンチ・ダンピング措置及び相殺措置）が生じ
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ている。

2009 年に米欧墨が行ったWTO協議要請及びパネ

ル設置要請に基づく原材料 9 品目に関する紛争解決

手続（DS394、395、398）では、中国の違反を認定

したパネル及び上級委員会の報告書を受けて、中国

政府は 2012 年末の履行期限までに勧告を履行（ボー

キサイト、コークス、蛍石、マグネシウム、マンガン、

亜鉛、シリコンメタルの 7品目について輸出税及び輸

出枠を撤廃。また、亜鉛と黄リンは議定書遵守の譲

許レベルを維持）しており、貿易相手国が WTO 紛

争解決手続を活用して中国の措置是正を実現した好

例と言えるとともに、中国が問題を政治化することな

く、真摯にWTOルールに従った対応をとっていると

評価できる。また、2012 年に日米欧が行ったレアアー

ス等原材料輸出規制（輸出数量制限、輸出税等）に

対するWTO協議要請及びパネル設置要請（DS431、

432、433）についても、日米欧の主張を全面的に認

めたパネル及び上級委員会の報告書を受けて、中国は、

2015 年 1月をもって輸出数量制限を撤廃している（輸

出税については賦課を継続しており、我が国としては、

履行期限である2015 年 5月2日までの撤廃を引き続

き求めていく）。

このように、中国はWTO 紛争解決制度の活用に

慣れつつあり、ルールを重視する姿勢を示しているこ

とから、世界の中でルール執行の側面においても主

要なプレーヤーになることが期待される。他方で、未

だ国際ルールに照らして問題のある措置は残っており、

国際貿易体制を支える主要国の一つとして一層責任あ

る行動が望まれる。

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置
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［1］アジア諸国全般

知的財産

　アジア諸国の知的財産の保護に関しては、WTO

設立以来、1999 年末までの経過期間 1を援用し

ない前倒し的実施への努力がなされ、TRIPS 協

定の履行を目的とする知的財産保護法令の整備が

行われてきたことは歓迎すべきである。その結果、

各国とも法制度自体は整備されつつある。また、

TRIPS 理事会による開発途上国に対する法令レ

ビューは一通り終了しており、今後は、各国の法制

度のみならず、以下のような運用実態も含めた履行

状況について注視していく必要がある。

模倣品・海賊版等の不正商品に関する
問題
①権利行使の実効性の問題

　知的財産に関してアジア諸国に共通する最も重大

な問題は、二輪自動車やコンテンツをはじめとする

多くの商品で、模倣品・海賊版等の不正商品の製造・

流通による知的財産権侵害が多数発生していること

（図表Ⅰ‐2‐2 参照）と、これらの知的財産権侵

害を除去するための権利行使の実効性が十分に確

保されていないことである。

　言うまでもなく、知的財産に関する実体規定を整

え、制度を創設・整備することだけでは、権利が

十分に保護されることにはならない。権利の十分な

保護のためには、権利取得の面では、権利を付与、

登録する機関の事務が適切かつ効率的に運営され

ること、侵害行為に対する権利行使の面では、司

法手続による救済措置（侵害差止、損害賠償、侵

害品廃棄、差押え及び証拠保全のための暫定措置

等）、税関当局による国境措置、刑事上の取締・制

裁等により、効果的かつ迅速に権利侵害を防止で

きることが不可欠である。

　TRIPS 協定では、相当部分がこれらの権利行使

に関する規定に充てられ（第 41条～第 61条）、加

盟国に対して、効果的かつ迅速な措置を可能とす

るように国内法制度を確保することを義務付けてい

る（第 41条）。このような規定に照らすと、効果的

かつ迅速な権利行使が得られない場合には、協定

の義務に違反する可能性がある。2000 年 1月から

TRIPS 協定の履行義務が生じた各国における権利

行使の実効性の問題について、各国の法制度の整

備状況を注視し、協定に適合しない制度・運用が

存在する場合には、WTOの紛争解決手続を用い

てその是正を求めていくことも検討する必要がある。

　アジア諸国の中には、不正商品の取締強化の必

要性を認識し、取締当局により積極的な取組を進め

ている国もある。このような取組は評価できるもの

であり、今後、取組の一層の強化がなされることを

期待する。

1 第Ⅱ部第 13 章知的財産 1.（2）法的規律の概要参照。

＜図表Ⅰ‐ 2‐ 1＞　ASEAN諸国における知的財産の保護に関する制度上・運用上の主な問題
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②不正商品問題への対応

　アジア諸国における不正商品問題については、国

内の権利行使手続を的確にTRIPS協定に適合する

よう求めていくことが急務であるが、法制度の整備

だけでこと足りるわけではない。

　まず、知的財産保護制度を運用する人材の確保

が重要であり、官民を問わず、知的財産問題に関す

る知見を有する専門家の養成に力を注がなければな

らない。また、権利付与・登録機関や取締機関の

事務が適切かつ効率的に機能するために、情報シ

ステムの整備等も必要である。このため、我が国を

はじめとする先進国は、制度整備への協力、研修

制度の充実等の技術援助活動を積極的に推進して

いくべきである。特に、ASEAN 諸国は、不正商品

の流通国となっている事例も多いことから、国境措

置の実効性を向上させるため、税関職員の人材育

成に対する支援の強化等についても留意すべきであ

る。

　更に、権利者自らが現地の法制度の枠組みにお

いてエンフォースメントを実施することが基本ではあ

るものの、同時に、個別の権利者の取組だけでは

その効果に限界があることから、産業界・権利者と

政府とが連携を深め、行政機関による取締りの一

層の強化を当該国政府に求めていくことや、当該国

の国民にも、知的財産の重要性について理解を深

め、その保護の意義について認識を向上させるため

の教育・広報活動等の啓発活動を求めることも必要

である。

　2012 年 2月には第 1回日ASEAN特許庁長官会

合が東京で開催され、ASEANにおける知的財産

保護の強化のために我が国が協力していくことを確

認し、「東京知財声明」を採択した。2012 年 7月

には我が国の特許庁とASEAN各国の知的財産庁

は知的財産に関する協力覚書に署名し、同覚書に

基づき、毎年協力プログラムを策定し協力を進めて

いる。また、我が国の特許庁とASEAN各国の知

的財産庁の二庁間の取組として、2012 年 2月には

ベトナム（2014 年 10月改訂）、2012 年 7月にはシン

ガポール（2014 年 8月改訂）、2013 年 2月ミャンマー

（2014 年 8月改訂）、2014 年 8月にはフィリピン及

びインドネシア、2014 年 11月にはカンボジア、2015

年 1月にはマレーシアとそれぞれ知的財産に関する

協力覚書に署名し、同覚書に基づき、毎年協力プ

ログラムを策定し協力を進めている。今後、これら

協力プログラムを利用し、ASEAN各国と協働して

知的財産保護制度を運用する人材の育成や知的財

産の普及啓発のための取組を進めていくことが有効

である。このように、我が国は、これまでにもアジ

＜図表Ⅰ‐ 2‐ 2＞　日本企業製品の侵害の状況

2012 2013 2012 2013

608 604 508 499 

 151 461 211 241 

 051 661 121 641 

 93 34 84 88 

 31 29 78 82 

 15 15 55 55 

 32 21 72 75 

 42 72 54 68 

2012 4,323 2013 4,314
2014
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ア諸国に対する支援活動を積極的に行ってきたとこ

ろであり、今後も一層推進していくことが肝要であ

ると考えられる。

　加えて、不正商品の製造及び流通が複数国間に

またがっているとの実態を踏まえ、関係国間におい

て知的財産権侵害に関する情報の交流を促進する

ことも検討すべきである。我が国の具体的取組とし

ては、2007 年 6月のAPEC知的財産権専門家会

合（IPEG: Intellectual Property Rights Experts 

Group）において、日本が提唱した税関専門家と

知財専門家による合同セッションの発足が合意さ

れたことを受け、2008 年 2月にはペルーにおいて

ASEAN 諸国を含む参加を得て、税関専門家会合

と知財専門家会合の合同セッションが開催されたほ

か、ASEANの各地において、現地政府の執行機

関職員を対象に日本製品の真正品と模倣品の見分

け方を講義する真贋判定セミナーを毎年 3 回程度

開催するなどしており、模倣品・海賊版を防止する

措置の強化や知的財産権分野での協力の推進など

を通じて、知的財産権保護の強化に関する国際的

な取組を先導する姿勢を示している。また、我が国

が締結したブルネイ、タイ、インドネシア、フィリピン、

マレーシア、ベトナムとのEPAには、適切な知的財

産保護やエンフォースメントに関する要素が盛り込

まれている。
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［2］ASEAN各国

1．タ　イ

関　税

関税構造
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　タイは、製造業の競争力強化等を目指した関税構

造調整の一環で、実行税率の削減を実施している。

2003 年 9月にタイ政府はゴム製品、繊維製品、鉄

鋼製品、一般機械、電気機械など 1,391 品目の関

税引き下げを閣議決定し、原則、完成品は 10％、

半完成品は 5％、原材料は 1％に引き下げられた。

また、自動車のCKD（組み立て）部品も33％から

30％に引き下げられることになった。

　しかし、上記決定の対象外とされた品目の実行

税率は依然として高く（2011年の非農産品の平均実

行税率は 8.0％）、特に衣料品（平均 30.3％）、輸送

機械（平均 20.3％）で高水準となっている。個別品

目としては、自動車（最高 80％）、洗濯機・冷蔵庫（最

高 30％）等がある。一方、非農産品の単純平均譲

許税率は 25.4％であった。譲許率については輸送

機械の 25.2％をはじめとして相対的に低く、非農産

品全体で 71.3％にとどまっている。非譲許品目とし

ては、自動車部品（実行税率最高 30％）、自転車（実

行税率 30％）等がある。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるという観点からは、上記のようなタ

リフピーク（第Ⅱ部第 5 章 1.（1）③参照）を解消し、

関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

　また、譲許率が低いことや実行税率が譲許税率

を下回って乖離していることは、WTO協定上問題

はないが、当局による恣意的な実行税率操作を可

能とするため、予見可能性を高める観点から、非譲

許品目が譲許されること、また、譲許税率が引き下

げられることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。また、ドーハ・ラ

ウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対象品目

の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡大交渉

が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA

（情報技術協定）拡大交渉を参照）。

　なお、2007年 11月に日タイEPAが発効したこ

とから、我が国から輸出する自動車部品（生産用部

品）や鉄鋼製品等の関税が撤廃され、市場アクセ

スの改善が図られた。

　

アンチ・ダンピング

日本製熱延鋼板に対するAD措置
＜措置の概要＞

　2002 年 3月、タイ国内の鉄鋼メーカー 5 社は、

我が国を含む14 か国の熱延鋼板の輸入に対し、

AD調査申請を行い、2003 年 5月にタイ政府は当

該産品についてAD 措置の発動を決定、我が国の

熱延鋼板には 36.25％のAD税が賦課された。

　そもそも、我が国からタイに輸出される熱延鋼板

は、タイ国内で冷延加工を行った後、自動車・家電

メーカー等に供給される高品質のものであり、タイ

国内の鉄鋼メーカーが製造困難な産品である（タイ

国内鉄鋼メーカーは調査申請時より一貫して、当該

鋼板を製造可能であると主張）。
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＜国際ルール上の問題点＞

　タイ国内で生産される「同種の産品」と我が国企

業が輸出する熱延鋼板は、その品質が大きく異な

るため、市場においても競合していない。競合関係

にない別個の産品を同一の産品として評価すること

は、ダンピングの有無の決定、国内産業の範囲の

認定、国内産業の損害の有無の認定、国内産業の

損害との因果関係の認定等における適切な判断を不

可能にするはずであるから、本調査の結果は、AD

協定 2条、3 条及び 4 条に照らし問題がある。

　また、2009 年から行われた事情変更レビューの

手続において、以下のような問題があった。

①重要事実の開示通知を日本大使館が受け取って

からコメント期限まで実質1日しか与えられなかっ

た。

②重要事実の開示通知において、タイ当局に知られ

ている日本企業は 6 社あったが、調査に協力した

日本企業 2 社にのみ重要事実の開示通知が行わ

れ、残り4 社に対して通知が行われなかった。

③タイ当局は、日本からタイへのフライトが 6 時間

以上かかるにもかかわらず、特定の日本企業に対

して、48 時間前に公聴会の開催通知を送付した。

　これらの手続について、タイ当局がAD協定 6.2

条に基づき利害関係者に対して意見表明の機会を

与えたか、AD協定 6.9 条に基づく重要事実の開示

通知を適切に行ったか疑問である。

＜最近の動き＞

　上記の 2009 年から行われた事情変更レビューの

手続におけるAD協定 6.2 条・6.9 条に関する問題

点について日本大使館からレターを発出したほか、

2010 年秋のWTO・AD 委員会において、上記に

関する質問をタイ代表に対して行った。これに対し

てタイ政府より、①については、重要事実の開示通

知は適切に行われており、利害関係者はコメントを

行うことができた、②については、重要事実の開示

通知は日本大使館にも行っており、残り4 社につい

ては大使館を通じて送付される、③については、手

続きはAD協定に従って行われており、利害関係者

が対応できる十分な時間は与えられていた、との回

答があった。我が国としては、今後も引き続き、タ

イ政府によるAD 措置の運用を注視していく必要が

ある。なお、本件については 2014 年 5月にサンセッ

トレビューレビューが開始されている。

基準・認証制度

鉄鋼製品の強制規格
＜措置の概要＞

　1993 年に導入された鉄鋼製品への強制規格に関

し、タイ工業標準機関（TISI）は 2009 年 1月、熱

延鋼板及び冷延鋼板について、タイ工業規格（TIS）

認証及び認証維持審査（輸入許可証取得）に係る

規則が変更された。新規則においては、輸入許可

証取得の前提となる製鉄所監査の運用が強化され、

これまで書類審査のみであったところ、年1回の製

鉄所監査が新たに義務付けられている。

　また、タイ工業標準機関（TISI）は、電気亜鉛メッ

キ鋼板（EG）及び溶融亜鉛メッキ（GI、GA）につ

いても、強制規格化を検討している。

＜国際ルール上の問題＞

　協定第 2.2 条において、「強制規格は、正当な目

的が達成できないことによって生じる危険性を考慮

した上で、正当な目的の達成のために必要である以

上に貿易制限的であってはならない」としている。

タイ工業標準機関（TISI）は、本制度の目的は、

鋼材の品質向上を通じた消費者安全や健康確保で

あると主張しているが、これらの政策目的は、鉄鋼

製品のような中間財への規制では達成することがで

きず、むしろ最終製品の安全規制により達成される

べきものであると考えられる。したがって、本制度は、

その政策目的に照らして過剰な規制である疑義があ

り、TBT 協定第 2.2 条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　2012 年に引き続き、2013 年 3月、6月及び 10月
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のTBT委員会開催中の二国間会合において、中

間財である鉄鋼製品に対し強制規格を導入するこ

とは、最終消費者保護の観点からは不要である旨、

同様に、電気亜鉛メッキ鋼板（EG）及び溶融亜鉛

メッキ（GI、GA）の強制規格化は中止すべきであり、

やむを得ず強制規格化する場合であっても、自動

車、家電産業向け鋼板については適用除外すべき

である旨を要請した。加えて、本制度は運用面を含

めた透明性が確保されておらず、製鉄所監査等の

手続簡素化や頻度軽減をすべきである旨を要望して

いる。

　本制度については、2011年 11月のTPRB 対タイ

審査会合、2012 年 9月開催の日タイEPAのビジネ

ス環境整備小委員会、2012 年 3月、2013 年 11月

及び2014年11月開催の日タイ鉄鋼対話においても、

同様の懸念を表明した結果、2014 年 12月に、熱

延鋼板等の製鉄所監査の頻度を２年に一度に低減

させる旨の官報告示がなされた。引き続き、本制度

の運用を注視するとともに、過剰な規制とならぬよ

う両国間で協議を行っていく必要がある。

サービス貿易

外資規制等
＜措置の概要＞

　タイでは、外国人事業法（1999 年改正、2000 年

3月施行）に基づき、規制業種を3 種類 43 業種

に分け、それらの業種への外国企業（資本の 50%

以上が外国人所有の法人）の参入を規制している。

エンジニアリング業、各種小売業等ほとんどすべて

のサービス業が含まれており、参入可能なのは一定

規模以上の貿易仲介や卸売・小売、建設業などに

限られており、外国企業がタイでサービス業を行う

ことは非常に難しい状況にある。

　タイにおける主な外資制限は以下のとおりである。

　

25%
2009 11 2010 14 5

2
20

 2008 2 25
49

2001 49 25
2006

2006 1 50

2006
2011 NBTC

2012 NBTC



75

第
Ⅰ
部

第
２
章

A
S
E
A
N
諸
国

第２章　ASEAN諸国

（米タイ友好経済関係条約におけるタイの外国人事

業法の最恵国待遇免除）

　米タイ両国は、1966 年、友好経済関係条約を締

結（ほぼ全てのサービス業が対象だが、通信、輸送、

資産運用、銀行、土地・天然資源開発、国内農産

物の国内輸送等の分野は除外）。同条約では、米

国企業は上記の外国人事業法の適用が免除され、

商業登録の際にタイ企業と同基準の審査を受ける

だけで良いとされており、米国以外の外国企業が外

国人事業法に基づく審査を受ける必要があることと

比較して優遇されている。タイは当該措置について

GATSの約束表でMFN義務免除措置として 10 年

間の免除登録をしているが、MFN義務の免除期間

が終了しているにもかかわらず、引き続き優遇措置

を受けている米国企業が見受けられる。

＜国際ルール上の問題点＞

　米タイ友好経済関係条約におけるタイの外国人事

業法のMFN免除に関しては、MFN義務は、多角

的に貿易自由化を進める上で最も重要な原則の一つ

であり、義務免除措置はその原則からの例外的な

逸脱であって、GATS第 2 条（MFN）の免除に関

する付属書 6でも、免除期間は原則 10 年を超えて

はならないとされているところ、本免除は早期に撤

廃されるべきである。また、同付属書 5によれば、

MFN免除は当該免除に定める日に終了すると規定

されているところ、本免除措置はタイの約束表上、

継続期間は 10 年と明記されており（始期を1995 年

1月1日とすれば終期は 2004 年 12月 31日）、当

該期間の経過により免除期間は終了していると解す

るべき。よって本件措置は免除期間を過ぎており、

米国企業が優遇措置を受ける場合は、GATS2 条 1

項違反の可能性が高いと考えられる。

　今後、機会を捉えて、タイ政府が GATS 整合的

な対応をとるよう、働きかけていく。

＜最近の動き＞

　2007年 4月に署名、11月に発効した日タイEPA

により、卸売・小売サービス、保守メンテナンスサー

ビス、ロジスティックス・コンサルティング、広告サー

ビス、ホテル・ロッジング・サービス、レストランサー

ビス、海運代理店サービス、カーゴハンドリングサー

ビスに関し、タイは外資比率等を含めて約束を改善

した。近年、飲食分野を中心に観光・小売の分野

などでも我が国のサービス産業の進出も活発化して

きており、我が国は、二国間政策対話、WTOサー

ビス交渉やEPA交渉のフォローアップ会合等によ

り、外資制限の緩和を働きかけているところである。

　なお、外資系企業によるタイ人所有の会社を挟

むことによる間接的な出資を契機に、2006 年から

2007年にかけては、外資系企業に対する出資上規

制の厳格運用と外資の参入規制する業種を見直すと

いった外国人事業法改正の問題が取り沙汰されて

いたが、その後同改正案は立法議会での裁決で反

対多数となり、取り下げられた。同改正案取り下げ

後も、引き続き改正案を修正・再度立法議会で審

議を行うといった情報もあるが、現時点でそのよう

な動きは見られない。我が国は、外資制限強化に

関する法律改正の動向を注視し、在タイ日本大使

館から懸念をタイ政府に伝達してきたが、今後とも、

法改正の動向及び進出日系企業への影響について、

注視が必要である。

1
2,000 1

50

50
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2．インドネシア

内国民待遇

小売業に関するローカルコンテント要求
＜措置の概要＞

　2012 年 8月、インドネシア商業省は、フランチャ

イズ活動に関して、フランチャイザーと中小事業者と

の事業パートナーシップの強化や国産品の利用促進

を目的として、「フランチャイズの実施に関する商業

大臣規定 2012 年 53 号」を公布した。この規定の

中で、「フランチャイザーとフランチャイジーは、原

材料、事業設備の利用および品物の販売において、

80％以上の国産の物品あるいは役務を用いる義務

を負う」（同規定第 19 条）との措置が盛り込まれた。

当該措置に違反したフランチャイザーとフランチャイ

ジーには、書面による警告、フランチャイズ登録証

の停止や取り消し、といった行政罰が適用される（同

規定第 33 条）。

　さらに、2013 年 12月、インドネシア商業省は、

伝統市場、ショッピングセンター、モダンストア（ミ

ニマーケット、スーパーマーケット、デパートメントス

トア、ハイパーマーケット、卸売の形態で物品を販

売するストア）の整備と育成の最適化などを目的と

して、「伝統市場、ショッピングセンター、モダンス

トアの整備と育成指針に関する商業大臣規定 2013

年 70 号」を公布した（2014 年 6月施行）。この規

定の中で、「ショッピングセンターとモダンストアは

取り扱う物品の数量と種類の 80％以上は国産品を

提供する義務を負う」（同規定第 22 条）との措置

が盛り込まれた。なお、本規定は「商業大臣規定

2014 年 56 号」により一部改正され、生産の統一性

を必要としグローバルサプライチェーンに由来する商

品等を扱うスタンド・アローン・ブランド形態のモダ

ンストア等に対しては、上記義務の適用が除外され

る旨が明記された。当該措置に違反したショッピン

グセンターとモダンストアには、書面による警告、事

業許可の凍結や取り消し、といった行政罰が適用さ

れる（同規定第 38 条）。

＜国際ルール上の問題点＞

　これらの措置は、いわゆるローカルコンテント要

求であり、国産品との関係で輸入品を不利に扱うも

のであり、GATT第 3 条（内国の課税および規則

に関する内国民待遇）第 4 項「いずれかの締結国

の領域の産品で他の締結国の領域に輸入されるも

のは、その国内における販売、販売のための提供、

購入、輸送、分配または使用に関する全ての法令

および要件に関し、国内原産の同種の産品に許与

される待遇より不利でない待遇を許与される」に抵

触する可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 11月、経済産業省とインドネシア商業省

は、各々の流通業を所管する局長を共同議長とする

「第 1回日尼流通政策対話」を開催した。この対話

の中で、経済産業省はインドネシア商業省に対して、

フランチャイズ事業者に対する輸入品に関する措置

の撤廃を要請した。これに対して、インドネシア側

からは、措置の撤廃に向けた意向は示されなかっ

た。また、2014 年 6月、「第 2回日尼流通政策対話」

を開催し、経済産業省は「商業大臣規定 2013 年

70 号」により本措置が強化されていることを指摘し

つつ、本措置の速やかな撤廃を要請した。これに

対して、商業省は、指摘事項を政府内に持ち帰り検

討する旨を述べ、実務者レベルの対話を開催するこ

とが提案された。その後、11月に再び対話を開催し、

商業省は、「商業大臣規定 2014 年 56 号」により、

先述の例外措置が設けられたとの見解を示した。こ

うした対話に加えて、2014 年 6月以降のWTO・

TRIM委員会及び物品理事会の場においても、日

本は米国やEUとともに本措置への問題提起を行っ

ている。引き続き、二国間対話やマルチの場などを

活用し、上記措置の速やかな撤廃を要請していく。
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数量制限

（1）輸入制限措置
＜措置の概要＞

　インドネシアでは、米、塩などについて、国内産

業保護を理由に輸入制限措置を講じている。例え

ば、米の輸入は、商業大臣規定 2014 年 19 号によ

り、輸入目的に応じて食糧公社、米製造輸入業者

又は米登録輸入業者に対して認められている。塩

の輸入については、商業大臣規定 2012 年 58 号に

より、消費用の塩については塩製造輸入業者に対し

て、産業用の塩については塩製造輸入業者及び塩

指名輸入業者に対して認められている。

　中古資本財の輸入は、国内製造業保護のため、

2003 年に規制が開始され、その後、1～ 3 年ごと

に継続が決定されている。現行規定（商業大臣規

定 2013 年 75 号）上、輸入が認められる中古資本

財の品目は、ジェネレーター、重量機械、印刷機

械、電動モーター、発電設備、自動車パーツ・部品、

航空機、船舶、医療機器などであるが、工場移転

を含む輸出・投資の拡大を条件に、これら以外の

品目も商業大臣等の許可により可能となる（同規定

15 条）。

＜国際ルール上の問題点＞

　米、塩、中古資本財等の輸入制限は、一部業者

を除いて特定の品目の輸入を禁じている点や輸出・

投資の拡大を条件付ける点において、輸出入に対す

る禁止又は制限に該当するため、GATT第 11条（数

量制限の一般的廃止）に抵触する可能性がある。

＜最近の動き＞

　中古自動車については、従来は特定の車種につ

いては輸入が認められていたが、2007年 3月より、

すべての中古車について輸入が禁止された。現在、

インドネシア政府は、国内で生産されていない車種

については輸入を認める方向で検討を行っている。

　中古資本財については、商業大臣規定 No.48/

M-DAG/PER/12/2011で 2016 年末までの輸入継

続が決定され、対象品のHSコードが改めて指定さ

れた。

　本件については、今後ともWTO協定に照らし是

正を求めていく必要がある。

（2）輸入制限措置（医薬品、食料・飲
料、履物、電機、子供用玩具に輸入
者登録の義務づけ等）

＜措置の概要＞

　2008 年 11月、インドネシア保健大臣は、安全性

や公衆衛生の要求水準を満たしていない薬品から

公衆を守るため、薬品の登録制度を通して薬品の

評価を行うとの目的で保健大臣令 2008 年 1010 号

を発出した。それによれば、インドネシア国内での

医薬品の販売許可を得るにあたり、保健大臣が与

える事前の登録が必要とされ、特に輸入医薬品の

登録は、海外の製薬会社により書面による同意を得

たインドネシア国内の製薬会社によってのみ行うこ

とができるとされた。加えて、この同意には、海外

製薬会社による5 年以内の技術移転と現地生産の

開始を含まなければならないとされた。

　また、2009 年 1月には、インドネシア商業大臣

令（商業大臣規定 No. 56/M-DAG/PER/12/2008）

により、電気製品、衣料品（既製服）、子供用玩

具、靴・履物、飲食品の輸入業者の登録を義務

づけると共に、輸入できる港をメダン、ジャカル

タ、スマラン、スラバヤ、マカッサルと全ての国際空

港に限定し、サーベイヤーによる船積み前検査が

義務化されることとなった。本規制は、商業大臣

規定 No.57/M-DAG/PER/12/2010 により、化粧

品・伝統薬も追加された上、商業大臣規定 No.83/

M-DAG/PER/12/2012 により2015 年 12 月 31日

まで延長されることになった。現在、登録が必要と

なる輸入商品は、電気製品、衣料品、子供用玩具、

履物、飲食品、伝統生薬及びサプリメント、並びに

化粧品に属する800 強のタリフコードに属する品で

ある。この数は、規制開始時から300 以上増加し

ている。なお、輸入港は、直近では商業大臣規定
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No.73/M-DAG/PER/2/2014 により指定港が見直

されている。上記製品はいずれも輸入が伸びている

ものであるが、商業省は輸入の伸びは市場の拡大

によるものと説明している。

　更に、鉄鋼製品についても、2009 年 4月以降一

定品目について、輸入業者を登録制とし船積み前

検査が義務化されることとなった。本規制について

は、商業大臣規定 No.08/M-DAG/PER/2/2012 に

より、2015 年 12月 31日まで適用が延長され、現

在の212品目が対象となっている。なお、電気製品、

衣料品（既製服）等 5品目に関する輸入規制と異な

り、インドネシアと他国政府との鉄鋼輸入に関する

規定を含む二国間条約に基づく鉄鋼の輸入には適

用されないとの適用除外規定があるほか、輸入港

の限定規定も存在しない。

＜国際ルール上の問題点＞

　インドネシア保健大臣令による医薬品の輸入規制

については、インドネシア国内における医薬品の販

売に必要な登録の要件について、輸入薬品に対して

のみ海外の製薬会社による技術移転等の約束が必

要である点で輸入医薬品が不利に扱われており、イ

ンドネシア国内産の薬品に許与される待遇より不利

な待遇が輸入医薬品に対して付与されていることか

ら、GATT第 3 条 4 項に規定する内国民待遇原則

に非整合と考えられる。また、国際貿易に対する

不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれを

もたらす結果となるように強制規格が立案され、制

定され又は適用されないことを確保するとしている

TBT 協定 2.2 条にも非整合と考えられる。

　また、インドネシア商業大臣令による輸入業者の

登録義務づけや輸入港制限等については、輸入態

様が被登録業者による輸入や特定の港での輸入に

制限されることから、GATT第 11条の数量制限の

一般的廃止に抵触する可能性がある。

＜最近の動き＞

　インドネシア保健大臣令については、2008 年 11

月に、現地日本大使館より、保健大臣及び商業大

臣に対して改善を求める大使名の書簡を提出し、措

置の改善を求めている。

　また、電気製品等 5 製品に関するインドネシア商

業大臣令については、2009 年 1月に、本措置の導

入の目的や運用、WTO協定との整合性等について

インドネシア政府側の見解を確認するための質問を

送付した。

　更に、鉄鋼製品に関するインドネシア商業大臣令

については、2009 年 3月、現地日本人会よりインド

ネシア商業省に対して、①日本から輸入される全て

の鉄鋼製品の適用除外、②大臣令適用時期の延期、

③本大臣令に関するインドネシア商業省外国貿易総

局輸入局との会合の開催、を要望するとともに、（社）

日本鉄鋼連盟からも上記①及び②を要望する書簡

をインドネシア商業省及び工業省に送付した。

（3）丸太・製材等の輸出規制等
＜措置の概要＞

　1998 年 4月、IMF合意に基づきインドネシア政

府は、それまで丸太と製材の輸出産品に賦課してき

た高額輸出税を、従量税方式（材積あたり）から従

価税方式（価格あたり）に改め、輸出税率を1998

年 4月に 30％、1999 年 3月に 20％、同年 12月に

15％にまで引き下げた。他方、これに合わせ、丸太・

製材等の輸出総量を設定すること等を規定した輸

出規制等を公布した。

　2001年 10月、インドネシア政府は、違法伐採対

策を理由に丸太の輸出を禁止した。さらに、2004

年 9月に、枕木やラフ製材品の輸出を禁止し、

2006 年 3月には、木口断面積 4,000 平方ミリメート

ル以上のS4S 材（4面かんながけの材）等について

も輸出禁止とした。その後、輸出が認められる木

材製品の基準等について、数回に渡って細かい変

更がなされている。

＜国際ルール上の問題点＞

　丸太・製材等の輸出の禁止や総量設定について

は、産品輸出の制限としてGATT第 11条に違反す

る可能性がある。特に違法伐採対策を理由にした
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丸太の輸出禁止については、インドネシア国内で天

然林や泥炭地の一部を除き、森林の伐採に関する

制限が行われていないとともに、丸太の消費・流通

に対する制限も行われていないため、インドネシア

が拠り所とするGATT第 20 条（g）項に基づく例

外と認めることは困難である。

＜最近の動き＞

　丸太の消費が国内に限られた結果、丸太の国内

価格が国際価格に比して低位な水準となっており、

こうした状況を受けて丸太の輸出再開についての議

論が起きつつあり、当該措置についてマルチ、バイ

などの場を通じて、今後是正をはたらきかけていく。

　

（4）鉱物資源輸出規制及びローカルコ
ンテント問題

＜措置の概要＞

　2009 年 1月、インドネシアは鉱業法の改正（新

鉱業法）を公布・施行し、以下の措置を導入した。

①高付加価値化・国内製錬義務

　インドネシアで採掘したニッケルや銅などの鉱物

は、インドネシア国内で製錬・精製を行うことを義

務づけ。

②生産量及び輸出量の統制

　インドネシア政府は、国家利益を最優先するため、

年間生産量を決定することができ、輸出を管理する

ことができる。

③ローカルコンテント要求

　現地の労働力、国内の物品及びサービスを優先

して使用することを義務づけ。

④国内供給優先義務

　インドネシア国内の鉱物資源の生産者に、エネル

ギー鉱物資源省大臣の規定する一定割合を国内の

ユーザーに供給することを義務づけ。

　

　その後新鉱業法の運用に関する細則として、

2012 年 2月に高付加価値義務に関する大臣令及び、

インドネシア資本への株式譲渡義務に関する政令改

正が発表された。前者は、高付加価値化・国内製

錬義務の実現のため、2014 年 1月以降の未加工鉱

石の輸出を禁ずるものであり、後者は、投資後 10

年以内にインドネシア資本比率を51％まで高めるこ

と等を定めている。また、2012 年 5月には、鉱物

資源に対して一律 20%の輸出税を課す財務省令が

発出された。

　2014 年 1月には、未加工鉱石の輸出禁止の実施

を目前にして高付加価値義務を定める大臣令が改

正され、一部の精鉱（銅精鉱など、純度を一定程

度上げた原材料）については、輸出禁止の実施が

2017年 1月に延期され、同時に輸出税が導入され

たが、その他の未加工鉱石の輸出は 2014 年 1月

以降禁止された。一部の精鉱については、2017年

までは輸出許可制の下で輸出が可能であるが、輸

出税の税率は 25％から逓増し、2016 年下期には

最大 60％となる（2017年以降は輸出禁止）。但し、

2014 年の財務省令改正により、製錬所の建設にコ

ミットした輸出者については輸出税が減免される。

＜国際ルール上の問題点＞

① 付加価値化・国内製錬義務

　インドネシアで採掘した製錬・精製前の鉱物を輸

出することが不可能になった場合や、輸出許可制に

より製錬所の建設コミット等の許可要件を課すこと

は、事実上の輸出規制として、GATT第 11条（数

量制限の一般的廃止）に抵触する可能性がある。

②生産量及び輸出量の統制

　政府による恣意的な輸出量の制限等が実施され

た場合、GATT第 11条に加えエネルギー鉱物資源

の輸出入の制限に関してGATTの関連規定に従う

義務を再確認した日尼 EPA第 99 条（輸入及び輸

出の制限）に抵触する可能性がある。

③ローカルコンテント要求

　国産品や国内のサービスの使用の義務づけは、

GATT第 3 条・TRIM第 2 条（内国民待遇及び数

量制限）及び日尼 EPA第 63 条（特定措置の履行

要求の禁止）に抵触する可能性がある。

④国内供給優先義務

　所定の国内需要を満たさなければ輸出ができな
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い点において、GATT11条（数量制限の一般的禁止）

に抵触する可能性がある。

⑤インドネシア資本への保有株式の譲渡義務

　我が国企業の保有株式についてインドネシア資本

への譲渡義務を課すことは、日尼 EPA第 59 条（内

国民待遇）及び第 65 条（収用及び補償）に抵触す

る可能性がある。

⑥投資家が有する「正当かつ合理的な期待」の侵

害

　上記の規制等が日本の投資家（企業等）が投資

時点で有していた「正当かつ合理的な期待」を侵

害し、損害又は損失を生じさせる場合には、日尼

EPA第 61条（一般的待遇）にも抵触する可能性が

ある。

＜最近の動き＞

　我が国は、新鉱業法の成立以降、WTOの物品

理事会・TRIM委員会や日尼 EPAに基づく投資小

委員会において繰り返し懸念を表明してきた。また、

経済産業大臣及び経済産業副大臣より、インドネシ

ア経済担当調整大臣、工業大臣、商業大臣、エネ

ルギー鉱物資源大臣等に対し繰り返し懸念を表明し

ている。直近では、

　2014 年 9月に経済産業副大臣とインドネシア・エ

ネルギー鉱物資源副大臣との会談において、2014

年 11月に日尼外務大臣間の会談において、また同

月に総理とインドネシア大統領との会談において、

早期の解決を繰り返し要請している。また、2012

年 8月の日尼素材・資源産業官民対話や 2012 年

10月の日尼経済合同フォーラムでは、我が国政府に

加えて産業界からも改めて措置の改善や柔軟な対応

を要請し、早期解決を図るため様 な々レベルでの対

話を継続していくことが確認されている。

　2014 年 1月に一部の精鉱について輸出禁止規制

実施の延期等の一定の改善はあったものの、その

他の未加工鉱石の輸出禁止措置は実施され、依然

として国際ルール上の問題が解消されていないこと

から、引き続き措置の是正を求めていくことが重要

である。

　なお、インドネシアでは、2014 年 2月、新通商

法が国会にて成立した。本法は 1934 年に制定され

た旧通商法を刷新するものであり、細則については

今後、政令、大統領令及び関係大臣令により定める

こととされているが、国産品の使用促進や輸出入の

制限、国家規格の使用強制等について政府に権限

を与える規定がみられる。また、2013 年 12月には

新産業法が成立、2014 年 1月に施行されているが、

インドネシア政府が、産業資源の開発、産業のエン

パワーメント、産業の救済・保護等を目的とした措

置として、新通商法と同様に、国産品の使用促進、

輸出入の制限等を行いうるとしている。

　これらの法律は、既存の関連規則を統括し法的

根拠を与えるための上位規範であり、本法の策定の

みによって具体的な措置が実施されるものではない

が、国産品優遇や輸出入の制限について政府に実

施権限を与える規定がみられるため、今後、インド

ネシア政府が本法に基づいてWTO協定に反するよ

うな貿易制限的、内外差別的な措置をとることのな

いよう、本法及び関連の実施細則の策定・運用状

況についても注視する必要がある。

関　税

関税構造
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　ウルグアイ・ラウンド合意により、非農産品の譲

許率が 96.1％まで向上したことは評価される。しか

し、非農産品の大部分の品目において現行の譲許

税率は 30％～ 40％であり、非農産品の単純平均譲

許税率は 35.6％と高水準である。2012 年の非農産

品の平均実行税率は 6.9％と比較的低いが、衣類（平

均 14.4％）、輸送機械（平均 9.4％）等の関税水準
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が高くなっている。

　2004 年にとりまとめられたセクターごとの関税調

整計画に基づき、2005 年 1月1日から農産品、水

産品、鉄鋼、陶器、医薬品の 6 分野の1,962 品目

について、2010 年までの段階的な関税引き下げ計

画が決定された。また、2005 年 12月にも、同調

整計画に基づき、農機具、完成車（自動車、二輪）、

AV機器、プラスティック、アルコール飲料、エタノー

ルについて関税引き下げ計画が定められた。

　その結果、例えば、排気量 1.5 ～ 3リットルのガ

ソリン車、同 2.5リットルのディーゼル車について、

2006 年時点での最高関税率は 60％であったが、

2010 年には 45％まで引き下げられた。また、電気

製品についても平均実行税率が 5.8％まで引き下げ

られた。

　しかし、2010 年末（2010 年 12月 22日）に財務

大臣規定 2010 年 241号が公表され、鉱工業品や

農産品等に関し、2004 年に定めた関税率調整計画

の実施という形をとり、2164 品目（全品目の 25％）

の関税率の変更（1248 品目が引き上げ、916 品目が

引き下げ）が突然公布され、即日施行となった。関

税が引き上げられた品目には、日系企業が輸入する

化学製品等も多く含まれており、これらの高関税品

目については改善を求めていく必要がある。

　また、下流産業の競争力強化のために、基礎化

学・機械・電気電子及び造船の182 品目について 5％

から10％へ関税の引き上げを定めた財務大臣規定

（2011年 213 号）が、2011年末に公布された。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題は生じないが、自由貿易を促進し、経

済の効率性を高める観点から、上記のようなタリフ

ピーク（第Ⅱ部第 5 章 1.（1）③参照）を解消し、

関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

　また、譲許されていない品目があることや実行

税率が譲許税率を下回って乖離していることは、

WTO協定上問題はないが、当局による恣意的な

実行税率操作を可能とするため、予見可能性を高め

る観点から、非譲許品目が譲許されること、また、

譲許税率が引き下げられることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。

　また、2008 年 7月に日インドネシアEPAが発効

したことにより、我が国から輸出するほとんどすべ

ての自動車及び同部品、電気電子製品及び同部品、

一部の鉄鋼製品の関税が段階的に撤廃されるなど、

市場アクセスの改善が図られた。

アンチ・ダンピング

日本製冷延鋼板に対するAD措置
＜措置の概要＞

　2011年 6月、インドネシア・アンチダンピング委

員会（KADI）は、インドネシア国内の鉄鋼メーカー

からの申請を受けて、我が国のほか韓国、中国、

台湾、ベトナムの計 5か国・地域から輸入される冷

延鋼板に対するAD調査を開始し、2012 年 12月、

当該産品についてAD 措置を発動するよう最終報

告を行った。この報告を受け、インドネシア財務大

臣は、2013 年 3月に当該産品についてAD税を賦

課する旨の最終決定を行った。最終決定では、日

本企業について、18.6%～55.6%の高率のダンピング・

マージンが課されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　我が国企業が輸出する冷延鋼板の大部分は自動

車・電機電子産業で用いられる高級鋼材であり、イ

ンドネシア国内で生産される冷延鋼板と品質が大き

く異なるため、インドネシア国内産の冷延鋼板とは

競合関係にない。しかし、KADI は本件調査の最

終報告において国内産業の損害及び日本製冷延鋼

板の輸入と当該国内産業の損害との間の因果関係
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を認定しているため、AD協定 3 条に違反するおそ

れがある。

　また、本件調査において、我が国企業が当該産

品に係るインドネシアでの国内販売価格に関する

データを提出したにもかかわらず、KADI がファク

ツ・アヴェイラブル（入手可能な最善の情報）を用

いて我が国企業の輸出価格を認定したことは、AD

協定 6.8 条に違反するおそれがある。

＜最近の動き＞

　上記の最終決定が出されるまでの間、2012 年 10

月、WTO・AD 委員会において、日本政府は、我

が国企業が輸出する冷延鋼板はインドネシア国内

で生産される当該製品とは競合しないため、インド

ネシアの国内産業に損害を与えていない点を指摘し

た。また、2011年 11月及び 2012 年 10月に、経

済産業大臣が本件AD調査・課税の対象から我が

国製品を除外するようインドネシア商業大臣等に申

入れを行ったほか、2013 年 1月に経済産業大臣が

インドネシア工業大臣・商業大臣に書簡で要請した。

その他、様々な機会を捉えてインドネシア政府への

働きかけを行った。

　その後、2013 年 4月に、経済産業大臣から改め

て同様の働きかけを行うなどしたところ、2014 年 4

月、KADI が課税見直しを開始したが、同年12月

の最終決定においては、結局、日本側の主張はほ

とんど反映されない結果となった。

基準・認証制度

鉄鋼製品の強制規格
＜措置の概要＞

　インドネシア政府は、2009 年 5月に熱延鋼板、

2009 年 7月にアルミ亜鉛メッキ鋼板、2011年 6月

に冷延鋼板、2012 年 3月に形鋼等、2014 年 12月

に棒鋼について強制規格制度を導入。また、ブリ

キ、水道管についても導入する旨のWTO通報がな

され、ステンレス冷延コイル・鋼板についても導入

が検討されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　TBT 協定第 2.2 条において、「強制規格は、正

当な目的が達成できないことによって生じる危険性

を考慮した上で、正当な目的の達成のために必要で

ある以上に貿易制限的であってはならない」として

いる。インドネシア政府は、本制度の目的は、粗悪

な鋼材の流入を防止し、消費者の安全性を確保す

るためと主張しているが、これらの政策目的は、鉄

鋼製品のような中間財への規制では達成することが

できず、むしろ最終製品の安全規制により達成され

るべきものであると考えられる。したがって、本制

度は、政策目的に照らして過剰な規制である疑義が

あり、TBT 協定第 2.2 条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　熱延鋼板については、2009 年日尼 EPA関連の

諸協議及び 2010 年のTBT委員会と同委員会開催

中の二国間会合を通じてWTO協定整合性上の疑

義等についての問題提起が行われた。その結果、

インドネシア政府は、特定鉄鋼需要者（自動車産

業、電気・電子産業等）が自社の製品の素材とする

ために輸入する熱延鋼板は、工業省総局長令によ

り本強制規格の適用除外とする旨の規程を設けた。

また、冷延鋼板については、2010 年以降のTBT

委員会開催中の二国間会合や現地での協議を通じ

て、最終製品で消費者の安全を確保されている優

良産業向け鋼材の適用除外を求めた結果、自動車、

電機電子産業向けの冷延鋼板は適用除外とするに

至った。なお、TBT委員会においては、EU、韓

国も同様に懸念を表明している。

　ブリキについては、施行日は未定であるが、2012

年、2013 年に引き続き、2014 年も累次のTBT委

員会や 2014 年 3月開催の日尼鉄鋼対話を通じて懸

念を表明している。また、ステンレス冷延コイル・

鋼板については依然として導入が検討されており、

水道管についても2015 年半ばに導入が予定されて

いるところ、過剰な規制とならぬよう引き続き、両
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国間で協議を行っていく予定である。

外国企業の参入障壁となる玩具規制
＜措置の概要＞

　インドネシアは、2014 年 4月30日に「インドネシ

ア玩具規制」を施行した。

主な規制内容は、インドネシアへの輸入玩具に対し

て、①インドネシア国家規格（SNI）検査に合格し

た上、SNI 証使用製品証明書（SPPTSNI）を取得し、

②該当製品に SNI 証又は SPPTSNIの添付を要求

するものである。輸入玩具については、輸入業者が

窓口となってSNI 検査を受けることとなっている。

　SNI 検査では、インドネシアの国内事業者が製

造する玩具が半年で 5,000 個であるのに対して輸入

玩具については、生産ロットが 5000 個をはるかに

上回るにもかかわらず、一度の船積みが 5,000 個で

あるとの理由で、インドネシアの国内玩具は生産ロッ

トごと、輸入玩具は船荷ごとに検査を受け、その

認証を提出することが求められている。国内事業者

は生産ロット毎に検査を受けることになるが、輸入

事業者は、船荷毎に検査を受ける必要があるため、

同一生産ロットであっても、異なる出荷日に船積み

される場合には、複数回の検査を実施する必要が

あり、検査に要するコストが多大となっている。

　加えて、SNI 検査において検査される化学物質

に関する規制項目は、EUのREACHやそれに類似

した主要国での規制にないものがいくつか存在し、

クリアすることが非常に困難な内容となっている。

具体的には、フタル酸エステルについては国際的に

定められている 6 種類の物質に加え、インドネシ

ア独自に 4 種類の物質が規制対象として追加され、

許容残存量が規定されている。また、アゾ色素に

ついては、その一部の種類が、汗に溶けた後、皮

膚で発がん性が指摘される特定芳香族アミンに分解

され人体に吸収されることによって害を及ぼす可能

性があるとして、長時間皮膚に触れることが想定さ

れる衣服（子供服を含む）の繊維に対しては残存量

を30mg/kg以下とすることが、インドネシア以外の

主要国の規制として行われているが、インドネシア

においては、長時間皮膚に触れることが想定されな

い、ぬいぐるみや着せ替え人形の衣服に用いられ

る繊維についても規制対象とされ、より厳格に残存

量をゼロとすることが要求されている。

　なお、SNI 検査は、インドネシア国内の指定試

験所、及び、インドネシアと二国間協定を結んだ海

外試験所が実施している。

＜国際ルール上の問題点＞

　輸入玩具に対する検査頻度が船荷毎であるのに

対して、国内事業者の玩具に対する検査頻度は生

産ロット毎と規定されている理由として、上記の通り、

国内事業者が半年で生産する個数と輸入事業者の

一回の船荷の個数が同程度であるからと説明されて

いる。しかしながら、一般に同一生産ロットに複数

回検査を行う意味がなく、当該説明は、生産ロット

の小さい国内事業者が不利にならないように配慮し

たものであることを示しており、生産ロットが 5000

個以上である場合が多い輸入業者を、国内事業者

よりも理由なく不利に扱っており、適合性評価手続

きについて内外無差別を規定するTBT協定第5.1.1

条に違反する可能性がある。

　また、子どもの健康の保護という目的で化学物質

に関して規制すること自体は正当であるが、長時間

皮膚に触れる衣服（子供服を含む）に使用する繊維

に適用される規制基準よりも厳格な規制基準を玩

具に適用する必要性が説明されておらず、過度に厳

格な規制内容となっている可能性があり、その場合

不必要に貿易制限的な規制であるとしてTBT 協定

第 2.2 条に違反している可能性がある。

＜最近の動き＞

　2014 年 3月及び 6月のWTO・TBT委員会公式

会合において、EU、米国とともに懸念を表明。引

き続き、TBT委員会、二国間協議等の場で制度改

善を促していく。
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サービス貿易

外資規制等
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　インドネシアでは、民間企業が参入できない分野、

条件付きで開放されている分野、外国企業による出

資制限比率を業種ごとにネガティブリストで定めて

いる。ネガティブリストは、2010 年ネガティブリスト

（大統領規定 2010 年 36 号）が、2014 年 4月に改

定された（大統領規定2014年39号）。本改定により、

運輸分野では陸上貨物・旅客ターミナルの運営等の

参入禁止分野について49%までの外資出資が認め

られ（ただし、運輸相からの推薦状の取得が要件）、

文化観光分野でも内資に限られていた映画宣伝設備

（広告、ポスター等）がASEANからの出資を条件

として 51%までの出資が認められるなど、9の分野

で外資規制の緩和がなされた。一方で、エネルギー・

鉱物資源の分野では、陸上での石油ガス採掘サー

ビスや石油ガス設計・エンジニアリングサービス等

で、これまで 95%の外資出資が認められていたもの

が内資企業に限定されるなどの条件変更や、これま

でネガティブリストに規定されておらず 100%出資が

可能だった分野の中で、商業分野での倉庫やディス

トリビューター等のように、新たに制限が設けられる

（上限 33%）分野が増えるなど、外資制限の強化も

行われた。

　その他、主な外資制限は以下のとおりである。

（電気通信）

　新ネガティブリストにおいては、有線及び無線

/衛星通信網事業について外資出資は 65%までに

引き上げられた一方で、通信サービス事業について

は、コンテンツサービス、コールセンター等電話付

加価値サービス、インターネットアクセスサービス事

業、データ通信システムサービス、公共用電話回線

インターネットサービス、インターネット相互連結サー

ビス（NAP）その他マルチメディアサービスについ

て49％まで引き下げられた。また、通信サービスと

統合した通信網の運営（移動体通信網事業と思わ

れる）については上限 65％としており、通信塔の供

給・管理者（運営、レンタル）・建設サービスプロバ

イダーは引き続き内資100％と規定されていた。

　なお、ローカルコンテンツ要求に関しては、2009

年 1月には 2.3GHz及び 3.3GHz の無線周波数帯

を利用している無線ブロードバンドサービスのため

に用いられる基地局に対して40%以上、端末に対

して 30％以上の国産化率を課すなどの動きがあり、

WTO協定及び日本・インドネシア経済連携協定上

の義務に抵触する可能性もあるため、注視が必要

である。

（流通）

　新ネガティブリストにおいても引き続き、小売業は

内資100％とされており、具体的には、スーパーマー

ケットは 1,200 平方メートル未満、デパートは 2,000

平方メートル未満のものを小売業として内資 100％

に限定されている。さらに、大統領規定 2007 年

112 号により、商業施設の整備に関する規制が出さ

れている。外資が参入できる大規模商業施設につい

ても、立地、施設（駐車場・安全面）、営業時間な

どについて規定されている。

（音響映像、広告等）

　インドネシアは、外国の映画とビデオテープの配

給会社の進出を禁止しており、すべての輸入、配

給は 100％インドネシア資本の企業に限られている。

新ネガティブリストにおいても引き続き、映画製作、

映画技術サービス、映画配給、上演、録音スタジ

オ等は、内資 100％に限定されているが、2010 年

改定で従前内資 100％とされていた撮影スタジオ、

フィルム加工施設、吹き替え施設については、49％

まで外資に開放され、2014 年改定では映画宣伝設
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備制作サービス（広告、ポスター、写真、フィルム、

バナー、パンフレット等）がASEANからの出資を

条件として 51%までの外資比率が認められた。

＜懸念点＞

　上記の様々な外資規制は、インドネシアのサービ

ス協定上の約束に反しないため、WTO協定違反と

なるものではないが、WTO及びサービス協定の精

神に照らして、自由化に向けた取組が望まれる。

＜最近の動き＞

　2007 年 8月 20日に署名された日インドネシア

EPAにより、約束サービス範囲の拡大などが図ら

れた。電気通信の分野では、専用線・情報及びデー

タベースのオンラインでの検索サービスなど 5 分野

を新たに約束した（日本資本 40％まで）。音響映像

の分野では、映像及びビデオテープの制作及び配

給のサービス、映画の映写サービスへの日本資本の

参入（日本資本 40％まで）を約束した。

　また、前述のとおり、2013 年 4月、外資参入規

制業種を規定するネガティブリストが 4 年ぶりに改

定されたが、その内容は、11分野で新たな外資出

資上限が定められるなど、国内産業の競争力強化

も視野にいれたものとなっている。

　我が国は、引き続き外資規制に関する法律改正

の動向等を注視するとともに、二国間政策対話等や

WTOサービス交渉やEPA交渉のフォローアップ会

合等により、更なる外資規制の緩和を働きかけてい

る。

知的財産

（1）水際での侵害差止め措置
＜措置の概要＞

　TRIPS 協定第 51条によれば、加盟国は、権利

者が不正商標商品及び著作権侵害物品の輸入差止

めを申立てることのできる手続を採用しなければな

らない。この点に関して、インドネシア関税法（法

律 2006 年第 17号によって改正された、法律 1995

年第 10 号）第 54 条には、権利者からの申立てに

基づき裁判所が税関に対して差止めを命じることが

できる旨が規定されており、これが TRIPS 協定第

51条の規定に対応するものとなっている。しかしな

がら、実際の運用を行う上で必要となる細則が存在

していないため、上記規定に基づく運用は機能して

おらず、インドネシアでは水際での侵害品差止めが

事実上不可能であるとの指摘がなされてきた。

＜国際ルール上の問題点＞

　この問題について、2012 年 7月に「一時的差し

止め命令に関するインドネシア共和国最高裁判所規

則 2012 年第 4号」が公布・施行され、上記運用の

実現に対して期待が寄せられたが、現在に至るまで

差止めが実現した例は確認されておらず、また、実

際に差止めを行うためには更に規則を整備する必要

があるとの指摘もあることから、未だに実効的な運

用は機能していないことが強く推認される。このよ

うな状況は、TRIPS 協定第 51条との整合性という

観点から問題があると考えられ、インドネシアに対

して事態の改善を促すとともに今後の動静を注視し

ていく必要がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 12 月、我が国政府は、日本貿易振興

機構（JETRO）及び国際知的財産保護フォーラム

（IIPPF）とともに、インドネシア税関総局との会

合を実施し、インドネシアにおける水際での侵害差

止め措置について意見交換を行った。また 2014 年

10月にはこの問題に関しインドネシア税関がワーク

ショップを開催するなど進展の兆しも見られること

から、この問題については、引き続きインドネシア

の動静を注視し、改善を促していく予定である。

（2）日インドネシアEPAの履行問題
＜措置の概要＞

　2008 年 7月1日に発効した日インドネシアEPA

では、独立した製品としては取引の対象とされず、
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流通をしない、物品の部分に係る意匠を、意匠法

の保護対象とする「部分意匠」制度の導入（113 条

3 項）、外国で周知の商標について、不正目的で同

一又は類似の商標が出願された場合、当該出願を

拒絶または取消す「外国周知商標」制度の導入（114

条 2 項）、著作権等に関する電磁的な「権利管理情

報」制度の導入（115 条 4 項）、現在及び将来にわ

たる複数の事件に対する包括的な代理権の授与を

可能とする「包括委任状」制度の導入（109 条 5 項）、

並びに税関における侵害品の差止め対象を輸入品

のみならず輸出品にも拡大する「国境措置」の強化

（119 条）等、TRIPS 協定の保護を上回る規定が

置かれている。

＜国際ルール上の問題点＞

　しかしながらインドネシアでは、権利管理情報制

度の一部、外国周知商標制度及び部分意匠制度に

ついては、EPA義務に対応した制度が存在すると

認められるものの、前項において列挙した多くの制

度は未だ導入されておらず、対応するEPAの規定

と整合性上の疑義を生じている。

＜最近の動き＞

　インドネシアでは、関連法の改正法案が準備され

ているが、議会での審議が行われていない。この

問題を解決するために、二国間における会合の場

等において法改正促進の働き掛けを行っており、近

年では、2012 年 2月及び 2013 年 4月に開催され

た二国間会合の場において、特許庁長官から法改

正促進の働き掛けを行った。引き続き、法改正の

進展を注視するとともに、法改正促進の働き掛けを

行っていく予定である。

3．マレーシア

内国民待遇

（1）自動車に関する内国税の適用に関
する問題及び AP制度に基づく輸入
制限問題

＜措置の概要＞

　マレーシアでは、特定の国内メーカーが製造する

自動車を国民車として指定し（現在はプロトン社、

プロドア社、イノコム社、マレーシアトラック＆バス

（MTB）社の 4 社）、それ以外のメーカーがマレー

シア内で製造する自動車との間で、物品税の賦課に

つき、差別的な取扱いがなされてきた。具体的には、

物品税の適用税率につき、国民車に対しては 50％

から100％の減免がなされてきたことが報告されて

いる（本措置は 2001年度に行われたWTO貿易政

策検討制度（TPRM）の対マレーシア審査におい

ても報告されている）。

　2004 年 1月には、マレーシア政府は、完成車

（CBU）とノックダウン（現地組み立て）車（CKD）

の輸入税率及び物品税率に関する新政策を施行

し、新たに国内生産車以外にも物品税を賦課する

こととした。これによると、乗用車の CBUの輸入

関税は、ASEAN 諸国に適用される共通効果特恵

関税（CEPT）が 20 ～110％、非ASEAN 諸国に

適用されるMFN関税が 0 ～100％引き下げられる

こととなったものの、新たに物品税が 30 ～100％

課されることとなった。また、乗用車の CKDは、

CEPT が 0 ～ 55％、MFNは 0 ～ 45％引き下げら

れたものの（但し一部製品については引き上げ有り）、

物品税が 0 ～ 60％課されることとなった。その後、

2005 年 10月に発表された自動車政策並びに新関

税率及び新物品税率により、乗用車のCBUについ

てはCEPT が一律 15％、MFN関税が一律 30％

に引き下げられ、物品税については、10 ～ 50％引

き下げられた（2,500cc 未満のバンとMPVについ
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ては 15 ～ 20％引き上げ）。

　なお、マレーシア政府は、物品税制以外にもブ

ミプトラ系企業を優遇する等の目的で非関税障壁

を設けている。具体的には、輸入ライセンス（AP：

Approved Permitと呼ばれる）が与えられる輸入

業者については一定のマレー資本が入ったブミプト

ラ系企業とし、またマレーシア国内で自動車生産を

行う企業による完成車輸入に対して、輸入許可制度

を通じて事実上輸入車の台数規制を実施している

模様である。

＜国際ルール上の問題点＞

　物品税については、一部の国民車に対してのみ税

の減免を適用しており、事実上、国産品である国民

車を優遇している可能性が高く、GATT 第 3 条 2

項の「内国税に関する内国民待遇」違反が問題とな

る。

　また、仮に輸入許可制度を通じた輸入台数規制

の実施が事実であれば、GATT 第 11条の「数量

制限の一般的廃止」違反の可能性がある。

＜最近の動き＞

　物品税については、2005 年 10月の税率変更に

より、差別的取扱いは解消されつつある模様である

が、明文化された措置ではないため、引き続き注視

が必要である。

　マレーシアでは、中古車を含む、全ての自動車

は輸入許可証（AP）なしに輸入することはできず、

このAPは、各国に輸入上限が割り当てられてお

り、自由貿易の阻害要因となっていたが、WTOに

よる貿易自由化の要求に沿って、2010 年 12月31日

までに段階的に廃止される予定であった。しかし、

2009 年 10月の新政策では、フランチャイズAP（特

定メーカーの新車に限り輸入を許可）を2020 年末

日までに段階的に終了、オープンAP（車種、仕入

先など制限がない輸入許可証）は 2015 年末日ま

でに終了するとし、APの完全廃止は当初の目標に

比べて 5 年から10 年先送りされた。新政策では、

NAP（国家自動車政策）の見直しを行い、市場の

自由化と「人が第一」のコンセプトを反映し、健全

な競争による国内自動車産業の発展及び消費者の

安全と環境保護に資するものとしている。 なお、

2014 年 1月にNAPの見直しが行われたが、APに

ついては影響の詳細な調査を継続すると記載されて

いるのみであり、運用の変化等は確認できない。我

が国としては、マレーシアの自動車政策がWTO協

定に整合的に運用されるよう、引き続きマレーシア

政府に求めていくことが必要である。

（2）国産自動車部品の物品税免除制度
＜措置の概要＞

　マレーシア政府は、2006 年 3月にマレーシア工

業開発庁（MIDA）が発表した「第 9 次 5か年計

画」、「国家自動車政策（NAP）」の下、産業連携

プログラム（Industrial Linkage Program（ILP））

という物品税の割戻し制度を導入した。同制度は、

完成車に占める国内調達部品等の国内付加価値の

割合に応じて、物品税が割り戻しされる仕組みとなっ

ており、国内付加価値＊の最低比率要件（2,500cc

以下の自動車の場合は 30％以上、2,500cc 以上の

場合は 10 ～ 20％）をおき、国産自動車部品を一

定の要件を満たしたサプライヤーから調達している

ことを条件としていた。なお、エコカー（Energy 

Effi  cient Vehicle（EEV））プログラムに焦点をおい

た 2014 年 1月のNAPの見直しにより、物品税の

割戻し制度も改定され、具体的には、①国内付加

価値に関する最低比率要件は削除され、② EEV

は、産業調整基金係数（Industrial Adjust Fund 

Multiplier）によって国内付加価値比率が上乗せし

て算出される（なお、EEVに使用されるハイブリッ

ド機関システムなどの重要部品が国産である場合、

上記係数の値が高くなる）こととなり、物品税割戻

しによる減税効果を特に享受しうることとなった。

＊国内付加価値：「国内付加価値＝工場出荷額－

輸入原材料価値（＝現地調達材料＋人件費＋直接

経費＋利益）」となっており、輸入原材料のうち、

ASEAN産業協力（AICO）スキームを通じた輸入は、

その 20％が国内付加価値としてみなされる。
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＜国際ルール上の問題点＞

　当該還付制度における条件である国内付加価値

（ローカルコンテント）の割合については、相対的に、

国産車については基準を満たすことが容易であり、

輸入車については困難であると考えられるため、内

国税の賦課において輸入品を不利に扱うものである

ことから、GATT第 3 条 2 項に違反する可能性が

ある。また、当該国内付加価値基準を達成するた

めには、事実上、国産部品の購入が要求されるため、

同種の輸入自動車部品が実質的に不利に扱われる

ことになることから、GATT第 3 条 4 項にも違反す

る可能性がある。

　その他、貿易関連投資措置としてのローカルコン

テントを禁止するTRIMs協定及び国内産品優先使

用補助金を禁止する補助金協定にもそれぞれ違反

する可能性がある。

＜最近の動き＞

　ILP 導入以降、本制度を活用した場合としなかっ

た場合とで小売価格に差が出てきている模様であ

り、今後、機会を捉えて国際ルールに整合するよう

是正を求めていく必要がある。

数量制限

（1）丸太の輸出規制等
＜措置の概要＞

　マレーシア半島部では、自国における木材の加工

度を高めることを目的として、1985 年から指定され

た 27 樹種及び直径 12 インチ以上のすべての樹種

について輸出を禁止している。サバ州では、1996

年 11月から輸出の数量規制を行っており、2015 年

は年間 15 万立方メートルを上限としている。サラワ

ク州では、1999 年から丸太生産量の一定割合を州

内加工用とし（2015 年は 60％）、残りを輸出用とす

る輸出規制が実施されている。また、樹種に対する

規制として 1980 年からラミン丸太を、1993 年から

ホロー・アラン・バトゥ丸太をそれぞれ輸出禁止し

ている。

＜国際ルール上の問題点＞

　これらの輸出禁止・数量規制は、GATT 第 11

条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　上記措置については、マルチ、バイなどの場を通

じて、今後是正をはたらきかけていく。

（2）鋼板の輸入免税枠制度
＜措置の概要＞

　マレーシアでは、電気亜鉛めっき（EG）鋼板をは

じめとする鉄鋼製品には総じて 50％の高い関税が

課される。他方、マレーシア国際貿易産業省（MITI）

及びマレーシア工業開発庁（MIDA）は、国内調達

が不可能な鋼板については、輸入者に一年間の期

限を付した免税枠を付与する制度を設け、便宜を

図ってきた。しかし、免税枠付与の手続や基準が

不透明であることに加え、鋼板調達の国内代替を

進めたい当局の意向もあり、免税数量制限が付さ

れるケースが増加した。また、輸入免税枠取得に

要する時間も延び、中には半年程度もかかるケース

も見られる。

＜国際ルール上の問題点＞

　免税枠取得のための要件である「国内調達可能

性」については、MIDAが国内の生産会社に調達

の可否について照会をかけて判断する運用になって

いるため、国内鉄鋼メーカーの主張のみに基づき恣

意的な運用になるおそれがある。これは、ユーザー

の要求を満たす製品が国内で生産されていない場

合に免税が認められるとした日マレーシアEPA・

NOTE13 の規定や、輸入許可手続関連規則の公平・

公正な運用を義務づけるライセンス協定第 1条項に

違反する可能性がある。また、輸入枠の申請から

取得まで半年程度かかる運用は、申請の処理につ

いては 30日以内とすることを規定したライセンス協

定第 3 条 5 項（f）に違反する可能性もある。
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＜最近の動き＞

　日マレーシアEPA・Note13 実施の観点から、本

免税枠制度の運用について、2014 年 10月に政府

間協議及び官民協議を実施し、①国内調達可否の

判断に当たってユーザーの意見が然るべく考慮され

ること、②申請した免税枠が認められない場合に

は書面で理由が開示されること、③申請に必要な

書類が書面で明らかにされること、④申請完了から

4 週間以内に免税枠が付与されるよう努めること等

について両国間で共通認識を得るに至った。これを

受けて、2014 年 11月に行われた官民ワークショッ

プでは、マレーシア側より、申請に必要とされる資

料の内容及び様式、免税枠計算方法等について初

めて説明があり、一定の運用の明確化が行われた。

今後とも、政府間協議や官民協議の開催を通じて、

更なる運用の改善を図ることが必要である。

関　税

鋼板の関税引き上げ措置等
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　マレーシアにおける現行の非農産品の譲許率及び

単純平均譲許税率は、それぞれ 81.9%及び 14.9%

であり、2012 年の平均実行税率は 5.8%であった。

　マレーシアは、2002 年 3月、熱延鋼板や冷延鋼

板など鉄鋼製品 199 品目の輸入関税について、従

来の 0 ～ 25％を最大 50％に引き上げる措置を行っ

た。また、2009 年 6月、国際貿易産業省（MITI）

により鉄鋼産業政策の見直しが発表され、棒鋼の

関税は 2009 年 8月1日に 10%へ、2010 年 1月1

日に 5%へ、鋼板の関税は 2009 年 8月1日に 50%

から25%へ、2018 年 1月1日までに 0%～10%へ、

それぞれ引き下げられることとなった（鉄鋼産業政

策の見直しについては数量制限を参照）。

＜懸念点＞

　本措置は、当該品目が非譲許品目であることから、

WTOルールに違反するものではないが、2002 年 3

月における引き上げ幅は大きく、貿易への悪影響が

懸念された。このような大幅な関税引き上げは、事

業者の予見可能性を著しく損ない、円滑な事業活

動に支障をきたすおそれが高いことから、WTO加

盟国は、このような非譲許品目を可能な限り譲許す

べきである。2009 年 8月以降は、順次引き下げら

れる予定になっているところ、スケジュールどおりに

引き下げられるか、注視していく必要がある。

＜最近の動き＞

　2002 年 3月に関税引き上げ措置がとられたこと

を受けて、我が国は、累次にわたって当該措置の

撤回を申し入れてきたところ、2006年7月に日マレー

シアEPAが発効したことにより、我が国からマレー

シアへ輸出する鉄鋼製品のうち、一部の熱延鋼板

を除き、実行税率を10 年以内に無税とすることが

約束された。

　他方、鉄鋼産業政策の見直しに伴い、2009 年 8

月以降、新しい免税制度（MIDA スキーム）が運

用されるようになった。旧免税制度では、特定の 7

セクター向けの輸入については国内製造の可否にか

かわらず免税の対象だったが、MIDA スキームで

は特定用途別の免税制度が廃止され、国内製造が

出来ないものに限定されている。しかもその判断基

準が明文化されておらず、マレーシア政府が現地企

業の意見を聞いて判断しているため、不透明な運用

となっている。一方、日マレーシアEPAで約束され

ている鉄鋼用途免税制度（Note13 スキーム）では、

免税対象の基準が明確になっており、Note13 スキー

ムの早期運用に向けてマレーシア政府と協議を進め

ている（詳細については数量制限を参照）。

　なお、ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市

場アクセス交渉において、関税の削減・撤廃を含

む市場アクセスの改善について交渉が行われている
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（最新の状況については資料編を参照）。また、ドー

ハ・ラウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対

象品目の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡

大交渉が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）

ITA（情報技術協定）拡大交渉を参照）。

基準・認証制度

鉄鋼製品の強制規格
＜措置の概要＞

　マレーシア政府は、2008 年 11月より鉄鋼製品

57品種について強制規格を導入した。また、2009

年 8月1日より対象を 627品目にまで拡大したが、

同月13日には暫定的に 2ヵ月間中止することとし、

2009 年 10月13日より対象品目を187品目に削減

するとともに自動車、電機電子産業向け等の各種除

外措置が導入されていた。その後、2013 年 1月に、

同年 8月からHSコードベースで 141 品目について

適合性評価手続が強化されることが公表された（現

在は約170 品目が対象）。新制度の下では、マレー

シア標準工業研究所（SIRIM）又は海外検査機関

による年 1回の工場監査により製品認証を受ける

か、出荷毎に SIRIM又は海外検査機関のサンプ

ル検査を受ける必要がある。

＜国際ルール上の問題＞

　マレーシア政府は、本適合性評価手続の政策目

的を消費者の健康と安全の確保と説明している。し

かしながら、これらの政策目的は、鉄鋼製品のよう

な中間財への規制では達成することができず、むし

ろ最終製品の安全規制により達成されるべきもので

あると考えられる。したがって、本制度は、政策目

的に照らして過剰な規制である疑義があり、TBT

協定第 5.1.2 条に違反する可能性がある。さらに、

TBT 協定第 5.6.2 条において、「適合性評価手続

案の技術的内容が関連する国際規格の技術的内容

に適合していない場合において、当該適合性評価

手続案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼす

おそれがあるときは、」「当該適合性評価手続案の

目的及び必要性に関する簡潔な記述と共に事務局を

通じて他の加盟国に通報する」としているが、現時

点までマレーシアは通報した事実がなく、この通報

義務にも反している可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 8月から強化された適合性評価手続につ

いては、2013 年 2月に日馬EPA関連の協議を通じ

てWTO協定整合性上の疑義等について問題提起

を行い、同年 3月以降のTBT委員会の二国間会

合においても懸念を表明している。引き続き、両国

間で協議を行っていく予定である。

サービス貿易

外資規制等
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　国家権益に関わる事業、すなわち水、エネルギー・

電力供給、放送、防衛、保安等に関しては、政府

は外資参入を30％までに制限している。その他の

民間企業に対する外国資本出資比率は、所轄官庁

のライセンスや許認可に課された出資条件による。

　ライセンスを必要としない販売・サービス業の出

資比率は、従来、外国投資委員会（FIC）のガイド

ラインにより、ブミプトラ資本最低 30％の保有が

求められていた。しかしながら、経済成長の牽引

役としてのサービス産業の活性化、成長を重要視し

ており、外資の誘致にも貢献するとして、2009 年 4

月22日マレーシア政府は、サービス産業の自由化

を発表し、サービス産業 27分野でこれまでの最低

30％のブミプトラ資本の保有を求める規制を即時撤

廃し、外資 100％が認められるようになった（＜最



91

第
Ⅰ
部

第
２
章

A
S
E
A
N
諸
国

第２章　ASEAN諸国

近の動き＞参照）。

　2009 年 6月30日には、FICの「マレーシア・外

国資本による株式・資産の買収、合併・吸収に関す

るガイドライン（改正）2008 年 1月1日発行）」が

撤廃され、FICは解散した。但し、既存会社について、

他の所轄機関より発行されるライセンスや認可によ

り既に課されている資本条件は、引き続き有効であ

るとした。

　マレーシアにおける主な外資制限は以下のとおり

である。

（金融）

　2009 年 4月 27日に、マレーシア首相が発表し

た金融セクターの自由化により、①ライセンスの新

規発行、②外資出資制限の緩和、③運営営業の緩

和に係る規制について緩和が図られた。概要は以下

の通り。

○ 2010 年 6月にマレーシア中央銀行は、新たに 5

つの外国銀行に商業銀行免許（フルバンク・ライ

センス）を発給する旨発表。邦銀ではみずほコー

ポレート銀行、三井住友銀行の 2 行に対して免

許の発給が決定された。

○投資銀行やイスラム銀行、保険会社やタカフル保

険運営者に対する外国資本の出資制限を、これ

までの 49％から70％に緩和した（ただし、国内

の商業銀行に関する外資の制限は 30％のまま据

え置き（単独の出資上限も20％に据え置き））。

○ 2010 年から現地法人化している外資系の商業銀

行が本格的な支店を4ヵ所設置すること、および

小規模金融を行う支店を10ヵ所設置することを

認める。

　2013 年 5月、金融機関の健全性及び金融システ

ムの安定確保のため、法的な規制枠組みを構築・

強化することを目的とした「2013 年金融サービス法」

が施行された。これにより、マレーシア中央銀行が

管轄する 4 本の法令（1989 年銀行・金融機関法、

1996 年保険法、2003 年決済システム法、1953 年

為替管理法）が廃止され、金融サービス法に一本

化された（イスラム金融方式の銀行、保険などを規

制する法令は、イスラム金融サービス法に一本化）。

　改正のポイントとしては、銀行の業務範囲の制限、

金融機関の健全性基準、金融機関の役員等の適格

性要件、金融機関の株主の適格性基準、金融持株

会社規制の導入、外国為替取引規制の一部緩和等

があり、これにより多くの業態において参入規制が

厳格化されることとなった（例えば、以前は銀行、

投資銀行、保険会社については、中央銀行の承認

事項であったが、改正により財務大臣の認可が必要

となる。）。

（電気通信）

　2011年 10月、マレーシア首相は、2012 年度予

算案の議会演説において、電気通信分野を含むサー

ビスセクター17分野で自由化を実施すると発表し

た。これを受け、2012 年 1月より、9 分野が自由

化され、電気通信分野については、アプリケーショ

ン・サービス事業者免許（音声サービス、データサー

ビス等の特定の機能を提供するための免許）につい

ては外資100%まで認められた。2012 年 11月16日

には、サービスセクター17分野のうち、更に 6 分

野の自由化について発表が行われ、電気通信分野

については、ネットワーク設備事業者免許（衛星基

地局、光ファイバケーブル等の設備等を所有するた

めの免許）及びネットワーク・サービス事業者免許

（本的な接続及び帯域を提供するための免許）につ

いて外資70%までの出資が認められている。一方で、

電気通信分野について、30％のブミプトラ資本参加

を含む免許条件の付与対象であるとされている。

（流通）

　国内取引・協同組合・消費者省（MDTCC）は

2010 年 5月12日、「流通取引サービスにおける外

資参入に関するガイドライン」の改定を発表した（同

年 1月6日にさかのぼって発効）。新ガイドラインで

は、ハイパーマーケット（5,000 平方メートル以上の

販売床面積があるセルフサービスの販売店）及び

スーパーストア（3,000 平方メートル以上、4,999 平
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方メートル以下の販売床面積があるセルフサービス

の販売店）を除いて 30％のブミプトラ資本条件が

削除され、外資 100％が可能になった点で大きな

改善といえる。一方で、コンビニエンスストアなど

は、引き続き外資参入禁止業種とされている。（下

記に流通分野における外資参入禁止業種の一覧を

記載。）なお、外資の資本参加、買収、合併など

は、MDTCC が管轄官庁となり同省からの認可を

必要とする。また、旧ガイドラインでは最低資本金

は 100万リンギと定めており、金額の変更はないが、

新ガイドラインでは資本金は普通株のことと明記さ

れた。

流通分野における外資参入禁止業種

○スーパーマーケット/ミニマーケット（販売フロア

面積が 3,000 平方メートル未満）

○食料品店 /一般販売店

○コンビニエンスストア

○新聞販売店、雑貨品の販売店

○薬局（伝統的なハーブや漢方薬を取り扱う薬局）

○ガソリンスタンド

○常設の市場（ウェットマーケット）や歩道店舗

○国家戦略的利益に関与する事業

○布地屋、レストラン（高級店でない）、ビストロ、

宝石店など

　新ガイドラインでは、ブミプトラに考慮した項目も

みられる。例えば、「業界へのブミプトラ参加支援

に関する方針と計画を各社が明確にしなければなら

ない」との記述がみられるほか、資本規制は撤廃

するがブミプトラ取締役を任命するという条件など

が継続している。（ハイパーマーケットや専門店など、

業種によって営業時間や禁止項目などの条件が異な

る。）

＜懸念点＞

　上記の様 な々外資規制は、マレーシアのサービス

協定上の約束に反しないためWTO協定違反となる

ものではないが、WTO及びサービス協定の精神に

照らして、自由化に向けた取組が望まれる。

＜最近の動き＞

　サービス産業 27分野での外資制限の撤廃等の

一連のマレーシアの規制緩和については、保護主

義的な動きに対抗するものとして高く評価されるも

のである。他方で、コンビニエンスストア等、上記

の外資参入禁止業種においては、日本企業は依然

として現地企業との合弁という形でも参入すること

ができない。

　マレーシア首相が 2011年 10月に行った 2012 年

度予算案の議会演説において、17分野のサービス

分野サブセクターの外資規制緩和を2012 年から段

階的に行うと発表した。その後、2012 年 1月には、

9 つのサブセクター（①会計・税務サービス、②クー

リエ・サービス、③デパート・専門店サービス、④

焼却サービス、⑤私立病院サービス、⑥技能訓練

サービス、⑦通信サービス、⑧技能・職業訓練サー

ビス、⑨技能・職業訓練サービス（特別支援を必要

とする生徒向け））が自由化され、外資が 100%ま

で認められ、外国人の専門家の入国も認められた。

2012 年 11月16日には、さらに 6つのサブセクター

の外資規制緩和の予定が発表された。6つのサブ

セクターのうち、①法務サービスに関しては、入国

審査等の基準を満たせば、外国人弁護士・外国弁

護士事務所の進出や国際的なパートナーシップが認

められる予定となっている。②専門医サービス、③

歯科専門医サービス、④インターナショナル・スクー

ル・サービス及び⑤私立大学サービスに関しては、

外資 100%まで認められる予定となっている。⑥電

気通信サービス（ネットワーク設備事業者免許及び

ネットワーク・サービス事業者免許）に関しては、

上述の通り、外資 70%まで認められる予定である。

17分野のうち、残る2分野のサブセクター（建築及

びエンジニアリングサービス）及び外資規制緩和が

検討されている新規サブセクター（建築積算士）に

関しては、関連法の改正が承認され次第発表され

る見込みとなっている。我が国は、外資規制に関す

る法律改正の動向・実施状況等を注視するとともに、
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引き続き二国間政策対話等やWTOサービス交渉

やEPA交渉のフォローアップ会合等により、更なる

外資規制の緩和を働きかけている。

知的財産

著作権侵害DVDの流通問題
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　マレーシアの「2010 年取引表示（オプティカルディ

スクラベル）命令」では、コンテンツが収録され、

○ブミプトラ資本規制が撤廃されたサービス産業 27 分野（2009 年 4月 22 日発表）

CPC842
3

CPC843
4 CPC844
5 CPC845
6 CPC849

7 CPC9320
8 CPC93311
9 CPC93312

10 CPC93321
11 CPC93324

12 CPC96194
13 5,000 CPC87909
14 CPC7471
15 4 5 CPC64110 CPC64199
16 4 5 CPC642
17 4 5 CPC643

18 CPC7123

19 CPC9641

20 CPCP87909
21 CPC87909
22 CPC8676
23 PR CPC8650

24 CPC83103
25 CPC83103

26 CPCP7454
27 CPC7454

1 CPC841
2
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4．フィリピン

数量制限

未加工鉱石に対する輸出制限
＜措置の概要＞

　2014 年 7月に下院へ、同年 8月に上院へ提出さ

れた鉱業法改正法案は、未加工鉱石の国内製錬義

務や未加工鉱石の輸出禁止等を課す内容となって

いる。現時点において、当該法案は成立していない

ものの、仮に当該法案が成立した場合には、日本

企業が参画をしている鉱山の安定操業や日本の国

内製錬所への安定供給に悪影響を及ぼす可能性が

ある。なお、本措置は、インドネシア新鉱業法と同

内容の措置であり、協定整合性に疑念のある鉱石

の輸出制限が拡散しつつあることが懸念される。

＜国際ルール上の問題点＞

 フィリピン議会へ提出された鉱業法改正案は、未

加工鉱石の輸出禁止をその内容に含むことから、

数量制限の一般的禁止を規定するGATT第 11条

1項に抵触する可能性がある。

取引または事業の過程で提供されあるいは提供の

申し出が行われる全てのオプティカルディスクには、

オプティカルディスクラベル（以下、ODL）を貼付し

なければならないと定められている。

　ODLは、マレーシア政府が発行し、申請者に販

売される。マレーシア政府は、申請内容を審査し、

申請者がコンテンツの権利所有者又は権利所有者

から使用許諾を受けた者であることを検証し、許可

を行う。しかしながら、店頭およびインターネットで

多数販売されている我が国企業の著作権を侵害す

るDVDにも正規のODLが貼付されており、マレー

シア以外の国にまで流通している。

＜懸念点＞

　ODL命令自体は、マレーシアにおける著作権の

保護及び侵害の抑止を目的として導入された制度で

あり、その点ではTRIPS 協定等の国際ルールの趣

旨に沿ったものである。しかしながら、申請者が

権利所有者又は権利所有者から使用許諾を受けた

者であることの検証が不十分であることから、制度

の実効性が確保されていない。むしろ、著作権を

侵害するDVDに対して、それがあたかもマレーシ

ア政府公認の正規版であるかのような外観を付与す

ることとなっており、マレーシア政府自身が著作権

侵害品の蔓延を助長する結果となってしまっている。

TRIPS 協定第 9 条において引用されるベルヌ条約

の第 16 条においては、加盟国は著作権侵害品の

摘発を可能とすべきことが規定されているが、ODL

に関する上記のような状況はこの規定の実効性を減

退せしめるものと言え、改善が望まれる。

＜最近の動き＞

　2011年 7月 8日、政府模倣品・海賊版対策窓口

に対し、知的財産権の海外侵害状況調査制度に基

づく我が国産業界からの申立てが行われたことを

受け、同年 8月4日、我が国政府は、被害状況及

びマレーシアの制度について調査を実施することを

決定した。調査の結果、我が国の多数の企業が被

害を受けていること、及び、ODL命令の運用に関

して上記問題点が存在することが明らかとなったた

め、2012 年 2月17日、マレーシア政府に対して早

期改善を要請していくことを決定し、同年 4月、6

月、2013 年 6月、2014 年 2月の 4回にわたりマレー

シア側との政府間協議を行い、今後の対応を検討し

ているところである。本件については、引き続き改

善を要請し、マレーシア側の対応を注視していく必

要がある。
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＜最近の動き＞

　鉱業法改正法案の議会への提出後、我が国は政

府関係者等に対して法案提出の背景や成立見通し

等について聴取するとともに我が国の懸念を説明。

引き続き、フィリピン議会の動向を注視しつつ、二

国間協議等の場で国際ルールに則った対応を促して

いく。

関　税

関税構造
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　現行の譲許税率は、繊維製品（最高 50％）、電

気機器（最高 50％）等、譲許税率の高い品目が見

受けられ、非農産品の単純平均譲許税率は 23.4％

と高水準である。また、非農産品の譲許率は低く

61.9％にとどまっており、非譲許品目としては自動車、

時計等がある。

　フィリピンは 1980 年から関税構造の改革を進

め、一部の農水産品を除く実行税率を2004 年まで

に 5％に統一することを明らかにしていた。しかし、

フィリピン政府は 2003 年、関税率の見直しを実施

することを決定し、1,000 品目以上の実行税率が引

き上げられ、自動車（最高 30％）、電気機器（最高

30％）、一部の繊維製品（最高 30％）等の高関税

品目が存在する。なお、2012 年の非農産品の単純

平均実行税率は 5.7％であった。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるという観点からは、上記のようなタ

リフピーク（第Ⅱ部第 5 章 1.（1）③参照）を解消し、

関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

　また、譲許率が低いことや実行税率が譲許税率

を下回って乖離していることは、WTO協定上問題

はないが、当局による恣意的な実行税率操作を可

能とするため、予見可能性を高める観点から、非譲

許品目が譲許されること、また、譲許税率が引き下

げられることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。また、ドーハ・ラ

ウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対象品目

の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡大交渉

が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA

（情報技術協定）拡大交渉を参照）。

　なお、2008 年 12月に日フィリピンEPAが発効

したことにより、我が国から輸出するほとんどすべ

ての自動車、すべての自動車部品、電気電子製品

及び同部品、一部の鉄鋼製品等の関税が段階的に

撤廃されるなど、市場アクセスの改善が図られた。

サービス貿易

外資規制等
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　フィリピンにおける投資規制は、原則承認、例外

規制の方針となっており、外国投資が規制されてい

る分野は、外国投資法（RA8179）により定められ

た外国投資ネガティブリストとして定期的に改訂され

ている。

　2012 年11月に発効した「第9次外国投資ネガティ
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ブリスト」（Executive Order No.98）の変更部分は、

外資参入を禁止する免許制の専門性を帯びた業務

として、新たに不動産関連サービス（Real estate 

service）、呼吸器疾患に関する治療（Respiratory 

therapy）、心理療法（Psychology）が追加された

こと、新たに外資比率 49％まで認められる業種とし

て金融貸付会社が追加されたことである。外資参入

禁止分野の主なものとして、払込資本金が 250万米

ドル未満の小売業が引き続き規定されている。また、

ラジオ放送局の運営は外資比率 20％まで、広告業

は外資比率30％までなどの制限についても変更はな

い。広告業においては、管理職以上はフィリピン国

籍であることが求められる。なお、外資100％所有

での法人設立には資本金が 250 万米ドル以上必要

で、それ以下の出資額では所有権は 40％に制限さ

れる。また仮に100％外資で法人を設立したとして

も、現行では事業に必要な土地の所有は 40％まで

しか認められていない。

　その他、主な外資制限は以下のとおりである。

 

 ＜懸念点＞

　上記の様々な外資規制は、フィリピンのサービス

協定上の約束に反しない限りWTO協定違反となる

ものではないが、WTO及びサービス協定の精神に

照らして、自由化に向けた取組が望まれる。

＜最近の動き＞

　日比 EPA 締結後に、商船企業によるフィリピン

人技術者育成学校の開校の動きや、IT分野でのコー

ルセンター事業への参入等、我が国サービス業の進

出が見られる。

　我が国は、引き続き外資規制強化に関する法律

改正の動向等を注視するとともに、二国間政策対話

等やWTOサービス交渉やEPA交渉のフォローアッ

プ会合等により、これら外資規制の緩和を働きかけ

ているところである。
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5．ミャンマー

サービス貿易

外資規制等
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　外国からミャンマー国内への投資を行う際の基本

法である外国投資法（1988 年 11月制定）の改正

案が 2012 年 11月2日に成立した。

　ミャンマー政府は、改正法案の成立後 90日以内

に詳細な事項を定めた施行細則を定めることとして

いたところ、2013 年 1月 31日にミャンマー投資委

員会（MIC）通達 No.1/2013及び国家計画・経済

開発省（MNPED）通達 No.11/2013 が公表された。

　ミャンマー投資委員会（MIC）通達 No.1/2013 は、

防衛関連や環境破壊につながるビジネスなど外国企

業には投資が認められない21分野、大規模鉱物開

発や輸送インフラ開発など外国企業とミャンマー企

業との合弁によってのみ認められる 42分野、所管

省の意見書や連邦政府の承認などが必要な115 分

野、畜産業など特定の条件下でのみ参入可能な27

分野、大規模な製造業や石油・天然ガス開発など

環境アセスメントが認可の条件となる34 分野が列

挙されている。国家計画・経済開発省（MNPED）

通達 No.11/2013 は、外国投資の形態、申請・許

可手続きなどを規定している。

　これらの通達は、ミャンマー語版にて公表されて

いるものの、禁止分野以外での外資100％出資可能

な場合等の詳細な規定が定められていない等、明

らかとなっていない事項が多数存在している。さら

に、ミャンマー投資委員会の裁量権が非常に大きく、

運用の透明性の確保が必要と考えられる。

＜懸念点＞

　ミャンマー政府は、WTO サービス貿易協定

（GATS）上の自由化約束において、ほとんどのサー

ビスについて自由化約束をしていない（観光サービ

ス及び旅行に関連するサービス分野のみ一部自由

化）。従って、今回の外国投資法の改正は、GATS

違反となるものではない。しかしながら、上述の

通り、外国投資法は、ミャンマー語版の施行細則

が公表されているものの、禁止分野以外での外資

100％出資が可能な場合等の詳細な規定が定められ

ていない等、明らかとなっていない事項が多数存在

する。加えて、ミャンマー投資委員会の裁量権が非

常に大きい。

＜最近の動き＞

　改正前の 2012 年 8月に、ミャンマー国家計画経

済開発大臣と経済産業大臣との会談で外国投資法

に対する懸念を表明した他、改正後の 2013 年 2月

には、ミャンマー国家計画経済開発大臣と経済産

業副大臣との会談で、運用の透明性確保について

要請した。

　2014 年 1月31日には、外国投資家によるミャン

マーへの投資手続きに係るMICの許認可の具体的

な流れを明確に示した通達であるミャンマー投資委

員会通達 No.2/2014 が公表された。この通達は、

手続きの過程でサービス料が請求されないことも明

記されるなど、かなり具体的な内容となっている。

　今後、我が国は、引き続き外国投資法関係諸規

定の動向を注視するとともに、外国投資法の改正を

理由に、現在ミャンマーに進出している日系企業の

活動が阻害されないよう、運用も注視していく。さ

らに、二国間協議等を通じ、法律の運用の透明性

確保を引き続き促していく。
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内国民待遇

（1）港湾維持税
＜措置の概要＞

　米国は、水資源開発法（1986 年 Public Law 

99-662）及び関連修正により、米国内の港湾を利用

する者（荷主）に対し、貨物（輸出入及び一部国内

貨物）の 0.125％（1990 年までは 0.04％）にあたる

従価税を賦課する制度を1987年から実施している。

　本制度においては、輸入品については、関税と同

時に徴収されているため捕捉率が高いが、輸出品

及び国内貨物については、四半期ごとに船主又は

輸出者により自主的に納入されることとなっており、

捕捉率が低い。また、国内貨物については、①四

半期当たり1万ドル以下の支払い、②アラスカ・ハ

ワイその他の属領との交通、③魚類の荷揚げ、アラ

スカ原油等の一部の貨物、について免除が認めら

れており、輸入品には免除は認められていない。

＜国際ルール上の問題点＞

　本制度は、WTO協定上、輸入品への従価税の

形式をとっているため、関税譲許表に記されてい

る以上の税を輸入に際して課していることになり、

GATT第 2条（関税譲許）に違反する可能性がある。

　捕捉率、免除の有無の点で、GATT第 3 条（内

国民待遇）に違反する可能性がある。

　港湾等の維持の費用以上に手数料を徴収してい

ると考えられ、GATT 第 8 条（輸出入に関連する

費用）に違反する可能性がある等の問題点がある。

　EUは、本制度について、1998 年 2月にGATT

第 22 条に基づく協議要請を行い（我が国は第三国

参加）、1998 年 3月及び 6月に協議を実施したが、

それ以降特段の動きはない。

　米国内では、本制度の輸出品への適用につき、

1998 年 3月に連邦最高裁判所が違憲判決を下して

いる。これを受けて、政府は 1998 年 4月 25日に

輸出者に対する課税を中止したが、輸入者に対して

は引き続き港湾維持税が賦課されており、上記の問

題点は解決されていない。

＜最近の動き＞

　全米港湾管理協会（AAPA）は、同税徴収を避

けるため、カナダの港湾で荷揚げした上で、陸路で

米国に輸入される事例があり、その結果、特にカナ

ダとの国境付近の米国の港湾に大きな不利益が生じ

ていること等を理由として、同税徴収は撤廃すべき

だと主張している。

（2）1920 年商船法（ジョーンズ法）
＜措置の概要＞

　米国政府は、本法に基づき、米国内の旅客・貨

物輸送を、（i）米国造船所で建造された、（ii）米国

籍の、（iii）米国民所有で、（iv）米国人船員の乗り

組む船舶によるもののみを認め、結果として外国製

船舶の輸入は阻害されることとなる。2010 年、アリ

ゾナ州選出の共和党上院議員とアイダホ州選出の共

和党上院議員は、ジョーンズ法を無効とする内容の

Open America’s Water Act （S.3525）を提出した

が、議会を通過しなかった。

＜国際ルール上の問題点＞

　当該措置はGATT 第 3 条（内国民待遇）及び

第 11条（数量制限の一般的禁止）に違反すると考

えられるが、米国は、この措置を1947年の GATT

の暫定的適用に関する特則の下で合法的に維持し

てきた。ウルグアイ・ラウンド交渉では、米国以外

の加盟国は「上記特則は 1994 年 GATTでは引き

継がれない」点を受け入れたが、米国がジョーンズ

法等の国内法維持の観点から同措置の維持を主張

したため、最終的に1994 年 GATT・パラグラフ3

に例外条項が置かれた。このような経緯により、同

条項は極めて例外的に維持されてきたが、WTOの

基本原則に照らせば、非常に問題である。

　このため1994 年 GATT・パラグラフ3では、協

定の効力発生の日の後 5 年以内、その後は免除が

効力のある間は 2 年ごとに、当該免除措置について

その必要性を生じさせた事情が引き続き存在するか
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しないかレビューすることとなっている。

＜最近の動き＞

　本件は 1999 年 7月以来WTO 一般理事会にお

いて検討が行われているが、米国は国内法に変更

がないことを理由に免除継続を主張している。また、

米国は、「当該措置は、軍事転用可能な船舶の建造・

補修を、米国の造船所に行わせることにより、米海

軍の即応能力を保ち、国家の安全保障を維持する

ことを目的として行っている」との主張をしている。

　一方、我が国を始め多くの国は、1994 年

GATT・パラグラフ3による免除はGATTの基本

原則からの重大な逸脱であることに鑑み、同措置の

更新は抑制的になされるべきであり、レビューでは

真剣な検討を要するとの立場をとっている。我が国

は、2003 年から2011年までの間、一般理事会や

非公式協議において、書面及び口頭にて、ジョーン

ズ法の改正に係る進捗状況の説明等につき、米国

へ要請してきたが、本措置が GATT基本原則から

重大な逸脱であることについて十分な説明はなされ

ていない（海運サービスとの関係については、本章

「サービス貿易」参照）。

　2013 年 12月の一般理事会において、我が国より

本措置がGATT基本原則からの重大な逸脱である

ことを指摘したほか、各国からも米国に対する実質

的なレビューの必要性及び内国民待遇からの逸脱

が継続されることへの懸念が示された。

数量制限

（1）輸出管理制度
＊ 本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　米国では、従前は ｢輸出管理法｣ に基づき輸出

管理が実施されてきたが、現在は「国際緊急経済

権限法」に基づき、安全保障上の理由がある場合、

及び外交政策上の理由がある場合、国内での供給

不足の場合に、一方的に農産物の輸出制限等の措

置を発動することが可能となっている。輸出管理法

に基づき発動された1973 年の大豆・同製品の輸出

禁止・制限や、1974 年、1975 年及び 1980 年のソ連、

ポーランドに対する小麦の輸出規制等は、関係国に

大きな影響を与えた。

＜懸念点＞

　ウルグアイ・ラウンド合意により、農産品の輸入

に関しては関税以外の国境措置を原則として関税に

置き換え、削減することになった。これに比べ、農

業協定第 12 条における輸出禁止・輸出規制に対す

る規律は、緩やかなものとなっており、透明性、予

見性、安定性に欠けている。上記の措置は、国際ルー

ルとの直接の抵触はないが、貿易歪曲的な効果を

有するばかりではなく、輸入国の安定的な食料輸入

を阻害することから、食料安全保障を確保する上で

も問題がある。

＜最近の動き＞

　WTO農業交渉において、輸出入国間の権利・

義務バランスの回復、及び食料安全保障の観点か

ら、輸出禁止・制限措置の原則輸出税化等の規律

の強化が必要である旨を日本提案に盛り込み、交

渉を行っている。2008 年 12月の農業のモダリティ

議長案では、農業協定第 12 条 1項の輸出禁止及

び制限に係る規律を一部強化する案が示され、そ

の後も、農業交渉会合、各国との二国間協議をは

じめとする様々な機会をとらえ、輸出禁止・制限に

対する規律強化の主張を展開している。

（2）丸太の輸出規制
＜措置の概要＞

　米国は、マダラフクロウ等の保護を目的とした

森林伐採規制により、丸太の国内需給が逼迫した

ことから、1990 年に発効した「Forest Resource 
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Conservation and Shortage Relief Act of 1990

（1990 年森林資源保全及び不足緩和法）」に基づく

丸太輸出規制を開始し、現在、アラスカ・ハワイを

除く西経 100 度以西の連邦所有林・州有林からの丸

太輸出が禁止されている状態にある。ただし、政府

が一定数量に限り、国内加工業者が活用しない余

剰材として認定した場合には輸出可能としている。

＜国際ルール上の問題点＞

　米国は、本措置について、有限天然資源の保存に

関する措置（GATT第 20 条（g））等に該当し、数

量制限の一般的禁止を定めたGATT第 11条の例外

として認められるとしている。しかし、本措置は、米

国内の丸太取引が規制されていない中での丸太の輸

出規制であるため、GATT第 20 条（g）では正当化

されず、GATT第 11条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　上記措置については、マルチ、バイなどの場を通

じて今後是正をはたらきかけていく。

関　税

（1）高関税品目
＊ 本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　現行の非農産品の単純平均譲許税率は3.3％であ

るが、履物（最高 48％）、ガラス製品（最高 38％）、

陶磁器（最高 28％）、毛織物（最高 25％）、トラック

（25％）、チタン（15％）等の高関税品目が存在する。

特にトラックについては、25%と非常に高く設定され

ており、輸入車が国産車に比して著しく厳しい競争

条件の下に置かれているため、我が国としてもその

引き下げに強い関心を有している。なお、非農産品

の譲許率は 100%であり、2012 年の平均実行税率

は 3.3%であった。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済厚生

を高めるというWTO協定の精神に照らし、上記のよ

うなタリフピーク（第Ⅱ部第 5章 1.(1) ③参照）を解

消し、関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。また、ドーハ・ラ

ウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対象品目

の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡大交渉

が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA

（情報技術協定）拡大交渉を参照）。

（2）時計の関税算定方法
＜措置の概要＞

　米国の時計完成品の関税算定方法は、諸外国に

は類を見ない独自のルールを採用し、部品ごとに関

税額を計算し、合算することとなっている。このため、

関税算定方法が複雑・不透明であり、煩雑な貿易

手続となっている。

　例えば腕時計の場合、税額を i）ムーブメント、

ii）ケース（外装）、iii）ストラップ・バンド・ブレスレット、

iv）バッテリーと個別に計算し、合算することになっ

ている。完成品である腕時計を単体の製品として見

る関税分類（8 桁）に対する関税率は設定していない。

　当該ルールは、米国時計産業を保護する観点から

制定されたという背景があり、輸入業者や消費者の

ためにも、規則を簡素化すべきとの意見も存在する。

＜国際ルール上の問題点＞

　このような関税率の設定自体は、米国の譲許表

に沿ったものであり、WTO協定に違反するもので
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はない。しかし、複雑な関税算定方法は貿易事業

者に過度の負担を強いており、円滑な貿易を推進す

る上で障壁となっている。また、米国の算定方法は

機械式時計を前提としたものであるが、機械式時計

の流通は現在世界でごく僅かしかなく、流通実態を

反映していない。

　1998 年及び 1999 年の日米規制緩和対話におい

て、我が国は米国の時計輸入の関税算定に関し、

部品ごとの関税額を合算して関税額を設定する方法

を改め、時計完成品のHS 分類 6 桁ベースで関税

率を定めることにより貿易手続の簡素化を図るよう

要望した。しかし、1999 年 3月に発表された ITC（国

際貿易委員会）の関税簡素化のための報告書にお

いては、依然として改善は見られず、8 桁のまま部

品ごとに税率を算定して合算する方法は引き続き維

持された。加えて、構成部品の価格分割による算

定方式は残存しており、改善が十分ではなかった。

＜最近の動き＞

　2002年及び2003年の「日米規制改革イニシアティ

ブ」において、改めて本問題を議論し、2004 年 6

月に公表された報告書では、「米国政府は、時計の

関税率算定方法及び原産地表示規制についての日

本国政府の懸念を認識している。米国政府は、米

国の関税制度の見直し及び原産地表示規制の見直

しに関する日本国政府の立場並びにWTOで行わ

れている議論を十分に考慮した上で日本国政府との

議論を継続する」旨日米両首脳に報告された。さら

に、2005 年及び 2009 年に行われた日米貿易フォー

ラムにおいても、早期改善を要望し、また、2008

年及び 2010 年に実施されたWTOにおけるTPR

対米審査においても懸念表明を行っている。しかし、

日本側の要望に対して米国は依然として上記措置を

改善していないことから、我が国としては、今後と

も引き続き米国に対して改善を求めていく。

アンチ・ダンピング

　米国はアンチ・ダンピング（AD）措置の伝統的

なユーザーであり、米国のAD制度は、運用・手続

に関して独自にルール化が進んでいる。特に、ダン

ピング・マージンの算定根拠を含め調査当局の判断

根拠について情報開示が積極的に行われているた

め、他国と比較し制度の透明性が高いことが特徴

である。このことにより、米国では、各利害関係者

が調査の進捗や問題点を把握することを容易にし、

利害関係者が自己の利益の擁護のため、意見・反

論を提出する機会が確保されている。

　一方、米国は、調査手続の透明性が高い反面、

AD 措置の運用そのものに関しては一方的・保護主

義的な側面が多く見受けられる。これまで多くの国

が問題点を指摘してきたが、依然として違法あるい

は濫用的な運用がなされている点が存在しており、

今後とも、協定整合性に係る問題点があれば指摘

していくことが重要である。

　これまで、我が国は、米国政府に対し、米国の

AD制度における問題点として、ゼロイング方式に

よる不当なダンピング認定（下記 (2) 参照）、関連者

の判断基準（下記 (3) 参照）、課税対象範囲に係る

同種対象産品の取扱い、モデルマッチングの問題（下

記 (5) 参照）、知り得た事実（facts available, 以下

「FA」という。）の適用方法、サンセット・レビュー

の判断基準（下記 (4) 参照）等、多くの諸問題を指

摘し改善を求めてきた。ここでは、AD協定に係る

日米間の主な紛争事案について説明する。

（1）バード修正条項（DS217/DS234）
＜措置の概要・国際ルール上の問題点＞

　「 バ ード 修 正 条 項（Byrd Amendment）」

（Continued Dumping and Subsidy Off set Act of 

2000）とは、輸入品に対するAD税・相殺関税の

賦課により米国政府が徴収した税額を、当該AD・

相殺関税賦課措置を申立て・支持した国内生産者

等に分配する法律であり、2000 年 10月、バード上
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院議員のイニシアティブにより、1930 年関税法の改

正法として成立した。

　2000 年 12月、我が国、EU、豪州、韓国、ブラジル、

インド、タイ、インドネシア及びチリの 9か国・地域

は、バード修正条項はWTO協定に整合しないとし

て、米国に対し、共同でWTO 紛争解決手続に基

づく協議要請を行い（DS217）、2001年 6月、カナ

ダ及びメキシコも同様の要請をした（DS234）。その

後、単一のWTOパネルの設置（同年 9月）、同条

項の協定違反を認定するパネル報告書の発出（2002

年 9月）、これに対する米国の上訴を経て、2003 年

1月、上級委員会が、徴収額の分配を定めるバー

ド修正条項は、協定上許容されないダンピング輸

出・補助金に対する特定の措置に該当するとして、

AD協定第 18.1 条、補助金協定第 32.5 条等違反

を認定する報告書を発出した。同報告書は、同月、

WTO 紛争解決機関（DSB）にて採択され、その

後WTO 仲裁判断により（DSU第 21.3 条仲裁）、

米国が DSBによる勧告を履行する期限が同年 12

月末と定められた。

　しかし、米国が履行期限までに勧告を履行しな

かったため、2004 年 1月、我が国、EU、カナダ、

メキシコ等の 8か国・地域は、DSBに対抗措置の

承認申請を行った。これに対し、米国が当該対抗

措置の規模について異議を述べ仲裁手続に付すこと

を要請した結果（DSU第 22.6 条仲裁）、同年 8月、

各年の対抗措置の上限額を、バード修正条項に基

づく直近年の分配額に 0.72を乗じた額とする旨の

仲裁判断がなされた。我が国を含む上記 8か国・

地域は、同年 11月及び 12月に、米国からの輸入

品について仲裁判断により許容された範囲内で追加

関税を賦課することにつき、DSBに改めて承認申請

を行い、承認された。これを受けて、2005 年 5月

にEU及びカナダ、同年 8月にメキシコ、同年 9月

に我が国がそれぞれ対抗措置を発動した（我が国

の対抗措置は、ベアリング 7品目、鉄鋼製品 3品

目等、工業品合計15 品目について、15%の追加関

税を1年間賦課（対抗措置上限額は約 56.8 億円））。

　その後米国は、2006 年 2月、バード修正条項の

廃止を定める2005 年赤字削減法を成立させ、これ

によりWTO上の義務は履行されたと主張した。し

かし、同法は、2007年 10月1日までバード修正条

項を維持し、同日より前に通関された物品について

徴収された金額は、その後も引き続き分配を行うこ

とを内容とするものであった。バード修正条項の廃

止を表明したこと自体は評価できるが、同条項に基

づく分配が継続される限り、WTO協定違反の状態

は何ら解消されない。そこで我が国は、2006 年 9

月より1年間ずつ上記対抗措置を延長してきた。

　2008 年 9月から2012 年に至るまでは、分配額

の減少に伴う対抗措置上限額も減少したことから

対象品目（ベアリング 1又は 2品目）及び税率を変

更の上で、対抗措置を1年ずつ延長した。その後、

2012 年に、米国は通常の分配（約 217 万円）に加え、

分配適格が裁判で争われていたために2006 年以来

「留保」されていた約 81.5 億円を分配したため、分

配額が大幅に増加した。これに伴い、2013 年度の

対抗措置上限額も約 58.7 億円と大幅に増加したこ

とから、2013 年 9月より、対抗措置の対象品目を

ベアリングのほか、鉄鋼関連の13 品目に拡大して

17.4％の追加関税を賦課している（2014 年 8月末に

措置終了）。

　なお、我が国のほかEUも引き続き対抗措置を

継続している（2013 年 5月からは4品目に対し26%

の追加関税を賦課）。カナダ及びメキシコは、現在

は対抗措置を発動していない（2006 年 4月の米国

国際貿易裁判所判決（カナダ及びメキシコに対する

バード修正条項の適用についてNAFTA実施法違

反を認定）を受け、両国製品にかかる同年度分配

額はゼロとなった）。

＜最近の動き＞

　2013 年の我が国関連品目の分配額は、約 25 万

円と僅少だったことから、また、2005 年対抗措置

発動時に策定した対抗措置品目の選定基準を満た

す品目が存在しなかったことから、2014 年 9月以降、

対抗措置は延長せず、その権利を留保することとし、

WTO・DSB（紛争解決機関）に対し、その旨の通
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報を行った。

　ただし、今後も、2007年 10月1日より前に通関

した物品についての徴収額の分配は、今後数年は

続くと見込まれるため、2015 年以降の対応につい

ては、直近年の米国による分配額等を踏まえつつ、

対抗措置内容の検討を行う。また、我が国としては、

引き続き米国に対し、同条項に基づく分配を速やか

に停止し、WTO協定違反の状態を完全に解消す

るよう強く求めていく。

（2）ゼロイング方式による不当なダン
ピング認定（DS322）

＜措置の概要＞

　米国では、ある製品のモデルごと又は輸出取引ご

との輸出価格が国内価格より高い（ダンピングして

いない）場合、加重平均の際にこの差を「ゼロ」と

みなし、ダンピング・マージンを人為的に高く算出

する方法が用いられてきた（図表Ⅰ‐3‐1参照）。

これをゼロイングという。

　ゼロイングについては、まず、2001年 3月に採択

されたEUによるインド製ベッドリネンに対するAD

措置の上級委員会（DS141）報告書において、輸出

価格の加重平均と正常価額の加重平均を比較してダ

ンピング・マージンを算出する際（いわゆるW―W

方式）にゼロイング方式を用いることが WTO協

定不整合と判断された。しかし、米国は、ゼロイン

グ方式がWTO協定違反であると認定されたのは、

当該個別のケース（いわゆるas applied）に限られ、

米国のゼロイング方式そのもの（いわゆるas such）

が WTO協定違反とされたものではないとの立場を

とり、引き続きゼロイング方式を適用していた。

　これにより、ベアリング産業をはじめとする我が

国産業界は、ゼロイングを用いて算出された税率で

AD課税を受け、本来よりも過剰なAD税が賦課さ

れるという被害を、長年、被ってきた。そのため、

我が国は、2004 年 11月、日本製鉄鋼厚板やボール・

ベアリングを始め13 件のAD 措置における米国の

ゼロイング方式の適用及びゼロイング方式それ自体

等について、対米WTO協議要請を行い（DS322）、

さらに 2005 年 2月にパネル設置を要請した。

＜国際ルール上の問題点＞

　2007年 1月、上級委員会は、ダンピングの有無

及びダンピング・マージンを決定するための調査（初

回調査）及びAD 措置発動決定後の手続（定期見

直し等）におけるゼロイング方式の適用をWTO協

定違反とする我が国の主張を全面的に受け入れる

内容の報告書を発出し、同月、報告書が採択された。

本件の争点及びパネル・上級委員会の判断は次のと

$ $ $

A 115 0259

B 80 0107

C 100 150 50 

0258501D

004004

1

(%) ( ) 100 20 10 50 20
95 70 150 85 100 0

(%) 20 10 0 20
95 70 150 85 100 12.5

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 1＞　ゼロイング方式の適用によるダンピング・マージン算出の例（注）
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おり（本件も含むゼロイング紛争に関するWTOパ

ネル・上級委員会の判断は図表Ⅰ‐3‐2 参照）。

①　初回調査におけるゼロイング方式の適用（AD

協定 2.1条、2.4 条、2.4.2 条）=as such

　上級委員会は、ダンピング及びダンピング・マー

ジンは個々の取引ではなく調査対象産品全体と

の関係でその存在が認定されるのであり、正常

価額と輸出価格の比較の一部ではなく、そのす

べてを考慮しなければならないとして、初回調査

におけるゼロイング方式の適用をAD協定違反と

したパネルの判断を支持し、米国が初回調査に

おいて個々の取引の比較に基づいてダンピング・

マージンを算出する際にゼロイング方式を適用す

ることは AD 協定 2.1 条、2.4 条、2.4.2 条に違

反すると判断した。

②　定期見直し等におけるゼロイング方式（AD協定

2.1条、2.4 条、9.1条、9.3 条、9.5 条）=as such

　パネルは定期見直し等におけるゼロイング方式

はAD協定に違反しないと判断したが、上級委

員会はパネルの判断を覆し、上記①と同様の理

由で、定期見直し手続においても、ゼロイング

方式が、輸出価格と正常価額との「公正な比較」

を義務付けるAD協定 2.4 条やAD 税の額をダ

ンピングの価格差以下と規定したAD協定 9.3 条

等に違反すると判断した。

③　定期見直し及びサンセット・レビューにおける

ゼロイング方式の適用（AD協定 2条、9.1条、9.3

条、9.5 条 11条）=as applied

　米国の日本製品AD 措置に関する11件の定期

見直し及び 2件のサンセット・レビューにおいて、

ゼロイング方式を適用することはAD協定 2.4条、

9.3 条、11.3 条等に違反すると判断した。

W W T T
As applied As such As applied As such As applied As such 

EU
AD DS141 2001 3

AD
DS264 2004 8

EU
DS294

2005 10

2006 4

AD
DS264 2006 8

DS322

2006 9

2007 1

AD

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 2＞　ゼロイング紛争に関するWTOパネル・上級委員会の判断一覧
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＜最近の動き＞

　2007年 1月の上級委員会報告書採択後、日米間

の合意によりWTO 勧告の履行期限は 2007年 12

月 24日となった。しかしながら、米国は、履行期

限を過ぎても一部是正措置を行ったにとどまり、依

然としてWTO 勧告不履行の状態が継続していた。

　そのため、2008 年 1月、我が国は、米国の

WTO 勧告不履行による対抗措置の承認申請を行

い、米国がこれに不服を述べたため、本件は対抗措

置の規模を決定するための仲裁に付託された。さら

に、米国はWTO 勧告を履行したとの主張を行った

ため、日米両国は上記仲裁を一旦停止し、まずは履

行確認パネル手続が進められ、2009 年 4月にパネ

ル報告書が公表された。同報告書では、我が国の

主張が全面的に認められ、ゼロイング方式そのもの

（as such）及び、ゼロイング方式の個別ケースにおけ

るゼロイング方式の適用（as applied）について、米

国による是正がなされておらず、米国はWTO 勧告

を履行する義務を果たしていないと認定され、同判

断は、同年 8月、上級委によって全面的に支持され

た（履行確認パネル・上級委員会の判断は図表Ⅰ‐

3‐3 参照）。しかし、その後も米国が履行する動き

が見られなかったため、我が国は 2010 年 4月、米

国に対して対抗措置の規模を決定する仲裁手続の再

開を申請し、同年10月に仲裁会合が開催された。

　その後、同年 12月、米国はゼロイング方式に係

るWTO 勧告を履行するため、商務省規則改正案

を公表し、これについて我が国が米国とその内容

等について議論を重ねた結果、2012 年 2月、米国

は我が国との間で本件紛争の解決に向けた覚書に

合意した。この覚書に基づき、同月、米国は商務

省規則の改正を公表した。この改正内容は、大要、

以下のとおり。

①　ダンピング・マージンの算出に際し、国内取引

の加重平均価格と輸出取引の加重平均価格とを

比較する計算方法（いわゆるW－W方式）を原

則的に使用することとし、今後は国内平均価格よ

りも高値の輸出取引を無視せずに税率を計算する

（ゼロイング方式の廃止）。個別取引どうしを比較

する計算方法（いわゆるT－T方式）でも同様に

ゼロイング方式を廃止する。

②　ゼロイング方式を適用してAD協定違反と認定

された過去の定期見直しでの税率を、サンセット・

レビューでの「ダンピングの継続・再発」の認定

資料としない。

　2012 年 6月、米国は、パネル又は上級委員会に

よってWTO協定不整合と判断された措置をWTO

協定に整合するよう是正することを目的としたウルグ

アイ・ラウンド協定実施法 129 条に基づき、職権で

改正商務省規則に沿って預託 AD税率の再計算を

行い、我が国の品目（ステンレス薄板）について預

託 AD 税率を 0.54%から 0.00%に変更した。以上

の米国の措置を受けて、我が国は同年 8月、覚書

に基づき、対抗措置の承認申請を撤回した。

　このように、本件紛争は解決に向けて大きく進展

したが、ゼロイングの確実な廃止には、改正された

商務省規則に基づき、今後のAD調査手続におい

てゼロイング方式が適用されないことが必要である。

　なお、本件でゼロイング方式の適用を争った日本

製ボール・ベアリング及び部品に対するAD 措置に

ついては、我が国ベアリング業界が、米国国内裁判

でサンセット・レビューによる5 年間（2006 年 5月

～ 2011年 4月）の課税延長決定について米国国内

法との整合性を争い、2011年 4月に第一審（国際

貿易裁判所）で勝訴したため、同年 7月にはAD

課税命令が暫定的に取り消されていた。そのため、

覚書締結後に直ちに預託 AD税率の再計算はされ

なかった。しかし、2013 年 5月に第二審（連邦巡

回区控訴裁判所）で我が国業界が逆転敗訴し、課

税延長決定が妥当と判断され、続いて同年 12月に

商務省がAD課税命令を復活させ、徴税と見直し

手続を再開すると通知した。そして，2014 年 1月に

本件の第 21回定期見直し（2009 年 5月～ 2010 年

4月分）及び（仮決定は 2011年 4月）第 22 回定期

見直し（2010 年 5月～ 2011年 4月分）が開始され

たものの，国内産業の申請がなかったため，2014

年 3月にＡＤ課税措置が撤廃された（2011年 9月

15日に翻って措置失効）。
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　ゼロイング方式について、初回調査及び定期見直し
を含むAD手続全体を通じてAD協定違反であるこ
とが、上記 DS322 等これまでのパネル・上級委員会
により認定されている。しかし、AD協定 2.4.2 条第
二文で規定される「輸出価格の態様が購入者、地域
又は時期によって著しく異なっていると当局が認め、
かつ、加重平均と加重平均又は個々の取引と取引とを
比較することによってはこのような輸出価格の相違を
適切に考慮することができないことについて説明が行
われる場合」（これを「ターゲット・ダンピング」という。）
には、「加重平均に基づいて定められた正常の価額を
個々の輸出取引の価格と比較することができる」が、
このような規定は、一部の輸出取引を取り出して正常
価額と比較することを想定しているため、一部加盟国
は、この規定の下ではゼロイング方式が許容されると
主張している。パネル及び上級委は、過去の紛争にお
いてゼロイング方式はAD協定違反であると繰り返し
判断しているものの、いずれも2.4.2 条第二文が直接
問題とされた事案ではなく、第二文の場合にゼロイン
グ方式を適用することがAD協定に違反するかどうか
という論点について明示的な判断は示されていない。
このため、第二文以外の場合におけるゼロイング方式
の協定不整合が確定した今後は、ターゲット・ダンピ
ングが恣意的に認定され、実際上、ターゲット・ダン
ピングの名の下にゼロイング方式が多用されるのでは
ないかというおそれがある。
　この点、近時、米国が多くの事例でターゲット・ダ
ンピングを認定し、その運用を発展させていることが
注目される。
　すなわち、米国は、2007 年 9月、韓国製光沢紙
AD調査において、初めてターゲット・ダンピングを認

定した（ただし、ダンピング・マージンがAD協定 5.8
条に規定する「僅少」に該当するため、調査手続が取
りやめとなり、結果的に措置は課されなかった）。さ
らに、同年 10月には、ターゲット・ダンピングの認定
のための閾値、テスト、ガイドライン等について、パ
ブリックコメントを行い、2008 年 5月には詳細なター
ゲット・ダンピングの認定要件、具体的な計算方法を
示したパブリックコメントを行った。しかし、ターゲッ
ト・ダンピングの認定実績がほとんどなく、具体的な
ケースの判断を積み重ねる必要があるとして、同年 12
月のパブリックコメントを経た上で、ターゲット・ダン
ピングに関連するすべての規定を撤回した。その後、
米国は、韓国製住居用大型洗濯機 ADの初回調査や
中国製 PETフィルムAD 措置の定期見直し等におい
て、それぞれターゲット・ダンピングを認定した。
　韓国は 2013 年 8月に（DS464）、また、中国は同
年 12月に（DS471）、それぞれ米国がターゲット・ダ
ンピングを認定した事案でゼロイング方式を適用した
と主張してWTO協議要請を行った。その後、韓国
は上記協議結果を踏まえて同年 12月にパネル設置要
請を行っており，現在 DS464 について，パネル審理
が行われている。
　これまで米国の我が国に対するAD調査・措置に
おいてターゲット・ダンピングを認定した例はないが、
米国によるターゲット・ダンピングの認定及びダンピン
グ・マージンの認定手法の協定整合性を注視していく
必要がある。この点、近時、米国が従来のターゲット・
ダンピングの認定手法に代えて、Diff erential Pricing 
Analysis という手法 1を適用し始めたことが注目さ
れ、DS464ではこの手法が 2.4.2 条第二文に整合す
るかも争点のひとつとなっている。

1 Diff erential Pricing Analysis は、輸出取引をグループ分けした上で、統計的な手法を用いて、AD協定 2.4.2 条第二
文に規定する要件の有無を判断するための手法であり、次の二段階に分かれる。第一段階では、「輸出価格の態様が購
入者、地域又は時期によって著しく異なっていると当局が認め」との要件を判断するためとして、調査範囲に含まれ
る輸出価格をまずモデル毎に分けた上で、さらに異なる購入者、地域又は時期毎の小グループに分け、それぞれの小

W  W T  T

As such 

As applied 

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 3＞　DS322 の履行確認パネル・上級委員会の判断

参　考



110

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置

（3）日本製熱延鋼板に対する AD措置
（DS184）
＜措置の概要＞

　米国は、1998 年 10月、日本製熱延鋼板に対す

るAD調査を開始し、1999 年 6月にAD税賦課を

決定した。

　2000 年 1月、我が国は、本AD調査におけるダ

ンピング・マージンの算出方法、AD税の遡及賦課

である「緊急事態」の認定方法、損害及び因果関

係の認定方法及び不公正な調査手続が GATT及

びAD協定に違反するとして、WTO協定に基づき

米国と二国間協議を行ったが、双方の意見の一致

に至らなかったため、同年 3月にパネルが設置され

ることになった。2001年 2月に配布されたパネル報

告書では、一部について我が国の主張が認められ

たものの、一部については退けられた。このため、

日米両国ともパネル報告書の内容を不服として、同

年 4月に米国が、5月には我が国が上級委員会に上

訴し、同年 7月に我が国の主張が概ね認められた

内容の上級委員会報告書が配布され、同年 8月に

採択された。

＜国際ルール上の問題点＞

　パネル及び上級委員会報告書で支持された我が

国の主張内容は以下のとおりである。

①　ダンピング・マージン算出において、ダンピン

グの調査当局である商務省が調査対象企業 3 社

に対してFAを不当に適用し、高率のダンピング・

マージンを課したことはAD協定 6.8 条及び附属

書 IIに違反。

②　商務省が調査対象企業以外の者に適用される

ダンピング・マージン（all others rate）を算出す

る際にも、FAを不当に適用したことはAD協定

9.4 条、18.4 条等に違反。

　また、all others rate の算出方法を規定する米

国AD法の規定それ自体については、AD協定上、

以下の問題点がある。

　すなわち、AD協定では、原則として個々の輸

出者について個別にダンピング・マージンを算出

することを定めている（6.10 条前段）が、輸出者

数が非常に多い場合には、調査対象を合理的な

数（統計上有効なサンプル）に限定し（「サンプ

リング」という。6.10 条後段で規定）、サンプル

抽出されなかったその他の企業（all others）に

ついては、サンプル企業について算出した個別ダ

ンピング・マージンの加重平均を超えない範囲の

ダンピング・マージンを適用することを認めている

（“all others rate”という。9.4 条で規定）。しか

し、サンプル企業の個別ダンピング・マージンが、

AD協定 6.10.2 条に規定されるFAに一部でも依

拠して算出されていた場合、all others rate の算

出に当たっては、当該企業のダンピング・マージ

ンを用いずに加重平均を計算しなければならない

ことが規定されている（9.4 条後段）。一方、米国

AD法は、サンプル企業の個別ダンピング・マー

ジンの算出が完全にFAに依拠して算出されてい

る場合のみ、これに基づかずに all others rate

を算出するとの規定となっており、この運用は

AD協定 9.4 条に反する（図表Ⅰ‐3‐4 参照）。

グループがほかの小グループからどの程度逸脱しているかを判定する。具体的には、分析対象の取引群（小グループ）
と比較対象の取引群（小グループ）との平均の差異の程度を統計的に測定する“Cohen’s d test”を適用して、輸出
取引のグループ間でどの程度の価格の違いがあるかを分析した上で、Cohen’s d test によって他の取引と異なると認
定された輸出取引（小グループの集合）の合計価値が、輸出取引全体のどの程度の割合を占めるかを検証する“ratio 
test”が実施される。第二段階では、「加重平均と加重平均又は個々の取引と取引とを比較することによってはこのよ
うな輸出価格の相違を適切に考慮することができないことについて説明が行われる場合」との要件を判断するためと
して、W-W方式の比較によって算出したダンピング・マージンとW-T方式（加重平均に基づいて定められた正常価
額と個々の輸出取引の価格を比較する方式）の比較によって算出したダンピング・マージンがどの程度異なるかを検
討し、W-W方式とW-T 方式で計算したダンピング・マージンが一定程度以上異なる場合には（なお、米国はW-W
方式ではゼロイングを使用せず、W-T方式ではゼロイング方式を使うため、通常異なるマージンが算出されることに
注意）、上記「説明」要件が満たされたと判定する。第一段階と第二段階の双方が満たされた場合、他の取引と異なる
と認定された輸出取引の集合（又は、さらに一定の要件が満たされた場合には全ての輸出取引）についてW-T方式及
びゼロイングを適用する。更なる詳細は、中国及びオーストリア製キサンタン・ガムAD案件（2013 年 7 月最終決定）
のメモランダムに記載されている。
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③　国内価格（正常価額）の算出において、商務

省が恣意的に設定した基準を基に認定した日本

国内における関連者間取引（関連会社への販売）

を「通常の商取引」でないとして国内価格の算出

から除外してダンピング・マージンを計算したこと

はAD協定 2.1条に違反。

④　損害の認定に関して、輸入品の市場シェア及び

米国鉄鋼産業の利益率の決定の際、次工程向け

産品を除く市販向けの市場に「主として焦点を当

てる（focus primarily）」方法で損害認定を行っ

たが、次行程向け産品の市場に関する分析を行わ

なかったことは、AD協定3.1条及び3.4条に違反。

＜最近の動き＞

　本件上級委員会報告書において、① all others 

rate の算出方法を規定する米国AD法（1930 年関

税法第 7章）の改正、②国内価格（正常価額）算

出の際の日本国内における関連者間取引を「通常の

商取引」でないとして除外する恣意的な基準の廃止、

③商務省によるAD協定整合的なダンピング・マー

ジンの再計算、④国際貿易委員会によるAD協定

整合的な損害の再認定の 4点が勧告された。また、

本勧告の妥当な実施期間（RPT）は 2002 年 11月

23日と定められた。

　しかし、米国はこのRPT内に上記②及び③を行っ

たものの、①及び④については全く履行しなかっ

た。米国は残りの勧告を実施するためにRPTを延

長したい旨我が国に要請し、我が国がこれを了承

し、RPTが延長された。その後、米国は法改正を

模索したものの、履行期限までにその目途が立たず、

RPTの再延長及び再々延長を申し出た。我が国は、

履行期限を延長して改正を引き続き求めることが適

当と考え、いずれも要請に応じた。

　その後、米国AD法の改正については、勧告実

施のための法案が議会に提出されたものの、再々

延長した履行期限までに成立の見通しは立たず、4

度目の履行期限延長を行うことが検討されたが、こ

れ以上履行期限を延長しても何ら効果が期待でき

ないばかりか、WTO 紛争解決手続の信頼性を損

ないかねないため、2005 年 7月、日本側が対抗措

置を発動する権利を留保することで合意した。その

後我が国の累次の要請にもかかわらず、改正法案

は 2006 年末、審議未了のまま廃案となった。2010

年まで引き続き紛争解決機関（DSB）定例会合で

米国に対して早期履行を継続的に求めたほか、日

米の事務レベルでの協議やTPR（貿易政策検討）

対米審査でも議題・質問として取り上げ、2011年に

も日米経済調和対話で議題として取り上げた。

　そして、2011年 6月、米国は、2010 年に開始

されたサンセット・レビューの結果、1999 年以来

継続してきた日本製熱延鋼板に対するAD 措置を、

2010 年 5月に遡り撤廃した。

　このように本件AD 措置自体は廃止されている

が、all others rate の算出方法を規定する米国AD

法は未だ改正されていない。2014 年 12月の対米

WTO 貿易政策審査（TPRM）でも算出方法を規

定する国内法の改正の見通しを書面で質問を行い、

米国政府から米国議会とともに協力して適切な措置

を行う旨の回答を得ているが、未だWTO 勧告の

完全な履行は行われていない状況にある。

 A B C D E F 

10  20 30
FA

40
FA

all others 
rate

all others 
rate

E F all others rate
WTO 9.4 FA A B (10+20) 2=15

FA A B C (10+20+30) 3=20

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 4＞　all others rate の算出例
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　DSB 勧告の不履行はWTO 紛争解決制度の信

頼性を損ないかねないものであり、今後も引き続き、

米国が勧告内容に沿った措置の実施を行うよう働き

かけていく必要がある。

（4）不当に長期にわたる AD措置の継
続（サンセット条項）

＜措置の概要＞

　AD協定 11.3 条にはサンセット条項が規定されて

おり、AD課税はダンピング・損害双方についての

見直し（レビュー）で措置の継続の必要性があると

認定された場合を除き、5 年間で失効（サンセット）

することとされている。米国のAD法にもサンセット

条項が規定され、サンセット・レビューが行われて

いるが、対日AD 措置のうち、これまでに措置の発

動・延長後 5 年を経過し、サンセット・レビューの

結果が出た措置は延べ103 件（2回目以降のレビュー

を各１件として含めた数である。）中、撤廃に至った

52 件のほとんど（約 70%の 36 件）は、米国の国内

産業側がAD 措置存続について一切関心を表明し

なかったために失効したものであり、国際貿易委員

会によるフルサンセット・レビュー（書面のやり取り

のみで 120日以内に行う略式サンセット・レビュー

と異なり、実地調査や公聴会を経て 240日以内に

行うもの）の結果、AD 措置撤廃の判断を下したの

は、わずか15 件にとどまっている。また、商務省

が撤廃の判断を下したものは 1件もなく、多くの措

置が延長された結果、米国の対日AD 措置のうち

半数以上が 10 年を超えるものとなっている（図表Ⅰ

‐3‐5）。なお、2015 年 2月末時点で、10 年以上

継続中の対日AD 措置は 13 件ある（図表Ⅰ‐3‐6）。

1995 1 2015 2

1999 2000

ITC  DOC  ITC  DOC

 17 11 0 17 19 5 0 34 
1 WTO 1995 1998 1999

2 2
2015 2

1978 12 8  PC 63
1987 2 10 72
1988 8 12 62
1991 5 10  23
1995 2 21 91
1996 7 2 81
1998 9 15 61
1999 7 27 51
2000 6 26 41
2000 6 26 41
2000 8 28 14
2001 12 6 31
2002 10 1 21

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 5＞　対日AD措置（価格約束を含む）のサンセット・レビューよる撤廃・継続状況

＜図表Ⅰ‐3‐6＞　10 年以上措置が継続されている対日AD措置（2015 年 2月末現在、価格約束を含む） 
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＜国際ルール上の問題点＞

　AD協定 11.3 条には、サンセット・レビューにお

いて措置継続の必要性（措置を撤廃すれば、ダン

ピング及び損害の存続又は再発をもたらす蓋然性

があること）が認められない限り、AD 措置は 5 年

で失効する旨、明記されている。しかしながら、上

記のとおり、米国の対日AD 措置に関しては、サン

セット・レビューが開始され結果の出た延べ 110 件

（2 回目以降のレビューを各１件として含めた数であ

る。）のうち過半数の 62 件について措置の継続の

必要性があると決定されていることに見られるとお

り、米国の運用実態は「原則継続・例外撤廃」と、

原則と例外が逆転してしまっている。このため、我

が国は、米国のサンセット・レビュー制度はAD協

定に不整合であるとして問題視している。

　そこで、我が国は、AD 措置は原則 5 年間で失

効するとしたAD協定の基本原則を確認すべく、我

が国鉄鋼業界の関心が高い日本製表面処理鋼板に

対するサンセット・レビューに関して、2002 年 1月、

米国に対しWTO 紛争解決手続に基づく二国間協

議を要請した（DS244）。その後、同年 5月にパネ

ルが設置（ブラジル、カナダ、チリ、EU、インド、

韓国及びノルウェーが第三国参加）され、審理が行

われた。

　2003 年 8月、パネルは我が国の主張を退け、米

国が本サンセット・レビューにおいてWTO協定に

不整合な決定を行ったとは認められないとの判断を

行った。我が国はこのパネルの判断を不服として、

同年 9月に論点を絞った上で上級委員会に上訴し

た。同年 12月、上級委員会は我が国の法的主張

を一部認めたものの、結論としては、パネルの事実

認定が不十分であること等から、米国の本決定が

WTO協定非整合であるとまでは判断できないとし

た。

　我が国の主張と上級委報告の論点の概要は以下

のとおり。

①　上級委員会は、商務省の内規（サンセット・ポ

リシー・ブルテン（SPB））自体のWTO 協定整

合性について、審査対象とならないとしたパネル

の判断を覆し、それ自体が法的拘束力を持つか

否かにかかわらず、WTO 協定整合性を問える

ものであると判断した（ただし、SPB の規定が

WTO協定に違反するものか否かの事実認定が

パネルにおいてなされていないため、上級委員会

はWTO協定整合性を判断できないとした）。

②　上級委員会は、サンセット・レビューにおいて

ダンピングの継続又は再発の可能性を認定するに

当たり、調査当局にAD協定 11.3 条に基づいて

ダンピング・マージンを計算する義務はないが、

調査当局がダンピング・マージンによってその蓋

然性を認定する場合には、AD協定 2.4 条に基

づき輸出価格と正常価額を公正に比較しなけれ

ばならず、AD協定に不整合なゼロイング方式を

適用して計算されたダンピング・マージンをその

判断根拠としていれば、AD協定 2.4 条及び 11.3

条違反となると判断した（ただし、パネルは商務

省が本件で用いたダンピング・マージンの計算方

法についてAD協定に非整合的なゼロイング方

式に該当するか否か等の事実を認定していないた

め、上級委員会はAD協定整合性を判断できな

いとした）。

③　上級委員会は、サンセット・レビューに関する

AD協定 11.3 条は企業ごとにダンピングの継続・

再発の蓋然性を決定するよう義務付けておらず、

またAD協定 11.4 条によりレビューに準用される

AD協定 6 条（証拠及び手続に関する規定）も

この点について規定していないため、サンセット・

レビューにおいて、ダンピングの認定を個別企業

ごとではなく国ごとに行うことはAD協定 6.10 条

及び 11.3 条に違反しないと判断した。

④　上級委員会は、(a)AD 協定 11.3 条においてダ

ンピングの継続・再発及び損害の再発をもたらす

可能性を判断するに当たり、AD税の撤廃により

生じ得ることについての将来的な分析が必要で

ある、(b)「可能性」の要件について、ダンピン

グが起こり得る（possible）あるいはもっともらし

い（plausible）ではなく、ダンピングが確実に起

こる（probable）ことを示す証拠があるときのみ
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肯定的な決定がなされる、(c)AD 協定 11.3 条は

「可能性」の認定に当たり、調査当局に特定の方

式を用いることを指示するものではないと判断し、

したがって、本件サンセット・レビューで商務省

が合理的にダンピングの継続・再発の蓋然性を

決定できる事実を有していなかったとはいえない

と判断した。

＜最近の動き＞

　上記 DS244 に関連して、日米の大手自動車メー

カーが米国車の国際価格競争力の観点から、AD

税の撤廃を共同で要望し、その結果、2007年 2月、

国際貿易委員会は表面処理鋼板のAD 措置の廃止

が米国産業に損害の再発をもたらさないと判断し、

措置が撤廃された。

　表面処理鋼板のように、企業側の努力によりAD

措置が撤廃されたケースも存在するが、米国では、

世界的な需給状況、定期見直しやサンセット・レ

ビューに対応する企業の費用対効果の視点を考慮

することなく「AD税が賦課されているからこそ輸出

が減少（あるいは停止）しているのであり、AD 措

置が撤廃されれば輸出が再開される」という前提に

たって継続・撤廃の判断が行われており、AD 措置

が長期間継続する要因の1つとなっている。

　我が国は、米国との二国間対話において、不当に

長期にわたるAD 措置が、輸出国の産業のみなら

ず、米国内産業にも悪影響をもたらすことを考慮に

入れ、AD 措置を原則 5 年で廃止すると定めるAD

協定 11.3 条を厳格に適用するとともに、WTO協定

に従った適切なレビューを行うよう要求している。

　2011年には、春・秋に開催されたWTO･AD 委

員会で長期継続措置の早期撤廃を求め、また、日

米経済調和対話において、同 2月、7月の 2度に亘

り開催された事務レベル会合、10月の上級会合及

び追加的なアドホック協議等を通じ、長期継続措置

の早期撤廃について要求を行うとともに、米国と詳

細な議論を行った。2012 年，2013 年及び 2014 年

にも、春・秋に開催されたWTO･AD 委員会で長

期継続措置の早期撤廃を求めた。

（5）モデルマッチング
＜措置の概要＞

　ダンピング・マージン算定の際、調査当局は、ま

ず調査対象の輸出品及び輸出国内における同種の

産品をそれぞれ各モデルに分類し、次に輸出品モ

デルと「同一」又は「最も類似している」輸出国内

品モデルを特定して価格比較を行う（これを「モデ

ルマッチング」という）。このモデルマッチングに関し、

商務省は、説得的な理由も付さずに、日本製ボール・

ベアリングに関するAD 措置に係る第 15 回定期見

直し（2003 年 5月～ 2004 年 4月分）以降の定期

見直しにおいて、過去14 回の定期見直しで用いら

れていたモデルマッチングの方法を変更し、最終決

定を行った。このモデルマッチングについて、第 14

回定期見直しまでは、輸出製品と輸出国の同種の産

品との価格比較に当たり、製品の寸法等特性が同

一の輸出国内の製品（これを「ファミリー」という）

のみを比較対象とし、ファミリーがない場合は米国

国内での販売品の原価等をもとに構成価額を算出

して比較していた（ファミリー方式）。しかし、第 15

回定期見直し以降は、寸法等の特性が同一でない

場合でも、その差異が一定の範囲内であれば比較

対象に該当することに変更された（差異合計方式）。

また、輸出国内の販売データに関して、それまでは

対米輸出品と比較される製品の取引についてのみ原

価や経費、販売に関するデータの提出が求められ

たのに対し、差異合計方式に変更後は、比較対象

に該当するか否かにかかわらず調査期間中の全ての

調査対象製品に係るデータの提出が求められるよう

になった。これは、日本の事業者に対して国内販

売価格等に関する膨大な量のデータ提出を新たに

要求するものであり、過大な負担を課すものである。

＜国際ルール上の問題点＞

　AD協定 2.4 条は、輸出価格と国内価格との公

平な比較（fair comparison）を規定しているが、「差

違合計方式」では本来類似性のない製品同士の価

格比較が行われ、従来の「ファミリー方式」では発

生しないはずのダンピング・マージンが発生すると
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いう不当な結果が生じ、公平な比較の観点から問

題である。

＜最近の動き＞

　我が国ベアリング業界は、上記のとおりモデル

マッチングの方法が変更された第 15 回以降の定期

見直しについて、新しい方法による税率計算の方が

従来の方法より正確であるという証拠がないため、

商務省による判断は誤りであるとして米国国内裁判

で争っている。しかし、一部審理停止中の訴訟もあ

るものの、上記主張については第一審（国際貿易裁

判所）及び第二審（連邦巡回区控訴裁判所）で棄

却されている。

　我が国は、米国に対し、2006 年から2009 年の

日米規制改革イニシアティブの対米要望において、

モデルマッチングの変更に係る問題点を再度指摘す

るとともに、変更の合理的な根拠の説明等を求め

た。2010 年には日米の事務レベルでの協議や対米

TPRMで議題・質問として取り上げた。

　そして、2011年には、日米経済調和対話において、

日米政府の専門家会合に加えて、日本企業と米国

内のユーザーが参加する対話が開催され、①差異

合計方式のキャッピング数値基準（比較対象に含め

る範囲）の問題、②データ提出負担の問題、③本

来類似性のない不合理的なマッチング結果が生じて

いる問題等について話し合われた。これについて、

米国からは、①については合理性を検討する用意が

あること、②については簡素化の可能性を追求した

いとの説明があったが、③について、マッチングは

適正に行われているとの立場が示された。この議論

を踏まえ、今後とも必要に応じて建設的な議論を継

続していくこととなった。

　

補助金・相殺措置

2014 年農業法
＜措置の概要＞

　米国では、1930 年代に価格支持融資制度が導入

され、1973 年農業法で生産調整への参加を条件に

目標価格と市場価格の差を補填する不足払い制度

が導入された。1996 年農業法（適用期間：1996 ～

2002 年度）では、市場価格に応じて支払額が変

動する不足払い制度が廃止され、市場価格の水準

に関わらず支払額が一定の直接固定支払い制度が

導入された。

　しかし、1997年以降、穀物価格の低迷等により

農家が経済的に大きな影響を受け、直接固定支払

いのみでは対応しきれなかったことから、1998 年

度分から2001年度分まで計 4回、総額 273 億ドル

の緊急農家支援策が実施された。

　こうした状況を踏まえ、2002 年農業法（適用期間：

2002 ～ 2007 年度）では、基本的に1996 年農業

法を踏襲しつつ、廃止された不足払いと同様に目標

価格と市場価格の差を補填する価格変動対応型支

払いが導入された。

　2008 年農業法（適用期間：2008 ～ 2012 年度）

では、2002 年農業法を基本としつつ、新たに収入

減少に対応した平均作物収入選択プログラムが導

入された。

　その後、2008 年農業法の期限を控えた 2011年

から次期農業法の議論が本格化したが連邦政府

の財政赤字削減が求められる中、農業関係予算の

削減幅を巡る与野党の対立や 2012 年 11月の大統

領選挙等の影響のため議論は難航し、次期農業法

が成立しないまま2012 年 9月末で 2008 年農業法

は失効した。このような状況の中、2013 年 1月に

2008 年農業法を1年間延長した上で、議論を継続

し、2014 年 2月に価格変動対応型支払い、直接

固定支払い、平均作物収入選択プログラムの廃止

と農業リスク補償、価格損失補償、補完農業保険

の導入等を内容とする2014 年農業法（適用期間：

2014 ～ 2018 年度）が成立した。

①国内助成

　2014 年農業法では、これまでの価格変動対応型

支払い、直接固定支払い、平均作物収入選択プロ

グラムを廃止し、新たに農業リスク補償、価格損失
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補償、補完農業保険を導入したほか、米伯綿花パ

ネル裁定を踏まえ、綿花向けの新たな保険を導入し

た。価格支持融資制度ついては、綿花のみ米伯綿

花パネル裁定を踏まえてローンレートを変更してい

るものの、基本的にはこれまでの制度が維持された。

（a）農業リスク補償（2014 年農業法で導入）

　農業リスク補償（ARC）は、当年収入が過去 5

年中 3 年の平均収入の 86％を下回った場合に、当

年収入と平均収入の 86％の差を補填するプログラ

ム。農業リスク補償は、平均収入の10％が支払額

の上限で、価格損失補償（下記 (b) 参照）との選択

制となっている。

（b）価格損失補償（2014 年農業法で導入）

　価格損失補償（PLC）は、あらかじめ定められた

目標価格を市場価格が下回った場合に、目標価格

と市場価格の差（市場価格がローンレートを下回る

場合はローンレートとの差）を補填するプログラム。

過去の作付け実績に基づき支払われるなど基本的

に廃止された価格変動対応型支払いと同様の制度

であるが、価格変動対応型支払いと比べ、目標価

格が大幅に引き上げられている。

（c）価格支持融資制度（継続）

　価格支持融資制度は、農家が作物を担保に商

品金融公社（CCC）から短期融資を受ける制度で、

市場価格がローンレートを下回った場合、農家は作

物を引き渡すことで融資の返済が免除されるプログ

ラム。2014 年農業法では米伯綿花パネル裁定を踏

まえ綿花のローンレートのみ変更しているが、基本

的にこれまでの制度が維持されている。

（d）補完農業保険（2014 年農業法で導入）

　補完農業保険（SCO）は、農家が加入する農業

保険で補償されない部分を補償する補完的な保険。

農家が加入する農業保険の保障収入・収量と農業

保険の基準収入・収量の 86％の差を補填。

②農産物輸出促進

　1980 年代に入り、EUが深刻な農産物過剰を背

景に補助金付き輸出を増加させたことに対抗するた

め、米国は 1985 年農業法で輸出奨励計画（EEP）、

乳製品輸出奨励計画（DEIP）等の措置を導入した。

しかし、WTO 等の国際的な場における輸出補助

金に対する批判の高まりを受けてその支出額を削

減してきており、2008 年農業法においては輸出奨

励計画を廃止したほか、輸出信用保証計画の一部

を廃止している。また、2014 年農業法においても、

乳製品輸出奨励計画（DEIP）を廃止したほか、残

りの輸出信用保証計画の保証期間を短縮している。

（a）輸出信用保証計画

　輸出信用保証計画は、米国産農産物の輸出を促

進するため、開発途上国向けの商業ベースの米国産

農産物輸出に対して、商品金融公社（CCC）が債

務保証を行う制度。2002 年農業法は、90日間～

3 年間の輸出信用取引に対して債務保証を行う短

期輸出信用保証計画（GSM-102）及び 3～10 年間

の輸出信用取引に対して債務保証を行う中期輸出

信用計画（GSM-103）、米国農産物製品の輸入者に

対する輸出業者の売掛金の一部の保証を行う供給

者輸出信用保証計画（SCGP）及び新興市場におけ

る米国農産物の輸出促進を図るために輸入国での

農業関連設備改善投資に対して債務保証を行う施

設整備信用保証計画（FGP）の 4 種の信用保証計

画が実施されていた。これらのうちGSM-103及び

SCGPについては、2004 年の米伯綿花パネルの結

果等を踏まえて 2006 年に中止され、2008 年農業

法で廃止された。GSM-102 については、2008 年農

業法で手数料の上限が撤廃され、2014 年農業法で

債務保証期間の上限が 3 年から2 年に短縮された。

＜国際ルール上の問題点及び最近の動き＞

①国内助成

　WTOドーハ・ラウンド交渉の農業分野では、削

減対象となる助成合計量（AMS）の削減ルールだ

けでなく、青の政策及びデミニミスを含む貿易歪曲

的国内支持全体（OTDS）についても大幅な削減を

求めるルールが議論されており、2008 年 12月には、

米国のOTDSを 70％削減とするモダリティ案（削

減後水準145 億ドル）が農業交渉議長から提示さ

れている。このような中、2014 年農業法においては
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緑の政策に分類される直接固定支払いが廃止され

る一方、黄の政策に分類される可能性が高い価格

下落対策、収入保障対策が拡充されており、国内

助成の額がWTOの約束水準を超えないかどうか

注視する必要がある。

②農産物輸出促進

　輸出補助金は、2014 年農業法で全て廃止された

ものの、輸出信用保証計画の活用を通じて、WTO

農業協定における規律の実効性が十分でない、輸

出信用を多用することで、米国産農産物が輸出競争

上有利となっている。本制度の下では、保証した債

務が不履行となった場合には、CCCが債務を肩代

わりすることになっており、制度上輸出補助金の迂

回に極めて近い性格を有している。なお、2013 年

12月のインドネシア・バリにおける第 9回WTO閣

僚会議においては、輸出補助金及び同等の輸出措

置について約束水準を相当程度下回るよう最大限努

力するものとされ、法的拘束力は確保されなかった

が、今後のWTO 交渉において優先的に議論する

ものとされている。

原産地規則

時計の原産地表示規則
＜措置の概要＞

　米関税法で定める原産地表示規則では、個別の

品目ごとの時計に関する原産地表示について、ムー

ブメント、バッテリー、ケース、バンド等の構成部

品それぞれに原産地を表示することが要求され、

かつ表示方法も詳細に定められている（刻印、タグ

等）。当該措置は時計製造業者等に製造管理上の

過度な負担を強いるものであることから、我が国は

米国に対し簡素化を求めている。

　なお、当該ルールは、米国時計産業を保護する

観点から制定されたという背景があり、輸入業者や

消費者のためにも、規則を簡素化すべきとの意見も

存在する。

＜国際ルール上の問題点＞

　原産地表示自体が輸出国の商業及び産業にもた

らす困難及び不便を局限しなければならないように

することを規定したGATT第 9 条 2 項及び原産地

規則協定の精神に照らし、簡素化が望まれる。

＜最近の動き＞

　日本政府は 2002 年及び 2003 年の「日米規制改

革イニシアティブ」の下で、米国側に要望書を提出

し簡素化を図ることを求め、その結果、2004 年に

公表された報告書では、「米国政府は、時計の関税

率算定方法及び原産地表示規則についての日本国

政府の懸念を認識している。米国政府は、米国の

関税制度の見直し及び原産地表示規則の見直しに

関する日本国政府の立場並びにWTOで行われて

いる議論を十分に考慮した上で、日本国政府との議

論を継続する」旨日米両首脳に報告がされた。そ

の後、2005 年及び 2009 年の日米貿易フォーラムに

おいても懸念を表明した。また、2008 年及び 2010

年のWTOにおけるTPR 対米審査においても懸念

表明を行っている。しかし、日本側の要望に対して

米国は依然として上記措置を改善していないことか

ら、我が国としては、今後とも米国に対して改善を

求めていく所存である。

基準・認証制度

（1）自動車ラベリング法
＜措置の概要＞

　米国の自動車ラベリング法（American Automobile 

Labeling Act）は、1992 年 10月に成立した「自動

車に関する情報及びコスト節減法第 210 条」によっ

て定められたもので、米国で販売される乗用車・軽

トラックの国産比率（米国及びカナダにおける付加価

値率）表示のラベル貼付を義務づけるものである。

　具体的には、

①米国、カナダ製部品の調達率（車種別）

②最終的に組み立てられた国、州、都市名
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③米国、カナダ以外に15％以上の部品を調達した

国がある場合は、上位 2か国の国名と調達率

④エンジン及びトランスミッションの原産国（付加価

値 50％以上若しくは最大の付加価値を占める国）

がラベルに表示されねばならない。本法律は 1994

年 10月1日から施行され、違反した場合には 1台

当たり1,000ドルの罰金が課されることとされてい

る。

＜国際ルール上の問題点＞

　本制度の目的は、自動車価額の何％が米国、カ

ナダ内で生産されているかを消費者に知らせ、より

よい購入の決定に役立てることと説明されているが、

実際上は国産品愛好を暗に働きかける一種のバイ・

アメリカン条項とみなすことができる。本法は、米

加製部品以外の使用が多い外国系メーカーや輸入

者ディーラーにとって部品比率計算に伴う膨大な記

録事務負担を強いることからみても、貿易に不必要

な障害となっており、TBT 協定第 2.1条及び第 2.2

条違反の可能性がある。

＜最近の動き＞

　2001年1月、米国運輸省道路交通安全局（NHTSA：

National Highway Traffic Safety Administration, 

NHTSA）は、公表した同法の運用の効果を評価

した報告書を発表した。同報告書（2001 年 1 月）

によれば、75％以上の消費者が同法によるラベル

の存在を知らず、米国・カナダ製部品の比率の情

報を活用している消費者は一人もいなかった。

　2004 年 3月にこれをうけ、米国に進出する外

国自動車メーカーで組織する国際自動車製造連盟

（AIAM）は、2004 年 3月、①ラベルのルールは、

消費者のよりよい購入の決定に役立っていない、②

消費者のラベルへの関心は低いとして、廃止が望ま

しい旨主張するレポートを米国議会に提出した。そ

の後も、我が国自動車業界や他国のメーカーも含め

た団体も同法の廃止を求めてきている。

　我が国は、2011年の日米経済調和対話において

も議題に取り上げると共に、同法の目的の達成状

況・評価を確認し、消費者のニーズ・効果が明らか

となっていないのであれば同法が見直され、廃止さ

れることを求めた。しかしながら米国は、2001年の

NHTSAによる報告書以降、更なる分析・評価は行っ

ていないと回答するに留まっている。

（2）CAFE（企業平均燃費）規制
＜措置の概要＞

　米国は、1975 年エネルギー政策及び保存法

（Energy Policy and Conservation Act of 1975）

により、自動車の製造会社及び輸入会社に対し、

取扱い車の平均燃費を一定レベル以上にすることを

義務づけ、違反者には罰金を課すという企業平均燃

費（CAFE：Corporate Average Fuel Economy）

規制を導入した。CAFE 規制の下では、国産車と

輸入車とを区別して、それぞれ別個に平均燃費を計

算することとされている。

＜国際ルール上の問題点＞

　本規制については、1992 年 5月にEUが内国民

待遇（GATT第 3 条 4 項）に整合的でないとして

米国に協議要請、更に、1993 年 3月にはパネル設

置を要請し、1994 年 9月に報告書が出された。パ

ネルはこの中で、CAFE 規制の下では、燃費の悪

い国産大型車を取り扱っている会社が CAFEの基

準値を達成するためには、燃費の良い輸入小型車

の取扱いを増やしても意味がなく、燃費の良い国産

小型車の取り扱いを増やして初めて効果が出る仕組

みになっており、国産小型車に比べ輸入小型車を競

争上不利な立場に置くなど、国産車と輸入車とを別

の集団として平均燃費を計算しているCAFE 規制

は内外の同種の産品を差別しているため、GATT

第 3 条 4 項違反であり、これはGATT第 20 条（g）

でも正当化されないとした。

　ただし、最終的に本報告書は採択されず、米

国は EUの通商利益に損害を与えてはいないので

CAFE規制の改正不要という立場を取っている。
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＜最近の動き＞

　2006 年 3月に小型トラックのCAFE規制強化が

国家道路交通安全局（NHTSA）により行われたこ

とに加えて、2007 年 12月19日に成立した新エネ

ルギー法では、32 年ぶりに乗用車のCAFE規制が

強化され、2011年以降、2020 年に乗用車と軽量ト

ラックの全車種を合わせて1ガロン当たり35マイル

となるよう段階的に引き上げることとされた。2009

年 5月に米国大統領が、2012 年車から16 年車の

乗用車と軽量トラックの新たな燃費・GHG（温室効

果ガス）排出基準を策定し、16 年車については燃

費を1ガロン当たり35.5マイルに高めるという目標

を発表したことを受け、2009 年 9月に基準案が発

表され、パブリックコメントを経て、2010 年 4月1日、

2012 年車から2016 年車の乗用車と軽量トラックの

新たな燃費・GHG 排出基準が公表された。同規則

では、2016 年車の平均燃費基準を1ガロン当たり

34.1マイルとしており、国産車と輸入車を別の集団

として計算する方法も引き続き維持されている。

　また、2010 年 5月21日、米国大統領の指示によ

り、中・重量トラックに対する規制の創設及び乗用車・

軽量トラックの新基準の策定の検討を開始。

　2011年 7月 29日、米国環境保護庁（EPA）と

NHTSAは、2017～ 2025 年を対象とした乗用車・

軽量トラックについて厳格な連邦温室効果ガス・燃

費基準を提案する計画を発表し、同年 11月16日

に共同で署名し。12月1日連邦官報に告示され、

2012 年 2月14日に発行した。中・重量トラックに

対する2014～2018 年を対象とした新規制について

も、2011年 9月に発表された。

（3）メートル法（国際単位系）の採用
について

＜措置の概要＞

　メートル法を基本とした国際単位系（略称 SI）に

ついては、ISO 等国際標準化機関における国際規

格・基準の策定にあたっての基準単位として採用さ

れている。世界各国が国際単位であるメートル法の

採用を進めている中、米国は未だヤード・ポンド法

の単位が一般的に使用されており、主要国の中で

メートル法の採用が進んでいない唯一の国となって

いる。米国はメートル条約の原加盟国であり、米国

政府はメートル法採用に向けた「1975 年メートル法

転換法（Metric Conversion Act of 1975）」に基づ

き取り組みを続けてきているが、未だにメートル法

の採用は徹底されていない。

　米国では 50 の州のうち 48 の州において自州が

管轄する地域における包装商品にメートル法の単位

を使用することが認められているが、米国商務省の

国立標準・技術研究所（NIST）は残る2つの州（ア

ラバマ州、ニューヨーク州）においてもメートル法

によるラベル表示の法的禁止が解禁されるよう働き

かけ続けていくこととしている。

　また、現在連邦レベルでは、「連邦公正包装及び

表示法」（FPLA /Fair Packaging and Labeling 

Act）により指定された消費者向け特定包装商品

は、メートル法とヤード・ポンド法による両方の

併記（dual labeling）を求めているが、NIST が

2009 年 12月に公表した調査（Voluntary Metric 

Labeling report、Marketplace Assessment-

Metric Labeling on Packages in Retail Stores）

によれば、包装商品のメートル法によるラベル表示

は徐々に増えつつあるものの十分に達成出来ている

状況ではなく、また米国議会において同法を改正し

てメートル法だけの商品表示を認めるという動きは

現在もない。

＜国際ルール上の問題点＞

　TBT 協定第 2.4 条では、「関連する国際規格が

存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、

当該国際規格又はその関連部分を強制規格の基礎

として用いる」とされている。メートル法は ISO 等

の国際規格における基準単位とされているところ、

米国の 2 つの州（アラバマ州、ニューヨーク州）に

おいてメートル法のラベル表示が禁止されているこ

とは、国際規格の基礎としていない強制規格であ

る疑義があり、本条に違反する可能性がある。
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＜最近の動き＞

　我が国は、長年に渡って米国に対し繰り返しメー

トル法の採用を要望してきている。メートル法の採

用に向けて、今後とも働きかけを行っていく必要が

ある。

サービス貿易

（1）外国投資・国家安全保障法（旧エ
クソン・フロリオ条項）

＊ 本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　2007 年外国投資・国家安全保障法（“Foreign 

investment and National Security Act of 2007”）

は、外国人（企業）による米国企業の取得・合併・

買収を調査し、米国の国家安全保障を損なうおそ

れのある取引を停止又は中止する権限を大統領に与

える法律である。

　本法は、一般に「エクソン・フロリオ条項」とし

て知られる、国家安全保障の懸念に関する外国投

資の審査を取り扱う法律である1950 年国防生産法

の第 721条を改正したものである。改正による大き

な変更点としては、米国外国投資委員会（省庁間委

員会、Committee on Foreign Investment in the 

United States(CFIUS)）を法定設置機関としたこと、

審査基準の見直し（基幹インフラや基幹技術への

影響等を追加）や議会監視の強化（個別案件の審

査結果を議会に通知）等が図られたことである。

　本法に基づく手続きの具体的な流れは、当事者

の自発的な申し立てもしくはCIFIUS の委員の要請

により、CIFIUS が調査実施の適否を審査し、必

要があれば調査を実施して大統領に報告を行う。

大統領は、同報告を受けて、投資案件の停止又は

中止の決定を判断する。

　これまでも、我が国企業が米国企業買収等を行

う際、CFIUSにより調査が行われ、当初の計画の

修正を迫られたケースがある。例えば、2006 年に、

東芝による米原子力プラントのウェスチングハウス社

の買収に際して、同条項に基づく米国外国投資委員

会の審査が行われた例がある。

　

＜懸念点＞

　WTO協定には、投資に関する一般的なルールは

未だ整備されていないが、サービス貿易に関しては

サービス協定が既に存在し、投資を通じたサービス

貿易提供も規律している。同協定は一定の要件の下

で国家安全保障上の例外を認めており、本法その

ものはWTO協定違反となるものではないと考えら

れるが、米国は、同協定に整合的に自国の投資規

制措置を運用する必要がある。

＜最近の動き＞

　我が国は、従来から外国投資審査の運用におけ

る透明性及び公平性の問題点を指摘してきた。

　2012 年の CFIUSから議会への報告書によると、

2012 年中にCFIUS から114 の通知が出され、我

が国企業が関与したケースが 9 件あるとされている

（114 件中、45 件に関し審査と調査が行われたとさ

れている。）2013 年には、ソフトバンク社による米

スプリント・ネクステル・コーポレーションへの投資

に対して、CFIUS の審査が行われた。今後とも同

法が米国への投資に影響を及ぼすことがないよう、

注視が必要である。
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（2）金融分野の外資企業の参入規制
＊ 本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　米国においては、金融に関して州ごとに規制が異

なっており、幾つかの州では、外国銀行の支店及

び代理店の設立が禁じられている。すべての形態（支

店、代理店、代表事務所等）での進出を認めてい

るのは 50 州中マサチューセッツ、ミシガン、ニュー

ヨーク等一部の州に過ぎない。

　保険業務に関しては、米国では保険会社の年金

業務などを規制している連邦法はあるが、保険事

業は、州ごとの保険法により各州の保険庁が監督

規制しており、連邦レベルでの監督官庁は存在して

いない。

　また、再保険についても、ほとんどの州で外国保

険会社が米国保険会社から再保険をクロスボーダー

で引き受ける場合、外国保険会社に対し、担保とし

て責任額の100％に相当する額の信託勘定を米国内

に置くこと、又は米国の出再保険会社に信用状を提

出することを要求している。これは、米国における

再保険ビジネスにおいて、外国保険会社に対して不

当に過大なコストを課すものとなっている。

　米国はWTO 金融サービスの約束において極め

て多くの適用留保事項を残しており、これを改善す

る動きも大きくない。更に一部の州では、州内保険

事業者の免許が無期限であるのに対し外国事業者

には毎年の更新を義務づける法律など、WTOで留

保を行っていない外国企業差別条項がなお存在し

ている。

＜懸念点＞

　米国は、WTO約束上適用留保とされていない外

国企業差別条項を早急に改善することが求められる

とともに、金融サービス自由化の観点から、参入を

困難とする規制を迅速に撤廃・改善することが求め

られる。また、留保が置かれていても、再保険市場

という極めて国際化が進む市場において、このよう

な厳しい担保要件を課しているのは先進国において

米国のみであり、早急な撤廃・緩和が期待される。

＜最近の動き＞

　一部の州においては外国企業の参入を困難にす

るような規制を改善する動きも見られる。州ごとに

規則が異なることの不利益を改めるため、連邦議会

2010 2012

2010 93 7 6 35 6 0 
2011 111 7 1 40 5 0 
2012  114 9 2 45 20 1 

 318 23 9 120 31 1 

2010 2012

14 1 2 6 23 
CFIUS ANNUAL REPORT TO CONGRESS public/unclassified version

（参考）「外国投資・国家安全保障法」に基づくCFIUS の審査等の実施状況
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（上下両院）においても2006 年以来、保険分野に

おける「選択式連邦監督制度」（Optional Federal 

Charter）の導入に向けた法案が提出され、議論

が進められている。また、2010 年 7月にドッド・フ

ランク法が成立し、同法に基づき財務省内に連邦

保険局（Federal Insurance Offi  ce）が設置された（た

だし、連邦保険局は監督・規制権限を有しておらず、

州別の監督体制は維持されている）。

　州ごとの規制の統一化に向けた動きは、外国保

険業者にとっても望ましい動きであり、進展が期待

される。

　再保険の問題については、フロリダ州やニューヨー

ク州、ニュージャージー州、インディアナ州におい

て、関連規制の下で一定の要件を満たしている保

険会社について、再保険引受けに要求される担保を

減額する新しい規則が制定された。また、全米保

険監督当局協会（NAIC）は、2011年 11 月に再保

険に関するモデル法・モデル規則を改正しており、

一部の州で同法・規則が導入されている。保険会

社が同法・規則に基づく担保減額措置を受けるた

めには、保険会社の所在地が NAICに認定管轄区

域（Qualifi ed Jurisdiction）として認定される必要

があるが、2015 年 1月より、日本を含む 7か国が

Qualifi ed Jurisdictionに認定されている。

　これまで、我が国は二国間協議等の様々な機会

を捉えて、上記の問題提起と改善要望を米国政府

に対して行っている。

（3）電気通信分野の外資企業の参入規
制

＊ 本件は、WTO協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　米国は、連邦通信法第 310 条において、無線局

免許に関する外資規制（直接投資は 20％まで、間

接投資は 25％まで（ただし、間接投資は、公共の

利益にかなう場合はその限りでない））を維持して

いる。

　無線局免許に関する外資参入については、まず、

1996 年の「外国企業参入に関する命令（Foreign 

Carrier Entry Order）」において、「公共の利益」

審査として、当該外国企業の母国における市場開

放の程度が米国と同等であることを要する（同等性

の確認審査）とともに、大統領府から提起される、

国家安全保障、法執行、外交政策、通商政策上の

懸念を含む、その他の公共の利益の要素を考慮し

た上で、投資比率上限を上回る投資を認めていた。

　1997年 2月のWTO電気通信基本合意で、米国

は直接投資 20％のみを留保し、間接投資は撤廃す

ることを約束したことを踏まえ、間接投資について

は、WTO加盟国に対する同等性審査を廃止し、外

国資本参入に関する米国連邦通信委員会（FCC）規

則（1997年 11月）において、WTO加盟国からの

投資は 25％を超える場合でも「公共の利益にかなう」

との反証可能な推定を及ぼすことで、原則、参入自

由とする解釈変更を行ったものの、いまだ規制の撤

廃の実現には至っていない。外国電気通信事業者に

よる柔軟なネットワーク構築等を確保するためには、

撤廃されることが望まれる。また、上述のFCC規

則で定める連邦通信法第 214 条及び第 310 条（b）（4）

に関する外国事業者等の米国市場参入に当たっての

「公共の利益」の審査基準のうち、「通商上の懸念」、

「外交政策」、「競争に対する非常に高い危険」といっ

た、電気通信政策に関わらない事項に基づく事前審

査は、事業者の参入期間や予見可能性を阻害するも

のであり、外国企業が参入するに当たり実質的な参

入障壁が存在している。実際にも、過去に日本企業

への認証の遅延等の問題があった。

　さらには、これらの公共の利益の審査に際し、

関係省庁で構成される「Team Telecom」と呼ばれ

る組織による審査が実施されることも、法令上の根

拠がなく、審査内容も不透明である。

　事業者の参入機会や予見可能性を確保するため、

これらの審査基準も撤廃ないし明確化されること

が望ましい。
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＜懸念＞

　法令解釈の変更により、WTO加盟国に対して公

共の利益の推定を及ぼし、原則、参入自由である

とする上記の措置は、無線局免許に関する間接投

資を「制限しない」とするサービス協定上の約束に

反しない限りWTO協定違反となるものではないが、

WTO及びサービス協定の精神に照らして、自由化

が行われることが望まれる。

＜最近の動き＞

　これまで、我が国は様 な々機会を捉えて、上記の

問題提起と改善要望を米国政府に対して行ってい

る。

（4）海運分野の外資企業の参入規制
＜措置の概要＞

　米国は、自国の海運業に対して、下記のような政

府関係貨物の留保等の保護措置を維持している。

その結果、海運業の競争力回復のための自助努力

がかえって妨げられているとの指摘もされている。

また、海運分野におけるウルグアイ・ラウンド継続

交渉の失敗の一因は係る米国の保護的な市場に起

因する米国の消極的な交渉態度にあった。具体的

な保護措置としては、以下のものが挙げられる。

① 1920 年商船法（いわゆるジョーンズ法）

　（GATTとの関係は、本章「内国民待遇」参照）

米国の海上輸送に不利益を及ぼす外国政府の差別

的行為に対し、米国連邦海事委員会（FMC）に報

復措置を認めている。

　1997 年 9月 4日、FMCは、同法に基づき、日

本の港湾における事前協議制度が、米国海運会社

に不利益を及ぼしているとして、米国に寄港する日

本船社 3 社に対して米国の港に寄港するごとに10

万ドルの課徴金を賦課することを内容とする制裁措

置を実施した。更に、同年 10月16日には、邦船

社が 9月分の課徴金を支払わない場合は日本船の

入出港の差止め等を行うことを発表したため、同月

27日、邦船 3 社は、9月分の課徴金としてFMCに

150 万ドルを納付することを余儀なくされた。FMC

は、事前協議制度改善について関係者間の合意が

得られたこと、日米両国政府間で書簡の往復が行

われたことを受けて、同年11月13日制裁措置を無

期限に停止した。同措置はまた、相手国船舶に対

する内国民待遇及び最恵国待遇を保証した日米友

好通商航海条約に違反することから、我が国はそ

の完全撤回を求めて 1998 年 1月より同条約に基づ

く協議を開始した。

　1999 年 5月 28日に FMCは当該制裁措置を撤

回したものの、我が国の主張を認めたわけではなく、

引き続き我が国の港湾慣行等をめぐって内外の海運

企業に報告を求めていた。我が国の港湾運送事業

法改正（2000 年 11月施行）にもかかわらず、日本

の港湾慣行は依然閉鎖的で改善が見られないとし、

FMCは、2001年 8月に新たに情報提供を求める

項目と対象となる船社の範囲を拡大する命令を出し

た。この命令は、直接日本船社に対して日本の法令

及び通達の提出を求めるなど、船社に提供を求める

ことが適当と考えられる範囲を逸脱するものであり、

船社にとっては不当かつ過大な負担となった。

　2011年 1月26日にFMCは、日本の港湾慣行に

改善が見られたため、日本の港湾慣行に係る状況

についての定期的な報告命令を停止することが効率

的と判断するに至り、上記報告命令を停止した。

② アラスカ原油輸出禁止解除法

　1995 年 11月に成立したアラスカ原油輸出禁止解

除法は、アラスカ原油の輸出は乗組員が米国人であ

る米国籍船を使用することを義務づけている。

　本法の措置は、交渉期間中は新たな措置を導入

しないことを定めたWTOの閣僚決定に違反してい

るとして、各国から非難を浴びている。

③新運航補助制度

　米国は 1937年、国家緊急時の際に徴用できる自

国商船隊の整備を目的として、主要外国航路に就

航する自国海運企業に対して外国海運企業の船舶

運航費との差額を補助するための運航費差額補助
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制度を創設して以来、自国海運企業に対して多額の

政府補助を実施してきた。これらの制度は、1998

年末に終了し、最後の契約も2001年に終了したが、

これに代わる「海上安全保障プログラム（Maritime 

Security Program）」が 1996 年から実施されてい

る。

　この新たなプログラムは、一定の米国籍船を対象

として毎年1億ドルの運航費補助を10年間にわたっ

て実施するものであったが、2003 年、本制度が 10

年間延長（2015 年まで存続）されるとともに、対象

隻船の拡大（47隻→ 60 隻）、支給額の増額（1隻

あたり210 万ドル→ 2006 ～ 2008 年度は 156 百万

ドル、2009 ～ 2011年度は 174 百万ドル、2012 ～

2015 年度は 186 百万ドル）等、船社に対する補助

の拡大がなされた。同制度は明らかに国際海運市

場における自由かつ公正な競争条件を歪曲するもの

であり、早期の撤廃が望まれる。

＜国際ルール上の問題点＞

　上記のとおり、米国の海運サービスに関連する諸

制度は一方的な制裁措置を含むものもあり、WTO

協定に違反するものもあると考えられる。これらに

ついては、速やかに改善が行われることが必要であ

る。

　また、米国は、サービス協定上海運については何

ら自由化約束をしていないが、WTO及びサービス

協定の精神に照らして、自由化に向けた取組が必要

である。

＜最近の動き＞

　我が国は、これまでも、上記問題について米国

政府に対し繰り返し改善要望を行ってきたところで

あり、2011年 3月の日米経済調和対話の中でも上

記措置等の撤廃改善の要望を行っている。また、

我が国は、WTOドーハ・ラウンド交渉を活用し、

海運サービスの自由化に向けた働きかけを行ってい

る。

知的財産

（1）商標制度（オムニバス法第 211 条）
＜措置の概要＞

　米国の1998 年オムニバス法第 211条には、キュー

バ政府に接収された資産に関連する商標等の権利

に基づいて、キューバ国籍を有する者たる権利承継

者等が行う権利の主張を、米国裁判所が承認し、

執行することを禁止する規定が存在しているが、当

規定は米国人たる権利承継者等には適用されない。

＜国際ルール上の問題点＞

　この規定は、TRIPS 協定上の内国民待遇や最恵

国待遇等の規定に不整合である。また、米国のこ

のような一方的な措置は、多角的貿易体制を基本と

するWTOの理念と基本的に相容れないばかりでな

く、貿易を歪曲するものであり、早急に改善される

べきである。

　本件についてEUは、かかる規定が TRIPS 協定

に違反しているとして 1999 年 7月に米国に二国間

協議を要請した。その後のパネル・上級委員会手

続を経て、2002 年 1月、上級委員会は、オムニバ

ス法 211条は米国人の権利承継者よりも非米国人で

ある権利承継者に不利な待遇を与える条項があり、

内国民待遇及び最恵国待遇に違反するとの判断を

示した。2002 年 2月1日に同委員会報告書は採択

され、米国はパネルにWTOの義務を遵守する旨

表明した。

＜最近の動き＞

　EUと米国は、法制度改善のための合理的期間と

して 2002 年 12月末を期限とする旨合意したが、米

国の法制度は改善されず、数次にわたり期限延長が

行われ、2005 年 7月1日に、米 EU間で対抗措置

を発動する権利を留保することが合意されている。

その後もWTO紛争解決機関（Dispute Settlement 

Body）の定例会合（2014 年 10月ほか）において

進捗報告がなされているものの、未だ法改正に至っ
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ていない。既にWTOの紛争処理手続において終

局的な判断が示されている以上、米国は、このよう

な協定に整合しない制度の改善を速やかに行うべき

である。なお、第 112 議会（2011-2012 年）におい

ては、第 211条の一部に修正を加えた改正法案が

両院に上程されたものの、何ら法案審議は行われ

ず審議未了のまま廃案となった。また、2012 年 6月

及び 11月のTRIPS 理事会通常会合では、本件に

関する米国のTRIPS 協定義務の履行問題がキュー

バより提起された。第 113 議会（2013-2014 年）に

おいても関連する法案が提出されていたが、法案審

議は行われなかった。

　現在、我が国に直接の利害が及ぶ点は認められ

ないが、WTO協定実効性確保の見地から、米国

のWTO勧告の履行の取組につき引き続き注視して

いく必要がある。

（2）著作権制度
①ビデオゲームに係る貸与権の明確化

＜措置の概要＞

　TRIPS協定第11条は、著作者に対してコンピュー

タ・プログラムの著作物について公衆に商業的に貸

与することを許諾する権利を付与すべき旨規定して

いる。米国著作権法第106条（3）及び第109条（b）は、

コンピュータ・プログラム一般について貸与権を付与

しているものの、同条（b）（1）（B）（ii）は、ゲー

ム専用機と一体不可分となったビデオゲームのプロ

グラムについて、貸与権付与の対象から除外してお

り、ビデオゲームのプログラムについては貸与権の

保護が制限されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　米国著作権法のこのような規定は、コンピュータ・

プログラム一般について貸与権の付与を義務づける

TRIPS 協定第 11条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　2007年 10月の日米規制改革イニシアティブの要

望書において、速やかに国内著作権法を改正し、

あらゆるビデオゲームのプログラムについて貸与権

を付与する明確な規定を設けるよう要請したが、法

改正等の対応はなされておらず、引き続き米国の対

応を注視する必要がある。

②著作権の例外（著作権法第 110 条（5）（b））

＜措置の概要＞

　米国の著作権法第 110 条（5）（b）は、床面積の

小さな店舗や小規模のテレビ、スピーカーのみを有

する店舗の場合、著作者の公の伝達に係る権利に、

一定の例外を認める旨規定している。

＜国際ルール上の問題点＞

　これに対してEUは、米国の著作権法第110 条（5）

（b）等の規定は、TRIPS 協定第 9 条及び第 13 条

に違反するとして、次のように主張して、パネル設置

を要請した。

① TRIPS 協定第 9 条 1項は、ベルヌ条約第 1条

から第 21条を準用しており、ベルヌ条約第 11条

においては、音楽等の著作物の著作者が公の伝

達を許諾する排他的権利を享有すると規定してい

る。ベルヌ条約のこれらの規定については例外

として小留保（minor reservation）の範囲内で

著作権を制限することが慣習的に許容されている

が、米国著作権法の規定は、この小留保を含む

ベルヌ条約のいかなる例外にも合致しない。

② TRIPS 協定第 13 条は「著作物の通常の利用を

妨げず、かつ、権利者の正当な利益を不当に害

しない特別な場合」には、著作者の排他的権利

を制限できる旨規定しているが、米国著作権法

の規定は、この例外に合致しない。

　EUの申立てにより1999 年 5月にパネルが設置

され（我が国を始めとして豪州、カナダ、スイスが

第三国参加した）、パネルは 2000 年 6月15日、著

作権法第 110 条（5）（b）は、TRIPS 協定の定め

る正当な例外に該当するものとは言えないとし、米

国のTRIPS 協定の義務履行違反を認め、TRIPS

協定に整合的な措置をとることを勧告する報告書を

提出した。
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＜最近の動き＞

　この勧告の実施に関して、2001年 1月、同年 7

月までにパネル勧告を実施すべきとの仲裁がなさ

れた。その後、米国は法改正に至らなかったため、

賠償や対抗措置を巡る仲裁が行われ、2003 年 6

月に米国が EUに 330 万ドルの財政援助をする形

で賠償するとの暫定的合意に達したが、合意期限

の 2004 年 12月 21日までに状況は改善されず、そ

の後もWTO 紛争解決機関（Dispute Settlement 

Body）の定例会合（2014 年 10月ほか）において

進捗報告がなされているものの、未だ法改正に至っ

ていない。パネル勧告の実効性にも関わる問題であ

り、引き続き注視する必要がある。

③保護を受ける実演の対象の拡大

＜措置の概要＞

　米国著作権法 1101条は、固定されていない実演

の保護の対象は、生の音楽実演の音声若しくは音

声及び映像（the sounds or sounds and images of 

a live musical performance）に限定されており、

生の音楽実演以外の生実演については保護が及ん

でいない。このため、生の音楽実演以外の生実演、

例えば、我が国の実演家が米国で落語や演劇の実

演を行った場合等には、当該実演は米国における

著作権法の保護対象とならない。

＜国際ルール上の問題点＞

　TRIPS 協定第 14 条は、保護の対象となる生の

実演を音楽実演（musical performance）に限定

していないので、米国著作権法 1101条の規定は、

TRIPS 協定整合性について疑義がある。

＜最近の動き＞

　今後、我が国の実演家による実演の流通が増加

すると考えられるところ、我が国実演家の権利の米

国における適正な保護を図る観点から、2008 年 10

月の日米規制改革イニシアティブの要望書において、

米国著作権法における実演の保護対象を視聴覚的

実演全体に拡大し、更に、実演家に係る諸権利を

著作隣接権としてその保護を強化することを要望し

ている。

（3）関税法第 337 条
＜措置の概要＞

　1930 年米国関税法第 337条は、輸入における不

公正措置によって米国に確立している産業に損害が

生ずる場合（特許権、商標権、著作権、半導体回

路配置侵害事件については、1988 年包括通商競争

力法による改正により、損害要件は不要となった）

に、不公正輸入慣行に係る外国からの輸入品を排

除したり、不公正慣行の差止めを命じたりするもの

であり、知的財産侵害のケースに最も頻繁に用いら

れてきた（図表Ⅰ‐3‐7 参照）。

＜図表Ⅰ‐3‐7＞　 関税法第 337 条による調査

開始件数の推移

発動日 調査開始件数
2003 年 18（2）
2004 年 26（4）
2005 年 29（3）
2006 年 33（2）
2007年 35（5）
2008 年 41（10）
2009 年 31（10）
2010 年 56（10）
2011年 69（20）
2012 年 40（10）
2013 年 42（6）
2014 年 34（6）

（　）は日本企業を対象に含むもの

＜国際ルール上の問題点＞

　ITCの排除命令は物に対して行われるため、被

提訴人ではない第三者でさえも、米国に輸入するこ

とが出来なくなってしまう等の強力な制限であるに

も関わらず、ITCの手続きは、①裁判よりも調査期

間が短く、被提訴人は反論の十分な準備期間が確

保できない、②提訴人は、権利侵害品が国内品な

らば米国内の裁判所にしか提訴できないが、外国

品ならば裁判所だけでなくITCにも提訴できるた

め、被提訴人の応訴負担が大きい等の理由から、
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米国関税法 337条は GATT 第 3 条 4 項の内国民

待遇規定に違反するとして EC が 1987 年 GATT

に提訴した。これに対し、特許等の知的財産権を

侵害する商品の輸入を排除すること自体は、GATT

第 20 条（d）により一定の制約の下に認められてい

るが、関税法第 337条の手続は、上記諸点に鑑み、

被疑侵害輸入産品に対して同種の米国産品に対し

て与えられる連邦地方裁判所手続における待遇より

も不利な待遇を与えるものであり、GATT第 3 条 4

項の内国民待遇規定に違反し、また、その違反は

GATT第 20 条（d）の例外として正当化できない

とのパネル報告が、1989 年 11月、GATT理事会

で採択された。

　しかし米国は、このようなGATT違反であるとする

明白かつ断定的な報告の採択後も従前の手続を維持

し、本条項に基づき頻繁に調査を行ったため、我が

国は、これを極めて重大な問題であるとして、GATT

理事会等の場で改善を求めてきたところである。

＜最近の動き＞

　1994 年 12月成立のウルグアイ・ラウンド実施法

による改正により、上記パネルで指摘された問題点

は概ね改善されたものと考えられ、これはウルグア

イ・ラウンド交渉の成果と考えられる。

　もっとも、最終救済までの期間制限については撤

廃されたが、ITC 調査開始から 45日以内に最終

決定のための目標日を定めることとしており、その

運用において輸入産品に対し差別的な取り扱いが

なされるおそれがある。また、この措置について、

2000 年 1月12日、EUから二国間協議要請が提

出されており、我が国としても本措置の動向に引き

続き十分に注視していく必要がある。

　また、ITCは 2013 年 6月24日に調査の短期化

を目指ためのパイロットプログラムを導入した。同プ

ログラムにおいては、調査決定を100日以内に下す

とされ、そのスケジュールに基づき、調査の各段階

でタイムラインが設定されているが、本プログラムが

本格的に導入されているかは不明であり、今後の正

式導入等について注視していく必要がある。

政府調達

バイ・アメリカン関連法令
＜措置の概要＞

①連邦レベルでのバイ・アメリカン

主な連邦レベルにおけるバイ・アメリカン法を列挙

すると、次のとおりである。

（a）連邦バイ・アメリカン法

　連邦バイ・アメリカンの基本法である1933 年バイ・

アメリカン法は、原則として、連邦政府が物資の購

入契約又は公共建設の委託契約を締結する場合に、

米国製品の購入又は米国製資材の使用を連邦政府

に義務づけるものである（「米国製品」、「米国資材」

とは、米国産品の比率が50％以上であるものを言う。

また、米国製であるか否かは生産地によって判断さ

れ、生産者及びその所有者の国籍は無関係である）。

ただし、公共の利益に反する場合、米国製品価格

が外国製品より6％以上高く当該米国製品を調達す

ることが「不合理」とされる場合、当該製品が米国

内で入手不可能な場合等は、上記バイ・アメリカン

法の適用除外となると規定している。

　バイ・アメリカン法は、手続的な透明性は確保さ

れているものの、明示的な内外差別の規定を設け

ており、連邦政府の調達の基本政策として、国産

品優先の原則を掲げるものである。

　バイ・アメリカン法は、1979 年通商協定法により、

旧政府調達協定加入国に対しては内国民待遇が供

与されるよう修正されたほか、手続の透明性の確保

等の面でも協定との整合性が確保され、更にウルグ

アイ・ラウンド実施法により、大統領は、i）政府調

達協定参加国であり、ii）米国産品、米国企業に適

切な相互主義的調達機会を付与している国に対して

は、バイ・アメリカン法の適用を控えることができる

旨の修正規定が設けられている。しかし、協定未

加入国及び協定非対象分野においては、基本的に

変更されていない。

　2009 年 12月には、1933 年バイ・アメリカン法にお

ける米国産品の調達義務免除のための要件を厳格化
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する規定を含むバイ・アメリカン改善法案（H.R.4351）

が上下院に提出されたが、成立しなかった。

　以上の連邦レベルでの総則的なバイ・アメリカン

法に加えて、次の個別法令にも米国製品を優遇する

規定やバイ・アメリカン法の実施を確保するための

規定が存在する。

（b）連邦政府機関の予算関連法

　連邦政府機関の予算は、一般にそれぞれ個別の

予算充当法により歳出権限額が規定されているが、

それらにおいては外国製品及びサービスの政府調

達を制限する条項が散見される。例えば、2007年

度の予算関連法である国防省の国防歳出法（Public 

Law 109-289）は、同法に割り当てられた予算は、

支出内容がバイ・アメリカン法の規定に沿う場合の

み国防省が利用することができると規定するととも

に、予算を利用して物品を購入する場合、米国産の

製品が価格・性能面で優位であり、入手が容易で

ある場合、国防省は米国産の製品を購入するよう求

めている（SEC. 8036）（一方で、同法は米国と国防

物資の調達覚書を取り交わした国については、特定

の製品についてバイ・アメリカン法の適用を免除し

ている）。更に、国土安全保障省の国土安全保障

歳出法（Public Law 109-295）は、「同法に基づく

支出は、いかなるものであってもバイ・アメリカン法

に違反する形でなされてはならない」（SEC. 512）と

の規定を置いている。また、国防歳出法案（Public 

Law110-116）の 8026 条には、国防総省が管理す

る施設や設備においてカーボン・合金・鋼板を調達

する際には、米国・カナダで溶解し巻かれた製品の

みに限定すると規定しており、8029 条にはバイ・ア

メリカン法適用除外の細則が書かれている。

　2009 年 7月に下院に提案されたエネルギー・水

関連歳出法案（H.R.3183）には、「同歳出に基づく

乗用車の調達先はフォード、GM、クライスラーに限

定する」旨の条項が含まれていたが、成立に際して

同条項は削除された。

　2010 年末に上下院で可決され、成立した 2011年

国防省予算法（Public Law 111-383）にはソーラー

パネルの調達に関してバイ・アメリカン法の適用を

厳格化する規定が盛り込まれ、政府調達協定（GPA）

加盟国以外から国防省への販売を規制している。

　2013 年に 2014 年国防総省歳出法（Department 

of Defense Appropriations Act, 2014）が下院を

通過し、SEC8035 において、バイ・アメリカン法に

準拠した調達を求めている。他方で、防衛調達の

覚書を結んだ国に対しては、バイ・アメリカン法の

対象外としている。

（c）２１世紀における発展に向けた前進法（Moving 

Ahead for Progress in the 21st Century Act）

　本法においては、以下の 2 種類のバイ・アメリカ

ン規律が規定されている。

・連邦輸送局に関連するバイ・アメリカ条項

　連邦輸送局（Federal Transit Administration）

から鉄道車両を含む大量輸送機器の購入のため

の連邦資金を受ける上での条件として、その調達

において、米国製の鉄鋼、その他の産品のみを

対象とすべき旨規定。加えて、調達する車両・鉄

道車両の全部品コスト中、国産部品コストの占め

る割合が 60％以上であること（台車、モーター、

ブレーキ、エアコン、ドア、いすなどの全部品に

ついて、車両製造業者が下請け業者から購入す

る部品代金と、車両製造業者自身の製造コストの

合計の 6 割以上が米国製部品のコストであること

が必要）、車両の最終組立は米国内で行うこと等

を規定。

・連邦高速道路局に関連するバイ・アメリカ条項

　連邦高速道路局（Fe d e r a l  H i g hw a y 

Administration）から、高速道路計画のための

連邦資金を受ける上での条件として、その調達に

おいて、米国で生産された鉄鋼のみを対象とすべ

き旨規定している。
（注） 本法は、1991 年成立の複合陸上運輸効率法

（Intermodal Surface Transportation Efficiency 

Act of 1991）、1998 年成立の 21 世紀運輸公正

法（The Transportation Equity Act for the 21st 

Century）、2005 年成立の安全で責任のある柔軟か

つ効率的な交通標準化法（The Safe, Accountable, 

Flexible, Effi  cient Transportation Equity Act）を
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更に受け継ぐ法令として、2012 年 6月に成立。調達

関連条項に関しては、基本的に変更はない模様。

（d）鉄道旅客サービス法（Rail Passenger Service 

Act）

　連連邦政府予算から補助を得ている鉄道会社ア

ムトラック（Amtrak）が、100万ドル以上の産品を

購入する場合には、原則として米国製品を購入する

ことを義務づけている。

（e）米国再生・再投資法 (The American Recovery 

and Reinvestment Act)

　2009 年 2月17日に成立した米国再生・再投資法

には、同法に基づく公共建築物の建設・改築、修復

やその他の公共事業等に米国製の鉄鋼製品（all of 

the iron and steel）の使用に加え、公共事業で使

う製品（manufactured goods）にも米国製使用を

義務付けるバイ・アメリカン条項が含まれている。た

だし、公共の利益に反する場合、米国内で量・品質

において十分な製品が生産されていない場合、米国

製の使用によりプロジェクトの総コストが 25％以上

上昇する場合は、適用除外となると規定している。

　また、同法は、同法に基づく国土安全保障省に

よる衣料品・テント等の繊維製品（国家の安全保障

に直接関係するもの）の調達についても、米国製使

用を義務付けており、一定の条件に合う製品がない

場合等は適用除外となると規定している。

　ただし、いずれの条項にも「国際約束の下での米

国の義務に整合的な形で適用されなければならな

い。」との文言が入っている。2009 年 5月には、バイ・

アメリカ条項の運用に関する連邦調達規則が、また、

6月にはOMB（行政管理予算局）ガイダンスが公

表されたものの、いずれも暫定規則であり、最終版

は公表されていない。

　なお、2009 年 12月に下院を通過した雇用対策

法案（H.R.2847）には、米国再生・再投資法のバ

イ・アメリカ条項（「国際約束の下での米国の義務に

整合的な形で適用されなければならない。」との部

分を含む）を、同法案に基づく歳出に適用する旨の

規定がおかれている。

② 地方レベルでの政府調達上の問題点（バイ・ア

メリカン規律、バイ・ステイト規律等）

　州レベルの調達について、多くの州やその他の地

方政府レベルにおいては、以下のとおり、依然とし

て州内の企業の優遇を明文で規定する法令や制度

を維持している。

（a）カリフォルニア州：1999 年 8月に、州政府の資

金が用いられる5万ドル以上の公共工事において

米国産品又はカリフォルニア州産品を提供する者

との契約を義務づける法案が審議され、州議会

を通過した。この法案は、同年 9月に州知事が

拒否権を発動したため、最終的には成立しなかっ

たが、カリフォルニア州は、政府調達協定の適用

を受ける地方政府機関であることから、調達産品

について内国民待遇を約束している政府調達協定

に違反する可能性もあり得た事例である。更に、

2000 年 9月、カリフォルニア州議会において成立

した法律（SB 1888）においては、強制労働・囚

人労働・小児虐待労働等によって生産された外国

の資材・商品・サービスについて州政府調達から

排除することを目的として、納入事業者に対して強

制労働等により製品が生産されていないことにつ

いての挙証責任を課すものである。

（b）イリノイ州：州政府との契約において供給された

外国製の製品が、幼児労働により製造されたもの

でないことを明記する旨の規則が運用されている。

（c）オハイオ州：2011年 6月に成立した 2012 及

び 2013 年度予算法（HB131）において、交通機

関に陸上交通支援法（Surface Transportation 

Assistance Act of 1982）に基づいた米国製品

の優先購入の義務付けを行った。

（d）メリーランド州：公共団体は公益に反する等の

場合を除き、公共設備の建設またはそのメンテナ

ンス、公共の場に設置される製造機械及び設備

の購買において米国製を義務付ける、バイ・アメ

リカン法案（HB191）が議会を通過し、2013 年

10月より適用された。

（e）テキサス州：テキサス水規約（Texas Water 

Code）セクション17.183 により、テキサス水開
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発 委 員 会（Texas Water Development Board 

(TWDB)）による契約時に、量または質が担保で

ない、または 20％以上の価格差がない限りにお

いて、鉄鋼及び公共事業で使う製品を米国製と

することが 2013 年 9月より義務付けられた。

　これらの法令についても、対象調達額等によって

は、政府調達協定に違反する可能性があり、今後

の動向を注視していく必要がある。

＜国際ルール上の問題点＞

　連邦レベルでのバイ・アメリカン法は、原則的に

政府調達協定非加盟国や協定適用範囲外の調達を

対象としているため、協定に抵触しない可能性が高

い。しかし、本制度が自由な貿易取引に与える影

響は小さくないため、政府調達協定の適用範囲拡

大交渉等において、外国製品に対する差別的取扱

いの撤廃を求めていく必要がある。

　米国再生・再投資法に含まれるバイ・アメリカ条

項については、「国際約束の下での米国の義務に整

合的な形で適用されなければならない。」と定めら

れているとおり、同法の運用に当たっては、政府調

達協定との整合性を保つ観点からしかるべき対応

がなされるものと考えており、今後、国際約束の下

での義務や保護主義への対抗という国際的な取組

との関係で、米国が責任のある対応をとるよう、同

法の運用を注視していく考えである。

　また、州レベルでのバイ・アメリカ条項については、

政府調達協定において対象となる州は現在のところ

37州に限られ、残りの州等に協定の効力は及ばな

いものの、米国の政府調達の約 50％を占めると言

われる州等の政府調達が貿易に与える影響は、連

邦の政府調達に優るとも劣らない。したがって、こ

れら協定の対象外となっている州の政府調達の運用

及びそれが与える貿易上の影響についても継続的に

注視していく必要があろう。

＜最近の動き＞

　我が国は、2001年から始まった日米規制改革イ

ニシアティブにおいて、米国政府に対し、連邦・州

政府におけるバイ・アメリカン法を見直し、米国企

業と外国企業に平等な事業機会を確保するよう繰り

返し要望してきた。2008 年 10月に米国へ提出した

日本国政府の要望事項には、「安全で責任のある

柔軟かつ効率的な交通標準化法」の見直しについ

て掲載している。米国再生・再投資法については、

バイ・アメリカ条項は「国際約束の下での米国の義

務に整合的な形で適用されなければならない。」と

されているが、2009 年 2月及び 5月のWTO政府

調達委員会において同法の運用を注視していく旨表

明するとともに、同年春、日米規制改革イニシアティ

ブにおいて、政府調達における内外無差別の原則

の徹底や、本件を含む保護主義的措置の見直しに

ついて指摘を行った。また、同年 5月及び 6月には、

バイ・アメリカ条項の運用に関する連邦調達規則及

びOMBガイダンスに対するパブリックコメントを提

出し、より内外差別的でない運用を担保する内容と

することや、今後、他の法令に新たにバイ・アメリ

カ条項が導入されることがないよう要求した。その

後も、我が国は対米TPRMで本件を議題・質問と

して取り上げるなどして、引き続きバイ・アメリカン

法の運用を注視している。

　また、2015 年 1月には、ニュージャージー州（同

州は政府調達協定の対象ではない）が、州政府の

全ての調達契約において、米国内で製造された製

品の使用を義務付ける法案を可決したが、同年 2

月に、同州知事が拒否権を行使した。このような動

きが連邦レベル、他州へと広がらないよう、引き続

きの働きかけを要する。

一方的措置・域外適用

1．米国通商法 301 条関連
　米国は、従来から外国の不公正な貿易政策・慣

行等に対する制裁措置の根拠規定として、1974 年

通商法 301条を有していたが、1988 年包括通商競

争力法では、同条項を改正し、制裁措置をより簡単

に採用できるようにするとともに、行政当局の裁量
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の幅を一層狭めた手続を導入し（スーパー301条）、

かつ一定の分野に関して、より迅速な特別手続を新

設した（知的財産に関するスペシャル301条）。

　また、電気通信貿易分野での制裁措置に関し、

電気通信条項（1988 年包括通商競争力法第 1371

～ 1382 条、「1988 年電気通信貿易法」）を設ける

とともに、政府調達分野において従来のバイ・アメ

リカン法を改正し、政府調達に関する差別的取扱

いに対する制裁措置の手続を新たに規定した。

　更に、1994年のウルグアイ・ラウンド実施法で、スー

パー301条は 1995 年限りの時限立法として法律化

された（1995 年 9月に同条を2 年間延長する大統

領行政命令が発出されたが、現在、同条は失効状

態にある）。

　以下、条項ごとにその具体的な内容及び最近の動

向について概観する。

（1）1974 年通商法 301 条（1988 年包
括通商競争力法第 1301 条による修
正後の手続）及びその他の関連条項

＜措置の概要＞

　1974 年通商法 301条及びその他の関連条項は、

外国の通商協定違反及び不当な慣行、不合理な慣

行、差別的な慣行を対象として、調査に基づき、一

定の措置を講じる権限をUSTR（通商代表部）に

対して与えている。

　1988年の修正により、従来は大統領の権限であっ

たクロ認定及び制裁措置発動の決定権限が USTR

に委譲されたため、他の政治問題から切り離して制

裁措置を発動することが容易になった。また、制裁

措置の発動が義務とされるカテゴリーが設けられ、

USTRの裁量も狭められた。

　更に、1994 年のウルグアイ・ラウンド実施法によ

る修正により、とり得る制裁措置の範囲及びその内

容が、「モノ及びサービスの貿易、又は当該外国と

の関係におけるその他の分野において、大統領の

権限の範囲内のいかなる措置」と規定されるととも

に、発動要件の1つとしての「不合理な行為、政策

及び慣行」について解釈規定が追加され、知的財

産権侵害行為及び競争制限的行為に対する発動の

要件が補充された。これにより、同条項の問題点

が更に明確化された感がある。

〔調査手続〕

　USTRは、（i）利害関係者の申立又は職権により

当該行為についての調査を開始し、（ii）調査開始と

同時に当該対象国とGATT等の国際規範に規定さ

れた協議を行い、（iii）調査開始後一定の期間内（通

商協定違反の場合は紛争解決手続終了時点から30

日又は調査開始から18か月のいずれか早い方、そ

の他の場合は調査開始から12 か月以内）に制裁措

置の対象となる行為の存否及び採るべき措置の内

容を決定し、（iv）措置の決定後原則として 30日以

内（180日の延期可能）に同措置を実施する。

〔制裁措置の理由〕

1）制裁措置の発動が義務的とされる場合（301 条

（a））

　外国政府の措置や政策が、GATTその他の通商

協定に違反し、米国の利益が否定されている場合、

又は米国の商業に負担若しくは制限となるような不

正な（unjustifi able）ものである場合、USTRは、

原則として措置を発動しなければならない。

2）制裁措置の発動が裁量的とされる場合（301 条

（b））

　外国政府の措置や政策が不合理（unreasonable）

又は差別的（discriminatory）なものであって、か

つ米国の商業に負担又は制限となる場合には、

USTRは制裁措置を発動することができる。ただ

し、「不合理」な外国政府の措置について、明確な

定義は置かれておらず、「ある行為、政策、慣行は、

それらが必ずしも合衆国の国際法上の権利の侵害、

不遵守に至らなくても、不公正かつ不衡平であれば

不合理である」とのみ規定されている。

　その後は例示的に、外国政府による「企業設立

機会の拒否」「知的財産権の保護の拒否」「市場機

会の拒否」「輸出ターゲティング」「労働者の権利拒

否」等が挙げられているにとどまる。特に、私企
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業による組織的反競争的活動に対する政府の黙認

（toleration）が市場機会の拒否の例として挙げられ

ているが、これは当該外国政府の「不作為」まで

問題とするものであり、恣意的な運用につながるお

それが強いと言える。

＜国際ルール上の問題点＞

　1998 年 11月、EUは米国通商法 301条に基づく

一連の手続は、USTRの調査開始後 18 か月以内

に制裁発動を決定しなくてはならない旨（304 条）

定めているため、WTOパネルの判断を経ずに米国

政府による一方的制裁発動を許す余地があるとして

米国に対し協議を要請、協議はまとまらず 1999 年

3月にはパネルが設置され、我が国はEU側に立っ

て第三国参加を行った。2000 年 1月の紛争解決機

関（DSB）会合にて、米国通商法 301条パネルのパ

ネル報告書は採択された。

　パネルは、①米国通商法 304 条その他は、文言

からはWTO協定違反のように見えるが、②米大統

領が作成した同通商法に関する解釈指針や米国政

府の声明を併せ読むと同通商法をWTOに違反し

ない形で運用するよう指示されているので、通商法

301条関連手続はWTO協定違反とは言えない、と

している。このパネル判断は、米国がパネル会合に

おいて行った声明を将来にわたり遵守することが前

提となっている以上、今後の米国の声明どおりの履

行を期待し、引き続き注視していく必要がある。また、

パネルは上記解釈指針や声明の履行といった行政

府の自制措置がなければ通商法 301条はWTO協

定違反との指摘をしているわけであり、この点につ

き米国は重大な警告として受けとめるべきである。

　なお、直接的には 301条の規定に含まれないが、

301条の趣旨と手続論の下に策定されたスペシャ

ル 301条、電気通信条項、及び政府調達制裁条

項タイトルVII についても、米国はその運用につき

WTO協定整合的に運用しなければならない。こ

れらの点についても、米国の動向につき、今後も注

視していく必要がある。

　なお、調査開始までの手続を自動化するなど、

通常の 301条の手続よりも硬直性及び一方的性格

の強かったスーパー301条は、2002 年には失効し

たが、今後同様の法律が成立される可能性もあり、

動向を注視していく必要がある。

＜最近の動き＞

　米国の貿易政策年次報告によれば、301条に基づ

き調査が開始された件数は121件（スーパー301条

又はスペシャル301条により開始されたものを含む）

で、全調査開始案件のうち、11件が制裁措置発動

にまで至っている。制裁措置の内容は主として関税

引き上げであるが、輸入制限の例（スペイン、ポルト

ガルのEU加盟に伴うEUによる輸入制限）も存在

する。なお、WTO発足（1995 年）以降、301条の

みを根拠とする制裁措置の発動は行われていない。

　なお、最近 301条に基づき調査が開始された事

例は、図表Ⅰ‐3‐8のとおりである。

EU 1985 12
1987 7

9
11
12

1989 1

2
1996 5

6

EU 1988

EU GATT 23
EU 1

EU
8 100

EU 100
EU

TBT
EU

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 8＞　最近の主な通商法 301 条に基づく調査開始事例 
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2005 2
2008
2008 10
2009 1

2009 5

2012 8
2013 8

2013 10

EU
EU

1999 7
1999 7

2009 5 23
EU MOU

EU 20,000

2009 5 23

MOU
EU 45,000

2

MOU 2
EU 2015 8

EU MOU

1994 10 1
1995 5 10 WTO 22
6 28

EU 1994 10 17
1995 9 27

EU
WTO

1995 9 27
1995 9 28
1996 5 8
1997 5
1997 9 25
1998 12 21
1999 4 19
2001 4
2001 7 1

EU GATT 23

EU
DSB
EU EU
EU

EU

1995 1 9 EU
EU

EU WTO
EU

1996 1 6 1 9

1996 1 10

1994 11 22

1995 5 3
1995 7

GATT 22

7
1997 5

6
1998 2

5

1999 7

EU

EU 13

DSB
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USTR
1996 2 7

1996 3 7
USTR

EU 1995 10 24

1995 11 30

EU

EU 24 6 12 4
EU USTR
EU

1995 7 2
1996 6 13

1996 10 16
1998 3 31
1998 4 22

GATT 23 GATS 23
1960 3

1996 3 11

1996 3 18 GATT 22 1997 3
1997 6

1997 9 11

1996 6 12
1996 6 25

1997 7 17

GATT 22

WTO

EU 1997 3 8

1997 6 6

EU

EU
WTO

1997 10 7

GATT 23 19
1997 11 18
1998 10 27
1998 11 24
1999 2 22
1999 3 19
1999 12 31

1997 10 8

1998 3 25
1998 5 17
1998 7 15
1999 10 13
1999 10 27

GATT 22

1995 7 20 WTO

1995 2 6

1995 6

TV
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（2）スペシャル 301 条（1988 年包括
通商競争力法第 1303 条によって改
正された 1974 年通商法 182 条）

＜措置の概要＞

　スペシャル 301条に基づきは、USTRは貿易障

壁年次報告書の提出後 30日以内に提出する報告

書において、知的財産の十分かつ効果的な保護を

否定する国、又は知的財産に依拠した米国人の公

正かつ公平な市場アクセスを否定する国を「優先国」

として指定し、調査及び当該「優先国」との協議を

開始し、協議不調の場合には対抗措置としての制

裁手続が進められる。

　通常の 301条手続では 12 か月、協定違反事件

の場合は同協定に規定される紛争解決期限後30日

又は 18 か月の調査期間が規定されているのに対し

て、それぞれを 6か月（複雑な場合は 3か月の延長

が可能）とする迅速な手続を規定している点に、ス

ペシャル301条の特徴があった。

　1994 年のウルグアイ・ラウンド実施法による改正

により、TRIPS 協定に関する事項については、調

査期間を従来の 6か月から通常の 301条手続と同

様の18か月とした（TRIPS 協定に関しない事項に

ついての調査期間は従来どおり6か月）。

＜国際ルール上の問題点＞

　米国は、ある国が TRIPS 協定を遵守している場

合であっても、TRIPS 協定対象外の分野で米国の

知的財産権を侵害しているときには、今後とも優先

国として指定していくとしている（協定の水準を超え

る保護の要求等）。これは、「協定対象外の事項に

ついては、WTO 紛争解決手続によらない一方的

制裁措置も可能である」とする米国の立場を反映し

たものであるが、その問題点は先に指摘したとおり

である。

1998 5 8
1998 11 25
2000 1 28
2000 2 24

1999 4 29  Border Waters Coalition Against Discrimination

USTR 1999
11 5 301 306

2000 10 23
2002 12 17
2003 3 31

GATT 22

CD
2001 3 12
2001 12 20 7,500

2010 10 15
2010 12 22

USW

2013 5 30
2013 9 10
2013 11 29
2014 2 28

3
2014 3

EU 1997 10 8 EU
GATT 22 19

1998 5 15
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＜最近の動き＞

　2014 年 4月にUSTRより公表された「2014 年ス

ペシャル301条報告書」によると、10カ国を「優先

監視国」、27カ国を「監視国」、2カ国を「306 条監

視国」に指定した。2013 年、ウクライナが「優先国」

に指定されていたが、現下の政治情勢に鑑み、対

応は見送られている。2014 年の報告書においては、

2013 年に監視国リストにあったイスラエル、イタリア、

フィリピンの3カ国が除外されている。

（3）電気通信条項（1988 年包括通商
競争力法第 1371 ～ 1382 条、「1988
年電気通信貿易法」）

＜措置の概要＞

　電気通信条項は、大きく2つの部分からなる。

　第 1は、強制的な制裁を背景とした交渉である。

USTRは、米国の電気通信機器及びサ－ビスにとっ

て「相互に有益な市場機会」を否定する国を調査し

て「優先国」として指定し、大統領は、USTRの

指定後、二国間又は多国間協定を締結するために

当該国との交渉を開始しなければならない。仮に一

定期間内（本法の制定日から18か月、追加的指定

の場合は指定日から1年）に協定が締結できなかっ

た場合は、大統領は、電気通信機器の輸入や政府

調達に関する米国の義務の撤回等の様々な措置を

採ることができる。

　第 2は、「通商協定実施状況レビュー」である。

USTRは、電気通信に関する米国と外国との通商

協定が遵守されているかどうかを検討し、遵守され

ていないと決定した場合、301条の強制的措置の

発動要件が満たされたものとみなして制裁措置を採

ることができる。前出のスペシャル 301条が通常の

301条の調査開始に関連づけて発動されるのに対

し、電気通信条項では新たに調査を行うことなく、

直ちに 301条自体のクロ決定があったものとみなさ

れる点が特徴的である。

＜国際ルール上の問題点＞

　電気通信条項の適用分野が WTO 協定の対象

外である場合においても、当該制裁措置の内容が

WTO協定に反しているときは、既述のとおり当該

適用はWTO協定違反となる（電気通信条項は米

国通商法 301条と同様の手続を採用しているが、

上記（1）1974 年通商法 301条の＜国際ルール上の

問題点＞に記載のとおり、米国通商法 304 条は、

WTOパネルの判断を経ずに一方的制裁発動を許す

余地があるため、米大統領による解釈指針や米国

政府のステートメントなどWTO整合的な運用を担

保する行政府の自制措置がなければ、WTO協定

違反を構成する）。

　

＜最近の動き＞

　2014 年 4月にUSTRより公表された、「1988 年

包括通商協力法第 1377条に基づく電気通信通商協

定実施状況レビュー報告書」によれば、USTRは

主要な問題として以下の点を挙げている。
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（4）政府調達制裁条項（タイトルⅦ）
（1988 年包括通商競争力法第 7003
条によって修正された連邦バイ・ア
メリカン法）

＜措置の概要＞

　本条項は、大統領は1990年から1996年までの間、

毎年議会に対して、政府調達において諸外国が米

国産品又はサービスに対して行っている差別的取扱

いに関する報告書を提出し、USTRはそれに基づき

直ちに協議を開始する旨規定し、その後、1999 年

に発令された大統領令13116 号により、1999 年か

ら2001年にも報告書を提出するよう定めた。

　具体的には、協議開始後 60日以内に報告書に

掲げられた問題の措置が撤廃されない場合は、そ

れが政府調達争解決手続を開始し、18か月以内に

紛争が解決しない場合には必要な制裁措置（調達

禁止措置）をとり、その他の差別的調達慣行につ

いては、二国間協議を行い、協議開始後 60日以内

に撤廃されない場合は必要な制裁措置（調達禁止

措置）をとるものとされている。

　なお、米国は日米包括協議の中で政府調達を優

先 3分野の1つに掲げる一方、1994 年 7月には日

本の通信及び医療技術の調達を差別的と認定した。

しかし、その後両国間で協議を行った結果、1994

年 9月末の制裁発動期限前に合意が成立し、制裁

措置の発動には至らなかった。

　なお、2001年 4月 30日の発表では、差別的政

府調達慣行の指定はなかったが、監視対象であり、

当該国政府と協議中である事項として、日本の公共

事業、台湾の差別的政府調達慣行と手続上の障害、

カナダの州政府の調達慣行、ドイツ政府の「保護条

項」の 4点が指摘された。

　タイトルⅦは 1996 年に終了し、その後、1999 年

に発令された大統領令に基づき提出された 2001年

の報告書の発表以降、新たな報告書は発表されて

いないが、米国政府がWTO協定に整合的な運用

を行うよう、今後とも注視していく必要がある。

　

＜国際ルール上の問題点＞

　18か月以内に紛争が解決しない場合等の制裁措

置については、DSU23 条が禁止している一方的措

置に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

（5）報復措置における対象品目改訂に
関するカルーセル条項

＜措置の概要＞

　2000 年 5月に成立した貿易開発法（Trade and 

Development Act of 2000）は、WTOパネルで勧

告されたケースにつき実施が果たされていない場合

に、制裁を効率化させることを目的として、あたか

も回転木馬（carrousel）のごとく、USTRに貿易制

裁対象品目を180日ごとに入れ替えることを義務づ

けるカルーセル条項を含む。EU敗訴ケース（ホルモ

ン牛肉、バナナケース）の実施が速やかに行われな

いことに対し、制裁の効果を上げて実施圧力を高

めることを目的とする。

1996 4
7

10
90

301

1999 4
6

2000 6

＜図表Ⅰ‐ 3‐ 9＞　これまでタイトルⅦに基づき差別的と認定された事例
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＜国際ルール上の問題点＞

　本件は、制裁対象品目を定期的に入れ替えるこ

とにより、制裁承認時に想定されていた義務の停止

の程度を越えた貿易制裁効果が生じる可能性があ

り適切でない。係る措置は、DSU第 22 条 4 項（制

裁の同等性）を含むWTO諸条項に抵触する可能

性がある。本条項による制裁品目の入れ替えは未だ

行われていないが、DSUの非整合的に運用されな

いよう、実際の運用を注視していく｡

＜最近の動き＞

　EUは 2000 年 6月に協議要請（22条協議）を行

い、日本も第三国参加を要請したが、米国により参

加は拒絶された。本件においては、参加が認められ

た国と認められなかった国に関する差別的な扱いを

行っており、米国に対して抗議の書簡を送付している。

2．その他
　米国の国内法には、米国の対外通商政策や安全

保障政策上の理由により、米国外の自然人・法人に

対して制裁措置を適用することを定めている法律が

幾つか存在する。これらの法律の中には、例えば、

制裁対象国への投資を行った外国企業に対して罰

則を定めるなど、直接投資等による事業活動への

障害となっているものが多い。これらは第 II 部第

14 章で定義する「一方的措置」の問題ではないが、

多くのWTO協定上の問題をはらむとともに、外国

企業に対しても自国が設定した「ルール」に基づき

違法性を判断し、自国法を適用しようとする点で類

似する問題点を有している。ここでは、法律の内容

を整理するとともに、各法律に規定されている個々

の措置が含むWTO協定上及び国際法上の問題点

について検討する。

（1）ヘルムズ・バートン法（Cuban 
Liberty and Democratic Solidarity 
（LIBERTAD） Act of 1996）
＜措置の概要＞

　1959 年のキューバ革命以後、米国はキューバに対

して貿易制限措置をとっており、1992 年にはキュー

バ民主主義法（トリチェリ法）により制裁を強化し

ていた。その後、米国民間小型機がキューバ軍機

により撃墜されたことを契機として 1996 年 3月に発

効したのが本法である。本法は、第 I章で、既存

のキューバ制裁関連法令に言及する形で、キューバ

に対する間接金融の禁止（103 条）、特定のキュー

バ製品の輸入に関する制限（110 条）等を定めるほ

かに、以下のような規定を有している。

〔第Ⅲ章関連〕

　1959 年以後にキューバ政府に接収された資産の

「取引（traffi  cking）」を行った者は、本章発効の日か

ら3か月経過した後は、その資産に対する損害賠償

請求権を有する米国民に対して責任を負うものとされ

る。請求訴訟は米国の国内裁判所が管轄権を有する。

〔第Ⅳ章関連〕

　米国人の資産を接収した外国人又は接収財産の

「取引」に関与する外国人の米国入国査証発給の

拒否及び入国の制限を定める。

　第Ⅲ章については 1996 年 8月の発効後、歴代政

権下において訴訟開始が可能となる時期を半年ごと

に延長され続けており、訴訟が可能となった時期は

存在しない。

　他方、第Ⅳ章に関しては、カナダの鉱物資源会社

やメキシコの電話会社が実際に適用を受けている。

＜国際ルール上の問題点＞

　ヘルムズ・バートン法は、同法に基づく貿易制限、

ビザ発給拒否、米国からの外国人追放がGATTや

GATSに違反しうるとのWTO協定上の問題点も存

在するが、同時に米国の国内法を第三国の企業にも

適用しようとするものであり、その具体的な適用の仕

方によっては国際法上許容されない過度な域外適用

になりえる。米国は国際法との整合性を確保しつつ

これらの制裁法を慎重に運用すべきであり、特に、

第三国の企業に対するこれらの制裁法の安易な適用

は差し控えるべきである。我が国をはじめ各国は、

本法が特に米国外の企業をも対象としている点につ

いて、強く懸念を表明してきた。更に、EUは、域内
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の自然人・法人に対して第三国の措置に従うことを禁

止した規則を1996 年 11月に発効させ、これに引き

続いてカナダ、メキシコも各々対抗立法を制定した。

　WTOの場では、EUが 1996 年 5月にヘルムズ・

バートン法に対して協議要請を行い、協議による解

決が得られなかったのを受けて、1996 年 11月にパ

ネル設置が決定された。1997年 4月、米国政府が

第Ⅳ章についても大統領に延長権限を付与すべく議

会に求めていることと引き替えに、EUはWTOの

パネル手続の停止を申請する旨合意し、その後、何

の進展もなく、1998 年 4月にパネルは消滅した。

＜最近の動き＞

　米国政府は 2009 年 4月13日に、キューバ制裁

緩和策を表明した。制裁緩和策の内容は、①在米

キューバ人の渡航制限撤廃、②在米キューバ人の送

金規制撤廃、③両国の家族間の情報通信促進措置

の導入、④人道支援目的の対キューバ輸出許可品目

の拡大（例：衣類、衛生関連品目など）。2009 年 9

月3日には、規制緩和策の実施を正式に発表し、4

月時点に表明した政策を具体化した。

　さらに、米国政府は 2015 年 1月15日、キューバ

制裁緩和策を表明。制裁緩和の内容は、渡航制限

の緩和、旅行、保険、金融分野等における規制の

撤廃、キューバ国民の支援を目的とした輸出又は再

輸出の制限の撤廃などである。

　日本は、2008 年に日米規制改革イニシアティブの

一環として日米で要望書を交換した際、「WTO協定

を含む国際法との整合性を確保しつつ慎重に運用す

るよう求める」旨を米国政府に対して要望している。

（2）ミャンマー制裁法
（第Ⅱ部第 14 章「政府調達」3．主要ケース参照）

（3）包括的イラン制裁法及び国防授権
法におけるイラン制裁条項

＜措置の概要＞

　2009 年に P5＋1（国連安保理常任理事国＋独）

がイランと核問題につき交渉するも、全く進展がな

く、2010 年 6月には安保理決議に至った。また、

これまでのイラン制裁法は、具体的対象につき実際

に発動されたことがないため、イラン制裁法の内容

強化及び大統領への発動義務づけが必要との気運

が米議会内で高まった。このような状況の中、2006

年成立のイラン制裁法を強化する法案として、包括

的イラン制裁法（CISADA）が 2010 年 6月両院で

可決され、7月にはオバマ大統領が署名した（以降、

数次にわたり制裁対象先の追加等の修正が行われ

ている）。また、2011年 12月 31日には、イランへ

の追加制裁措置に関する条項が追加された米国国

防授権法修正法案が両院での可決とオバマ大統領

による署名を経て施行された。

　CISADAでは、石油・石油精製分野に関して、

イランの石油資源生産等に寄与する2,000 万ドル以

上の投資を行ったと大統領が判断する者（国内・国

外の双方）及び一定の要件（※1）に該当する者を

対象として、9 種類の制裁メニュー（※ 2）から 3

つ以上を課すこととされた。

　また、金融分野では、米国銀行に対し、一定の

要件（※ 3）に該当する外国金融機関との金融取引

（コルレス契約の締結・維持）を禁止、又は厳格な

条件を課すこととしている。

　2011年 12月に成立した2012 年国防授権法におけ

るイラン制裁条項では、一定の場合を除き、イラン

中央銀行を含む米財務省が指定するイラン金融機関

と相当の取引を行った外国金融機関に対し、米国で

の銀行間決済を禁止することとしている。また、原油

取引に関する金融取引を行った外国金融機関につい

ても、制裁対象とされている（ただし、イラン産原油

の購入を相当程度削減している国に対して、一定期

間、制裁の例外とする規定が存在しており、我が国

は 2012 年 3月と9月、2013 年 3月と9月の計4回、

米国政府から、例外措置を適用された。なお、2014

年 1月20日からの制裁緩和措置のなかで、原油取引

に関して、「アメリカ政府は現在イランから原油を輸入

している国に対して、現状を上回る量を輸入しない限

り、制裁措置を行わない」との文言が盛り込まれた。）。

　2012 年 8月には、イラン脅威削減及びシリア人
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権法が成立し、イラン中央銀行との間で認められる

金融取引が「二国間の財・サービス貿易のためのもの」

に限定するとともに、CISADAで定められていた制

裁メニュー項目が追加（※4）される等の措置がと

られた。また同月、イラン制裁に係る大統領令が成

立し、イランの石油化学製品の購入及び生産拡大に

資する財、サービスの提供を行う者への制裁措置

等を追加した。

　また、2013 年 1月に成立、2013 年 7月に施行し

た2013年国防授権法におけるイラン制裁条項では、

特定分野（原油と天然ガスを除くエネルギー全般、

港湾、船舶運送、造船）に係る財・サービスの販売・

提供等を行う者への制裁、特定の原材料（アルミ、

鉄鋼等）に関する取引を行う者への制裁措置を追

加し、更なる対イラン経済制裁を実施している。

（※1）①イランの石油精製品の生産に貢献する製品・

サービス・技術・情報・支援をイランに対して提供す

る者、②イランに対して石油精製品を輸出した者、③

イランの石油精製輸入に貢献する製品・サービス・技

術・情報・支援をイランに対して提供する者。

（※ 2）①米国輸出入銀行の支援、②米国当局による輸

出許可発行の禁止、③米国金融機関による融資の禁

止、④米国債引き受け等の禁止、⑤政府調達の禁止、

⑥制裁対象者からの輸入制限、⑦米国内における外

国通貨へのアクセス禁止、⑧米国銀行システムへのア

クセスの禁止、⑨米国内における不動産取引の禁止。

（①～⑥は従来のイラン制裁法の内容を継承。）

（※ 3）①イランの核開発・テロ活動を支援する機関、

②国連安保理決議にて制裁措置対象になっている機

関、③イラン革命防衛隊及び関連団体、④資産凍結

対象となっている金融機関、のいずれかとの取引関

係があること。

（※4）①米国人による制裁対象者への投資、株又は債

権購入の禁止、②制裁対象者に対する査証発給禁止、

③大統領による制裁対象者の役員等に対する制裁の

適用

＜国際ルール上の問題点＞

　両法における制裁措置は、海外企業の貿易・金

融取引を直接的に制限する効果を生じることから、

国際法上許容される範囲を超えた過度な立法管轄

権の行使となるおそれがある。

　また、制裁措置のうち、②米国当局による制裁

対象者向けの輸出許可発行の禁止及び⑥制限対象

者からの輸入制限は、輸入に対する「関税その他の

課徴金以外の禁止又は制限」に該当し、GATT11

条1項に抵触する可能性があるため、GATT21条（安

全保障例外）等に該当しない限り、GATT違反と

される可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 6月、大統領令13645が発表され、イラ

ンの自動車生産に資する財・サービスを相当程度販

売・供給または移転を禁止することとされた。また、

外国金融機関による相当程度のリアル建資金の売

買・保有またはイラン国外でのリアル建口座の保持

が禁止された。

　一方、対米関係改善を公約に掲げる大統領の就任

（2013 年 8月）後、イランとP5＋1との核問題に

関する協議が進捗し、2013 年 11月 24日、問題の

包括的解決に向けた「共同作業計画」（Joint Plan 

of Action）が合意され、イラン側が核問題への対

応を進めることを前提に、2014 年 1月20日から同

年 7月20日までの 6ヶ月間において、以下の措置

を含む制裁の緩和措置が講じられた。

① イラン産原油輸入量を現在の相当程度削減した

水準で維持。

② 金・貴金属、石油化学分野、自動車分野での禁

輸措置の停止。

 また、その後の継続的な協議を通じて、イラン側

に核問題への対応が見られるとして、制裁緩和期

限は 2014 年 7月 20 日から、2014 年 11 月 24日、

2015 年 6月末日までと2度延長されている。

（4）再輸出管理制度
＜措置の概要＞

　米国の再輸出管理制度は、特定の物品が米国か

ら輸出された後、第三国に再輸出される場合に米国
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の規制が及ぶという制度である。仮に日本からの輸

出であっても、例えば①米国原産品目（貨物、ソフト

ウェア、技術）、②米国原産品目が一定レベルを超え

て含まれる製品（組込品）、③米国原産の技術、ソ

フトを使用して製造された特定の直接製品、④米国

の直接製品を主要部分とするプラントで製造された製

品を輸出する場合は、米国政府の許可が必要とされ

る。こうした米国政府による規制は、輸出管理に関

する各種国際合意を遵守している日本政府による輸

出管理手続を経た輸出についても適用されている。

　我が国を含め、輸出管理に関する各種国際レジー

ムに参加し十分に実効的な輸出管理を実施している

国からの輸出について、こうした二重の規制を課す

事は不要である。加えて、米国の輸出者が輸入者（再

輸出者）に対して米国からの輸出品目に関する十分

な情報（輸出管理品目番号（ECCN）等）を提供す

ることが義務づけられていないため、輸入者（再輸

出者）による品目の特定や規制の該非判断が困難

となり、適切な輸出管理のためのプロセスが阻害さ

れる懸念がある。

＜国際ルール上の問題点＞

　米国の再輸出管理制度は、米国の各種法規の中

でも、非常に広範に、国際法上許容されない国内

法の過度な域外適用がなされるおそれがある。

＜最近の動き＞

　我が国は、2001年から開催されている日米規制

改革及び競争政策イニシアティブ（以下、日米規制

改革イニシアティブ）等の場において本件を取り上

げ、米国国内法の過度な域外適用のおそれについ

て指摘するとともに、輸出管理に関する各種国際レ

ジームに参加し十分に実効的な輸出管理を実施して

いる我が国からの輸出について、米国再輸出管理

の適用除外とするよう、求めてきた。また、適用除

外が実現するまでの当面の措置として、①米国の制

度に関する日本語のホームページ開設および在日米

国大使館への相談窓口の設置、②米国の輸出者か

ら我が国企業への十分な製品情報提供の義務化を

要望してきた。

　この結果、2003 年には米国再輸出管理制度の

概要が日本語で商務省のウェブサイトに掲載され、

米国輸出管理セミナーが東京で開催される等、米

国の制度に関する理解を深めるための措置が米

国政府によって講じられた。また、同年 11月に

は、輸出者が規制品目分類番号（ECCN）等の品

目情報を輸出先に提供すべきである旨を盛り込ん

だ“Best Practices for Transit, Transshipment, 

and Reexport of Items Subject to the Export 

Administration Regulations（ 以 下、“Best 

Practices”）”が作成された。なお、引き続き運用

の変更は見受けられないが、2014 年 1月に商務省

産業安全保障局（BIS）が公開した文書によると、

「“Best Practices”に基づき、米国の輸出者は海

外輸入者に対して、輸送前に輸出物のECCNを海

外の顧客に送付、各国の輸入許可証のコピーを取得

することを、BIS は推奨する」との立場を示してい

る。また、BIS は、SNAP-R（Simplifi ed Network 

Application Redesign ）システムをオンラインで提

供しており、再輸出時の申請や品目分類等のチェッ

クが可能となっている。

　しかしながら、この“Best Practices”には法的

拘束力がなく、米国からの輸出品目に関する情報を

輸入者（再輸出者）が入手する上での問題を根本的

に解決するものとはなっていなかったため、我が国

は、改めて日米規制改革イニシアティブの場におい

て、2006 年、2007年、2008 年と、上記要望を盛

り込んだ同イニシアティブ対米要望書を米国政府に

手交した。また、2011年に行われた日米経済調和

対話においても同旨の要望を行った。

　2011年 6月には、米国の輸出管理制度改革イ

ニシアティブの一環として、米国輸出管理規則に

新たな許可例外として戦略的貿易許可（Strategic 

Trade Authorization：STA）が追加された。ここ

では、STA 適用の要件として、米国の輸出者が荷

受人に各品目の規制品目分類番号（ECCN）を提

供することが義務づけられている。今後、STAに

よる許可例外以外の品目についても品目情報の十分
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な提供が義務化されるよう、引き続き協議を行って

いく必要がある。

　制度に関する周知については、在米大使館商務部

はBISと共同で、日本国内での定期的な説明会・質

問会を開いており、直近では2014 年 4月23及び 24

日に東京にて関連制度の説明や質問対応が行われた。

（5）外国口座税務コンプライアンス法
（Foreign Account Tax Compliance 
Act: FATCA）

＜措置の概要＞

（1）FATCAは、米国追加雇用対策法（Hiring 

Incentives to Restore Employment Act）の一部

として、米国納税者が資産を海外に移転すること

による脱税の防止をその主な目的として、2010 年

3月18日に署名され、成立（2013 年 1月1日施

行）したものであり、13の規則により構成されて

いる。このうち特に、特定外国口座に関する報告

義務を定めた規則は、米国内国歳入法（Internal 

Revenue Code）に、別途、新たな章となる「第

四章　特定の外国口座に関する報告が必要とな

る税」（Chapter 4: Taxes to Enforce Reporting 

on Certain Foreign Account）を加え、外国金

融機関（下記参照）への一部支払いを新たな源泉

徴収対象に追加することなどを主な内容とする。

（2）上記新設第四章は、別途定義される外国金融

機 関（Foreign Financial Institutions、「FFI」。

米国内国歳入法 1471条（d）（5）参照）に対す

る米国源泉の利子、配当、賃貸料等及び米国源

泉の利子又は配当を生み出す資産の売却・処分

に伴うグロスの支払い等について、それが自己勘

定の取引によるものか否かを問わずすべてを源泉

徴収の対象とし、「米国財務省が定める一定の要

件」を満たさない限り、30%の源泉徴収税率を適

用することとしている。租税条約に基づいて還付

を求めることができる可能性もあるが、還付を受

けるまでの間資金を固定され、またその間の利子

が付されないなどの取扱いがなされている。FFI

に対する源泉徴収税について「米国財務省が定

める一定の要件」とは、当該 FFI が一定の事項

を含むFFI 契約を米国財務省と締結することで

あるとされる。主要な事項を挙げれば、①当該

FFI 及び定義された拡大関連者グループ内の口

座保有者の口座について米国人口座（米国市民、

米国居住者、米国法人等の「特定米国人」の金

融口座、または米国人が（議決権の10%以上を

保有するなど）実質的に所有する外国事業体の

金融口座。米国内国歳入法 1471条（d）（1）参照）

か否かを特定するために、米国財務省が定める

デューディリジェンス手続及び検証を行う、②米

国人口座に関する情報を年に一度米国内国歳入

庁に報告する、③米国人口座の情報を開示する

ことが法律で禁じられている場合には、顧客から

情報開示の禁止を解除するように求め、解除でき

ない場合には、米国人口座を閉鎖する、等である。

（3）さらに、米国人口座か否かを特定する資料提

供に応じない非協力的口座保有者及び FFI 契約

を締結していないFFI（「不参加 FFI」）に対する

「パススルー支払い」（源泉徴収対象となる支払い）

について契約を締結するFFI が 30%の源泉徴収

を行うこともFFI契約の内容とされている。また、

米国財務省・内国歳入庁が発表したNoticeにお

いて、かかるパススルー支払いであることの立証

の困難性から、当該 FFIの米国資産が全体の資

産に占める割合を米国源泉の利子等の所得に乗

じることによってパススルー支払いの額を決定す

るものとされ、すなわち、当該 FFI が対象の受

取人の勘定以外（自己勘定を含む）で行っている

投資を区別することなく、米国源泉の利子等の所

得の一部が当該受取人に対して支払われたとみ

なす扱いとされた。

（FATCA制定に至った背景及び全国銀行協会の意

見書については、2013 年版不公正貿易報告書 162

ページ（4）～（6）参照。）

＜国際ルール上の問題点＞

　FATCAは、米国政府が、米国外に所在する外

国金融機関に対し、米国財務省が定める特定の顧



144

第Ⅰ部　各国・地域別政策・措置

客・口座管理の方法（出生地、居住地などについて

の本人からの情報収集、米国人であるか否かを確

認するための厳格なデューディリジェンス、米国人口

座に関する一定の情報提供及び情報収集に応じな

い顧客口座への支払いに対する源泉徴収および強

制解約など）を事実上強制するものである。こうし

た取扱いは、日本の個人情報保護法と矛盾抵触し、

又はその他の日本の法令等が想定していない負担を

課すことになる可能性がある。また、日本の全国銀

行協会は、2009 年末時点における入国管理局が把

握している日本国内の米国人（米国籍保有者）が約

5万 2,000人であって、日本の全人口の 0.04%程度

であり、日本国内の外国人総数（約 219万人）と比

較しても約 2.4%に過ぎないとして、2010 年 3月時点

で 7.9 億に及ぶ日本の預金口座すべての調査が必要

となるとして負担の軽減を求めていた。この比率に

拠れば、日本の金融機関の得ている米国源泉の利

子等の所得が日米租税条約の軽減税率の適用のな

い米国人等の顧客勘定に基づくものであるとする客

観的根拠があるわけではない。かかる状況において、

日本に所在するFFI が受け取る米国源泉の利子所

得等すべてに対して、（軽減税率の適用のない米国

人等の顧客勘定によるものか否かを問わず）一律に

30%の源泉徴収を適用し、その例外とするために、

自己のみならず米国源泉所得を得ていないグループ

内金融機関についても、米国人等の口座を特定する

ために米国財務省が定める特定の方法の顧客・口座

管理を行うとするFFI契約の締結を要求することは、

個別具体的な内国関連性の存在を問わずに、自ら又

はグループ企業が米国に投資している金融機関すべ

てに対して、米国人等が口座を有している可能性が

あるというだけで規制を及ぼすということになり、合

理的な立法管轄権の行使といえるのか疑いがある。

なお、立法管轄権の問題は、国家と国家との問題

であり、私人たる金融機関が契約に応じたとしても

立法管轄権の問題が解消されるわけではない。

＜最近の動き＞

　2012 年 2月 8日、米国は、フランス、ドイツ、イ

タリア、スペイン、イギリスとの間で、FATCAの

実施に関する国際的な情報交換の枠組みを構築し、

外国金融機関等の負担を軽減する旨の共同声明を

公表している。

　2012 年 6月 21日に、日本の財務省、国税庁

及び金融庁は、米国財務省・内国歳入庁とともに

「FATCA実施の円滑化と国際的な税務コンプライ

アンスの向上のための政府間協力の枠組みに関する

米国及び日本による共同声明」を発表した。この共

同声明において、日本当局は、日本の金融機関に

対して米国内国歳入庁への登録や報告を要請する

旨等に合意する見込みであること、また、米当局は、

一定の要件を満たす日本の金融機関につきFFI 契

約を直接結ぶ義務を免除し、一定の要件を満たす

日本の金融機関に対する支払いにつきFATCA 上

の源泉徴収を免除する旨等に合意する見込みである

ことが示された。

　2013 年 1月 17日に米国において公表された

FATCA 施行に関する最終規則は、米国と複数の

外国政府との間の政府間合意と整合したものとなっ

ており、段階的実施に関する規定、源泉徴収の対

象としない支払いの範囲やFFIの遵守・確認義務

を明確化する規定等が設けられた。

　2013 年 6月11日、米国のFATCA実施に関して、

日米当局が行う協力、及び、日本国内の金融機関

が実施すべき手続きの内容等を明確化するため、

日米当局は「国際的な税務コンプライアンスの向上

及び FATCA実施の円滑化のための米国財務省と

日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」

を発表した。この声明において、非協力口座に対し

源泉徴収や口座の閉鎖を求めないこと、非協力口座

についてはその総数・総額のみを米国当局に報告す

ればよいこと等が確認された。これにより、米国の

FATCA実施に関する、日本国内の金融機関の負

担軽減が図られることとなった。
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関　税

（1）高関税品目
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　EUの現行の非農産品の譲許率は 100%、単純

平均譲許税率は 3.9%であるが、貨物自動車（最高

22%）、乗用車（10%）と、高関税品目もいくつか残

されている。また、実行税率は、2012 年時点で、

電気機器（最高 14%、単純平均 2.8%）、繊維（最

高 12%、単純平均 6.6%）の関税率は他の先進国

と比べても高水準であり、輸入製品は国産製品に

比べて厳しい競争条件の下に置かれている。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題は生じないが、自由貿易を促進し、経

済の効率性を高めるというWTO協定の精神に照ら

して、上記のようなタリフピーク（第Ⅱ部第 5 章 1.（1）

③参照）を解消し、可能な限り関税を引き下げるこ

とが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。また、ドーハ・ラ

ウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対象品目

の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡大交渉

が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA

（情報技術協定）拡大交渉を参照）。さらに、2013

年 4月からは、我が国からの市場アクセスの改善を

図るため、日EU・EPA 締結に向けた交渉が行わ

れている（詳細は第Ⅲ部総論参照）。

（2） 情 報 技 術 協 定（Information 
Technology Agreement）の対象製
品の取扱いにかかる関税分類問題

　「 情 報 技 術 協 定 」（ITA：Information 

Technology Agreement） とは、 情 報 関 連 機

器、部品等の関税撤廃を目的として 1996 年に日

米 EU等 29 か国・地域により合意された閣僚宣言

（Ministerial Declaration on Trade in Information 

Technology Products）を指し（ITAの概要につい

ては、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA（情報技術協定）

拡大交渉を参照）、ITA参加国は ITAの対象とさ

れた製品の関税無税化をGATT第 2条に基づく自

国譲許表に記載することが求められている（2014 年

2月現在の参加国は 78 か国・地域（ただしEUは

28 か国と数えている））。これを受けて、参加国は

ITA 対象製品を譲許表に個別に掲載して無税とす

る旨を明記しており、これらの製品に対して実際に

関税を賦課している場合には、GATT第 2 条に基

づく譲許違反となる。

　EUでは、テレビやビデオといった ITA 対象外

の電機製品に対しては高い関税が課されているが、

製品の高機能化や技術的融合が進む中、本来 ITA

対象製品として扱われるべき製品が恣意的な関税

分類上の取扱いの変更によりITA 対象外製品とし

て課税されるという問題が生じている。ITA参加国

であるEUはITA対象製品を無税とする譲許を行っ

ており、これらの製品への課税はGATT第 2条違

反を構成する（ただし後述のとおりかかる問題の一

部は現在解消されつつある）。

　ITAは、対象製品の関税無税化の実現により、

IT 製品の自由な貿易体制を確保し、IT分野のさ

らなる技術進歩に貢献してきた。他方、技術進歩

の速い IT 製品は、その特性上、新機能の付加や

機能の向上が頻繁に繰り返されるが、機能の付加・

向上を理由に ITA 対象製品を直ちに ITA 対象外

とし有税化すると、ITA対象リストの空集合化を招

きかねず、IT製品の自由貿易促進といった ITAの

本来の目的にも反する事態となる。このため、ITA

は「各国の貿易制度は、IT 製品の市場アクセス機
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会を拡大するように発展すべきである」（ITA 宣言

パラグラフ1参照）と定め、また、「技術進歩、関

税譲許適用の経験、HS 分類の変更に鑑み、追加

品目を加えるために付表を変更すべきかどうかをコ

ンセンサスで合意し、IT品目の非関税障壁につい

て協議するために、参加国は物品理の下で定期的

に会合する」（同附属書パラグラフ3）と規定してい

るように、ITA合意当時から技術進歩に対応する

必要性は折り込まれていた。実際、2012 年 5月か

らITA拡大交渉が実質的に開始されており、今後、

ITA 対象品目の拡大により一部品目については関

税分類問題が解決される可能性もある（詳細は、第

Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA（情報技術協定）拡大交渉

を参照）。

　このEUにおける問題に対し、2006 年 12月、経

済産業大臣より欧州委員（貿易担当）宛に解決を要

請する書簡を発出するとともに、2007年 1月の経済

産業大臣と欧州委員（貿易担当）及び経済産業審

議官と欧州委員会貿易総局長との各会談において、

本件問題解決へ向けて欧州委員会と協議を行った。

その後も我が国はEUとハイレベルでの協議を継続

したが、EU側は解決に向けた努力を行わなかった。

　EUによる ITA 製品への課税の動きは、他の

ITA 対象製品及び他の ITA参加国へ波及する可

能性が高いことや、産業界からの強い要望があるこ

とから、我が国は、WTOの紛争解決手続を利用

することとし、2008 年 5月28日、デジタル多機能

複合機（MFM）、フラット・パネル・ディスプレイ（FPD）

及びセット・トップ・ボックス（STB）の 3品目につ

いて、EUに対し、米国と共同でWTO協議要請を

行った（6月12日に台湾が同様にWTO協議要請）。

7月にEUとの二国間協議を行ったものの満足な結

果が得られなかったため、8月18日に、米国及び

台湾と共同でパネル設置要請を行い、9月23日に

パネルが設置された。その後、2009 年に開催され

た 2回のパネル会合を経て、2010 年 9月21日、共

同申立国側の主張を認めるパネル報告書が採択さ

れた。同年12月、我が国、米国及び台湾は、パネ

ルの勧告を実施するための履行期限を2011年 6月

30日とすることで、EUと合意した。EUは、2011

年 6月25日付官報で不当な関税規則を修正する履

行措置を公表し、これを同年 7月1日から施行し

た。さらに 2012 年 2月 9日付官報で多機能複合

機、同年 2月21日付官報でセット・トップ・ボックス、

2013 年 10月 5日付け官報でフラット・パネル・ディ

スプレイの分類基準にかかる新規則を発表した。

　以下、個別製品に即して問題を概観する。

① WTO パネルにおける検討の対象
製品

（a）デジタル多機能複合機

＜措置の概要＞

　デジタル多機能複合機（Multifunction Digital 

Machines（MFM））は、プリンター、コピー、ス

キャナー、ファックス等の複合的な機能を備え、コ

ンピュータやネットワークにつなげて使用することを

前提とした情報機器であり、コンピュータとの接続

による出力を主要な機能としている。

　MFMの関税分類上の取扱いについては、これ

をITA対象であるHSコード8471.60 号（コンピュー

タの入出力装置）もしくは 8517.21号（ファクシミリ）、

または ITA 対象外である9009.12 号（アナログ式

複写機）のいずれに分類すべきか、国際的なコンセ

ンサスが得られていなかった。そこで、WCO（世界

税関機構）のHS 委員会において検討が行われた

が、HS 委員会は形式上 ITAを意識したものでは

ないため、関税分類の一問題として取り上げられた。

1998 年にブラジル（ITA非加盟国）が複合デジタ

ルコピー機は 9009.12 号に分類すべきとWCOに

問題提起したことを契機に議論が始められ、2001

年 5月にWCO・HS 委員会で行われた投票では、

9009 項にはデジタル複合機が含まれないとされた

が、反対国が留保権を行使し議論は継続扱いとなっ

た。2002 年 11月に行われた 2 回目の投票では、

逆にデジタル複合機が 9009 項に含まれるとする支

持が多数となったが、反対国が留保権を行使し議

論は再び継続された。2003 年 11月の 3 回目の投

票では、我が国が説得努力を行ったこともあり、結
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果は同票となった。これを受けて、2007 年 1月1

日に発効したHS2007 で、コンピュータまたはネット

ワークに接続できる多機能複合機について独自の関

税分類（8443.31号）が新設されることとなり、こ

れによりWCOにおける議論は終了した。ただし、

新設されたコードをITA対象として無税扱いすべき

かは、WTO・ITA委員会での議論が進んでおらず、

未だ決着していない。

　EUは、ITAが締結された当時から、デジタル複

合機を 9009.12 号に分類し課税対象としていたが、

HS2007 改正の後は、ファクシミリ機能を有しない

MFM、または毎分 12 枚超のコピー機能を備え電

子写真方式の出力技術を使用するMFM等を、EU

関税率表（CN）8443.31.91に分類し 6%の課税を

行うこととした。

＜国際ルール上の問題点＞

　EU は、ITA 対 象 製 品であるプ リンター

（CN8471.60.40）、スキャナーその他のコンピュー

タの入出力装置（CN8471.60.90）、及びファクシミリ

（CN8517.21.00）を無税とすることを譲許表に記載

している。

　しかし、③コンピュータと接続機能のあるMFM

またはコピーとファクシミリ機能を有するMFMは、

前者はコンピュータまたはネットワークと接続して使

用されることを前提とし、コンピュータ等との間で

情報、データ等を送受信しこれらを出入力する機

能をもつ機器であるから、ITA対象製品である「コ

ンピュータの入出力装置」（8471.60 号）に該当し、

後者は ITA対象製品であるファクシミリ（8517.21号）

に該当するので、これらに対する課税はGATT第

2条違反を構成する。

　また、そもそもMFMは、ITA 対象製品である

単機能のプリンター、ファクシミリ、スキャナー等を

技術的に融合し高度化した製品にすぎず、かかる製

品をITAの対象外と扱うことは、ITの技術進歩を

促すどころか却って阻害し、ITAの本来の目的に反

するばかりか、技術進歩のもたらす便益による産業・

社会の発展に悪影響を与えることも懸念された。そ

こで、上記のとおり、我が国は、MFMに対する課

税についてWTO紛争解決手続を活用した。

＜最近の動き＞

　上記のとおり、申立国の主張を認めるWTOパ

ネル報告書が 2010 年 9月に採択された。これを受

けて、EUは、2011年 6月25日付官報で、一定の

MFMに対する6%課税を定めていたCN8443.31.91

を撤廃するとともに、「デジタルコピー機能を主たる

機能とする」MFMに対してだけ 2.2％課税すること

とし、その他のMFMを無税とする履行措置を公

表し、これを同年 7月1日付けで施行した。

　さらに、上述のとおり、EUは、2012 年 2月9日

付官報で、MFMの分類基準にかかる新規則を発

表し、MFMについて、デジタルコピー機能が主た

る機能であるとされる可能性（したがって 2.2%課税

の対象となる可能性）を著しく限定した。今後は、

新規則の運用においてWTO 勧告履行が適切に行

われているか注視していく。

（b）フラット・パネル・ディスプレイ

＜措置の概要＞

　EU は、2004 年 に、DVI 端 子（Digital Visual 

Interface、ディスプレイにコンピュータのデジタル

データを送ることを目的としたコンピュータ用イン

ターフェースの標準規格）を備えたフラット・パネ

ル・ディスプレイ（FPD）の関税分類上の扱いを

変更し、従来 ITA 対象であるコンピュータの入出

力装置（CN8471.60.80：関税率 0%）として無税

としていたところ、DVI 端子によりビデオ信号を

受信できるとして、ITA 対象外であるビデオモニタ

（CN8528.21.90、HS2007 改正後は CN8528.59.10

または CN8528.59.90）に分類し、14%の高関税

を賦課するようになった。EUは、2005 年から画

面サイズ48.5 センチ以下など一定の要件を満たす

FPDに対して暫定的に課税を停止する措置をとった

が（同年 3月31日付官報掲載）、これと並行して、

コンピュータ以外のソースから信号を受信表示でき

るFPD（DVI、HDMI 端子を備えるFPD、DVD
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記録再生機・ビデオカメラ・ビデオゲームから信号

を受信表示できるFPD 等）を、14％課税を定める

関税コードに一律に分類する関税規則を順次施行

した（2005 年 4 月 27日付、同年 12月 29日付及

び 2008 年 5月30日付官報に掲載、ただしこれら

FPDも上記暫定的課税停止措置の対象である限り

実際の課税は停止されていた）。

＜国際ルール上の問題点＞

　EUは、ITA 対象製品であるコンピュータの入出

力装置（8471.60 号）及びコンピュータの「ための（for）」

FPDを無税とすることを譲許表上で約束しているに

もかかわらず（前者は ITA付属書A、後者は ITA

付属書 Bに基づく）、上記のとおり、DVI 端子付

FPD 等に対する一律の課税措置を定めていた。

　DVI 端子付FPDは、その技術・構造の特性か

らコンピュータに「専ら又は主として」使用される機

器であるから、HS第 84 類注 5（B）（a）に則り（「自

動データ処理システムに専ら又は主として使用する

種類のものであること」等の要件を充足した場合は、

コンピュータ等の自動データ処理システムを構成す

るユニットとして取り扱うべき旨規定）、コンピュー

タの入出力装置として無税扱いされるべきであるか

ら、EUの課税措置は譲許違反としてGATT 第

2 条違反を構成する（なお、HS2007 改正により、

FPDに対する8471.60 号の適用は排除され、コン

ピュータに専ら又は主として使用される種類のFPD

は 8528.51 号に分類されることとなった）。また、

EUは、ITA付属書 Bに基づき、コンピュータの「た

めの」FPDを全て無税扱いとすることも譲許表に

記載しているのであるから、この側面からも、コン

ピュータ以外のソースからの信号を受信表示できる

FPDに対する一律の課税措置はGATT第 2 条違

反に該当する。

　2005 年に開始された上記暫定的課税停止措置は

2007年に延長されたが（同年3月22日付官報掲載）、

依然としてコンピュータに使用される多くのFPDが

14％の高関税の対象とされていた上、そもそも課税

停止はあくまで暫定的な措置にすぎず、EUの一方

的判断により随時修正・撤廃され得るものである（同

措置は 2009 年及び 2011年にも延長され（最終的

には 2011年 6月末に失効）、2009 年には同措置の

適用対象範囲を画面サイズ 55.9 センチ以下のFPD

などに拡大した（2009 年 3月7日付官報））。そこで、

上記のとおり、我が国は、FPDに対する課税につ

いてもWTO紛争解決手続を活用した。

＜最近の動き＞

　2010 年 9月に申立国の主張を認めるWTOパネ

ル報告書が採択された。これを受けて、EUは、

2011年 6月25日付官報でデジタル多機能複合機並

びにセット・トップ・ボックスに対する履行措置を公

表したが、FPDに対しては、コンピュータ以外のソー

スからの信号を受信表示できるFPDモニタ、DVI

端子付FPDモニタ等をITA対象外であるビデオモ

ニタ（CN8528.59.10またはCN8528.59.90）に一律

に分類する措置を2009 年 11月に撤廃済みであると

して、新たな履行措置は公表しなかった。

　しかしながら、WTOパネル報告書は、モニタ

にDVI 端子が付属していることだけをもって直ちに

ITA対象外とはならないことに加えて、ITA付属書

Bに基づき、コンピュータに使用できるように設計

された FPDであれば ITA 対象となり無税扱いを

すべきとの判断を示しているため、ITAを反映した

譲許表に従った関税取扱いが実現されるためには、

一定のモニタの関税分類にかかる上記措置の撤廃

だけでは不十分であり、コンピュータに使用できる

ように設計されたすべてのFPDの無税扱いが実質

的に確保される必要がある。

　したがって、モニタの画面サイズ等による一部の

コンピュータ用モニタに対する課税は、譲許に適合

しない関税取扱いとしてGATT第 2 条違反となる

疑いが強い。

　その後、我が国が EUと継続してパネルの勧告

の実施に関する協議を続けた結果、EUは、2013

年 10月 5日付官報で、コンピュータからの信号を

表示することができるFPDを無税とする新規則を

公表した。今後は、新規則の運用においてWTO
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勧告履行が適切に行われているかを注視していく。

（c）セット・トップ・ボックス

＜措置の概要＞

　EUは、2008 年、（i）録画・再生機能（ハードディ

スク、DVDドライブ等）を備えたセット・トップ・ボッ

クスは、CN8521.91.00（ビデオ録画・再生機器に対

して 13.9%の関税賦課）に分類されるとし、また、

（ii）ISDN、WLAN、イーサーネット技術を使うセッ

ト・トップ・ボックスは、CN8528.71.13（インターネッ

トアクセス等によるコミュニケーション機能をもつ

セット・トップ・ボックスを無税とする）から除外す

る（かかるセット・トップ・ボックスはCN8528.71.19

により14％の関税を賦課）旨の関税規則を施行した

（2008 年 5月7日付官報掲載）。

＜国際ルール上の問題点＞

　EUは、ITA付属書 Bに基づき、「コミュニケー

ション機能をもつSTB」を無税扱いとすることを譲

許表で定めている。したがって、上記のとおり課税

対象とされるSTBが「コミュニケーション機能をも

つSTB」に該当する場合は、GATT第 2条違反を

構成する。

＜最近の動き＞

　EUは、2010 年 9月に採択されたWTOパネル

報告書を受けて、2011年 6月25日付官報で、コミュ

ニケーション機能をもつセット・トップ・ボックスは、

当該付加的機能によりセット・トップ・ボックスとし

ての本質的特徴が失われない限り、録画・再生機

能をもつものも含めて無税とする履行措置を公表し

た。また、2012 年 2月21日付官報で、セット・トッ

プ・ボックスの分類基準にかかる新規則を発表した。

今後は、新規則の運用においてWTO 勧告履行が

適切に行われているか注視していく。

② その他の製品
　また、今回のWTOパネルにおける検討の対象

とはしていないが、実際上、技術進歩によって多機

能化・高度化したが故にITA対象外とされてしまい、

かかる取扱いは ITAの本来の趣旨やこれまでの成

果に逆行し、また協定違反の可能性が高いと考え

られる品目として、以下の 2品目がある。

（a）半導体デバイス

＜措置の概要＞

　2008 年 9月、EU域内の一部の国が、これまで

トランジスタ等半導体（8541項：関税率 0%）とし

て通関していた一部の半導体デバイス（Packaged 

IGBT device）の関税分類を突如変更し、ITAの

対象外であるスイッチ機器（8535 項もしくは8536 項：

関税率 2.3 ～ 2.7％）として関税を賦課した。

　また、Packaged IGBT device は、鉄道車両

や風力発電機等に設置されるインバータ等の変換

素子として用いられている。このような特性を持つ

Packaged IGBT device について、スイッチ機器

と分類した上で関税を賦課することは、Packaged 

IGBT deviceのみならず高電圧電流を効率良く制御

する類のインバータ等の流通に影響を与えうるため、

ITの技術進歩を阻害し、ITAの本来の目的にも反

するものと懸念される。また、上述のように、突然

関税分類を変更して関税を賦課することは、事業者

の予見可能性を著しく害する懸念がある。

＜国際ルール上の問題点＞

　EUは ITA 対象製品であるHS8541のトランジ

スタ等半導体を無税とすることを譲許表上で約束し

ている。このため、Packaged IGBT device がトラ

ンジスタ等半導体に該当する場合には、Packaged 

IGBT device への課税はGATT 第 2 条違反を構

成する。Packaged IGBT device は、高電圧電流

のスイッチング等に用いられるトランジスタの一種で

あるIGBT（Insulate Gate Bipolar Transistor）に、

ダイオードを複数組み合わせパッケージ化したもの

であり、その機能は、単品のトランジスタと同じ毎

秒数千から数万回におよぶ高速のスイッチングであ

るため、機械的にON/OFFを切り替えるようなス

イッチ機器ではなく、ITA 対象製品である8541項
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のトランジスタ等半導体として無税扱いすべきであ

る。

＜最近の動き＞

　本製品の関税分類について、2011年 7月に我

が国よりWCO へ問題提起を行った。同年 9月に

WCO・HS 委員会で行われた投票では、8541項（ト

ランジスタ等半導体）への分類の支持が賛成多数

を占めたが、その結果を不服としてEUが留保権を

行使した。その後、2012 年 9月のWCO・HS 委員

会において再度投票が行われたが、前回同様 8541

項（トランジスタ等半導体）への分類の支持が賛成

多数を占めることとなり、他国から留保権の行使も

無かったため、我が国の主張が正式に採択される

こととなった。これを受け、EUは、2013 年 12月

5日付官報でWCOの決定を受け入れる旨を公表し、

その後、EUは本製品を8541項として無税で通関

しているが、今後も本製品の通関状況を注視してい

く。

（b）インクカートリッジ

＜措置の概要＞

　欧州司法裁判所は、2002 年 2月及び 2006 年

10月、ヘッドなしインクカートリッジの関税分類に

ついて、コンピュータ出力装置の部分品及び附属

品（CN8473.30.90：関税率 0%）ではなく、インク

（CN3215.90.80：関税率 6.5％）に分類されるのが

妥当との判決を下した。これにより、EU加盟国税

関において、ヘッドなしインクカートリッジがインク

に分類され、6.5％の関税が賦課されるようになった。

＜国際ルール上の問題点＞

　EUは ITA 対象製品であるCN8473.30.90 を無

税とすることを譲許表上で約束している。このため、

インクカートリッジが CN8473.30.90 に該当する場

合には、インクカートリッジへの課税はGATT第 2

条違反を構成する。インクカートリッジは、単にイン

クを貯蔵するものではなく、プリンターヘッドへのイ

ンク供給やコンピュータへの情報伝達といったプリ

ンターの重要な機能を司るものであり、プリンターに

とって紛れもない部分品であるため、ITA対象製品

であるCN8473.30.90として無税扱いすべきである。

＜最近の動き＞

　2007 年 10 月、HS2012 改 正を検討している

WCO関税分類見直し小委員会に、一部加盟国の

提案に基づいてWCO 事務局より、インクカートリッ

ジ、トナーカートリッジ、熱転写印刷用カートリッジ

等の分類を統一するような新しい関税分類を策定す

ることに関する検討ペーパーが提出された。新しい

分類の内容によっては、インクカートリッジが ITA

対象外の製品として位置づけられる可能性があり、

我が国からも問題点を指摘したところ、7カ国によ

る非公式ワーキンググループを構成して検討するこ

ととなった。しかし、ワーキンググループにおいて

も統一案の合意に至らず、2008 年 11月の関税分

類見直し小委員会において、現状維持とすることが

決定された。

アンチ・ダンピング

　

　アンチ・ダンピング（AD）分野は、EUにおいて

も隠れた保護主義が見られる分野である。EUの現

行AD規則は、1995 年にAD協定を踏まえて大き

く改正がなされたものであり、ウルグアイ・ラウンド

交渉の成果が見られる。一方、EUの現行規則及び

運用は、米国に比べて当局の裁量にゆだねる部分

が大きく、ダンピング・マージンが過剰に算定され

る可能性がある。

　なお、EUは予見可能性・透明性を高めること等

を目的として、2011年秋からAD 規則の改正及び

規則の運用に関するガイドラインの策定に向けた手

続を進めている。2012年のパブリック・コンサルテー

ションを経て、2013 年 4月に欧州委員会で改正案

が採択され、現在、欧州議会及び欧州理事会にお

いて審議が行われている状況にある。規則の主な

改正点は、①暫定措置開始の 2 週間前に利害関係
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人に通知を行うこと、②サンセット・レビューにおい

て、課税開始から5 年を超えて調査が続き課税が

継続されたものの最終的に課税を継続する必要が

ないと決定された場合、5 年を超えて賦課したAD

税を還付すること、③報復の恐れがある場合等に、

自国産業を保護するために、産業界からの申請が

なくても職権で調査開始できること、④不公正な補

助金が使われ原材料価格の構造的な歪曲がなされ

ている国からの輸入については、レッサー・デュー

ティー・ルール（AD税の税率を必要最低限に抑え

ること）を適用しないことを定めることにある。また、

①サンセット・レビューの実施方法、②公共の利益

（国内産業、輸入者、輸入製品を使う産業、関連す

る消費者の利益を含む）の判断方法、③損害マー

ジン（国内産業が損害を受けずに競争可能な価格と

輸入価格との差）の算定方法、④非市場経済国か

らの輸入産品のダンピング認定において代替国価

格を用いる場合の代替国の選定方法、の 4 点に関

するガイドラインを策定する予定である。

　テレビカメラシステムに対するAD 措置の撤廃

（2007年 7月）により、EUの対日AD 措置は現在

存在しないが、2014 年 8月には方向性電磁鋼板に

関するAD調査も開始されており、今後とも、AD

制度の運用に関し注視していくことが重要である。

基準・認証制度

（1）電気電子機器への有害物質使用制
限に関する欧州指令（RoHS指令）

＜措置の概要＞

　欧州では、1990 年代から電気電子機器への有害

物質の使用抑制に向けた法制化の動きが見られて

いたが、2003 年 2月、いわゆるRoHS 指令が公布

され、現在に至っている。

　同指令では加盟国に対し、EU域内に上市され

る電気電子機器への一定割合以上の化学物質（鉛、

水銀、カドミウム等 6 物質）の含有を禁止するため

に、国内法制定を含む様 な々措置を講ずるよう求め

ている。

＜国際ルール上の問題点＞

　RoHS 指令は、加盟国ごとに国内法の制定、施

行期日に差が生じることにより、複数の規制が混在

する時期が発生、若しくは指令上の施行日到来時点

で国内法未制定の国が存在する可能性がある。事

実、EU指令上国内法制定期限とされた 2004 年 8

月13日時点で、イギリス、イタリア、ドイツ等は国

内法の公布に至っていなかった。また、指令内容

を超える規制を独自に定める加盟国が発生する可能

性がある。このような場合、対象製品の製造・輸入・

販売者にとっては、EUという単一の市場内に（想

定外の）複数の規制が存在することとなり、加盟国

ごとの異なる対応のために手続・コストの面で過度

な負担が発生し、TBT 協定第 2.2 条（強制規格は

正当な目的の達成のために必要以上に貿易制限的

であってはならない）の観点から問題となる可能性

がある。

＜最近の動き＞

　2011 年 5 月、 改 正 RoHS 指 令（ い わ ゆ る

RoHS2）が欧州閣僚理事会で可決、同年 7月に

EU官報に掲載された（同年 7月21日発効）。改正

RoHS指令の発効に伴い、旧指令は廃止されている。

同指令では、交流 1000V、直流 1500V以下の定格

電圧を持つ電気電子機器が対象とされており、加盟

国に対し対応する国内法を2013 年 1月2日までに

発効させることが義務付けられた（第 25 条）。

（2）エネルギー関連製品に対する環
境配慮設計要求に関する欧州指令
（EuP）
＜措置の概要＞

　EUでは、環境に配慮した製品設計の枠組作りと

して、2005 年には「エネルギー使用製品に対する

環境配慮設計要求枠組みに関する欧州指令」（EuP

指令）を、2009 年 10月には、「エネルギー関連製

品に対する環境配慮設計要求枠組みに関する欧州
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指令（ErP指令またはエコデザイン指令）を公布した。

　同指令では、域内で上市される製品の、原材料

の調達、製造、販売から廃棄に至るまでの期間（ラ

イフサイクル）、環境に与える影響（例：資源の使用、

大気や水への放出物、騒音、振動等）に配慮した

取組みを行うことが求められる（一般的環境配慮制

度要求）ほか、製品によっては使用電力、待機電

力等を一定値以内に納めることが求められる（特定

環境配慮制度要求）。対象製品毎の要求事項は、「実

施措置（Implementing Measures）」によって公表

されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　上記のとおり、製品毎の要求事項は「実施措置」

により公表されるが、これまで、この「実施措置」

ドラフトのTBT通報では、①要求事項設定に至る

科学的根拠が不明であり、②また各文言の定義が

不明確である等の問題があり、同指令が正当な政

策目的に基づかない措置である場合には、TBT 協

定第 2.2 条に違反する可能性があるという問題があ

る。また、発効日を官報公示後 20日後と予定して

おり、施行日6ヶ月前までの公表を求めるTBT 協

定第 2.12 条との関係で問題となる可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 1月、家庭用・オフィス用電気電子機器

のスタンバイ・オフモードの電力消費に係るエコデザ

イン要求のTBT通報がなされた。この通報案に対

し、日本から「Disconnect」の定義の明確化の求

めを始めとするコメントを提出しており、今後も本件

に係る動向を注視する必要がある。

　

（3）化学品規制（REACH）
＜措置の概要＞

　欧州において、2007年 6月1日から化学品規制 

REACH（Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals）が施行された。

　この規制の特徴は、以下のとおりである。

①既存物質と新規物質とを同一の枠組みで規制し、

既に市場に供給されている既存物質についても新

規物質と同様に登録が義務づけられる（年間累計

1トン以上の化学物質を欧州域内で製造又は輸入

する者が対象）。さらに、登録者あたり年間累計

10トン以上製造・輸入される化学物質については、

化学物質安全性報告書の作成が義務づけられる。

②従来、行政府が担ってきた既存物質の安全性評

価の責務を、産業界に課す。

③本規制に基づき、EU化学物質庁（ECHA）お

よび加盟国は登録された物質に対して評価（審

査）を実施する。物質評価の対象物質はハザー

ド情報、ばく露情報、使用量に基づき、ECHA

ならびに加盟国によって優先付けされ、CoRAP

（Community Rolling Action Plan、共同体ロー

リング行動計画）リストとして公表される。

④一定の要件の下で、成形品（article）中に、意図

的放出物が含まれ、その量が年間累計1トンを

超える場合は登録が義務づけられ、高懸念物質

が 0.1％を超える濃度で含まれる場合には、その

物質が年間 1トンを超えれば届出が義務づけら

れる。

⑤発がん性などの懸念が極めて高い一定の指定さ

れた化学物質については、附属書ⅩⅣに認可対

象物質として収載された場合、個々の用途ごとに

市場への供給及び使用を認可するシステムを導入

する（産業界においてリスクが適切に管理されて

いること等が証明され、認可が付与されない限り、

市場への供給が禁止される）。

　附属書ⅩⅣに認可対象物質として収載する際は、

PBT又はvPvB の特性、幅広く分散的な用途、高

生産量という要件に基づき優先的に収載されること

が示されているものの、個々の物質が附属書ⅩⅣに

収載される際に、例えば加盟国内で製造されてい

ない化学物質を優先的に審査対象に加えていく等

の扱いが実施されていないか懸念がある。

　この他、デンマークやフランスでは、それぞれフ

タレート4 物質、ビスフェノールAなどに対する加

盟国独自のいわゆる上乗せ規制が検討されている。

これらは欧州として一体的な化学物質管理体制とし
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て導入された REACHの本質的な枠組みと整合し

ない動きと考えられるが、デンマークの規制につい

ては、欧州委員会が加盟国の規制調和の点から働

きかけを行い、結果として上乗せ規制は撤廃された。

引き続き、加盟国独自の上乗せ規制に関する動向

の注視が必要である。

　

＜国際ルール上の問題点＞

　年間累計1トン以上の化学物質に対しては、一部

を除き一律登録の義務が課されており、①登録用

データの入手、②登録用文書作成、③登録及び④

欧州域外企業にとっては、登録やその後の評価等

への対応のための唯一の代理人の指名・維持等、

多額の費用がかかる規制であり、産業界に過度の

負担を強いている。

　0.1％を超える濃度で認可対象候補物質を含む成

形品については、上述の届出及び情報伝達の義務

が生じるが、いまだ濃度算定の母体が加盟各国で

調和しておらず（所謂、適用閾値問題）、産業界に

過度な負担を強いており、加盟国間での規制調和

が求められる。

　これらの運用規則の内容が、EU域外企業を域

内企業に比して不利に扱うようなものになる場合は

TBT 協定第 2.1 条（内国民待遇）、また、事業者

に過度な負担を課すようなものになる場合はTBT

協定第 2.2 条（強制規格は正当な目的の達成のため

に必要以上に貿易制限的であってはならない）の観

点から、それぞれ問題になる可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 6月以降、我が国は EUに対し、懸念を

表明している。

　我が国企業を含むビジネス活動の予見性を向上

させていくことを主眼として、欧州化学物質規制の

動向を今後も引き続き注視する必要がある。

（4）殺生物性製品規則
＜措置の概要＞

　欧州委員会は、2013 年 9月、殺生物性製品（消

毒剤・殺虫剤など）による人・動物の健康及び環境

を保護することを目的に、「殺生物性製品指令」に

代わり、「殺生物性製品規則（Biocidal Products 

Regulation：BPR）」の適用を開始し規制内容を強

化した（公布時期：2012 年 6月、施行時期：同年7月）。

　本規則は、有害生物に作用する活性物質（例：エ

チルアルコール）、活性物質を含む殺生物性製品（例：

消毒液）そのものに加え、殺生物性製品で処理さ

れたあらゆる「処理済製品（treated article）」を新

たに規制するものである。また、処理済製品に使用

される殺生物性製品に含まれる活性物質は、EUで

リストに登録された物質を使用する必要がある。そ

して、ラベル要件に該当する処理済製品には、本

規則に基づくラベル表示が義務付けられる。

　処理済製品について、乾燥・洗浄等により活性物

質が残存しない場合の適用除外は一切認められて

いない。そのため、健康・環境リスクが皆無である

場合にも、該当する場合には活性物質の登録、EU

のリストに登録された活性物質への代替、製品の

包装表示変更等に伴うコスト負担が生じており、EU

への輸出に対して悪影響が懸念される。

　また、2000 年 5月以前に欧州市場で使用実績の

ある活性物質の再審査（レビュー・プログラム）が

行われているが、再審査で不承認となった活性物

質を含む殺生物性製品は、不承認決定後、猶予期

間として 2ヶ月後まで上市の継続が可能であるのに

対して、処理済製品は、その期間が 180日後までと

規定されている。殺生物性製品と処理済製品の猶

予期間に差がある上に、処理済製品の猶予期間は、

EUのリストに登録された活性物質に代替するため

の対応期間として不十分であり、EUへの輸出に対

して悪影響が懸念される。

　

＜国際ルール上の問題点＞

　本規則では、処理済製品は一律規制対象とされ

ており、適用除外は一切認められていない。しかし

ながら、より貿易制限的でない代替措置として、乾

燥・洗浄等により活性物質が残存しないような健康・

環境保護リスクが小さい場合に適用除外を認めるこ
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とで、同様の政策目的が達成できると考えられる。

そのため、本規則は、人・動物の健康・環境保護

という本制度の政策目的に照らして不必要に貿易制

限的な規制である疑義があり、TBT 協定第 2.2 条

に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 10月以降、我が国は EUに対し、TBT

委員会等の場で、活性物質の残存しない処理済製

品の取扱いについて懸念を表明してきた。

　我が国としては、本件に関する動向を引き続き注

視するとともに、同様の懸念を有する関係国と連携

しつつ、本規制の改善を求めていく。

　

サービス貿易

オーディオ・ビジュアル（AV）分野
の規制

＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　EUは、域内の文化的価値の保護を目的として、

理事会の「国境なきテレビ指令」89.552.EEC（修正

指令 97.36.EC）により、テレビ放映時間の半分を

超える時間を、実行可能な場合にかつ適切な方法

で欧州作品のために留保するよう加盟国に求めてい

た（但し、ニュース、スポーツ・イベント、ゲーム、

広告、文字多重放送を除く）。この指令に基づき、

全加盟国で国内法の整備が終了しており、例えば、

フランスでは、テレビで放映される映画は少なくとも

60％を欧州制作分としなければならず、また、仏語

放送を全体の 40％以上としなければならないと規

定している（1992 年 1月18日の政令No.86-1067）。

その後、同指令は「視聴覚メディア・サービス指令」

として、新たに生まれ変わり、2007年 12月19日に

発効（下記「参考「視聴覚メディア・サービス指令」

概要」参照）。テレビ広告、ビデオ・オン・デマンド

等に関する規律が新たに追加されている。

＜懸念点＞

　EUは、AV分野について一切の約束をせず、あ

わせて最恵国待遇（MFN）例外登録も行っている

ため、上記措置が WTO 協定違反とは言えない。

しかしながら、サービス協定はすべてのサービスを

対象とするものであり、自由化に向けた取組が望ま

れる。

　なお、MFNは、多角的貿易体制において自由

化を実現していく上で最も重要な柱の1つであり、

WTO協定における基本原則である。MFN免除措

置はその最も重要な原則からの逸脱であるため、そ

の撤廃が望ましく、サービス協定上も、MFN免除

は時限的なもので、原則として10 年を超えてはなら

ないとしている。この点、EU自身が 2009 年 7月

の『オーディオ・ビジュアル政策の外的側面に関す

るスタッフ・ワーキング文書』と題する文書におい

て、今後WTOに加盟をしようとする国々に対し、

EUと文化的な協力関係を構築するために、音響映

像サービスの約束を行なわず、かつMFN免除登録

を促すことを助長するような記載があることはWTO

の精神からも看過することは出来ない。

＜最近の動き＞

 上述のとおり、2007年11月、欧州議会において、「テ

レビ放送活動の遂行に関する一部の加盟国法規の

コーディネーションに関する理事会指令 89.552.EEC

（国境なきテレビ指令）を修正する欧州議会・理事

会指令案（視聴覚メディア・サービス指令案）」［COM

（2005）646］が採択され、翌 12月に発効した。

同指令の国内法への導入期限は 24か月以内（2009

年 12月19日）で、すべての加盟国が指令を国内

法に導入するための法規を欧州委員会に通知済みで

ある。

　欧州委員会は 2011年 3月29日、『視聴覚メディ

ア・サービス指令』の適用状況に関する情報提供を
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16 の加盟国に要請し、加盟国が採択し欧州委員会

に通知した国内法の分析を行い、指令の内容が的

確に国内法に反映されているかを精査した。

　EUにおける文化保護政策は引き続き厳しく行わ

れているところ、我が国はWTOサービス交渉にお

いて、EUに自由化約束向上を行うよう求めている。

政府調達

公共調達新規則案（External Public 
Procurement Initiative）
＜措置の概要＞

　欧州委員会は、2012 年 3月、公共調達市場の開

放が不十分な貿易相手国に対し、市場開放のイン

センティブを与えることを目的として、公共調達にお

ける連合内の域内市場への第三国の物品及びサー

ビスのアクセス並びに第三国の公共調達市場への連

合の物品及びサービスのアクセスに関する交渉を促

進するための手続に関する新規則案（公共調達新

規則案：文書番号 COM（2012）124）を提案した。

新規則案では、一定の域外産品・サービスの入札を

個別の調達手続から排除するための仕組みと、より

一般的に、域外産品・サービスの入札につき、暫定

的にEUの公共調達市場に対するアクセスを制限す

るための仕組みが提案されている。

　前者の仕組みは、調達機関が、欧州委員会の承

認を得た上で、域外の物品又はサービスの入札を排

除するという枠組みである。域外の物品又はサービ

スから成る入札で排除の対象となるものは、①評価

額が 500万ユーロを超える調達契約に関する入札で

あること、② GPAやFTA等の政府調達に関する

国際協定におけるEUの市場アクセス約束の範囲外

（non-covered）の物品及びサービスの価額が当該

入札の合計額の 50%を超えることと定められている

（規則案 6 条 1項）。欧州委員会は、調達機関から

承認を求められたときは、①公共調達分野における

市場アクセスに関する国際協定において、EUが当

該物品又はサービスについて明示的に市場アクセス

を留保している場合、又は②そのような国際協定が

存在しない場合には、当該物品又はサービスの由

来する第三国が市場開放における実質的な相互性

の欠如に至る調達制限措置を維持している場合に

は、排除を承認しなければならない（規則案 6 条 4

項）。

　他方、後者の仕組みは、欧州委員会が、第三国

の政府調達市場について調査を行い、調達制限措

置がとられていると認める場合に、当該第三国に

対して協議を要請し、しかし、当該協議によっても

15か月以内に満足できる結果を得られない場合に、

暫定的に市場アクセスを制限する措置を執るという

枠組みになっている（規則案 10 条 1項）。市場アク

セス制限措置としては、①合計価額の 50%以上が

EUの約束範囲外の物品又はサービスによって構成

される当該第三国産の物品・サービスの調達からの

排除、又は②約束範囲外の物品又はサービスによっ

て構成される部分に対する価格ペナルティが定めら

れている（規則案 10 条 2 項）。

　なお、本規則案の導入前である現時点において

も、ユーティリティ分野の機関の調達に関する規律

を定めるユーティリティ調達指令（2004/17/EC。

2014 年に 2014/25/EUに改正。）には、相互主義

の考え方に基づく内外差別的な条項が置かれている

（同規定の詳細は、第Ⅱ部第 14 章参照）。公共調

達新規則案は、この条項に代えて、第三国の物品・

サービスのEU域内の公共調達市場へのアクセスを

制限するための手続をより詳細に定めるものである。

ただし、本規則案に基づく第三国物品又はサービ

スのアクセス制限措置の適用対象は、ユーティリティ

分野の機関の調達のみならず、EU域内の公共調達

を一般的に規律する公共調達指令（2004/18/EC。

2014 年に 2014/24/EUに改正。）及び 2014 年に

新たに制定されたコンセッション指令（2014/23/

EU）の適用対象となる調達も含む点で広がること

になる。
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＜国際ルール上の問題点＞

（1）政府調達協定上の無差別待遇義務違反のおそれ

　上記の公共調達新規則案は、政府調達協定が定

める無差別待遇義務に違反するおそれがある（改正

政府調達協定 4 条 1項）。すなわち、調達からの

排除の対象となる入札は、EUの約束範囲外の物品

及びサービスの価額が、当該入札を構成する物品

又はサービスの合計額の 50％を超える入札と定め

られている。このような規定を文言どおりに解釈し

た場合、市場アクセス約束の範囲内の物品・サービ

スを多く対象に含む入札も、当該物品・サービスの

価額が合計額の 50％を下回る場合には、排除の検

討対象に含まれ得ることになる。その結果、調達手

続上、市場アクセス約束の範囲内の物品・サービス

が、EU域内の物品・サービスとは異なる扱いを受

けることになってしまうため、無条件で域内の物品・

サービスと同等に取り扱うことを定める無差別待遇

義務に反する懸念がある。

　なお、公共調達新規則案では、上記各制限措

置に服するのは約束範囲外の物品又はサービスで

あると定める規定や、契約の認可（落札）のときに

は、調達機関は、約束範囲内の物品・サービスを

EU域内の物品・サービスと同等に扱わなければな

らないと定める規定が設けられており、落札の段階

では、約束範囲内の物品・サービスが調達から排

除されないよう手当がされているようである。しか

し、落札に至るまでの段階で、域内物品・サービス

と異なる取扱いを受けるのであれば、そのことをもっ

て、無差別待遇義務に反する可能性があると考えら

れる。

（2）GATT 上の内国民待遇義務違反のおそれ

　政府調達については、GATT3 条 8 項（a）が「商

業的再販売のため又は商業的販売のための製品の

生産に使用するためではなく、政府用として購入す

る産品の政府機関による調達を規制する」法令等

を内国民待遇原則の例外として定めている。

　他方、公共調達新規則案は、EU域内の調達指

令が適用される調達を対象としている。域内の調達

指令のうち、ユーティリティ調達指令は、①電力、

ガス、水道や鉄道等のユーティリティ分野も含む広

い範囲の調達を適用対象としている点、②政府機

関や国有企業にとどまらず、特別又は排他的な権利

を有する機関は、民間企業であっても、適用対象

としている点で、適用範囲が広い。そうすると、公

共調達新規則案が適用される調達が、GATT3 条

8 項（a）にいう政府用としての（for governmental 

purposes）政府機関（governmental agencies）に

よる調達に限られるのか疑問があり、GATTの定

める上記例外に含まれない調達にも適用される可能

性が高い。そのため、EU域内産品との差別的取

扱いは、GATT3 条 1項の内国民待遇義務にも違

反する可能性がある。

（3）要件の不明確

　そのほか、調達排除措置の要件として、「市場開

放における実質的な相互性の欠如」が設けられてい

るところ、このような要件は不明確であり、恣意的

な運用がされる危険がある。

＜最近の動き＞

　2014 年 1月15日、欧州議会は、公共調達新規

則案への修正案を採択した。公共調達新規則案は、

次にEU 理事会で審議されることになる。ただし、

今回は欧州議会による一回目の審議（第一読会）で

の採択であり、EU 理事会が欧州議会の修正案を

承認しない限り、立法手続は続くことになり、その

場合は、第二回目の審議（第二読会）が欧州議会

及び EU理事会において行われることになる。2014

年 12月には、欧州委員会が加盟国の反対等を受け

て、本規則案の修正等を検討しているとの報道がさ

れた。今後、これらの審議・修正等を通じ、調達

からの排除措置の適用範囲が明確化するとともに、

上記の懸念が解消されることが期待される。
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地域統合

譲許税率の引き上げ
＜措置の概要＞

　2013 年 7月1日、新たにクロアチアが EUに加

盟した。1973 年より累次行われてきた EU拡大の

場合と同様、今回も新規加盟国の関税が EUの共

通関税に置き換えられたため、一部品目について

関税（譲許税率）が引き上げられる結果となった。

GATT 第 28 条第 1項の定めによれば、事前に関

係国と交渉し、かつ合意することにより、譲許税率

を引き上げることができるものとされているが、EU

は我が国をはじめとする関係国と交渉を終了させる

ことなく、新規加盟国における関税の引き上げがな

された。なお、EUによる譲許税率の一方的な引き

上げは、2007年 1月にブルガリア及びルーマニアが

EUに加盟した際や、2004 年 5月の新規 10 か国

加盟によるEU拡大、それ以前のEU拡大時にも

行われている。2004 年のEU拡大時には、我が国

はEU拡大前の交渉妥結を目指し、EUに対して働

きかけを行ったものの、EUは我が国を含む関係国

と何ら事前の交渉を行うことなく新規加盟国におけ

る関税が引き上げられた。我が国との交渉を経て合

意された補償措置が施行されるまでには EU拡大

後約1年 8か月を要し、その間、対EU 輸出企業

の一部は一方的に引き上げられた関税を徴収される

損害を被る結果となった。

＜国際ルール上の問題点＞

　EU拡大に伴う一方的な関税の引き上げは、譲許

税率を引き上げる場合にGATT第 28 条に定める

手続により補償的調整を義務づけているGATT第

24 条第 6 項に整合的でない。

＜最近の動き＞

　2013 年 7月、我が国は EUに対し、クロアチア

のEU加盟に伴うGATT第 24 条第 6 項交渉開始

の意図がある旨書面にて申し入れ、EUとの間で本

件について協議を継続している。なお、2007年の

ブルガリア及びルーマニアのEU加盟に伴うGATT

第 24 条第 6 項交渉では、我が国の、税率の引き

上げによる損害を累積したものが損害額であるとい

う主張と、EU側の、ある新規加盟国で税率が引き

上げられる場合でも、他の新規加盟国で税率が引

き下げられる場合はその利益も考慮すべきであり、

税率引き下げによる利益も考慮すれば補償は不要

という主張の隔たりが埋まらず、補償措置を得られ

ずに協議を終えている。

　なお、アイスランド、トルコ及びモンテネグロが

EUへの加盟交渉を行っており、また、マケドニア

旧ユーゴスラビア共和国及びセルビアも加盟候補国

に認定されているところ、我が国としては、GATT

第 24 条第 6 項及び第 28 条との整合性を確保する

よう、EUと協議を継続し、働きかけを行っていく

必要がある。
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高関税品目
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　現行の非農産品の単純平均譲許税率は 10.2％で

あるが、衣類が平均 28.4％（最高 35％）と相対的

に高くなっているのをはじめとして、ガラス製の信

号用品及び光学用品（35％）、銅製品（13～16％）、

アルミ製品（13 ～16％）等、譲許税率の高い品目

が存在する。また、譲許率は電気機器が 74.0％と

なっており、非農産品全体では 93.8％である。非譲

許品目としては、貨物自動車（実行税率 10％）、発

電機（実行税率 8%）、医薬品（実行税率 8%）等が

ある。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるというWTO協定の精神に照らして、

関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。上述の韓国の自由

化に向けた努力は評価できるが、韓国はOECD加

盟国であり、先進国の一員として自由貿易の推進を

図るべき立場にあることや、韓国の世界貿易に占め

る地位等を考えると、今後更なる自由化が期待され

る。また、ドーハ・ラウンド交渉の枠外で、IT製品

の関税撤廃対象品目の拡大を目指して、2012 年 5

月からITA 拡大交渉が行われている（詳細は、第

Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA（情報技術協定）拡大交渉

を参照）。

　

基準・認証制度

化学物質の登録及び評価等に関する
法律
＜措置の概要＞

　韓国政府は、2013 年 5月、化学物質の情報を収

集し化学物質管理に活用することにより、人の健康・

環境を保護することを目的に、「化学物質の登録及

び評価等に関する法律」を採択した（TBT通報時

期：2013 年 9月、施行時期：2015 年 1月）。また、

2014 年 2月に、「化学物質の登録及び評価等に関

する法律施行令（案）」及び「化学物質の登録及

び評価等に関する法律施行規則（案）」を公表した

（TBT通報時期：2014 年 2月、施行時期：2015 年

1月）。

　本制度は、化学物質を韓国において製造・輸入

する者に対し、化学物質の用途・有害性情報等を

韓国政府に登録する義務を負わせるものである。既

存化学物質については、指定された物質を年間1ト
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ン以上製造・輸入を行う場合に限り登録が必要とな

る。一方、新規化学物質については、2020 年 1月

1日以後、年間100kg以上 1トン未満の少量であっ

ても4 種の有害性情報の提出を伴う登録が必要と

なる。

　年間 1トン未満で製造・輸入されるような少量で

製造・輸入される化学物質は人の健康・環境に対

するリスクが小さいため、他の主要国（日本化審法・

米国 TSCA・EU REACH・フィリピン共和国法

No.6969 等）においては、登録免除又は有害性情

報が不要な簡易な登録とされている。しかしながら、

本制度では、このような少量製造・輸入化学物質に

対しても有害性情報が要求されている。また、酸及

びアルカリ溶液中で安定で生体内に取り込まれるこ

とが無く、人の健康・環境に有害な影響を与えると

は考えにくい高分子化合物に対しても、製造・輸入

量区分に応じた有害性情報を要求している。以上の

ように、本規則は本政策目的に照らして事業者に過

重な義務が課せられている。

　本制度は、既存化学物質及び新規化学物質のい

ずれに対しても、登録に必要な有害性情報の一部

を試験計画書で代替可能としている。しがしながら、

当該試験計画書の作成を韓国国内試験機関にのみ

認め、海外の試験機関による試験計画書の作成・

代替を認めないといった格差を設けている。

　

＜国際ルール上の問題点＞

　前述の通り本規則においては、年間 100kg以上

1トン未満の新規化学物質について有害性情報の提

出を伴う登録が求められ、かつ生体に取り込まれ

ない安定な高分子に対してまで有害性情報を要求し

ている。貿易制限的でない代替措置としては、健康・

環境保護リスクが小さい上記の場合を適用除外とし

ても、本来の政策目的は達成できると考えられる。

本観点からこの制度は、人の健康・環境保護という

本制度の政策目的に照らして事業者に過重な義務を

課し、合理的な理由なく貿易を阻害する規制である

疑義があり、TBT 協定第 2.2 条に違反する可能性

がある。

　また、一部の有害性情報の試験計画書での代替

を韓国国内試験機関で作成した試験計画書のみに

認めている事から、国外企業を不利に扱っている懸

念があり、TBT 協定第 2.1条に違反する可能性が

ある。

＜最近の動き＞

　2013 年 10月のTBT委員会で、我が国は米国と

共に、韓国に懸念を表明した。その後、2014 年 6

月及び 11月のTBT委員会でも本制度に関する懸

念を表明した。

　2014 年 12月に「化学物質の登録及び評価等に

関する法律施行令」及び「化学物質の登録及び評

価等に関する法律施行規則」が正式に公布され、

海外の試験機関が作成した試験計画書による代替

を認める改善が図られた。しかし、年間 100kg以

上 1トン未満の新規化学物質および酸・アルカリ溶

液中で安定な高分子に対する有害性情報の要求に

ついては、改善が図られていない。

　我が国としては、本制度に関する動向を引き続き

注視するとともに、同様の懸念を有する関係国と連

携しつつ、本規制の改善を求めていく。
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関　税

高関税品目
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　台湾は加盟時に100％譲許しており、現行の、全

品目の最終譲許における単純平均譲許税率は 6.3％

である。非農産品については 4.7％であるが、鉱工

業品分野でも貨物自動車（最大 25％）、普通・小

型乗用車（最大 17.5％）、特殊用途自動車（最大

30％）等の高関税品目が存在する。

　なお、台湾は 2002 年 11月のWTO加盟時、自

動車については関税割当制度（第 II 部第 4 章関税

1.（1）②参照）によることとなっていたが、2011年

に当該制度が撤廃された。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるというWTO協定の精神に照らして、

関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。また、ドーハ・ラ

ウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対象品目

の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡大交渉

が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA

（情報技術協定）拡大交渉を参照）。

サービス貿易

電気通信分野の規制
＜措置の概要＞

　台湾のブロードバンド市場では、2007年頃から

急速にFTTB（Fiber To The Building：光ファイ

バー）が浸透しており（ADSLは減少傾向）、その

市場シェアは 50％を超えている。日系 ISP（Internet 

Service Provider）を含め多くの ISP が成長著し

いFTTB 市場に事業展開しているが、旧国営の

電気通信事業者の中華電信が HiNet のブランド名

で FTTB 市場シェアの 90％超を占めるISP事業

者としてほとんど独占的にサービスを提供している。

HiNetのネットワークと直接接続するために他のISP

が支払う接続料金（ピアリング料金）が高額である

こと、サービス提供に不可欠なインフラを所有して

いる中華電信が、自社ブランドであるHiNetと比較

しその他の ISPに対して差別的な取扱を行っている

疑義があること等、インターネット接続に関する不

公正な競争が生じている。またラストワンマイルの

提供を中華電信が独占的に行っており、ラストワン

マイルとの接続には中華電信の有する伝送路部分を

発注せざるをえないため、構造的に利用者へのサー

ビス提供価格が下がりにくい状況が存在している。

第6章
台　　湾
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　これに対し、日本側より第 28 回日台貿易経済会

議（2003 年）以降、電気通信分野における台湾側

の適正な競争環境確保について要望を継続してお

り、その結果、台湾側はピアリング料金等について

段階的に引き下げをしているものの、業界全体の公

平競争の確保のためにはピアリング料金の無料化

が望ましい。

＜国際ルール上の問題点＞

　インターネット接続市場において中華電信（HiNet）

はその圧倒的シェア等により、電気通信分野におけ

る公正競争を規定したGATS 参照文書の「主要な

サービス提供者」に該当する可能性があり、同社

が行う自社ブランドであるHiNet 以外の ISPに対

する差別的なピアリング料金設定等の反競争的行為

を台湾当局が是正しない場合は、当局は主要なサー

ビス提供者との接続に関する条件、基準、料金に

ついて無差別とし、自己の同種のサービス又は子会

社若しくは提携するサービス提供者に比べて不利で

ない品質を規定した参照文書 2.2(a）等に違反して

いる可能性がある。また同様に中華電信は専用線

市場においても「主要なサービス提供者」に該当す

る可能性があり、接続専用線の不合理な料金設定

も同じく参照文書違反となる可能性がある。

＜最近の動き＞

　日台貿易経済会議において日本側から継続して

要望を行っている伝送路の適正な価格での提供に

ついては、2014 年４月に伝送路の ISP 向け価格の

値下げが行われた。また 2013 年 12月に開催され

た第 38 回日台貿易経済会議において、日本側から

「台湾のブロードバンド化発展のための競争促進政

策に関する提言について」として、主にFTTBマー

ケットにおける事業者間の一層の競争促進、中華

電信が所有するFTTBラストワンマイルの適正な価

格での提供、ピアリング環境の更なる改善等を要望

した。

知的財産

　台湾においては、累次の法改正により、知財保

護に係る制度を改善している。直近では、2008 年

7月に、適切な権利保護のための円滑な紛争解決

のため、知財案件一般を管轄する知財法院が設立

され、2009 年 5月の著作権法改正では、著作権

保護促進のため、インターネットサービスプロバイダ

の責任が明確化された。また、我が国からの要望

事項が数多く盛り込まれた改正商標法（2012年7月）

及び改正専利法（2013 年 6月）が施行されている。

　これらの改正の結果、WTO整合性の観点から

は明確に問題があるとは言えない状態となったが、

知財分野における通商の自由化促進の観点からは、

依然として改善を必要とする事項が存在するため、

今後の制度・運用上の一層の改善が期待される。

権利侵害の罰則緩和及び非刑事罰化
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　台湾専利法は、TRIPS 協定への対応等を目的と

して、1994 年、1997 年及び 2001年に改正された

が、同時に権利侵害に対する刑事処罰が順次軽減

され、2001年 10月の改正で特許権侵害が、2003

年 1月の改正で実用新案権及び意匠権侵害が、そ

れぞれ刑事罰の対象から除外されるに至った。こ

の状態については、2013 年 6月に施行された改正

専利法でも改善されていない（但し、2013 年 6月に

施行された改正専利法では、2013 年 1月施行以前

の専利法で導入されていた懲罰的賠償制度が再導

入されている）。

＜懸念点＞

　刑事罰による侵害行為の抑制は、我が国をはじ
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め国際的に広く受け入れられた制度であるところ、

その廃止によって、侵害行為の抑制効果が著しく減

じられてしまうおそれがある。刑事罰に代替する制

度として、侵害行為の抑止につながる懲罰的賠償制

度を再導入したことについては評価できるものの、

刑事罰の廃止に伴い、警察による強制捜査等の解

決手段がなくなり、権利者は専ら民事上の救済措置

に頼らざるを得ないため、救済措置の効果が減じら

れるという問題も生じる。かかる措置は、知的所有

権の有効かつ十分な保護の促進を目指す TRIPS

協定の趣旨に鑑みても適切ではないと考えられ、特

許権・実用新案権・意匠権の権利侵害について、

再度刑事罰の対象とすることが求められる。
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関　税

高関税品目
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　豪州の現行の非農産品の単純平均譲許税率は

11.0％とその水準は高く、譲許税率が高い品目と

しては、一部の衣類（最高 55％）、乗用車（最高

40％）、電気機器（最高 45％）等がある。しかし、

実行税率は一部の衣類（最高 10％）、乗用車（最高

27.5％）、電気機器（最高 5％）となっている。予

見可能性の観点からも、今後譲許税率を引き下げ、

実行税率と譲許税率の乖離が是正されることが望

ましい。なお、豪州の非農産品の譲許率は96.7％で、

非譲許品目には一部の織物（実行税率 5 ～10％）、

一部の衣類（実行税率 10％）等がある。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるというWTO協定の精神に照らして、

上記のような譲許税率におけるタリフピーク（第Ⅱ部

第 5 章 1.（1）③参照）を解消して予見可能性を高

めるとともに、実行税率についてもできるだけ引き

下げることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。

　なお、衣類の実行税率については、2015 年には

5%に引き下げることが決定されている。

　さらに、ドーハ・ラウンド交渉の枠外で、IT製品

の関税撤廃対象品目の拡大を目指して、2012 年 5

月からITA 拡大交渉が行われている（詳細は、第

Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA（情報技術協定）拡大交渉

を参照）。

第7章
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　「模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題等」については、第Ⅰ部第 13 章のコラム「模倣品の世界的拡

散と法制度・運用上の課題」に掲載している。

第8章
香　　港
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内国民待遇

（1）廃車税の導入
＜措置の概要＞

　ロシア政府は、2012 年 9月、WTO加盟（2012

年 8月22日）に伴い自動車輸入関税を削減する一

方で、「製造及び消費廃棄物に関する連邦法」を改

正し自動車に対する廃車税（リサイクル税）を導入

した。自動車廃棄物の適正な処理により環境を保

護することが目的とされている。

　廃車税の支払い義務を負う者は、ロシアに車両（通

常の乗用車だけでなく、電気自動車、オフロードダ

ンプトラック、特殊目的車両を含む）を輸入する者、

ロシア国内で車両の生産を行う者である。廃車税

の額は、基本税率及び自動車の種類、排気量、製

造年等に応じて設定される係数に基づいて算出され

る。これによれば、中古車（出荷日から3 年以上が

経過した自動車）には新車に比し高率の係数が規

定されている。

　廃棄物の安全処理義務を引き受け、自らの負担

において（i）廃車の引取り拠点を設けること、（ii） 

引き取り拠点から廃棄場までの運送を確保するこ

と、（iii）廃棄物処理のライセンスを有する者を採用

すること、（iv）廃車の引取り拠点に関する情報を公

表すること等を行う生産者は廃車税の支払を免除さ

れる。但し、免除登録の要件として、ロシア国内で

登録された法人であることや、一部の車種について

はカザフスタン及びベラルーシとの関税同盟の領域

内で製造されたフレームやシャーシ、キャビン等を

使用した自動車を生産している生産者であること等

が要件となっている。また、関税同盟諸国（カザフ

スタン及びベラルーシ）からの輸入車については廃

車税が適用されない。

　ロシア政府は 2013 年 10月に入って廃車税の改

正法を採択し、2014 年 1月1日付で施行された。

改正法の下では、①ロシア国内生産者に対する免

税制度、②関税同盟諸国からの輸入車に対する免

税制度、③免税要件であるローカルコンテント要求

が廃止され、内外差別的要素は基本的に是正され

た。他方、輸入中古車とロシア国産車との間で税率

が大きく異なり、また、ロシア中古車には、新車の

際に廃車税が課されていれば中古車として販売され

る場合に追加的な廃車税は課せられない点は、依

然是正されていない。

＜国際ルール上の問題点＞

　廃車税免除の余地を国産車のみに認め、輸入車

への免除の可能性が排除されている点は、税に関

する国内産品と輸入産品の無差別を定める内国民

待遇義務（GATT3条 2項）に違反する可能性があっ

た。また、関税同盟領域内製のフレームやシャーシ、

キャビン等を含む自動車を生産している生産者であ

ることも一部車種の廃車税免除のための登録要件

となっているが、この要件は、カザフスタン、ベラ

ルーシ以外からの輸入品の購入を抑制させ、関税同

盟領域内であるカザフスタン及びベラルーシ産品に

有利な待遇を与えることから、GATT 第 1条 1項

の最恵国待遇義務に違反する可能性があった。こ

れらの点については、上述のとおり、改正法により

基本的に是正されている。

　他方、中古車に対する高額の税負担は、例えば

第9章
ロシア
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ある特定国からは専ら中古車を輸入している場合等

には、当該国に対する事実上の差別として最恵国

待遇ないし内国民待遇違反の疑いが生じる可能性

がある。

＜最近の動き＞

　我が国は、2012 年 6月、経済産業大臣より経済

発展大臣に対し、同年 9月にはAPEC 閣僚級会

合において、経済産業大臣よりロシア第一副首相

に対し懸念表明を行った。また、WTOにおいて

は、2012 年 11月、WTO 物品理事会において米

国・EUとともに懸念を表明した。さらに、上記取

組と並行して、現地大使館等を通じて情報収集や申

し入れを継続してきた。これらを受け、ロシア政府

は、2013 年 3月のWTO 物品理事会で制度を改善

することを表明し、同年 4月、ロシア政府は、廃車

税制度をWTO整合的なものとするため、同制度

を改正する法案を公表したが、同年 6月、法案審

議を秋に延長することを公表。これを受け、同年 7

月、EU 続いて日本がそれぞれWTO 協議を要請

し、EUは 7月、日本は 8月にロシアとの協議を実

施した（日本は EUの協議に、EUは日本の協議に

それぞれ第三国として参加）。EUは、2013 年 10月、

パネル設置要請を行い、同年 11月、パネルが設置

された（日本は第三国参加）。

　これらの働きかけの結果もあり、ロシア政府は改

正法の審議を進め、同年10月21日の大統領署名、

運用細則の決定を経て、2014 年 1月1日に改正法

が施行されている。我が国としては引き続き、改正

法及び関連の実施規則の施行・運用状況を注視し、

必要に応じてWTO協定に整合的な運用を求めて

働きかけを行っていく。

（2）私的録音録画補償金制度
＜措置の概要＞

　2010 年 10月、ロシア政府は著作物の私的複製

に対する補償を目的として私的録音録画補償金制

度を導入した。私的録音録画に関する製品につき、

著作権保護団体（Russian Union of Right-Holders 

: RUR）と製造者または輸入者との契約を通じて補

償金を徴収し、著作権者に分配する制度である。

　課金対象品目はビデオデッキ、録画・再生機能

をもつテレビなど音響・映像機器のほか、電話機、

パソコン、フラッシュメモリーといった IT関連機器

も含まれ、国内製造品については販売価格の1％、

輸入製品については通関時価格の1％が著作物の

私的複製に関する補償金として課される。

　しかしながら、本制度では、そもそも複製機能

のない機器（DVDプレーヤー、テレビ、カーオーディ

オ等）や、著作物の私的複製用途を有しない機器

（デジタルスチルカメラ、家庭用ビデオカメラ等）が

補償金支払いの対象とされている。さらに、対象機

器につき、国内製造品が国内産業分類（OKP）コー

ドによって定められているのに対し、輸入製品は

HSコードにより定められており、国内製造品と輸入

製品とで対象機器が異なる（HSコード準拠の輸入

業者の方が、国内製造者より課金対象機器が多く

なる）。

＜国際ルール上の問題点＞

　国内製造品と輸入製品で対象機器が異なり、輸

入製品の方が国内製造品よりも課金対象機器が多

くなる点については、事実上外国産品に不利な制度

として内外差別を構成しているおそれがあり、この

場合、内国民待遇義務違反（GATT第 3 条）の可

能性がある。また、私的録音録画補償金制度を定

めたロシア連邦民法典1245 条の法目的に照らせば

課金対象とする必要がないはずの機器が対象とさ

れている点も問題となる可能性がある。

＜最近の動き＞

　2012 年 6月、経済産業大臣がロシア経済発展大

臣に対し、本制度の対象機器と運用につき、内外

差別の疑義が残るとして懸念を表明。先方は、海

外製品を差別するものではないとしつつ、具体的な

情報提供を要請した。同月、在ロシア日本国大使

館経由で、経済発展省に対し業界からの要望事項

を送付しつつ、必要な改善を申し入れた。引き続き、
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二国間協議等の場で措置の改善を促していくことが

必要であろう。

関　税

［個別措置］
冷蔵庫に対する関税の譲許率違反
＜措置の概要＞

①容量 340リットル（L）超の大型冷蔵庫

　ロシアのWTO譲許税率は、下記のとおり。

② 340L 以下の小型冷蔵庫

　　ロシアのWTO譲許税率は、下記のとおり。

　他方、大型及び小型冷蔵庫に対する、WTO加

盟時のロシアの実行税率は「20％ただし容量 1L あ

たり0.24 ユーロを下回らない」としており、冷蔵庫

の価格と容量によっては譲許税率を超えて関税が課

されており、輸入者（日系現地法人）に過払いが発

生していた。

＜国際ルール上の問題点＞

　ロシアの実行税率の「ただし容量 1L あたり0.24

ユーロを下回らない」という規定により、冷蔵庫の

価格と容量によっては譲許税率を超えて課税され（例

えば、容量400Lの冷蔵庫が価格470ユーロの場合、

関税として 96 ユーロが課され、譲許税率の 20％

に相当する94 ユーロを超えて課税される）、GATT

第 2条違反となる可能性がある。

＜最近の動き＞

　我が国政府は、2013 年 3月のWTO 物品理事

会の他、同 4月に東京にて行われた日露政府間委

員会貿易投資分科会議長間会合等で問題提起し、

8月のロシアとの二国間協議で、経済産業大臣か

らロシア経済発展大臣に対し、早期の是正を求め

た。2014 年 9月の年次実行税率改訂の結果、現在、

340L 未満の小型冷蔵庫の関税率は「16%ただし容

量 1L あたり0.156 ユーロを下回らない」に、340L

超の大型冷蔵庫の関税率は「16.7%ただし容量 1L

2012
8

2013 9  2014 9  2015 9  2016 9  2017 9

20  18.3  16.7  15  13.6  12
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あたり0.13 ユーロを下回らない」に改正されている。

これら実行税率の改正により、被害額は大幅に緩

和されたものの、冷蔵庫の容量と価格によっては未

だ一部譲許税率違反が残るため、引き続き注視し

ていく。

　なお、2014 年 11月、EUはロシアに対して、冷

蔵庫の他、紙、植物油等の諸物品に関する譲許税

率違反の是正を求め、DS 手続における二国間協議

を要請しており、本件に係る動向を注視する必要が

ある。

輸出税を巡る措置

丸太輸出税
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　ロシア政府は、2007年 2月、前年 12月に発効し

たロシア新森林法の追加的措置として、丸太の輸出

税引き上げを発表した。これにより、我が国への輸

出が多い針葉樹丸太の場合、2007年 7月にそれま

で 6.5％であった輸出税率が 20％に、2008 年 4月

に 25％に引き上げられ、さらに引き上げる動きもみ

られた。

　丸太の輸出税の引き上げと同時に、紙・パルプ等

の木材製品の輸出税の引き下げ・撤廃措置も導入

された。これら一連の措置は、ロシア国内での木

材加工産業の発展を目的とし、諸外国からのロシア

の木材加工業界への投資促進を図るためのもので

あった。

　本措置については、①当時、世界最大の丸太輸

出国（全世界の丸太輸出量の約 33％を占める）で

あるロシアによる措置であること、②本措置の最終

税率が実行された場合、丸太輸出禁止措置と同様

の効果を持つ恐れがあること、③輸出税の引き上

げが極めて短期間に行われ、ロシアの国内木材加

工産業への投資が必ずしも十分に見込めないこと、

等から、ロシア材の供給が十分に行われず世界の

木材市場へ大きな影響を及ぼすことが懸念された。

　このため、本措置の導入以降、我が国やスウェー

デン、フィンランド及びバルト諸国等のロシア産丸太

の輸入国は様々な機会を通じ、本措置に対する懸

念をロシア政府に伝達した。結果的に、さらなる税

率の引き上げは行われず、丸太輸出税は 25%（又

は 15 ユーロ/立方メートルのいずれか高い額）で

据え置かれた。

　2012 年 8月22日ロシアがWTOに加盟し、ロシ

アから輸出されるヨーロッパトウヒ、ヨーロッパモミ、

ヨーロッパアカマツの丸太等に賦課されていた輸出

税の一部が変更された。たとえば、一定の輸出割

当枠内では、ヨーロッパアカマツについては 15％に、

ヨーロッパトウヒとヨーロッパモミについては 13％に

引き下げられた一方、輸出割当超過分については税

率を80％（ただし 55.2 ユーロ/m3を下まわらない）

に引き上げられた。

＜懸念点＞

　輸出税引き上げが発表された当時、WTOにロシ

アは未加盟であり、また、WTO協定上も輸出税に

関する明確な規定がないため、本措置に関して国

際貿易ルールに基づいて問題提起することは困難な

状況にあった。

　ロシアのWTO加盟後、輸出割当枠内の輸出に

ついては輸出税が引き下げられたが、超過分の輸

出についてはロシアが独自に決定した税率に大幅に

引き上げられ、実質的な輸出禁止措置に近い効果

を持っている。また、毎年の輸出割当量は過去 3

年間の事業者の輸出実績を基に計算・付与されるこ

とから、公平・公正な配分がなされているかについ

て注視しつつ、必要に応じてマルチ、バイなどの場

を通じて改善をはたらきかけていく。

＜最近の動き＞

　2012 年 8月にロシアがWTOに加盟し、それに



ロシアのWTO加盟コ ラ ム

①加盟交渉の経緯

　ロシアのWTO加盟交渉のプロセスは、1993 年 6

月にWTOの前身であるGATTへの加盟を申請し、

同年、加盟作業部会（WP）が設立されたことに遡る。

その後、1995年 7月に第1回WPが開催されて以来、

公式WPが 30 回実施された。ロシアは、2006 年 7

月に開催された G8 サミットの議長国であったこと

からG8サミット前のWTO加盟を目指していたが、

実現には至らなかった。

　加盟に際しては、関心を有する全ての既加盟国と

二国間交渉を行って承認を得る必要があるが、ロシ

アは我が国を含む 61 の既加盟国と二国間交渉を実

施した。主要国との間では、EUとは 2004 年 5 月

に、中国とは同年 9月に、韓国とは同年 11 月にそ

れぞれ合意に至った。その後、インド、台湾、チリ、

NZ、カナダ、スイス、米国等と二国間交渉を終え、

最も交渉が難航したグルジアとも 2011 年 11 月に終

結した。

　他方、多国間交渉の場であるWPについては、

2008 年 8 月にロシアとグルジアの間で軍事紛争が

勃発した影響を受けて一時交渉が中断したことに加

え、2009年6月に、ロシアが、カザフスタン、ベラルー

シとの 3ヶ国で構成される関税同盟としてのWTO

への参加の意思を表明（同関税同盟は 2010 年 1 月

に発効）したため、WTO内での加盟検討作業が約

1年間中断した。

　その後、2010 年 5 月にロシアが、関税同盟での

WTO加盟ではなく、同盟 3ヶ国がそれぞれ加盟を

目指すことを正式に表明し、関税同盟との関係も含

めて、検討作業が再開した。最終的には、2011 年

12 月のWTO定期閣僚会議で加盟が承認されるに

至った。2012 年 7 月にはロシア国内での加盟議定

書批准手続が完了し、同年 8月 22 日、ロシアは正

式に 156 番目のWTO加盟国となった。

②主な二国間交渉の概要

（a）日ロシア交渉

　我が国との二国間交渉については、自動車関連の

関税がひとつの大きな焦点だった。それまで完成車

に 25%の輸入関税をかけていたロシアは、WTO加

盟に伴う自動車関税引き下げについて、関税を加

盟 1年目で 35%に引き上げ、7年目に 15%に引き下

げる案を提示していた。これに対し、日本やEUは

10%に引き下げるよう要求、国内の自動車産業の

育成を図るロシアはこの要求に難色を示していた。

2004 年に入って進展していた交渉は、2004 年 11 月

の APEC 閣僚会合時に行われた経済産業大臣とロ

シア経済発展貿易大臣の会談において実質合意した

ことによりさらに加速した。最終的には、2005 年 2

月、自動車輸入関税について、7年かけて 25%から

15%に引き下げることで合意が成立した。2005 年 4

月に東京で行われた日露貿易経済政府間委員会第 7

回会合において、両国議長である外務大臣とロシア

産業エネルギー大臣の間で、日露二国間交渉の実質

合意を確認した。その後、事務レベルの調整を経て、

同年 11 月のロシア大統領訪日時に、両国首脳立ち

会いの下、正式署名が行われた。

（b）米ロシア交渉

　米国との二国間交渉は、米国牛肉の輸入に関わる

衛生条件や知的財産権の保護（特に著作権や商標に

ついての規定）について交渉が続いていたが、2006
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伴い一定の輸出割当枠内では、ヨーロッパトウヒ、

ヨーロッパモミ、ヨーロッパアカマツ等の輸出税が

引き下げられた。一方、かねて我が国へ多く輸出さ

れているエゾマツ、トドマツ、カラマツについては

25%の輸出税は維持されたままとなっている。ガス

製造者及び流通者は、コストと利潤に基づいて通常

の商業的検討に則って運営することを約束。



年 11 月 10 日、USTRは二国間交渉の大筋合意を発

表。同年 11 月 15 日から行われたAPEC 首脳会合

の際の米露大統領首脳会談において、USTR 代表

とロシア経済発展貿易大臣の間で署名が行われた。

知的財産権の保護については、ロシアがTRIPS 協

定に整合させる目的で知財関連法令の法制度整備を

進めた一方で、米国はロシアによる映画やソフト

ウェアの複製、海賊版DVDの販売など運用・執行

面での知的財産権の侵害を強く懸念しており、知的

財産侵害に対する抑止力を確保すべくサイド・レ

ターを交わした。同レターには、ロシア連邦政府は、

WTO加盟前に生じる如何なる国内法及び規則の変

更も、TRIPS 協定及び知的財産権関連の条約の規

定との整合性を損なうものとならないことを確保す

るとの記載が含まれている。また、米国がロシアに

よる知的財産権の侵害に対して有効な取り締まり措

置の実施を求めてきた結果、加盟議定書では、ロシ

ア政府が今後も引き続き知的財産権侵害物品の取り

締まりを強化する旨が表記された。

（c）EUロシア交渉

　ロシアは、国営企業（ガスプロム）による国内消

費者向け天然ガス価格を生産コストに比べ著しく

低く設定しており、天然ガス価格に対する政府の

介入の問題を抱えていた。EU、米をはじめ加盟国

は、国内価格が輸出価格及び国際市場価格よりも不

当に低く設定され、国内下流産業に対する間接的な

補助金となりうるとしてこれを懸念。また、国営企

業による天然ガスの販売が通常の商業的考慮に則っ

ていないこと、不当に廉価な輸出がアンチダンピン

グ（AD）や相殺関税（CVD）の対象となりうるこ

と等を指摘した。

　最終的には、2004 年 3 月の閣僚会合を経て、同

年 5月にモスクワで行われた EU・ロシアサミット

において、二国間合意に達した。同合意では、最大

の懸案事項であったエネルギーの二重価格問題につ

いては、ロシア国内の産業用ガス価格を段階的に引

き上げることで合意した。

③加盟に伴う主な約束内容

（a）物品市場アクセス

　全品目の平均譲許税率を 2011 年の 10.0％（実行

税率）から 7.8％に削減。鉱工業品全体（7,955 品目）

では、10.0％（実行税率）から 6.8％に削減。農産

品では 13.2%から 10.8%に削減された。日本からの

主要輸出品目では、乗用車が加盟前 30％又は 35％

から加盟時に 25％、さらに加盟後 7年で 15％まで

削減される。携帯電話など IT製品については、現

行 10％から加盟後 3年で 0％に削減する（WTO加

盟後、2013 年 9 月に ITA（情報技術協定）に参加）。

（b）サービス市場アクセス

　WTO 区分における 155 サービス分野のうち、

116 分野についてサービス市場の自由化を促進、ま

たは現状以上に規制を強化しないことを約束。例え

ば流通サービスについて、WTO加盟時に、卸売、

小売り、フランチャイズ分野で 100％外資を認める

自由化を実施。金融サービスでは、加盟 9年後に外

国保険会社の支店設立を認可。また、銀行業・証券

業では、外国銀行による現地法人および駐在員事務

所の設立を認可。ただし、個々の国内銀行への外国

資本比率制限を設けない一方、ロシアの金融システ

ム全体に対する外国資本比率は 50％に制限するこ

ととした。また、外国保険会社による支店開設を容

認、電気通信分野では、外資制限（加盟時 49%）が

加盟後 4年で撤廃される。この他、道路輸送、海上

輸送サービスに関しても一定の自由化を約束した。

（c）知的財産権

　TRIPs 協定のすべての規定を移行期間なしで適

用することを約束。また、著作権によって保護され

たコンテンツの違法配信を行うウェブサイトの運営

に対する規則、取り締まりを約束。

（d）貿易関連投資措置

　2018 年 7 月 1 日までに、TRIMs 協定等のWTO

ルールに整合的でない貿易関連投資措置（自動車投
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資優遇策）を撤廃する。その他の貿易関連投資措置

は加盟日から全てWTO条項に従うことを約束。

（e）輸出税

　鉱物燃料、石油、ベースメタル等、700 以上の品

目について上限を設定。また、MFN原則をはじめ

とするWTO協定に則って輸出税を適用することを

約束。

（f）政府調達

　加盟と同時に政府調達協定（GPA）のオブザー

バーとなり、4年以内に加盟交渉を開始することを

約束（2014 年 2 月現在、加盟交渉は開始されてい

ない）。

（g）エネルギー

　天然ガスの二重価格問題に関し、ロシアの天然ガ

ス製造者及び流通者は、コストと利潤に基づいて通

常の商業的検討に則って運営することを約束。
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内国民待遇

電力固定価格買取制度に係るローカル
コンテント要求
＜措置の概要＞

　カナダ・オンタリオ州は、再生可能エネルギーの

普及を図るため、2009 年 5月に“Green Energy 

Act”を可決及び関連する法律を改正。同法によ

り、再生可能エネルギーの電力の固定価格買取制度

（Feed in Tariff （FIT））を創設。

　オンタリオ州政府は、発電事業者等が固定価格

買取制度に参入する際の条件として、一定割合以上

の付加価値（組立や原材料の調達等）が同州内で

付加された太陽光・風力発電設備を使用することを

義務化した（ローカルコンテント要求）。

＜国際ルール上の問題点＞

　州内での付加価値の付与を条件とすることで同州

内産の発電設備の使用を義務づけることは、内国

民待遇義務を定めるGATT第 3 条、貿易に関連す

る投資措置に関する協定（TRIMS）第 2条違反の

可能性があるとともに、補助金協定第 3 条に定める

禁止補助金（国内産品優先補助金）に該当する可

能性がある。

＜最近の動き＞

　本件については、現地領事館等を通じて、オンタ

リオ州政府に懸念を伝えていた他、カナダ連邦政府

に対してもハイレベルでの働きかけを行う等、二国

間での協議における解決を探ってきたが、カナダ側

より前向きな回答が得られなかったため、2010 年

9月にカナダに対してWTO上の二国間協議要請を

行った。その後、2011年 6月にパネル設置要請を

行い、7月の紛争解決機関会合においてパネルが

設置、2012 年 3月及び 5月にパネル会合が開催さ

れた。2012 年 12月、パネルは最終報告書を公表

し、WTO協定に基づき、買取条件におけるローカ

ルコンテント要求を撤廃すべきという我が国の主張

を概ね認め、カナダが GATT第 3 条及び TRIMs

第 2条等に違反して不当な州産品優遇を行っている

旨の判断を示した。GATT第 3 条及び TRIMs第

2 条違反については、TRIMs 附属書で禁止されて

いる国内産品の購入や使用の要求にあたり、州産品

を不当に優遇しているとして内国民待遇義務違反を

認定。また、内国民待遇義務の例外となる政府調

達行為にも当たらないとしてカナダの反論を退けた。

補助金協定第 3 条違反（禁止補助金）については、

パネル報告書は、補助金認定の要件となる利益の

存在（ローカルコンテント要求が FITプログラムに

参加する再生可能エネルギー発電事業者に補助金

協定に基づく利益を供与しているかどうか）が立

証されていないとして、補助金協定違反を認定しな

かった（ただし、本論点については、我が国が提

出した証拠及び議論から「利益」の認定が可能と

の少数意見が付されている。）。上記認定に基づき、

パネルはカナダに対し、GATT及び TRIMs 違反と

された措置をWTO協定に整合させるように勧告し

た。

　その後、2013 年 2月にパネル判断を不服としてカ

ナダが上訴し、同年 5月 6日に上級委員会報告書

が発出された。上級委員会報告書の主なポイントは

第10章
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次のとおりである。

① 内国民待遇義務（GATT第 3 条・TRIMs協定

第 2条）

　日本及び EUの主張を認めたパネル報告書の

結論を支持し、FITプログラムにおけるローカル

コンテント要求はTRIMs協定附属書で禁止され

ている国内産品の購入や使用の要求にあたり、州

産品を不当に優遇しているとして、GATT第 3 条

及び TRIMs協定第 2条違反を認定。

② 禁止補助金（補助金協定第 3 条）

　日本及び EUの主張を退けたパネル報告書を

概ね支持し、補助金認定の要件となる「利益」

の存在について立証が不十分として、FITプログ

ラムが補助金協定第 3 条で禁止される国内産品

優先補助金に該当するとは認定せず。

　上級委員会による勧告を受け、カナダ・オンタリ

オ州は、エネルギー大臣指令のもとで、発電規模

の大きいFITプログラム（ローカルコンテント要求

を含む）を廃止した。また、2013 年 7月、カナダ

は、履行期間を10ヶ月（2014 年 3月24日まで）と

することで日本と合意した。さらに、2013 年 8月、

オンタリオ州政府は履行に向けた中間的な措置とし

て、ローカルコンテント比率を、小規模風力発電事

業については 50%から20%に、小規模太陽光発電

事業については 60%から19 ～ 28%に引下げるエネ

ルギー大臣指示を公表した。なお、履行期間に関し、

オンタリオ州政府が、2014 年 3月の時点でローカル

コンテント要求を削除する改正電力法案を州議会へ

提出していたことから、我が国とカナダは、履行期

間を州議会の会期末であった 2014 年 6月 5日まで

の延長に合意した。その後、当該法案審議が終了

する前に州議会が解散したことから、当該法案は廃

案となった。しかし、このような状況下にありながら、

同年 6月5日、カナダは一方的に履行を宣言した。

日本及び EUはこれに対し強い懸念を表明し、カナ

ダ政府へ履行を要請した。その後、同月のオンタリ

オ州選挙において与党が信任され、同改正法案が

再びオンタリオ州議会へ提出され、同年 7月24日、

州議会で改正電力法が成立した。翌 25日には新た

なエネルギー大臣指示が発出され、同日以降締結

されるFITプログラムの新規契約について、ローカ

ルコンテント要求を行ってはならないこととされた。

　我が国としては、当該法改正により、実際にロー

カルコンテント要求が撤廃されたか等、将来の運用

状況を注視していく必要がある。

数量制限

丸太の輸出規制
＜措置の概要＞

　ブリティッシュ・コロンビア（BC）州では、国内

産業の保護等を目的に針葉樹丸太の輸出を規制

し、一部を禁止している。州内森林から産出される

木材は、州有林については同州の法律により、私

有林については連邦法により、州内での利用又は

加工が義務づけられている。丸太の輸出は、州内

で活用されない余剰材と認められた場合に限り行

われる。州有林については、木材輸出諮問委員会

（TEAC）の審査を経て、副総督又は州森林・土

地・天然資源大臣が余剰材かどうかを決定している。

また、私有林については、連邦木材輸出諮問委員

会（FTEAC）の審査を経て、外務貿易大臣が余

剰材かどうかを決定している。なお、州有林から産

出される木材のうち、ベイヒバ、ベイスギのすべて

及びベイマツ、ベイツガ、ベイトウヒの高品質の丸

太については輸出が禁止されている（先住民居留地

等一部の地域を除く）。また、州南部沿岸部の丸太

輸出には樹種や等級に応じて国内価格の 5～15％

または 1ドル/m3（州内陸部や北部沿岸部は 1ドル

/m3）の「州内加工代替税」（輸出税に相当）が課

せられる。

＜国際ルール上の問題点＞

　国内産業の保護のために輸出の禁止又は制限を

行っていることから、GATT第 11条第 1項に違反

している可能性が極めて高い。当措置は地方政府
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の措置であるが、カナダ政府はGATT第 24 条 12

項に基づいて、協定の遵守を確保するための妥当な

措置を検討すべきである。

　なお、当該措置については、我が国はカナダ政

府に対し、マルチ、バイなどの場を通じて、是正を

働きかけているところ。

＜最近の動き＞

　州南部沿岸部の丸太の州内加工代替税について

は、2013 年 3月から値上げされ、税率（5 ～15%）

に輸出価格と国内価格の価格差をもとに算出した

係数（1.0 ～ 1.5 の値をとり、3か月おきに算出）を

乗じた額が賦課されることとされた。（2015 年 1～

3月は 1.2 の係数が適用。）

関　税

高関税品目
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　現行のカナダの非農産品の単純平均譲許税率は

5.3％であり、日・米・EUといった主要先進国の水

準より若干高い水準にある。譲許税率が高い品目と

しては、グラスファイバー製品（最高 15.7％）、衣類（最

高 18％）、非譲許品目としては、造船及びタンカー（最

高実行税率 25％）などがある。非農産品の譲許率

は、99.7％となっている。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるというWTO協定の精神に照らし、

関税はできるだけ引き下げることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。また、ドーハ・ラ

ウンド交渉の枠外で、IT製品の関税撤廃対象品目

の拡大を目指して、2012 年 5月からITA 拡大交渉

が行われている（詳細は、第Ⅱ部第 5 章 2.（2）ITA

（情報技術協定）拡大交渉を参照）。
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内国民待遇

（1）電力固定価格買取制度に係るロー
カルコンテント要求

＜措置の概要＞

　2010年1月、インド政府は「ジャワハルラル・ネルー・

国家太陽光指令（Jawaharalal Nehru National 

Solar Mission（JNNSM））」を公表。太陽光エネ

ルギーの普及・振興を図るため、太陽光エネルギー

普及のための政策として、太陽光パネル及び太陽熱

により発電された電力の固定価格買取制度（FIT）

を導入した。

　インド政府は、発電事業者等が固定価格買取制

度に参入する際の条件として、一定割合以上の付加

価値（組立や原材料の調達等）が同州内で付加さ

れた太陽光パネル・太陽熱発電設備等を使用する

ことを義務化した（ローカルコンテント要求）。

＜国際ルール上の問題点＞

　こうした州内での付加価値の付与を条件とするこ

とで同州内産の発電設備の使用を義務づける措置

は、内国民待遇義務を定めるGATT 第 3 条、貿

易に関連する投資措置に関する協定（TRIMS）第

2条違反の可能性があるとともに、補助金協定第 3

条に定める禁止補助金（国内産品優先補助金）に

該当する可能性がある。

＜最近の動き＞

　我が国は、本制度におけるローカルコンテント要

求及びそれを条件とした補助金の交付はGATT及

び補助金協定に抵触する可能性があることから、

2011年 5月に開催されたWTO 補助金委員会及び

2011年9月に開催された対インド貿易政策検討制度

（TPR）会合において同趣旨の質問を行った。また、

2012年5月以降、WTO・TRIMS委員会においても、

米国・EUとともに繰り返し懸念の表明を行っている。

なお、米国は、2013 年 2月、本制度が GATT 第

3 条、TRIMS 第 2 条及び補助金協定第 3 条等に

違反しているとして、WTO協議要請を行った（2014

年 2月には協議の対象を追加する要請を行った）（我

が国は、協議への第三国参加を要請したがインド

が拒否）。米国は、協議によって問題解決が図られ

なかったことから、2014 年 4月、パネル設置要請

が行われ、同年 5月、パネルが設置された。

　我が国としては、本パネルに第三国参加をしてお

り、パネルの結果について注視をしていく。

（2）電気通信に関するローカルコンテ
ント要求等

＜措置の概要＞

　2011年 4月、インド電気通信規制庁（TRAI）は、

電気通信機器製造業の育成と競争力強化を図るた

めの政策提言書を通信 IT省電気通信局（DoT）に

対して勧告した。その内容には以下のような措置を

含んでいた。

①国産品に対する優遇措置（国産比率を明示した

製品に対する市場での優遇措置、政府から免許

交付を受けた者は輸入品より国産品を優先する

義務を負う等）の導入

②内国税に関する輸入品と国産品の競争条件の調

整
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　その後、通信 IT省情報通信技術局（DIT）が、

TRAIの勧告の考え方を踏まえ、より一般的な電子

機器を対象とした国内製造促進政策の検討を行い、

2012 年 2月、電子機器の国内製造製品優遇に関す

る通知（The Preferential Market Access: PMA)

を発出し、官報掲載を行った。通知内容はTRAI

による勧告から修正がなされ、例えば以下のような

措置をとることとされている。

①安全保障上重要性を有する電子機器及びその政

府調達について、関係省庁は、告示において国

内製造製品の調達割合（最低 30％以上）及び付

加価値基準を明示する。

②個々の省庁は、本政策への適合に対する適切な

インセンティブ・ペナルティを明示する。

　本通知は、通信機器を含む電子機器の政府調達

等全体に適用される総則的な通知として位置づけら

れ、DoTを含む関係省庁が、それぞれの所掌分野

における対象機関、機器、調達割合（最低 30%以上）

及び付加価値基準を具体的に告示する予定とされ

ていた。そのような状況において、2012 年 10月に

DoTは、通信機器の政府調達における国内製造製

品優遇に関する通知を発出した。さらに、2012 年

11月には通信 IT 省エレクトロニクス IT局（DeitY

（2012 年、DIT から改組））が、電子機器の政府

調達における同様の通知を発出した。当該通知は

政府調達を対象にしたものであるが、DoTは、民

間通信事業者が調達する安全保障上重要性を有す

る通信機器についての国内製造製品優遇に関する

通知の検討を進め、2013 年 1月には同通知案につ

いてパブリックコメントを行った。

＜国際ルール上の問題点＞

　今後、関係省庁によって通知どおりに施策が実施

された場合、本政策による電子機器のローカルコン

テント要求はGATT及び TRIMs協定の内国民待

遇に違反する可能性がある。また、DITの通知は、

その背景において安全保障を強調しており、安全

保障上の必要性はケースバイケースでインド政府に

より判断されるとしているが、GATT第 21条のい

ずれの条項に該当するのか不明であり、同条に基づ

く正当化は困難と考えられる。

＜最近の動き＞

　2011年 12月の内閣総理大臣とインド首相との会

談でも本件につき申し入れを行い、2012 年 4月の

日印閣僚級経済対話においても日本側から見直しの

要請を行った。また、2013 年 2月には、経済産業

大臣よりインド通信 IT 大臣に対して再考を要請し

た。各国産業界等からも勧告内容を問題視する旨

の書簡を発出している。WTOでは、2012 年 5月、

同年 10月、2013 年 4月のTRIMs 委員会において、

米国・EUとともに繰り返し懸念の表明を行った。

　2013 年 11月、経済産業省商務情報政策局と

DeitYなど日印の官民が参加した ITエレクトロニク

スに関する日印合同作業部会において、日本側から

見直しを要求した。

　2013 年 12月、DeitYから通知が公表され、国

産品に対する優遇措置は政府調達にだけ適用され、

民間部門の取引には適用されないことが確認され

た。2014 年 10月、2 回目となる日印合同作業部会

の場で、DeitYより、対象となるのは政府調達の中

でも中央政府が行う調達のみで、州政府の調達は

除くとの報告を受けたが、引き続き、今後の見直し

や運用を注視する必要がある。またDoTの所管分

野で民間取引への適用が除外されるかについても

注視する必要がある。

関　税

（1）高関税品目
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　現行の非農産品の単純平均譲許税率は 34.5％で
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ある。

　インド政府は、（1）基本関税率（実行税率）を

ASEANレベルに引き下げる、（2）最終製品には

10％、原材料・部品には 5％～ 7.5％を適用する関

税体系への移行を目標に掲げ、2003 年度以降、継

続して基本関税率の引き下げを行っている。2007

年 1月に、特定の資本財や部品・原材料の一部に

ついて関税引き下げを実施し、自動車部品や電気

部品、機械類等多くの部品の基本関税率を7.5％に

引き下げた。更に、同年 3月には、農産品を除く基

本的にすべての譲許品目の最高基本関税率を原則

12.5％から10％に引き下げた。この一連の措置によ

り、一部の部品・原材料を除いては、インド政府の

目標がほぼ達成されたと見られ、自由貿易の促進

の観点から一定の評価を行うことができる。

　一方、非農産品の譲許率は 69.8％であり、非譲

許品目としては乗用車（実行税率： 100 ～125％）、

衣類（平均実行税率 14.1％））等の高関税品目が存

在している。繊維製品はインドの競争力、国際的水

準から見ても高く設定されている。

＜懸念点＞

　高関税そのものは譲許税率を超えない限りWTO

協定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済の

効率性を高めるWTO協定の精神に照らし、関税

はできるだけ引き下げることが望ましい。

　また、譲許率が低いことや実行税率が譲許税率

を下回って乖離があることは、WTO協定上問題は

ないが、当局による恣意的な実行税率操作を可能

とするため、予見可能性を高める観点から、非譲

許品目は譲許されること、また、譲許税率が引き下

げられることが望ましい。

＜最近の動き＞

　ドーハ開発アジェンダにおける非農産品市場アク

セス交渉において、関税の削減・撤廃を含む市場ア

クセスの改善について交渉が行われている（最新の

状況については資料編を参照）。

　また、日インド EPAは、2011年 2月に署名が行

われ、同年 8月に発効した、我が国から輸出する自

動車部品（生産用部品）や鉄鋼製品等の関税が協

定発効後 5～10 年間で撤廃される等、市場アクセ

スの改善が図られる。
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（2）輸入品への特別追加関税の導入
＜措置の概要＞

　インドでは上記の実行税率が課される「基本関

税」の他に、「相殺関税（追加関税）」、「特別追加

関税」、「教育目的税」を加えた総額が税関で徴

収される。2013 年 12月時点において、輸入評価

額（C.I.F. 価格＋荷揚げ費用）が 100、基本関税率

10％、追加関税率 12％、教育目的税率 3％、特別

追加関税 4％の場合、評価額 100 に対する関税総

額は最終的に 26.85と、通常、WTO 等の国際交

渉の場でインド政府が対外的に提示している実行税

率と比較して高水準となっている。なお、関税の具

体的な算出方法は以下のとおり。

＜国際ルール上の問題点＞

　上記のとおり、インドがウルグアイ・ラウンドに

おいて合意した非農産品の単純平均譲許税率は

34.6％となっている一方、「基本関税」の税率は原

則 10％であり、平均譲許税率を下回っている。「基

本関税」に着目すれば、その税率が個別品目につ

いて譲許税率を下回る限りGATT第 2条に整合的

と考えられる。他方、「特別追加関税」や「教育目

的税」は、GATT 第 2 条 1項（b）に規定されて

いる「通常の関税」又は「その他の租税又は課徴

金」に該当すると考えられる。前者に該当する場合

は、少なくともITA（情報技術協定）により関税撤

廃を約束した製品については譲許約束を超える課税

となる。また後者に該当する場合は、譲許表への

記載が必要であるにもかかわらず、実際にはこれら

はインドの譲許表に記載されていないことから同じ

く譲許約束違反となる。このため、いずれに該当す

るにせよ、「特別追加関税」及び「教育目的税」は

GATT第 2条に違反する可能性がある。

　また、インド政府は、2007年 5月に開催された

WTO対インドTPRにおいて、「特別追加関税は内

国税であり、付加価値税や中央売上税を相殺する

ためのもの」、更に「輸入品に 2回賦課する教育目

的税のうち、1回目の税は内国税で 2回目は関税で

ある」等の回答を行っているところ、内国税として

分類される場合はGATT第 2条ではなく内国民待

遇を規定したGATT第 3条の対象となる。この点、

我が国産業界からは、「輸入時に特別追加関税を支

CIF 100 

10 10 100×10

 110(A) 

21 * 13.20 (A) 12% 

 123.20(B) (A)+

3 0.696 ×3% 
<(123.20-100) 0.03>

123.896(C) (B)+

4 4.956 (C) 4% 

 128.852 (C)+

(%) 28.852 

＜図表Ⅰ‐ 12＞　関税率計算方法（評価額を 100、基本関税率 10％とした場合）
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払った輸入品であってもインド国内の流通段階にお

いて付加価値税や中央売上税は賦課される」との

実態が報告されており、「特別追加関税」及び「教

育目的税」はGATT第 3 条に違反する可能性があ

る。

＜最近の動き＞

　本件については、累次日インド EPA交渉等の政

府間協議の場を通じて、特別追加関税を含む関税

制度について、WTO協定整合的かつ透明性の高

い制度へ改善するよう、インド政府に対して求めて

きた。特別追加関税の還付制度については、還付

申請条件が厳格過ぎる上、手続の詳細も不明であ

る等の問題点が指摘されてきたところ、2008 年 11

月に、申請条件の緩和が発表された。しかしながら、

新条件が導入された後も、「実際に還付が受けられ

た」事例は少数に留まっており、更なる制度の改善

が求められている。

　2009 年には我が国より次官級レベルも含め制度

改善の働きかけを、また民間ベースでも日印経済合

同委員会等を通じインド政府側に働きかけを行った

ところ、インド側より還付申請済みの特別追加関税

について、速やかに還付する旨の返答があった。

　また、2010 年 2月より、完成品として製品が梱包

された状態で輸入される場合，当該品への特別追

加関税（4％）が控除されることになり、繊維製品，

携帯電話機，腕時計については，加工せず小売す

ることを条件に，梱包なしでも免税を受けられるこ

ととなった。しかし、こうした措置を導入後、税関

当局は完成品の輸入に対する監視を強めており、特

に、MRP（最高小売価格）や輸入年月を記載した

ラベルの個別商品への貼り付けが徹底されたため、

ラベル不備の貨物が通関時に留め置かれるケース

が多発している。こうしたことから、今後のインド

側の対応について注視し、引き続き制度の改善につ

いて働きかけを行う必要がある。

　なお、本件に関しては米国がWTOパネル設置

要請を行っており、2008 年 7月、パネルは、米国

がインドの措置のGATT第 2条 2 項違反を立証で

きていないとして、米国の申立てを退ける判断を下

した。米国はパネル報告を不服として上級委員会に

上訴を申立していたところ（我が国も第三国として参

加）、2008 年 10月上級委員会は、特別追加関税に

ついて、「同種の国産品に課される関連内国税を超

えて課税するかぎり」、GATT 第 2 条 1項（b）に

違反すると「思慮」すると判示したものの、左記に

関する事実認定がパネルにより行われていないこと

から、当該措置の是正勧告は行われなかった。

＜参考 1：特別追加関税の還付制度の概要＞

　インド政府・財務省は 2007年 9月14日、インド

への輸入品に課せられる一律 4％の特別追加関税

（Additional Duty of Custom）の還付に関する通達

（Notifi cation No.102/2007）を発表した（同通達

については、http://www.cbec.gov.in/customs/cs-

act/notifications/notfns-2k7/cs102-2k7.htm 参

照）。

　同通達は即日発効（同日以降に通関されるすべて

の輸入品に適用）され、以下の条件・手続を踏ん

で輸入された製品（基本的に完成品のみ）について

は、支払った特別追加関税額の事後還付が受けら

れることが記載されている。

（1）輸入者は、通関時に一旦、特別追加関税を含

むすべての関税（基本関税、相殺関税、特別追

加関税、及び教育目的税）を支払う必要がある。

（2）輸入者は、当該輸入製品を販売する際に発行

するインボイスの中で、当該製品が投入税控除の

対象（インプットクレジットが受けられる部品・原

材料など）ではないことを示す必要がある（注）。

（3）輸入者は当該製品の国内販売に係る、付加価

値税（VAT）、州販売税、中央販売税（CST）な

どをすべて支払わなければならない。

（4）輸入者は、当該製品を輸入した港の税関当局

に対し、以下 3 種類の書類を添付して、特別追

加関税の還付申請を行うことができる。

a．当該輸入品に対する特別追加関税の支払いを

証明する書類

b．当該輸入品の国内販売に係るインボイス
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c．当該輸入品の国内販売に際して発生したVAT

その他販売税の支払証明書類

（5）税関当局によって上記の要件を満たしていると

判断された還付申請に対して、支払済みの特別

追加関税相当額が輸入者に還付される

（注）中央付加価値税法の CENVATクレジット

規則（2004 年）は、製造業者に対し、自社の

製造品に係る物品税総額から、当該製造品に

使用した部品に対して支払った物品税額（追加

関税、特別追加関税を含む）を「インプットク

レジット」として控除した上で、税務当局に納

税することを認めている。

＜参考 2：物品・サービス税＞

　インド政府は、2006 年度政府予算案のなかで、

2010 年 4月から中央政府・州政府の間接税を整

理・統合し、物品・サービス税（GST：Goods and 

Service Tax）へ一本化することを発表した。これ

を受けて、2009 年 11月には、州財務大臣グルー

プ委員会がディスカッション・ペーパーを提示、さ

らに同年末には第 13 次財務委員会報告書が大統

領に提出されるなど、インド国内で活発な議論が展

開されている。しかしながら、GST 導入の前提とな

る憲法修正や各州政府との調整に長期間を要するこ

と等を理由に、GSTの導入が当初予定から大幅に

遅れるとの報道も多くみられ、インド国内情勢には

不透明な点も多い。特に特別追加関税については、

州財務大臣グループ委員会のディスカッション・ペー

パーが GSTの導入に伴い同税を撤廃することを提

案している一方、第 13 次財務委員会報告書では特

別追加関税について言及がなされていない等、引き

続き、インド国内の議論の動向を注視することが必

要となっている。

アンチ・ダンピング

AD措置の濫用と透明性の欠如
＜措置の概要＞

　インドは、1995 年から2014 年 6月末までに 704

（※複数の国に対する同一品目のAD調査は各々1

件として計上。）件のAD 措置を発動している。イ

ンドのAD 措置がAD協定に抵触するとして、EU

が WTO協定に基づく協議要請を行った 2003 年以

降、インドによるAD 措置発動件数は減少したが、

2007年以降、再び増加傾向にあり、インドは未だ

に世界で最もAD 措置を多用している国の1つであ

る。そのうち、日本が発動対象となった措置も32

件にのぼっており、化学品を中心にAD 措置が発

動されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　インドのAD調査については、①調査手続の透

明性が低い、②調査当局の判断根拠・決定に関す

る説明が不十分である、③利害関係者の十分な意

見表明機会が確保されていない、など手続的な問

題が多く、当局の運用に関し改善を求めていく必要

がある。具体的な問題点の例については下記参照。

・インドでは、AD協定 9.1条に基づき、ダンピン

グ・マージンどおりの課税ではなく、国内産業に

対する損害を除去するに必要な限りでの課税がな

される（レッサー・デューティー・ルール）。この

ため、別途損害マージンの算定が行われること

になるが、なかには、インド国内市場が競合状

態にあり調査対象会社間でほとんど価格差が存

在しないにもかかわらず、決定された各社の損害

マージンに大きな差が出るという不可解なケース

がある。このように当局の判断根拠が不透明であ

る場合でも、調査対象企業が事実関係を確認す

ることが困難であるという問題がある。

・損害認定では、最終決定にAD協定 3.4 条に規

定する当局が検討すべき15 項目に係るデータす

べてが網羅されておらず、また、その開示の程度



187

第
Ⅰ
部

第
11
章

イ
ン
ド

第 11章　インド

がAD協定 12.2 条に規定する当局の義務を満た

していないケースがある。そのような場合、利害

関係者は、判断の根拠について有効なデータ分

析ができず、反論できる範囲が限定的なものとな

り、自己の利益を擁護する機会が失われる。こ

のような状況は、AD協定 6.1 条に照らしても問

題がある。

・AD 協定 12.2 条では、仮決定、最終決定及び

AD税の撤廃について公告するとともに、当該公

告及び報告書は利害関係者に送付することになっ

ているが、日本政府への政府間通報を含め、利

害関係者への通知が適切になされているか不明

なケースがあり、手続面において懸念がある。

＜最近の動き＞

　日本産アニリンに対するAD 措置のサンセット・

レビューが 2010 年 10月から開始され、WTOの通

報によると措置が失効したとされている。しかし、

インドでは措置撤廃の公告がなされていない。これ

は、措置撤廃の公告を義務付けたAD協定 12.2

条に照らして問題であり、我が国は、2012 年 10月

のAD委員会において、インドに対し本件措置の現

状と、通報どおり措置が撤廃されている場合は措

置撤廃日と公告が行われていない理由を質問した。

これに対し、インドは国内法上AD課税が原則とし

て 5 年で満了することとなっており、撤廃の公告を

行う必要はなく、期間満了に伴い失効すると回答し

た。

　2014 年 5月には無水フタル酸に関する調査も開

始され、我が国としては、今後も引き続きインド政

府によるAD調査・措置の運用を監視し、AD協

定上問題があれば、その点を指摘し、改善を要求

していく。

補助金

食料安全保障法
＜措置の概要＞

　インドでは、2013 年 9月に生産者より買い取った

穀物を政府が安価な値段で貧困層に配給する穀物

配給プログラムである食料安全保障法が成立した。

これは、貧困層への食料供給をより安定させること

を目的として、米・小麦・雑穀を毎月5kgまで 3ル

ピー/kg、2ルピー/kg、1ルピー/kg の低価格で

の購入を可能とするものである。Antyodaya Anna 

Yojana（2000 年 12月 25日に中央政府によって発

せられたスキーム）のスキーム下で認められる全家

庭のうち、農村部では全人口に対する最大 75%、

都市部では最大 50%の人口に値する全ての家庭と

なっている。インド政府によれば、現行の配給プロ

グラムの下での必要穀物量が 5,637 万トンであるの

に対し、新制度では6,143万トンであるとされており、

国内助成の増加が見込まれる。

＜国際ルール上の問題点＞

　食料安全保障法による配給プログラムの拡大に

際して、行政価格で必要な穀物の買入を行えば、農

業協定では生産者向けの価格支持政策とされ、削

減対象となる国内助成に当たる。2014 年 9月にイン

ドは、国内助成について農業協定第 18 条で規定さ

れた農業委員会への通報を2004 年度から2010 年

度までの分について行ったが、その期間に公的備

蓄制度に関する支出が 57億米ドルから138 億米ド

ルへ増加したほか、政府による穀物買入量もコメが

2,470 万トンから3,420 万トンへ、小麦が 1,680 万ト

ンから2,250 万トンへ急増。こうした対策に関する

国内助成は 2010 年度までデミニミス（農産物生産

額の10%）の範囲で収まっているため、助成合計量

（AMS）はゼロではあるものの、本法の施行による

さらなる国内助成額の増加も懸念される。今後の国

内支持通報の内容やWTOでの約束水準との関係

について、注視していく必要がある。
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＜最近の動き＞

　2013 年 12月の第 9 回WTO閣僚会議において、

途上国が食糧安全保障目的に公的備蓄制度を行う

場合、その国内支持がWTO農業協定上の国内助

成削減対象義務に違反しても、加盟国は紛争処理

に持ち込むことを自制することを暫定的な措置とし

て合意した。また、インドの求めに応じ、2014 年

11月 27日のWTO 一般理事会において、暫定的

な措置が恒久的な解決案が採択されるまで存続す

ること及びその解決案を2015 年末までに採択する

よう最大限努力することで合意した。恒久的な解決

案に向けた議論が国内支持の規律に与える影響に

留意しつつ、注視していく必要がある。

基準・認証制度

（1）鉄鋼製品の強制規格
＜措置の概要＞

　2008 年 9月、インド政府は、鉄鋼及び鉄鋼製

品のファーストオーダー及び同セカンドオーダーを

官報公示し、鉄鋼製品に対する強制規格を導入す

ると発表した。これにより、インドに輸入される鉄

鋼製品については、施行日以降、鉄鋼製造事業者

がインド工業規格（「BIS 規格」、BIS＝Bureau of 

Indian Standards）を取得し、規格適合性を確保

することが求められることとなった。

　これに基づき、ファーストオーダーに記載された

棒鋼、線材等の 6品目については、2008 年 9月か

ら強制規格が施行されている。また、セカンドオー

ダーに記載された熱延鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板、

ブリキ、無方向性電磁鋼板、方向性電磁鋼板、厚

板、一般構造用半製品等については、2012 年 9

月、2013 年 3 月、10 月、2014 年 4 月、7 月、10

月に順次強制規格が施行された。一部用途の製品

は 2013 年 8月より２年間適用免除となった一方で、

2014 年 12月には、異形棒鋼等について、これまで

強制規格の対象ではなかった品種が強制規格の対

象となった

＜国際ルール上の問題点＞

　インド政府は、本制度の政策目的を製品の安全

及び品質の確保並びに環境の保護と説明している。

しかしながら、これらの政策目的は、鉄鋼製品のよ

うな中間財への規制では達成することができず、む

しろ最終製品の安全規制により達成されるべきもの

であることから、本制度は不要と考えられる。した

がって、本制度は、政策目的に照らして不必要に貿

易制限的な規制である疑義があり、TBT 協定第 2.2

条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　2009 年以降のTBT委員会では、日本、EU及

び韓国より、本制度への懸念が繰り返し表明されて

いる。

　2012 年 3月には、セカンドオーダーの施行時期

を2012 年 9月とする旨の官報公示があった。これ

に対し、2012 年 7月、日本鉄鋼連盟からインド鉄

鋼大臣、商工大臣宛に要望書を提出し、施行の延

期及び規定の明確化を要望するとともに、同月開催

されたインド鉄鋼大臣訪日時の会談において、経済

産業大臣政務官から懸念を表明した。これらの取

り組みの結果、2012 年 9月には、熱延鋼板、方向

性電磁鋼板、厚板等の施行時期が 2013 年 3月31

日に延期される旨官報公示があり、日本産業界が特

に懸念していた、自動車用熱延鋼板等の輸入が急

遽ストップする事態は回避された。

　2012 年 9月以降もインド日本商工会および日本

鉄鋼連盟がインド鉄鋼省に対し、消費者の安全を

確保するに足る国際的に認められた規格を有する鉄

鋼製品の輸入、最終製品の規格によって消費者の

安全が確保されるとインド政府が認める産業用途に

使用される鉄鋼製品を強制規格対象から除外するよ

う求め、働きかけを継続している。

　引き続き、本制度の運用を注視するとともに、両

国間で協議を行う必要がある。
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（2）自動車タイヤに対する強制規格
制度

＜措置の概要＞

　2009 年 11月にインド政府は自動車タイヤの強制

規格を発表した（2011年 5月施行）。それまで、任

意規格であった安全性の規格を強制規格化し、輸

入タイヤにも適用した。これにより、本強制規格に

おいては、当該規格に適合せず BIS（Bureau of 

Indian Standards）マーク表示のない自動車タイヤ

の製造、輸入、販売目的の保管、販売、流通が禁

止された。この自動車タイヤ規格は、世界的に広く

採用されている国連のUN/ECE/1958 協定の自動

車基準と異なるため、インドに自動車タイヤを輸出

するためには、追加の対応が必要となった。

　具体的には、本件におけるライセンス料は、BIS

規格マークを打刻している自動車タイヤ本数に基づ

き算定され、インド国外で販売される自動車タイヤ

についてもライセンス料を支払わなければならない。

また、インド政府は、外国資本メーカーに対しての

み、1工場あたり1万ドルの銀行保証を求めており、

インド資本と外国資本間に不必要な競争格差が生

じている。　

＜国際ルール上の問題点＞

　本規制におけるライセンス料は、インド国外で販

売される自動車タイヤについても支払わなければな

らないが、このようなライセンス料の算定についてイ

ンド側から合理的な説明は得られていない。そのた

め、適合性評価の手数料は実費相当額を考慮し、

公平なものとするTBT 協定 5.2.5 条に違反する可

能性がある。

＜最近の動き＞

　2008 年 3月以降のTBT委員会において、制度

の不透明性、認証取得のための十分な準備期間が

付与されていないこと、経済活動に与える悪影響等

について、我が国のほか、EU及び韓国より懸念を

表明してきた。直近では、上記のライセンス料の算

定方法と外国資本メーカーに対する銀行保証の論点

について、TBT委員会の場でインド側に改善を求

めている。

　引き続き、同様の懸念を有する関係国と連携しつ

つ、本規制の改善を求めていく。

（3）電気通信事業者の免許条件に係る
規制強化

＜措置の概要＞

　2010 年 3月以降、インド政府は、情報通信にお

けるセキュリティ確保を理由として、「外国企業から

の通信機器購入前のセキュリティ安全性確保」と題

する通達を行い、インド国内の通信機器の調達に

関する規制を公表した。2011年 5月に規制内容は

一部緩和されたものの、引き続き、インドの通信事

業者は、外国通信機器メーカーからの通信機器購

入にあたり、インド国内の検査機関によるネットワー

クセキュリティの認証が義務づけられている。なお、

本制度の施行時期は 2014 年 7月の予定であったと

ころ、2014 年 11月のTBT委員会において、2015

年 4月に施行時期が延期したことを確認したが、そ

の他、セキュリティ要件等、措置の具体的内容は現

時点では明らかでない。

＜国際ルール上の問題点＞

　これら通達は、その内容に不明確な部分がある

ものの、インド国内の検査機関による検査の運用

が、通信機器に対して特定のセキュリティ特性を要

求するものであるとすれば、事実上政府等による機

器の強制的な適合性評価となる可能性があり、イン

ド政府はWTO へ通報する義務を負う可能性があ

る。

　また、インド国内の検査機関から認証を受けた機

器にのみネットワークに組み込み可能とする要件は、

インド国外産品に対して不利な待遇を与えるもので

あり、GATT第 3.4 条及び TBT 協定第 2.1条の内

国民待遇に違反している可能性がある。

＜最近の動き＞

　2010 年以降、日米欧の産業界がインド政府宛て
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に連名で懸念を表明し、同年10月には、我が国産

業界（4団体）からインド政府宛に懸念を表明する

旨の書簡を発出した。日本政府としても、同年 8月

のASEAN+6 経済大臣会合（於ベトナム）や10月

の東アジア首脳会議（於ベトナム）で経済産業大臣

から商工大臣に対し懸念を表明したほか、2012 年

4月の日印閣僚級経済対話においても日本側から善

処を要請した。さらに、WTOの場でも、2010 年

11月以降のTBT委員会において、日米欧より本件

について懸念を表明している。

　我が国としては、本規制に対する詳細な内容に

ついて引き続き確認を求めるとともに、国際的な IT

セキュリティ制度との整合性を求めていく。

（4）電子・情報通信機器における強制
規格の導入

＜措置の概要＞

　インド政府（通信 IT 省）は 2012 年 9月に、電

子・情報通信機器の登録を義務化する法令「電子・

情報技術製品（強制登録義務要求）規則 2012」を

公表し（TBT通報は同年 10月に実施）、家電や電

子機器15 品目について、国内の安全基準に基づき

事前の登録及び表示が義務付けられた（2013 年 7

月には、対象品目に新たにプロジェクタが追加され

た）。本規制は2014年1月から完全施行されている。

　現在、インド内外から非常に多数の製品について

試験申請が行われているが、指定試験機関の試験

能力が十分でなく試験期間が長期化しており、また

申請時に非常に多数の書類提出が求められている

等の事情により、未だ多くの製品の登録審査が完

了していない。結果的に、インドへの対象製品の輸

出ができない等の混乱が生じている。

＜国際ルール上の問題点＞

　TBT 協定第 5.1.2 条において、「適合性評価手続

は、必要である以上に厳重であってはならない」と

されている。しかしながら、本規制の登録手続では、

非常に多数の書類提出が求められる等の過重な手

続が課せられているが、なぜそのような過重な手続

が必要であるのか、インド側から合理的な理由説明

はなされていない。したがって、本制度の政策目的

に照らして必要以上に過重な適合性評価手続であ

る疑義があり、本条に違反する可能性がある。

＜最近の動き＞

　2012 年 10月のTBT通報を受け、同年 12月に、

日本政府及び日本の関連業界 4団体（電子情報技

術産業協会（JEITA）、日本電機工業会（JEMA）、

ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）、

情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ））から、国

際規格との整合性や準備に必要な期間を確保する

ため、本措置の実施延期を求めるコメントを提出し

た。

　その後、2013 年 2月には、経済産業大臣から通

信 IT 大臣に対し、本件につき懸念を表明した。さ

らに、2013 年 3月及び 10月のWTO/TBT委員会

においても、日本、米国、欧州及び韓国より、本

件につき問題提起を行っている。これらの働きかけ

の結果、施行時期は 2013 年 4月から2013 年 7月

に延期され、さらに、一部条件付きで 2014 年 1月

まで猶予された。しかしながら、試験及び登録申

請手続きが長期化しており、依然輸出が滞っている。

また、本措置の対象品目の拡大がインド国内で検

討されているという情報もあり、引き続きインド政府

に対して、試験及び登録申請手続きの迅速化に向

けた改善の申し入れを継続していくこと必要がある。

サービス貿易

外資規制等
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　2010 年 3月、商工省産業政策促進局（（The 
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Department of Industrial Policy and Promotion, 

DIPP）は、外国企業による対内直接投資に

関する政策を統合した新たな統合版 FDI 政策

（CONSOLIDATED FDI POLICY）を公表した

（2013 年 4月 5日付けで改正）。この統合版 FDI

政策は、ネガティブリストにより、外国直接投資

が禁止・規制されている業種・形態、出資比率の

上限がある業種、外国投資促進委員会（Foreign 

Investment Promotion Board, FIPB）の個別認可

が必要な業種などを規定しており、外国直接投資

が禁止されている業種には、民間企業に開放され

ていない原子力・鉄道、不動産業又は農家の建設、

宝くじ・カジノを含む賭博、タバコの製造等の 8 項

目が挙げられていた。

　2014 年 5月、総選挙による政権交代に伴い与党

となったインド人民党（BJP、ナレンドラ・モディ首

相）は特定セクターにおいて外資出資規制の緩和を

実施した。同年 8月には、防衛分野における外資

出資比率上限を現行の 26％から 49％に引き上げる

こと並びにPPPで実施する高速鉄道、都市近郊鉄

道回廊及び指定貨物鉄道事業における外資出資比

率上限を100％に引き上げることを、また10月には、

外資の不動産業・建設業への投資に際しての要件

を緩和。投資可能物件の最低規模（面積）を5万

平方メートルから2万平方メートルに引き下げること

などを閣議決定した。

　以下金融、流通分野等における外資規制につい

て概観する。

①　金融

ア　銀行

　民間銀行業の外資規制の緩和については、外国

銀行が①本国の所管官庁の管轄下にあること、②

中央銀行であるインド準備銀行（RBI）の認可基準

をクリアしていることを条件に、100％出資子会社

設立が可能となった。これらの点については、統合

版 FDI 政策上でも規定されている。一方、国内民

間銀行における外国人投資家の議決権保有比率を

上限 10％と規定している現行の銀行規制法につい

ては、2012 年 12月、同比率を26％に引き上げる

同法改正案が議会で承認された。ノンバンクについ

ては、指定された商業銀行であるマーチャント・バ

ンクや住宅金融など 18 業種に対して 100％までの

出資が認められている。ただし、出資比率に応じて

最低資本金額が規定されており、この場合も、RBI

のガイドラインに従うことが条件となっている。

　2011年 8月に日印経済連携協定（EPA）が発効し、

金融分野での成果として、インド国内における外国

銀行の支店設置については、年間 20 店舗までとの

数量制限が存在する中、邦銀の支店設置について、

4 年間で 10 店舗まで支店設置申請に対して前向き

の考慮を払うとの特別な取扱いを獲得したものの、

支店設置には依然として当局の許認可に時間を要し

ている。

　なお、2013 年 11月に RBI は、子会社を持つ外

国銀行に対し、国内銀行と類似の規制上の取扱い

を認めることにより支店から子会社形態への転換を

促す施策を公表している。

イ　保険

　保険分野では、これまでにも外資出資比率の上

限を26％から 49％に引き上げる法案が閣議決定さ

れ、議会へ提出されたものの、同法案は可決され

なかった経緯がある。モディ政権発足後においても、

同内容の法案は国会で可決されなかったが、2014

年 12月大統領令が公布され、49％までの外資出資

が可能となった（但し大統領令は次期国会会期の当

初 6週間以内に国会の承認を得る必要あり）。

②　流通

　2012 年の外資規制の緩和により、単一ブランドの

小売業への外資参入は、条件つきで、それまでの

51%から100%まで可能となった（2012 年 1月施行）。

その後のマルチブランドの小売業に対する規制緩和

にあわせて、追加の規制緩和が行われた。規制緩

和の主な条件は以下のとおり。

・販売する製品は「単一ブランド」に限る。

・外資の比率が 51％を超える場合には、店舗設立
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後 5 年間はその製品調達額の平均 3 割をインド

国内の中小規模産業、村落などから調達すること

が努力目標。

　一方、外資参入が禁止されていたマルチブランド

の小売業に関しては、条件付きで 51%まで緩和され

（2012 年 9月施行）、その後さらなる追加規制緩和

が閣議決定された（2013 年 8月）が、規制緩和に

は以下のような条件があり、実態上の参入障壁となっ

ている。

・最低投資額は 1億米ドル。

・最初の投資から3 年以内に、初期投資額の最低

50％を土地の購入や賃貸費用以外のインフラ整備

（製造、包装、流通、倉庫の整備などのバックエ

ンドインフラ）に投資。

・製品調達額の30％をインド国内の小規模産業（建

物・設備への投資額が 200 万米ドル以下）から

調達。この目標は、初めの 5 年間は製品調達総

額の平均で達成すればよいが、その後は 1年ご

とに達成する。

・規制緩和に賛同した州のみに適用（2013 年 12月

時点では 11州が規制受け入れを表明済み）。

＜懸念点＞

　WTO協定には、投資に関する一般的なルールは

未だ整備されていないが、サービス貿易に関しては

GATSが既に存在し、投資を通じたサービス貿易

提供も規律している。上記の様 な々外資規制は、イ

ンドの GATS 上の約束に反しないためWTO協定

違反となるものではないが、WTO及び GATS の

精神に照らして、引き続き自由化に向けた取組が行

われることが望まれる。

＜最近の動き＞

　2014 年 5月の選挙で与党となったインド人民党

（BJP）は、選挙公約時点で総合小売業に対する外

資規制の緩和には慎重な立場を表明しており、新政

権発足後も、商工大臣があらためて総合小売業へ

の外資規制の緩和に反対である旨を表明している。

その後目立った動きは見られないが、我が国は、引

き続き外資制限強化に関する法律改正の動向等を

注視するとともに、二国間政策対話等やWTOサー

ビス交渉等により、これら外資制限の緩和を働きか

けているところである。

　

知的財産

医薬品等の特許保護
＜措置の概要＞

　TRIPS 協定は、新規性、進歩性及び産業上の

利用可能性のあるすべての技術分野の発明（物で

あるか方法であるかを問わない）について特許が与

えられると定めているが（第 27条 1項）、開発途上

国等で、医薬品やその他の化学物質などに関わる

発明を特許として認める物質特許制度を持たない国

については、当制度の導入までTRIPS 協定発効後

10年間の経過期間が認められていた（第65条4項）。

　インドは 1970 年特許法においては医薬品等の物

質特許を認めていなかったが、2005 年 1月の履行

期限（経過期間満了）を控えた 2004 年 12月に、

物質特許制度の導入を含む2004 年改正特許法（大

統領令）を公布した。その後、議会において 2005

年改正法（第 3 次）が審議・採択され、2005 年 4

月に公布、一部の条文を除き同年1月から有効なも

のとして遡及的に施行された。2005 年改正法のポ

イントは、①物質特許制度の導入（インド特許法第

5 条削除）、②医薬物質の定義導入（同第 2条 (ta)）、

③排他的販売権（EMR）規定（同第 24 条 A～F）

の削除、④メールボックス出願に関わる特許権者等

の権利制限（同第 11条 A(7)）、⑤一定の例外状況

下における医薬品の輸出に対する強制実施権（製造

及び輸出）の導入（第 92 条 A）等である。

　2005 年改正法の施行以降、医薬品関連発明に

特許が与えられるようになった。しかしながら、主

要国で特許になった医薬品関連発明が、インドでは

特許法第 3 条 (d) を満たさないとして拒絶される事

例が見られる。

　また、医薬品関連発明に対して強制実施を発動
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する動きが見られる。2012 年 3月、インド特許意

匠商標総局は、国内の後発医薬品メーカーの申請

に基づき、外国医薬品メーカーが所有する医薬品

関連特許に強制実施権を設定した。本強制実施権

の設定に関しては、2012 年 5月、当該外国医薬品

メーカーがインド特許意匠商標総局の決定を不服と

して、知的財産控訴委員会に審判の請求を行ってい

たが、2013 年 3月に棄却された。同年 5月、当該

外国医薬品メーカーはムンバイ高裁に提訴したが、

2014 年 7月に請求が棄却された。それに対し、最

高裁に特別許可申請がなされたが、2014 年 12月

に却下されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　物質特許制度を導入し、TRIPS 協定上の義務が

履行されたことは評価できる。しかしながら、「既

知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見

であって当該物質の既知の効能の増大にならないも

の」等を「発明でないもの」として特許の対象から

除外するインド特許法第 3 条（d）について、当条

項は化学物質や医薬品の技術分野に対してより厳し

い特許性の判断基準を設けるものであるとして、技

術分野による差別を禁じるTRIPS 協定第 27条 1

項に整合していない可能性がある。

＜最近の動き＞

　インド商工省が設置した委員会「Technical 

Expert Group on Patent Law Issues（ 議 長 : 

Mashelkar 氏）」のレポート（Mashelkar Report）

のリバイス版が 2009 年 3月に発表されたが、そ

の中では、上記問題のインド特許法第 3 条（d）の

TRIPS 協定（第 27条）との整合性について、上

記委員会は本件を審査する権限が付与されていな

いとして、結論は出されていない。そのような中で、

2013 年 4月、インド最高裁は、外国医薬品メーカー

の抗がん剤に関する特許出願について、特許法第

3 条（d）に基づき特許すべきではないとの判断を

下した。本件は、特許法第 3 条（d）に対してイン

ド司法の最高機関が初めて下す解釈であったとこ

ろ、今後の特許審査及び裁判における運用につい

て、引き続き注視していく必要がある。なお、イン

ド特許法第 3 条（d）については、その規定の不明

確さについても問題として指摘がされているところ、

我が国は、2011年 10月の対インド貿易政策検討制

度（TPR）会合において、インド特許法第 3 条（d）

の解釈について質問を行った。

　強制実施権の制度・運用についても我が国産業

界から透明性の向上等の要望があるところ、これら

医薬品特許に関するインドの制度・運用に対する理

解を深めるべく、2015 年 3月、インド高等裁判所

裁判官を招いて、医薬品特許をテーマとしたラウン

ドテーブルを開催した。

　今後も、パリ条約やTRIPS 協定等の国際ルール

との整合性の観点も含めて、注視していく必要があ

る。
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内国民待遇

ブラジルの自動車に対する工業製品税
（IPI）引き上げ措置
＜措置の概要＞

　ブラジル政府は、2011年 9月に国内産業を保護

するとの観点から、国産自動車及び輸入車に対して、

工業製品税（IPI）を現在の税率に加えて 30％追加

することを発表し、同年12月から有効となった。

　ただし、ブラジル、メルコスール又はメキシコ産

の一定の要件を充たす自動車については、追加の

工業製品税が免除されることとされており、免除を

受けるためには、その製造者が、以下の 3 つの要

件を満たして「認可企業」となることが必要である。

①メルコスール域内の現地調達比率が 65％以上で

あること

②ブラジル国内で組み立て、プレスなど 11ある自

動車生産工程のうち6工程以上を実施しているこ

と

③総売上（企業全体の税引後粗収入）の 0.5％以上

を研究開発（R＆D）に投資していること

　かかる免除規定を含む本制度の実施によって、ブ

ラジル国内に生産設備を持たないメーカーは、ブラ

ジル国内市場における自動車の価格競争力におい

て、大きな影響を懸念している。本制度は 2012 年

12月までの暫定措置とされ、後述の新自動車政策

によって廃止されている。

　2012 年 10 月、ブラジル政府は、2013 年より

2017年までの 5 年間、自動車に対するIPIの 30%

引上げを継続するとともに、自動車メーカーに対し、

一定の条件の下で IPIを30%以上減税可能とする

新たな自動車政策（イノバール・アウト）を発表した。

イノバール・アウトへの参加条件として、① 2017年

までに所定の燃費基準の達成（2017年新車燃費を

2012 年比 12%低減）・車両ラベルプログラムへの

参加、②一定額の国内研究開発・イノベーション・

エンジニアリング等への投資、③組み立て、プレス

など国内での一定の自動車生産工程の実施（上記

②の「11の自動車生産工程のうち 6 工程以上」か

ら「2013 年までに 12 工程中 8 工程、2017 年まで

には 10 工程」に変更）等の条件を満たした場合、

優遇税制として IPI 減税に利用できるIPI クレジッ

トが付与されることとなった（ただし、参加条件や

優遇措置の詳細は企業の活動状況（①ブラジル国

内の製造企業、②輸入販売企業、③投資計画を有

する企業）により異なる）。

＜国際ルール上の問題点＞

　本措置は、ブラジルにおける自動車の生産におい

て、税の免除という利益を受けるために輸入部品よ

りも国産部品を優先的に使用するインセンティブを

創り出し、輸入部品を不利に扱っている。また免除

企業となっても、ブラジル、メルコスール又はメキシ

コ産以外の自動車が免除対象とならないことから、

メルコスール又はメキシコ産以外の輸入自動車を、

国産車との関係のみならずメルコスール又はメキシコ

産の輸入自動車との関係で不利に扱っている。した

がって、GATT第 1条（最恵国待遇義務）、第 3 条

（内国民待遇義務）及び貿易に関連する投資措置に

関する協定（TRIMs）第 2条、補助金協定第 3.1（b）

に抵触する可能性がある。

第12章
ブラジル
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＜最近の動き＞

　この新政策に対し、我が国は、2012 年 5月及

び 11月、経済産業大臣よりブラジル開発商工大臣

に対しWTO 協定への抵触の可能性を指摘した。

2012 年 11月の第 6 回日伯貿易投資促進合同委員

会、これに産業協力をテーマに加えて設置された日

伯貿易投資促進・産業協力合同委員会の 2013 年

10月の第１回委員会、2014 年 9月の第２回委員会

においては、経済産業審議官より懸念を表明すると

ともに情報提供などの協力を要請。また、2012 年

11月以降、WTO 物品理事会及び TRIMS 委員会

において、米 EU豪とともに繰り返し懸念を表明し

ている。しかしながら、本政策に改善の動きが見ら

れず、加えて、通信ネットワーク機器、化学（肥料）

など幅広い分野に対してローカルコンテント要求に

関連づけた優遇税制措置を拡大する動きが見られ

たことから、2014 年 1月、EUはブラジルに対して

WTO協議要請を行った（我が国は第三国参加要請

を行ったがブラジルが拒否。）。その後、EUは協議

において問題解決が図られなかったことから、同年

10月、パネル設置を要請（自動車政策のみならず、

情報通信技術分野への優遇税制措置や輸出企業へ

の優遇税制措置についてもパネル審理の対象）、同

年12月にパネルが設置され、我が国は第三国参加

をしている。

　引き続き我が国としては、ブラジルの本措置への

対応やEUのパネル手続の状況を注視しつつ必要

な対応をしていく。

知的財産

特許・ノウハウ等のライセンス等への
規制
＜措置の概要＞

　有償の技術ライセンス契約は、ブラジルの特許庁

にあたる国立工業所有権院（INPI）による契約審

査を経た上で、INPIに登録することが必要である。

　特許・ノウハウ提供契約に基づくロイヤリティの

契約期間は国立工業所有権（INPI）の裁量により

通常 5 年までしか認められない。ライセンシーの同

意が得られれば契約期間の延長が認められる可能

性もあるが、延長されたとしても最大 10 年までしか

認められない。

＜国際ルール上の問題点＞

　ロイヤリティの海外送金を受けるために特許・ノ

ウハウ等のライセンス契約等を登録する必要のある

企業の多くは外国企業である。したがって、主に外

国企業に対してこのような登録制度を設けているこ

と、さらにロイヤリティ料率や秘密保持期間につい

て INPI から指示が行われることから、事実上外

国企業が内国企業よりも不利な制限を課されている

可能性がある。かかる制度を要求する合理性の有

無、現実の運用における不利益の内容・程度の精

査が必要であるが、不合理又は運用上過度な規制

となっていれば、TRIPS 協定第 3 条 1項の内国民

待遇義務に整合していない可能性がある。

＜最近の動き＞

　2009 年 2月の第 1回日伯貿易投資促進合同委員

会から2012 年 11月の第 6回委員会まで継続して、

ロイヤリティ料率や秘密保持期間につき改善を要請

している。この間、10 年以上の秘密保持期間条項

があってもINPIに契約を登録できることが確認さ

れた。その後、これに産業協力をテーマに加えた

日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会として開

催することとし、2013 年 10月の第 1回委員会では、

海外技術移転契約の期限を撤廃すること及び操業

技術等のノウハウに対するライセンスも対象とするこ

と、また、移転価格税制について、各製品の税率

算定基準の明確化等の要請を行い、各課題につい

て専門的な議論の場を設けることを決定した。

　今後とも、このような二国間協議等を通じて、技

術移転促進のための規制緩和の必要性とルールの

不合理を指摘しつつ、改善を働き掛けていくことが

重要である。
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　以下の措置は、今回の報告書の国・地域としては

対象外であるが、昨今、導入され、貿易歪曲効果

を有する措置であることから、取り上げることとした

ものである。

アルゼンチンの非自動輸入ライセンス
制度の導入・拡大
＜措置の概要＞

　アルゼンチン政府は、2008 年 11月に金属製品（エ

レベータなど）等約 400 品目について輸入事業者・

輸出事業者・輸入物品の価格、数量などの情報を

添えた申請を義務付ける非自動輸入ライセンス制度

を導入したが、2011年 2月には、この対象品目が

約 600 品目に拡大された。

　さらに、アルゼンチン政府は、輸出入均衡要求（例

えば、1ドルの輸入を行う条件として、同額の輸出

または国内投資を求める措置）や輸入を抑制するこ

となどを目的とした国産化要求なども行っている。

　また、2012 年 2月には、事前輸入宣誓供述制度

（DJAI）を制定した。このため、輸入をしようとす

る事業者は、輸入手続きに着手する前に、指定され

た事項を連邦歳入庁（AFIP）に登録し、事前承認

を得ることが必要となった。

　なお、2013 年 1月、非自動輸入ライセンス制度

は廃止されたが、その他の措置（事前輸入宣誓供

述制度、輸出入均衡要求など）は依然として継続し

ている。

＜国際ルール上の問題点＞

　輸出入均衡要求については、ライセンス発給の

要件としてアルゼンチン産品の輸出等の要求に応じ

る必要があることから、輸入規制を原則禁止する

GATT第 11条に違反する。また、輸出入均衡要求

は具体的法令に基づかない口頭指導による輸入制

限であるため、貿易規則の公表等を定めるGATT

第 10 条にも違反する。

　事前宣誓供述制度についても、ライセンスの発給

においてアルゼンチン当局による恣意的な裁量が介

在する制度であることから、GATT第 11条に違反

する。また、GATT第 10 条及び輸入ライセンス協

定第 1条、第 3 条、第 5 条等の透明性原則にも違

反する。

＜最近の動き＞

　2009 年以降、経済産業審議官、在アルゼンチン

大使館、日本の産業界からアルゼンチン政府に対し

て、措置改善の申入れを継続してきた。WTOにお

いても、2009 年以降、WTO 輸入ライセンス委員

会、TRIMs 委員会及び物品理事会において、米

国・EU等と協調して懸念を表明しており、特に、

2012 年 3月には、日本・米国・EUを含む14ヵ国・

地域がWTO 物品理事会において共同で懸念表明

を行った。しかしながら、依然として改善が認めら

れなかったため、同年 5月には EUがアルゼンチン

に対し、WTO協定に基づく二国間協議要請を実

施した。我が国は、産業界（日本貿易会、日本機

械輸出組合、電子情報技術産業協会、日本商工会

議所等）による改善要望も踏まえ、同年 8月、米

国・メキシコとともに二国間協議を要請し、同 9月

にジュネーブにおいて協議を実施した。しかしなが

ら、満足のいく解決を得られなかったことから、同

年12月、日本は米国・EUとともにパネル設置要請

第13章
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を行った。パネルは 2013 年 1月に設置され、2014

年 8月、アルゼンチンの輸入制限措置はGATT第

11条第 1項（数量制限の一般的廃止）に整合しな

いとの日本、米国、EUの主張を全面的に認めるパ

ネル報告書が公表された。2014 年 9月、アルゼン

チンはパネルの判断を不服として上訴を行ったが、

2015 年 1月、上級委員会は本件措置について報告

書を公表し、パネル報告書を支持し、アルゼンチ

ンにWTO協定に従って措置を是正するよう勧告し

た。なお、GATT第 10 条及び輸入ライセンス協定

第 1条、第 3条、第 5条等の透明性原則については、

パネル及び上級委員会は判断していない。我が国は

今後、アルゼンチンが本報告書の勧告を早期に履

行し、WTO協定に整合しないと認定された措置を

速やかに是正するよう注視する。

　（数量制限に関する論点の詳細については、Ⅱ部

3 章　主要ケース（4）参照。）

イスラエルのタイヤ規制
＜措置の概要＞

　2013 年 12月 26日付けで、イスラエルに輸入さ

れる自動車用タイヤ及びチューブに関する法規の改

訂版が公布された。さらに 2014 年 6月 9日付けで

修正版が公布された。

主な改訂箇所は、以下の 2点である。

①自動車の安全・環境に関しては国連で国際基準

が策定されているが、その国連規則（以下、UN/

ECE 規則）でタイヤの安全性に関するもの（第

30 号、54 号）に準拠しているタイヤについて、

2015 年 1月1日以降、欧州グレーディング法規と

ともにUN ECE R117-02（タイヤの騒音、ウエッ

トグリップ、転がり抵抗の環境基準）が適用。

②米国の安全基準であるFMVSS139/119 に準拠

している米国産タイヤについては対象外。なお、

FMVSS139/119とUN ECE R117-02 は内容的

に異なるものであり、いずれか一方に準拠してい

れば、他方の準拠は不要となるものではない。

　我が国は現時点ではUN ECE R117-02を採用し

ていない1。また、R117-02では、段階別に騒音ステー

ジレベルが引き上げられる構成になっており、2016

年 11月からはタイヤ騒音ステージレベル 2に内容が

強化される。タイヤ騒音ステージ 1レベルの認証は、

2012 年以降取得不可能なものであるため、施行日

の 2015 年 1月1日時点でタイヤ騒音ステージ 1レベ

ルを取得していない事業者は、タイヤ騒音ステージ

2レベルを取得せざるを得ない状況であるが（タイ

ヤ騒音ステージレベル1が要件となっている段階に

おいて、次のレベルであるタイヤ騒音ステージ 2レ

ベルを取得することで認証を得ることは可能）、しか

し、これを取得することは、一部のタイヤでステー

ジ２の規制値に適合するための開発期間を要するこ

とや、認証に時間を要することから困難である。

＜国際ルール上の問題点＞

　米国の安全基準に準拠した米国産タイヤはUN 

ECE R117-02 の適用除外とするという規定は、米

国産タイヤとそれ以外の国で製造されたタイヤの取

り扱いを差別的に扱うものであり、TBT2.1条の最

恵国待遇違反の可能性があるし、その差別を正当

な規制上の区別であるとする理由もない。なお、イ

スラエルと米国は自由貿易地域を締結している。自

由貿易地域は、「関税その他の制限的通商規則が

締結地域間の実質上全ての貿易について廃止」す

る取り決めであるが（GATT24 条 8 項（b））、本件

措置は、タイヤの環境基準であって措置の目的上、

輸入品を不利に扱う理由がなく、内外無差別に適

用されるべき規則・措置であり、「関税その他の制

限的通商規則」には該当しない。したがって、米

国産タイヤのみを適用するという最恵国待遇義務違

反が、自由貿易地域締結を理由に正当化されるこ

とはない。

　また、2015 年 1月1日時点では取得不可能な認

証（タイヤ騒音ステージ 1レベル）の取得を要件にし

ており、2012 年以降にタイヤ騒音ステージ 1レベル

を取得していなかった者は、タイヤ騒音ステージレ
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ベル 2を取得していなければ適合性評価を受けるこ

とができず、適合性評価手続について不必要な規

制を禁じるTBT5.1.2条違反の可能性がある。また、

既にタイヤ騒音ステージ 1レベルを取得している一

部の欧州産品と、取得していない一部の日本産品を

差別的に取り扱うものであることから、TBT2.1条

の最恵国待遇違反の可能性もある。

＜最近の動き＞

　在京イスラエル大使館を通じて、イスラエル交通

省へ申入れを行うと共に、2014 年 11月のWTO・

TBT公式会合開催中の二国間会合において、懸念

を表明した。今後の制度運用について引き続き注視

する。

ウクライナの穀物輸出規制（輸出割当）
＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない

貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸

念点に鑑み、掲載することとした。

＜措置の概要＞

　ウクライナ政府は、2010 年 10月、干ばつに伴う

国内の穀物生産量の減少等に伴い、小麦、大麦、

とうもろこし等に対する穀物輸出割当を導入した。

その後 2回の延長を経て、2011年 5月又は 6月に、

とうもろこしに、小麦、大麦、メスリン、ライ麦、

そばについては輸出割当が廃止された。

　また、2011年 7月から2012 年 1月までの予定で

小麦、大麦、とうもろこしに輸出税が課されたが、

小麦、とうもろこしの豊作が見込まれたことから、

同年10月にこれらの輸出税は撤廃された。

　FAOの統計によると、ウクライナの輸出量シェア

（2011年）は、小麦及び小麦粉が 2.6％（世界10 位）、

大麦が 8.2％（同 6 位）、とうもろこしが 7.1％（同 4位）

となっている。

＜懸念点＞

　ウクライナは小麦、大麦の主要な輸出国であり、

輸出割当措置は、世界の穀物需給や価格にも影響

を及ぼすものであった。ウクライナ政府は導入の理

由について、GATT11条 2（a）における「危機的

な食料の不足」を挙げたが、WTO協定上、明確

に問題があるとは言い切れないものの、小麦、とう

もろこしの輸出余力が残っており、「危機的な食料

の不足」と言える状況であったかどうかについては

疑問が残る。また、現状では、輸出規制措置に関

する加盟国への情報開示の仕組みが十分整備され

ているとはいえず、各国の措置が GATT11条 2 項

や 20 条に整合的か否かについて判断できないとい

う問題がある。

＜最近の動き＞

　報道によると、2012 年 9月、ウクライナ農相と穀

物輸出ユニオンは、2012/13 年度の穀物について自

主的な輸出枠に合意（小麦400万トン、大麦 300万

トン、とうもろこし1,240 万トン）したが、同年 11

月以降、小麦などの輸出枠を見直しながら輸出を継

続している。

　2012 年 11月のWTO農業委員会では、我が国

の他、豪州、EUから輸出規制導入の可能性を質し

たのに対し、ウクライナから、仮に導入する場合に

はWTOのルールに則り行う旨の回答があったとこ

ろであるが、今後とも状況を注視していく必要があ

る。

ウクライナの乗用車に対するセーフ
ガード措置
＜措置の概要＞

　2011年 7月、ウクライナ経済発展・貿易省は、ウ

クライナ政府国際貿易委員会（以下「委員会」という。）

の決定に従い、2008 年から2010 年を調査対象期

間とし、輸入乗用車（排気量 1000cc ～ 1500cc及

び 1500cc ～ 2200cc の乗用車）に対するセーフガー

ド調査を開始した。利害関係者等を対象とした公
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聴会の実施を経て、2012 年 4月、同省は、国内に

おける輸入乗用車の相対的増加、国内産業への損

害のおそれ等を認定する調査報告書の要約を利害

関係者へ送付し、委員会に対し、セーフガードによ

る追加関税の特別措置を発動すべき旨の提案を行

い、委員会はこれを受けて、同年 4月30日に本措

置の発動を決定した。その後、2013 年 3月、委員

会は、排気量 1000cc ～1500cc の輸入乗用車に対

して6.46%、排気量 1500cc ～ 2200cc の輸入乗用

車に対して 12.95%の追加関税を課す 3 年間のセー

フガード措置発動の決定を公表した同年 4月から当

該セーフガード措置が発動されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　ウクライナの乗用車輸入台数は、調査対象期間

である2008 年から2010 年にかけて増加傾向が見

られず、2010 年の輸入水準は 2008 年を大幅に下

回っていた。また、2010 年末の調査期間終了から

2 年以上を経た 2013 年 4月に当該措置は発動され

ているが、この間の輸入に関するデータは示されて

いない。これは、セーフガード協定第 2 条 1項に

規定されるセーフガード措置の発動要件である「輸

入の増加」に関し、過去の上級委報告 2で示され

た「重大な損害またはそのおそれを発生させるにあ

たり十分な近時性（recent）、突然性（sudden）、急

激性（sharp）及び重大性（signifi cant）」を有する

「輸入の増加」に該当せず、発動要件を満たさない

可能性が高い。また、GATT19 条に規定される「事

情の予見されなかった発展」の存在についても、ウ

クライナからは十分な説明がなされていない。その

他の発動要件である「国内産業への重大な損害ま

たはそのおそれ」及び「因果関係の存在」に関して

も、国内生産者が直面している困難な状況は、輸

入増加の結果ではなく2008 年の経済危機等他の

要因に起因する可能性があるが、公表されたウクラ

イナの調査報告書の要約の中では、輸入増加と国

内産業への損害及びそのおそれとの間に真性かつ

実質的関係があるかに関して十分な説明がなされて

いない。

　本件措置については、WTO協定に規定される手

続上の問題点も挙げられる。具体的には、セーフガー

ド協定 12 条により、セーフガード措置の発動国は、

調査開始、損害認定、措置発動決定の各段階にお

いてWTOセーフガード委員会へ直ちに通報する旨

義務付けられているが、ウクライナ政府は、2012

年 4月の損害認定及び措置発動決定から1年近く

経た、2013 年 3月にWTO への通報を行っている。

また、通報内容も不十分であり、漸進的自由化の日

程、一部の国内産業への損害の指標等が示されて

いない。加えて、ウクライナは関係国に対して、セー

フガード協定 12 条 3 項に基づく事前協議の機会を

与えていない。

　以上より、本件セーフガード措置は発動の実体要

件、手続要件の双方を満たしておらず、GATT19

条及びセーフガード協定に違反するものと考えられ

る。

＜最近の動き＞

　我が国は、2011年 7月の本件調査開始以来、ウ

クライナの本件措置に関する動向を注視してきてお

り、同年年10月及び 2012 年 4月には、WTOセー

フガード委員会において EUとともに懸念を表明し

た。同時に、公聴会への参加、二国間協議の実施、

ウクライナ経済発展・貿易大臣宛書簡等を通じて本

件セーフガード調査・措置への懸念を表明し、ウク

ライナ側に措置の発動を控えるよう要請していた。

その後、2013 年 3月のウクライナ政府による措置

発動の公表を受け、WTO 物品理事会においても、

EU及び他の加盟国と連携し、措置発動の決定を速

やかに撤回するよう要請した。

　しかし、同年 4月に措置が発動されたことに伴い、

その後も、同年 8月の外相会談において本件措置

の撤回要請等の二国間での働きかけ、WTO 物品

理事会・セーフガード委員会等のマルチの場での働

きかけ等あらゆるチャンネルを活用し、ウクライナに

対し措置の撤回を要請してきたが、状況は改善され

なかった。我が国は、産業界による要望も踏まえ、

同年 10月、ウクライナに対し、WTO 紛争解決了
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解に基づく二国間協議を要請し、同年 11月及び

2014 年 1月に協議を実施した。しかし、我が国に

満足のいく解決策が得られなかったことから、同年

2月、パネル設置要請を行い、同年 3月のDSB会

合でパネルが設置され、現在係争中である。我が

国としては、パネル手続と並行して、引き続きウクラ

イナ側の本措置の撤回を求めていく。

ウクライナの廃車税制度の導入
＜措置の概要＞

　2013 年 7月、ウクライナ最高議会にて「自動車

に関するリサイクル法」及び関連する税法典の改

正案が採択され、同年 9月1日より、右関連法案

が施行された。自動車廃棄物の適正な処理により、

人の健康及び環境を保護することが目的とされてい

る。

　廃車税の支払い義務を負う者は、ウクライナに車

両・車体を輸入する者、ウクライナ国内で車両の生

産を行う者である。廃車税の額は、基本税率及び

自動車の種類、排気量、製造年に応じて設定され

る係数に基づいて算出され、例えば、新車（乗用車）

の場合には、一台当たり、約 6万円から38万円の

課税が行われる試算となる。また、中古車の課税

額は新車の 2倍となっている。

　本制度には廃車税の支払義務を免除する規定が

設けられており、①大使館や国際機関が使用するた

めに輸入する場合、② 30 年以上前に製造された車

両で商業用でなくアンティーク的価値がある場合、

③人道援助のために輸入する場合、④自動車廃棄

物の適正な処理義務を引き受けた場合等に適用さ

れる。特に④の自動車廃棄物の適切な処理義務と

は、（i）廃車の引取り拠点を設けること、（ii）廃車

の廃棄場を設けること、（iii）引取り拠点から廃棄

場までの運送を確保すること、（iv）廃車の引取り拠

点・廃棄場に関する情報をホームページ等に公表す

ること等を指し、当該義務を引き受けた生産者が

製造した車体については、廃車税の支払が免除さ

れる。但し、免除登録の要件として、ウクライナ国

内で登録された法人であること、一定の製造工程を

国内で行うこと等が要件となっている。また、一部

の産業組立用の輸入車体については、上記④の要

件を満たす生産者が当該輸入車体を使用して国内

で車両を完成する場合、廃車税の支払が免除され

る。

＜国際ルール上の問題点＞

　廃車税免除（自動車廃棄物の処理義務の引受け）

の余地を国産車両のみに認め、輸入車両への免除

の可能性が排除されている点は、税に関する国内

産品と輸入産品の無差別を定めるGATT3 条 2 項

及び TRIMs協定 2 条の内国民待遇義務に違反す

る可能性が高い。また、一部の産業組立用の輸入

車体のみ、廃車税の適用が免除される余地があり、

当該輸入車体のみに有利な待遇を与えていることか

ら、GATT1条 1項の最恵国待遇義務に違反する

可能性がある。

＜最近の動き＞

　2013 年 8月 5日、ウクライナは、廃車税に関す

る関連法案に関しWTO協定に不整合的な規定の

削除を要請する大統領指示を公表したが、同法案

は修正されないまま同年 9月1日に施行され、2014

年 4月18日に同法案は廃止されるまでの間、廃車

税が賦課されていた。

　我が国は、2013 年 8月のキエフでの外相会談に

おいて、ウクライナによる廃車税の導入の動きに関

し懸念を表明する等の働きかけを行っている。また、

WTOにおいても、同年の10月にWTO 物品理事

会において、懸念を表明した。

　2014 年 4月 8日、ウクライナ最高会議において

廃車税廃止関連法案が採択され、ウクライナ大統

領の署名をもって、同年 4月18日に本廃止法案は

施行されている。本法案の成立により廃車税制度は

廃止され、内外差別的な措置は基本的に是正され

た。今後、我が国企業が内外差別的な扱いを受け

ることのないよう、引き続き廃止法等の施行・運用

状況を注視していく。
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エクアドルの自動車輸入総量規制
＜措置の概要＞

　エクアドル政府は、2012 年 6月、2012 年の完

成車輸入量及び額を2010 年輸入実績の 30%削減

する旨を発表し、当該措置を2014 年 12月 31日ま

で実施予定とした（2013 年及び 2014 年の完成車

輸入にも適用。）。さらに、2014 年 12月 29日、エ

クアドル政府は、2014 年末までの時限措置として

いた輸入数量制限を一部強化（完成車については、

13 年実績の輸入量及び額と比較して、40%の削減。

組立てのためのCKD（※部品単位で完全に分解さ

れた形態で輸出）については、13 年実績の輸入量

及び額と比較して 20%の削減）した上で、当該措

置を2015 年 12月31日まで延長する旨を決定した。

なお、2015 年 2月3日、上記輸入総量規制を若干

緩和した。

＜国際ルール上の問題点＞

　エクアドル政府が実施する輸入総量規制は、輸

入規制を原則禁止するGATT第 11条 1項に違反

する。

＜最近の動き＞

　大使館等を通じて、エクアドル政府に申入れを実

施している。エクアドル政府の動きを注視しつつ、

当該措置が協定整合的となるよう継続的に働きかけ

を行う。

　なお、2015 年 1月 5日、隣国のコロンビア及び

ペルーの通貨安が継続し、エクアドルへの輸出が

増加していることを理由に、機械類を中心に緊急輸

入制限（588 品目の関税をゼロから5％～15％に引

き上げ）を追加措置した。この措置に対し、2月9

日付で CAN（アンデス共同体事務局）が同措置の

却下を決議。しかしながら、エクアドル政府は、Ｃ

ＡＮ事務局の決議を受け入れない姿勢を表明。

トルコの商標権侵害問題
＜措置の概要＞

　2008 年 7月、トルコ最高裁判所により、商標権

の保護に関する法令第 556 号（Decree Law 556）

の商標権侵害に対する刑罰規定について「政令に

おいて刑罰を定めることは違憲であり、6ヶ月後の

2009 年 1月 5日をもって、同政令における刑罰規

定は効力を失う」という判決が言い渡された。更に、

行政機関が定める政令により罪及び刑罰を定めるこ

とができない旨を定めた改正刑法が 2009 年 1月1

日に施行されたことにより、上述の政令の刑罰規定

は同日より無効となった。

　それにもかかわらず、法律をもって罰則を定めた

改正商標法が2009年1月28日まで制定されなかっ

たため、商標権侵害に対する刑罰規定が存在しな

い空白期間が生じた。これに加えて、トルコ憲法に

おいて、刑罰を定める条文が改正された場合、犯

行の時点で有効な法律、又は犯行後に施行された

法律のうち、もっとも被告人に有利な法律を適用

する旨が規定されていることから、改正商標法施行

（2009 年 1月28日）以前に行われた商標権侵害行

為に係る刑事裁判で、判決までに上記空白期間を

含むものについては、もっとも有利な法律として処

罰規定のないものが適用される結果、被告人に無

罪判決が言い渡されている。また、権利侵害品が

①公共の安全を害する物である場合、②他の刑事

事件の対象物となっている場合などは、例外的に

当該侵害品を没収する旨の判決が下されているもの

の、それら以外については、捜査段階で押収した

権利侵害品については、原則として被告人に返還す

る旨の判決が下されている。

＜国際ルール上の問題点＞

　2009 年 1月1日に上述の政令の刑罰規定が失効

し、同月28日の改正商標法施行まで商標権侵害に

対する刑罰規定が存在しなかったことは、知的所有

権侵害行為に対する権利行使手続を国内法で確保

することを求めるTRIPS 協定 41条、及び商標の

不正使用について適用される刑事上の手続及び刑

罰の制定を義務づける同協定 61条に違反する。
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＜最近の動き＞

　本件に関しては、2010 年 2月、政府模倣品・海

賊版対策窓口に対し、知的財産権の海外侵害状況

調査制度に基づく企業からの申立てが行われたこと

を受け、同年 6月、我が国政府として、事実関係

等の調査の実施を決定し、同年11月には日本、米

国、欧州が共同で TRIPS 協定上の義務の遵守の

ため、商標権侵害に対する刑罰規定が存在しない

空白期間に押収された権利侵害品の市場環流防止

を含めたトルコ政府が取り得る方策を提案し、本件

の早期対応をトルコ政府へ要請した。また、2011

年 5月には、日本政府が、司法省、最高裁判所、

各地の知的財産裁判所を訪問し、権利侵害品の環

流防止に向けた仮差し押さえの手続き簡素化等、

本件への早期かつ適切な対応を再度要請した。さ

らに、2012 年 2月のWTO/TPRB会合、同年 7月

の日トルコ貿易・投資閣僚会合の場等においても、

解決を要請した。加えて、2013 年 6月にも再度トル

コの関係機関（司法省、特許庁、検察、国会）を

訪問し、現在の状況の確認等と販売目的所持を刑

事罰の対象とする改正法の成立を強く要請した。

モンゴルの外資規制をめぐる動き
＜措置の概要＞

　モンゴル政府が国家大会議（国会）に提出した

「戦略的分野において事業活動を行う企業に対する

外国投資を調整する法律（以下、外資規制法）」が

2012 年 5月に可決され、制定された。

　本法は、外資が戦略的分野（鉱物資源、銀行・金融、

マスメディア・通信）に投資する場合に、国家安全

保障の観点から規制を行うもので、外資比率 49%

以上かつ投資金額が日本円換算で約 60 億円以上

の場合には、国家大会議の承認が必要とされた。

当該分野で事業を行う企業の株式を1/3 以上取得

する場合や経営幹部の人事等について、モンゴル政

府の承認が必要とされた。その後、国家大会議の

承認は、外国の国有又は国の資本が含まれる投資

家の比率が 49%を超える場合とし、その他の場合

はモンゴル政府の承認が必要とする改正案が 2013

年 4月に成立した。

　本法を理由に、モンゴルに進出している当該分野

の日系企業へのライセンス交付が承認されず、日系

企業の活動が阻害される事案が発生し、モンゴル

におけるビジネス環境の悪化が問題視された。

＜国際ルール上の問題点＞

　本法の対象となる戦略的分野は、モンゴルが

GATSにおいて、自由化を約束した分野（実務サー

ビス（エンジニアリングサービス、鉱業に付随するサー

ビス等）の一部、通信サービスの一部、金融サー

ビスの一部等）が含まれており、市場アクセスを規

定した GATS 第 16 条及び内国民待遇を規定した

第 17条違反の可能性が高いと思われる。

＜最近の動き＞

　日モンゴルEPA交渉の場を通じて、本法に関す

る問題点を指摘、モンゴル側に善処を求めた。また、

2013 年 8月に開催された経済産業大臣とモンゴル

経済開発大臣との会談の機会を通じて、モンゴル側

に再度善処を求めるとともに、在モンゴル日本国大

使館からモンゴル政府に対し、公正な競争環境が

整備されていないことに対する懸念を表明した口上

書を送付した。

　2013 年 10月、新たな「投資法」が可決され、制

定されるとともに、外資規制法が撤廃された。投資

法は、モンゴル政府の承認を要する対象が外国の

国有又は国の資本が含まれる投資のみに変更され、

内外投資家の区別無く、モンゴル政府が租税環境

（法律で定める租税の種別及び税率の明確化，賦

課並びに納付にかかる法的調整の構成）の安定化

や知的財産権の保護などに法的保証を付与すること

となった。

　2015 年 2月には、日モンゴルEPAが調印され、

両国間の貿易・投資環境が一段と改善される見込

みであるものの、過去の経緯も踏まえ、今後とも、

EPAの批准状況や約束事項の執行状況について

は、引き続き注視する必要がある。

　



模倣品の世界的拡散と法制度・運用上の課題コ ラ ム

（1）模倣品の世界的拡散と模倣手口の巧妙化

   グローバル化した経済の下、国境を越える世界

規模での模倣品の拡散が深刻化している。OECD

調査（2009 年）によれば、世界の模倣品被害額は

2007 年時点で 2,500 億ドルに上り、侵害される権利

も、商標権、意匠権、著作権や特許権等、様々な種

類の知的財産権に及んでいる。

   模倣品の拡散の要因としては、インターネットに

よる情報流通の拡大や物流システムの発展が考えら

れる。模倣品の多くは世界の工場である中国から輸

出され、アジア地域だけでなく、欧米、ロシア、南

米、中東、アフリカ等の巨大市場へ流出している（図

表Ⅰ‐ 13 参照）。例えば、中国で製造されたと見

られる模倣品が、中東地域の一大物流中継地点であ

るドバイの自由貿易地域（FTZ）及び自由港（FP）

を経由して、中近東の近隣諸国や中央アジア、アフ

リカ、中南米、欧州、ロシア等へ流入しているとの

指摘がある。同様に、中国製と見られる模倣品がパ

ナマのコロン、チリのイキケ等の FTZを経由して

ブラジルやメキシコにまで流入しているとの指摘も

ある。

　また、組織的な国際分業により模倣品の製造・販

売を行う等、模倣手口の巧妙化・高度化も報告され

ている。例えば、中国等でノーブランドの模倣品を

製造・輸出し、知的財産権の保護水準の低い第三国

で商標権侵害の模倣ラベル及びパッケージを製造・

印刷して貼付するという手口が確認されている。ま

た、中国等で日本ブランドをアラビア語に翻訳した

商標を登録し、模倣品に当該商標を添付して輸出す

ることで、海外消費者に誤認混同を生じさせている

例も確認されている。
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フラット・パネル・ディスプレイへの
課税に関するGATT2 条違反
＜措置の概要＞

　ITA（情報技術協定）では、参加国は付属書Ｂに

明示されているフラット・パネル・ディスプレイ（FPD）

を譲許表に掲載し、無税で通関させることを求めて

いる。

　他方、ITA参加国であっても、税関が譲許対象

となる製品であると認定しない、もしくは他の製品

と誤認する等の理由により、譲許対象外とされてい

るビデオモニター等の別の分類の製品であると判断

して高額の関税を課すケースがあり、日本企業に被

害が生じる事案が発生している。

＜国際ルール上の問題点＞

　具体例として、東南アジア諸国等の一部税関によ

るデジタルサイネージ（屋外での広告等に使われて

いる大型ディスプレイ）への課税の例が挙げられる。

現在、「デジタルサイネージ」の明確な定義は存在

しないものの、2010 年 9月に採択された EUによ

るIT 製品への違法な関税賦課に関するWTOパ

ネル報告書（第Ⅰ部第 4 章関税（2）①（ｂ）参照）

では、ITA付属書Ｂに基づきコンピュータに使用で

きるように設計されたFPDであれば、ITAに基づ

く無税譲許の対象品目であって、関税を撤廃しなけ

ればならないとの判断を示している。「デジタルサイ

ネージ」は、PCと接続して使用するモニタであり、

FPDとして分類されるべき製品であるが、上記の条

件を満たすデジタルサイネージを有税品目である「ビ

デオモニター」など別の分類の製品として関税を課

すのはGATT第 2条違反に該当する可能性が高い

と思われる。

＜最近の動き＞

　被害企業がそれぞれの国の税関に対して実態説

明を続けるとともに、我が国として実態把握に努め

ている。



（2）法制度・運用上の課題

　このような模倣品問題の世界的拡散は、グローバ

ルにビジネスを展開する日本企業にとって深刻な問

題をもたらしている。そして、諸外国の法制度や運

用には、日本企業が効果的かつ迅速な権利行使を行

う上での様々な問題が報告されている。

　例えば、ASEAN3 や中南米等新興国の一部では、

知的財産権を侵害する輸出貨物や通過貨物は国境措

置の取締り対象外であり、中国等の模倣品製造国か

ら他国へと模倣品が拡散する一因にもなっている。

また、インドでは、我が国のようなデッドコピー規

制に関するルールが整備されておらず、他人による

商品の形態模倣を円滑に排除できない。商標や意匠

の冒認出願を行った模倣品販売業者に対しては、異

議申立や無効審判手続きに長期間を要するため、そ

うした者が無権原であることの立証が困難であり、

模倣品対策が円滑に進まないといった問題も存在す

る。さらに、中国 4 やロシア等では、商標権侵害物

品の販売価格総額等が一定の水準に達しない限り刑

事措置の対象とならず 5、一方で個別事案における

販売価格総額等の算定方法に関しては国内で統一的

な運用がなされていない点もある等の問題があり、

模倣品販売業者の刑事的責任を追及することが困難

となる事態を招来している。台湾においては、法

制度は整備されているもののいまだ日本コンテン

ツの知的財産権侵害が多数発生しており、海賊版

DVD/CD の蔓延により正規流通が阻害されている

というのが我が国産業界の認識である。加えて、近

年のインターネットの普及を背景として、ウェブサ

イト上で知的財産権が侵害される事例や、ウェブサ

イトを通じて模倣品が販売される事例が多発してい

るが、このような事例に対処する上で効果的な法制

度整備の必要性も指摘されている。

　特に、これら途上国を中心とする民間企業による

知的財産権侵害に対しては、当該国家として積極的

な取り組みの動機が生まれ難い側面があるため、こ

れらの問題を解決するためには、TRIPS 協定に規

定される知的財産権の侵害を除去するための権利行

3 詳細は第Ⅰ部第２章「模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題」参照。
4 詳細は第Ⅰ部第１章「模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題」参照。
5 中国の刑事措置の閾値とTRIPS 協定との整合性に関する問題については第Ⅰ部第１章「中国」（刑事上の制裁）参照。

図表Ⅰ‐ 13

（出所：特許庁「2014 年度模倣被害調査報告書」）
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使の実効性確保だけにとどまらず、各国による模倣

品撲滅のための意識改革及び積極的な取組を促して

いく必要があると認識している。

（3）我が国の対応

　これまでみてきたように、TRIPS 協定等の国際

ルールの履行問題に加え、近年は、TRIPS 協定等

既存の知財保護に関する国際的な枠組みでは手当て

しきれない問題や、ルールは整備されていても実効

的な運用が伴わず適切なエンフォースメントが確保

されていないといった問題が多く発生している。

　このような状況の中で、我が国政府としては、

EPA/FTA等の交渉の枠組みを活用し、中国やイ

ンド、ASEAN 等新興国に対して、TRIPS 協定等

の既存の知財保護の遵守を求めるとともに、それら

国際ルールを基礎とした高いレベルの知財保護、模

倣品対策強化、知財制度の手続及び運用の透明性の

向上を求めている。他方、先進国との交渉を通じて、

高水準の知財保護等のモデルを確立し、新たな国際

ルールの標準になることが期待される。

　さらに、二国間での政府間対話を通じて、相手国

政府に対し改善を要望するとともに、世界各地で展

開している真贋判定セミナーや研修、啓発活動を通

じて、新興国等の理解を得られやすい協力的なアプ

ローチの量的・質的拡充も並行して行うことが重要

である。EPA/FTA 等の枠組みにおいては知的財

産小委員会／ビジネス環境整備小委員会を活用し、

相手国政府に模倣品対策強化等を働きかけている。

また EPA/FTA等の枠組み以外にも、働きかけを

行っている。このようなアプローチの具体例の一つ

として、2014 年 12 月 1 日にベトナム税関総局と日

本貿易振興機構（ジェトロ）ハノイ事務所との間で

署名された、水際取締りにおける知的財産権保護強

化に向けた協力同意書が挙げられる。これは、ベト

ナムで税関登録を行った日本企業の権利保護を目的

に、知財侵害疑義物品の税関手続停止、検査、監査

措置、その他の知財侵害物品の輸出入抑制のため相

互の情報共有等の条項で両者が同意したものであ

り、今後ベトナム国内での円滑な水際取締りの遂行

が期待される。
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総論　WTO協定の概要

　WTO 協定の目的は、WTO 設立協定前文にある

とおり、「生活水準の向上、完全雇用の確保、高水

準の実質所得及び有効需要の着実な増加、資源の

完全利用、物品及びサービスの生産及び貿易の拡

大」であり、一言で言えば、市場経済原則によって

世界経済の発展を図ることである。WTO 協定は、

この目的に寄与すべく、「関税その他の貿易障害を

実質的に軽減し、及び国際貿易関係における差別

待遇を廃止する」ために締結される、相互的かつ

互恵的な取極であるとされている。ここに示される

ように、国際貿易に市場経済原理を及ぼすために、

貿易障壁の軽減及び無差別原則の適用という2 つ

の考え方に基づいて組み立てられているのが WTO

協定であると言ってよい。

　 以 上 の 考 え 方 は、 旧 GATT（The General 

Agreement on Tariff s and Trade（関税と貿易に

関する一般協定））前文から変わることなくWTO

に引き継がれた GATT の伝統的精神であるが、

WTO ではその後の変化を踏まえて 2 つの目的が付

け加えられた。第一に環境への配慮であり、「経済

開発の水準が異なる各国のニーズ及び関心に沿っ

て環境を保護し及び保全し並びにそのための手段

を拡充することに努めつつ、持続可能な開発の目

的に従って世界の資源を最も適当な形で利用するこ

と」である。第二は、開発途上国への配慮であり、

「開発途上国特に後発開発途上国がその経済開発

のニーズに応じた貿易量を確保することを保証する

ため積極的に努力する必要があること」を考慮すべ

きとされた。WTO は、旧 GATT 創設時よりもはる

かに加盟国数が多く、かつ一括受諾方式が条件と

されるなど、開発途上国の利益をより配慮する必要

があったことがその背景にある。

総論
WTO協定の概要

（1）WTO協定の基本原則
　WTO 協定は、上述のように貿易障壁の軽減と無

差別原則といった考え方に立脚しており、これらの

考え方は、以下のようなWTO の基本原則に具体化

されている。

① 最 恵 国 待 遇 原 則（Most-Favoured-Nation 

Treatment ＝ MFN原則）

　GATT 第 1 条は輸出入の際の関税等について、

いずれかの国の産品に与える最も有利な待遇を、他

のすべての加盟国の同種の産品に対して、即時かつ

無条件に与えなければならない旨定めている（第 1

章「最恵国待遇」参照）。

②内国民待遇原則（National Treatment）

　GATT 第 3 条は、輸入品に対して適用される内

国税や国内法令について、同種の国内産品に対して

与える待遇より不利でない待遇を与えなければなら

ない旨義務づけている（第 2 章「内国民待遇」参照）。

③数量制限の一般的廃止の原則

　GATT 第 11条は、「加盟国は関税その他の課徴

1．WTOの基本目的

2．WTOの基本原則
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金以外のいかなる禁止又は制限も新設し、又は維

持してはならない」とし、数量制限の一般的廃止を

規定している。これは、数量制限措置が関税措置

よりも国内産業保護の度合いが強く、直接的に自由

貿易を歪曲する可能性を有するとされているからで

ある（第 3 章「数量制限」参照）。

④合法的な国内産業保護手段としての関税に係る

原則

　GATT は通商規制の手段として関税のみを容認

した上で、関税交渉を通じて品目ごとに漸進的に関

税引き下げを行うことを目指している。第 2 条によ

り加盟国は「譲許」を行うが、この譲許税率を超え

る関税の賦課や譲許税率の一方的な引上げは禁止

される。更に第 28 条の 2 に基づき、「相互的かつ

互恵的な」多角的交渉によって関税引き下げを図る

こととされる（第 5 章「関税」参照）。

（2）基本原則に対する例外
　WTO 協定は、上記の基本原則と並び、それぞ

れの原則に対する重要な例外規定も定めている。こ

れらの例外規定が必要とされる主な理由を2 つ挙

げるならば、第一に、ルールに基づいて運営される

多角的貿易体制を維持するため、むしろ一定の合

理性がある例外的な措置については、所定の要件

を満たすことを条件に許容する必要があることであ

る。GATT 第 20 条（一般的例外）及び GATT 第

21条（安全保障例外）は、貿易自由化の原則と国

内の規制権限を調整する条項の代表例である（第 4

章「正当化事由」参照）。また、GATT/WTO 協

定では、他国の貿易行為に対してその効果を相殺す

る措置を採る必要がある場合（いわゆる貿易救済措

置）等に基本原則からの例外を許容する規定を置

いている（貿易救済措置については、第 6 章「アン

チ・ダンピング措置」、第 7 章「補助金・相殺措置」、

第 8 章「セーフガード措置」を参照）。第二に、各

国の経済の発展段階に応じて考慮する措置を設け

る必要があることである。この観点からWTO 協定

では、前述のとおり関税による国内産業保護を許容

するだけでなく、規律に対する様 な々開発途上国例

外も設けている。これらを受けて、WTO 協定には

多数の例外規定が存在し、複雑な構造となってい

る。

　これらの例外は、現実の国際経済に対して原則

を機械的に適用することは困難であることから設

けられているものであり、WTO 協定は、このよう

な場合に例外が許容される要件を明確に規律す

ることにより、現実と理念の調和を図ろうとしてい

る。WTO のこのような姿勢は、前向きな現実主義

として肯定的に評価すべきであるが、他方、要件

の不明確さを突いて例外規定が濫用される例が後

を絶たないのも事実である。WTO 協定では、旧

GATT 時代に濫用の温床となっていたいくつかの

条項について、要件を明確化する等の改善を図るこ

とに成功したが、まだ十分と言えないものも残され

ているため、今後更なる規律の明確化が課題となる。

　WTO 協定の全体像を図示すると、図表Ⅱ‐総

‐1のようになる。WTO 協定は、WTO 設立協定

及びその附属書（ANNEX）から構成されている。

附属書 1A から附属書 3 までの各協定は、WTO

設立協定と一体を成し、WTO 協定の全加盟国間

で適用される（前述の一括受諾方式）。加盟国は、

2014 年 2月現在 159 か国・地域である（資料編第

2 章「WTO 加盟交渉の現状」を参照）。これに対

し、附属書 4 の各協定はそれぞれ独立した協定で

あり、各協定の締約国の間でのみ適用される。ここ

ではWTO の各協定の概要について述べることとす

る。

＜世界貿易機関を設立するマラケシュ協定＞（WTO

設立協定）

　本協定は、ウルグアイ・ラウンドの成果を実施し、

今後の多角的貿易交渉の枠組みとなるWTOを設

立するための協定であり、WTO の組織、加盟、意

3．WTO協定の全体像
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思決定等に関する一般的な規定から成る。

＜附属書 1A：物品の貿易に関する多角的協定＞

①千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協

定（1994 年の GATT）

　（ⅰ）1947 年の GATT に相当する規定（WTO

協定発効前に効力を発生した法的文書により改正

等が行われた規定を含む）、（ⅱ）WTO 協定発効

前に1947 年の GATT の下において発効した関税

譲許議定書、確認書、加入議定書等の法的文書、

及び（ⅲ）1994 年の GATTの不可分の一部とされ

る第 2 条第 1項（b）、第 17条等 6 つの了解等から

成る。

②農業に関する協定

　農産品に係る輸入制限、国内助成措置、輸出補

助金等についての GATT上の規律強化の観点か

ら、各国が市場アクセス、国内助成、輸出競争の

3分野におけて具体的かつ拘束力のある約束を作成

し、6 年間の実施期間にこれを実施すること及びこ

れらの約束の実施に関する規律を定めている（数量

制限に関する部分については第 3 章「数量制限」、

国内助成に関する部分については第 7 章「補助金・

相殺措置」をそれぞれ参照）。

③ 衛 生 植 物 検 疫 措 置（SPS：Sanitary and 

Phytosanitary Measures）の適用に関する措置の

適用に関する協定

　衛生植物検疫措置が、恣意的若しくは不当な差

別の手段や国際貿易に対する偽装した制限とならな

いようにし、当該措置の貿易に対する悪影響を最小

にするため、当該措置の企画、採用及び実施の指

針となる規則及び規律の多角的な枠組みを確立する

ものである（第 11章「基準・認証制度」参照）。

④繊維及び繊維製品（衣類を含む）に関する協定

　線 維貿易分野は、1974 年以来繊 維製品の

国 際 貿 易 に 関 す る 取 極（MFA：Multi-Fibre 

Arrangement）の規律に服してきたが、輸入制限

等によりGATT の原則から大きく乖離していたた

め、10 年間の経過期間をかけて段階的に GATT

の規律の下に統合し、繊維貿易の自由化を図ること

を規定している。2004 年末をもって失効した（第 8

章「セーフガード措置」参照）。

⑤貿易の技術的障害（TBT：Technical Barriers to 

Trade）に関する協定

　工業標準や安全・環境面の規制など、産品の規

格及び規格適合性を評価する手続（認証）は、規

制が行き過ぎたり、濫用されたりすると、貿易に対

する大きな障害となるため、当該制度が不必要な貿

易障害とならないよう、措置、手続の透明性の確保

や可能な限り国際規格への整合化を図るなど、規

格の適正を確保することを目的とするものである（第

11章「基準・認証制度」参照）

⑥貿易に関連する投資措置（TRIMs：Trade 

Related Investment Measures）に関する協定

　国境を越える投資に関連して（投資の際又は投資

の後）、投資受入れ国が当該外国企業に対し、様々

な要求、条件、基準の設定等の措置（投資措置）

を講ずることがある。ウルグアイ・ラウンドでは、当初、

より広範な投資関連措置の規律を目指し交渉が行

われたが、結果的には、係る投資措置のうち、モノ

の貿易に直接的な悪影響を及ぼすGATT第3条（内

国民待遇原則）及び第 11条（数量制限の一般的禁

止）違反の措置（貿易関連投資措置）を一般的に

禁止するとともに、その具体例として、ローカルコン

テント要求（国産品の購入又は使用の要求）、輸出

入均衡要求等を明記するにとどまった（第 9 章「貿

易関連投資措置」参照）。

⑦千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協

定第六条の実施に関する協定（アンチ・ダンピ

ング協定）

　アンチ・ダンピング措置が国内産業保護のための

手段として恣意的に濫用されたり、誤用されたりす

ることを防止するために、ダンピング・マージンの計
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算方法、ダンピング調査手続等に関して規律の厳

格化・明確化を図るものである（第 6 章「アンチ・

ダンピング措置」参照）。

⑧千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協

定第七条の実施に関する協定（関税評価に関す

る協定）

　GATT 第 7条（関税評価）の実施に一層の一貫性、

確実性を与えるために、同条の適用のための規則を

詳細に定め、恣意的な評価制度を排除し、関税評

価制度を国際的に統一することを目的とするもので

ある（第 5 章「関税」参照）。

⑨船積み前検査（PSI：Preshipment Inspection）

に関する協定

　船積み前検査の透明性を確保するとともに、船積

み前検査機関と輸出者との間の紛争解決メカニズム

を提供することを目的としている。

（注）船積み前検査

　輸入国（主に開発途上国）から指定を受けた

船積み前検査会社が、輸入国の税関当局に代わっ

て商品の船積み前に、輸出国の領域内で商品の

品質、数量、価格、関税分類、関税評価等につ

いて検査を行い、証明書を発給する制度。

⑩原産地規則に関する協定

　特恵分野に適用される原産地規則を統一するた

めの作業計画を規定するとともに、規則の制定・運

用にあたって遵守すべき規律、原産地規則委員会

等の設置、紛争解決手続等を規定しているが、原

産地規則の統一作業の内容は今後の交渉に委ねら

れている（第 10 章「原産地規則」参照）。

⑪輸入許可手続に関する協定

　各国の輸入許可手続が不必要な貿易障害になら

ないように行政上の手続を簡素化し、かつ、これら

手続の公正な運用を確保することを目的とするもの

である。

⑫補助金及び相殺措置に関する協定

　助金に係る規律の強化・明確化の観点から、定

義の明確化、類型別の規律の強化（禁止補助金の

範囲の拡大等）、相殺関税の発動手続の強化・明

確化等を図ったものである（第 7 章「補助金・相殺

措置」参照）。

⑬セーフガードに関する協定

　GATT 第 19 条のセーフガード措置（緊急輸入

制限措置）の適用につき、発動要件・手続及び措

置の内容等につき規律の明確化を行ったものである

（第 8 章「セーフガード」参照）。

＜附属書 1B＞

サービスの貿易に関する一般協定（GATS：

General Agreement on Trade in Services）

　サービス貿易について最恵国待遇や透明性の確

保等の一般的義務を定めるとともに、加盟国は 155

のサービス業種のうち、約束（コミットメント）を行っ

たサービス業種においては、市場アクセスに係る制

限や内外差別措置について、約束表に記載されてい

る約束内容より厳しい措置を維持又は新規導入でき

ないこと等を定めている（第 12 章「サービス貿易」

参照）。

＜附属書 1C＞

知的所有権の貿易関連の側面（TRIPS：Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights）

に関する協定

　著作権、商標、地理的表示、意匠、特許、半

導体回路配置権、開示されていない情報といった

知的財産に関し、最恵国待遇、内国民待遇の適用

を定めるとともに、高度な保護水準の達成及びエン

フォースメント（権利行使手続）の整備を加盟国に

義務づけ、更に協定に関係する紛争のための紛争

解決手続を定めている（第 13 章「知的財産」参照）。

＜附属書 2＞

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解
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（DSU：Understanding on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Disputes）

　WTO 協定に係る紛争の解決に関する共通の規

則及び手続を規定するものであり、一方的措置の禁

止、紛争解決のための小委員会（パネル）の設置

及びパネル報告の採択の自動性、紛争解決に係る

時間的枠組み、上級委員会の設置等による紛争解

決手続の一層の強化を図っている。（第 17 章「WTO

の紛争解決手続」参照）

＜附属書 3＞

貿易政策検討制度（TPRM：Trade Policy Review 

Mechanism）

　貿易政策検討機関（TPRB：Trade PolicyReview 

Body）によって定期的に行われる加盟国の貿易上

の政策及び慣行の審査（貿易政策検討制度）に関

する手続を規定している。（第 18 章「貿易政策・措

置の監視」参照）

＜附属書 4＞複数国間貿易協定

①民間航空機貿易に関する協定

　現行の民間航空機協定（東京ラウンド諸合意の1

つ）をベースとして、特に補助金についての規律の

強化を図るための改訂交渉がウルグアイ・ラウンド

と並行して行われていたが、依然、合意に至ってい

ない。

②政府調達に関する協定

　政府機関が購入又は借入れによって行う産品及び

サービスの調達（政府調達）に関し、内国民待遇、

無差別待遇及びこれらを確保するための公平・透明

な調達手続、苦情申立て手続並びに紛争解決手続

を明定している。新しい政府調達協定は、従来の

政府調達協定（東京ラウンド諸合意の1つ）をベー

スとして、従来の産品の調達に加え、サービスの調

達を適用対象に加えるとともに、中央政府機関のみ

ならず、地方政府機関及び政府関係機関の調達に

も基本的に適用範囲を拡大している（第 14 章「政

府調達」参照）。

（注）国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、

1995 年から 3 年間有効とされていたが、1998

年以降の延長はしないとの決定がなされたた

め、1997年末に失効した。



＜図表Ⅱ‐総‐ 1＞　世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（WTO協定）

（注）国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、1995 年から 3 年間有効とされていたが、1998 年以降の延長はしないとの決定がなさ
れたため、1997 年末に失効した。
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＜図表Ⅱ‐総‐ 2＞　WTOの機構

※ 1　Dispute Settlement Body
※ 2　Trade Policy Review Body 
※ 3　国際酪農品理事会及び国際牛肉理事会は、1997 年末に国際酪農品協定及び国際牛肉協定が失効したことに伴い、消滅した。
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　WTO は、WTO 協定及びその他の多角的貿易

協定の目的を達成するための枠組みを提供すること

を目的として設立された機関である。WTO の下で

は、協定上の紛争解決、各国の貿易政策の審査等

も含めた協定の運用・実施が行われるとともに、新

たな貿易自由化やルールの強化・拡充を目指した多

角的貿易交渉が実施される。WTOの機関としては、

閣僚会議、一般理事会、モノ、サービス、TRIPS

等の各分野に関する理事会が設置された（図表Ⅱ‐

総‐2）。

4．WTOの機構



＜図表Ⅱ‐総‐ 3＞　WTOにおける自由化交渉の流れ

出典：WTO 事務局ホームページ（ドーハ開発アジェンダの参加国・地域数は、2014 年 2 月末時点の WTO 加盟国数
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ラウンドとは何か
　GATT 締約国は過去 8 度にわたり、集中的に

多角的交渉を行ってきた。その中でも1960 年に開

始された第 5 回交渉（ディロン・ラウンド）以降、

GATTにおける多角的交渉は「○ラウンド交渉」あ

るいは単に「○○ラウンド」と呼ばれている。

　なお、2001 年 11 月のドーハ閣僚会議で新し

い多角的交渉の開始が決定されたが、本交渉は

ラウンドという言葉を好まない開発途上国の意向

により、「ドーハ開発アジェンダ」（DDA：Doha 

Development Agenda）と呼ばれている。数次のラ

ウンド交渉を経て、次第に関税引き下げが実現され

た。また、関税以外の貿易関連ルールも整備された。

ウルグアイ・ラウンドは、貿易ルールの強化、紛争

解決手続の整備など、これまでのラウンドの中では

画期的な内容を持ったものである。

　これまでの自由化交渉の流れを示すと、図表Ⅱ‐

総‐3 のようになる。

5．GATT及びWTOにおける自由化交渉の流れ
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（1）ルールの背景
　いずれかの国に与える最も有利な待遇を、他

のすべての加盟国に対して与えなければならない

という最恵国待遇原則（Most-Favoured-Nation 

Treatment ＝ MFN 原則）は、WTO 協定の基本

原則の1つである。

　最恵国待遇原則の下では、例えば、WTO 加盟

国のA 国が、B 国（WTO 加盟国であるかどうか

を問わない）との交渉において、製品αの関税率を

5％に削減すると約束した場合、この関税率は B 国

以外のすべての加盟国に関しても適用されなければ

ならない。つまり、ある国が一定の問題に関して他

の諸国に最恵国待遇を与えるということは、その問

題についてそれらの諸国を平等に扱うことを意味し

ている。このように、最恵国待遇の本質とは、ある

締約国と他の締約国に対して同一の条件を与えると

いう無差別性にあると言える。貿易の文脈では、同

様の物品に対して、原産地国によって異なる扱いを

行ってはならないという原則である。

　最恵国待遇の考え方自体は長い歴史を持ち、

GATT 以前から、多くの二国間通商条約に取り入

れられ、貿易の自由化に貢献していた。しかし、世

界恐慌の影響を受け、世界各国が保護主義政策を

とった 1930 年代には、経済のブロック化を進める

ため、英連邦の貿易制限措置（通称スターリング・

ブロック）やフランスのフラン・ブロックなど、最恵

国待遇原則を制限する様 な々制度が導入され、こう

したブロック経済化が第二次世界大戦の遠因となっ

たとされている。この経験への反省から、第二次世

界大戦後、多数国間条約であるGATTにおいて一

般的最恵国待遇条項が規定され、世界規模での自

由貿易体制の安定化が図られ、それが WTO にも

継承された。

　このように、最恵国待遇原則は、多角的貿易体

制を支える基本原則の1つとして、特に遵守されな

くてはならない。また、地域統合等その例外につい

ては、WTO の基本原則たる最恵国待遇原則を形

骸化することにならないよう、WTO ルールに整合

的に運用されることが必要である。

　

（2）法的規律の概要
①最恵国待遇原則に関するGATT 上の規定

　最恵国待遇を定めているGATT の規定としては、

GATT 第 1 条、第 3 条第 7 項、第 5 条及び第 17

条がある。

（a）一般的最恵国待遇（GATT 第 1 条第 1項）

　GATT 第 1条第 1項は、関税、輸出入規則、輸

入品に対する内国税及び内国規則について、WTO 

加盟国が他の加盟国の同種の産品に最恵国待遇を

供与することを定めている。すなわち加盟国は、「同

種の産品」については、他のすべての加盟国に対し

て、他の国の産品に与えている最も有利な待遇と同

等の待遇を与えなくてはならない。

　ここで、「同種の産品」の指す内容が問題となる

が、WTO の紛争解決における判断の蓄積は多く

なく、旧 GATT 時代の判断が解釈上の先例とされ

ている1。スペインの生コーヒー豆に対する差別的関

第1章
最恵国待遇

1．ルールの概観



1 Rudiger Wolfrum, Peter-tobias Stoll,Holger P. Hestermeyer (ed.) “WTO - Trade in Goods” (Max Planck Commentaries on 
World Trade Law) では上記 2 事例、Peter Van den Bossche and Werner Zdouc“The Law and Policy of the World Trade 
Organization: Text, Cases and Materials”ではスペインコーヒー事件のみが掲載。

2 Panel Report, Spain-Unroasted Coff ee(1981) (BISD 28S/102), Para 4.6.
3 Ibid. , Paras 4.7 － 8.
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税のパネル（BISD 28S/102）によれば、同種の産

品は①産品の物理的特性（physical characteristics 

of the products）、 ② 消 費 者（their end-users）、

③他の締約国の関税分類上の扱い（tariff  regimes 

of other Members）、という3 つの要素によって判

断される 2。同事案では、4 種類のコーヒーについ

て異なる関税が設定されており、これら 4 種類が「同

種の産品」と判断されるかどうかが問題となった。

同パネルは前述の 3 要素に従い、① 4 種類のコー

ヒーはほとんどがブレンドされて販売されているこ

と、②消費者は 4 種類を同一の飲料製品と判断し

ていること、③多くの GATT 加盟国の関税分類が

4 種類について異なった関税率を適用していないこ

とから 3、4 種類のコーヒーを「同種の産品」と判断し、

ある特定品種の生コーヒー豆についてのみ異なった

関税率を設定したことを最恵国待遇違反とした。

　他方、松柏類の製材の関税分類で、トウヒ、マ

ツ、モミ（SPF）とそれ以外で税差を設けているの

は、実質的に特定国の製材を他の国の製材と差別

するものであるとの主張に対し、関税分類について

は各加盟国に広範な裁量が認められているとして、

「同種の産品」の判断に当たり、各輸入国の基準に

依拠した例もある（日本のSPF 製材に関するパネル、

BISD 36S/167）。

　なお、同種の産品であるにもかかわらず輸入相手

国によって異なった関税率を定める等、明白に特定

国に対する差別を行っていれば、当然に GATT 第

1条第 1項違反である。しかしながら、表面上は特

定国を明示して差別していなくとも、同種の産品と

判断される産品の間で異なった取扱いを行うことに

より、事実上ある特定の加盟国の産品が差別され

る結果になれば、GATT 第 1条第 1項の違反とな

りうる。

　こうした事実上の差別が問題となった事案として、

カナダの自動車に関する措置（DS139）がある。同

事案では、所定の条件のもと米国からの輸入者の

関税を無税にするカナダの制度が問題となった。同

制度は、規定上は所定の条件を満たすことでどの国

の企業にも当該制度を利用する可能性が開かれてい

たが、実際には米カナダ FTAの締結に伴い新規の

申請を停止しており、事実上、ほぼ米国企業のみが

利用可能な制度となっていた。パネル・上級委員会

とも本件措置が事実上の差別に当たると判断して、

GATT 第 1条第 1項の違反を認定した。

（b）産品の混合、加工または使用に関する数量又

は割合の無差別適用（GATT第 3条第 7項）

　GATT 第 3 条 7 項は、特定の数量又は割合によ

る産品の混合、加工又は使用に関する内国の数量

規則について、締約国はその数量又は割合を国外

の供給源別に割り当てるような方法で適用してはな

らないと規定する。同項は産品の混合、加工又は

使用に関する数量又は割合の最恵国待遇を定めて

おり、GATT 第 1条を補足している。

（c）通過の自由の保障に関する無差別適用（GATT

第 5条）

　GATT 第 5 条は、締約国の国境を通過する運送

に対し、締約国は国際通過に最も便利な経路でそ

の領域を通過する自由を与えることを規定し、こう

した保障は船舶の国籍、原産地、仕出地、入国地、

出国地もしくは仕向地等の事情に基づく差別を設け

てはならないと規定する。これは通過の自由に関す

る最恵国待遇であり、GATT第1条を補足している。

（d）数量制限の無差別適用（GATT第 13 条）

　GATT 第 13 条は、産品について数量制限や関

税割当を行う場合には、すべての国の同種の産品に
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対して無差別に行わなければならないこと、輸入制

限や関税割当を行う場合には、過去の実績に応じ

て、その制限がない場合において期待される国別

配分を目標とすべきことなど、数量制限適用に当たっ

て、国家間の公平性を実現できるよう定めており、

GATT 第 1 条を補足している。

　前半の数量制限や関税割当を無差別に適用する

部分については、冒頭述べた最恵国待遇の本質で

ある無差別性を述べている。すなわち、数量制限

や関税割当の例外となる国や同種の産品を作っては

ならないことを規定している。

　他方、留意が必要な点として、GATT 第 13 条は、

輸入制限や関税割当の内容を「その制限がない場

合において期待される国別配分を目標とすべき」と

規定している。すなわち、輸入制限や関税割当の

適用を超えて、具体的な輸入許可数量の割当を形

式的に平等にすることは、むしろGATT 第 13 条の

違反を構成しうる。例えば、米国のラインパイプに

対するセーフガード措置（DS202）に関するパネル

判断では、米国がセーフガードの発動に伴いライン

パイプに輸入制限を課す際、上記のような国別配分

の原則を考慮に入れず輸入元国に対して一律 9,000

トンの輸入制限を課したことが GATT 第 13 条違反

と認定された（パラ7.55）。この点は、例えば同一

の税率・法令を適用することが基本となる最恵国待

遇とは異なる。

（e）国家貿易企業（GATT 第 17 条）

　「国家貿易企業」とは、加盟国によって設立・維

持される国家企業、又は、加盟国によって排他的

な若しくは特別の特権を許与された私企業で、輸

出入を伴う購入・販売を行うものをいう。これら国

家貿易企業は、その独占的地位を利用して、輸入

相手国による差別や数量制限など、国際貿易に重

要な障害となるような運営を行うことも可能である。

GATT 第 17 条は加盟国に対し、国家貿易に関し

ても最恵国待遇を含む無差別待遇原則に合致する

方法で行動させることを義務づけているが（第 17

条第 1項（a））、その一方で商業的考慮のみに従っ

ていれば無差別待遇原則に合致していなくても足り

るとしている（第 17条第 2 項（b））。

②最恵国待遇原則の例外的規定

　上記の最恵国待遇規定に対し、GATT にはいく

つかの例外が設けられている。

（a）関税同盟・自由貿易地域（GATT 第 24 条）

　二以上の国の間で経済関係を強化するために、

関税同盟・自由貿易地域の地域貿易協定の取決め

がなされることがある。これらの取決めがなされる

と、域内諸国間の貿易等は自由になる一方で、域

外諸国との間の貿易障壁は残るため、域内諸国と

域外諸国とでは異なる待遇が与えられることとなり、

最恵国待遇の原則に反する結果が生じる。しかしな

がら、全面的に禁止することは厳格に過ぎるとして、

GATT は厳しい制限の下でこれらの取決めを認め

ている。GATT 第 24 条は、①域内における関税

その他の貿易に対する障害は、実質的にすべて廃

止すること、②域外諸国に対する関税その他の貿

易に対する障害は、設立以前より制限的であっては

ならないことという要件に適合する場合等に限って、

地域統合に最恵国待遇原則の例外を認めている（第

2 部第 16 章「地域統合」参照）。

（b）授権条項

　一般特恵制度（GSP ： Generalized System of 

Preferences）とは、開発途上国の輸出所得の拡大、

開発の促進を目的とし、開発途上国に対する関税

上の特別措置として、先進国から開発途上国産品

に対して、最恵国待遇に基づく関税率より低い関

税率が適用される仕組みである。一般特恵制度は、

1971 年 6月の GSP に関するGATT 理事会決定に

規定されており、1979 年の「異なるかつ一層有利な

待遇並びに相互主義及び開発途上国のより十分な

参加に関する決定」、いわゆる「授権条項」（Enabling 

Clause）に基づく措置として、1994 年の GATT の

一部として認められている。一般特恵関税には、①

歴史的、政治的に特殊な関係を有する国（（d）参



4 授権条項に基づく地域貿易協定の実例は、WTO Analytical Index, Volume 1, PP383-388 に記載されている。
5 GATT 第 35 条は当初日本にも適用されていたが、1970 年代に入って欧州各国が援用措置を撤廃したことで、我が国も国際通

商システムに正式に加わることになった。
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照等）ではなく、より一般的に開発途上国に対して

特恵的関税を適用することができる（この点で「一般」

的といえる）、②特恵的関税の受益国が開発途上国

に限定されている、③先進国から開発途上国に対

する一方的な恩恵であるといった特徴がある。また、

特恵受益国等のうち、通常の途上国とは区別され

る後発開発途上国（47カ国）に対しては、特別特

恵対象品目について無税等が提供されるなど更なる

優遇措置が維持されている。

　地域貿易協定については、開発途上国同士が締

結する協定の場合は授権条項に基づく特恵により、

GATT 第 24 条に規定される要件を満たす必要が

なく、また締約国は GATT 第 1 条の規定に関係な

く、異なるかつ有利な待遇を他の締約国に与えるこ

となしに開発途上国に与えることができるとされて

いる 4。

（c）特定加盟国間における多角的貿易協定の不適

用（WTO 設立協定第 13 条）

　世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（WTO 

設立協定）第 13 条は、次の要件が満たされた場

合には、特定加盟国間において WTO 設立協定並

びに附属書一及び附属書二の多角的貿易協定の不

適用が認められると定めている。第 1に、GATT 

締約国であったWTO 原加盟国の間で、WTO 協

定効力発生前にGATT 第 35 条の規定（注）が当

該国間で適用され 5、協定効力発生時に有効であっ

た場合である。第 2 に、既加盟国と新加盟国の間

で、加盟条件に関する合意が閣僚会議（一般理事

会）で承認される前に、いずれかの国が閣僚会議（一

般理事会）に対し協定の適用に同意しない旨通報し

た場合である。

（注）GATT 第 35 条にも不適用に関する規定が

あるが、WTO 設立協定第 13 条の方が優先す

ると考えられている。WTO 設立協定第 16 条

第 3 項は、「この協定の規定といずれかの多角

的貿易協定の規定とが抵触する場合には、抵

触する限りにおいてこの協定の規定が優先す

る」と定めているからである。

　このような不適用が認められた場合は、当該加盟

国には他の加盟国に与えられている有利な待遇が与

えられないことになり、最恵国待遇原則が適用され

ない結果となる。

　この規定は、WTO への新規加盟の際に生じる

問題に対処するために設けられたものである。本来

の最恵国待遇原則を貫徹した場合には、B 国が新

規加盟をした場合には、すべての国に対して最恵国

待遇を与えるとともに、すべての国が B 国に対して

最恵国待遇を与えなければならない。しかしながら、

既加盟国たるA 国が、新加盟国であるB 国との

間にWTO 上の権利義務関係を生じさせたくない

事情があることがある。WTO への加盟の条件は

加盟国総数の 3 分の 2 以上の賛成であるため、賛

成票の数が十分に多い場合、A 国の意図に反して、

最恵国待遇を付与する義務が生じることとなるが、

WTO 設立協定第 13 条を援用することにより、A

とB の両国間に限ってはWTO 協定に基づく義務

を生じさせないこととして、A 国の意思を尊重する

ことができる。また、A 国のような事情を有する国

が 3 分の1 以上あり、B 国の加盟承認が得られに

くい場合にも、それらの国にWTO 設立協定第 13 

条の援用を認めることで、B 国の加盟を実現できる

ようになる。

　協定不適用の通報例については、以下の表を参

照のこと。

（d）その他の例外

　最恵国待遇原則固有のその他の例外としては、

隣接国との国境貿易に関する規定（GATT 第 24 条

第 3 項）及び英国連邦等 GATT 成立当時に存在



 1995
1997 2

1997
1999 7

2000 9
2000

2001 1
2001
2003

2005 2
2007

2007 1
 2003

 2001

6 1992 年 12 月発出の WTO 事務局ノート（MTN.TNC/LD/W/1）を参照。
7 最恵国待遇固有の例外ではないが、特定の条件のもとでのみ援用できる例外規定が存在する。こうした規定としては、ダンピン

グ防止税及び相殺関税（GATT 第 6 条）や国際収支例外（GATT 第 14 条）( ただし、これは GATT 第 1 条ではなく①で述べ
た GATT 第 13 条の数量制限の無差別適用に対する例外 )、経済開発に対する政府援助（GATT 第 18 条第 20 項）、無効化また
は侵害に基づく譲許停止（GATT 第 23 条第 2 項）等が該当する。

8 2011 年 9 月末現在、合計で 31 件のウェーバーの決定がなされている（WTO Analytical Index, Volume 1, PP47）。
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していた特定国への優遇制度の存続を規定する特

恵（GATT 第 1条第 2 項）等がある 6,7。また、公

徳の保護、生命又は健康の保護のためなどに必要

な措置についての一般例外（GATT 第 20 条）及

び安全保障例外（GATT 第 21 条）は、最恵国待

遇義務にも適用がある。

　加えて、ウェーバーの取得により最恵国待遇原則

の例外を構成することも可能である。ウェーバーと

は、WTO 設立協定第 9 条第 3 項に基づき4 分の

3 以上の加盟国間の同意を得て、協定により加盟国

に課せられる義務を免除されることである。また、

ウェーバーの条件、終了期限等を明示すること、毎

年レビューを行うこと等が定められている（WTO 

設立協定第 9 条第 4 項）8。

③ GATT 以外の最恵国待遇規定

　最恵国待遇の考え方は、例外があるものの、

WTO 協定によって多くの分野に拡張され、それぞ

れ最恵国待遇の原則、例外を定めている。まず、

貿易の技術的障害や基準・規格に関する分野では、

TBT 協定第 2.1条において、強制規格に関し最恵

国待遇義務を定めている。TBT 協定第 2.1条にお

ける最恵国待遇義務の規定は、文言自体もGATT

第1条における最恵国待遇義務の規定と異なってお

り、解釈としても異なると上級委員会が判断したケー

スがある（EU-アザラシ事件）。このケースにおいて

上級委員会は、GATT 第 1条における最恵国待遇

義務は、措置の目的が正当であるかどうかを考慮せ

ず、措置が同種輸入品の競争条件を悪化させてい

るかどうかという点のみに基づいて判断がなされる

としたが、他方で、TBT 協定第 2.1条における最
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恵国待遇義務は、措置の目的を考慮して違反か否

かが判断されるとした。この差異について、GATT

においては規制目的が第 20 条（一般的例外規定）

で考慮されること、TBT 協定には GATT 第 20 条

のような一般的例外規定が存在しないことを理由と

して挙げた。ただし、GATT においてもTBT 協

定においても、措置の目的が考慮されることに違い

はなく、措置が違反とされるかどうかの結論が、両

協定間で異なるわけではない。

　その他、SPS 協定第 2 条では、衛生植物検疫

措置について最恵国待遇義務を定めている。また、

政府調達協定第 4 条では、政府調達について無差

別待遇義務を定めており、同第 3 条で、一般的例

外を定め、無差別待遇義務からの免除についても

規定している。

　サービス貿易及び知的財産権の分野では、サー

ビス協定第 2 条がサービス貿易におけるサービス及

びサービス提供者への、TRIPS 協定第 4 条が知

的財産権の保護における他の加盟国の国民への最

恵国待遇付与を定めている。サービス協定では個

別分野での具体的措置に限って、サービス協定第 2

条の免除に関する附属書により免除登録を行えば、

最恵国待遇供与義務から免除される等の例外があ

る。また、TRIPS 協定についても既存の知的財産

保護に関する国際協定に基づく措置等については、

最恵国待遇原則に関する例外としている（TBT 協

定及び SPS 協定については、第 11章「基準・認証

制度」、政府調達協定については、第 14 章「政府

調達」、サービス貿易及び知的財産権については、

第 12 章「サービス貿易」及び第 13 章「知的財産保

護制度」の該当部分を参照）。

　その他、GATT以外に最恵国待遇の規定から

の逸脱が認められる条件を定めた規定が存在する。

例えば、AD 協定、補助金協定、セーフガード協定、

ライセンス協定、加盟議定書等がこれに当たる（AD

協定については、第 6 章「アンチ・ダンピング措置」、

補助金協定については、第 7 章「補助金・相殺措置」、

セーフガード協定については、第 8 章「セーフガード」

の該当部分を参照）。

（3）経済的視点及び意義
　最恵国待遇原則は、大きく見て下記 3 点の意義

を有している

①世界経済の効率化

　第 1に、最恵国待遇原則は、比較優位に基づき、

諸国が最も効率的な供給源から輸入することを可能

にする。例えば、B 国の方が C 国よりも安価に A 

国に産品αを供給できると想定する。A 国は産品α

をB 国から輸入することによって経済効率を高める

ことができる。しかしながら、B 国に対するA 国

の関税がC 国に対するものと比べ非常に高いとする

と、A 国は非効率な供給源であるC 国から産品α

を輸入することとなる。この場合貿易歪曲効果によ

りA 国の厚生は低下し、世界全体の経済効率も低

下する。ところが、この 3 か国間に最恵国待遇原

則が適用されるとすると、A 国の関税は輸出国にか

かわらず等しくなり、A 国はより安価なB 国産品を

輸入することとなって、最も効率的な結果が実現さ

れるのである。

②自由貿易体制の安定化

　第 2 に、最恵国待遇は、一国に付与した待遇を

即時に他の国へ無条件に付与させる一方、貿易制

限的措置を行うに当たっても各国に同様に適用させ

る義務を課すため、貿易制限的措置の導入を政治

問題化させやすくし、その導入のコストを上昇させ、

自由化された状態を安定化する効果を有する。この

ような自由貿易体制の安定化は、貿易及び投資を増

大させる効果を有する。

③自由貿易体制の維持費用の減少

　第 3 に、最恵国待遇原則は自由貿易体制の維持

費用を減少させる効果を有している。最恵国待遇

原則の適用による平等な待遇は、常により有利な待

遇（貿易においてはより自由な待遇）の方に統一し

て実現される。最恵国待遇原則が確立・維持され

ていれば、WTO 加盟国は他国が自国に付与する待

遇を第三国に対する待遇と比較する目的で監視した
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り、自国に不利な待遇の改善を要求して交渉したり

するための費用を節約したりすることができる。こ

のように、最恵国待遇原則は自由貿易体制の維持

費用を減少させる効果を持っているのである。

　また、最恵国待遇原則を遵守する限り、WTO 

加盟国は他のいずれの加盟国からの輸入も区別せ

ず平等に取り扱うことになるために、輸入産品の原

産地国を確認するための費用も節約されて、経済効

率性が改善される。

　最恵国待遇原則は、内国民待遇原則と並んで

GATT の基本原則としてGATT の紛争処理手続

において援用されている。ただし、多くの場合は最

恵国待遇の問題に加えて、内国民待遇、数量制限、

貿易関連投資措置、原産地規則、基準認証等、他

の規定もしばしば援用されるため、先例は少ない。

本章においては、最恵国待遇が大きな問題となった

カナダの自動車に関する措置、EU のバナナに関す

る措置、及び開発途上国に対する関税特恵の差別

的供与、EUのアザラシの販売禁止措置について取

り上げる。

（1）カナダ̶自動車に関する措置
（DS139）

　カナダ政府は、オートパクト（米加自動車協定： 

1966 年発効）に基づき、所定の条件（現地付加価

値達成率 60 ％以上等）を満たすことを条件として、

ビッグスリー等の特定企業（オートパクトメンバー）

に対してのみ、完成自動車の関税を免除する措置を

実施していた。もともとは、いかなる企業でも所定

の要件を満たせば関税免除を受けられるように運用

されていた制度であったが、米加自由貿易協定（FTA 

：Free Trade Agreement）の締結に伴い、オート

パクトの対象企業を新規に認めない旨が規定され

た。この取扱いは、NAFTA 発効後も継続され、

オートパクトメンバー企業が完成自動車を輸入する

場合、無税で輸入できるのに対して、非オートパクト

メンバーの行う輸入に対しては 6.1 ％の関税（2000 

年 12 月時点）が賦課されていた。

　日本は、1998 年 7月にWTO 紛争解決手続に

基づく二国間協議を要請、同年 11 月にはパネル設

置要請を行って、2000 年 2 月にパネル報告 1999 

年 2月に同一案件に係るEU の申立てを併せて審

査するための単一パネルが設置された。同年 5 月に

は上級委員会報告が出され、いずれも日本の主張

をほぼ認め、本件関税免除措置が GATT 第 1条

第 1項（最恵国待遇）、第 3 条第 4 項（内国民待遇）、

補助金協定、及びサービス協定第 17 条（サービス

の内国民待遇）に違反するとの判断が出された（な

お、卸売サービスに関するサービス協定第 2 条（最

恵国待遇）及び第 17 条（内国民待遇）違反をパネ

ルが認定した点については、上級委員会は事実認

定が不十分であるとして当該判断を覆した）。

　

（2）EU ̶バナナに関する措置（DS27）
　EU がACP（アフリカ、カリブ海、太平洋）諸国

との間に締結しているロメ協定に基づき、EU は、

バナナの関税割当制度について、その数量枠及び

税率等の面でこれらACP 諸国産のバナナを優遇す

る特恵措置を採用しており、同制度は、GATT 時

代に 2 回パネルで争われている（第 15 章「地域統合」

参照）。

　ウルグアイ・ラウンド合意後、EU は新たな関税

割当制度を導入したが、中南米産バナナを主として

扱うバナナ業者を抱える米国は、同制度についても

不満を示し、特に、関税割当のライセンス発給シス

テムによるACP 諸国産バナナの取扱いの優遇及び

EU とフレームワーク合意を締結した中南米のバナ

ナ生産国（特にコロンビア、コスタリカ）に対する割

当の優遇が WTO 協定違反であるとして、他の中

南米諸国（エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、

メキシコ）とともにGATT 第 22 条に基づいた協議

を行った後、WTO パネルが設置された（1996 年 5

月）。本件パネルには、我が国も第三国参加した。

2．主要ケース
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　1997 年 5月に提出されたパネル報告書では、以

下の主要論点につき、EU の措置はWTO 不整合

と認定された。上級委員会もこの内容を基本的に

支持した。

①　第三国及び非伝統的 ACP 諸国産バナナに関

する関税割当の数量枠のうちの一定部分をEU 

域内産バナナ又は伝統的ACP 諸国産バナナの取

扱業者に限って割当てを行うことは、GATT 第

1条第 1項（最恵国待遇）及び第 3 条第 4 項（内

国民待遇）に違反する。また、ロメ協定の下での

GATT 第 1 条第 1 項に関するウェーバー（義務

の免除）の範囲は、第三国及び非伝統的 ACP 

諸国産バナナの輸入に適用されるライセンス手

続には及ばず、GATT 第 1条第 1項についての

WTO 協定上の義務は依然として有効である。

②　上記①の関税割当の数量枠について、伝統的

ACP 諸国産バナナの取扱業者に対して優先的な

割当を行うことは、第三国の流通業者を競争上不

利に扱うものであり、サービス協定第 2 条（最恵

国待遇）及び第 17 条（内国民待遇）に違反する。

③　フレームワーク合意については、コロンビアとコ

スタリカのみをEU へのバナナ輸出の実質的関心

国として合意を行ったことについては否定されない

としつつも、実質的関心のない国の一部（ニカラ

グア、ベネズエラ等）と合意し割当を行う一方で、

グアテマラ等に割当を行っていないことは GATT 

第 13 条第 1項（数量制限の無差別適用）に違反

する。なお、フレームワーク合意に基づく国別シェ

アが反映されている譲許表の記述内容とGATT 

第 13 条との優先関係については、GATT 第 13 

条が優先する。

　（ロメ協定との関連について第 15 章「地域統合」

を、EU の勧告実施を巡る米・EU 間の争いにつ

いて第 14 章「一方的措置」を参照）。

（3）EU ̶開発途上国に対する関税特
恵の差別的供与（DS246）

　2001 年 12 月10 日、欧州理事会によって一般関

税特恵の枠組み「理事会規則 2501 ／ 2001」が発

表された。本規則は、①一般規定、②労働権保

護のための特別規定、③環境保護のための特別規

定、④後発途上国のための特別規定、及び⑤麻薬

の生産と不正取引対策のための特別規定（ドラッグ・

アレンジメント）の 5 つから構成され、適用期間は

2002 年 1月1日から2004 年 12 月 31 日とされた。

　これらの規定のうち、①一般規定は、開発途上

国一般を対象国とする一方、⑤ドラッグ・アレンジメ

ントは、ボリビア、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、

エルサルバトル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラ

グア、パキスタン、パナマ、ペルー及びベネズエラの

12 か国のみを対象国としている。

　インドは、ドラッグ・アレンジメントは、対象国

12 か国のみが規定の対象品目について無関税で

EU 市場に輸出できるのに対し、その他の開発途

上国は通常の関税率又は割引された関税率でしか

EU 市場に輸出できないことは差別であるとして、

2002 年 3月、WTO に対して最恵国待遇違反及び

授権条項違反を申立てた。

　2002 年 12 月には、インドはパネル設置要請を

行い、2003 年 12 月に同パネル報告が加盟国配布

された。本報告は、ドラッグ・アレンジメントは一

部の開発途上国のみが享受できる特権であること

からGATT 第 1条に違反すること、また、すべて

の開発途上国に等しく特恵が与えられておらず、そ

の差別が後発途上国に対する特別な待遇に基づい

たものでもないこと等から、本措置の GATT 違反

は、授権条項によっても正当化されないと判断した。

更に、ＥＵが主張していた GATT 第 20 条（b）の

適用については、第 20 条（b）は「生命又は健康の

保護のために必要な措置」につきGATT の例外を

認めているもので、ドラッグ・アレンジメントはそも

そもこのような目的のために作られたものではないこ

と等から、GATT 第 20 条によっても正当化されな

い旨判断した。

　本件は、2004 年 1月に EU より上訴され、同年

4 月に上級委員会報告が発出、採択された。上級

委員会は、授権条項について WTO 協定と同条項

の趣旨・目的等を勘案すると、異なる状況にある関
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税特恵（GSP）受益国について異なる関税待遇を供

与することは必ずしも禁止されていないが、異なる

待遇を与える場合には、同様な状況にあるすべての

GSP 受益国、つまり問題の待遇が対応しようとする

「開発上、資金上、及び貿易上の必要性」を有する

すべての GSP 受益国に対して同一の待遇が与えら

れるよう確保しなくてはならならないとした。その上

で、本ドラッグ・アレンジメントは本件制度の受益国

とその他の GSP 受益国を区別する根拠を与える基

準が存在せず、同様の状況にあるすべての GSP 受

益国が裨益していないとして、パネルとは異なる理

由で、上級委員会もEU の違反を認定した。

（4）EU- アザラシの販売禁止措置
（DS400, 401）

　第Ⅱ部第 2 章 2. 主要ケース（4）を参照のこと。





1 WT/DS8/R para. 6. 21。
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（1）ルールの背景
　WTO 協定においては、最恵国待遇と並んで、内

国民待遇が基本原則となっている。この原則によ

れば、輸入品に適用される待遇は、国境措置であ

る関税を除き、同種の国内産品に対するものと差別

的であってはならない。サービス協定や TRIPS 協

定にも同様の規定が定められている。この原則は、

輸入品に対する差別的措置を採ることを妨げる一方

で、関税以外の手段により、関税の効果を相殺す

ることをできなくする。後者は、WTO 加盟国であ

るA国が産品αに対する輸入関税率を10％から5％

に引き下げた場合に、輸入された産品αに対しての

み差別的な国内消費税が課されることになれば、5％

の関税引き下げ効果は実質的に減殺されるといった

場合である。

　内国民待遇原則は、このように輸入産品に国内産

品より不利でない待遇を与えることによって、WTO

加盟国の国内における「隠された貿易障壁」を除去

することを目的とするものであり、その遵守は、各

国間の権利と義務のバランスを維持し、多角的貿易

体制を守るためにも必要不可欠である。

　

（2）法的規律の概要
①GATT第 3条（内国民待遇原則）

　GATT 第 3 条は、WTO 加盟国が他の加盟国に

内国民待遇を供与することを定めている。まず、内

国税等及び国内規則について、WTO 加盟国は他

の加盟国に国内生産に保護を与えるように輸入産品

又は国内産品に適用してはならない旨一般原則を定

めている（第 3 条第 1項）。

　また、内国税等については、同種の産品、又は

直接的に競争し若しくは代替可能な産品の間では、

国内産品以上の水準を輸入産品に課してはならない

（第 3 条第 2 項）、国内規則については、同種の産

品の間では、輸入産品に国内産品より不利でない

待遇を付与する（第 3 条第 4 項）旨定めている。加

えて、数量規則については、産品の特定の数量又

は割合を国内の供給源から供給すべきことを直接

又は間接に要求するものを設定し、又は維持しては

ならない（第 3 条第 5 項）としている。

　過去の GATT上の紛争を取り扱ったパネルの判

断においては、産品の同種性を判断するに当たって、

産品の物理的特性、産品の最終用途、消費者の嗜

好及び慣習、及び関税分類が用いられている。こ

の考え方は、基本的にWTO のパネル・上級委員

会報告書においても踏襲されている（日本－酒税事

件（DS8、10、11ほか）1。

　

（a） GATT 第 3条第 2項第一文

　第 3 条第 2 項第一文における「同種の産品」判

断は、①製品特性と品質、②最終用途、③消費者

選好、④関税分類の 4 要素を中心として行われる（日

本－酒税事件）が、関税分類を付随的にのみ検討

した先例もある。輸入品に対する課税が国産の「同

種の産品」に対する課税と比較してわずかでも上回

れば、第一文に違反するとされている（日本－酒税

第2章
内国民待遇

1．ルールの概観



2 WT/DS8/AB/R page 23。
3 WT/DS75/AB/R paras. 108-109, 124.
4 先例上、国産品と比較して輸入品に対する課税が重く偏していることが重視されているが、主張された租税措置の目的と税率構

造とが合理的関係を欠いていることに言及する先例も存在する（WT/DS87/AB/R paras. 70-71）。
5 WT/DS135/R paras. 118-144。ただし、第 2 項における「同種の産品」は「直接的競争又は代替可能の産品」より狭い範囲の産

品を指すとするのが先例（日本－酒税事件）であり、考慮要素は第 2 項第二文と第 4 項とで同じであっても、具体的な「同種
の産品」とされる範囲は異なるとされる可能性がある。

6 ただし、パネルは GATT 第 20 条（b）号に依拠してアスベスト製品の輸入禁止を正当化した。
7 WT/DS135/AB/R paras.139-141。
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事件）2。したがって、「同種の産品」は高度の類似

性を必要とするとされ、第一文違反が主張されない

ケースも存在する（韓国－酒税事件及びチリ－酒税

事件）。

　同種性の判断を行う場合に、物理的特性の差異

だけでなく、市場において競争関係にあるか否か

を重視するとした例もある（フィリピン－酒税事件）。

この事件では、原材料の違う同一の酒類（ウィスキー

やブランデー等）は、見た目や味などに顕著な差が

なく、競争関係にあるため、原材料に差異があるか

らといって、同種性が否定されるものではないと判

断された。これに対して、競争関係に対する直接の

言及なしに焼酎とウオッカとが同種の産品であると

判断された事例もある（日本－酒税事件）。このよう

に、競争関係を判断するに当たって、同一市場内で

の競争関係の有無の判断がなされるとすれば、国・

地域によって同種性の判断は大きく左右されること

になる。

（b） GATT 第 3条第 2項第二文

　第 3 条第 2 項第二文では、「直接的競争又は代

替可能の産品」（競争上の代替性：直接の競争関係

にある場合）に関して、内国民待遇違反の有無を判

断するとされる（GATT 付属書Ⅰにおける第 3 条第

2 項に関する注釈及び補足規定）。「直接的競争又

は代替可能の産品」の認定は、物理的特性や用途

等に加え、流通経路等の重なり等も考慮するとされ

ている（韓国－酒税事件）3。第二文に違反するとさ

れるためには、産品間において微細でない（not de 

minimis）内国税の制度上の格差（not similarly 

taxed）が存在することに加えて、第 3 条第 1項の

原則に反し、措置が国内生産に保護を与えるように

適用されていることが立証されなければならない。

こうした保護的措置の有無は、当該国の主観的な意

図でなく、課税措置の客観的構造・構成等（objective 

design, revealing structure and architecture）か

ら判断される（日本－酒税事件）4。

（c） GATT 第 3条第 4項

　第 3 条第 4 項は、「同種の産品」間の取扱いの

違いを問題としている。本条項での「同種の産品」

判断に当たっては、第 3 条第 2 項第一文と同様に、

①製品特性と品質、②最終用途、③消費者選好、

④関税分類の 4 要素を中心とした判断がなされると

するのが先例である（EC－アスベスト事件）5。EC

－アスベスト事件における「同種の産品」判断にお

いて、パネルは、物理的特性及び用途に着目してア

スベスト製品と類似製品（セルロース製品・グラスファ

イバー製品など）とを「同種の産品」として認定し、

この取扱いの差異に基づき内国民待遇義務違反を

認めた 6。これに対して、上級委員会は、アスベス

トの発がん性と消費者の選好に差が生じることか

ら、パネルの「同種の産品」の認定を覆し、アスベ

スト製品と類似製品との取扱いの違いがそもそも内

国民待遇義務に違反しないと判断した 7。

　また、第 3 条第 4 項違反を認定するに当たっては、

措置が「不利でない待遇」であるか否かを判断す

る際に、規制目的を考慮するか否かが議論となって

いた（EC－アスベスト事件及びアスベストを含む産

品の輸入・流通等を禁止する措置事件、EU－ -ア

ザラシ事件等）。上級委員会は、EC－アスベスト事

件において、アスベストの毒性及びこれに対する消
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8 GATT Analytical Index, Volume 1, PP190-194 を参照。

費者の選好に注目しており、事実上措置の目的を考

慮している可能性があるが、EU－アザラシ事件に

おいて、規制目的は GATT 第 20 条の文脈で考慮

されるべきとして、第 3 条第 4 項においては規制目

的を考慮しないとの立場を明示した。しかしながら、

この判断の後も、内国民待遇義務に違反するか否

かの判断において措置の政策目的を考慮すべきとの

意見を述べる加盟国が依然として存在しており、先

例として確立・定着したとは未だ言えない。この点

は今後の先例の展開を注視する必要がある。

　以上のように、GATT 第 3 条違反の有無を判断

するに当たっては、各項で異なる要件を考慮する必

要がある。

②GATT第 3条（内国民待遇原則）の例外規定

　基本原則たる内国民待遇にも、いくつかの場合

に例外が認められている。

（a）政府調達

　政府調達に関しては、国内産品を優先的に購入

することが、GATT 第 3 条第 8 項（a）において認

められ、内国民待遇原則の例外となっている。この

ような例外が認められる理由は、政府調達におい

て国産品を優遇する措置が多数存在していたためで

あるとされる 8。しかしその後、政府財政が国民経

済に占める規模が大きい加盟国も多いことから、東

京ラウンドにおいて政府調達に関する協定が締結さ

れ、ウルグアイラウンドで合意された複数国間協定

たる政府調達協定においては、内国民待遇原則が

規定されている。ただし、WTO 協定の加盟国は、

必ずしも政府調達協定の加盟国となる必要はなく、

同協定に参加している国は主に先進国に限られてい

る。したがって、政府調達の分野では、同協定の

加盟国間では内国民待遇原則が適用されるが、そ

れ以外の加盟国については、依然として内国民待

遇原則は適用されない（詳しくは第 13 章「政府調達」

を参照）。

（b）国内生産者補助金

　国内補助金に関しては、国内生産者に対してのみ

補助金を交付することが、GATT 第 3 条第 8 項（b）

により内国民待遇原則の例外となっている。このよ

うな例外が認められたのは、補助金が一国の政策

手段として有効なものであり、その交付は基本的に

産業政策当局の裁量範囲に属するとの認識がある

からであるが、国内生産者に直接交付されることが

必要であり、国産品の購入に対して消費者に付与さ

れる補助金は例外とされず、また租税の減免措置も

例外とされないとするのが先例である。さらに、国

内生産者にのみ付与される補助金には、貿易への

悪影響も生じ得るため、補助金協定に詳細な規定

が置かれている（詳しくは第 6 章「補助金・相殺措置」

を参照）。

（c）開発の初期の段階にある加盟国に関する例外

措置（GATT第 18 条 C）

　開発の初期の段階にある加盟国においては、幼

稚産業の確立を促進することによりその国民の一

般的生活水準を引き上げるため、政府の援助が必

要とされ、GATT に合致した措置ではその目的を

実際に達成し得ない場合がありうる。この場合、

GATT 第 18 条 Cを援用することによりWTO 加盟

国への通告及び協議手続を経た上で、一定の制限

の下で GATT 第 1条、第 2 条及び第 13 条を除く

GATT の規定に反する措置をとりうるものとされて

いる。GATT 第 18 条 B の一般収支状況を理由と

した貿易制限措置（詳しくは第 3 章「数量制限」を

参照）とは異なり、水際措置のみならず内国民待

遇義務に違反する措置も、第 18 条 C の下ではとり

うることとされている。マレーシアの石油化学製品

の輸入許可制度のケース（DS1）において、マレー

シアは、ポリエチレンに対する輸入制限を実施する

理由としてGATT 第 18 条 Cを援用したが、本件

は申立国であるシンガポールが訴えを取り下げ、パ

ネル・上級委員会による最終的な判断はなされな

かった。



9 本文で触れたように、EU －アザラシ事件において、上級委員会は、TBT 協定第 2.1 条とは異なり、一般的例外を定める GATT
第 20 条で規制の目的を考慮することが想定されているとして、GATT 第 3 条第 4 項においては目的を考慮しないとしている。
したがって、GATT 第 3 条においては、その整合性判断において措置の目的を考慮する TBT 第 2.1 条と異なり、措置の目的の
考慮はGATT第20条における適合性の審査に先送りされることになる。しかし、GATT第3条における整合性の分析において、
目的及び目的と手段との関係を考慮している先例もある。これらの判断枠組みのいずれを採用するかについては、GATT 第 20
条だけで、例外として許容される政策目的が尽きていると考えるか否かが極めて重要である（WT/DS400/AB/R paras. 5. 127, 
5.130）。

10 WT/DS400/AB/R paras. 5. 118, 5. 122。
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（d）その他の内国民待遇に関する例外規定

　GATT上の内国民待遇原則固有の例外としては、

GATT 第 3 条第 10 項及び GATT 第 4 条に基づく

映画の上映時間割当に関する例外がある。また、そ

のほか GATT 第 20 条の一般的例外規定（例えば、

公徳の保護のために必要な措置等）、第 21条の安

全保障上の例外規定及び WTO 設立協定第 9 条の

ウェーバー規定は、内国民待遇原則に対しても適用

される（詳細は第 1章「最恵国待遇」を参照）。

③GATT第 3条以外の内国民待遇規定

　内国民待遇の基本的な考え方は、WTO 協定の

発効に伴い、限定された形ではあるが、物品に関す

る諸協定や、サービス貿易、知的財産分野にも拡張

された。物品に関する諸協定では、例えば TBT 協

定第 2.1条が挙げられる。

　TBT 協定第 2.1条は「加盟国は、強制規格に関

し、いずれの加盟国の領域から輸入される産品に

ついても、同種の国内原産の産品に与えられる待遇

よりも不利でない待遇を与えることを確保する」と

規定する。当該規定は、GATT 第 3 条第 4 項の規

定に文言が類似しており、TBT 協定第 2.1条の解

釈を行う際には、同第 3 条第 4 項の文脈を考慮す

る必要があるとされる（EU－アザラシ事件）。よって、

産品の「同種性」の判断は、同第 3 条第 4 項と同

様に、①製品特性と品質、②最終用途、③消費者

選好、④関税分類の 4 要素を中心としたものとなる。

　その一方で、「より不利でない取扱い」については、

対象となる輸入品全体と国産の「同種の産品」全体

とで比較することが先例となっている 9。上級委員

会は、TBT 協定第 2.1条に関して、輸入品と国産

の「同種の産品」との取扱いの違いが「正当な規制

区分」に基づくものか否かを問うとしている（EU－

アザラシ事件）。

　なお、TBT 協定第 2.1 条とGATT 第 3 条は、

どちらも内国民待遇原則に関連する規定であり、措

置の性質により適用される条文が決定されるが、両

者は重複して適用され得るとされている（EU－アザ

ラシ事件）10。

　そのほか、TBT 協定第 5.1.1 条は、強制規格の

適合性評価手続きに関して、最恵国待遇と並んで

内国民待遇を定めている。サービス協定では、第

17条でサービス及びサービス提供者への内国民待

遇付与を定めている。加えて、TRIPS 協定第 3 条

においても、知的財産保護に関する他の加盟国の

国民への内国民待遇が明示的に規定されており、

複数国間貿易協定である政府調達協定においても

内国民待遇条項が取り入れられている（詳しくは第

11章「サービス貿易」、第 12 章「知的財産保護制度」、

第 13 章「政府調達」を参照）。

（3）経済的視点及び意義
　輸入国は、国内生産者等からの保護主義的圧力

を受ける結果、輸入品に対して、内国税や国内規則

を差別的に適用することにより、国内生産を保護し

ようとする傾向を持つ。これは、国内産品と輸入品

間の競争条件を歪め、経済厚生を低下させる。

　内国民待遇原則の下では、このような国内生産の

保護を目的とする政策は原則として認められない。

GATT 第 2 条により、国内産業保護の手段として

関税が認められているが、これは関税については、

譲許表により関税率が公表され、かつ約束されるた

め、透明性及び予見可能性が高いためである。他方、
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内国税・国内規則等はいわゆる「隠れた貿易障壁」

として、透明性及び予見可能性に乏しいため、貿易

歪曲効果が大きい。GATT 第 3 条の存在によって、

一般的に国内保護を目的とする政策・措置は阻止さ

れ、貿易自由化は促進されることとなる。

　更に、関税譲許との関係に関して言えば、GATT

第 2 条により、国内産業保護の手段として「関税」

のみを認めた上で、その漸進的減少により自由化を

達成することとしている。しかしながら、たとえ貿

易交渉によって関税が引き下げられたとしても、同

時に国内生産保護の目的のもとで内国税・国内規制

が差別的に適用されたならば、表面上は貿易障壁（関

税）は下がるが実質的には貿易障壁（内国税・国内

規制）が存続することとなる。このように内国民待

遇原則は、各国が内国税・国内規則等を通じて関

税譲許の価値を減殺することを禁止し、貿易の自

由化を促進させる意義をも有する。

　内国民待遇原則も、最恵国待遇原則と並ぶ

GATT の基本原則としてGATT の紛争処理手続

において援用されることが多い。但し、最恵国待

遇原則と同様、多くの場合、内国民待遇の問題に

加えて、最恵国待遇、数量制限、貿易関連投資措置、

基準認証等他の規定との整合性が通常併せて問題

となる。

（1）日本－日本の酒税（DS8, 10, 11）
　日本は、1987 年 11月10 日に採択されたパネル

報告において、内国民待遇原則を定めるGATT 第

3 条に違反するとされ、これを受けて酒税法を改正

し、従価税制度、級別制度及び果実酒のエキス分

による税率格差制度を廃止し、また、蒸留酒の間

での税率格差を縮小させた。しかし、EC は、焼

酎と他の蒸留酒との間の税率格差が残っていること

などを指摘し、1995 年、再度の協議が行われた。

　GATT 第 3 条第 2 項違反とするパネル報告が出

されたことを受け、日本からの上訴により、1995 年

に上級委員会報告が出された。上級委員会は、パ

ネル報告を一部修正したが、結論は維持し、焼酎

とウオッカとは「同種の産品」であり、後者に前者

に対するものを超える内国税を賦課している点で

GATT 第 3 条第 2 項第一文に違反し、また、焼酎

と、ウィスキー・ブランディー・ラム・ジン・genever

（オランダのジン）・リキュール・その他のスピリッツ

類とは「直接競合・代替可能産品」であり、後者の

グループに前者と「同様に」課税されていない点で

GATT 第 3 条第 2 項第二文に違反するとの判断を

下した。

　

（2）韓国－韓国の生鮮、冷蔵及び冷
凍牛肉の輸入に影響を与える措置
（DS161, 169）

　韓国国内においては、輸入牛肉は専門の輸入牛

肉店でのみ売ることができ、大型店では輸入牛肉

のための隔離された販売場所を用意しなければなら

ない。また、輸入牛肉を販売する店は国内産牛肉を

売る店と区別するために「輸入牛肉専門店」の看板

を掲げなければならないとする、二重小売制度が取

られていた。同規制に対して、米国・カナダ・ニュー

ジーランドなどが GATT 第 3 条第 4 項違反を訴え

た。1999 年、紛争解決機関はパネルを設置し、韓

国の牛肉輸入措置及び国内販売に関しての判断を

行った。

　二重小売制度に関し、パネルは、国籍や起源に

関する基準によるいかなる規制的区別もGATT 第

3 条第 4 項違反となると判断したが、この点に関し

上級委員会は、GATT 第 3 条第 4 項は、輸入品

に国産品よりも不利でない待遇を与える措置を要求

しているだけであり、待遇が異なるだけでは必ずし

もGATT 第 3 条第 4 項違反とはならず、輸入品が

国内産品と比べて競争条件が不利な状況に置かれ

ている場合にGATT 第 3 条第 4 項違反となるとの

2．主要ケース
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解釈を示した。その上で、上級委員会は、韓国国

内における輸入牛肉の競争条件は、国内産品と比

べて市場において不利な扱いを受けているとして、

GATT 第 3 条第 4 項の違反を認定した。

　

（3）EU－アスベスト及びアスベスト
を含む産品の輸入・流通等を禁止す
る措置（DS135）

　アスベストが発がん性を有し、人体にとって有害

であるとの認識のもと、消費者・労働者保護のため

アスベスト及びアスベストを含む産品の輸入・流通

等を禁止するフランスの措置について、1998年10月、

カナダは GATT 第 3 条違反を訴えた。パネルは、

アスベストとグラスファイバー製品・セルロース製品

等の類似製品の間に、GATT第3条4項における「同

種の産品」の関係があることを認定した。

　上級委員会は、GATT 第 3 条 4 項における「同

種の産品」は GATT 第 3 条 2 項における「直接競

合品」よりも広いとは言えないとの解釈を示した。

その上で、本件において「同種の産品」であるか否

かを判断するに当たっては、アスベストに発がん性

があることが広く認められていることに触れ、その

ことは「同種の産品」判断にかかる四要素（①製品

特性と品質、②最終用途、③消費者選好、④関税

分類）のうちの一つである「消費者選好」に影響を

与えると判断した。消費者は、発がん性のあるアス

ベストと、そうでない類似製品であれば後者を選択

する傾向にあるとし、アスベストとグラスファイバー

製品・セルロース製品等の類似製品は、「同種の産

品」とは言えないとし、フランスの GATT 第 3 条

第 4 項違反を認定しなかった。

　

（4）EU －アザラシの販売禁止措置
（DS400, 401）

　EU は商業アザラシ（アザラシ、アシカ及びセイウ

チのことを指す）猟に由来するアザラシ製品を市場

に出すことを禁止する規制を設けた。本措置では、

イヌイット等の先住民族が生計を立てるために行っ

た伝統的狩猟によって生産された製品に関しては市

場に出すことが認められる、といった例外が設けら

れていた。

　当該規制に対し、2009 年、カナダとノルウェーは、

カナダ産アザラシ製品と、グリーンランド産アザラ

シ製品との間では、例外が適用される条件が異なっ

ているとして、TBT 協定の違反認定を求めるととも

に、予備的請求としてGATT 第 1条及び第 3 条違

反を求め、EUを提訴した。

　当該案件において、上級委員会は、EUによる規

制措置は TBT 協定における強制規格（Technical 

Regulation）には該当せず、TBT 協定の適用の範

囲外であると判断した。そのため、上級委員会は、

GATT 第 1条及び第 3 条に関しての解釈・判断を

行った。その中で上級委員会は、TBT 協定第 2.1

条と、GATT 第 1条における最恵国待遇原則及び

GATT 第 3 条第 4 項における内国民待遇原則とを

同様に解釈することはできないとの立場を示した。

また、WTO 諸協定は首尾一貫して解釈がなされな

ければならないとの判断も下し、TBT 協定第 2.1

条とGATT 第 1条および第 3 条第 4 項は、整合的

に解釈されなければならないと指摘した。

　その上で、本規制措置により、カナダ産・ノル

ウェー産アザラシ製品は、同種の国内産品と比して

国内市場における競争条件が悪化させられていると

認定し、EU は前者に対し、GATT 第 3 条第 4 項

における「不利でない待遇」を与えているとは言え

ず、同条に違反すると判断した。当該判断を行うに

当たっては、措置の目的は考慮せず、競争条件が

悪化しているか否かという点のみに着目し、判断を

行った。一方で上級委員会は、措置の目的に関し

て、EU によるアザラシ製品の禁止措置は、EU 域

内の人々の動物福祉に対する関心の高まりに鑑みる

と、GATT 第 20 条（a）公徳の保護のために必要

な措置であると認定した。ただし、EUの措置は、

GATT 第 20 条柱書における任意のもしくは正当と

認められない（arbitrary or unjustifi able）差別待

遇であるとして、GATT 第 20 条により正当化され

ないとした。
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（5）カナダ－再生可能エネルギー発電
分野に関する措置（DS412, DS426）

　カナダ・オンタリオ州における再生可能エネル

ギー電力固定価格買取制度であるFIT （Feed-in 

Tariff ）プログラムは、オンタリオ電力庁（Ontario 

Power Authority: OPA）によって運営され、同プ

ログラムのもとで再生可能エネルギー発電事業者

は、OPAと20 年間または 40 年間の長期契約を締

結することによって、発電単位当たり一定額での買

い取りを保証された。ただし、契約締結に当たって

は、風力発電又は太陽光発電事業者がオンタリオ

州原産の「発電設備」を一定割合以上使用するこ

とを求めるローカルコンテント要求が含まれていた。

申立国である日本は、2011年、カナダのFIT プロ

グラム（およびその契約）によるローカルコンテント

要求は、TRIMs 協定第 2 条第 1 項、GATT 第 3

条第 4 項、及び補助金協定第 3.1条（b）及び第 3.2

条に違反すると申し立てた。カナダは GATT 第 3

条 4 項違反については、本件措置は第 3 条第 8 項

によって正当化されるため、GATT 第 3 条 4 項に

違反しないとの主張を行った。

　上級委員会は、本件ローカルコンテント要求は

GATT 第 3 条 4 項違反であるが、GATT 第 3 条

第 8 項（a）に規定される措置であれば、その義務

は免除されるため、措置が GATT 第 3 条第 8 項（a）

に規定される、政府調達に該当するか否かの判断

を行った。上級委員会は、GATT 第 3 条第 8 項（a）

により義務が免除されるためには、政府調達によっ

て調達される産品と、外国産の産品とが競争関係

にある必要があると指摘した。そのうえで、本件に

おいて州政府が調達しているのは、再生可能エネル

ギー発電により得られた「電気」である一方で、外

国産品として差別を受けているのは「再生可能エ

ネルギー発電設備関連製品」であり、両者は競争

関係にないと判断した。そのため、本件措置に伴

う発電設備関連製品に対する差別は、GATT 第 3

条第 8 項（a）に規定される政府調達（調達を規制

する法令または要件）に該当せず、カナダによる

GATT 第 3 条第 4 項違反を認定した。
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（1）ルールの背景
　GATT 第 11条においては、「加盟国は、関税そ

の他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限も新設

し、又は維持してはならない」と数量制限の一般

的禁止が規定されている。これは、数量制限措置

が関税措置よりも国内産業保護の度合いが強く、直

接的に自由貿易を歪曲する蓋然性を有する措置とみ

なされているからである。例えば、相手国が関税に

よる輸入制限措置をとっている場合でも、輸出者が

高関税の障壁を乗り越えられるだけの価格競争力を

つければ輸出を伸ばすことが可能となるが、輸入数

量制限を行っている場合には、いくら価格競争力を

つけても制限数量以上の輸出は不可能である。ま

た、需要が供給を十分に上回る場合には、価格が

高くとも物品を購入しようとするが、数量制限が行

われている限りその需要は満たされない。こうした

ことから、数量制限措置は関税措置よりも貿易歪曲

効果が大きい措置としてその禁止が GATTの基本

原則とされてきたのである。

　GATTにはこの基本原則の例外となる規定も存

在している。しかし、こうした規定は、食糧等の危

機的不足（GATT 第 1条第 2 項）、国際収支の擁護

（GATT 第 18 条 B）など GATT上正当とされてい

る政策根拠に基づいてとられる措置を一定の条件の

下に許容するに過ぎない。

（2）法的規律の概要
①数量制限措置に係る 1994 年の GATT の概要

　GATT 第 11条は、WTO 加盟国に対して原則と

して産品の輸入制限、輸出制限を行うことを禁止し

ているが、同時に、限定的又は暫定的にこれを容

認するいくつかの例外規定も置かれている（図表Ⅱ

‐3‐1参照）。以下、WTO 協定に明示的根拠を

有する主な数量制限について詳述する。

第3章
数量制限

＜図表Ⅱ‐ 3‐ 1＞　数量制限措置に係る 1994 年の GATT の概要

2 a
2 b

2 c

20
21

12

1．ルールの概観
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②国際収支（Balance of Payments（BOP））の擁

護のための輸入制限

　国際収支擁護のための輸入制限措置を認めた

GATTの規定（第 12 条、第 18 条 B）は、IMFに

より国際収支上の困難があると認められた場合に援

用可能（第 15 条 2 項）であるが、いわゆるIMF

第 8 条国（原則として為替制限の認められない国）

については、こうした国際収支上の困難があると認

められた例は少ない。

　図表Ⅱ‐3‐2 はWTO 国際収支委員会（BOP

委員会）での近年の協議状況を示したものである。

なお、GATT 第 12 条は全加盟国によって援用可

能であるのに対して、第 18 条 B は開発途上国のみ

が援用可能である。

18 B
18 C D

19
13

23 2

1

2009
18 B 2009 6  2009 2 1 630

BOP 6 GATT 18
B

2010 1
2010 7

2009
12  2009 9 2009 3 13

BOP 9
BOP GATT12
2009 9

1962
18 B 2002 10 2001 1 BOP GATT 18

16 11
2005 1 5

2005 7
2002

2 BOP 4
2009 18 B

2002 10 BOP
2005 2008

2009
BOP

＜図表Ⅱ‐ 3‐ 2＞　 近年の GATT 第 12 条・第 18 条 B（国際収支擁護）に基づく措置に関するWTO・

BOP委員会での協議状況
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　このように GATT 第 12 条、第 18 条 B は、国

際収支の悪化を理由として輸入を制限することを認

める例外規定であったが、同条の要件を満たすか

否かの判断が厳格になされていなかったため濫用さ

れる事例もあった。このため、WTO 協定では、同

条項の発動要件の明確化が図られ（1994 年の関税

及び貿易に関する一般協定の国際収支に係る規定

に関する了解（図表Ⅱ‐3‐3））、対象品目や措置

の撤廃時期を明確にすること等が援用国に求めら

れるようになった。なお、2009 年、ウクライナとエ

クアドルがリーマン・ショック等の影響を受けて輸

入制限措置を導入し、BOP 委員会に対してそれぞ

れ GATT第 12条、第18 条 Bの適用を求めている。

しかしながら、ウクライナについては導入は一時的

なものに留まり、両国ともに当該措置を撤廃した。

③農業に関する協定

　農業分野に関しては、（a）米国が農産物価格支

持政策による穀物増産と輸出を拡大してきたこと、

（b）EU が共通農業政策（CAP）による農産物価

格支持政策、輸入課徴金、及び輸出補助金により

大口輸入国から大口輸出国に転じたこと、（c）穀物

に関して、1970 年代前半までの不足基調から過剰

基調へと国際的需給が変化し、穀物輸出競争が激

化してきたこと等を背景として、ウルグアイ・ラウン

ドにおける交渉が難航したものの、各国が市場アク

セス（関税化等）、国内助成（補助金削減等）、輸

出競争の 3 分野における具体的かつ拘束力のある

約束を作成して 1995 年から2000 年までの 6 年間

の実施期間においてこれを実施することで合意され

た。農業合意の市場アクセス関係部分の概要は図

表Ⅱ‐3‐4 のとおりであり、これに従って、各国

が以前の輸入数量制限的な措置をWTO 整合的に

することとなった。

4
1

9

2 3

3
BOP 4 GATT 12

18 6
13

＜図表Ⅱ‐ 3‐ 3＞　国際収支に係る規定に関する了解
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4 2

6 36 15

1986 1988

1
3 5

(

1/3 10
40 10 30

5
3

10 125
10 30 110
30 105

1986 1988

12 1

（注）以下の基準を満たす農産物については、ミニマム・アクセスを一定率引き上げる（3％→5％を 4％→8％）ことを条件に、関
税化の特例措置（6 年間関税化を実施しない）が認められる。

（a）基準期間（1986～1988 年）において、当該農産物の輸入が国内消費量の3％未満であること。
（b）輸出補助金が付与されていないこと。
（c）効果的な生産制限措置がとられていること。
なお、実施期間中特例措置を終了させる場合は、ミニマム・アクセスの毎年度の増加率が終了した翌年度から低下する
（0.8％→0.4％）。

＜図表Ⅱ‐ 3‐ 4＞　農業合意の概要（補助金に係る規律は、第 7章「補助金・相殺措置」を参照）
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（3）経済的視点及び意義
　輸入数量制限（相手国の輸出数量規制等の実質

的な輸入数量制限を含む）の実施は、外国産品の

輸入量を直接制限することで国内産品との直接の競

合を回避させるため、短期的には輸入国内におい

て当該産品を生産している産業の利益確保・拡大、

当該産業における雇用の安定等に役立つ面がある

と考えられる。また、その国の貿易量が国際価格

に影響を及ぼす大国の場合には、輸入数量の減少

が交易条件を改善し、結果として輸入国全体の経

済厚生を高める可能性もある。更に、外国企業が、

輸入数量制限による輸出量の減少を契機としてその

国に直接投資を行って生産を移転すれば、雇用促

進、技術移転の促進等の効果もあると言えよう。

　しかし、数量制限は、輸入国の消費者やユーザー

産業の外国産品へのアクセスを阻害し、価格上昇

や産品の選択範囲の幅が狭まることを通じて明らか

に彼らの経済的便益の低下をもたらす。数量制限

が自国の交易条件を改善させても、それは他方で

は外国の交易条件の悪化をもたらしており、外国の

経済厚生を低下させることになる。なお、数量制限

によって生じる国際価格と国内価格の乖離は、レン

トとして輸出入ライセンスの所有者の利益となるが、

輸入数量制限に比べて、輸出数量制限ではレントが

海外へシフトする分、輸入国の経済厚生が低くなる。

また、数量制限の実施にあたっては、数量・品種

及び輸入業者・企業（輸出数量規制の場合には輸

出業者・企業）を予め決定するため、その決定が

恣意的で不透明になりやすく、産業間の不公平や輸

出入ライセンスの取得に関する不公平をもたらす可

能性がある。更に、輸入数量が国際価格や為替相

場の変化を全く反映しないという問題もある。この

ため GATT/WTO は一部の例外を除き、廃止すべ

きとしている。

　数量制限を維持する場合、運用如何では厳しい

競争環境における生産性向上、合理化に向けた企

業努力を阻害すること等の悪影響を及ぼす可能性も

ある。そのため、暫定的な位置づけを明確にして、

この間に十分な産業構造の調整や生産性向上を行

わない限り、例え短期的に有用であるとしても、中

長期的には当該産業の発展や当該制限実施国の経

済的便益をかえって損なう可能性が高い。

（4）多国間環境協定に基づく貿易制限
措置とWTO協定との関係

　WTO の「貿易と環境に関する委員会（CTE：

Committee on Trade and Environment）」におい

て「貿易と環境」に関する議論が行われてきたが、

WTO 協定の数量制限の禁止に関連しては、多国

間環境協定（MEA：Multilateral Environmental 

Agreement）に基づく貿易制限措置をとり得る

要件等との関係の問題がある。環境に関連して、

GATT 第 20 条は、「人、動物又は植物の生命又は

健康の保護のために必要な措置（b 項）」、「有限天

然資源の保存に関する措置（g項）」等の規定によ

り、貿易制限的措置禁止の原則の例外を認めてい

るが、これらの規定は、「恣意的な若しくは正当と

認められない差別待遇の手段となるような方法や国

際貿易の偽装された制限となるような方法で適用し

ない（GATT第20条柱書）」こととされている。他方、

バーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える移動及び

その処分の規制に関するバーゼル条約）、モントリ

オール議定書（オゾン層を破壊する物質に関するモ

ントリオール議定書）、ワシントン条約（絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）

等の一部のMEAにおいては、自国の管轄権の及

ばない範囲の環境又は地球規模の環境の保護を目

的として採られる貿易制限措置や、MEA 非締約国

に環境政策の変更を促すための貿易制限措置が設

けられている。また、WTO 設立協定前文において、

環境保護に対する考慮の必要性が言及されている

ほか、CTE における議論についても留意すべきで

あるとの指摘がある。

　このような背景の下、WTO 協定による貿易制限

的措置の禁止とMEAに基づく貿易制限措置とを

いかに整合的に解釈するかが問題となっている。そ

の方策として、① GATT 第 20 条（例外規定）の

改正等により、明示的に環境保護目的の措置を例
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外扱いとすべきとの意見と、②改正によるのではな

く、既存のウェーバー手法によるケース・バイ・ケー

スの対応で問題なしとする意見が対立している。こ

れに加え、MEAに基づく貿易制限措置について、

WTO 協定整合的であると認められる要件について

のガイドラインの作成についての提案も行われてい

る。

　1996 年 12月に開催されたシンガポール閣僚会議

への CTE の報告書では、MEAの環境保護目的を

達成するためには、明確に合意された規定に基づく

貿易制限措置が必要となる場合があることが確認

されたが、整合性の確保の方策については結論が

出ておらず、議論が継続された。

　2001年 11月に開催されたドーハ閣僚会議におけ

る閣僚宣言では、MEA 当事国間の関係に限定し

てではあるが、WTOとMEAの関係の交渉が合

意されており、2002 年 3月からCTE において議論

が進められており、これまでの議論を踏まえ、とり

まとめに向けた作業が進められている。

（1）米国‐ キハダマグロの輸入規制
（GATTパネル：DS21, DS29, DS33）

　 米 国 は、1972 年 海 洋 哺 乳 動 物 保 護 法

（MarineMammal Protection Act of 1972）に基

づき、IATTC（全米熱帯まぐろ類条約）水域にお

いて、キハダマグロとともに混獲されるイルカの保

護を目的として、混獲を行っているメキシコ等からの

キハダマグロ及びその製品の輸入を禁止している。

1991年、メキシコの要求によってGATTにパネル

が設置され、本措置が GATT 違反である旨のパネ

ル報告が提出された。同報告は、（a）米国の措置

はイルカ保護を達成する手段としては必要かつ適切

なものとは必ずしも言えないこと、（b）自国の域外

の対象保護を理由とした措置を安易に認めると、規

制の必要性及びその程度に関する一国の一方的な

認定によって他国の権利が危うくなることから、本

措置は、GATT 第 11条に違反する数量制限であり、

GATT 第 20 条（b）や（g）では正当化されないと

している。なお、メキシコは米国との二国間の話合

いにより解決を図り、理事会でのパネル報告の採択

には至らなかった。

　その後、1992 年 9月、EU及びオランダ（オラン

ダ領アンティル諸島を代表）の要請に基づき再度パ

ネルが設置され、1994 年 5月に本措置が GATT

違反であるとの報告が提出された。同報告は、米

国の措置は他国の政策変更を強制するためにとられ

たものであり、そのような措置は動物の生命又は健

康の保護に必要なものであったり、有限天然資源

の保存等を有効にすることを主たる目的とし得ない

ので、GATT 第 20 条（b）や（g）では正当化され

ず、GATT 第 11条違反であるとしている。しかし

ながら本報告も、1994 年 7月の GATT 理事会以

降同理事会での採択が図られたが、米国の反対に

より採択されていない。

（2）米国‐エビの輸入規制（DS58）
　米国は、1989 年に施行された米国海亀保存法

において、1991年 5月1日以降、エビ漁業に関し

て、米国内と同等の海亀混獲回避プログラムを実施

している旨が相手国政府からの証明（certifi cation）

で示されない限り、当該国からのエビ製品の輸入

を禁止するとした。これに対し、インド、マレーシ

ア、パキスタン、タイは、米国の措置は、GATT

第 11条等に違反し、GATT 第 20 条を含むいかな

るGATT の規定によっても正当化できないとして

WTO 紛争解決手続に則った訴えを起こした。パネ

ルは、米国によるエビ輸入に関する措置が GATT

第 11条違反であること、多角的な貿易体制に脅威

をもたらすような方法により他国の政策に影響を与

えるような措置は、GATT 第 20 条でも正当化され

ない等の判断を示した。これに対して、上級委員会

もパネルの認定を一部覆す判断を行ったものの、概

ねパネル判断を指示する結論を示している。

2．主要ケース
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（3）ブラジルの再生タイヤの輸入に関
する措置（DS332）

　2004 年、ブラジルは、廃タイヤの堆積は病原体

媒介の蚊の温床となり、マラリアやデング熱等の発

生を促すことから、人間の生命及び健康に重大な悪

影響があるとして、中古タイヤの輸入、販売、輸送、

保管等の規制を導入し、再生タイヤの輸入を禁止

した。これに対して EC は、中古・再生タイヤの輸

入禁止・制限は GATT 第 11 条第 1 項に違反する

として、WTO 紛争解決手続に則って訴えを起こし

た。パネルは、EC の主張を認め GATT 第 11 条

違反を認定し、ブラジルが上級委員会において争わ

なかったためパネル段階で確定している。なお本件

においては、GATT 第 11条違反に加えて、同違反

が GATT 第 20 条（b）により正当化されるかどう

かも争われた。上級委員会は、メルコスール諸国か

らの中古・再生タイヤの輸入等、一部に例外が認め

られていたことを理由に、当該輸入禁止・制限措置

は「恣意的な若しくは正当と認められない差別待遇」

（GATT 第 20 条柱書）に当たるとして、GATT 第

20 条による正当化を認めなかった。

 

（4）アルゼンチンの非自動輸入ライ
センス制度の導入・拡大（DS438, 
444. 445）

　アルゼンチンは、2008年11月に金属製品（エレベー

タなど）等約 400 品目について所定の情報を添えた

申請を義務付ける非自動輸入ライセンス制度を導入

したが、ライセンス発給要件が不明確であり、発給

遅延も生じていた（ただし、同制度はパネル設置直

前の 2013 年 1月に廃止され、WTO 紛争解決手続

にでは審理されなかった）。また、アルゼンチンは、

遅くとも2009 年以降、明文の法令に基づかない口

頭の指導によって、輸出入均衡要求（輸入を行う条

件として同額の輸出または国内投資を求める措置）

や輸入抑制等を目的とした国産化要求等の各種の

貿易関連要求（Trade-related Requirements）を行っ

ており、さらに、2012 年 2月には、事前輸入宣誓

供述制度（DJAI）を制定し、輸入をしようとする事

業者は、輸入手続きに着手する前に、輸入品目・数量・

金額等の指定事項を連邦歳入庁に申告し事前承認

を得ることが必要となった。

　米国、EU及び日本は、アルゼンチンのこれらの

輸入制限措置は GATT 第 11条第 1項に違反する

と主張してWTO紛争解決手続に則った訴えを起こ

し、2014 年 8月、パネルは申立国の主張を認める

報告書を公表した。パネルは、貿易関連要求につ

いて、①口頭の指導によって実施されているため措

置の存在そのものについて争いがあったところ、政

府発表文書や企業の提出した宣誓供述書等の各種

証拠資料によって、輸入の抑制や貿易赤字の削減を

目的とするアルゼンチンの政策に基づいて、広汎な

産業の輸入者に対して、輸出入均衡要求、ローカル

コンテント要求、投資要求等を課すという措置が存

在することを認定し、②要求に応じることが輸入の

条件となっている点及び明文がなく透明性や予測可

能性に欠ける点で輸入を制限するものであるとして、

GATT 第 11 条第 1 項違反を認めた。また、事前

宣誓供述制度についても、承認取得が輸入の条件

となっており、同制度に参加し承認プロセスを停止・

遅延しうる行政当局の範囲やその裁量行使基準が

不明確であることから、輸入を制限し GATT 第 11

条第１項に違反すると判断した。アルゼンチンはパ

ネルの判断を不服として上訴したが、2015 年 1月、

上級委員会はパネル報告書の判断を維持する旨の

報告書を公表した。
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（1）現状
　輸入制限同様、各国においてモノの輸出に関する

制限・規制も各国で行われている。現存する輸出規

制をその目的からみれば以下のような措置を観察で

きる。

①財政収入を得るための輸出関税（税）

　1つとしては、主に国内の徴税機能が不十分な途

上国に見られるように、財源として輸出規制を行う

ことがある。これは主として「輸出税（輸出関税）」

という形を採り、水際で確実な徴税が可能となる。

（第 5 章関税（1）②「関税の機能」参照）

②国内産業保護のための輸出制限・輸出関税（税）

　輸入規制同様、輸出についても財源としての機能

だけでなく、自国産業の競争力維持の為に用いられ

ることもある。例えばある稀少資源物質について輸

出を規制し、国内の自国産業に優先的に割当てを

行うことにより、結果として自国産業の競争力を保

持することが可能となる。

③国内供給確保のための輸出制限・輸出関税（税）

　国内において食料が欠乏している場合において、

輸出を制限し国内食料需給を確保するために食料

輸出規制を行うことがある。

④投資に関連する輸出要求

　投資許可の条件として特定措置の履行を要求され

る（パフォーマンス要求）ことがあり、その一例として、

一定水準の輸出を要求する等の輸出パフォーマンス

要求がある（投資に関するパフォーマンス要求の規

律は第 III 部第 5 章参照）。

⑤その他（外交手段としての措置、安全保障貿易

管理等）

　外交の手段として時に輸出の規制が行われるこ

とがある。例えば、国連安全保障理事会決議（第

748 号）を受けた経済制裁措置として、我が国は外

国為替令、輸出貿易管理令等を改正し、同令に基

づきリビアを仕向地とする航空機及びその部分品の

輸出・仲介貿易取引の禁止を行った（同安保理の制

裁措置はその後事案の解決を見て停止、その後の

運用において国連安保理決議を理由として不許可

又は不承認としないことを原則とした）。

　また、核兵器などのいわゆる大量破壊兵器の拡

散防止等を目的として、安保理決議や国際条約、

国際輸出管理枠組みなどに基づき輸出規制が行わ

れる場合もある（下記コラム参照）。

　かつては、輸入国からの要求により輸出自主規制

を行うことがしばしばあった。しかし、以下に言及

するとおり、現在はかかる輸出自主規制は、これを

＜参考＞
輸出規制

輸出規制を取り上げる意義
　最近の国際貿易の問題として、天然資源や食料

等の輸出規制が取り上げられ、WTOドーハ・ラウ

ンド交渉においてもNAMA 交渉や農業交渉で幾

たびも触れられているテーマとなっている。従来、

数量制限については主に「輸入」の面に主眼が置

かれてきたが、ここでは特に「輸出」の面に主眼を

置き、主にWTO 協定を中心とした輸出規制に係る

規律を紹介すると共に現在の問題点・今後のあり得

べき方策について検討を行う。

1．輸出規制をめぐる問題点
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要求することも含め、セーフガード協定において明

確に禁止されている。

　上記の措置のうち、天然資源に係る産出国にお

ける輸出制限は、各国における経済活動、安全保

障等の面で死活的な問題となり得るものである。天

然資源については、資源小国でもある我が国同様、

多くの国が原油、レアメタル等の天然資源を限られ

た少数国からの輸入に依存しているからである。ま

た、食料についても食料の国際市場への供給量を

低減させ国際価格の高騰を助長しており、途上国を

含む食料輸入国において国民の生命に直接影響を

及ぼす深刻な問題となっている。

　自国及び国際社会の平和と安全の維持のため、多

くの国で武器そのものや核兵器などの大量破壊兵器

等への転用が懸念される貨物や技術などが、安保理

決議や国際条約などに基づき輸出規制の対象とされ

ている。以下、代表的な国際的枠組みを紹介する。

（1）安保理決議 1540 号（2004 年 4月 28 日採択）

　すべての国は、大量破壊兵器等関連貨物等に対す

る適切な管理を確立することを含め、核兵器、化学

兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の拡散を防

止する国内管理を確立するための効果的な措置を採

用し実施することと決定し、各国に厳正な輸出管理

の実施を求めた。

（2）国際条約

①核兵器不拡散条約（1970 年発効、日本は 1976

年に批准）

　核兵器国の核兵器等の他国への移譲禁止、非核兵

器国の核兵器等の受領、製造、取得の禁止の義務等

を規定。

②生物兵器禁止条約（1975 年発効、日本は 1982

年に批准）

　生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁

止並びに廃棄等を規定。

③化学兵器禁止条約（1997 年発効、日本は 1995

年に批准）

　化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並び

に化学兵器に使用される可能性のある毒性化学物質

の移譲等の制限等を規定。

（3）国際輸出管理レジーム

①ワッセナー・アレンジメント

　地域の安定を損なうおそれのある通常兵器の過剰

な蓄積を防止するため、武器及び機微性の高い汎

用品の貨物や技術の輸出を管理するための枠組み。

41 ヶ国が参加（2015 年 2 月現在）。

②原子力供給国グループ

　核兵器の拡散を防止するため、原子力専用物資及

び核兵器の開発に寄与するおそれの高い貨物や技

術の輸出を管理するための枠組み。48 ヶ国が参加

（2015 年 2 月現在）。

③オーストラリア・グループ

　化学兵器及び生物兵器の拡散を防止するため、化

学製剤原料や生物兵器関連資機材などの貨物や技

術の輸出を管理するための枠組み。41 ヶ国が参加

（2015 年 2 月現在）。

④ミサイル技術管理レジーム

　ミサイルなどの大量破壊兵器の運搬手段及びその

開発に寄与するおそれの高い貨物や技術の輸出を管

理するための枠組み。34 ヵ国が参加（2015 年 2 月

現在）。

　我が国は、これらの安保理決議や国際条約、国際

輸出管理枠組みに基づき、外国為替及び外国貿易法

により安全保障貿易管理を実施。北朝鮮やイランな

安全保障貿易管理コ ラ ム
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（2）各国の輸出規制措置の国際ルール
上の問題点

　当報告書第Ⅰ部の各章において、以下に記すとお

り各国の輸出規制に係る措置について指摘を行って

いる。

①中国（第Ⅰ部第 1章中国　参照）

　・原材料に対する輸出制限措置

②ASEAN（第Ⅰ部第 2 章 ASEAN　参照）

　・丸太・製材等の輸出規制等（インドネシア）

　・鉱物資源輸出規制（インドネシア）

　・未加工鉱石に対する輸出制限（フィリピン）

③米国（第Ⅰ部第 3 章米国　参照）

　・輸出管理制度

　・丸太の輸出規制

④カナダ（第Ⅰ部第 10 章カナダ　参照）

　・丸太の輸出規制

⑤ウクライナ（第Ⅰ部第 13 章＜参考＞その他）

　・穀物の輸出規制

どによる核開発が懸念されている中、我が国などが

有している高度な貨物や技術が、こうした国々にお

いて大量破壊兵器等の開発等に用いられた場合、我

が国のみならず国際社会の大きな脅威となることか

ら、厳格な安全保障貿易管理を通じてその脅威を未

然に防止することが必要。またこうした観点から、

GATT 第 21 条で安全保障のための例外が認められ

ている。

（1）法的規律の概要
　現行のWTO 協定においても、輸出規制にかか

る規律は存在する。WTO 協定については①数量

制限の一般的禁止、②適用時の手続的規律及び③

その他の考慮規定に大きく分類が可能である。ま

た、WTO 協定以外の規律についても、簡単に俯

瞰する。

①数量制限の一般的禁止

（a）数量制限の原則禁止（GATT第 11 条）

　数量制限の一般的禁止等を定めた主要規定であ

り、「輸出」についても適用される。他方で、多数

の例外が存在する（第 3 章「数量制限」1．ルール

の概観及び第 4 章「正当化事由」参照）。ただし、

本条の規定にもあるとおり「関税その他の課徴金」

は適用の例外となっており、いわゆる輸出税につい

ては適用がされない（ただし、輸出税が GATT 第

2 条の関税譲許の対象となるかについては議論があ

る。また、通常想定されない高率の輸出税（例えば

3,000％の輸出税等）について、そもそもGATT 第

11条で定める数量制限に当たるのではないかという

指摘も考えられるが、他方で「税」を支払えば輸出

を禁止している訳ではないという点で数量制限には

当たらないとも考えられる。この点については今後

の検討が必要である。なお、関税の定義・意義に

ついては第 5 章「関税」参照）。

　また、輸出についても輸入同様に適用されない例

外規定が多く存在する。

＜GATT第 11 条の適用例外＞

（i）国内の供給物資不足対処のための例外

　-  GATT 第 11条第 2 項（a）：食料・不可欠物資

の不足（※）

　-  GATT 第 11条第 2 項（c）：農漁業産品の輸入

制限

（※）なお、農業協定第 12 条：GATT 第 11 条第

2 項（a）（食料その他不可欠な物資の危機的不

足）適用時の通報義務・食料輸入国への配慮

義務が存在

（ⅱ）その他の例外

　-  GATT 第 20 条：一般的例外（特に (b) 人、動

物又は植物の生命又は健康の保護のために必要

な措置 ,（g）有限天然資源の保存に関する措置，

2．現行のルールの概観



246

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

（i）国内の加工業に対しての不可欠原料の数量

確保措置，（j）供給が不足している産品の獲得

又は分配のための措置

　- GATT 第 21条：安全保障例外

②適用時の手続的規律

（b）一般的最恵国待遇（GATT第 1条 1項）

　輸入同様、輸出についてもWTO 加盟国が他の

加盟国の同種の産品に最恵国待遇を付与しなけれ

ばならない。（第 1章「最恵国待遇」参照）

（c）数量制限の無差別適用（GATT第 13 条）

　輸入同様、輸出に関しても例外規定に基づき実

施される制限は、原則無差別に適用されなければ

ならない（第 3 章「数量制限」1. ルールの概観参照）。

（d）手数料及び手続（GATT第 8条）

　輸出に関する手数料及び手続は、提供された役

務の概算の費用にその額を限定しなければならな

い。また、手続の複雑性を局限し、所要書類を少

なくしかつ簡易化する必要を認める。

（e）貿易規則の公表及び施行（GATT第 10 条）

　国際貿易に関する法令、司法上の判決等につい

ては直ちに公表しなければならない。GATT の一

般的な透明性の要件の規律として、輸出に関する貿

易規則の公表及び施行が本規定の規律の対象とな

る。

（f）GATT 第 17 条の解釈に関する了解

　国家貿易を行う企業に関する通報義務を規定。

③その他の考慮規定

（g）セーフガード協定（第 11 条第 3項）

　輸入国政府が輸出国政府に対して輸出自主規制

を要請又は強要する等のいわゆる「灰色措置」であ

る輸出自主規制を禁止（第 8 章「セーフガード」参照）。

（h）TRIMs 協定（第 2条第 1項）

　GATT 第 3 条（内国民待遇）及び第 11 条に違

反する貿易に関連する投資措置の禁止。典型的に

は輸出パフォーマンス要求が考えられる（第 9 章「貿

易関連投資措置」参照）。

GATT 11 2 a

GATT 11 2 c 12

GATT 20

GATT 21

＜図表Ⅱ‐ 3‐参 1＞　GATT 第 11 条の適用例外と輸出措置への適用
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（2）その他の規律（WTO 加盟交渉、
二国間・複数国間協定）

①WTO加盟交渉

　輸出制限について、WTO 設立後の加盟国は

WTO 加盟交渉による加盟時約束として輸出制限に

関し、いくつかの義務の遵守を特に求められている。

　加盟時の輸出規制に関しては OECD のレポー

ト（TD/TC/WP（2003）7/FINAL: ANALYSIS 

OFNON-TARIFF MEASURES: THE CASE 

OFEXPORT RESTRICTIONS）による以下の分

類が可能である。

Ⅰ．既存のWTO 協定の規定遵守を約束・確認（輸

出規制に関し、GATT 第 11条、12 条、13 条、17条、

18 条、19 条、20 条、21条、農業協定、セーフガー

ド協定の遵守を規定。）

Ⅱ．GATT 第 10 条の透明性要件の強調

Ⅲ．既存加盟国の関心品目に関する規律（例：モン

ゴル：カシミア毛及び非鉄金属、アルバニア：皮及

び皮革、モルドバ：ワイン）

Ⅳ．GATT の規律を超える追加的な要件（例：中

国は非自動輸出の規制は毎年通報が必要、輸出税

は加盟議定書で留保された品目のみ賦課可。）

UR

＜図表Ⅱ‐ 3‐参 2＞　WTOにおける農業分野の輸入国と輸出国の規律の関する対比表

WTO

WTO GATT 2

GATT 11

GATT 20

GATT 11

GATT 11 2 a
GATT 11 2 c

GATT 20
g ,
i
j

 TRIMs 2 1

GATT 11

GATT 21
11 3

＜図表Ⅱ‐ 3‐参 3＞　輸出規制の措置類型から見た規律
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1996
WTO

WTO

1996
WTO

WTO WTO
WTO
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WTO

WTO

1996 10 1 30%

1997 1
WTO

10

1997
WTO

WTO

WTO

1998
WTO

GATT 11

1999
WTO

3 2000 1 1

1999
WTO

WTO
WTO
WTO WTO

2000
WTO

WTO

2000
WTO

WTO

2000
WTO

WTO
GATT 11

1999 9 16

2000
WTO

WTO

2000
WTO

WTO
WTO
1999 1

2001
WTO

GATT 11

2001
WTO

WTO

WTO加盟時の輸出規制に関する規律概要（注）
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WTO
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WTO

WTO
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WTO

WTO
WTO
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WTO

WTO
WTO
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2007
WTO

WTO

2007
WTO

WTO
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WTO

WTO

GATT 8
WTO
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②二国間・複数国間協定における規律

　その他、二国間・地域間の協定においても、現

在輸出規制に関する規律は定められており、我が国

のEPAを概観すると以下のような規律が設けられ

ている（詳細は第Ⅲ部第 1章物品貿易 4．その他の

関連規定）。また、日ブルネイEPAにおいては我

が国のEPAとして初めてエネルギーに関する章を

設置し、輸出規制適用時の既存契約への考慮、導

入時の書面通報等の義務を規定している。さらに

日インドネシアEPAや日豪 EPAにおいてもエネル

ギー・鉱物資源章を設け、輸出入規制に関するいく

つかの義務を規定している（第Ⅲ部第 7 章＜エネル

ギー＞部分参照）。

③その他の規律（多国間協定（バーゼル条約、モ

ントリオール議定書、ワシントン条約））

　バーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える移動

及びその処分の規制に関するバーゼル条約）、モン

トリオール議定書（オゾン層を破壊する物質に関す

るモントリオール議定書）、ワシントン条約（絶滅の

おそれのある野生動植物の種の国際取引に関する

条約）等において輸出規制に関する規律が定めら

れている（多国間環境協定に基づく貿易制限措置と

WTO 協定との関係は本章前半「（4）多国間環境

協定に基づく貿易制限措置とWTO 協定との関係」

参照）。

　また、「国際商品協定」においても輸出規制を規

律する規定が設けられている。国際商品協定とは、

一次産品の価格低落及び急激な変動を回避して消

費国への安定的な供給を確保することにより、途上

国経済の持続的発展を目的としたものであり、我が

国もいくつかの協定に加盟している。WTO 協定に

おいてもGATT 第 20 条（h）で、「締約国団に提

出されて否認されなかった基準に合致する政府間商

品協定又は締約国団に提出されなかった政府間商

品協定のいずれかに基づく義務に従って執られる措

置」が規定され、GATT の一般的例外措置の一

類型とされている（但し当該手続きが認められた前

例は無い）。

2012
WTO

WTO

 
EPA EPA EPA EPA

EPA EPA EPA 
EPA 

 
GATT EPA EPA 
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　2014 年 8 月、日本、米国、EU が申し立てていた

中国によるレアアース 1、タングステン、モリブデ

ンの輸出規制（輸出税の賦課、輸出数量制限、貿易

権の制限）に関する WTO 紛争解決手続（DS431, 

DS432, DS433）について、上級委員会の報告書が

公表された。上級委員会は、日米欧の主張を全面的

に認め、中国の措置はいずれも WTO 協定に整合し

ないと判断し、同様の判断を行っていたパネル報告

書を支持した。これにより、中国のレアアース等に

対する輸出規制が WTO 協定に違反するとの判断が

確定した。

　近年、一部の資源国や新興国の間で、財政収入、

国内産業保護、国内供給確保などを目的として、自

国で産出した資源について、国内での製錬・高付加

価値化義務や国内供給優先義務を課したり、輸出規

制を行ったりする例が増えている。こうしたケース

では、国家の産業政策や天然資源に対する権利と、

WTO 協定等の国際ルールとの関係が問題となりう

る。本件は、輸出規制の場面について、パネル及び

上級委員会が、資源国の権利と国際ルールの関係

について重要な判断を示した事例であるとともに、

WTO 紛争解決手続が有効に機能した例としても意

義を有することから、本コラムで取り上げることと

した。

Ⅰ．レアアース問題の概要・経緯

1. 中国の鉱物資源政策

　中国は、世界有数の資源大国であり、石油、天然

ガス、石炭、ウラン、地熱などのエネルギー鉱物の

ほか、鉄、銅、鉛、亜鉛等の金属鉱物、グラファイト、

リン、硫黄、カリウム塩等の非金属鉱物など豊富な

天然鉱物資源を有する。中でも、石炭、スズ、アン

チモン、チタン、石膏、ベントナイト、硫化ナトリ

ウム、マグネサイト、重晶石、蛍石、滑石、グラファ

イト、レアアース（希土類）、モリブデン、タング

ステンなどについては、世界の中でも潤沢な埋蔵量

を誇っている。我が国も、これらの多くを中国に依

存している。

　中国は、鉱物資源を重要な国家戦略として位置付

け、2001 年の「全国鉱物資源計画｣ や 2003 年の「中

国 21 世紀初頭の持続可能な発展の行動綱要」にお

いて、持続可能な発展や鉱物資源の合理的利用を掲

げている。特にレアアースについては、1992 年の

「南巡講和」において、鄧小平が「中東に石油有り、

中国にレアアース有り」と発言するなど、最重要資

源のひとつに位置付けている 2。レアアースの生産

量はかつては米国が世界第一位であったが、中国に

よる 1990 年代ころの低価格攻勢により各国のレア

アース鉱山の多くが閉山に追い込まれ、中国が世界

のレアアース生産を一手に握る状況となった（2012

年時点で世界の生産量の 97%）。

　1999 年以降、中国は、レアアース、タングステン、

モリブデンを含む各種の鉱物資源について、順次輸

出規制を導入し、品目毎に一定の輸出枠を設定する

とともに（輸出数量制限）、輸出ライセンス制や最

低資本金要求といった輸出企業に対する制限を課す

ようになった（貿易権の制限）。

　中国は、2001年にWTOに加盟したが、日本、米国、

EU を含む加盟国は、中国による各種の鉱物資源の

輸出規制は、WTO協定の一部であるGATT11条（数

量制限の一般的禁止）に抵触する可能性が高いとし

て、2001 年以降、経過的審査メカニズム（TRM）3

中国レアアース問題とWTOルール

1 レアアースは、17 種類の元素（希土類）の総称で、レアアース磁石、ハードディスク用ガラス基板や液晶パネルディスプレイ
用の研磨材、自動車用や石油精製用の触媒など、ハイテク産業に必要不可欠な鉱物である。

2 詳細は、2014 年版不公正貿易報告書第Ⅱ部第 3 章コラム「中国のレアアース政策」243 頁参照。
3 中国加盟議定書第 18 節には、中国の WTO 上の義務の履行状況をモニターするため、経過的審査メカニズム（TRW）を設け、

WTO の下部組織（各理事会・委員会）及び一般理事会が毎年（第一回は加盟後１年以内）審査を行うことが定められている。
一般理事会は、中国及び他の加盟国に勧告を行うことができる。本制度は中国の加盟後 8 年間は毎年実施し、10 年目（又は一
般理事会が定める、それ以前の時点）に最終レビューを行うこととされている。

コ ラ ム
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や WTO 物品理事会・市場アクセス委員会の場で、

中国に対し毎年懸念を表明してきた。

　また、中国は、2006 年以降、レアアース、タング

ステン、モリブデンを含む多数の原材料について、

輸出数量制限に加えて輸出税の賦課を開始した（第

Ⅰ部第 1 章中国－輸出制限措置参照）。輸出税の賦

課は、輸出数量制限等と異なり、WTO 協定上一般

に禁止されているわけではない。しかし、中国の場

合には、2001 年の WTO 加盟時に、加盟議定書パ

ラ 11.3 において、同議定書の附属書 6 に列挙された

項目以外の品目については輸出税を撤廃する旨を約

束していた。2006 年以降に賦課が開始された輸出税

は、多くが附属書 6 に記載のない品目に対するもの

であった（第Ⅰ部第 1 章中国－輸出制限措置参照）。

　

2. 先行事案（中国‐原材料Ⅰ）

　こうした中、米国、EU、メキシコの 3 か国は、

2009 年 6 月、ボーキサイト、コークス、蛍石、マ

グネシウム、マンガン、シリコンカーバイト、シリ

コンメタル、黄リン、亜鉛の原材料 9 品目について

中国が課している輸出税、輸出数量制限等の輸出規

制について、WTO 協定に違反するとして WTO 協

議要請を行い（中国 ‐ 原材料Ⅰ事件）、同年 12 月

にパネルが設置された（我が国は第三国参加）。

　パネルは、審理を経て、2011 年 7 月、中国の

措置はいずれも GATT や中国加盟議定書を含む

WTO 協定に整合しないとする報告書を公表した。

中国は上訴したが、上級委員会は、2012 年 1 月に

公表した報告書でパネルの判断を概ね支持し、中国

の措置は WTO 協定に違反すると判断した。これを

受けて、中国は、2013 年 1 月 1 日までに、ボーキ

サイト等原材料 9 品目に対する輸出税や輸出数量制

限を撤廃した。

　

3. レアアースの輸出枠削減・輸出停滞問題

　中国当局が設定するレアアースの輸出枠は、2010

年以前は、年間 5 万～ 6 万トン程度の比較的安定し

た水準で推移していた。タングステンやモリブデン

についても、輸出枠は概ね一定の水準であった。と

ころが、中国商務部が 2010 年 7 月に公表した 2010

年第 2 期のレアアースの輸出枠リストにおいて、レ

アアースの輸出枠を大幅に削減し、2010 年通期で

前年比約 40%減の年間約 3 万トンとしたことが明

らかとなった。

　　さらに、2010 年 9 月 21 日以降、日本向けのレ

アアースの輸出が、中国当局による税関手続の厳格

化等により、事実上ストップしていることが確認さ

れた。翌 22 日、米国のニューヨーク・タイムズ紙は、

同月発生した尖閣諸島沖の漁船衝突事件の報復とし

て、中国が日本向けレアアースを禁輸（embargo）

したと報道し、それをきっかけに各種メディアで中

国が「禁輸」を行っていると報道された。これに対

し、中国商務部は直ちに会見を開き、「報道にある

ような禁輸の事実はない」、通関の遅れは「密輸の

取り締まりを強化するため手続の厳格化を行ってい

る」ために過ぎないと説明したが、その後も 2 か月

近くにわたって輸出の停滞が続いた。

　

4. 各国政府の対応

　レアアースの輸出枠の大幅削減や輸出停滞の問題

に対し、日本政府は、様々なチャネルを用いて中国

側との協議を行った。例えば、2010 年 8 月の日中

ハイレベル経済対話やその際の閣僚による中国総理

表敬の際には、経済産業大臣、外務大臣から中国総

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

希土類
（レアアース） 61,560 60,173 47,449 50,145 30,259 30,184 30,996 30,999 31,000

タングステン 15,800 15,400 18,828 18,526 19,490 19,925 18,967 19,066 19,404
モリブデン ― N.A. 42,753 41,582 41,678 41,678 40,862 40,679 35,923

＜図表＞　レアアース、タングステン、モリブデンに対する輸出数量枠
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理、副総理他関係閣僚に対し、輸出枠削減の見直し

を要請した。9 月以降の輸出の停滞についても、11

月の横浜 APEC で、経済産業大臣が中国の国家発

展改革委員会の主任と会談し、問題の早期改善を要

請するなどの働きかけを行った。この会談で、中国

側から、「問題を近いうちに解決する」旨の回答が

あり、11 月中旬ころから中国からのレアアース輸

出が再開された。

　米国 4 では、米国通商代表部（USTR）が、2010

年 10 月、全米鉄鋼労働組合の申立てに基づき、米

国通商法第 301 条に基づくレアアース輸出制限問題

の調査を開始した。また、米中商務貿易合同委員会

（JCCT）などの対話の場でも、中国側に直接懸念

を表明した。しかし、中国側の態度に変化がなかっ

たため、USTR は、同年 12 月に議会に提出した中

国に関する年次報告書で、「WTO 提訴を含む更な

る行動も辞さない」との方針を明確にした。

　EU も、2010 年 10 月の貿易障壁報告書の中で、

中国によるレアアース輸出枠削減について、外国事

業者に対する差別であり市場に歪みをもたらす措置

であると批判し、ハイレベル経済協議等のフォーラ

ムでも、レアアース輸出枠削減に対する懸念を表明

し、輸出枠の拡大を要請している。

　しかし、中国の対応に抜本的な改善がみられな

かったことから、日本、米国、EU は、レアアース

に対する輸出税の賦課、輸出数量制限、貿易権の制

限を、タングステン、モリブデンに対する同様の輸

出規制の問題と併せて、WTO の紛争解決手続に付

託することを決定し、2012 年 3 月、WTO に協議要

請、6 月にパネル設置要請を行い、同年 7 月にパネ

ルが設置された。

Ⅱ．レアアース等の輸出規制をめぐる法的問題（天

然資源の輸出規制をめぐる国際ルール）

　第二次世界大戦後、世界各地で旧植民地の独立が

相次ぐ中で、これらの国において、旧宗主国をはじ

め、先進工業国の多国籍企業によって把握された資

源の権益を取り戻し、自国で保有・管理しようとの

いわゆる「資源ナショナリズム」5 の動きが高まっ

た。この問題は、イランによる 1951 年の石油の国

有化を背景として、国際連合の 1952 年の第 7 回総

会で提起され、1962 年の国際連合の第 17 回総会で、

「天然の富と資源に対する恒久主権」決議が行われ

た。これによれば、①天然資源は保有国に属し、当

該国の発展と国民の福祉のために用いられるべきで

ある、②資源国は、資源開発に従事する外国資本の

活動について、必要又は望ましいと考える条件・規

制を課すことができる、③資源開発により得られた

利益は、投資側と受入国側との協定に従って配分さ

れなければならない、等とされる。こうした恒久主

権の考え方の下では、資源国は、潜在的に、自国の

資源権益を保有・把握する権利のほか、資源開発を

コントロールしたり、開発された資源の配分を調整

したりする権利を有することになる。

　他方、第二次世界大戦後に確立した GATT 体制

や、これを発展的に引き継ぐ形で 1995 年に発足し

た WTO の下では、各国による保護主義的な政策が

第二次世界大戦の惨禍に結びついたとの反省も踏ま

え、加盟国が貿易制限的な措置を行うことを厳しく

制限している。例えば、GATT1 条や 3 条により、

加盟国は、種々の産品の貿易等に関し他の加盟国同

士を平等に取り扱う義務（最恵国待遇）や自国民と

比較して不利に扱わない義務（内国民待遇）を負う

ほか、GATT11 条（数量制限の一般的禁止）は、「加

4 米国では、レアアース供給の制約や特定国への依存は、経済上の問題のみならず、国家安全保障上の脅威であるとの認識も広がっ
ており、米国監査院（GAO）は、2010 年 4 月に議会に提出した報告書の中で、レアアースが国防分野において幅広く使用され
ていること、米国のサプライチェーンの再構築には最大 15 年かかることなどを指摘している。詳細は 2014 年版不公正貿易報
告書コラム「中国のレアアース政策」242 頁参照。

5 「資源ナショナリズム」という言葉は、もともと植民地時代に旧宗主国を中心とする先進工業国に接収された権益の奪還という
色彩が強かった。しかし、近年、新興国を中心として、財政収入、国内産業保護、国内供給確保などを目的として、国内での精錬・
高付加価値化の義務、生産量や輸出数量制限、国内供給優先義務などを課す例が増えており（例えば、第Ⅰ部第 2 章 [1]2. イン
ドネシア－数量制限 (4) 参照）、こうした動きにも「資源ナショナリズム」という語が使われるようになってきている。
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盟国は、関税その他の課徴金以外のいかなる禁止又

は制限も新設し、又は維持してはならない」と規定し、

関税その他の課徴金以外の方法による貿易制限的措

置を禁止する（第Ⅱ部第 3 章（数量制限）参照）。さ

らに、中国のように、加盟時の約束等によって、輸

出税の撤廃など追加的な義務を負っている例もある。

　上記から明らかなように、天然資源に対する資源

国の権利と、GATT を含む WTO ルールは一種の

緊張関係に立ち、産業政策や資源ナショナリズムの

観点から自国の資源を把握・管理しようとする資源

国と、そうした資源国からの輸入に依存する国との

間でしばしば対立を引き起こす。WTO 加盟国は、

自国の産業政策や天然資源に対する固有の権利を有

する一方、そうした権利の行使に際しては、自ら加

盟した WTO のルールの枠内で行動すべき義務を負

う。WTO 協定には、GATT20 条の一般的例外事由

など、一定の要件の下で数量制限その他の貿易制限

的な措置を許容する調整規定が置かれており、資源

国と輸入国との利害対立は、多くの場合、これら例

外規定の解釈という形で争われることになる。

　実際のケースでは、資源国が、天然資源について

輸出制限などの貿易制限的措置を行う際には、政策

の正当化根拠として、環境保護や天然資源の保全と

いった政策目的が主張される例が多い。この意味で、

GATT20 条の例外のうちでも、（b）項の「人、動

物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措

置」や（g）項の「有限天然資源の保存に関する措置」

が特に重要である。本件でも、中国は、レアアース、

タングステン、モリブデンに対する輸出規制の正当

化根拠として、環境保護目的や天然資源の保全目的

を当初から主張していた。

　　

　　第二十条　一般的例外

　この協定の規定は、締約国が次のいずれかの

措置を採用すること又は実施することを妨げる

ものと解してはならない。ただし、それらの措

置を、同様の条件の下にある諸国の間において

任意の若しくは正当と認められない差別待遇の

手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装

された制限となるような方法で、適用しないこ

とを条件とする。

・・

　（b）人、動物又は植物の生命又は健康のた

めに必要な措置

・・

　（g）有限天然資源の保存に関する措置。た

だし、この措置が国内の生産又は消費に対する

制限と関連して実施される場合に限る。

　

Ⅲ．本件におけるパネル及び上級委員会の判断

　上に述べた国際ルールの基本的な枠組みを踏ま

え、以下では本件措置に関する中国の主張（正当化

根拠）、これに対するパネル・上級委員会の判断と

その意義について説明する。

1. 中国の主張

　レアアース等に対する輸出税の賦課について、中

国は、当該措置が加盟議定書パラ 11.3 による輸出

税の撤廃約束に反することは争わなかったが、当

該課税は、レアアース等の採掘に伴う環境破壊や健

康被害を防止することを目的としたものであるとし

て、GATT20 条（b）項の「人、動物又は植物の生

命又は健康の保護のために必要な措置」（環境保護

目的）として正当化されると主張した。

　輸出数量制限についても、GATT11 条による数

量制限等の禁止に抵触することは認めつつ、当該措

置は、輸出数量制限を通じてレアアース等の密輸や

違法採掘を防止する、あるいは、海外ユーザーに対

し、需要の抑制や中国以外の国からの調達を促すこ

とを狙いとするものであるとして、GATT20 条（g）

項の「有限天然資源の保存に関する措置」として正

当化されると主張した。

2. パネル及び上級委員会の判断

　パネル及び上級委員会は、中国によるレアアース、

タングステン、モリブデンに対する輸出税の賦課や
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輸出数量制限は、いずれも GATT20 条（b）項（環

境保護目的）や（g）項（資源保存目的）によって

正当化できないと結論付けた。

（1） 輸出税に関する判断（GATT20 条（b）項に

よる正当化の可否）

　輸出税の禁止は、GATT ではなく中国の加盟議

定書パラ 11.3 で禁止されていることから、GATT20

条（b）項の要件を満たすかどうか以前の問題とし

て、そもそも加盟議定書の条項に、GATT20 条の

例外の適用可能性があるかが問題となる。この問題

について、先行事案である中国－原材料 I で、上級

委員会は、加盟議定書パラ 11.3 に GATT20 条が適

用される可能性はないと判断していたところ、本件

のパネル・上級委員会も中国のレアアース等に対す

る輸出税に GATT20 条は適用されないと判断した。

　このように、加盟議定書パラ 11.3 にそもそも

GATT20 条（b）項の適用がないことから、本来、

中国の輸出税が（b）項の要件を満たすか判断する

必要はない。しかし、パネルは、念のためこの問題

についても検討し、結論として、要件を満たさない

としている（中国は上訴せずパネルの判断が確定）。

　具体的には、GATT20 条（b）項の「人、動物又

は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」

として措置が正当化されるためには、①当該措置の

政策目的が「人、動物又は植物の生命又は健康の

保護」であること、②当該目的のために「必要な」

（necessary）措置であること、さらに 20 条柱書の

要件として、③「任意の若しくは正当と認められな

い差別待遇」と「国際貿易の偽装された制限」のい

ずれにも該当しないことが必要である。

　本件のパネルは、まず①の政策目的について、レ

アアース等の採掘により強酸性排水による水質汚

染、大気汚染、放射性物質による重大な健康被害が

生じるおそれがあり、こうした問題に対処する必要

があることは認めた。

　②「必要な」措置といえるかについては、上級委

員会の先例は、（ⅰ）目的とする利益・価値の重要性、

（ⅱ）当該措置がどの程度政策目的の実現に資する

か、（ⅲ）措置が及ぼす貿易制限の程度等を総合考

慮した上で、さらに、（ⅳ）より貿易制限的でない

他の措置に同等の効果を得ることができるかを検討

し、そのような措置が存在する場合には「必要な」

措置とはいえない、とする判断枠組を示しており 6、

中国－原材料Ⅰでも、パネルは、こうした枠組に従

い、中国の輸出規制は GATT20 条（b）項の要件

を満たさないと判断していた（中国は上訴せずパネ

ルの判断が確定）。

　本件のパネルは、レアアース等に対する輸出税の

デザイン及び構造（design and structure）の検討

を行い、輸出税は、その定義上国外価格のみを上昇

させる反面、国内価格の低下やこれに伴う国内消費

の増大をもたらすことから、全体としてはレアアー

ス等の採掘の制限にはつながらず、環境保護目的に

実質的な貢献をしない、また、環境保護目的をいう

のであれば、環境基準の強化、環境回復のためのデ

ポジット、資源税、汚染税、採掘規制など、より直

接的で貿易制限的でない他の措置があるとして、輸

出税は環境保護に「必要な」措置といえないと結論

付けた。

　さらに③柱書の要件についても、中国の議論は単

なる主張（mere assertion）に過ぎず、根拠が不十

分とした。

（2）輸出数量制限に関する判断（GATT20 条（g）

項による正当化の可否）

　輸出数量制限については、GATT20 条（g）項に

いう「有限天然資源の保存に関する措置」として正

当化されるかが争点になった。

　ある措置が（g）項に該当するためには、①有限

天然資源の保存に「関する」（relating to）措置と

いえること、②当該措置が、国内の生産又は消費

に対する制限と「関連して」（in conjunction with）

実施されていること、20 条柱書の③「任意の若し

6 Appellate Body Report, Brazil ‒ Retreaded Tyres (2007), para. 178.
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くは正当と認められない差別待遇」や「国際貿易の

偽装された制限」に該当しないことが必要である。

　①の天然資源の保存に「関する」の要件に該当す

るためには、上級委員会の先例上、措置のデザイン

及び構造に照らし、手段と目的の間に合理的な関連

があり、そうした手段目的の関係が「近接した真の」

（genuine and real）ものであることが必要とされ 7、

中国 ‐ 原材料Ⅰ事件の上級委員会報告書も同様の

立場を踏襲している 8。

　本件のパネル報告書は、まず、資源保全という目

的設定については、天然資源に対する主権という観

点から、国家が資源の供給・利用を管理することも

許容され、また、中国が主張する持続可能な経済発

展の目的も斟酌されることを認めた。他方、そうし

た権利も、WTO 加盟国に無制限の裁量を許すもの

ではなく、GATT等の他の条項の制約に服すること、

また、既に資源が採掘された後に、天然資源の国内

外の割当（allocation）や配分（distribution）を行

うことまでは「保全」の目的に含まれないとした。

　その上で、パネルは、中国の輸出数量制限は、そ

のデザイン及び構造に照らし、天然資源の保存目的

と実質的な関連性があるとは認められないとした。

例えば、中国は、輸出数量制限は密輸や違法採掘の

防止に資する、海外のユーザーに対して中国外の資

源開発や代替製品の開発を促す効果を持つとして、

これらを根拠に当該措置は保全に「関する」と主張

したが、パネルは、仮に国外のユーザーとの関係で

レアアース等の需要を抑制する効果があったとして

も、国内のユーザーに対しては、資源の優先的な配

分を与え、需要を増大させる逆のインセンティブが

働くことから、全体としては資源の保全につながら

ないとした。この点は、上級委員会も同様の判断を

している。

　②の「関連して」要件については、上級委員会の

先例は、輸入品への制限が本要件を満たすために

は、国内の産品について輸入品と同一又は平等の制

限がなされていることまでは必要ないが 9、国内の

産品に対しても制限が存在し、輸入品との間に公平

性（even-handedness）が保たれていることが必要

とする 10。中国－原材料Ⅰ事件のパネルによれば、

この枠組は輸入だけでなく輸出規制にも同様に適用

される。また、同事件の上級委員会は、国外への規

制が国内規制を効果的に行うことを目的とすること

までは必要ないが、国外の制限と国内の制限が「協

働して」（work together）、資源保全の目的に資す

ることを要するとしている。

　本件のレアアース等の輸出数量制限について、中

国は、国内向けにもレアアース等の生産や消費に対

する規制がなされていることを理由に、「関連して」

要件を満たすと主張した。しかし、パネルは、輸出

数量制限という措置の性質上、国内のユーザーが国

内規制を受けるだけである一方、海外のユーザーは、

国内規制に加えて、輸出数量制限による追加的な制

約も受けることから、内外のユーザーの負担に規制

上・構造上の不均衡が生じているとして、輸出数量

制限は「公平性」要件を満たさないと判断した。ま

た、中国は、2012 年については輸出枠が未消化で

あるため、海外のユーザーには数量制限の実害がな

いと主張したが、パネルは、既に長年の規制により

市場が歪められている中で、たまたま輸出枠が未消

化であったとしても、そうした事後的・偶発的な事

情によって措置を正当化することは適切でない旨述

べている。

　こうしたパネルの判断について、中国は、パネル

は「公平性」を「関連して」と別個独立の要件と

して要求している、パネルは内外の負担が「平等

に分配」されていることまで要求している等と主張

し、この点で判断を誤ったとして上訴した。上級委

員会は、「公平性」は「関連して」と独立した要件

ではないこと、内外の負担が「平等に分配」されて

7 Appellate Body Report, US ‒ Shrimp (1998), para. 141.
8 Appellate Body Report, China ‒ Raw Materials (2012), para. 355.
9 Ibid., 21.
10 Appellate Body Report, US ‒ Gasoline (1996), 20‒1; Appellate Body Report, US ‒ Shrimp (1998), para. 144.
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いることまでは必要ないとの先例の立場を確認しつ

つも、GATT20 条（g）項にいう国内の規制は国内

生産・消費に対する「真の」（real）制限であるこ

と、また国外への規制を「強化及び補完」（reinforce 

and complement）する関係にあることを要すると

述べ、さらに、海外のユーザーにのみ「相当程度重

い負担」（signifi cantly more onerous burden）を課

すような規制が同項の要件を満たすことは「想定し

がたい」と述べている 11。これは、輸出数量制限の

ように構造的に国外にのみ負担を課す制度を本項に

基づいて正当化する余地を事実上否定したものとも

解釈でき、注目に値する。

　最後に、③の GATT20 条柱書の要件については、

パネルは、資源の保全、違法採掘・密輸の防止をい

うのであれば、中国は、国内生産量制限への一本化、

販売量の制限、国内における違法採掘の取締り、密

輸防止のための水際監視の強化等、内外無差別で、

より貿易制限的でない他の手段を採用することがで

きたはずであると指摘し、輸出数量制限は、「任意の

若しくは正当と認められない差別待遇」や「国際貿

易の偽装された制限」に該当しないとは認められな

いと判断した（中国は上訴せずパネル判断が確定）。

3. パネル報告書及び上級委員会報告書の意義

　本件のパネル報告書及び上級委員会報告書は、

GATT20 条（b）項及び（g）項による正当化事由

の解釈適用にあたり、過去の先例の流れに従いつつ、

資源の輸出規制という文脈で、そうしたルールがど

のように適用されるかを明確にした点で意義を有す

る。

　第一に、パネル報告書が指摘するように、環境保

護や天然資源の保存は、それ自体としては正当な政

策目的であり、そうした政策目的の設定にあたっ

ては、措置を行う国に裁量が認められることに異存

はない。レアアース等についていえば、鉱山の乱開

発による資源の枯渇、水質・大気汚染等の重大な問

題が生じていることは事実であり、中国政府がこれ

らの問題に対処することは正当である。しかし、持

続可能な資源開発や環境対策を行うためには、鉱山

開発の規制、環境規制、国内・国外を問わない総需

要の抑制など、内外差別的かつ直接的な措置がまず

考えられるのであって、こうした措置をなおざりに

したまま、輸出規制という貿易制限的な手段によ

り、海外のユーザーにのみ負担を転嫁することには

論理の飛躍がある。本件パネル報告書や上級委員会

報告書は、輸出規制（輸出税、輸出数量制限）とい

う政策手段は、国外に対しては資源調達のための負

担や費用を増やす一方で、国内に対しては供給の増

大や費用の低下をもたらすという規制の構造に照ら

して、GATT20（b）項にいう環境保護に「必要な」

措置、あるいは（g）項にいう有限天然資源の保存

に「関する」措置として正当化することが困難であ

ることを明確にした。

　第二に、天然資源に対する国家主権という観点か

ら、資源の開発をするか否か、また天然資源開発を

進めるスピードは資源国の裁量に委ねられる。しか

し、パネル報告書が指摘するように、開発した天然

資源の利用について、資源国が、国内ユーザーと海

外ユーザーの間の割当や配分をコントロールし、国

内ユーザーに有利な条件で資源を分配することは、

資源の「保存」と無関係であり、そのような政策ま

でGATT20条（g）項により正当化することは難しい。

　第三に、上記の各判断を行う際に、資源国の主観

的な主張や、既存の市場シェアを前提とした分配が

なされているかどうかではなく、問題となる措置

の客観的なデザイン及び構造を第一義的な考慮要素

として審査される。レアアース等の輸出数量制限は

1999 年から導入されているが、このように長年に

わたり競争環境が歪められ、海外ユーザーの需要が

抑え込まれている状況で、足元の輸出枠にたまたま

余剰が生じているからといって、「現実に海外ユー

ザーに実害が生じていない」といった事後的な正当

化を行うことは適切でない。

　以上の通り、本件パネル報告書や上級委員会報告

11 Appellate Body Report, China ‒ Rare Earths, paras. 5.132‒136.
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書は、環境保護や資源の保全といった政策の設定や、

天然資源に対する国家の権利も無制限なものではな

く、国際ルールの下で合理的な制約に服することを

改めて示すとともに、資源国が、輸出規制という手

段により国内のユーザーと海外のユーザーの間に差

を設け、国内と国外への供給や配分をコントロール

することは、「環境保護」や「資源の保全」として

は正当化が困難であることを確認した。こうした判

断は、近年資源国の間で広がる保護主義的な措置の

ルール整合性を考える上でも非常に参考になると考

えられる。

　

Ⅳ．中国による履行の状況

　本件パネル報告書及び上級委員会報告書は、2014

年 8 月 29 日の DSB 会合で採択された。中国がこ

れら報告書に基づいて問題とされた措置を WTO

協定に整合するように是正するために必要な期間

（RPT）については、日本、米国、EU と中国の間

で交渉が行われ、RPT を 2015 年 5 月 2 日までとす

ることが合意された。

　その後、中国商務部は、2014 年 12 月 31 日に公

表した 2015 年の輸出数量制限対象品目リストによ

り、レアアース、タングステン、モリブデンに対す

る輸出数量制限を 2015 年 1 月 1 日以降撤廃するこ

とを明らかにした。輸出税についても、中国財政部

は、2015 年 4 月 23 日にウェブサイト上で同年 5 月

1 日をもってレアアース、タングステン、モリブデ

ンに対する輸出税を撤廃する旨公表し、5 月 1 日を

もって輸出税が撤廃された。

Ⅴ．レアアース問題が産業や経済に及ぼした影響

　レアアース、タングステン、モリブデンの輸出規

制をめぐる WTO 紛争は、日本、米国、EU の全面

勝訴という形で決着し、中国は、これに従い輸出数

量制限や輸出税を撤廃した。しかし、産業や経済へ

の影響という観点から見ると、中国による 2010 年

のレアアースの輸出枠削減・輸出停滞に端を発した

一連の問題の影響は、現在なお完全に払拭されたわ

けではないことを指摘しておきたい。

　既に述べた通り、中国は、1990 年代の低価格攻

勢を通じて世界のレアアース生産量の約 97%とい

う圧倒的市場地位を確立していた。このため、中国

による輸出枠削減等を受けて、各国の企業は、レア

アースの調達先の分散、需要の抑え込み、中国以外

での鉱山開発等に奔走することになった。

　さらに、2010 年秋に中国からのレアアース輸出

が再開されて以降ユーザー企業によるレアアースの

調達量が増加したことなどを機に、レアアース価格

の異常な高騰が起こった。例えば、2010 年 4 月に

5 ドル／ kg だった酸化セリウムの価格は 2011 年 7

月に 141 ドル／ kg と 30 倍近くを記録、また、同

じ期間に、金属ネオジムの価格は 42 ドル／ kg か

ら約 500 ドル／ kg と 10 倍以上になった。中国国

内でもレアアース価格は上昇したが、国外での価格

暴騰と比較すれば穏やかな上昇にとどまったことか

ら、結果的にレアアース価格の内外格差が広がった

（例えば、2011 年 7 月の酸化ランタンの内外価格差

は約 7 倍）。
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　我が国産業への影響について見ると、日本企業は、

レアアースを使ったハイテク製品について高い産業

技術を有しており、酸化セリウムを使ったハードディ

スクのガラス基板、炭酸セリウムを使った自動車用

排ガス触媒材料、酸化ランタンを使った一眼レフ用

光学レンズ、金属ジスプロシウムや金属ネオジウム

を使った自動車やエアコン等モーター用ネオジム磁

石など、重要な製品を世界中に供給している。しか

し、原材料となるレアアースの輸入の圧倒的大部分

（2009 年時点で約 85％）を中国からの輸入に依存し

ていたため、日本企業は、本件措置に伴うレアアー

スの調達難に対応すべく、中国以外での原料の買付

けや資源開発 12 といった対策を進めることとなった。

また、技術革新によりレアアース使用量の削減が可

能になった製品分野もある。その一方で、ネオジム

磁石に用いる一部の重希土類など、中国以外からの

調達が難しいレアアースもあり、中国国内でのレア

アース製品の生産に踏み切った企業もあった。

　レアアースの価格は、2011 年 8 月をピークに徐々

に下落し、セリウム、ランタンについては、2010

年以前の水準近くまで戻った。しかし、過去数年間

における調達環境の著しい変化や価格の乱高下によ

り、各国の企業は短期間のうちに調達先の見直し、

経営・技術戦略の再検討を迫られ、あるいは他国の

鉱山開発等に投下した資本の採算性の変化に直面す

ることになった。そうした企業戦略の見直し等によ

る影響は、輸出規制が撤廃されたからといって一朝

一夕に元通りになるものではなく、国際ルールに反

する措置によって引き起こされた混乱の影響は相当

期間持続することに留意する必要がある。

　中国国内に目を向けても、中国内部でも、海外向

けと比較すれば緩やかとはいえ、レアアース価格の

高騰は生じている。このため、国内企業といえども

本件の影響から完全に免れたわけではない。また、

各国がレアアースの調達先の分散や技術革新による

12 例えば、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と双日株式会社は、2011 年、オーストラリアでレアアー
ス資源開発を行う会社に約 200 億円を出資している。

（出典：Asia Metal）
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需要削減を進めた結果、輸出枠の使用状況について

は、ここ数年、実際の輸出量が設定された枠を下回

る状況が続いていた。

　その一方で、レアアース採掘に伴う環境破壊な

ど、中国が主張していた問題については、依然とし

て根本的な解決はなされておらず、今後の課題とし

て残っている。

　

Ⅵ．結語

　本件は、一部の資源国による産業振興目的や資源

ナショナリズムに基づく貿易制限的、保護主義的な

政策が広がる中で、国家の産業政策や天然資源に対

する権利と WTO ルールの関係について判断をした

重要なケースである。とりわけ、輸出数量制限や輸

出税（ただし、輸出税については加盟議定書等で禁

止されている場合に限る）といった輸出規制は、海

外ユーザーにのみ負担を課すという規制の構造その

ものから見て、環境保護や天然資源の保全といった

理由で正当化することが難しいことを示した点に意

義がある。

　また、本件は、資源問題という、ともすれば資源

国と輸入国の間で利害が先鋭化しやすい問題につ

いて、日本、米国、EU、中国という主要国が、徒

らに政治化させることなく、WTO 紛争解決手続と

いう透明で理性的な議論の場で、力関係や駆け引き

ではなく、ルールに基づいた客観的・冷静な議論に

よって紛争を解決したという点でも、極めて大きな

価値を有する。WTO の紛争解決手続は、1995 年

の WTO 設立以来約 20 年にわたり既に 500 件近く

のケースで利用され、質の高い先例の集積により高

い信頼性を獲得しているが、そうしたメカニズムの

有効性が改めて示された例ともいえる。なお、中国

は、2014 年までに 32 件の紛争で被申立国となって

いるが、先行事案である中国－原材料Ⅰ事件におい

て、違反が認定された輸出税や輸出数量制限を撤廃

した例をはじめ、協定違反が確定した措置について

は WTO の裁定を尊重する姿勢を見せている 13。

　最後に、レアアース問題は、ある資源国が国際ルー

ルに反する輸出規制を行うことにより、競争環境が

歪曲され、世界の経済・産業に大きな混乱や悪影響

をもたらしうることを実証した例であるとともに、

そのような措置は、資源国自身にとってもプラスに

なるとは限らないことを示した。今後、本件パネル

や上級委員会の報告書によって明確化されたルール

も踏まえ、資源国による恣意的な措置の発動が抑制

され、各国の企業が予測可能な環境の下で活動でき

13 詳細は、第Ⅰ部第 1 章コラム「WTO 紛争解決手続と中国の対応」参照。なお、中国商務省は、レアアース等の輸出枠の撤廃
に関し 2015 年 1 月 13 日にコメントを発表し、「中国は、WTO における重要な一員として、一貫して WTO ルール及び紛争解
決機関の決定を尊重してきた。中国は、WTO ルールに適合する形で資源類産品の保護を強化し、資源と環境保護、公平な競争
の保護、持続的可能な発展を促進していく」等と述べている。
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（1）現行の規律の有効性
　現行のWTO 協定においても、一定程度輸出制

限に関する規律は存在している。他方で、WTO 協

定においても種々の例外規定が存在し、現在行わ

れている各種の輸出制限について有効な規律となっ

ていないとの認識から規律強化のための議論がなさ

れている。輸出制限に対する規律については、各国

の主権、資源の囲い込み、環境保護、自国産業保

護、財政的側面（税関における財政収入）等、種々

の理由により多数国間による効果的なルールを策定

するにあたっての困難性が存在するため、関心国（主

として輸入国）は個別のルール（WTO加盟時の約束、

二国間・地域間協定）で個別に輸出制限を規律す

る規定 (WTOプラスの規定等 ) の手当を行っている

のが現状である。

（2）輸出制限による影響（経済的視点
を含む）

　各国の輸出制限にかかる措置は以前に比べ緩和

されつつあるものの、輸出規制に関して有効な規律

が存在しない現状では、経済情勢に応じ規制が導

入・撤廃され企業の予見可能性を害し、ひいては貿

易・投資の更なる自由化の妨げともなりかねない。

　本章前半の数量制限の項、「（3）経済的視点及

び意義」でも述べたとおり、輸出を含め数量制限

は中長期的には当該産業の発展や経済的便益をか

えって損なう可能性が高い。また、輸出の数量制

限においては、輸入同様、数量・品種及び輸出業者・

企業を予め決定するため、その決定が恣意的で不

透明になりやすい。

　また、輸出規制により、各国がその生産性の高

い分野に産業を特化することを躊躇させ、各国が

国内産業を保護し、特に近年では新興国を主として

鉱物資源を囲い込む資源ナショナリズムの動きがみ

られ、こうした動きは結果として、世界全体の厚生

を高めるという自由貿易の効果を妨げる可能性があ

る。

（3）今後の対応
　我が国は、ドーハ・ラウンド交渉のNAMA交渉

において輸出制限の設定にかかる手続的な透明性

の確保が多国間貿易において重要な課題である旨

主張（NAMA交渉におけるNTB 提案：TN/MA/

W/15/Add.4/Rev.5 共同提案国：台湾、韓国、ウ

クライナ、米国）をしており、また農業交渉におい

ても食料需給の安定を損なう輸出規制・制限及び

輸出税に関する規制の強化の必要性について主張し

ているところである。さらに OECD の貿易委員会

においては、「貿易・投資関連規制の透明性」につ

いて政策的議論を継続して行っていくことを主張し

ている。また、個別のEPA等でも輸出規制に関す

る規律の強化を導入すべく各国と交渉を行っていく。

　本報告書序章で述べたとおり、「現在までに国際

規範が存在しない場合には、まずもって規範の定

立を図るべき」とするのが「本報告書の基本的な立

場」であるが、同じく序章で触れたように新たな国

際規範の在り方を模索する際には、「代替的なルー

ルとメカニズムが各国の経済厚生に対して持つイン

プリケーションを正確に視野に制度の社会的選択」

を行わなければならない。

（1）日本‐半導体（最低価格）BISD 
35S/116

　1980 年代、日本は日米半導体協定に基づき日本

から米国以外の地域に輸出される半導体の最低価

格を規制を実施（COCOM 規制の目的で導入され

た外為法に基づく輸出許可制度に関し、1986 年 11

月からは半導体の輸出価格監視のために用いた。

また、当時、我が国はダンピングを防ぐ目的で半導

体輸出のモニタリング措置を実施。また輸出事業

者に対しダンピングを行わないよう指導を繰り返し

3．現行の規律の有効性及び今後の対応

4．主要ケース
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行っていた）。EEC（当時）はこの我が国による半

導体の最低輸出価格規制が GATT 第 11条の輸出

制限等に該当する旨主張。我が国はこの半導体輸

出価格規制は法的拘束力が無く、GATTの規律対

象となる措置ではないと主張したものの、輸出規制

が法律等拘束力のある措置によって行われたもので

なく、非公式の行政指導のような事実的措置によっ

て行われたものであっても、GATT 第第 11条 1項

の対象となりGATT 第 11条に違反するとした。

（2）アルゼンチン‐皮革 DS155
　アルゼンチンの皮革産業団体が皮革等の輸出前

段階の輸出通関代理の権限を付与され、同団体は

皮革を含む製品に関する手続規定を公布。同手続

によると、積込前輸出検査に国内皮革産業関係者

が臨席することとされ、実際の検査は国内皮革産

業関係者が実施していた。

　EU は国内皮革産業関係者が輸出の通関手続

に臨席することが事実上の輸出制限に該当し、

GATT第10条3項（a）、11条1項に違反する旨主張。

パネルは、公平的、かつ合理的に貿易に関する法、

規則、その他の措置を実施しなければならないこと

を規定するGATT 第 10 条 3 項（a）に違反し、か

つ輸出制限を規定した同手続規定が GATT 第 11

条の適用範囲となりうるとした（措置が GATT 第

11条に違反するかどうかについては、EUが国内皮

革産業団体の税関手続における介在が同条に違反

する旨の立証を行っていないとして 11条違反自体は

否定）。また、それ自体は直接には輸出制限ではな

いが、間接的に輸出制限の効果を持ちうる措置を

GATT 第 11条に違反するとし、国内産業と輸出規

制当局との「癒着関係」に繋がりうる規則が GATT

上問題となり得ることを示唆した。

（3）米国‐ 輸出制限を補助金として
扱う措置 DS194

　ウルグアイ・ラウンド協定法（URAA）により改

正された 1930 年関税法 Section771（5）、URAA

に付 随 する SAA（Statement of Administration 

Act）、商務省の対抗措置関税 Final Rules の説明、

及び輸出抑制の扱いに関連する米国実務が他国の

輸出制限措置を資金面での貢献として扱うものであ

り、補助金協定に違反するとカナダが申し立てた。

　パネルは抽象的に輸出制限が補助金協定第 1条

の補助金とならないと判断し、また本ケースでの輸

出抑制については補助金協定第 1.1（a）（1）（ⅳ）

の政府が委託し若しくは指示することという要件を

構成せず、故に補助金協定第 1.1（a）の資金面で

の貢献になり得ないと判断した。

（4）中国‐ 原材料 9品目に関連する
輸出規制措置 DS394, 395, 398

　米国・EU は、米 EU 内事業者の原材料入手が

困難になるなどの問題をきたしており、対話を続け

てきたものの問題解決に至らなかったとして、2009

年 6月、中国に対し、中国の原材料輸出制限につ

いて同時にWTO上の協議を要請した（同年 8月に

メキシコも協議を要請）。その後、同年 11月、米

国、EU、メキシコの三カ国は、7月及び 9月と二度

にわたり中国と協議を実施したが、問題解決に到ら

なかったとし、WTO にパネル設置を要請した。三

カ国が問題としているのは、ボーキサイト、コーク

ス、ホタル石、マグネシウム、マンガン、シリコンカー

バイド、シリコンメタル、黄リン、亜鉛の 9 品目及

び同 9 品目を原材料として使用した加工品・半加工

品に対し中国が課している輸出数量制限・輸出税

の賦課であり、このような措置は GATT 第 11条の

数量制限の一般的禁止及び中国のWTO 加盟議定

書（輸出税の撤廃・上限輸出税率の設定）の約束

に違反していると主張。これに対し中国は環境保護

と有限天然資源の保存のための措置（GATT20 条

（g）に該当）であり、WTOルールに整合的である

と主張した。2011年 7月、中国の輸出数量制限・

輸出税は、WTO 協定に整合的でないとのパネル報

告書が公表された。同年 8月に中国は上訴したが、

2012 年 1月末にパネルの判断を概ね支持する上級

委員会報告書が公表された。

　本ケースおけるRPT（勧告の妥当な実施期間）
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は 2012 年 12月 31日とされていたところ、2013 年

の1月以降、ボーキサイト、コークス、蛍石、マグ

ネシウム、マンガン、シリコンメタル、亜鉛の 7品目

についての輸出税が撤廃されるとともに、黄リンに

ついては、加盟議定書で定められている範囲内の

税率へと変更された。加えて、ボーキサイト、コー

クス、ホタル石、シリコンカーバイド、亜鉛に対す

る輸出数量制限が撤廃された。

（5）中国‐ レアアース等原材料 3品
目に関連する輸出規制措置 DS431, 
432, 433

　中国のレアアース、タングステン及びモリブデンに

対する輸出制限措置（輸出数量制限、輸出税、最

低輸出価格）について、我が国は中国に対して措

置の撤回を求めて二国間及びマルチでの交渉を行っ

たものの問題解決に至らなかったものとして、2012

年 3月、我が国は、米国及び EUとともに、WTO

協議要請を行った。しかし、協議では解決に至らず、

同年 6月に三カ国がパネル設置を要請。同年 7月

23日にパネルが設置（DS431、432、433）されている。

パネル審理では、我が国、米国及び EU は中国の

①レアアース、タングステン及びモリブデンに対する

輸出税の賦課は中国の加盟議定書 11. 条 3 に違反、

②同品目の数量制限は GATT11 条に違反、③同

品目の輸出許可制度 ( 貿易権の制限 ) は加盟議定

書 5 条及び加盟作業部会報告書に違反する旨主張

し、中国は、申立国が主張する措置は、GATT20

条 (b) 及び (g) で正当化される旨主張した。2014 年

3月 26日に、我が国、米国、EUの主張を全面的

に認めるパネル報告書が公表され、中国のレアアー

ス、タングステン及びモリブデンに対する輸出規制

措置（輸出税、輸出数量制限、貿易権の制限）は、

GATT及び中国のWTO 加盟議定書に違反すると

した。中国はこのパネルの判断を不服として、同年

4 月に上訴したものの、同年 8月に、①中国が賦課

している輸出税について、中国の加盟議定書上の規

定を、「環境の保護に関する措置」の GATT上の

義務の例外を規定するGATT20 条（b）の援用に

より正当化することはできない、②中国が講じてい

る輸出数量割当について、GATT20 条（ｇ）に規

定する「有限天然資源の保全に関する措置」とはい

えず、同規定の援用により正当化することはできな

いといったパネルの判断を全面的に支持する上級委

員会報告書 ( 本報告書の具体的判断内容について

は以下コラム参照 ) が公表された。

　これらの報告書の履行については、当事国は、

RPT の期限を 2015 年 5月 2 日とすることで合意

し、2014 年 12 月 8 日に DSB に通告した。中国

は、2014 年 12 月 31日付で公表した 2015 年の輸

出数量制限対象品目において、2015 年 1月1日以

降、レアアース、タングステン及びモリブデンを輸出

数量制限の対象としないことを明らかにした。また、

2015 年 4 月23日、中国財政部はレアアース、タン

グステン、モリブデンに対する輸出税を同年 5月1

日から廃止する旨公表し、当該公表の通り同年 5月

1日からレアアース、タングステン、モリブデンに対

する輸出税は撤廃された。
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1．はじめに

　新興市場国の経済発展にともない、資源・エネル

ギーの需要が拡大しており、必然的に資源・エネル

ギー貿易も拡大している。資源・エネルギーは各国

の経済成長に不可欠だが、それゆえに国家の介入度

合いも大きく、国内の補助金政策や貿易制限的措置

などが世界的な問題となっている。①資源・エネル

ギーが有限であり、資源ナショナリズムにつながり

やすいこと、②今後の需要拡大に見合うだけの供給

を産み出すために大きな投資が必要であり、グロー

バルな資金移動を促すインセンティブが求められる

こと、③気候変動の問題とも密接に結びついている

ことなどが、この分野の複雑さを増す要因となって

いる。このような状況において、IEA をはじめと

する国際機関において、資源・エネルギー分野にお

ける国際的な政策調和を求める動きが活発化してい

る。

　GATT・WTO 体制は、第二次世界大戦の反省か

ら、市場と資源の争奪戦を回避する手段として、無

差別の貿易自由化を提唱したという経緯がある。し

たがって、WTO 本来の目的に当然資源の貿易自由

化も含まれているが、WTO において資源・エネル

ギーの問題が議論の中心を占めることはこれまでな

かった。

　しかし、2013 年に「エネルギーと国際協定に関

するワークショップ」14 が開催されるなど、WTO

においても資源・エネルギー分野に関する議論が始

められている。①資源・エネルギー産出国の WTO

加盟が続いていること、②最近、資源・エネルギー

を巡る紛争案件が散見されるようになっていること

も、WTO における本問題への関心の高まりにつな

がっている 15。

　資源・エネルギーの輸入大国である日本にとって、

輸入先のほとんどは既に WTO 加盟国となっている

状況である。今後、新興市場国を中心に世界の資源・

エネルギー需要が拡大する中で、一定量の資源・エ

ネルギー輸入を確保していく必要がある日本にとっ

て、これらの資源国が WTO 協定という国際法に拘

束されるようになるということの潜在的インパクト

は非常に大きいだろう。

　本コラムでは、資源 16・エネルギーの分野につい

て、輸入国である日本の状況を概観した上で、何が

WTO 協定で規律されていて、何が規律されていな

いかまとめることとしたい。

2．資源・エネルギーの輸入大国である日本

　日本の一次エネルギー供給量の割合は、石油が 4

割、石炭と天然ガスがそれぞれ 2 割、残りの 2 割が

原子力、水力、新エネルギー等である 17。エネルギー

の自給率はわずか 4.4％（2010 年）18 であり、実に

95％以上の資源・エネルギーを輸入に頼っているこ

とになる。

14 「Lamy calls for dialogue on trade and energy in the WTO」29 April 2013. 
　http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl279_e.htm
15 サウジアラビア（2005 年）、ウクライナ（2008 年）、ロシア（2012 年）が WTO 加盟済み。アルジェリア、イラン、イラク、

カザフスタン、リビア、スーダン等の資源国が現在 WTO へ加盟申請中である。
16 「資源」にどこまで含めるのかは重要な問題であるが、本コラムにおいては、鉱物資源や化石燃料を想定し、遺伝資源等は含め

ないものとする。
17 経済産業省『エネルギー白書 2013』第 2 部第 1 章
18 経済産業省『エネルギー白書 2013』p104

資源・エネルギーとWTOルールコ ラ ム
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　それぞれの資源・エネルギーの輸入先は、石油に

ついて、上位からサウジアラビア（31%）、アラブ

首長国連邦（23%）、カタール（10%）となっている。

石炭については、オーストラリア（62%）、インド

ネシア（19%）、ロシア（7%）である。天然ガスに

ついては、マレーシア（18%）、カタール（17%）、オー

ストラリア（16%）となっている。なお、これらの

資源輸入先国はいずれも WTO 加盟国である。

出典：経済産業省「エネルギー白書 2013」をもとに作成

＜図表Ⅱ‐ 3‐参 4＞　日本の一次エネルギー供給割合

WTO 加盟：○は加盟国、△は加盟申請国
出典：経済産業省「エネルギー白書 2013」を基に作成

 

＜図表Ⅱ‐ 3‐参 5＞　日本の主要な資源輸入先（いずれも 2011 年）
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　資源・エネルギーの輸入国にとって、資源・エネ

ルギーの安定供給を確保することは何よりも重要で

ある。資源・エネルギーの供給が絶たれては、経

済活動も通常の生活も成り立たない。このため、多

くのエネルギー消費国は、政府と民間企業が一体と

なった資源確保外交を展開している。日本も 2014

年 1 月の総理大臣のアフリカ歴訪や経済産業大臣の

アラブ首長国連邦訪問など、積極的な資源確保外交

を行ってきている。他国から安定的に資源・エネル

ギーの供給を確保するためには、こうした資源確保

外交は非常に重要である。また、このような資源確

保外交と並行して、どのような国際ルールが関係す

るかを把握しておくことも同様に重要であるだろ

う。特に、今後、新興国市場によるエネルギー需要

の拡大が世界の需給バランスを大きく変えることが

見込まれており、多くの資源・エネルギー供給国・

輸入国が参加する WTO が資源・エネルギー分野を

どのように扱うかは極めて重要である。

3．資源・エネルギーとWTOルール

　近年、資源ナショナリズムの高まりもあり、世

界的に資源・エネルギーに関する国際枠組につい

ての関心が高まっている。WTO 事務局がまとめた

レポートやワークショップでの議論を参考にしつ

つ 19、以下、資源・エネルギーと WTO ルールの関

係を主に資源・エネルギー輸入国の観点からまとめ

てみたい。

（1）何が規律されているか

　WTO 協定の中には、農業協定やサービス協定な

どある分野に特化した協定が存在するが、資源・エ

ネルギーのみに関する協定は存在しない。他方、一

般的な WTO ルールは、資源・エネルギーの分野に

も適用される。

①　輸出国による差別、輸出制限を規律するルール

　まず、資源・エネルギー輸入国にとって重要なルー

ルは、資源・エネルギー産出国による差別や輸出制

限を規律するルールである。天然資源は世界的に偏

在しているため、資源産出国である輸出国の政策や

措置は、資源消費国の産業経済や生活を大きく左右

する。資源産出国は自由に輸出量や輸出先を決める

ことができるのだろうか。

　この点については、WTO 協定上、明確なルール

が存在する。資源・エネルギー産出国が一部の国だ

けに輸出することや国内で使用するために輸出制限

を課すことは、一般的に禁止されている（GATT

第 1 条、 第 3 条、GATS 第 2 条 の 無 差 別 原 則、

GATT第11条の数量制限の禁止）。資源・エネルギー

産出国による差別や輸出制限は、原則として許され

ないのである。

　中国がボーキサイトやコークス等の原材料の輸出

制限を行った事例については、既に WTO 紛争解決

機関の判断が出ており、中国は WTO の勧告に従っ

て、輸出数量制限や輸出税を撤廃している 20。現在

は中国のレアアース等に関する輸出制限の協定整合

性が WTO で争われている。

　

②　有限天然資源の保護は貿易制限の理由となるか

　天然資源について輸出制限を行う理由として、有

限天然資源の保護が挙げられることがある。無制限

に資源を輸出すると枯渇してしまうため、輸出数量

制限を課す必要がある、といった主張である。実際、

中国の原材料輸出規制においても、天然資源の保護

19 WTO 事務局は毎年特定のテーマを選んで「世界貿易レポート」をまとめている。2010 年の「世界貿易レポート」のテーマは
「天然資源の貿易」であった。同レポートは、天然資源の貿易や市場について 5 つの特徴を分析し、それぞれについて関連す
る WTO ルールを提示している。World Trade Organization, World Trade Report 2010, Trade in Natural Resources, （WTO 
Publications, 2010）.　また、2013 年 4 月には、WTO 事務局において「エネルギーと国際協定に関するワークショップ」が開
催され、エネルギーの貿易投資に関する既存の国際ルールを整理している。WTO 事務局のホームページでワークショップでの
議論を公開中（2014 年 2 月現在）。http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wksp_envir_apr13_e/wksp_envir_apr13_e.
htm　

20 中国の原材料輸出規制のケース（DS394、395、398）。
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が理由の一つとして主張された。　

　GATT 第 20 条（g）は、「有限天然資源の保存に

関する措置」についての例外を定めている。この条

文は、無差別原則や数量制限の禁止の例外として、

「有限天然資源の保存に関する措置」を挙げている。

しかし、これは「天然資源の保護」という目的を

掲げていれば無制限に援用できるというものではな

い。GATT 第 20 条（g）の要件を満たすためには、

①当該措置の政策目的が「有限天然資源の保存」で

あり、当該措置が②有限天然資源の保存に「関する」

措置であり、③国内の生産又は消費に対する制限と

関連して実施される必要がある 21。

　中国の原材料輸出規制のケースでは、中国の措置

が詳しく分析され、この例外規定による正当化は否定

されている。資源保護の観点からは、内外差別的な

輸出制限を行う必要はなく、（内外無差別である）採

掘規制によって目的を達成できるはずである。中国の

原材料輸出規制のケースでは、中国国内での採掘規

制は行われておらず、また、問題となった資源の採掘

量は（輸出制限措置の導入後に）むしろ増加している

ことが指摘された。資源産出国の政策や措置について、

「資源保護」が目的として掲げられていたとしても、必

ずしも正当化は認められないのである。

③　輸送の途中での差別、制限を規律するルール

　資源・エネルギー産出国からの輸出が確保できたと

して、次に問題となるのは、無事に消費国まで輸送で

きるか否かである。2006 年と2009 年に発生したロシ

アとウクライナ間のガス紛争のように、資源・エネルギー

の輸送の過程でも問題が起こりうる。この紛争では、

ロシアがウクライナ向けの天然ガスの供給を停止した

ところ、ウクライナが（ウクライナの国土を通過してい

る）ロシアからEU に向けたパイプラインから天然ガ

スの供給を減らしたとされている 22。資源・エネルギー

の消費国であるEU にとっては、真冬に熱量が供給

困難となるという深刻な事態となった。

　上述のロシアとウクライナのガス紛争は、ロシア

の WTO 加盟前に発生したこともあり、WTO 紛争

解決機関での問題とはならなかったが、仮に現在同

様の問題が起こった場合、WTO 協定上の問題とす

ることはできるのだろうか。資源・エネルギーの消

費国は、輸送の途中での差別や制限を排除すること

はできるのだろうか。

　この点、GATT 第 5 条は、「通過の自由」を定め

ている。WTO 加盟国は、自国の領域を通過する貨

物について、原産地や仕向地による差別をすること

及び不必要な遅延や制限をすることを禁止してい

る。同条の規定は、一般的に鉄道や船舶での輸送を

想定しているとされるが、パイプラインを特に除外

する文言や判例もない。したがって、仮に資源・エ

ネルギーを輸送する過程で、何らかの差別や遅延、

制限があった場合は、WTO 協定上の問題とするこ

とができると考えられる。

④　国有企業の活動は規律できるか

　資源・エネルギーの分野は、国有企業によって管

理・運営されていることが少なくない。ある統計に

よると、石油埋蔵量の約 7 割は国有企業によって保

有されており、また、天然ガス埋蔵量の約 5 割は国

有企業によって保有されている 23。一般的に WTO

協定が義務を課しているのは加盟国政府であり、国

有企業を通じた差別や制限は WTO 協定の対象とな

らないのではないかという誤解がある。

　この点について、GATT 第 17条は、国有企業によ

る輸出入について、国による差別をしてはならないこ

と、国有企業による輸出入の数量制限をしてはならな

いことを定めている 24。WTO 加盟国は、その国の国

有企業について「無差別待遇の一般原則に合致する

21 この例外の詳細については、不公正貿易報告書第Ⅱ部第 4 章「正当化事由」参照。
22 "Ukraine gas row hits EU supplies". BBC. 1 January 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4573572.stm 
23 平成 25 年度国際石油需給体制等調査（諸外国のエネルギー政策動向等に関する調査）
24 国有企業に関する規律については、不公正貿易報告書第Ⅱ部第 7 章のコラム「公正な競争の実現に向けた国有企業に関するルー

ル」参照。
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方法で行動させる」義務を負っているのである。

⑤　独占に至る行為として生産コストを反映しな

い輸出

　ある資源産出国が当該資源の独占を目指して、生

産コストを反映しないような安値で輸出をする場

合、WTO 協定上の問題とすることはできるだろう

か。例えば、ある国がある鉱物資源を安値で世界市

場に供給し続けると、他の国の鉱山が価格競争に敗

れ、閉山に追い込まれるといった状況が起こりえる。

これを不公正な措置であるとして、WTO で争うこ

とはできるだろうか。

　WTO 協定には、アンチ・ダンピング措置を容認

する規定がある 25。ある商品の輸出向け販売が、そ

の商品の国内向け販売より安い価格で行われ、こ

のダンピング輸出によって輸入国内における競合す

る産業が損害を被っていることが明らかになった場

合、輸入国はアンチ・ダンピング税を賦課すること

ができる。国内販売価格との比較であるため、安値

での輸出に対して常に活用できるルールではない

が、仮にこのようなダンピング輸出があった場合は、

アンチ・ダンピング税で対抗することができる。な

お、輸入国側に国内産業が存在しない場合には、ア

ンチ・ダンピング制度の活用は困難であるため、競

争法の域外適用等の活用を検討することとなる 26。

⑥　新エネルギーに関連する産業政策

　最後に、新エネルギーに関連する産業政策につい

て検討する。気候変動への対応やエネルギー源の多

様化のため、多くの国が太陽光や風力などの新エネ

ルギーの普及を促進している。こうした普及策は、

補助金といった形を取りやすく、またこのような補

助金には、国内産品使用を要件とするものがあり得

る。実際、カナダのオンタリオ州が実施していた電

力固定価格買取制度（Feed in Tariff / FIT）では、

一定割合以上の付加価値（組み立てや原材料の調達

等）をオンタリオ州内で賦課された太陽光・風力発

電設備を使用することが義務化されていた 27。

　WTO 協定は、輸入産品を国産品に比べて差別的

に取り扱うようなローカルコンテント要求（国産品

の購入や使用の要求）を禁止している（GATT 第

3 条、TRIM 第 2 条）。上記のオンタリオ州の例で

は、電力を買い取ってもらうためにはオンタリオ州

で一定程度調達された発電設備を用いる必要があっ

たため、日本からの太陽光パネルの輸出が不利にな

るといった問題があった。このケースでは、カナダ

の WTO 協定違反が判断されている。

　こうしたローカルコンテント要求は、結果として

電力価格の上昇をもたらす可能性もあり、気候変動

への対応として効率的なものではないということも

指摘できる。また、ローカルコンテント要求を通じ

た関連産業への支援は、どれだけの補助金が育成対

象生産者に到達しているか不透明であり、補助金支

出の説明責任に欠けるという問題もある。

（2）何が規律されていないか

　以上、資源・エネルギーに関して何が WTO ルー

ルで規律されているかを概観したが、これは資源・

エネルギーに関する問題のごく一部であることも事

実である。以下においては、何が規律されていない

かを整理する 28。

①　天然資源の帰属

　WTO 協定には、天然資源の帰属についてのルー

ルは存在しない。天然資源の帰属については、領域

に関する主権の問題として、様々な条約や慣習国際

法が定めている。国家は、その領域内にある土や水、

大陸棚等について排他的管轄権を有しているとされ

25 アンチ・ダンピング措置については、不公正貿易報告書第Ⅱ部第 6 章「アンチ・ダンピング措置」参照。
26 「国際的経済活動と競争法」については第Ⅱ部補論 2 で扱っている。
27 不公正貿易報告書第Ⅰ部第 10 章「カナダ」参照。
28 本報告書において WTO ルールで規律していないということを指摘することは、WTO ルールとして整備すべきか否かという

点について何らかの立場を示すものではない。
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ている。

　天然資源の帰属の問題は、資源産出国と外国投資

家の利害に関係して、国際連合の場でも議論された。

1962 年には「天然資源に対する恒久主権」が国連

総会で決議されている。例えば資源産出国による国

有化と国際投資の保護については、WTO の場では

なく、国際司法裁判所（ICJ）や投資紛争解決国際

センター（ICSID）等で争われている 29。

　したがって、WTO 紛争の中でも資源をどの程度

採掘するかといった点については争われていない。

WTO ルールで問題となるのは、資源産出国が資源

の採掘規制を行うことではなく、産出した資源を内

外差別的に分配することである。なお、資源産出国

には、その資源を国内のみで使用するという権利も

あるのではないかという議論があり得るが、各国は

WTO に加盟する際、一般的な内外無差別の原則に

合意して加盟しているはずであり、「合意は拘束す

る」という原則から、WTO 加盟国には無差別原則

が適用される。

②　資源・エネルギーの価格

　WTO 協定は、資源・エネルギーの価格について

規定しない。特定の物品の価格等に関する国際的

な枠組としては、国際商品協定が挙げられる 30。国

際商品協定は、生産国と消費国が参加して、一次産

品の価格を安定させること等を目的とするものであ

る。WTO 協定上は、GATT 第 20 条（h）の例外

に該当すると考えられている。

　他方、国内市場での価格と輸出市場での価格に差

を設けるという二重価格制度について、WTO の場

で議論となることがある。ロシアの WTO 加盟交渉

では、天然ガスの二重価格制度について議論となっ

た 31。補助金のルール交渉においても、国内の資源

価格が輸出価格に比べて低い場合、その資源を使用

する下流産業に対して、海外の競争者との比較にお

いて、不当な利益を与えるものとなり得るという指

摘があった。今後二重価格についてのルールが整備

される可能性はあるが、現状では、二重価格に焦点

を当てて規定している WTO ルールが存在するわけ

ではない。

③　その他（経済連携協定、二国間投資協定、エ

ネルギー憲章条約）

　資源・エネルギーに関連する、WTO ルールを超

えた内容を規律する国際法としては、複数国間の経

済連携協定や二国間投資協定、エネルギー憲章条約

が挙げられる。いくつかの経済連携協定は、輸出税

の撤廃を規定している 32。また、WTO 協定には包

括的な国際投資に関するルールが存在しないが、二

国間投資協定やエネルギー憲章条約では、国際投資

の保護に関する規定がある。資源・エネルギーの分

野の国際投資額は非常に多額となるため、こうした

国際投資の保護が規定される意義は大きい。

　以上、資源・エネルギーの分野と WTO ルール

がどのように関係するかを概観したが、WTO ルー

ルが規律する部分とそれ以外の国際ルールが規律

する部分を、資源・エネルギーの流れ（一例）との

関係で簡略化して示すと下図のようになると考えら

れる。まず一番上流の部分は、資源・エネルギーの

帰属が問題となることから、海洋法などの一般国

際法が規律する。二国間投資協定やエネルギー憲

章条約、EPA/FTA 等の投資ルールは、採掘から

販売までの幅広い工程に関係しうる。WTO 協定や

EPA/FTA といった貿易ルールは、国境を越えた

輸送に関係する。そして、資源・エネルギーの販売

等の下流の部分には、各国の独占禁止法などの競争

29 例えば、不公正貿易報告書（2013 年版）第Ⅲ部第 5 章「投資」p717-718、Mobil Corporationm Venezuela Holdings, B.V. 対ベ
ネズエラ、ICSID 事件番号 ARB/07/27.

30 国際商品協定については、不公正貿易報告書（2013 年版）第Ⅱ部第 3 章のコラム「国際商品協定」参照。
31 ロシアは、「天然ガスの製造者及び流通者は、コストと利潤に基づいて、通常の商業的検討に則って価格設定する」ことを約束。
32 WTO においては、輸出税の撤廃は求められていない。（中国などいくつかの新規加盟国は輸出税の撤廃を約束していることも

ある。）
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法が関係する。最後に、資源・エネルギーの消費の

部分に関係するものとしては、その他の国際ルール

（国連気候変動枠組条約締約国会議（UNFCCC）等）

を挙げている。

　

（3）WTO紛争解決手続は有効か

　本コラムでは、どういった分野であれば WTO

ルールが活用可能であるかということを概観したが、

WTO 協定違反を争うためには WTO 紛争解決手続

を活用する必要がある。WTO ルールに基づき、ジュ

ネーブにある WTO 紛争解決機関によって問題解決

を図ることは、通商問題が二国間の政治問題化する

ことを防ぐ効果がある。また、WTO 紛争解決手続

では、勧告が実施されない場合、申立て国は実施を

促すために関税譲許を停止する（関税引上げ）等の

対抗措置をとることが認められている。WTO ルー

ルには、このように実効性を担保する仕組みが備わっ

ており、活発に活用されている理由となっている。

　他方、WTO 紛争解決手続は、問題が発生してか

ら問題解決まで 2 年ほど時間がかかる 33。このこと

に鑑みると、例えば資源・エネルギーの輸入が断た

れた場合に、WTO の場のみによって問題解決を図

ることは現実的ではない。次に、WTO 紛争解決手

続の勧告は、将来に対するものである。このため、

国内裁判で想定されるような、過去の損害に対する

金銭賠償は存在しない。WTO 加盟国は、WTO 協

定違反であるとされた措置を撤廃する義務は負う

が、それを超えた賠償責任等は生じない。

　もっとも、このような側面があるからといって、

WTO ルールに意味がないということにはならな

い。いずれにしても問題が起これば当事国間で交渉

することとなり、その際に WTO ルールという視座

があるか否かの違いは大きい。また、当事国間で解

決できない場合は、数年かかったとしても WTO の

場で一定の解決を得られる方がまったく解決できな

33 WTO 紛争解決手続の流れについては、不公正貿易報告書第Ⅱ部第 17 章の図表Ⅱ ‐ 17 ‐ 1 参照。

＜図表Ⅱ‐ 3‐参 6＞　資源・エネルギーの流れ（一例）と関連する国際ルール
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いままでいるよりはよいであろう。さらに、WTO

紛争解決手続の利用により、WTO ルールと資源貿

易との関係について明確化が図られ、将来の類似

行為の抑止となることが期待できる 34。まさに、中

国の原材料輸出制限は、このような判断があって

WTO の場で問題解決が図られた例である。

4．国際機関の取組－法的拘束力を持たない緩や

かな枠組

　最後に、資源・エネルギーの分野において、法的

拘束力を持たないものの、各国の行動に影響を与え

ていると考えられる国際的枠組について検討する。

（1）G20 における化石燃料に対する補助金の監

視レポート

　まず、G20 における、化石燃料に対する補助金の

段階的廃止に関する合意が挙げられる。これまで、

石炭や石油などの化石燃料に対して、多くの国が莫

大な金額の補助金が投入してきたが、このことは、

環境の観点からも、経済・財政の観点からも望まし

くないという認識が広がった。2009 年の G20 首脳

宣言でこの問題が取り上げられて以来、昨年 9 月の

G20 首脳宣言にも「非効率的な化石燃料補助金を合

理化するとともに段階的に廃止するという我々のコ

ミットメントを再確認する」35 という文言が入って

いる。また、この宣言に関して、IEA 等の国際機

関が提出するデータを基に監視レポートがまとめら

れている。このようなハイレベルでの政治宣言は、

法的拘束力を持つものではないが、各国の政策に影

響を与えるものと評価できる。

（2）IEA における国別エネルギー政策審査

　IEAは、4 ～ 5 年に一度、主に IEA 加盟国のエネ

ルギー政策を審査し、提言をまとめて公表している。

これは、各国に対して、エネルギー効率の向上や再生

可能エネルギーの割合を増加させること等の指摘を行

うものである。IEAという国際機関の提言があること

により、該当国は国内改革を進めやすくなるという効

果があり、加盟国のエネルギー政策策定の際に一定

程度の影響を与えていると評価できる。

（3）その他の国際的な対話の枠組

　資源・エネルギーに関する国際的な対話の枠組とし

ては、国際エネルギー機関（IEA）の他にも、国際エ

ネルギーフォーラム（IEF）や国際再生可能エネルギー

機関（IRENA）がある。また、国連気候変動枠組条

約締約国会議（UNFCCC）も、環境に関する会議で

はあるが、資源・エネルギーとは表裏一体の関係であ

る。こうした国際的な対話の枠組での合意は、厳密

な意味での法的拘束力はないものの、各国の行動に

一定程度、影響を与えていると評価できる。

5．おわりに

　資源・エネルギーの分野と WTO ルールの関係は、

これまであまり議論されてこなかったが、今後は資

源産出国の輸出制限や再生可能エネルギーに関連す

る国内優先措置などの分野で、WTO 紛争は増加す

ると予想される。

　WTO の紛争解決手続は、国家間の通商問題の政

治化を避け、国際的に合意されたルールに基づいて

客観的な解決を図るシステムであり、本コラムでは、

どの分野であれば WTO ルールの活用が選択肢とし

て検討できるかを整理した。WTO 紛争解決手続に

は限界もあるが、ルールを把握しておくことは、外

交交渉を進めていく上でも必要不可欠である。

　また、一般的な国際ルールが存在しない分野にお

いても、一定程度の影響力を持つ緩やかな枠組は存

在しており、既存の国際ルールと組み合わせて、こ

うした国際的な対話の枠組を最大限活用することが

重要である。

34 WTO 加盟国にとって、国際ルールを遵守しない国であるという評判が広まることは望ましくない。
35 G20 サンクトペテルブルク・サミット首脳宣言（仮訳）平成 25 年 9 月 6 日（外務省ホームページ）
　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000373.html
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（個別措置）
第Ⅰ部 中国 原材料に対する輸出制限措置

インドネシア 鉱物資源輸出制限及びローカルコンテント要求
米国 CAFE（企業平均燃費）規制
EU エネルギー使用製品に対するエコデザイン要求設定枠組み指令
カナダ 電力固定価格買取制度に係るローカルコンテント要求
インド 電力固定価格買取制度に係るローカルコンテント要求

（分野別）
第Ⅱ部補論 1　　 貿易と環境
第Ⅲ部第 5 章　投資（エネルギー憲章条約）
　　　第 7 章　経済連携協定のエネルギー分野

（特集記事）
第Ⅱ部第 6 章　補助金（国有企業に関するルール）

＜参考＞不公正貿易報告書における資源・エネルギー関係の記述



1 WTO 設立協定前文参照。
2 例えば、国内での知的財産権侵害物品の流通・販売禁止を担保する目的で、税関が知的財産権侵害物品の水際取締を行う措置（関

税法参照）。
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（1）ルールの概観
①概要

　第Ⅱ部総論で述べたとおり、WTO 協定は、多角

的貿易体制を維持・発展させるための原則として、

最恵国待遇、内国民待遇、譲許税率を超えた関税

賦課の禁止、数量制限の禁止を規定している。こ

のように、WTO 協定は、自由貿易体制の維持・発

展を目指しているものの 1、加盟国による正当な国

内政策の実施を縛るものではない 2。

　しかしながら、加盟国の規制権限に基づく政策

を無制限に許容してしまうと、資源確保や環境保護

等の政策目的を名目にした保護主義的措置が濫用

されるおそれもある。そこで、WTO 協定は、加盟

国の規制権限の濫用を防止するため、貿易自由化

の原則と国内の規制権限を調整する条項を置いて

いる。GATT 第 20 条（一般的例外）及び第 21条

（安全保障例外）はこの代表例であり、本章では両

者を併せて「正当化事由」と呼ぶ。

　

②先例を読み解くポイント

　GATT 第 20 条は、人の健康の保護等、正当化

事由となり得る政策を列挙する各号（a 号からj 号）

と、これらの目的が濫用され、貿易の不当な障害に

なってはならないとする柱書の二つから成り立って

いる（（2）①（a）参照）。

　以下で詳述するとおり、GATT 第 20 条に基づく

正当化事由は多くのWTO 紛争解決手続で主要論

点とされ、多数の先例が蓄積している。これら多数

の先例を読み解くポイントは、以下の 3点である。

　第一に、政策目的と措置との関連性及び手段の

相当性に着目した判断がされているという点である。

GATT 第 20 条 a 号、b 号、d 号の必要性基準、g

号の関連性基準、柱書のいずれにおいても、当該

措置が政策目的から合理的に説明がつくか、又はよ

り望ましい措置がないかどうかという観点から検討

が行われる。

　第二に、正当化事由の検討は、措置の内容それ

自体に照らして行われ、実際の貿易への影響の有

無は考慮されていない点である（序論 2．基本的視

点も参照）。これは、正当化事由の検討においては

輸入品と国産品の競争関係に与える影響が重視さ

れているところ、貿易量の変動は他の様々な要因に

も起因するため、競争関係に与える影響の評価に

は適切ではないためである。

　第三に、これまでの先例上、最終的に正当化事

由に基づく抗弁が認められたケースはかなり限られ

る点である（次ページ以降の図表Ⅱ‐4‐3、Ⅱ‐4

‐5、Ⅱ‐4‐6、Ⅱ‐4‐7、Ⅱ‐4‐8 参照）。こ

のことは、少なくとも先例においては、各国が正当

化の根拠として掲げた政策目的は何らかの協定整

合性の問題があったと判断されたことを意味する。

よって、仮に、我が国の産業界が外国政府の貿易

第4章
正当化事由

1．ルールの概観



3 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委員会報告書 para. 119
4 米国 ‐ ガソリン事件（DS2）上級委員会報告書 P22
5 米国 ‐ ガソリン事件（DS2）上級委員会報告書 P22 ～ 23
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制限的措置に直面した際、当該政府が何らかの政

策目的を掲げて正当化しているとしても、先例にか

んがみれば、協定不整合とされる可能性も高いと思

われる。

（2）法的規律の概要
①一般的例外（GATT第 20 条・GATS第 14 条）

（a）機能及び条文構造

　GATT 第 20 条は、公衆の道徳の保護（a 号）、人、

動物又は植物の生命又は健康の保護（b 号）、税関

手続・水際規制（d 号）、有限天然資源の保全（g 号）

等、様々な国内政策による措置を免責する条項で

ある。GATT 第 20 条は GATTのすべての条項に

適用可能であり、加盟国間の規制権限と他の加盟

国の貿易自由化の利益を調整する機能を果たしてい

る。なお、サービス貿易を規律するGATS 第 14 条

にもGATT 第 20 条類似の条項があるが、両者の

内容はおおむね同一であり、GATS 第 14 条に関す

る先例も少ないため、本章では GATT 第 20 条を

中心に解説する。

　GATT 第 20 条は、人の健康の保護等、正当化

事由となり得る政策を列挙する各号（a 号からj 号）

と、これらの目的が濫用され、貿易の不当な障害に

なってはならないとする柱書から成り立っている（図

表Ⅱ‐4－1参照）。

　後述のとおり、各号の意義は、正当化の対象と

なる10 の政策類型を列挙することにあり、柱書の

意義は、正当化事由の濫用を防止することにある。

そして、各号では「措置それ自体」が検討され、柱

書で「措置の適用方法」が検討されるという違いが

ある 3。この違いは、WTO 紛争解決手続の履行

方法に大きな影響を及ぼすため、実務上重要であ

る。すなわち、各号の要件を満たさず GATT 違反

となった措置については、措置国は問題となった措

置それ自体を見直す必要に迫られる一方で、柱書の

要件を満たさず GATT 違反となった措置について

は、基本的には措置国は規制内容を見直す必要は

なく、措置の適用方法のみを見直せば足りる。

　GATT 第 20 条の検討順序は、まず各号該当性

を検討した後、次に柱書の非該当性を検討する順

序が先例上確立している 4。

　GATT 第 20 条の立証責任は、原則として、当該

措置を導入した加盟国（WTO 紛争解決手続の被

申立国。以下、単に「被申立国」という。）が負う5。

この理由は、正当化事由により利益を受けるのは被

申立国であるためである。

　以上を整理すると、GATT のいずれかの条文に

違反すると認定された措置についてGATT 第 20 条

に基づく正当化事由が認められるためには、被申

立国は、当該措置が①各号のいずれかの政策類型

に該当し、かつ②柱書の適用方法のいずれにも該

当しないことを主張・立証する必要がある。逆に、

WTO 紛争解決手続の申立国（以下、単に「申立国」

という。）は、被申立国への反論として、当該措置

が①各号のいずれの政策類型にも該当しないこと、

又は②柱書の適用方法のいずれかに該当することを

主張することになるだろう（図表Ⅱ‐4－2 参照）。

　以下、各号及び柱書の順に、具体的条文内容と

過去の先例を整理する。（なお、GATT 第 3 条と

第 20 条の関係については、第Ⅱ部第 2 章を参照。）



a
b
c
d GATT
e
f
g

h
i

j

1 6

2

＜図表Ⅱ‐ 4‐ 1＞　GATT 第 20 条の条文内容

＜図表Ⅱ‐ 4‐ 2＞　GATT 第 20 条の判断枠組

6 arbitrary の公定訳は「任意の」であるが、「恣意的」が適切と思われる。GATS 第 14 条柱書参照。
7 サウジアラビアでは、コーラン、酒類、豚肉、賭博用機械（加盟作業部会報告書（WT/ACC/SAU/61  Annex F）の輸出入が

禁止され、バングラデシュでは、国民の宗教感情を憤慨させる出版物、暴力・猥褻表現を含む出版物の輸出入が禁止されてい
る（WT/TPR/S/168 P142）。

275

第
Ⅱ
部

第
４
章

正
当
化
事
由

第 4章　正当化事由

（b）GATT 第 20 条各号

（i）公衆の道徳の保護を目的とする場合（a号）

（ア）条文構造及び先例

　a 号は、「公徳の保護のために必要な措置」の正

当化を認める条項である。典型的には、宗教上・

倫理上の理由で麻薬やわいせつ物の輸入を禁止す

る措置等が該当しうる。例えば、イスラム圏の国々

では、a 号を根拠に、豚肉や酒類等の輸出入が禁

止されている7。

　a 号の要件を満たすためには、①当該措置の政



8 米国 ‐ 越境賭博事件（DS285）パネル報告書 para. 6.465

DS285 GATS
16

DS363 
5.1

DS400 
DS401 

EC GATT
1.1 3.4

GATT/WTO

＜図表Ⅱ‐ 4‐ 3＞　GATT 第 20 条 a号に関する先例
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策目的が「公徳の保護」であり、②当該措置が政

策目的の達成に「必要な」措置である必要がある。

　なお、GATS 第 14 条 a 号にも、本号と類似の条

項がある。

　a 号に関する先例は、図表Ⅱ‐4－3 参照。

（イ）政策目的

　先例上、公徳（public moral）とは、支配的な社

会的、文化的、倫理的及び宗教的価値を含む幅広

い要素によって、時代や場所により異なる幅広い概

念である。また、各加盟国は、自国の領域内にお

ける公徳の定義及び適用に関し、加盟国自身のシス

テムや価値基準に従って、ある程度の裁量を有して

いるとされる 8。a 号は、自由貿易体制と多様な宗

教的・倫理的・社会的な価値観のバランスをとるた

めの重要な条項であり、a 号の役割は今後も高まる

ものと考えられる。

　このような公徳の保護に該当する措置として、米

国‐越境賭博事件（DS285）では「（組織犯罪防止

を目的とした）越境賭博の禁止」が、中国‐オーディ

オビジュアル事件（DS363）では「（検閲を目的として）

出版物や劇場用フィルムの輸入権を国有企業のみに

与え、外国人に与えない措置」が争われた。なお、

これらの案件では、各申立国は「越境賭博の禁止」

や「出版物等の検閲」それ自体が公徳の保護に該

当しないとは主張しなかった。これは、「公徳の保護」

の裁量性によるものと考えることもできる。

（ウ）措置の必要性　

　当該措置が a 号の政策目的に該当する場合、当

該措置は政策目的の達成に「必要な」措置である

場合に限り正当化が認められる。すなわち、措置

の政策目的に照らして説明がつかない規制は正当化

されない。また、必要性の判断は a 号、b 号及び d

号で同様の文言（necessary）が用いられているこ

とから、先例上、各号の必要性は同一の基準で適

用されている（（ii）（ウ）、（iii）（ウ）参照）。

　WTO 以前の GATT 時代の先例では、必要性の



9 タイ ‐ 紙巻タバコ事件報告書 para. 75
10 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS322）上級委員会報告書 para. 151
11 EC- アザラシ事件（DS400, 401）上級委員会報告書 para.5.213.
12 韓国 ‐ 冷凍牛肉事件（DS161）上級委員会報告書 para. 164、ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）上級委員会報告書 paras. 

108-119、中国 ‐ 原材料事件（DS394、395、398）パネル報告書 paras.  7.478-7.493
13 EC- アザラシ事件（DS400, 401）上級委員会報告書 para.5.213. なおブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）上級委員会報告書 para. 150
14 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）上級委員会報告書 para. 156
15 同上
16 同上
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判断は、「政策目的達成のためにより協定非整合性

の少ない措置が存在しないこと」を指すと解されて

いた 9。もっとも、このような「必要性」の立証は非

常に困難であり、学説・実務上の強い批判があった。

なぜなら、この基準の下では、被申立国には、「よ

り貿易制限的でない他の選び得る手段が利用でき

ないこと」を証明するという重い立証責任が課され

たためである。

　そこで、近時の先例では、必要性の判断は、

様々な要素を比較考慮して決せられるプロセス（a 

process of weighing and balancing a series of 

factors）であるとされ、具体的には、①当該措置

の政策目的の重要性（メリットの大きさ）、 ②当該

措置の貿易制限的効果（デメリットの大きさ）、③政

策目的実現への当該措置の寄与（定量的又は定性

的に実質的な貢献があることを示せればよい10。ま

た、寄与度についての前もって決まった閾値はな

い 11）、の三要素を総合考慮して行われる12。①～

③の相互関係については、輸入禁止のように貿易制

限的効果が大きい場合には（②）、措置の実質的な

寄与度が認定できなければ必要性要件を充たした

と判断しにくい（③）とされている13 が、基本的に

は①～③を個々に認定することになる。ここまでの

判断で、まず、必要性の有無が暫定的に認定される。

　暫定的な必要性が認定された場合に、申立国か

ら「争われている措置と同等の寄与度を達成する、

より貿易制限的でない代替措置（Less Restrictive 

Alternative）」が提案された場合には、当該措置と

代替措置の比較検討が行われ、暫定的に認定され

た必要性を再検証することになる14。ここで申立国

がかかる代替措置の存在を立証できなかった場合

には必要性が確定し、争われている措置と同等の

寄与度を達成する、より貿易制限的でない代替措

置の存在が立証できた場合には必要性が否定され

る。なお、当該代替措置は、コストや技術的な観

点から合理的に利用可能でなければならない15。

　また、より貿易制限的でない代替措置（候補）を

指摘するのは、被申立国ではなく申立国であり、被

申立国は、申立国が指摘した代替措置（候補）が

同等の寄与度を期待できない、又は合理的に利用

可能でないという点を立証すれば足りるとされてい

ることも重要である。必要性を立証するのに、被申

立国が自ら考えられる代替措置候補をすべて挙げ

て代替措置として不適格であることの主張立証しな

ければならないとすれば、必要性の立証を著しく困

難にさせるためである16。

　以上の必要性の判断プロセスを整理すると、図表

Ⅱ‐4－4 のとおりである。



＜図表Ⅱ‐ 4‐ 4＞　必要性の判断プロセス
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＜ a号における必要性の判断の具体事例＞

　以下、中国‐オーディオビジュアル事件（DS363）

を一例に、a 号における必要性の判断の具体事例

を紹介する17。

　本事件では、公徳の保護を目的とした検閲を行う

ため、出版物や映画フィルムの輸入事業者を国有企

業に限定した措置が争われた。パネルは、上記①（政

策目的の重要性）については、公徳の保護は中国

にとって重要な政策目的であり、中国国内において

も公徳の保護のための高度な政策を実施している旨

指摘した。上記②（貿易制限的効果）については、

本措置の下では、国有企業以外の企業が中国市場

に輸入することをアプリオリに制限しており、貿易制

限性は高い旨指摘した。上記③（政策目的実現へ

の寄与度）については、中国政府は『民間企業は

検閲に伴うコスト負担を嫌う』ことを理由に、輸入

事業者を国有事業者に限定することが正当化され

るべきだと主張したが、国有企業も営利を追求する

存在であり、この点私企業と何ら変わりがなく、合

理的な主張ではないとされた。

　パネルは、以上を総合考慮した結果、本件措置

が公徳の保護に貢献する度合いは十分でないと判

断し、暫定的な必要性も認められないと結論づけ

た。

（ii）人、動物又は植物の生命又は健康の保護を目

的とする場合（b号）

（ア）条文構造及び先例

　b 号は、「人、動物又は植物の生命又は健康の保

護のために必要な措置」の正当化を認める条項で

あり、典型的には、衛生植物検疫措置をはじめとし

て（SPS 協定前文）、食品や製品の安全性確保を目

的とする輸出入制限・国内規制や、環境規制の一

部が b 号に該当し得る。

　b 号の要件を満たすためには、a 号と同様、①当

該措置の政策目的が「人、動物又は植物の生命又

は健康の保護」であり、②当該措置が政策目的の

達成に「必要な」措置である必要がある。

　なお、GATS 第 14 条 b 号にも、本号と類似の条

項がある。

　b 号に関する先例は、図表Ⅱ‐4－5 参照。

17 中国 ‐ オーディオビジュアル事件（DS363）パネル報告書 paras. 7.837-7.868



b b

DS2 
GATT

3.4

DS135 
EC

GATT
3.4

DS246 
EC GATT

1.1

DS332 
GATT
11.1

1

DS394 
DS395 
DS398 

GATT
11.1

DS431 
DS432 
DS433 

GATT
11.1

GATT/WTO

＜図表Ⅱ‐ 4‐ 5＞　GATT 第 20 条 b号に関する先例
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（イ）政策目的

　b 号の政策目的に関し、パネル及び上級委員会は、

多くのケースにおいて被申立国が主張した政策目的

が b 号に該当するという説明を受け入れてきた（図

表Ⅱ‐4－5 参照）。

　具体的には、「大気汚染の防止（米国‐ガソリン

事件（DS2））」、「人体に有害なアスベスト及びそれ

を含む産品の輸入・流通等の禁止（EC‐アスベスト

事件（DS135））」、「マラリアやデング熱を媒介する

蚊の繁殖の防止（ブラジル‐タイヤ事件（DS332））」

はb 号の政策目的に該当すると判断されている。

　ただし、抽象的な「環境保護」を目的とする措置

についてまで b 号でカバーされるわけではなく、被

申立国は、当該措置が具体的に「人、動物又は植

物の生命又は健康の保護」に該当することを立証し

なければならない18。

　逆に、政策目的が b 号に該当するとは認められ

なかった事例としては、中国－原材料事件（DS394、

395、398）が挙げられる。中国は、ボーキサイト

等の輸出規制は輸出向けの需要減少をもたらし、

ひいては国内の需要減少につながり、最終的には

原材料採掘に伴う汚染減少に資するとして、GATT

第 20 条b号により正当化されると主張したが（なお、

中国国内の採掘制限はなかった）19、パネルは、「中

国が提出した環境保護に関する多数の証拠は、本

輸出規制が環境汚染防止に向けた取組みの一環で

18 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）パネル報告書 para. 7.46
19 中国－原材料事件（DS394、395、398）パネル報告書 para. 7.494
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あることを立証していない」として、中国の主張を

退けた 20。資源採掘に伴う汚染減少を目的とした輸

出制限が b 号の政策目的に該当するためには、少な

くとも、国内の採掘制限は不可欠であったと思われ

る。

　

（ウ）措置の必要性　

　b 号における必要性の判断は、a 号及び d 号と同

一の基準で判断されている（（i）（ウ）、（iii）（ウ）参照）。

＜ b号における必要性の判断の具体事例＞

①政策目的の重要性について、先例上、人の生命・

健康の保護は、最も必須なもので重要な政策目

的であり、動植物の生命・健康の保護についても

同様に重要であると判断されている 21。

②貿易制限的効果について、鉱物の輸出税及び輸

出割当は輸出全面禁止には及ばないものの、強

い貿易制限的効果を有すると判断されている 22。

③政策目的達成への当該措置の寄与について、目

的と手 段の関連性（relationship of ends and 

means）が必要であるが、必ずしも定量的な証

明が必要なわけではないと判断されている 23。

（iii）税関手続、水際規制の場合（d号）

（ア）条文構造及び先例

　d 号は、「GATT に反しない法令の遵守確保の

ために必要な措置」の正当化を認める条項であり、

典型的には、知的財産権侵害品の輸入を国境で差

し止める措置等が d 号に該当しうる。

　d 号の要件を満たすためには、a 号、b 号と同様、

①当該措置の政策目的が「GATTに反しない法令

の遵守確保」であり、②当該措置が政策目的の達

成に「必要な」措置である必要がある。

　なお、GATS 第 14 条 c 号にも、本号と類似の条

項がある。

　d 号に関する先例は、図表Ⅱ‐4－6 参照。

20 中国－原材料事件（DS394、395、398）パネル報告書 paras. 7.501-516
21 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）パネル報告書 paras. 7.108-7.112
22 中国－原材料事件（DS394、395、398）パネル報告書 paras. 7.558-7.563
23 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）パネル報告書 paras. 7.115-7.119
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（イ）政策目的

　d 号の政策目的は、当該措置が GATTに反しな

い法令の遵守の確保のための措置である必要があ

る。

　先例では、被申立国があたかも一般条項としてd

号を援用したことも多いが、a 号やb 号と比べ、政

策目的の要件を満たさないと判断されたケースも多

い点が注目される（図表Ⅱ‐4－ 6 参照）。以下、

先例で示されたd 号の解釈を説明する。

　まず、「法令」については、国際協定は含まれず、

国内法令のみを指すと解されている。国際協定であ

るNAFTA 上の義務を遵守するために採られた措

置が d 号で正当化されるかが争われたメキシコ‐ソ

フトドリンク事件（DS308）において、上級委員会

は、①法令の文言から国際協定は想起できないこ

と、② d 号に列挙された法令（税関行政に関する

法令、知的財産法等）は典型的な国内法令である

こと、③ GATT 第 20 条 h 号が明示的に国際協定

に言及していること等を根拠に、d 号の「法令」は

国内法令のみが対象となると判断した 24。

　また、文言上、遵守を確保すべき法令は GATT

に整合している必要があることは明らかであり、先

例も同旨を述べる 25。EC‐地理的表示事件（DS174）

やブラジル‐タイヤ事件（DS332）等においては、

遵守を確保すべき法令自体が GATT 違反とされた

ため、正当化が認められなかった。

　「遵守の確保」については、当該措置が遵守を確

保するようにデザイン（design to）されたものであ

る必要がある 26。すなわち、遵守の確保という目的

に照らして説明のつかない措置は「遵守の確保」を

するための措置ではない。もっとも、この履行水準

は被申立国が決定することができるとされ、例えば、

強制力がなく不履行の可能性がある措置でも差支

えない 27。

（ウ）措置の必要性

　d 号における必要性の判断は、a 号及び b 号と同

一の基準で判断されている（（i）（ウ）、（ii）（ウ）参照）。

＜ d号における必要性の判断の具体事例＞

　以下、ドミニカ‐紙巻タバコ事件（DS302）を一

例に、d 号の必要性の判断の具体事例を紹介する。

　本事件では、紙巻タバコの密輸及び脱税防止の

ため、ドミニカ国外での印紙税貼付を禁止し、ド

ミニカ国内で税務当局検査官の監督下で個別包装

への印紙貼付を義務付けるという措置が争われた。

パネルは、①政策目的の重要性について、税収確保

は国家、特にドミニカのような発展途上国には最も

重要な利益であると判断した。②貿易制限的効果

について、当該措置によってもなお輸出は可能であ

り、また、ホンジュラス（申立国）のドミニカ向け紙

巻タバコ輸出は増加を続けていることから、強い貿

易制限的効果は認められないと判断した。③政策

目的達成への当該措置の寄与について、当該措置

は、印紙税紙の偽造や紙巻タバコの密輸入・脱税

を防止せず、むしろ警察取締がより重要な役割を果

たすと判断し、結論として暫定的な必要性が認定さ

れた 28。

　より貿易制限的でない代替措置に関し、ホンジュ

ラスは外国生産者に対しても輸入前の生産過程で

印紙貼付を認め、船積前検査・認証で履行を確保

するという制度を主張・立証したが、ドミニカは、

当該代替措置では同等の執行水準を達成できない

ことを反論しなかった 29。結論として必要性要件は

満たされなかった。

（iv）有限天然資源の保全を目的とする場合（g号）

（ア）条文構造及び先例

　g 号は、有限天然資源の保全に関する措置の正

24 メキシコ ‐ ソフトドリンク事件（DS308）上級委員会報告書 paras. 69-80
25 EC ‐ 地理的表示事件（DS174）パネル報告書 para. 446
26 韓国 ‐ 冷凍牛肉事件（DS161）上級委員会報告書 paras. 157-158
27 メキシコ ‐ ソフトドリンク事件（DS308）上級委員会報告書 para.74
28 ドミニカ ‐ 紙巻タバコ事件（DS302）パネル報告書 paras. 212-226
29 ドミニカ ‐ 紙巻タバコ事件（DS302）パネル報告書 paras. 227-232
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当化を認める条項であり、先例では、国内の資源

保全を目的とした石油や鉱物の生産・消費制限等が

争われてきた。

　g 号の要件を満たすためには、①当該措置の政

策目的が「有限天然資源の保存」であり、当該措

置が②有限天然資源の保存に「関する」措置であ

り、③国内の生産又は消費に対する制限と関連して

実施される必要がある。

　g 号に関する先例は、図表Ⅱ‐4－7 参照。

（イ）政策目的

　g 号の政策目的は、当該措置が「有限天然資源

の保存」のためのものである必要がある。

　先例上、「有限天然資源」は広く解されており、

鉱物又は非生物天然資源（石炭・石油・天然ガス等）

の他、「清浄な空気」等の環境資源も含まれる（米

国‐ガソリン事件（DS2））。

　さらに、生物資源も有限天然資源に含まれる。

米国－エビ事件（DS56）の上級委員会は、他の環

境保護条約・宣言においても、天然資源には生物・

非生物双方の資源が含まれること、ウミガメがワシ

ントン条約において絶滅危惧種として掲載されてい

ること等を根拠に、生物資源であるウミガメも有限

天然資源に含まれると結論付け、GATT を現在の

文脈に即して進化的に（evolutionary）に解釈し

た 31。

30 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委員会報告書 paras. 118-120
31 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委員会報告書 paras. 128-131
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　また、措置国の域外の有限天然資源を保護する

措置がg 号で正当化されるか否かという論点につい

ても、米国‐エビ事件（DS56）が参考になる。同

事件においては、米国の措置が米国外の環境を保

護するための措置であるか否かという論点が提起

されたが、ウミガメが高度の回遊性を有する動物で

あり、回遊範囲が米国の領海にまたがっているこ

とを根拠に、ウミガメと米国との間には十分な連結

（suffi  cient nexus）があるとして「有限天然資源」

に該当すると判断された 32。同事件は域外の有限

天然資源と措置国との間に十分な連結があったと認

められた事例であったが、それがない場合に措置

国が域外の有限天然資源を保存する措置がとれる

かどうかはまだ明らかではない。同様の議論は、b

号の文脈で、措置国が域外の人、動物又は生命又

は健康の保護を目的とする措置をとれるかどうかと

いう点にも当てはまる。

　また、「保存」の解釈に関連して、中国‐レアアー

ス等事件（DS431、432、433）のパネル報告書は、「保

存」の解釈においては経済成長も考慮され得るが、

一度採掘して市場で取引されるに至った鉱物資源の

国内外の配分をコントロールする権利まではWTO

協定上認められないとしたことが着目される。これ

は、将来世代の利用のために資源を取引の対象と

せずに「保存」しておくことは是認されるが、国内

の産業を優先するような形で資源を分配することま

では「保存」とはいえないとしたものである。

　

（ウ）措置と手段の関連性

　当該措置が g 号の政策目的に該当する場合、当

該措置は有限天然資源の保存に「関する」措置で

ある必要がある。g 号の関連性は、a 号、b 号、g

号の必要性と異なる基準ではあるが、少なくとも、

措置の政策目的に照らして説明がつかない措置が正

当化されないという意味では、両基準の判断枠組

は共通する（（i）（ウ）参照）。

　先例上、この要件は、「措置の目的と、措置の

構造及びデザインとの間に、密接かつ真正な目

的・手段の関係があること（close and genuine 

relationship）」と具体化されている 33。すなわち、

措置の構造等が措置の目的に照らして説明がつかな

い措置は、正当化されない。

＜ g号における関連性の判断の事例紹介＞

　米国‐エビ事件（DS56）では、措置の構造及び

デザインに照らすと、適用範囲が政策目的に照らし

て比例性を欠いて（disproportionately）広範でな

いこと等を根拠に、関連性が肯定された（目的と適

用範囲の比例原則）34。

　中国‐原材料事件（DS394、395、398）において、

国内の資源を保全するには、輸出規制ではなく中国

国内の採掘規制の方が目的達成のために有効であ

ると思われるが、実際には中国国内の採掘規制は

行われていないこと、また、鉱物の採掘量が措置

導入後むしろ増加していることなどを根拠に、関連

性が否定された 35。

　

（エ）国内規制との均衡性

　最後に、「当該措置は国内の生産又は消費に

対する制限と関連して」実施されなければならな

い。先例上、この要件は、有限天然資源の保存

に資するような形で（operate so as to conserve 

an exhaustible natural resource）、当該措置が

国内の生産又は消費と同時に実施される（must be 

applied jointly, work together with）ことと具体

化されている 36。

　また、国内の消費に対する制限と関連して実施さ

れる場合には、規制の程度について、輸入品と国

32 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委員会報告書 para. 133
33 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委員会報告書 paras. 137-142、中国 ‐ 原材料事件（DS394、395、398）上級委員会報告書 para. 

355
34 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委報告書 para. 141
35 中国 ‐ 原材料事件（DS394、395、398）パネル報告書 paras. 7-416-435
36 中国 ‐ 原材料事件（DS394、395、398）上級委員会報告書 paras. 353-361
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産品を同一に扱うことまでは求められないが、公平

に扱うこと（even-handedness）が求められる 37。

　中国‐レアアース等事件（DS431、432、433）

のパネル報告書は、ここで求められる均衡とは、

規制上・構造的な意味での均衡（regulatory or 

structural balance）であり、実際上の効果（eff ect）

で決まるものではないとした。その上で、輸出規制

は海外のユーザーにだけかかる構造上の負担であ

ることを問題視した。上級委員会は、公平に扱うこ

と（even-handedness）が、20 条（g）号で条文上

明記された要件に追加して検討されるべき基準であ

るというパネルの判断については誤りであると判示

したが、規制上・構造的な意味での均衡を見るとい

う、パネルの示した考え方そのものは支持し、結論

として、20 条（g）号によって当該措置が正当化さ

れないという結論を支持した。

　 

（c）GATT 第 20 条柱書

（i）機能、条文構造及び先例

　形式的には GATT 第 20 条各号に該当する措置

であっても、人の生命又は健康保護等の政策目的を

隠れ蓑にした保護主義措置については、正当化を

認めるべきでない。

　このような正当化事由の濫用を防止する観点か

ら、柱書には、正当化が認められない措置の適用

方法として二つの類型が定められている。具体的

には、①「同様の条件の下にある諸国の間におい

て、恣意的又は正当と認められない差別待遇の手

段となるような方法」（in a manner which would 

constitute a means of arbitrary or unjustifi able 

discrimination between countries where the 

same conditions prevail） と、 ②「 国 際 貿易の

偽装された制限となるような方法」（a disguised 

restriction on international trade）で適用された

措置については、正当化を認めないと規定する。

　柱書の機能について、先例は、国際法の一般原

則である信義誠実原則（good faith）を具体化した

ものであり、形式的に第 20 条各号を満たす措置の

濫用を禁じていると判示した。上級委員会は、「柱

書の適用は、GATT 第 20 条を援用する加盟国の

権利と、他の加盟国の GATT上の権利の均衡線を

引く（making out a line of equilibrium between…）

という精巧な作業であり」38、「この均衡線は、案件

毎に事実関係が異なるので、変動しうるもの」と述

べており39、柱書の解釈の中で、加盟国間の規制

権限と他の加盟国の貿易自由化の利益の調整が行

われることになる。

　なお、GATS 第 14 条柱書も、GATT 第 20 条

柱書と類似の条項がある。

　柱書に関する先例は、図表Ⅱ‐4－8 参照。図

表Ⅱ‐4－8 が示すように、先例では、各号の要件

を満たした場合に、柱書の要件を満たさず正当化

が認められない傾向が強い。そのため、どのような

内容が柱書の差別とされるのかの理解は、我が国

の産業界が外国政府の貿易制限的措置に直面した

際の参考になる（各号と柱書違反と履行方法の関係

については、（2）①（a）参照）。

　以下、柱書の具体的条文内容と過去の先例を整

理する。

37 米国 ‐ ガソリン事件（DS2）上級委員会報告書 P21
38 米国 ‐ エビ事件（DS58）上級委員会報告書 paras. 158-159
39 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）上級委員会報告書 para. 224
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（ii）同様の条件下にある国家間の恣意的又は正当

と認められない差別

　第一の類型は、同様の条件下にある国家間にお

いて、恣意的又は正当と認められない差別待遇の

手段で適用される措置を禁止する。ここでいう差別

とは、それ自体が GATT 第 3 条の内国民待遇違

反になる措置ではない。この類型では、形式的に

は内国民待遇違反には該当しないが、恣意的又は

正当と認められない差別となる措置を禁止している

点には注意を要する 41。

　過去の紛争解決手続上、第一の類型は多数の先

例で争われてきたが、その解釈は、同様の条件の

下にある諸国の間における差別が措置の目的と合理

的関係（rational connection to the objective）を

有するか否かという観点から行われる。また、何を

もって「同様の条件下にある国家間」とするかは事

案ごとに異なり、画一的な基準はないが、①同様な

条件下にある国に異なった適用を行うことだけでは

なく、②同様の条件下にない国に画一的に同様の

適用を行うことを含むとされている。

　

＜柱書（第一の類型）における判断の具体事例＞

　以下、第一の類型に関する判断の具体事例を紹

介する。

　米国‐エビ事件（DS58）では、エビの輸入の条

件として、米国内と同等のウミガメ混獲回避プログ

ラムの実施を要求した措置が争われた。上級委員

会が第一の類型の差別に該当すると認定した根拠

は、以下の 4 点である。すなわち、①米国が輸出

国毎に異なる事情を考慮せず、画一的に米国の認

証手続を申立国等に強制した点、②他のエビ輸出

国との間ではウミガメ保護の交渉を行った一方で、

申立国との間では交渉を行わなかった点、③申立国

には他のエビ輸出国と比べて短い経過期間しか与え

られなかった点、④米国からの技術移転について、

申立国には他のエビ輸出国と比べて不十分な支援し

か得られなかった点である 42。

　EC‐特恵関税制度（DS246）では、麻薬取引撲

滅を目的としてパキスタン等に付与された特恵関税

が争われたが、当該措置の目的に照らして、パキス

タンとイランで異なった扱いをしていることの説明が

つかず、柱書の差別に該当すると判断された 43。

　米国‐越境賭博事件（DS285）では、国内の賭

博サービス業者に越境賭博サービスの提供を一部

認めていたことが争われたが、差別の有無は原則と

して法令の文言等から判断すべきであり、散発的な

個別ケースの適用結果のみを根拠とすることはでき

ないと判断された 44。

　ブラジル‐タイヤ事件（DS332）事件では、EU

からの再生タイヤを禁止する一方で、メルコスール

加盟国からの再生タイヤの輸入を禁止していなかっ

たことが争われた。目的を考慮せずに差別の効果（貿

易数量の減少や、ランダムかつ気まぐれ（capricious）

な運用）のみに立脚した判断は、措置の目的との

合理的関係があるとはいえないとして、上級委員会

によって否定されている 45。

　

（iii）偽装された貿易制限 

　第二の類型である「偽装された貿易制限」につい

ては、第一の類型の「恣意的又は正当と認められな

い差別」と比べて、先例は限られている（図表Ⅱ‐

4－9 参照）。

　先例は、①恣意的又は正当と認められない差別

と、②国際貿易の偽装された制限は、相携えて（side 

by side）解釈されるべきと述べるにとどまり、偽

装された貿易制限の具体的内容を明らかにしていな

40 本件については欧州司法裁判所でも争われていたが、2013 年 4 月 25 日付の判決で、問題となっている措置が EU 法上合法で
あるとの判決が確定している。

41 米国 ‐ ガソリン事件（DS2）上級委員会報告書 P23
42 米国 ‐ エビ事件（DS56）上級委員会報告書 paras. 161-176
43 EC ‐ 特恵関税制度（DS246）パネル報告書 paras. 228-234
44 米国 ‐ 越境賭博事件（DS285）上級委員会報告書 paras. 353-357
45 ブラジル ‐ タイヤ事件（DS332）上級委員会報告書 paras. 227-231
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い。また、同じ措置の適用が①②と重複して認定

されることも多い（図表Ⅱ‐4－9 参照）。例えば、

米国‐ガソリン事件（DS2）では、国内産ガソリン

については製造者のコストを勘案して個別基準を適

用したのに対し、輸入ガソリンには一律の基準を適

用したことが、正当と認められない差別であり、か

つ国際貿易の偽装された制限であると認定された 46。

　これらの判断は、第一の類型と同様、措置の内

容それ自体から偽装された制限の有無が判断され

る 47（（ii）参照。）。また、措置の適用による結果の

みに立脚して判断してはならない 48。

（d）GATT 以外の措置の正当化の可否

　②（1）で述べたとおり、GATT 第 20 条は基本

的には GATTのいずれかの条項の義務を免責する

ものであるが、GATT以外の措置も正当化できる

か否かという論点がある。

（i）中国加盟議定書

　中国の加盟議定書違反を構成する措置について

は、先例上、GATT 第 20 条の援用の可否が争わ

れたケースが 3 件ある。

　まず、中国‐オーディオビジュアル事件（DS363）

においては、中国が書籍や映画フィルムの貿易権を

国有企業に限定し外国企業へ付与しない措置が争

われた。中国は、仮に本措置が中国の加盟議定書

第 5.1条（貿易権）に違反するとしても、GATT 第

20 条 a 号による正当化が認められるべきと主張し

た。上級委員会は、中国の加盟議定書第 5.1条が、

「WTO 協定に適合した態様で貿易を規制すること

についての中国の権利を害することなく」、中国の

権利を留保した点を根拠に 49、「WTO 協定に適合

した態様」には、①そもそもWTO 協定に適合的

である措置に加え、② WTO の例外条項によって

正当化される措置も含むと判断した 50。結論として、

中国の加盟議定書第 5.1条については、GATT 第

20 条の援用が可能であることが確認された。

　次に、中国‐原材料事件（DS394、395、398）

においては、中国が原材料 9 品目に関する輸出税

が争われた。中国は、仮に本措置が中国の加盟議

定書第 11.3 条（輸出税の禁止）に違反するとして

も、GATT 第 20 条 g 号による正当化が認められ

るべきと主張した。パネルは、中国の加盟議定書

第 11.3 条は輸出税を一律に禁止しており、同第 5.1

条のような権利留保規定が読み込めないことを理

由に、GATT 第 20 条の援用はできないと判断

した 51。同様の判断は、中国‐レアアース等事件

（DS431、432、433）のパネル報告書及び上級委員

会報告書でも維持された。

　

（ii）その他の協定（SPS 協定、TBT 協定、補助金

協定等）

　上記（i）でみたように、先例上、中国加盟議定

書にGATT 第 20 条が適用できるか否かの判断は、

当該条文の具体的文言が GATT 第 20 条の適用を

予定したものであるか否かがメルクマールとなって

いる。これを一般化すると、GATT以外の協定に

GATT 第 20 条が適用されるか否かも、各協定の

具体的文言が GATT 第 20 条の適用を予定してい

るか否かが判断基準となると考えられる。

　具体的には、TBT 協定や補助金協定は、GATT

第 20 条の適用を予定している文言を含まない等の

協定の構造に鑑みると、各協定の違反を正当化す

るための積極的抗弁としてGATT 第 20 条を援用

できるとは考えにくい。もっとも、これらの協定は

非貿易的関心事項に基づく措置を規律しており、そ

れぞれの協定解釈の中で、政策目的を考慮した解

釈が行われる余地がある（TBT 協定第 2.1条、2.2

46 米国 ‐ ガソリン事件（DS2）上級委員会報告書 P25
47 EC ‐ アスベスト事件（DS135）パネル報告書 para. 8.236
48 ブラジル - タイヤ事件（DS332）上級委員会報告書 paras. 238-239
49 中国 ‐ オーディオビジュアル事件（DS363）上級委員会報告書 para. 218
50 中国 ‐ オーディオビジュアル事件（DS363）上級委員会報告書 para. 223
51 中国 ‐ 原材料事件（DS394、395、398）パネル報告書 paras. 121-129、149-160
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条等）。

②安全保障例外（GATT第21条・GATS第14条の2）

（a）機能及び条文構造

　GATT 第 20 条及び GATS 第 14 条は様々な国

内政策による措置を免責する措置であるが、安全

保障目的の措置は、GATT 第 21条により正当化さ

れる。なお、GATS 第 14 条の 2 にもGATT 第 20

条類似の条項がある。

　GATT 第 21条は、a 号からc 号から成り立って

いる（図表Ⅱ‐4－9 参照）。
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　GATT 第 21条は、安全保障という国家にとって

死活的な関心を有する領域を規律する関係上、以

下の点で GATT 第 20 条と異なる条文構造となって

いる。第一に、GATT 第 21 条では、条文上、加

盟国自身が「自国の安全保障上の重大な利益」の

有無を判断できるとされている。第二に、GATT

第 21条には、GATT 第 20 条柱書のような濫用防

止規定がなく、各加盟国に広範な裁量を与えている。

　GATT 第 21条については、GATT 第 20 条と異

なり、WTO 紛争解決手続でパネル・上級委員会

の解釈が示されたことはない。

　

（b）具体例

　上記（a）で述べたとおり、GATT 第 21 条が

WTO 紛争解決手続で争われたことはないが、安

全保障を目的とした輸入制限は、旧 GATT 時代よ

り用いられている52。WTO成立後のトピックスには、

例えば以下のものがある。

（i）安全保障貿易管理

　自国及び国際社会の平和と安全の維持を目的とし

て、各国において武器や大量破壊兵器等への転用

が懸念される貨物・技術に関する輸出制限が実施さ

れている。詳細は第 3 章のコラム「安全保障貿易管

理」を参照。

（ii）ヘルムズ・バートン法

　米国のキューバに対する経済制裁であるヘルム

ズ・バートン法は、GATT 第 21条に関しWTO の

紛争解決手続に付託された唯一の事例である（もっ

とも、実際のパネル審理は行われることなく、1998

年にパネルは消滅した）（詳細は第Ⅰ部第 3 章「米国」

一方的措置・域外適用を参照）。

（iii）紛争ダイヤモンドの輸出入規制

　2003 年 2月にウェーバー（WTO 設立協定第 9.3

条に基づき、加盟国間の同意を得て、加盟国に課

せられる義務を免除する手続のこと。第 1 章（2）

②（d）参照）が合意された紛争ダイヤモンドの輸

出入規制についても、GATT 第 21条と密接な関係

を有する。

　1998 年以降、アンゴラ内戦においてダイヤモンド

原石の取引が反政府勢力の紛争資金源になってい

る状況が、紛争ダイヤモンド問題として国際社会の

52 例えば、1977 年に国連安全保障理事会が南アフリカのアパルトヘイト政策等に対する非難決議とそれに伴う武器、弾薬、軍事
車両や装備等の輸出を禁止する経済制裁が決議され（UN Res.418）、各加盟国が南アフリカへの輸出禁止を行った事例が言及さ
れている（GATT, Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice, Updated 6th Edition（1995）（P.605））。他方、1975
年にスウェーデンが導入した靴の輸入割当制度は整合性に疑義があると指摘のあったケースである。スウェーデンは、本措置
は戦時その他の国際関係の緊急時に備え、基幹産業の国内生産能力維持を目的としたものであり、GATT 第 21 条の精神に沿っ
たものであると主張した。しかしながら、措置に対しては多くの GATT 加盟国から協定整合性の疑問が呈され、1977 年に本措
置は撤廃された（L/4250、L/4250/Add.1、L/4254）。

a

b

i
ii

iii
c

＜図表Ⅱ‐ 4‐ 9＞　GATT 第 21 条の条文内容
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関心となり、2000 年及び 2001年には、国連安保

理が、アンゴラ（決議 1173（1998）、決議 1295（2000））、

シエラレオネ（決議 1306（2000）、決議 1343（2001））

及びリベリア（決議 1343（2001））に対し、経済制

裁決議を採択した。

　このような流れを受け、2002 年 5月以降、ダイヤ

モンド原石の取引規制を検討する「キンバリー・プ

ロセス」が開始され、結果、2002 年 11月のスイス

会合で、ダイヤモンド原石の国際取引に関する基本

的な国際証明制度を定めた枠組文書が採択され、

2003 年 1月1日から同制度が開始された。

　しかしながら、当該枠組に沿っていないダイヤモ

ンド原石の輸入を制限する本制度は、WTO 協定整

合性に疑義があったことから、2002 年 11月に、日

本はカナダ、シエラレオネと共同してキンバリー・プ

ロセス非締約国へのダイヤモンドの輸出入を全面禁

止する措置について、最恵国待遇（GATT 第 1条）、

数量制限（GATT 第 11条、第 13 条）のウェーバー

導入を提案し、2003 年 2月にウェーバーが合意さ

れた。

　本措置は、以下の観点から、GATT 第 21 条に

よる正当化が困難なケースであり、ウェーバーによ

る解決がなされた案件だったように思われる。①

GATT 第 21 条 b 号柱書については、遠隔地の局

地的紛争に係る措置は、「自国の安全保障の重大

な利益」に必要な措置といえないおそれがあり、②

GATT 第 21 条 b 号（ii）については、紛争ダイヤ

モンドが反政府勢力の資金源となっているかの立証

が困難であるため、「軍事施設に供給するため…間

接に行われる…取引」といえないおそれがあり、③

GATT 第 21 条 c 号については、国連決議ではア

ンゴラ等の紛争ダイヤの輸入禁止しか行っておらず、

キンバリー・プロセス非締結国のダイヤモンドの輸出

入全面禁止は「国連憲章の義務に従う措置」といえ

ないおそれがあった。

（3）経済的視点及び意義

　GATT 第 20 条及び GATT 第 21 条の正当化事

由は、貿易自由化の利益と正当な国内政策の実施

に伴う貿易制限を調整する役割を果たしている。

　第Ⅱ部各章に記載された貿易自由化の原則は、

いずれも何らかの経済合理性を担保するためのもの

であるが、仮に、貿易自由化原則から逸脱した措

置であっても、正当な国内政策の実現のための措

置については、WTO 協定違反が免責されるべきで

ある。他方、正当化があまりに簡単に認められてし

まうとすれば、加盟国の恣意的な措置を許容するこ

とになり、自由貿易体制が形骸化する懸念もある。

加盟国間の利害を調整し、実効的な自由貿易体制

を構築するという点に、本条の重要な意義が認めら

れる。

（1）米国－ガソリン規制に関する措置
（DS2）

　（第Ⅱ部第 2 章 2．主要ケース（1）参照）

（2）米国－エビ事件（DS56）
　（第Ⅱ部第 3 章 2．主要ケース（2）参照）

（3）EC－アスベスト事件（DS135）
　（第Ⅱ部第 2 章 2．主要ケース（2）参照）

（4）米国－越境賭博事件（DS285）
　（第Ⅱ部第 12 章 3．主要ケース（3）参照）

（5） ド ミ ニ カ - 紙 巻 タ バ コ 事 件
（DS302）

　ドミニカが輸入・国産双方の紙巻タバコに導入し

た、ドミニカ国内で税務当局検査官の監督の下、個

別包装への印紙の貼付けを義務づける措置等が争

点となった。

　ドミニカに紙巻タバコを輸出していたジャマイカ

が、本件措置は一見国産品と輸入品に同一の義務

2．主要ケース
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を適用しているが、実際には輸入品のみに追加的

なコストがかかっているとして、本件措置は GATT

第 3.4 条に反する旨主張し、2003 年 10月に協議を

要請した。

　協議が不調に終わったため、DSB は 2004 年 1

月にパネル設置を決定し、パネルは同年 11月、加

盟国に最終報告書を送付した。

　ドミニカはパネル審理において、本件措置が

GATT3 条 4 項に適合すること、及び GATT 第 20

条 d号による正当化が可能である旨主張した。パネ

ルは本件措置が実質的には内外差別を構成すると

してGATT 第 3.4 条違反を認定した上で、GATT

第 20 条 d 号にいう 「必要性」を満たさないこと

から、本件措置は同号により正当化されないとした。

　パネルは「必要性」の判断に際し、ジャマイカが「外

国の輸出者に対し税印紙を配布し、輸出前に外国

での貼り付けを認める」というより貿易制限的でな

い代替措置を提案したが、ドミニカが当該措置では

目的を達成できないことを立証できていない点を理

由として挙げた。

　その後ドミニカは上級委員会へ申し立てを行った

が、上級委員会は上記パネル判断を支持し、判断

が確定した。

（6）ブラジル－再生タイヤ事件
（DS332）

　（第Ⅱ部第 3 章 2．主要ケース（3）参照）

（7）中国－オーディオビジュアル事件
（DS363）

　（第Ⅱ部第 12 章 3．主要ケース（5）参照）

（8）コロンビア－入港規制事件
（DS366）

　コロンビアには国際貿易に利用されている関税港

が 26 箇所存在していたが、コロンビアは関税詐欺

の防止のため、繊維、衣服、履物の輸入をこのうち

11 港に制限していた。更に、パナマ原産（又はそこ

から輸入された）の上記品目に関しては、ボゴタ空

港又はバランキラ港のみで輸入が許可されていた。

　ただし、パナマからコロンビア以外の国へ輸出さ

れる物品が、「積換（trans-shipment）」のため、コ

ロンビアを経由する際には、上記の11 港であれば、

どこでも経由してよいとされていた。

　パナマは本件措置が GATT 第 1 条、5 条、11

条に反するとしてコロンビアに協議を要請し、協議

が不調に終わったことから、2007年 10月にパネル

が設置され、2009 年 4 月にパネルの最終報告書が

加盟国に送付された。

　パネル審理において、コロンビアは本件措置が上

記の GATT 各条に違反しないこと、及び GATT

第 20 条 d 号で正当化されることを主張した。パネ

ルは本件措置の GATT 各条の違反を認定した上

で、GATT 第 20 条 d 号にいう「必要性」を満たさ

ないため、同号による正当化は認められないとした。

（9） 中 国 － 原 材 料 事 件（DS394、
395、398）

　（第Ⅱ部第 3 章参考「輸出規制」4．主要ケース（4）

参照）

（10）　EC̶アザラシ製品の販売禁止
措置（DS400、401）

（第Ⅱ部第 11章「基準・認証制度」2. 主要ケース（6）

　参照）
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（1）ルールの背景
　関税は代表的な貿易障壁であり、WTO では、

加盟国が交渉（ラウンド）を通じて相互に関税を引

き下げていくことを目指している。こうした動きに係

る法的規律を概観する前に、ここでは、関税の定義、

機能、要素（関税率、関税分類、関税評価）につ

いて説明する。

①関税とは

　関税とは、物品の輸出入に際して課せられる税

金のことであるが（注 1）、物品の輸入に際して課せら

れる輸入関税を指すのが一般的である（注 2）。

（注 1） GATT 第 1 条では、一般的最恵国待遇の対象と

し て「customs duties and charges of any kind 

imposed on or in connection with importation 

or exportation ……」と規定しており、輸入に対

する関税と併せて輸出に対する関税も想定してい

る。

（注 2） 我が国の関税は、関税定率法第 3 条において、「関

税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として

課するものとし、……」と規定しており、輸入貨物

にのみ課することを明らかにしている。

②関税の機能

　関税には、財源機能、国内産業保護機能、貿易

歪曲効果是正機能（制裁機能）の 3 つの機能があ

ると考えられる。

　財源機能とは、関税収入が国の財源となる側面

に着目した場合の機能である。かつては関税の機

能としてこの財源機能が重視されたが、経済の発

展と内国税の体系整備により、先進国においては、

その重要性は低下している。例えば、我が国におけ

る関税収入額は約1.03 兆円であり、国税収入に占

める関税収入の割合は約 2.0％である（2013 年度決

算ベース）。他方、開発途上国においては、なお関

税の財源機能が重要である国もある。

　国内産業保護機能とは、関税を課すことにより、

競合する輸入品に不利となるよう競争条件を政策的

に変更し、国内産業を保護する機能である。事実、

各国の関税率を見ると、それぞれの国内産業の競

争力を相当程度反映しているものと考えられる。な

お、市場アクセスと国内産業保護とのバランスを図

る観点から、一定の数量までは無税又は低税率（一

次税率）の関税を適用し、当該数量を超える輸入

については比較的高税率（二次税率）の関税を適

用する関税割当制度が採用されている場合もある。

　WTO 協定上は、国内産業保護手段として、数

量制限が原則として禁止される一方、関税による保

護は認められている（注 3）。これは、国内産業保護手

段としては、関税が数量制限より望ましいと理解さ

れてきたことによる（後述（3）参照）。

　貿易歪曲効果是正機能（制裁機能）とは、貿易

歪曲効果を有する措置への対抗策として関税が用い

られる場合の機能である。例えば、GATT 第 6 条

の実施に関する協定（アンチ・ダンピング協定）に

おいて、ダンピングが行われていると認められる場

合にアンチ・ダンピング関税によりその是正が図ら

れる場合や、補助金協定において、交付は禁止さ

第5章
関　　税

1．ルールの概観
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れていないが輸入国の国内産業に損害を与えている

補助金に対して相殺関税が課される場合がこれに

あたる（第 6 章「アンチ・ダンピング措置」及び第

7 章「補助金・相殺措置」を参照）。

（注 3） GATT 第 11 条では、「加盟国は、……関税そ

の他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限も新

設し、又は維持してはならない」と規定し、数

量制限を禁止する一方で関税賦課は認めてい

る。

③関税率

　関税措置においては、言うまでもなく関税率が重

要な要素となる。

　上述のような3 つの機能を有する関税であるが、

関税賦課は世界経済全体の厚生を低下させる可能

性をはらむ。そのため、1947年以来、GATT の下

で、関税率の水準が逐次引き下げられてきた。これ

は、各国が関税交渉（1994 年に終了したウルグア

イ・ラウンドを含めた数次のラウンド交渉）により関

税率の上限（これを「譲許税率」という。また、譲

許税率を上限として実際に適用される関税率を「実

行税率」という）を相互に引き下げることで実現さ

れてきた。また、ウルグアイ・ラウンド以後、分野

別の関税率引き下げの努力が行われ、情報技術協

定（ITA：Information Technology Agreement）

による情報技術製品の関税撤廃や医薬品関税撤

廃等の成果をあげている。なお、ウルグアイ・ラウ

ンドの結果、我が国の鉱工業品の最終平均譲許税

率（貿易量加重平均）は 1.5％となり、米国 3.5％、

EU3.6％、カナダ4.8％と比較しても相対的に低い

水準となっている。

　一方で、各国で依然として農産品をはじめとする

分野で高関税のまま維持されている品目もあり、タ

リフ・ピークと呼ばれている。例えば、米国（落花生）、

EU（バナナ）、カナダ（バター）、韓国（カッサバ芋）

等において見られる。

＜図表Ⅱ‐ 5‐ 1＞　ウルグアイ・ラウンドによる各国鉱工業品の関税率、譲許率の変化

（注）1．日本の数字については旧通商産業省推計（石油（Petroleum）、林・水産物を除く。林・水産物を含む場合の数字は 1.7％）。
2．その他の国については GATT 事務局の計算による（石油（Petroleum）は除く）。
3．平均関税率は貿易加重平均により算出したもの。
　　平均関税率＝譲許品目の関税額の総和÷譲許品目の輸入額の総和× 100
　　　　　　　　（譲許品目の関税額＝譲許品目輸入額×譲許税率）
4．譲許率（バインド率）は貿易加重平均により算出したもの。
5．「前」、「後」はウルグアイ・ラウンド合意実施前、実施後の税率を示す。

 
  EU       

 

 

 3.8 5.4 5.7 18.0 20.0 20.4 37.3 9.0 10.2 23.9 72.2

 1.5 3.5 3.6 8.3 12.2 36.9 28.0 4.8 9.1 24.6 32.4

 

 98 99 100 24 36 30 12 100 2 9 12

 100 100 100 89 96 92 70 100 79 66 68



＜図表Ⅱ‐ 5‐ 2＞　主要各国の関税率の状況

（注）1．上記数値は WTO 事務局作成 World Tariff  Profi les 2014 より抜粋。
　　　　（注 1）数字は品目ベース。
　　　　（注 2）非農産品とは、農業協定対象品目以外の品目であり、林・水産物を含む。

2．平均実行税率が平均譲許税率を上回っている国があるが、これは、平均実行税率と平均譲許税率では算出にあたって使
用する品目数が異なること等に起因するものであり、ただちに個別の品目について譲許税率を上回る税率を課している
ことを示すものではない。

3．譲許率について、100.0 は、小数点第一位を四捨五入して 100％になる場合、100 は、非譲許の品目が一つもない場合を
意味する。
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 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 45.9 

 2.5 4.7 2.6 4.9 99.6 99.6 

 3.3 3.5 3.1 3.4 100.0 100.0 

EU 3.9 5.2 4.2 5.5 100 100 

 4.7 6.3 4.5 6.0 100 100 

 5.3 6.8 2.3 4.2 99.7 99.7 

 6.5 9.9 0.0 0.2 65.0 69.6 

 7.2 7.7 9.3 9.7 100 100 

 9.1 10.0 9.0 9.9 100 100 

 10.2 16.6 6.8 13.3 93.8 94.6 

 10.4 11.5 8.3 9.5 100 100 

 10.8 10.2 2.2 2.0 100.0 100.0 

 11.0 10.0 3.0 2.7 96.6 97.0 

 14.9 22.9 5.5 6.0 81.9 84.3 

 15.7 19.0 7.5 7.6 95.5 96.1 

 23.4 25.7 5.7 6.3 61.9 67.0 

 25.0 25.1 6.0 6.0 100 100 

 25.4 27.8 8.3 11.4 71.3 75.0 

 30.8 31.4 14.1 13.5 100 100 

 31.8 31.9 13.9 13.4 100 100 

 34.6 48.6 10.2 13.5 70.5 74.4 

 34.8 36.2 5.9 7.9 100 100 

 35.6 37.1 6.7 6.9 96.1 96.6 

 42.5 49.6 9.1 10.4 100 100 

 57.0 95.1 11.6 12.7 2.0 14.8 

 60.1 78.3 7.4 7.6 100 100 
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④関税分類

　関税率とともに関税制度の基本となる要素が、関

税分類である。

　各国の関税賦課の基準となる関税率表は、品目

ごとに割り当てられた関税分類番号と、それぞれの

番号に対応する関税率とから成っている。ある物品

を意図的により関税率の高い品目に分類する等恣意

的な運用がなされれば、関税率の引き下げが事実

上無効化してしまうため、関税分類の在り方は具体

的な関税賦課に際して極めて重要な意味を有する。

　関税分類については、WTO 協定上の規定はな

く、かつては各国が独自の制度を有していたが、貿

易拡大に伴い統一化の必要性が認識され、1988 年

に関税協力理事会（CCC：Customs Cooperation 

Counci l、 通 称 WCO：World Customs 

Organization）において「商品の名称及び分類につ

いての統一システム（HS：Harmonized System）」（HS

条約）が策定された。

　本条約には、我が国、米、EU などの主要国を

含む世界147 か国及び地域（2013 年 5月）が加盟

しており、加盟国間では関税番号で 6 桁までの関

税分類が統一されている。

　HS 条約加盟国は、自国の関税率表をHS 条約

附属書の品目表（HS 品目表、最小単位は 6 桁）に

適合させる義務があり、我が国の関税定率法、関

税暫定措置法の別表及び輸出入統計品目表も、こ

れに適合している。

　HS 品目表は、国際貿易の実態を踏まえて作成さ

れているが、技術革新による新規商品の登場、国

際貿易の態様の変化等に対応するため、これまで

に 5 度（1992 年、1996 年、2002 年、2007 年、

2012 年）改正されている。

　2012 年の HS 品目表改正（2009 年 6月のWCO

総会において承認、採択。2012 年 1月から発効）

では、環境保護の要請を受けた項・号の新設、変

更などが行われた。

⑤関税評価

　関税の賦課に際しては、賦課の基準額を査定す

る関税評価も重要な要素となる。

　仮に、関税賦課の基準額を各国が恣意的に認定

すれば、関税率の設定は無意味となってしまう。そ

こで、関税評価については、GATT 第 7 条及び

GATT 第 7条の実施に関する協定（関税評価協定）

により、国際ルールが定められている（注 4）。

（注 4） 関税評価協定第 1条では「輸入貨物の課税価額は、

輸入貨物の取引価額・・に第 8 条の規定による調

整を加えた額とする」と規定し、現実の支払価額

※ WTO 事務局　World Tariff  Profi les 2014 の数値を基に経済産業省作成。

＜図表Ⅱ‐ 5‐ 3＞　非農産品の単純平均譲許税率
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を基本とすることを明らかにしている。また、第 2

条では、例外的に同種貨物の取引価額によること

ができる旨規定されている。

　　　 　さらに、第 7条においては、課税価格の決定の

際に用いてはならないもの（禁止事項）が列記（輸

入国で生産された貨物の販売価格、最低課税価格

等）されている。

（2）法的規律の概要
　WTO 協定は、数量制限を原則として禁止する一

方で関税賦課を容認しつつ、加盟国が関税交渉を

通じて、品目ごとに、関税率の上限を約束し（この

約束を「譲許」という）、逐次その上限税率（譲許税率）

を引き下げることによって、関税障壁を削減すること

を目指している。

①GATT上の規律

　GATT 第 2 条は、加盟国に対して、譲許税率を

超えない関税率の適用を義務づけている。また、

GATT 第 28 条は、加盟国が譲許税率の引上げや

撤回を行うためには、譲許について直接交渉した加

盟国や主要供給国との交渉・合意と、その譲許の

変更に実質的利害を有する当該産品の主供給国等

との協議を条件とする旨規定している。

②関税分類に関する規律

　関税分類については、上述のHS 条約第 3 条 1

項において、締約国が HS 分類の部、類、項又は

号の適用範囲を変更しない義務を規定し、HS の

統一的運用の確保を図っている。HS 分類は、技術

開発の進展等を反映して定期的に見直されるが、品

目の分類が変わっても、譲許内容には影響しない

のが原則であり、譲許税率が引き上げられる結果と

なる場合には、GATT 第 28 条の交渉が必要とさ

れている。

③「譲許」の重要性

　以上から明らかなように、譲許税率が高いことや、

そもそも譲許しないことは、WTOルール上は問題

とならない。譲許税率の範囲内で実行税率を引き

上げることや、非譲許品目の税率を引き上げること

も、WTO 協定上は許容される。

　しかしながら、協定上許容されるからといって突

然関税率を引き上げるといった措置がとられると、

予見可能性等の観点から貿易への悪影響は免れな

いことは当然である。また、先に述べたとおり、譲

許を通じて関税率の引き下げを図っているWTO 協

定の前提からしても、譲許は不可欠のプロセスであ

る。

　こうした観点から譲許の重要性は強調されるべき

であるが、ウルグアイ・ラウンド後の非農産品の譲

許率（全譲許品目数／全品目数×100）を見ると、

我が国や米国、EU、カナダではほぼ 100％であるが、

韓国93.8％、インドネシア96.1％、タイ71.3％、マレー

シア 81.9％、シンガポール 65.0％、香港 37.7％等と

なっており、相対的に低い水準の国・地域も散見さ

れる（WTO 事務局作成 World Tariff  Profi les 2014

より）。なお、譲許の際には、予見可能性を高める

観点から、可能な限り譲許税率を実行税率の水準

に揃えるべきである。開発途上国においては一般

的に譲許税率と実行税率の乖離が大きく、いつでも

譲許税率までの引き上げが可能となっている。これ

は予見可能性の観点から問題であり、実行税率より

高い関税率での譲許は是正されるべきである。な

お、先進国については、両税率の間にほとんど乖

離は見られない。

（3）経済的視点及び意義
　ここでは、関税が数量制限よりもなぜ望ましい措

置として理解されてきたのか、関税率の引き下げが

なぜ望まれるのか、といった問題について基礎的な

経済的分析を加える。また、これらの分析を踏まえ、

WTO における関税引き下げの国際交渉の重要性に

ついて指摘する。

①関税の効果

　輸入関税賦課の最も基本的な効果は、当該国に

おける国内価格上昇である。いわゆる「小国」（国
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際価格に影響力を有しない国）の場合、関税分だ

け価格が上昇する。他方、いわゆる「大国」（国際

価格に影響力を有する国）の場合には、関税によ

る需要減少が国際価格を低下させるため、実際の

価格上昇は関税分よりも低くなる。

　この国内価格の上昇は、当該財の国内生産を拡

大させると同時に、その財への需要を抑制すること

になる。つまり、関税によって、国内生産者は利益

を得るが、消費者は損失を被ることになる。また、

当然のことながら、輸入国政府は関税収入を得る。

　このように関税は異なるグループに異なる利益と

費用をもたらし、これらの大小関係が輸入国全体と

しての経済厚生の変化を決めることになる。経済厚

生は、関税賦課が国際価格に影響を与えない「小

国」の場合は必ず下がるが、関税の賦課が国際価

格の低下につながる（すなわち交易条件の改善があ

る）「大国」の場合には上がるケースもある。特に、

関税が十分に低い場合には交易条件の改善による

利益は常に費用を上回り、厚生を最大化する「最適

関税」が存在することが知られている。しかし、自

国の交易条件の改善は外国の交易条件の悪化をも

たらしており、外国の経済厚生を低下させることに

なる。したがって、場合によっては、外国の反発を

招きかねない。

　なお、輸入した原材料を用いて生産を行っている

場合には、通常、最終製品に対する関税率だけで

最終製品の保護水準とみなすことはできない。この

場合、原材料に対する関税率も考慮する必要があ

る。すなわち、原材料に対する関税率の方が最終

製品に対する関税率よりも低い場合には、最終製

品の実際の保護率は最終製品に対する関税率より

も高いと考えるべきである（このように、原材料に

対する関税率も考慮した保護率を「有効保護率」と

呼ぶ）。

　したがって、関税率が低くとも、国内産業保護機

能が十分に機能する場合があることに注意が必要

である。

②数量制限の効果（第Ⅱ部第 3章「数量制限」参照）

　数量制限には様々な形態があるが、その代表的

な形態である輸入割当について考えると、理論的に

は、その効果は輸入関税と同じく、輸入水準の低

下と国内価格の上昇である（同等性定理）。

　輸入割当が輸入関税と異なる点は、輸入国政府

が収入を得ず、輸入割当のライセンスを得た者が超

過利益（割当レント）を得ることになる点である（し

かし、ライセンスをオークションによって輸入業者に

売り渡せば、理論上は関税収入と同額の政府収入

を得ることになる）。

　なお、国内市場が完全競争にない場合（例えば

独占の場合）、市場が成長している場合、商品価格

に変動がある場合等には、一般に数量制限の方が

市場歪曲効果が大きく、同等性定理が成り立たない

ことが知られている。

③輸入関税が数量制限よりも望ましい理由

　前述のとおり、WTO 協定では数量制限が原則と

して禁止される一方、関税による保護は認められて

いる。これは、政策の施行が不透明になりがちな

数量制限（例えば相手先と数量が恣意的に決定さ

れがちになる）よりも関税のほうが恣意性が介在し

にくいこと、数量制限では国際価格の変化や為替

変動に拘らず輸入量が一定に制限されること、輸入

割当の公平性が担保されないことへの警戒、といっ

た点が根拠となっているものと考えられる。さらに、

関税であれば、効率化によるコスト削減などによる

輸出努力の余地がある点も、数量制限よりも関税の

ほうが望ましいと理解されてきた根拠である。

④関税引き下げの正当化根拠

　WTO 協定は、数量制限を原則として禁止し、関

税による産業保護を認める一方で、加盟国が交渉

を通じて関税を逐次引き下げていくことを目指して

いるが、関税引き下げの正当化根拠は、経済的に

は次のように要約される。すなわち、関税引き下げ

は、関税賦課による価格システムの歪曲を通じた

効率性喪失（いわゆる死荷重）を低減する。また、
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市場保護の程度を減ずることにより市場が拡大する

と、輸出国の生産者は規模の利益を享受でき、経

済全体としてもメリットが生じる。

　このような議論に対しては、「大国」においては

交易条件改善によるメリットがある（最適関税の議

論）との反論や、国内市場の失敗が存在する場合

には関税が厚生を高めるとの反論がある。

　しかし、最適関税は相手国の犠牲の下に厚生を

増大させるため世界全体の厚生が自由貿易に比べ

て低くなることや、相手国が報復措置をとった場合

には結局経済厚生が自由貿易の状態より悪化する

可能性があることが知られている。また、国内市

場の失敗には関税のような国境政策ではなく国内政

策、すなわち市場の失敗を直接是正するような政策

を割り当てたほうがよいとされている。

⑤関税による所得再分配と国際交渉の重要性

　以上のように、経済的に見ると、基本的には関税

引き下げが経済効率性を向上させると考えられ、関

税率は低減されることが望ましい。

　しかしながら、現実には関税を完全に撤廃する

国はまれである。各国の関税実態を見ると、社会全

体での厚生増加を目的として低減するのではなく、

むしろ所得再分配を目的として関税が賦課されてい

る場合も多いからである。これは、様 な々利益団体

の行うロビー活動など政治的な意図による影響が少

なからず反映しているものと思われる。

　このように国内的要因によって関税が賦課されて

いる場合、経済学的な社会全体の厚生増大を理由

として自発的な関税引き下げを実現することは困難

である。

　ここに、WTO の基本的な考え方である国際交

渉による関税引き下げの重要性がある。国際交渉を

通じて相互に利益を与えることを条件とすれば、関

税引き下げを通じたより自由な貿易が実現できるの

である。

（4）後発開発途上国（LDC）への配慮
措置

　1996 年 6月のリヨン・サミットにおいて、WTO

事務局長が LDC（後発開発途上国）向け関税撤廃

構想を提唱したことを契機として、その後の累次の

サミット等において、LDC 向け市場アクセス改善の

可能な方策を検討する旨の宣言が行われている。

　このような背景を踏まえて、1999 年 12 月の

WTO 第 3 回シアトル閣僚会議において、LDC か

らの輸入について無税・無枠の特恵待遇を実質的

にすべての産品に供与し、実施するとの提案がなさ

れたが合意には至らなかった。

　しかし、2000 年 2 月、WTO 事務局長が新ラ

ウンド立ち上げに向けた開発途上国との信頼醸成

措置として本件イニシアティブを提唱した。また、

UNCTAD（国連貿易開発会議）において、小渕首

相（当時）が本イニシアティブを主要国の参加を得

て推進すると表明した。

　同年 3月末には日本・EU・米国・カナダの四極の

間で「先進国は、自国の特恵措置に基づき国内上

の要件及び国際上の協定に準拠して、LDCを原産

とする実質的にすべての産品に対して無税無枠の措

置を与えることによりLDC に対して優遇されたマー

ケット・アクセスを供与する」ことで合意した。

　この四極の合意をベースに、2000 年 5 月の

WTO 一般理事会で本イニシアティブが発表され、

チリ、チェコ、ハンガリー、アイスランド、韓国、ニュー

ジーランド、ノルウェー、スロベニア、スイスが参加

を表明し、また、2000 年 6月のAPEC 貿易担当

大臣会合の議長声明でも、本イニシアティブに未参

加のAPEC エコノミーに対し、自主的に本イニシア

ティブに参加するよう促すことが盛り込まれ、香港、

豪州、シンガポールが本イニシアティブへの参加を

確認した。

　さらには、2001年 5月に開催された第 3 回国連

LDC 会議において、「LDC 産品のすべての品目に

ついて無税無枠の措置を講じるという目標に向けて

改善の作業を行う」旨のブリュッセル宣言及び行動

計画が採択され、同年 7月のジェノバ・サミット・
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G8 コミュニケ及び WTO 閣僚宣言において当該宣

言内容が再確認された。

　2002 年 6月末にカナダで開催された G8カナナ

スキス・サミットのアフリカ行動計画、8月末から南

アフリカで開催されたWSSD（持続可能な開発に関

する世界首脳会議）の実施、2003 年 6月にフラン

スで開催されたエビアン・サミットの G8 協調行動、

2005 年 7月にイギリスで開催されたグレンイーグル

ズ・サミットの G8 の貿易においてもブリュッセル宣

言のスタンスが確認された。

　我が国では、2002 年 12月に関税・外国為替等

審議会において 2003 年度関税改正に関する答申

が出された。特に特恵関税制度については、上記

国連 LDC 会議やサミット等における議論を踏まえ、

LDC への一層の支援を図るため、農水産品につき

LDC に対する無税品目を大幅に拡大した（農水産

品 198 品目を追加）。

　2005 年 12月の関税・外国為替等審議会におい

ては、2006 年度以降、我が国のLDC 特恵の対象

国にコモロ、ジブチ、東ティモールの 3 か国を追加

する旨の答申が出された。

　また、同月、香港で開催されたWTO 第 6 回閣

僚会議に先立ち小泉首相（当時）は、LDC からの

市場アクセスを原則として無税無枠化し、開発途上

国の輸出能力の向上に対して支援する等を含む「開

発イニシアティブ」を発表した。

　さらに、同閣僚会議において、先進国は、2008

年又は DDA実施期間の開始までにすべてのLDC

産品について原則無税無枠化すること、実施が困

難な国は、最低でも品目ベースで 97％の無税無枠

供与が合意されたほか、綿花問題やWTO 協定上

のLDCに対する新たなS&D（特別かつ異なる待遇）

について合意するなど、開発途上国に配慮した成果

が得られた。

　これを踏まえ、我が国では、2006 年 12月の関税・

外国為替等審議会において、LDC への一層の支援

を図る観点から、WTO 香港閣僚宣言等を受けた

LDC に対する市場アクセスの無税無枠措置の拡充

等について答申が出された。本答申を踏まえ 2007

年 4 月1日以降、LDC 産品のうち無税無枠措置の

対象となる品目の割合は、品目ベースで約 86％から

約 98％まで拡大されている。

　また、2013 年 12月にインドネシア・バリで開催

されたWTO 第 9 回閣僚会議では、品目ベースで

97％の無税無枠供与を達成していない先進国は、

第 10 回閣僚会議までに改善することが合意された

（資料編第 1章参照）。

（1）ドーハ・ラウンド　非農産品市場
アクセス（NAMA）交渉

①議論の背景

　農産品以外のすべての品目（鉱工業品及び林水

産物）を含む非農産品の貿易は、世界貿易の約 9

割を占めており、市場アクセスの改善は世界経済活

性化の鍵である。累次のラウンドを通じて、なお一

部の品目において高関税が残存するものの、先進

国の関税は全体として低水準となっているが、他方

で、開発途上国の中には全体として高関税の国も少

なくない。

　こうした状況を踏まえ、2001年以降のドーハ・ラ

ウンド交渉では、一層の市場アクセス改善のために

関税・非関税障壁の削減又は撤廃について交渉が

行われてきた。

　関税交渉は、関税の一律削減と分野別の関税撤

廃の 2 つの交渉が行われてきた。関税の一律削減

とは、全ての品目に一律に適用される関税引き下げ

方式（フォーミュラ）を用いた関税の削減方法である。

この中核的な要素（フォーミュラの係数、開発途上

国向けの柔軟性、非譲許品目に関するかさ上げ幅）

については、当初、先進国と開発途上国の間に隔

たりがあったものの、2008 年 12 月の第 4 次改訂

議長テキストでは、多くの要素で意見が収斂した。

　他方、先進国は、フォーミュラによる関税削減で

は新興国の関税を十分に削減できないため、さら

2．交渉状況
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なる関税削減を目指して、特定分野の品目を対象と

する分野別の関税撤廃交渉を進めた。分野別関税

撤廃交渉は、産業分野を特定してフォーミュラカッ

トによる関税引き下げを超える関税撤廃・関税率の

調和を行おうとするものであり、現在、電気・電子

や化学等、14 の分野が提案されている。これまで、

製品分野毎に、各国の輸出関心やセンシティビティ

に配慮し、より柔軟な条件設定を行うことで、成立

要件であるクリティカルマス（世界貿易の主要割合）

を目指して議論が進められていたが、現時点ではこ

れが成立している分野別関税撤廃提案はまだない。

　さらに、分野別関税撤廃交渉と同時進行で、技

術規格、表示義務、輸入規制その他関税によらな

い貿易障壁である非関税障壁（NTB）の撤廃に関

する議論が進められた。2008 年 12月の第 4 次改

訂議長テキストでは、非関税障壁に関し、13 の提

案が附属書に記載された。これらの提案には、個

別分野に係る国内規制や認証制度の調和志向、透

明性の強化等を提案する「分野別」の提案と、非

関税障壁の削減に向けた二国間の協議を促進する

ための手続き等を定める提案などの「水平的」な提

案が含まれている。

　（ドーハ・ラウンド交渉の詳細は、資料編を参照）

②現状

　2001年のドーハ・ラウンド交渉の開始以降、関

税の一律削減について議論され、その成果が 2008

年 12月の第 4 次改訂議長テキストに反映された。

それ以降は、主に、関税の分野別撤廃及び非関税

障壁削減の議論が進められてきた。しかしながら、

ドーハ・ラウンド交渉は、いまだに妥結に至ってい

ない。

　このような状況において、WTO の多角的貿易体

制に対する信任維持のために、産業界からの要望

の強い分野について、ドーハ・ラウンド交渉の枠外

で市場アクセス改善のための交渉が進められてい

る。その一つが情報技術協定（ITA）の拡大交渉

である。

　以下で、同協定の概要とともに、同協定の拡大交

渉の状況について、解説する。

（2）　ITA（情報技術協定）拡大交渉
①議論の背景

　ITA（Information Technology Agreement：情

報技術協定）は、1996 年 12月のWTOシンガポー

ル閣僚会議で、WTO 加盟国 29 か国（世界貿易シェ

アの 83%）が情報技術（IT）製品の関税撤廃等に

合意したものであり、1997年に発効された。現在、

78 か国・地域（※）が ITAに参加しているが（世

界貿易シェアの 97%）、関税撤廃の効果は、WTO

協定の下で全加盟国に適用される。

　ITAは、世界貿易総額の15%の関税撤廃に貢献

しており、ITA 立ち上げ当初の1996 年には対象品

目の貿易量が 1.4 兆ドルであったものが、2013 年

には 5.3 兆ドルにまで約 3.7倍に拡大した。ITAは

IT 製品の貿易拡大を通じて、ITを通じた各国経済

の生産性向上、成長に貢献するものであり、特に、

電機電子分野においては国際的なサプライチェーン

が最も発展している分野であり、WTO における多

国間での貿易自由化の意義は大きい。
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Albania 
Australia 
Bahrain 
Canada 
China 
Colombia 
Costa Rica 
Dominican Republic 
Egypt 
El Salvador 
European Union 
Georgia 
Guatemala 
Honduras 
Hong Kong, China 

Iceland 
India 
Indonesia 
Israel
Japan 
Jordan 
Korea 
Kuwait 
Kyrgyz Republic 
Macao, China 
Malaysia 
Mauritius 
Moldova 
Montenegro 
Morocco  

New Zealand 
Nicaragua
Norway
Oman 
Panama
Peru 
the Philippines 
Qatar 
Russian Federation 
Saudi Arabia 
Separate Customs 
Territory of Taiwan, 
Penghu, Kinmen, and 
Matsu 

Singapore
Switzerland 
Tajikistan 
Thailand
Turkey 
Ukraine 
United Arab Emirates 
United States 
Vietnam 

②交渉状況

（a）拡大交渉立ち上げまでの経緯

　IT 製品は、技術進歩が早く、年々新製品が発

売される一方で、ITAについては 1997年の発効以

来、対象品目の見直しがされていなかった。このた

め、各国産業界から、技術進展による新製品等を

対象とした ITAの対象品目の拡大を求める強い要

望が寄せられていた。具体的には、2011年 3月に

我が国を含む17か国・地域の 39 のハイテク産業団

体（その後、同年 5月に18 か国・地域から 41の団

体）が ITA 拡大を要請する共同声明を発表した。

　このような産業界の声に後押しされ、2011年半

ばから日米が ITA 拡大交渉の立ち上げを主導した。

具体的には、EUを除くITA 主要国・地域（日米中

馬韓台等）が集まるAPEC で交渉開始に向けた素

地を形成し、2011年 11月のAPEC ホノルル首脳宣

言で、「APEC エコノミーが、WTO での交渉開始

に向け主導的役割を果たす」旨合意した。これを

契機に、日米が連携してAPEC エコノミーを中心

に ITA 主要国・地域に働きかけを行った結果、各

国・地域ともITA 拡大に向けた前向きな姿勢となり、

交渉開始の実現が高まった。他方で、交渉立ち上

げの最終局面まで、EU が関税交渉と非関税障壁

交渉をリンクさせて ITA 拡大交渉を行うべきと強く

主張し、ドーハ・ラウンドが停滞する中、産業界の

期待に応え、WTO が迅速に結果を出すためには、

関税交渉に集中すべきと主張する日米等各国と協議

が続いた。日米は、各国と連携して EUに対する働

きかけを行い、最終的には関税交渉と非関税障壁

交渉を切り離すことで EUも合意、交渉立ち上げの

道筋ができた。

　2012 年 5月にジュネーブのWTO 事務局で開催

された ITA15 周年シンポジウムにおいて、世界の

産業界からITA 拡大交渉開始に対する強い要望が

あったことも踏まえ、その翌日に開催された ITA委

員会公式会合において、多くの国が日米等の ITA

拡大に関する共同提案を強く支持し、実質的な交

渉が開始されることとなった。

　

（b）交渉の現状

　2012 年 5月末以降、月に1 回の頻度で日米 EU

韓台マレーシア等の関心国による交渉会合がジュ

ネーブで開催され、関心国の要望品目を積み上げ、

整理した「品目候補リスト」の作成が進んだ。

　2012 年秋以降の交渉会合からは中国・フィリピ

ン・シンガポール等も参加し、「品目候補リスト」の

絞り込みが行われるとともに、各国のセンシティブ

品目に関する議論も行われた。しかしながら、2013

年7月の交渉会合において、中国の広範なセンシティ

ブ品目リストに大きな改善が見られなかったことか

ら、7月の交渉会合は中断されることになった。

　その後、APEC 等の場を活用して、各国ハイレ

※ ITA 参加国・地域（合計 78か国・地域：2015 年 2月時点）

※なお、EU は 28 か国からなり、Switzerlandはリヒテンシュタインを含む。
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ベルで中国に対する働きかけを続けた結果、2013

年 10 月から交渉が再開されることになったが、

2013 年 11月の交渉会合において、各国が妥結に

向けて譲歩する中、中国等が多くのセンシティブ品

目を維持し続けたこと等から、妥結に至らなかった。

　2014 年 11月のAPEC 北京首脳会合時に、米中

間で対象品目について合意したことを受け、12月か

ら交渉が再開されたが品目合意に至らず、2015 年

に持ち越しとなった。

　2015 年 2月現在、現行 ITA 対象品目の世界貿

易額の 90％以上をカバーする、53 か国・地域（EU

は 28 か国）が ITA 拡大交渉に参加している。

（3）　環境物品交渉
①議論の背景

　2001年のドーハ閣僚宣言において、「環境関連物

品及びサービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃

及び削減」に関する交渉の立ち上げと、貿易と環

境に関する委員会特別会合（Committee on Trade 

and Environment Special Session）の設置が盛り

込まれ、これを受けて、CTESS において関税削減・

撤廃の対象となる環境物品リストに関する議論が行

われてきた（詳細は第Ⅱ部補論 1 貿易と環境 参考 

ドーハ開発アジェンダにおける環境を巡る議論の進

捗状況を参照）。

　その後、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中で、

APEC に場を移して環境物品の関税削減・撤廃が

議論された。2011年 11 月のAPEC ホノルル首脳

会議で、2015 年末までに対象物品の実行関税率

を 5%以下に削減する旨合意され、2012 年 9月の

APEC ウラジオストク首脳会議で、その対象品目と

して 54 品目に合意した。

②交渉状況

（a）交渉立ち上げまでの経緯

　APEC において環境物品 54 品目の関税削減が

合意されたことも受け、2012 年 11月より、ジュネー

ブにおいて、環境物品自由化推進国で形成する「環

境フレンズ」国（日本、米国、EU、韓国、台湾、

シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、ス

イス、ノルウェー）で、WTO での今後の環境物品

自由化交渉の進め方についての議論が開始された。

　2013 年 6月には、米国が「気候変動に関する大

統 領 行 動 計 画（the President’s Climate Action 

Plan）」を発表。その中で、APEC 環境物品リス

トを基に、WTO において、太陽光、風力、水力、

地熱などクリーンエネルギー技術を含んだ環境物品

の貿易自由化に向けた交渉を立ち上げること、今後

1年間で当該品目の世界貿易シェアの 90％を占める

国の参加を目指すこと等に言及した。

　その後、2013 年 10月のAPEC バリ首脳会議に

おいて、APEC 環境物品リストを基にWTO で前

進する機会を探求する旨合意したことも受け、ジュ

ネーブにおける議論が加速した。そして、2014 年 1

月に、ダボスのWTO 非公式閣僚会合の開催にあ

わせて、米国が主導して、有志国 14 か国・地域（日本、

米国、EU、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、

カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、

コスタリカ）が、WTO 環境物品交渉の立ち上げに

向けた声明を発表した。

　2014 年 7月に、有志国 14 か国・地域で環境物

品交渉を立ち上げ、APEC で合意した 54 品目より

幅広い品目で関税撤廃を目指すことを確認した。

（b）交渉の状況

　2014 年 7月以降、2 か月に 1 回のペースで交渉

会合がジュネーブで開催されている。2015 年 2月ま

でに 4 回の交渉会合が開催され、交渉参加国によ

る要望品目の積み上げ作業が行われている。2015

年 1月からはイスラエルが交渉に加わり、2月現在

では 15 か国・地域が交渉に参加している。

　我が国としては、日本企業の競争力強化、地球

環境問題への貢献、交渉の場としてのWTO の再

活性化という観点から、本交渉の推進に、関係国

と連携しつつ積極的に取り組んでいく。
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Ⅰ．はじめに

　関税額の算定基礎（課税価格）は、輸入貨物が輸

出国から輸入国に対して輸入のために販売（以下「輸

入取引」）される際の価格（以下「取引価格」）であ

り、関税額を公正に算定するためには、まず、取引

価格を公正 ･ 客観的に評価する必要性がある。

　この点、現代の国際取引では、グローバル ･ バ

リュー ･ チェーン（製造業等における生産工程が内

外に分散する国際的な分業体制）を構成するグルー

プ企業間の原材料・部品 ･ 資本財取引のように、取

引当事者が多数化し取引が複層化する例や、価格全

体のうちライセンス料の占める比重が高い電子機器

等のように、物品に関連するサービスや権利の価値

が当該物品の価値に化体していると評価しうる例が

ますます増加している。このような新しく複雑な形

態の取引に関しては、何が公正な取引価格に当たる

かという判断も単純ではなく、関税評価上の取引価

格の評価に関しても、個別事例における各国による

下記の関税評価協定に関する解釈・同協定に基づく

具体的な適用が国際的に必ずしも統一されていない

場合がある。

　他方、関税収入の比重が高い国や国内産業保護の

要請が高い国は、取引価格を高めに査定し、関税額

を嵩上げするインセンティブを有する。

　しかし、取引価格が恣意的に認定されれば、譲許

率の範囲で設定されている関税率が無意味になり、

また、取引価格が不当に高く査定され関税額が嵩上

げされると、輸入貨物は、輸入国において価格が上

昇し競争力が低下する。

　このような状況をうけて、関税評価に際して個々

の取引状況の検討を踏まえた取引価格の公平・客観

的な査定を行う必要性は益々高くなっているといえ

よう。しかし、企業が単独で輸入国の税関による不

合理な関税評価を覆すためには、企業機密を含みう

る取引内容の詳細を開示して取引状況について立証

する必要があり、立証コスト及び企業機密保護の必

要性を考慮すると、反論せずに指示された関税を甘

受するほうが望ましいという判断に傾く可能性もあ

ると思われる。そこで、本稿では、近年着目される

関税評価に関する問題点を国際経済協定に基づいて

法的に分析したうえで、日本企業が輸入国による不

当な関税評価の是正を求めるために日本国政府を通

してとりうる対応策について整理したい。

Ⅱ .　関税評価概説

１．関税評価とは 1

　関税とは、物品の輸出入に際して課せられる税金

であり、一般に輸入関税を指す。関税額は、基準額

である課税価格に関税率を乗じて算出される。

　

　関税額　＝　基準額（課税価格）　×　関税率

　

　関税評価とは、上記の課税価格を査定する手続で

ある。なお、関税率に関しては、WTO 加盟国は、

GATT 附属の譲許表によって、他の全ての加盟国

に対して関税率の上限（譲許税率）を関税品目ごと

に約束（GATT 第 2 条参照）したうえで、国内法

規によって譲許税率の範囲で実際に適用される税率

（実行税率）を定めている。関税評価では、客観的

に適正な課税価格が査定される必要があり、課税価

格の恣意的な設定は、関税率を無意味にする。つま

り、納税者が適正価格より低い価格で課税価格を申

告すれば脱税に当たる可能性があり、逆に、関税当

局が適正価格より高い価格で課税価格を査定すれば

関税額の不当な嵩上げとなる。　

２．関税評価に関するWTO協定上の規律

（１）法源

　WTO 協定上、関税評価は、GATT 第 7 条及び

「GATT 第 7 条の実施に関する協定」（以下「関税

評価協定」という）によって規律されている。関税

評価協定は、課税価格の算定方法（同第 1 ～ 8 条）

1 本書第 II 部第 5 章（関税）１．（１）①、③及び⑤参照

コ ラ ム
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の他、各国の法令等による同協定の実施に係る事項

（不服申立権、公表義務等）、関税評価に係る紛争の

解決手段等について規定している。

　また、加盟国に対する法的な拘束力はないが、実

務上重要なガイドラインとして、WCO2 の関税評価

に関する技術委員会（以下「TCCV」という）3 に

よるガイドラインがある。これは、TCCV が、関

税評価協定の技術的解釈に関する加盟国に対する情

報・助言として採択したものであり、情報・助言

の性質に応じて、勧告的意見（advisory opinions）、

解説（commentaries）、説明ノート（explanatory 

notes）、事例研究（case studies）又は研究（studies）

等の形式をとる4。

（２）課税価格の原則的な算定方法

　課税価格の基本的な算定方式は以下のとおりであ

る（関税評価協定 1 条）5。

課税価格　＝　取引価格　＝

　現実支払価格　＋　8 条に基づく調整額

　輸入貨物の課税価格は、売手・買手が自由な交渉

のうえで合意した価格が当該輸入貨物の実際の市場

価格をもっともよく表すと考えられることから、対

象品目の個別具体的な輸入取引における価格である

「取引価格」を主たる基礎とする 6。したがって、関

税当局は、原則として、輸入者が申告した取引価格

を、市場価格より低い、他の取引における同種貨物

の価格より低い、割引価格である等の理由により拒

絶してはならない（但し、下記Ⅲ．3 のとおり、輸

入取引が関係者間取引である場合は例外的な考慮が

可能である）7。

　取引価格のベースとなる「現実支払価格」（現実

に支払われた又は支払われるべき価格）とは、輸入

取引時に、輸入貨物のために、買手が売手に対し／

売手のために支払う金額をいい、支払いが直接的な

ものか間接的なものかを問わない。間接的な支払い

の例としては、売手の債務の弁済が挙げられる 8。

また、買手が売手に対して又は買手が売手の債務を

弁済するために第三者に対して、輸入貨物の販売（輸

入取引）を行う条件として現実に支払った金額又は

支払うべきすべての額をいうとされる 9。

　また、関税評価協定第 8 条に基づき、一定の調整

要素が、現実支払価格に対して加算され、取引価格

に算入される（上記「8 条に基づく調整額」）。買手

が輸入貨物を取得するために負担する支払・費用で

あっても、取引構成によっては、例えば請求書上輸

入貨物の価格として記載されず、輸入貨物そのもの

の価格ではなく現実支払価格に当たらないと整理さ

れる可能性がある。しかし、取引当事者が取引の構

2 世界税関機構（World Customs Organization）は、正式名称は関税協力理事会（CCC: Customs Cooperation Council）であり、
各国の税関制度の調和・統一及び国際協力の推進により国際貿易の発展に貢献することを目的として、1952 年に設立された国
際機関である。主要任務のひとつとして、WTO 主管の関税評価協定の統一的解釈及び適用のために技術的検討を行うことも含
まれる。

3 関税評価に関する技術委員会（Technical Committee on Customs Valuation）は、関税評価協定第 18 条第 2 項に基づき、
WTO 加盟国による関税評価協定の解釈及び適用の統一を技術的レベルにおいて確保するため、WCO が主催する委員会である。
実務上、加盟国の代表として各国の税関関係者が参加して技術的・専門的な議論を行い、関税評価協定に関するガイドライン
の作成の他、関税評価協定に基づく協議や紛争解決における当事国や小委員会からの要請に応じた技術的検討（関税評価協定
第 19 条第 3 項・第 4 項）等を行う。

4 最新の TCCV によるガイドラインに関しては、WCO が出版する Compendium を参照のこと。
5 当該方式では課税価格を決定できない場合は、同種貨物の取引価格、類似貨物の取引価格等を基礎とする代替的な算定方法を、

関税評価協定の定める順番で適用する（関税評価協定第 2 ～ 7 条）。
6 Sheri Rosenow and Brian J. Oshea, A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement, 22 頁 （2010, World Trade 

Organization） 
7 前掲注 6　27 ～ 28 頁
8 関税評価協定附属書 I 第 1 条の規定に関する注釈
9 関税評価協定附属書 III 第 7 項
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成を変えることによって取引価格への算入を回避で

きるのは妥当ではないため、関税評価協定第 8 条は、

このような支払・費用については、調整要素として、

現実支払価格に含まれていない場合に含まれていな

い限度で、現実支払価格に対して加算され取引価格

に計上されなければならないとしたものである 10。

　調整される要素は、関税評価協定第 8 条第 1 項

（a）-（d）が限定列挙しており、手数料及び仲介料

（買付手数料を除く）（同条同項（a）（i））、輸入貨

物に関連のあるロイヤリティ及びライセンス料（以

下「ロイヤリティ等」）であって輸入取引の条件と

して買手が直接又は間接に支払わなければならない

もの（同条同項（c））、輸入貨物の再販売による収

益であって直接又は間接に売手に帰属するもの（同

条同項（d））等が挙げられる。

Ⅲ .　関税評価が問題になりうる類型

　本項では、参考として、関税評価が問題となりう

る抽象的な類型をいくつかとりあげ、簡単な法的分

析を付記する。実際の事案においては当該事案の個

別具体的な取引状況に応じた検討が必要である。

１．取引価格が不合理に拒絶される例　　

　①税関が内部資料記載の価格を最低価格として運

用し、輸入取引の当事者が左記価格未満の取引価格

を申告する場合に当該取引価格を拒絶する例や、②

輸出者が為替変動に伴い取引価格を下げたところ、

税関が特段の説明なく、不当廉売に該当するとして

当該取引価格を拒絶する例等が考えられる。

＜図表1：取引価格算定の原則＞

　上記のような事例については、①課税価格の算定

方法に関しては一般に、輸入取引の個別の取引状況

を考慮し、関税評価協定が定めた算定方法を同協

定が定める順序に従って適用する必要がある（関税

評価協定第 1 ～ 3、5、6 条）ところ、協定の定める

算定方法に従っていない可能性がある。また、②課

税価格の決定に当たって最低課税価格の使用が禁じ

られていること（同第 7 条（f））、③買手は課税価

格の決定方法について十分な説明を受ける権利が

あること（同第 16 条）等との整合性についても検

討を要し、④評価データベースの利用方法に係る

TCCV のガイドライン 11 も参考になる。また、⑤

申告された取引価格を変更しなければ通関を認めな

い運用である場合は、GATT 第 11 条第 1 項（輸入

制限の一般的禁止）との整合性も問題となる。

２．ロイヤリティ等の取扱い

　ロイヤリティ等に関しては、売手以外の第三者（ラ

イセンサー）に対して支払われるロイヤリティ等や、

輸入貨物自体ではなく輸入貨物を原材料とする加工

品のために支払われるロイヤリティ等について、輸

入貨物の取引価格に算入しうるか否かが問題にな

る。

10 前掲注 6　41 頁
11 Guidelines on the development and use of national valuation database as a risk assessment tool （2004）：税関による評価デー

タベースについて、申告価格の真実性・正確性を検証するリスクアセスメント・ツールとして利用されるべきであり、最低課
税価格として利用されてはならない旨等を規定している。
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　ロイヤリティ等は、①輸入貨物と「関連性」があ

り、②輸入取引の「条件」として支払われたものは、

8 条に基づく調整額として現実支払価格に加算しう

るとされている（関税評価協定第 8 条第 1 項（c））。

そこで、上記のような場合においても、①ロイヤリ

ティ等と輸入貨物との「関連性」及び②ロイヤリティ

等輸入取引との「条件性」があると評価できるか否

かを検討する必要がある。

　関税評価協定第 8 条第項 1（c）条の解釈は、

TCCV において検討されることも多く、勧告的意

見 4.1 ～ 4.15、解説 25.1 等多数のガイドラインが採

択されている。これらのガイドラインは、①輸入貨

物との関連性及び②輸入取引との条件性の判断に際

しては、基本的に、個別の取引状況に応じた諸要素

の総合考慮が必要であるとしている。また、考慮要

素の例として、対象となる特許・商標・意匠等が輸

入貨物自体に組み込まれているか／輸入貨物自体の

製造に必要であるか、輸入取引契約とライセンス契

約に関連性があるか、輸入取引契約解除の条件とし

てライセンスフィーの不払いが規定されているか、

第三者であるライセンサーが売手の関係会社である

か、輸入貨物に対して加えられる加工の程度等を挙

げている 12。

３．その他各種関連費用（販売権料、販売促進費用

等）の取扱い

　販売権料、販売促進費用等は、原則として、輸入

貨物の価格にあたらず、輸入貨物の取引価格に算入

されない。しかし、特に関係会社間取引において、

これらの費用の支払い（売手以外の第三者に対し

て支払われるものもある）がグループ全体の取引ス

キームの一貫として必要であり、不払いがあれば事

実上輸入取引が続けられない場合等について、これ

らの費用が輸入貨物の取引価格に算入されるべきか

否かは議論になりうる。

＜図表 2：ロイヤリティ等の取扱いが問題となる取引状況の例＞

12 TCCV 解説 25.1（第三者に対するロイヤリティ等の支払いに関する一般的な解説）等
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　まず、原則として、輸入取引において輸入貨物の

ために支払われたといえない費用は、「現実支払価

格」に含まれず取引価格に含まれない。例えば、買

手が、売手が物品輸入後に物品に関連して提供する

サービス（輸送、設置、組立て等）に対して支払う

金額は、輸入取引における輸入貨物の対価ではなく

輸入取引と区別できるサービスの対価であるため現

実支払価格に含まれないとされ 13、買手が自己のた

めに行う活動費用（輸入国における販売・流通に係

る費用等）も、売手の利益になる面があるとしても

売手に対する間接的な支払いとは解されず、現実支

払価格に含まれないとされている 14。販売権料等の

上記の各種費用は、基本的には、輸入取引における

輸入貨物の対価とはいいがたく、現実支払価格には

含まれないと思われる。

　しかし、①輸入取引の「条件として」支払われる

ものは現実支払価格に含まれる 15 とされているこ

と、② 8 条に基づく調整額として、買手が無償で又

は値引きで提供した、輸入貨物の生産のために必要

な技術、考案、工芸、意匠及び設計の価額（関税評

価協定第 8 条第 1 項（b）（iv））、輸入貨物と「関連性」

があり、輸入取引の「条件として」支払われたロイ

ヤリティ等（同条同項（c））16、輸入貨物の再販売

による収益であって直接又は間接に売手に帰属する

もの（同条同項（d））等が挙げられていることから、

上記各種費用についても、これらの事由に該当し取

引価格に算入されるべきか否かは問題となりうる。

　また、関係者間取引（特殊関係者間取引）17 につ

いては、取引価格が関係者性によって影響を受けて

いる（市場価格より低く設定されている）場合は、

例外的に申告された取引価格が拒絶されうる（関税

評価協定第 1 条第 1 項（d）、同条第 2 項）18 ところ、

13 但し、現実支払価格と区別されない場合はこの限りではない（関税評価協定附属書 I 第 1 条の規定に関する注釈第 3 項）。
14 関税評価協定附属書 I 第 1 条の規定に関する注釈第 2 項
15 関税評価協定附属書 III 第 7 項
16 関税評価協定附属書 I 第 8 条の規定に関する注釈は、第 8 条第 1 項（c）に関して、輸入貨物を輸入国において複製する権

利に係る支払額は現実支払価格に含まれないとし、また、輸入貨物を頒布し又は再販売する権利を取得するために買手が支
払う額は、輸入取引の条件でない限り、現実支払価格に含まれないとする。

17 関税評価協定上の「特殊関係者」の定義について同協定第 15 条第 4 項参照。
18 関税当局は、売手・買手が特殊関係にあるという事実のみをもって申告した取引価格が拒否してはならず、個別の輸入取引

状況を検討することによって特殊関係が価格に影響を及ぼしているか否かを判断する必要がある。関税当局が、特殊関係が
取引価格に影響を及ぼしているとの心証を得た場合、輸入者は反証する機会を与えられ、輸入者が、申告価格が法定の条件
を満たす同種貨物又は類似貨物の価格に近似している旨立証したときは、当該申告価格は拒絶されてはならない。（関税評価
協定第 1 条第 2 項）



309

第
Ⅱ
部

第
５
章

関　

税

第 5章　関　税

上記各種費用は関係者性に起因して取引価格が低く

設定されたことを反映・示唆するものと主張される

可能性もある 19。

　但し、具体的な適用条項・法的分析・結論は、個

別具体的な取引や費用の性質・状況によって大きく

異なる。

Ⅳ．対応手段

１．二国間の議論・交渉

　まず、政府間で税関当局・課税当局への申し入れ

を行うことが考えられる。また、二国間で経済連携

協定（EPA）などを締結している場合には、EPA

に基づく物品貿易小委員会 20 やビジネス環境の整

備に関する小委員会を活用することも考えられる。

物品貿易小委員会は開催例が少ないが、ビジネス環

境の整備に関する小委員会は、EPA 整合性の要求

を端的な目的事項とするわけではないがビジネス環

境の一環として関税評価問題を取り上げることがで

き、また、企業も参加でき、かつ、定期的に開催さ

れる例が多い点で利用し易いと思われる 21。

　 ま た、 途 上 国 に 対 す る 技 術 協 力（capacity 

building）を通じて、関税評価を含む制度の改善及

び職員の能力向上を行うことが考えられる。関税評

価における技術協力では、我が国の税関職員の派遣

や相手国の税関職員の招聘等を通して、途上国の税

関職員に対し、関税評価協定の内容・解釈や具体的

な事例に対する適用について、等日本の知見を伝授

し、相手国の実情に合わせたアドバイスを行うもの

であり、WCO 等の国際機関を通じて行う例もある。

相手国の関税制度が十分に整備されていないことが

問題の原因である場合は特に実効的と思われる。

２．多数国間の議論・交渉

　また、より横断的な問題である場合、WCO の

TCCV22 の場を利用して、具体的な関税評価に係る

問題について多数国間で問題提起することが考えら

れる。TCCV は、加盟国の提案に基づき、各国税

関の専門家間で、関税評価協定実施にかかる個別の

技術的問題を検討し、関税評価協定実施の国際的な

調和を目指した文書（勧告的意見、解説等）の採択

を行うところ、現在年 2 回開催されており、加盟国

提案の複数の具体的な技術的問題が、常時継続的に

検討されている。日本提案の議題が勧告的意見、解

説等のガイドラインとして採択されれば、事実上の

拘束力が生じ加盟国による自主的な改善が期待でき

る。しかし、採択は事実上全会一致であるため、採

択に至らない可能性も相当程度ある点に留意が必要

である。但し、採択に至らない場合でも具体的な関

税評価の問題に適用されるべき関税評価協定の解釈

について多数国間の議論が深まることは期待でき、

また、全会一致に至らなかった議題も Conspectus

と称される文書に記録される。

　

３．WTO紛争解決手続の利用

　最後に、関税評価協定違反に係る紛争について

は、WTO 紛争解決手続を利用することが可能であ

る（関税評価協定第 19 条）。しかし、WTO 紛争解

決手続は、基本的に現存する政府措置の WTO 協定

整合性を判断する手続であって、過去の個別の適用

事例について判断しうるか否かは争いがあり、仮に

19 近年、関係者間取引における取引価格の公正な評価を行おうとする点で共通する関税評価と移転価格税制との関係が、WCO
（TCCV を含む）、OECD、世銀、ICC 等の各種フォーラムにおいて議論されている。関税評価協定の解釈のうえでは、移転価
格スタディを関税評価に関する税関の調査資料として使用できるかについて、両制度の目的の差等に鑑みればケースバイケー
スであるが、一義的に使用できないわけではないとする TCCV の解説が発出されている（TCCV 解説 23.1）。

20 各種 EPA では、物品貿易章において、関税評価に関しては関税評価協定を準用する旨を定める例が多い。
21 ビジネス環境整備委員会の意義や開催実績について、本書第 III 部第 8 章＜ビジネス環境整備＞参照。
22 多数国間交渉のフォーラムとしては他に WTO 関税評価委員会もある。同委員会は、関税評価の運用に関する事項で関税評価

協定の実施又は同協定の目的達成に影響しうるものについて協議する場として、関税評価協定 18 条 1 項に基づき WTO に設置
されており、各国の国内法が関税評価協定に整合的に運用されているか否かのレビュー等を行っている。関税評価協定に非整
合的な疑いのある特定の加盟国の措置について説明や改善を求めるとき等、必ずしも関税評価協定の解釈に係る技術的な議論
が必要ではない場合は、TCCV ではなく WTO 関税評価委員会を活用することが考えられる。
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判断しうるとしても過去の措置について遡及的な救

済を与えることはできないという限界がある点に留

意が必要である 23。

　但し、関税評価協定に非整合的な関税評価を行う

旨の措置国によるルールやプラクティスの存在が認

められ、当該ルールの適用や当該プラクティスの実

施を将来的に防ぐ必要がある場合には、WTO の紛

争解決手続を有効に活用しうる。この点、関税評価

協定違反があると判断された先例 2 件のうちコロン

ビアによる指示価格設定及び入港規制のケースで

は、将来も一般的に適用されうる関税評価の方法を

規定した法令そのものが 24、また、タイのフィリピ

ン産タバコに対する税関措置のケースでは、一定期

間における一貫した多数の関税評価決定が 25、それ

ぞれ措置として認定されている。また、先例は、関

税評価に関する事例ではないが、ゼロイング方

式 26、ゼロイング方式の継続的な使用 27、明文の根

拠規定なく事実上の行政指導によって実施された輸

入規制措置 28 等、（明文の根拠法令に基づかずに）

同じ類型の行為が継続的に多数行われている場合に

は、それらの行為を総体として措置として認定して

おり、このような措置について WTO 協定非整合と

の判断が得られれば、同種行為の継続を防ぐ効果が

期待できる。

23 2015 年 2 月時点で関税評価協定違反が主張されたケースは 17 件ある。これらのケースの特徴として、最低価格や指示価格設
定が論点になっているものが多いこと、WTO 協定中の他の協定（AD 協定等）違反と併せて主張されたものが多いこと、及び、
パネル設置に至らなかったものが多いことが挙げられる（前掲注 6　168 ～ 169 頁）。

24 コロンビアによる指示価格設定及び入港規制（DS366）：コロンビアの指示価格設定措置（指示価格の使用を義務づける法令自体）
が関税評価協定第１条、第 2 条、第 3 条、第 5 条、第 6 条及び第 7 条第 2 項（b）及び（f）、GATT 第 11 条第 1 項等に非整合
である旨が認定された。なお、本件は上訴されていない。

25 タイのフィリピン産タバコに対する税関措置（DS371）：一定の期間に行われた特定の特殊関係者間取引について、タイ関税当
局が、（i） 取引状況を考慮せず申告された取引価格を拒否したことが関税評価協定第 1 条第 1 項及び第 1 条第 2 項（a）に非整
合である旨、（ii） 課税価格の決定理由を示さなかったことが同第 16 条に非整合である旨等が認定された（ただし、関税評価協
定に関する判断は上訴されていない）。

26 ゼロイング方式は、明文法令に規定されていないが、一般的にかつ将来にわたって適用されるルール又は基準（norm）に当た
ると認定された（米国 - ダンピング・マージンの算出に係る法律、規則及び計算方法（DS294）para.198）。

27 特定のＡＤ税賦課決定に基づくＡＤ税が維持された一連のＡＤ手続（調査・定期的レビュー・サンセットレビュー等）におけ
るゼロイング方式の継続的な使用について、ルールとしてのゼロイング方式そのものやゼロイング方式の個別適用事例とは区
別される「継続的な行為」（ongoing conduct）であるとしたうえで、措置として認定している（米国 - ゼロイング手法の維持
と継続的な適用（DS350）para. 185）。

28 多数の個別の適用事例とは区別される、組織的かつ継続的に適用される単体の措置（single measure）としての輸入規制の存
在を認定した（アルゼンチン - 輸入規制措置（DS438/444/445）上級委 para.5.146）。その他、EC- 大型民間航空機の取引に関
連する措置（DS316）上級委 para.794 は、補助金プログラム（一般的・将来的に適用される「ルール」とはいえず、また、当
該プログラムに基づく個別の交付事例とは区別される）について、措置として認定される可能性を否定していない（ただし、
結論としてはパネル設置要請で特定されていないため審理対象に含まれないとした）。
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第 6章　アンチ・ダンピング措置

（1）ルールの背景―アンチ・ダンピン
グとは

　WTO 協定でいう「ダンピング」とは、ある商品

の輸出向け販売が、その商品の輸出国の国内向け

販売より安い価格で行われていることを指す。つま

り、通常の商取引における単なる廉売はここでいう

ダンピングには当たらない。そして、そのダンピン

グ輸出によって、輸入国内における競合産業が「損

害」を被っていることが輸入国政府の調査により明

らかになった場合、その輸入国は自国の産業を救

済するためアンチ・ダンピング（AD）措置を採るこ

とができる1。

　具体的には、ダンピング輸入された産品に対して、

輸出国の国内向け販売価格（正常価格）と輸出向

け販売価格との差（ダンピング・マージン）を上限

とする関税（AD 税）を賦課する。これにより、ダ

ンピング価格を正常価格に戻そうとするのである。

　なお、価格比較の際、当該国内向け販売が「通

常の商取引」として行われていない場合（例えば、

資本関係のある会社に特別な価格で販売されてい

る場合、輸出者が輸出国政府の統制下にある場合

など）、あるいは国内での販売量が少ないこと等に

より、比較可能な国内販売価格がない場合は、第

三国への輸出価格又は構成価額が用いられる（AD

協定第 2.2 条）。構成価額とは、原産国における生

産費に販売経費、利潤等を加えたものとされている。

　AD 措置は、最恵国待遇（第Ⅱ部第 1 章参照）

の例外措置の一つであり、その発動には細心の注

意が払われるべきである。しかし、国内産業を保

護するための手段であるセーフガード措置（第Ⅱ部

第 8 章参照）のように補償を提供することや相手国

の対抗措置を受忍することが求められないため、諸

外国においては必要な要件を満たしていないにもか

かわらずAD 調査を開始したり、発動後に必要な要

件が満たされなくなったにもかかわらずこれを維持

したりするなどの濫用が目立っている。

　このように「ダンピング輸入による国内産業の損

害の除去」という本来の限定的な目的を超えた、

AD 措置の保護主義的・輸入制限的な運用に対す

る懸念から、ウルグアイ・ラウンド交渉及びドーハ

開発アジェンダ交渉において規律の強化が図られた

が、これらのAD 措置濫用の懸念は引き続き多くの

国が有している。

第6章
アンチ・ダンピング措置

1 この場合の「損害」とは、①国内産業に対する実質的な損害、②国内産業に対する実質的な損害のおそれ、③国内
産業の確立の実質的な遅延、の 3 つのうちいずれかを指す（AD 協定第 3 条）。

1．ルールの概観
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（2）法的規律の概要
①国際ルールの概要

　AD についての国際ルールとしては、GATT 第 6

条にダンピング防止税に関する規定があり、その実

施協定として「1994 年の関税及び貿易に関する一

般協定第 6 条の実施に関する協定」、いわゆる「AD

協定」が定められている。AD に関するWTO 協定

の具体的概要は、以下のとおりである。

（a）GATT 第 6条

　AD 税に関して、GATT 第 6 条に次のように定め

られている。

第 6条

1　加盟国は、ある国の産品をその正常の価額より

低い価額で他国の商業へ導入するダンピングが加

盟国の領域における確立された産業に実質的な

損害を与え若しくは与えるおそれがあり、又は国

内産業の確立を実質的に遅延させるときは、その

ダンピングを非難すべきものと認める。この条の

規定の適用上、ある国から他国へ輸出される産

品の価格が次のいずれかの価格より低いときは、

その産品は、正常の価額より低い価額で輸入国

の商業に導入されるものとみなす。

（a）輸出国における消費に向けられる同種の産品

の通常の商取引における比較可能の価格

（b）前記の国内価格がない場合には、

（ⅰ）第三国に輸出される同種の産品の通常の

商取引における比較可能の最高価格

（ⅱ）原産国における産品の生産費に妥当な販

売経費及び利潤を加えたもの

　販売条件の差異、課税上の差異及び価格の

比較に影響を及ぼすその他の差異に対しては、

それぞれの場合について妥当な考慮を払わな

ければならない。

2　加盟国は、ダンピングを相殺し又は防止するた

め、ダンピングされた産品に対し、その産品に関

するダンピングの限度を超えない金額のダンピン

グ防止税を課することができる。この条の適用上、

ダンピングの限度とは、1の規定に従って決定さ

れる価格差をいう。

（b）AD協定

　この協定はケネディ・ラウンド妥結時に制定（1967

年調印・1968 年発効）され、東京ラウンドでの改正

（1979 年作成・1980 年発効）及びウルグアイ・ラウ

ンドでの改正（1994 年作成・1995 年発効）を経て

現在に至っている。現行AD 協定は AD 調査開始

申請から措置の発動までを以下のとおり定めている。

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 1＞　ダンピングの例
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第 6章　アンチ・ダンピング措置

参　考 他国のAD調査手続に対応する際の留意点について

1．はじめに

　AD 調査開始から最終決定までは原則として 1 年

以内（AD 協定第 5.10 条）と期限が設けられている。

1年間という期間は長期間のようにも思われるが、調

査対象となった輸出者/輸出国における生産者等（以

下「調査対象企業」）の行うべき作業は多く、実際上、

調査対象企業に時間的な余裕がないことも多い。そ

こで、我が国企業が外国によるAD調査の対象となっ

た場合に、どのような対応を取るべきかの判断に資

するため、手続の段階に即して以下概説する。

　なお、WTO 加盟国は国際法上 AD 協定の定める

義務・手続を遵守して AD 調査を行う必要がある

ものの、他方で、AD 措置・調査は、基本的には、

各国の国内法に基づいて行われる国内法上の手続・

措置である。そのため、AD 調査に対応する際には、

当該国の国内法の知識が必要であることから、現地

の弁護士に代理や助言を依頼することがある。

　また、本コラムにおいては、他国の AD 調査手

続における輸出者 / 輸出国における生産者としての

留意点を記述する。AD 調査における基本的な流れ

は、AD 協定に基づくものであるが、各国国内法に

おいて、より詳細な手続等を定めている場合は当該

国内法に従うことに留意されたい。

2．調査対象企業の対応全般について

　AD 協定上、調査当局は、調査対象企業をはじめ

25

60
4 6

18

AD

6 9

AD AD

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 2＞　AD調査の流れ
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とする利害関係人から、質問状や現地調査などを通

じて必要な情報を収集するとともに、利害関係人に

は、自らの利益を擁護するため証拠の提出及び意見

の表明をする機会が与えられる。利害関係人の防御

に関しては、AD 協定上の通則的な規律として、利

害関係人に対し、調査当局が必要とする情報に関す

る事前の通知と証拠提出の機会（AD 協定第 6.1 条）、

自己の利益擁護のための機会（AD 協定第 6.2 条）、

調査当局の保有する情報の閲覧及び自らの主張準備

の機会（AD 協定第 6.4 条）を与えることが規定さ

れている。AD 措置は、調査対象産品の取引を実際

に行っている利害関係者（調査実施国の国内産業や

調査対象企業等）の有する情報（当該企業に関する

一般的情報、輸出取引及び国内販売取引に関する情

報等）に基づいて行われるため、まず調査対象企業

による対応が調査対応の基本となるところであり、

調査対象企業は、これらの規定を活用して、AD 調

査・措置に対して自らの利益を防御するために積極

的に主張・立証を行うことができる。ただし、調査

対象企業は調査に応じる義務はなく、調査対応にか

かる費用・負担を考慮して調査対応をしないという

選択も可能であることに留意すべきである。もっと

も、その場合には、後に詳述するとおり、ファクツ・

アヴェイラブルを用いた認定がされる等の不利益を

受ける可能性がある。調査対象企業としては、この

ような不利益と調査対応の負担・費用を考慮して、

AD 調査に応じるか、また応じるとしてどの程度ま

で対応するかを決めているものと思われる。

　調査過程で主張・立証を行っていくに当たって

は、AD 調査は、調査実施国の国内法上の手続であ

るが、同時に WTO 加盟国は AD 協定の定めに従っ

て調査を行う義務を負っていることから、調査当局

の手続や決定内容が、国内法のみならず、AD 協定

に違反するとの主張も有効であることがあり、調査

手続過程でもそのような観点からの主張が可能かど

うかを検討することが考えられてよい。特に、後に

WTO の紛争解決手続での解決を日本政府に依頼す

ることを考えるならば、そうした問題点の立証を容

易にするという観点から調査手続における対応の仕

方を工夫することが考えられる（詳しくは、「下記

4（2）WTO 紛争解決手続の活用」を参照。）。

　また、我が国の調査対象企業が複数である場合、

調査実施国の国内産業に対する損害及び因果関係の

要件は、企業ごとに計算されるダンピング・マージ

ンとは異なり、我が国からの輸出全体について検討・

認定されるため、たとえばダンピング輸出以外の事

象が国内産業の損害の真の原因であるといった主張

を行う場合、企業毎に主張が食い違っていると主張

の有効性を損なうことに注意が必要である。

3．手続の段階ごとの対応について

（1）　調査開始決定前

　AD 調査は、国内産業から調査当局に対して調査

開始申請がされることによって開始されるのが通常

である（AD 協定第 5.1 条）。調査開始申請のために

は、ダンピング、損害及び因果関係に関する証拠を

添付した申請書を提出する必要がある（AD 協定第

5.2 条）。申請書を受領した調査当局は、調査開始を

正当とする十分な証拠があるかどうかを検討し、調

査開始の可否を決定する（AD 協定第 5.3 条）。

　調査開始が決定されるまで調査当局が申請書受理

の有無や調査開始の可否等を公表することは許され

ないが（AD 協定 5.5 条）、決定前に調査開始申請が

なされたとの情報が流れる場合もあるため、日頃か

ら、このような情報の入手に努める企業もある。

（2）　調査開始決定後

　調査開始が決定されるとその旨公告が行われ

（ウェブサイトに掲載されることも多い。）、また輸

出国政府（通常は輸入国に駐在する大使館）や調査

当局に知られている輸出者 / 生産者、輸入者等の利

害関係者に通知されることになり、この段階から調

査対象企業の調査対応が公式に始まる。調査開始決

定直後に行うべき作業は、典型的には以下のような

ものがある。



315

第
Ⅱ
部

第
６
章

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
措
置

第 6章　アンチ・ダンピング措置

①　申請書及び添付証拠の内容の吟味・検討

　上記のとおり、申請書には、AD 課税要件に関す

る説明がなされるとともに、証拠が添付されている。

そのため、調査対象企業は、受領した申請書及び証

拠の内容を吟味することによって、申請の内容及び

根拠を知ることができ、かつ、必要に応じて反論す

ることが可能になる。

②　調査対象産品の範囲を確認

　調査対象産品については、調査開始公告及び申請

書を参照することにより、その範囲を知ることがで

き、それに伴って同種の産品とされる国内産品の範

囲も判明する。調査対象企業としては、まずどの製

品が調査対象とされているのかを正確に把握し、そ

の製品に関する基本情報を収集する必要がある。特

に、その後の調査対応に際しては、調査対象製品の

輸出価格、輸出量、輸入国における市場シェア等の

動向は重要な情報となる。

　調査対象産品の範囲に誤りがある場合もしばしば

見受けられる（例：調査対象産品に含まれないはず

の HS コード（関税分類）が調査対象産品のコード

として含まれている場合）。仮にそのような誤りが

ある場合は、調査当局に早期に指摘し、本来調査対

象の範囲に含まれない製品の除外等を求めていくこ

とが重要である。

　日本からの輸出の場合、輸入国の国内産業では製

造できないような高性能・高付加価値の製品を輸出

していることも多く、国内産業と競合しないため、

仮にダンピングの事実を認定されたとしても、国内

産業に損害を生じさせていないことがある。そのよ

うな場合には、国内産品との競合がないことを示す

証拠を提出して、当該製品を調査対象産品の範囲か

ら除外するよう求めることがしばしば行われる。さ

らに、調査対象産品の範囲が広い場合には、相互に

競争関係にない製品カテゴリーが含まれることもあ

る。そのような場合には、例えば、相互に競争関係

にある製品カテゴリーごとに国内産業の損害の有無

を認定するなど、損害認定の際に製品間の競争関係

を踏まえた分析をするよう求めるべきかを検討する

ことも重要である。

（3）　質問状に対する回答・現地調査

①　質問状に対する回答

　調査開始決定後、調査当局からダンピングや損害

の認定のために調査対象企業等へ質問状が送付さ

れ、調査対象企業は、これに回答することとなる

（AD 協定第 6.1 条参照）。調査委対象企業が指定さ

れた期限（原則、質問書受領から少なくとも 30 日

以上（AD 協定第 6.1.1 条））までに回答しない場合

には、下記に示すように、当局にファクツ・アヴェ

イラブル（facts available）に基づいて認定される

リスクがある。回答期限については、延長申請が可

能であり、その申請には妥当な考慮が払われるとさ

れ、理由が示される場合には可能な限り認められる

べきとされている。

　AD 調査は、一般に、「ダンピング調査」と「損

害調査」に大別される（図表Ⅱ ‐ 6 ‐ 2 参照）。ダ

ンピング調査では関係会社を含む会社の組織構成や

調査対象製品の特性等の一般的事項のほか、個々の

取引に関する詳細なデータ、生産コスト及び関連費

用等が、損害調査では上記一般的事項のほか、生産

能力・在庫・生産量・輸出量・平均輸出価格等の経

営及び財務等に関する情報が調査の対象となる。ダ

ンピング調査については過去 1 年分、損害調査につ

いてはダンピング調査の 1 年分を含めた過去 3 年分

が質問の対象（調査期間）となる場合が多い。

　以上のような質問事項のうち、どの範囲の質問に

回答するかは、基本的には調査対象企業が調査対応

に伴うコストと利益を考量して決めるべき問題であ

る。この点、特にダンピング調査における質問に回

答するには、取引先等も含め膨大なデータの調査・

収集・検証が必要となること、企業の管理項目とは

異なる分類でのデータ提出を求められる場合がある

ことなどから、作業負担が大きい。また、ダンピン

グ・マージン算定のためには、製品の生産・販売に

係る費用のデータ等、企業にとって機密性の高い情

報も調査当局に提出せざるを得ない場合がある。他
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方、仮に調査対象企業が質問に対応しない場合（回

答内容が不十分な場合、一部の質問にしか回答して

いない場合、ダンピング又は損害の一方のみに回答

した場合を含む。）には、AD 協定第 6.8 条に基づき

回答のない部分についてファクツ・アヴェイラブル

（下記 1.（5）①参照）が用いられる結果、例えば、

国内産業の主張（申請書に記載のデータ等）がその

まま用いられるなどして、内容によっては調査対象

企業が不利益な認定を受けるおそれがある（なお、

ファクツ・アヴェイラブルを使用できるのは、上記

の意味で回答のない部分に限られる。）。企業として

は、このような利害得失を考慮した上で、調査対象

産品の重要性等も踏まえて対応する範囲を決めなけ

ればならない。

②　現地調査

　調査当局は、質問状の回答などで提供された情報

の確認及び更に詳細な情報の入手を目的として、質

問状に回答した調査対象企業の本社や工場等の現地

調査を行うことができる（AD 協定第 6.7 条）。国ご

とに運用の違いはあるものの、現地調査では、現地

調査が必要と考える企業に対し、数名の調査官が 1

社当たり数日かけて、企業の帳簿や個々の伝票等を

調査・閲覧して、質問状の回答として提出された販

売・コストデータ等の完全性・正確性等を検証する。

現地調査では、通常は複数の事業拠点で保管してい

る膨大な帳票類を現地調査が行われる本社等に集め

たり、企業の具体的な販売関連情報や財務、会計シ

ステムなどを通訳を介して説明したりする必要があ

り、対応に伴う負担は相当なものになるが、これに

対応しない場合は、回答の正確性等が検証されない

ため、ファクツ・アヴェイラブルが適用されて、不

利な認定を受けるおそれがある。なお、現地調査を

仮決定の前又は後のいずれで行うかは、国によって

運用が異なる。

　そのほか、多くの国が公聴会と呼ばれる手続を開

催している（AD 協定第 6.2 条参照）。公聴会では、

調査対象企業及び国内産業のほかに、輸入国内の

ユーザー産業にも参加が許される場合も多く、AD

課税の要件に関する事実（製品の代替可能性等）や

AD 措置を課した場合の影響（輸出が滞ることに

よって輸入国内で原材料の調達が困難になる等）等

につき互いに意見を表明する機会が与えられる。た

だし、AD 協定上、課税の判断に当たり、ユーザー

の意見を考慮することは義務付けられていない。ま

た、公聴会は、調査当局の担当者の在席の下に手続

が行われるため、参加者に対する質問等から、調査

当局がどのような点に問題意識を有しているか知り

得る貴重な機会ともなる。現地調査と同じく、いか

なるタイミングで公聴会を行うかは、各国の運用に

ばらつきがある。

（4）　仮決定

　AD 協定上、調査当局は、仮決定を行うことを義

務付けられているわけではないが、仮決定を行い、

利害関係人に反論の機会を与える運用を行っている

国も多い。仮決定を行う場合、調査当局は、同決定

を公告しなければならない（AD 協定第 12.2 及び第

12.2.1 条）。

　仮決定は、調査開始後、初めて、AD 課税の要件

に関する調査当局の判断が公にされる場面であり、

非常に重要である。調査対象企業としては、仮決定

の内容を分析し、不合理な認定がないかどうか、特

に調査実施国の国内法又は AD 協定に不整合な点

がないかどうかを吟味した上、反論書面を提出する

機会が与えられる。

　なお、仮決定でクロ（ダンピング、損害及び因果

関係がいずれもあると認定されること）認定が行わ

れる場合には、調査当局は、暫定措置（暫定的に

AD 税を賦課する又は相当額の保証金の供託を求め

ること）を採り、課税を開始することができる（AD

協定第 7.1 条（ii））。

（5）　重要事実開示及び最終決定

　調査当局は、最終決定を行う前に、最終決定の基

礎を成す重要な事実を開示し、利害関係人に反論の

機会を与えなければならない（AD 協定第 6.2 条及
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び第 6.9 条）。開示された重要事実は、最終決定で

もそのまま用いられることが想定されており、この

機会が利害関係人にとって最後の反論の機会にな

る。特に、仮決定から認定が変更された部分、仮決

定で反論した部分などについては、AD 協定に不整

合な変更がなされていないか、利害関係人からの反

論に対して不合理な認定を行っていないか注意すべ

きであろう。

　調査当局は、このような重要事実開示及び利害関

係人による反論を経た上で、最終決定を行う。仮決

定同様、最終決定も公告する必要がある（AD 協定

第 12.2 条及び第 12.2.2 条）。クロ決定の場合は、調

査対象企業は、最終決定の内容を分析・検討し、輸

入国内の司法上の手続を通じて更に争うか、あるい

は WTO 紛争解決手続の活用を政府に対して求めて

いくか等を最終的に検討することとなる。

4. 政府の調査対応への関与について

　以上述べてきたとおり、AD 調査には、調査対象

企業が中心となって対応することとなるが、輸出国

政府も、AD 調査又は措置が AD 協定に照らし企業

の権利保護が不十分であると考える場合には、自国

企業又は産業界の利益保護、通商ルールの履行確保

などの観点から、調査対象企業による調査対応を支

援する場合がある。

（1）　調査手続中の支援

　調査手続中には、政府が利害関係人として意見書

を提出したり、大使館員等の政府関係者が公聴会等

に出席したりして、輸出対象企業の主張を支持する

意見を述べることが可能である（AD 協定第 6.11（ii）

条参照）。

　この点に関しては、AD課税措置は、WTO協定上

認められている政策措置であり、協定上の要件を満た

している限り、WTO加盟国は利用可能である点に留

意する必要がある。そのため、輸出国政府が具体的に

どのような支援措置をとることができるかは、調査

当局の措置のAD協定整合性を踏まえて決定される。

（2）　WTO紛争解決手続の活用

　AD 税が賦課された後（又は暫定課税がなされた

後）は、WTO 紛争解決手続（第 II 部第 17 章参照）

において措置及び手続の協定整合性を争うことが可

能である。同手続の活用を考える場合、調査対象企

業としては、以下の点に留意する必要がある。

①　AD措置をWTO紛争解決手続で争う場合には、

パネル及び上級委の判断基準に関し、AD 協定上、

特別な規律が適用される。

　第一に、パネル及び上級委は、調査手続中に提

出された証拠しか用いることができず、紛争解決

手続段階で初めて提出された証拠に依拠して AD

措置が協定不整合であると判断することはできな

い（AD 協定第 17.5（ii）条）。第二に、パネル及

び上級委は、調査当局の事実認定及び要件判断を

前提に、それが適切であったかどうかという観点

から検討する（AD 協定第 17.6（i）条）。以上二

つの制約は、WTO 紛争解決手続において AD 課

税措置が協定不整合と判断されるには、調査手続

中に調査当局に提示された証拠及び事実関係に照

らして、調査当局の判断が不合理といえる必要が

あるということを意味する。WTO 紛争解決手続

の活用に当たっても、このような観点から協定不

整合といえるかどうかが検討される。

　そのため、WTO 紛争解決手続の利用も視野に

入れている場合には、調査対象企業としても、調

査手続中から、上記の制約を踏まえて、調査対応

する必要がある。具体的には、重要な証拠は必ず

調査手続で提出されていなければならない。また、

調査記録に残るように、必要な主張はすべて書面

で明確に主張されている必要がある。WTO 先例

上、質問状等において提供が求められる情報だけ

が必ずしも重要とは限らないことから、調査対象

企業としては、上記 3 で説明した様々な機会をと

らえ、自発的に必要な証拠を提出していくことも

検討すべきである。たとえば、調査対象産品と同

種の国産品との間の競争関係についての情報を当

局が積極的に収集していないような場合でも、そ
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のような証拠が損害・因果関係の認定において重

要であることを示した先例があること等に留意す

べきである。

②　WTO 紛争解決手続は政府が行う手続であるこ

とから、WTO 紛争解決手続を活用できる可能性

が高い案件については、調査手続中から、経済産

業省をはじめ政府との連携が重要となる。具体的

には、調査初期の段階から、調査当局の決定書や

証拠等の関連文書を共有するとともに、調査・認

定の法的問題点や対応方針等について随時情報交

換しながら、紛争解決手続を見据えて調査対応し

ていくことが有用と考えられる。

　政府が WTO 紛争解決手続の利用を検討する場

合には、個別企業の利益に加えて、当該製品を輸

出する産業界全体の利益も考慮する必要があるこ

とから、WTO 紛争解決手続の活用に当たっては、

当該産業界全体の支援があることが望ましい。

②WTO/AD委員会

　WTO では、AD 措置に関して議論する場として、

年 2 回 AD 委員会が開催されている。そこでは、

各国のAD 実施法が協定整合的であるかを明らか

にするための法制審査、各国のAD 措置について

の報告等、AD に関する様々な問題の検討が行わ

れる。

　さらに、AD 委員会の下には、特定の論点につい

て協議を行う場が臨時に 2 つ設けられている。1つ

は迂回防止非公式会合であり、これは、ウルグアイ・

ラウンド交渉において結論が出ず、AD 委員会に付

託されることとなった迂回問題（下記③参照）につ

いて議論を行う場である。もう1つは実施会合で、

協定上解釈が曖昧になるおそれのある部分について

各国調査当局間の運用の統一を図るための議論を

行う場である。我が国は、このような場を通じ各国

の国内法令が適切に整備・運用されているかに注意

を払い、仮に協定整合的でない法令の制定や運用

があった場合は、速やかにAD 委員会をはじめとす

るWTO の場で指摘を行い、是正を求めている。

　また、我が国としては、GATT 第 6 条、AD 協

定等に反している不当なAD 措置については、国際

ルールに基づき、WTO の場で解決を図っていくべ

きであり、二国間協議で問題が解決しない場合に

は、パネル・上級委員会を通じて問題を解決してい

くことが必要であると考える。

③迂回問題

　AD 措置に関する「迂回（Circumvention）」とは、

一般的に、AD 税賦課命令の対象となるべき産品

につき、これに対する課税を免れるために、賦課

命令が示す課税範囲から「形式的」には外れるよう

にするものの「実質的」には賦課命令前と同等の商

業活動を維持するような状況を指す。しかしながら、

GATT/WTO 協定上は、その定義は未確定である。

　AD 委員会の迂回防止非公式会合（年 2 回開催）

において、これまで迂回の定義等について議論が

なされてきたが、何ら結論には至っていない。これ

に並行して、ドーハ開発アジェンダのルール交渉会

合（下記（3）参照）においても迂回について議論

されており、米国等から迂回防止に関する提案が出

され、2007年 11月に公表されたルール交渉グルー

プ議長テキストには、迂回防止規定も盛り込まれた

が、2008 年 12月及び 2011年 4 月に公表された同

議長テキストでは項目名のみで条文案は盛り込まれ

なかった。迂回に関しては、加盟国間で意見の相

違があり、AD 協定における規律の必要性の有無や

内容について、現在まで合意に至っていない。

（3）ドーハ開発アジェンダにおける
AD協定改正交渉の進捗状況

①議論の背景

　現行AD 協定は、1994 年に終結したウルグアイ・

ラウンド交渉において改正されたものである（上記

（2）①（b）参照）。しかし、AD 措置の発動件数、
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発動国とも増大する中で、現行ルールの解釈や適用

方法等に大きな差異が生じ、安易な措置の濫用が

見られるようになってきた。AD 措置の濫用は、ラ

ウンド交渉による市場アクセスの改善の効果（関税

及び非関税障壁の撤廃・削減）を無にしかねない

ものである。とりわけ、開発途上国からの輸入品を

AD 措置の対象とすることによって開発途上国の経

済発展が阻害されることは大きな問題であるが、開

発途上国同士でAD措置を発動し合うという傾向も

見られた。

　このような問題意識から、我が国は、自由貿易

体制を維持し世界経済の発展を促進するためには、

AD 措置の濫用防止に向けた AD 規律の強化を行

うことが必要であると考え、我が国と同様の考えを

持つ多くの国 と々ともに、新ラウンドにおけるAD

協定改正のための交渉の実現を求めてきた。特に、

2000 年 10月には、我が国は、AD 規律強化を重

視するグループ（ADフレンズ：後記③（a）参照）

を立ち上げ、AD 協定改正交渉を強く支持した。

AD措置の発動が政治的に重要な事項となっている

米国が規律強化に強く反対したが、協議が重ねら

れた結果、米国の立場にも配慮するべく若干の調整

を行った上で、最終的には、ドーハ閣僚会議の閣

僚宣言に明示的に AD 協定改正交渉を行うことを

盛り込むこととなった。

②交渉の主な経緯

（a）第 1回交渉会合から議長テキスト発出までの

動き（2002 年 3月～ 2007 年 11 月）

　ドーハ閣僚会議以降、貿易交渉委員会の下に

設けられたルール交渉グループ（AD、補助金・相

殺関税措置、地域貿易協定の交渉を所掌）では、

2002 年 3月の初回会合以来、断続的に交渉会合が

開催されてきた（2011年 3月末までに 55 回開催）。

我が国を含むADフレンズ（下記③（a）参照）は、

AD 協定の規律強化を行うべき論点を提示するとと

もに、改正内容を明示した詳細提案を順次提出す

るなど交渉をリードした。2005 年 4 月からは、全

体会合に加え、交渉を加速する一手段として、ルー

ル交渉グループ議長（以下「ルール議長」という）

のイニシアティブにより、10 数か国程度の少数国会

合が開催された。2005 年 9月会合からは個別項目

ごとに「議長の友（ファシリテーター）」が指名され、

2006 年 3月会合からはルール議長自らが議題設

定を行い、ファシリテーターがメモを作成するなど、

議論の更なる進展が図られた。

　そして、2005 年の香港閣僚会合では、他の交渉

分野の議論の進展を踏まえつつ、議長に包括的な

改正条文案（議長テキスト）を提示する権限を付与

することを確認した。

（b）ルール議長テキスト発出を巡る動き（2007 年

11 月～ 2008 年 5月）

　2007年 11月末に、利害対立する様 な々論点につ

いてルール議長自らの考えで妥協案を提示した「議

長テキスト」が公表された。AD 分野については、

2006 年のサンセット・レビューに関する我が国の提

案 2 を踏まえ、一定の規律強化 3 が盛り込まれるな

ど一部方向性が評価されるものもあったものの、こ

れらについても更なる規律強化が必要であった 4。

2 提案は①サンセット・レビュー（「サンセット」（AD 措置の失効）の可否を判断するための調査）は 5 年経過前に終
了させる、AD 税賦課開始日から X 年経過後（X は任意の数字）はいかなる場合でも措置を撤廃する、②ダンピング
の継続・再発の判断は個別企業ごとに行う、③調査当局の職権でのサンセット・レビューを禁止する等を内容とする。

3 ① AD 措置について、当初の 5 年を超えて課税期間が延長された場合であっても、AD 税賦課開始日から 10 年間で
失効する、②サンセット・レビューにおいて調査開始時と同等の申請適格規定（AD 協定第 5.4 条）を適用する、③
調査当局が職権でサンセット・レビューを開始することを例外とするなど。

4 ①措置失効後 2 年以内に調査当局が調査を開始した場合は、入手可能な最善の情報（AD 協定第 6.8 条、附属書Ⅱ）
に基づく暫定措置の適用による迅速な対応が可能となる、②既存の措置については、継続年数にかかわらず新しい
協定が発効した日に措置が開始されたものとみなされ、その時点から更に最長 10 年間措置が継続され得るなど、規
律を弱める規定も含まれていた。
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また、2006 年 4 月の交渉会合において我が国が主

張し、大多数の加盟国が支持したゼロイング方式

の全面的な禁止については、2007年 7月に米国が

全面的に容認する内容の提案を行い、議長テキスト

にはゼロイング方式を容認する規定 5 が入るに至っ

た。このように、議長テキストは、全体としてバラン

スを逸しており、強く懸念をせざるを得ない内容と

なっていた。

　その後、2007 年 12月の交渉会合において我が

国は、ブラジル、中国、インド等の 20 か国と共同

で、議長テキストにおいてゼロイング方式が容認さ

れ、バランスを失していることに対する強い懸念を

表明する共同声明を発出した。また、2008 年 1月

の交渉会合においても、我が国をはじめ中国、イン

ドなど 20 か国が共同提案国としてゼロイング方式

を全面的に禁止する代替案を提示した。大多数の

加盟国がこれに賛同するとともに、議長テキストの

内容は受け入れられないと主張した。さらに、サン

セット・レビューについても、2008 年 3月の交渉会

合において、我が国は更なる規律強化 6 を提案した。

我が国を始めとする多くの国は、その後も引き続き、

ゼロイング方式の禁止、サンセット・レビューの規

律強化など交渉の状況を反映させた「改訂議長テキ

スト」の発出を強く求めた。

（c）ルール議長作業文書発出を巡る動き（2008 年

5月～ 7月）

　各国から改訂議長テキストの早期発出の要望が

強まる中、2008 年 5月、ルール議長から、改訂テ

キストではなく「議長作業文書」が公表された。議

長は、当該文書のカバーレターにおいて、2007 年

11月の議長テキストを改訂する固い意志を引き続き

有しているものの、改訂を行うだけの十分な土台が

ないため、「中間的なもの」として議長作業文書を

発出することとした旨を説明した。議長作業文書は、

議長テキスト発出以降の交渉を概括し、議長テキス

トの各論点についての各国の反応及び各国の提案

条文を記したものであった。

　議長作業文書発出を受けて、我が国は、経済産

業大臣が、条文が何ら改訂されていないことに失望

し、引き続き改訂議長テキストの早期発出を促す旨

表明した。また、2008 年 7月には、ADフレンズや

中国等 19ヵ国とともに上記大臣談話に沿った内容

の共同声明を発出した。

（d）改訂議長テキスト発出からルール議長の交代

までの動き（2008 年 12 月～ 2010 年 5月）

　議長作業文書公表以降、ルール交渉会合は開

催されず、各国からは早期の改訂議長テキスト発

出及び交渉の再開を求める声が強まった。その後、

2008 年 12月末に「ルール改訂議長テキスト」が公

表された。改訂議長テキストでは、各国の立場にあ

る程度収れんが見られた点については、条文改正

案が提示されたものの、各国の見解が対立する「ゼ

ロイング」や「サンセット」など 12 項目についての

条文改正案は盛り込まれず、ブラケット（テキスト上

で各国間の意見の相違が明らかな論点や文言に付

されている記号で、[　] で表されている）に各国の

見解とともに項目名のみが記載されるにとどまった。

　改訂議長テキスト発出を受けて、我が国は、経済

産業大臣が、改訂議長テキストの発出はルール交渉

を再開させるとともにドーハ開発アジェンダ交渉の早

期妥結に向けて議論を前進させる一歩であるが、多

くの重要な論点が残されており、ルール分野におい

て十分規律強化された最終成果を得るべく交渉に

全力を傾ける旨を表明した。

5 初回調査において加重平均に基づいて定められた正常価額と加重平均に基づいて定められた輸出取引の価格を比較
する方式のみゼロイングが禁止され、初回調査において個々の正常価額と個々の輸出取引の価格を比較する方式や、
加重平均に基づいて定められた正常価額と個々の輸出取引の価格を比較する方式、また定期見直しではゼロイング
を容認するというもの。

6 ① AD 措置は賦課開始日から 8 年間で失効すること、②サンセット・レビューの調査手続の規律を強化すること、
③ 5 年以上継続している AD 措置については、経過措置により適切なタイミングで失効すること等である。
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　2009 年 5月以降の交渉会合では、改訂議長テキ

ストに基づき、①項目名のみ記載されたブラケット

の論点、②条文改正案が提示された論点、③改訂

議長テキストに反映されなかった論点につき並行的

に議論を行なった。2009年12月の交渉会合までに、

条文改正案が提示された論点については全て一読

を終了し、ブラケットの論点についても、2010 年 3

月の交渉会合において一読を終了した。

（e）ルール議長の交代及び議長テキスト発出以降

の動き（2010 年 5月～）

　2010 年 5月、ルール議長が退任し、同年 7月に

新しいルール議長が就任した。同年11月より、毎月、

15 か国～ 20 か国程度の少数国交渉会合が開催さ

れ、改訂議長テキストに基づいてブラケットの論点

及び条文化された論点について積極的な議論が行

われ、2011年 3月の交渉会合において議長テキス

トの一読を終了した。

　しかし、新たなルール議長の下での初めてのテキ

スト一読であること、また、農業・非農産品市場ア

クセス（NAMA）等他分野における交渉の進捗と

も関係することから、各国とも主要な論点について、

これまでのスタンスを大きく変更することはなく、前

ルール議長の下で行われた改訂議長テキストの一読

時と同様の技術的な議論となった。そのため、議

論の結果を踏まえて、2011年 4 月下旬にルール議

長より新たな議長テキストが示されたものの、ブラ

ケットの論点及び条文化された論点どちらについて

も、前の改訂議長テキストから特に大きな進展は見

られなかった。

　なお、2012 年 2月末のルール交渉グループ公式

会合において、新たなルール議長が選任された。ま

た、2011年 4 月の議長テキスト発出以降、ドーハ

開発アジェンダ交渉全体の進展との関係から交渉

会合そのものは開催されていないが、交渉が再開さ

れた際に速やかに対応できるよう、関心のある国が

AD 調査実務に関する技術的な意見交換を行う専

門家会合が 2012 年に 3 回、2013 年及び 2014 年

に 2 回開催された。

③ルール交渉における主要国の立場

（a）ADフレンズ（我が国、ブラジル、チリ、韓国、

ノルウェー、スイス、コロンビア、コスタリカ、

香港、イスラエル、メキシコ、シンガポール、タイ、

トルコ、台湾の計 15か国・地域）

　AD 措置の濫用防止のために AD 規律の強化・

明確化を目的とする国々のグループ。専ら自国の輸

出産業がAD 措置のターゲットとなっている輸出国

側の立場が強い国（香港、ノルウェー等）から、自

らもAD 措置発動を増加させつつある穏健なAD

発動国（ブラジル等）まで幅広く含む。我が国は、

ADフレンズのリーダーとしてAD 交渉に積極的に

参加している。これまでの交渉会合において、AD

フレンズとして、ゼロイング方式の全面的禁止や「レッ

サー・デューティー・ルール」（AD 税の税率を必要

最低限に抑えること）の導入を提案したほか、AD

フレンズのうち一部の国を除くものの、自動サンセッ

ト（一定期間の経過に伴う自動的な課税措置の失効）

の導入や調査開始要件の明確化等の規律強化につ

いても共同して提案している。

（b）米国

　WTO におけるAD 関連の紛争処理案件のうち、

半数近くが米国のADを問題視したものである（バー

ド修正条項、サンセット、ゼロイング等）。米国は、

議会や産業界（鉄鋼等）に AD の発動を求める強

い意見があることを踏まえ、調査当局の裁量を最大

限維持することを重視しており、AD の規律強化に

は消極的である。ただし、迂回防止措置等の一部

の論点や、開発途上国によるAD 措置濫用を防止

するための手続の透明性向上には前向きである。な

お、ゼロイングをWTO 協定違反とする上級委員会

の判断を激しく批判しており、交渉会合においては

ゼロイング容認をWTO 協定に盛り込むよう、引き

続き強く求めている。

（c）EU

　EU は、AD の規律強化に基本的には賛成の立場

であるが、対開発途上国を中心に AD 措置を積極
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的に活用していることから、米国と我が国等ADフ

レンズの中間的な立場を採っている。調査手続の透

明性強化に高い関心がある。交渉において、我が

国とは論点に応じて是々非々で連携しており、2003

年 7月には、我が国及び EU で「AD 手続における

調査コスト削減に関する提案」を共同提出した実績

もある。

（d）インド

　インドは、AD 措置の濫用防止を目指した提案を

行っており、ADフレンズの主張と重なる部分もあ

る。2006 年 3月のルール交渉会合では、レッサー・

デューティー・ルールの義務化をブラジル・香港とと

もに共同提案した。また、ゼロイングについても我

が国と同様に全面禁止の立場を採っている。その一

方で、WTO 加盟国第 1位のAD 措置発動大国で

あり、手続の透明性に欠けるとして各国から批判も

ある。また、開発途上国への「特別かつ異なる待遇」

（Special and Diff erential treatment: S&D）の導

入についても主張している。

（e）中国

　中国は、自らもAD 措置の発動を増加させている

が、米国等のAD 措置の標的となっており、世界最

大のAD 被発動国であるため、AD の規律強化に

は前向きである。交渉においては、ゼロイングにつ

いても我が国と同様に全面禁止の立場を採り、10 年

での「自動サンセット」規律（AD 措置が例外なく最

長 10 年間で終了する旨の規定）の導入を主張する

など、規律強化や透明性の向上を強く主張している。

（4）最近の動向
　AD 措置の発動は、従来は、米国、EU、カナダ、

豪州に集中していた。これには、AD 制度を整備し

ている国には先進国が多いという事情もあった。し

かし近年、全体として、先進国によるAD 提訴が

逓減してきた中で、中国やブラジル、インドなどを

はじめとする途上国によるAD措置の発動が増加し

ていることが注目される（図表Ⅱ‐6‐3 参照）。現在、

中国やインドなど途上国から我が国に対するAD 措

置も多く発動されているが（図表Ⅱ‐6‐4 参照）、

これらの国は① AD 調査手続の透明性が低く、②

調査当局の決定に関する説明が不十分であり、③

利害関係者の十分な意見表明機会が確保されない

など問題も多いため、調査の手続や方法がAD 協

定に整合的かどうか特に注意を払っていくことが重

要である。

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1995

~

2014*

 14 22 15 36 47 47 77 35 37 26 12 8 28 16 20 3 15 11 39 13 521

EU 33 25 41 22 65 32 28 20 7 30 24 35 9 19 15 15 17 13 4 3 457

 11 5 14 8 18 21 25 5 15 11 1 7 1 3 6 2 2 11 17 3 186

 5 17 44 13 24 15 24 16 8 9 7 11 2 6 9 7 18 12 20 11 278

 6 21 13 28 64 41 79 81 46 21 28 31 47 55 31 41 19 21 29 13 715

 0 0 0 3 2 11 14 30 22 27 24 10 4 14 17 8 5 9 11 4 215

 4 13 15 3 6 2 4 9 18 3 4 7 15 5 0 3 0 2 8 4 125

 0 0 1 6 0 4 3 0 2 0 0 5 0 0 1 2 0 9 3 0 36

 0 11 5 8 8 3 4 4 12 5 0 5 1 7 7 3 6 7 14 0 110

 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 13 4 0 3 26 11 7 5 6 0 82

 0 0 4 1 8 7 15 18 11 25 12 8 6 23 6 2 2 14 6 2 170

 4 4 6 12 11 6 6 10 14 6 6 6 3 1 2 2 6 4 6 2 117

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 3＞　WTO発足以降の主要国のAD調査開始件数の推移（2014 年 6月 30 日現在）
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（5）経済的視点及び意義
　AD 措置は GATT、WTO 協定上の特別措置で

あるが、制度上、選択的に課税することが可能で

あるため、差別的な貿易政策の手段として利用され

る危険性がある。特に、税率という観点から見た場

合、これまでのラウンド交渉によって、米国、EU、

カナダ、日本等の主要国における鉱工業品に対する

平均関税率が 5％未満まで低下してきたことへの反

動の1つとして、米国、EU等でAD措置が多発され、

これらの措置には AD 税率が 100％を超えるものも

あった。一度、高税率のAD 措置が発動されると、

措置発動国への対象品目の貿易量が激減若しくは

停止してしまうことになり（貿易冷却効果）、調査対

象企業及び関連産業（当該企業の製品を利用する

輸入国の国内産業を含む）へ甚大な影響を与えるこ

ととなる。

①調査の開始による影響

　AD 措置はその調査開始のみでも、輸出者に大き

な影響を及ぼす。すなわち、AD 調査が開始された

時点で、将来 AD 税が課税されるおそれが生じる

ため、輸出者の輸出意欲を阻害する可能性がある。

また、いったんAD 調査が開始されると、調査対

象企業が当局の要求する詳細な質問状に回答する

ためには、短期間に多大な労力と時間、そして費用

が必要とされ、こうした負担は、通常の企業活動に

も影響を及ぼす可能性がある。このように AD 調

査は措置のいかんにかかわらず、調査開始自体が

企業の脅威となり得るのである。更に、当局の調査

に対する調査対象企業の回答の負担が大きいこと

から、場合によっては当該企業が部分的に回答を

放棄するケースがしばしば見られる。こうした場合、

ファクツ・アヴェイラブル（facts available）が適用

されることになる。このファクツ・アヴェイラブルと

は、調査対象企業が回答を提出しない、又は調査

対象企業が提出した回答の内容を調査当局におい

て検証できない場合に、調査当局が収集しえた資

料のみで事実認定や各種決定を行うことをいう。調

査当局がファクツ・アヴェイラブルに基づいて決定

を行い得ることは AD 協定にも明記されている（AD

協定第 6.8 条）。

②技術革新への影響（AD課税対象産品の不当な拡

大）

　AD 税は、AD 調査によってダンピングとそれによ

る損害の発生が認定された製品についてのみ課税さ

れる。AD 課税決定においては、そのような要件が

認められた製品の範囲が課税対象として明示される。

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1995

~

2014*

 5 18 11 18 16 11 17 8 4 8 6 12 13 24 9 37 16 47 54 29 363

 27 22 14 6 24 41 28 10 1 12 9 10 8 19 28 14 7 13 19 4 314

 16 34 23 41 16 21 6 4 8 6 23 3 5 3 3 0 4 1 10 1 228

 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 8

 32 34 40 59 50 34 40 60 26 28 31 41 20 20 37 23 41 29 41 16 702

 157 226 246 264 359 296 372 311 234 220 200 203 166 218 217 173 165 209 287 106 4627

* 2014 1 1 6 30
WTO AD 1

15 4 5 23 8 2 1 1 59 

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 4＞　我が国に対するAD措置継続中の案件数（2015 年 1月 29 日現在）
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　AD 課税決定後に開発された新製品（後開発製品）

についても、このような課税対象製品の範囲に含ま

れると考えられる場合には、課税の対象とされること

となるが、調査対象製品の定義を広く解釈し、実際

上、課税対象製品の範囲を拡大しているとみられる

例もある。また、調査対象製品と同類の後開発製品

に対してAD 税を賦課する制度を迂回防止措置の一

環として設ける例もある。さらに、当初から、調査

対象製品の範囲を広く設定することで、実際上、迂

回を防止しようとする例もある。しかし、後開発製品

の種類や性質が課税対象製品と大きく異なる場合に

は、両製品に用いられる技術や市場の相違に照らし

て当初調査された国内産業が新しい産品による影響

を受けているのか否かを改めて調査して、AD 課税

の可否を検討すべきであり、新たな調査なしに既存

のAD 課税を適用することには明らかに問題がある。

　このように課税対象産品の範囲が不当に拡大さ

れると、新商品の開発、消費者の選択範囲の阻害、

ひいては技術革新に影響を与えると考えられる。他

方で、調査対象製品との差があまりない後開発製

品がAD 課税の対象から外れることになると、国内

産業を保護する目的のAD 措置の実効性を損なう

可能性もある。

　このような弊害にも配慮しつつ、急速に進みつつ

ある技術革新を阻害することがないよう、問題解決

のための方策について検討していく必要がある。

③生産活動のグローバリゼーションへの影響

　近年、経済のグローバリゼーションに伴い、輸出

先やコストの安い開発途上国に生産を移転する海

外生産が活発化している。しかし、それまで我が

国からの輸出によって供給されていた産品に AD 税

が賦課されていた場合には、当該生産移転がAD

課税の迂回行為とみなされることがあり、その結果、

投資の流れを萎縮させたり、歪曲させたりするおそ

れも大きい。

　また、我が国企業が開発途上国に生産移転又は

生産委託等を行った場合において、第三国から当

該国に対して新たに AD 措置が発動され、生産品

が対象となってしまうケースも見られる。この場合、

我が国が調査対象となっているわけではないので日

本政府としても対応は難しくなる。近年、中国やイ

ンド等によりAD 措置が積極的に発動されているこ

とを十分認識し、我が国企業が海外進出するとき

は、生産活動のグローバリゼーションに伴うリスク

の一つとして注意する必要がある。

④まとめ

　上述のように、AD 措置は、GATT、WTO 協定

上、不公正な貿易に対抗するために加盟国に認めら

れた措置である一方で、一度発動されると、輸出取

引に多大な影響を及ぼすため、その恣意的な発動

は企業活動に様々なマイナスの影響を与え得る。ま

た、AD 措置が濫用された場合、輸入国のユーザー

産業及び消費者が不利益を被る可能性もある。し

たがって、AD 制度は、恣意的な発動による悪影響

に十分留意しつつ、不公正な貿易により損害を被っ

ている輸入国の国内産業を救済するために適切に

活用されなければならない。

（6）我が国におけるダンピング行為へ
の対応

　我が国におけるAD 協定に対応する法規として

は、関税定率法第 8 条、不当廉売関税に関する政

令、不当廉売関税に関する手続等についてのガイド

ラインの 3 つがある。ダンピング輸入によって我が

国産業に損害が生じている旨の申請が我が国産業

からあった場合、これらの法規により厳正に対処す

ることとなっている。なお、貿易救済制度に関する

疑問点や申請手続等について、調査当局は随時質

問・相談に応じている。

　我が国においては、1991年に至るまでに 3 件の

AD 税賦課申請が国内産業からなされたが、いず

れも調査開始に至る前に申請が取り下げられた。し

かしながら、1991年 10 月に行われた中国、南ア

フリカ及びノルウェーの 3 か国からのフェロシリコマ

ンガンの輸入に対するAD 税賦課申請については、

調査開始に必要な十分な証拠があると認められ、
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同年 11月に我が国初のAD 調査が開始された。当

該調査の結果中国の輸出者については、ダンピング

による損害発生の事実が認められ、1993 年 2月、

AD 税が賦課された（中国の輸出者のうち2 社につ

いては、政府と「価格約束」を締結したことから、

いずれもAD 税を課さないことが決定された）。な

お、当該措置は、1998 年 1月に 5 年間の課税期間

を終了した。

　また、1993 年 12月には、パキスタンからの綿糸

の輸入についてAD 税賦課申請が行われ、1994

年 2月に調査が開始された。調査の結果、ダンピ

ングによる損害発生の事実が認められたことから、

1995 年 8月、AD 税の賦課が開始され、当該措置

は、2000 年 7月に 5 年間の課税期間満了をもって

終了した。

　2001年 2月には、韓国及び台湾からのポリエス

テル短繊維の一部についてAD 税賦課申請が行わ

れ、同年 4 月に調査が開始された。調査の結果、

ダンピングによる損害発生の事実が認められたこと

から、2002 年 7月から5 年間のAD 税の賦課が決

定された。当該措置については、2006 年 6月に、

国内産業から課税期間の延長（サンセット・レビュー）

申請がなされ、同年 8月に調査が開始された。調

査の結果、ダンピング及び損害が継続又は再発す

るおそれがあると認められたことから、2007年 7月

から5 年間の課税期間延長が決定された。その後、

当該措置は、2012 年 6月に課税期間を終了した。

　2007 年 1月には、豪州、スペイン、中国及び南

アフリカからの電解二酸化マンガンの輸入について

AD 税賦課申請が行われ、同年 4 月に調査が開始

された。調査の結果、ダンピングによる損害発生の

事実が認められたことから、2008 年 9月1日から

5 年間のAD 税の賦課が決定された。当該措置に

ついては、2012 年 8月に、国内産業から課税期間

の延長（サンセット・レビュー）申請がなされ、同

年 10月に調査が開始され、2013 年 10月に調査期

間が 5 か月延長された後、2014 年 3月 6日より課

税期間が延長された（図表Ⅱ‐6‐5 参照）。

　2012 年 5月には、インドネシアからのカットシー

ト紙の輸入についてAD 税課税申請が行われ、同

年 6月に調査が開始された。調査の結果、ダンピ

ングの事実が認められなかったことから、2013 年 6

月26日、AD 税を課さないことが決定された（図表

Ⅱ‐6‐6 参照）。

　2013 年 12月には、中国からのトルエンジイソシ

アナートの輸入についてAD 税賦課申請が行われ、

2014 年 2月に調査が開始され , 不当廉売された貨

物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与え

る実質的な損害等の事実を推定するに至ったことか

ら、同年 12月に仮決定を行い，さらに、当該本邦

の産業を保護するため必要があると認められたこと

から暫定ＡＤ税賦課を行った（図表Ⅱ‐6‐7 参照）。

2007 1 31  AD 2
4 27

2008 6 14 AD
9 1 AD

2012 8 30  AD 2

10 30  AD
2013 10 15
2014 3 6  AD
AD

29.3
14.0

46.5 1 34.3
14.5

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 4＞　我が国に対するAD措置継続中の案件数（2015 年 1月 29 日現在）
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（7）WTO 紛争処理手続に至った AD
ケース

　WTO 発足以降、2014 年 12月末までに、WTO

紛争解決手続に基づく協議要請がなされた紛争は

全体で 488 件、そのうちAD 措置に関する紛争は

107件で、我が国が要請したのは107件中5件（DS162

（米国‐1916 年AD 法）、DS184（米国‐日本製熱

延鋼板 AD 措置）、DS244（米国‐日本製表面処

理鋼板 AD のサンセット・レビュー）、DS322（米国

‐ゼロイング及びサンセット・レビューに関する措置）

及び DS454（中国‐日本製高性能ステンレス継目

無鋼管AD 措置））になる（各紛争の申立国、経過

等は資料編第 3 章参照）。

2012 5 10  AD 8
6 29

2013 6 26  AD

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 6＞　インドネシアからのカットシート紙のAD調査について

2013 12 17  AD 1
2014 2 14
2014 12 4
2014 12 25 AD

＜図表Ⅱ‐ 6‐ 7＞　中国からのトルエンジイソシアナートのAD調査について

PC 1977.11.23 
1978.12.08 

1999.02.03 a

2004.06.25 b

2009.12.11 c

2014.3.11 4

1986.03.24 
1987.02.10 

2000.01.06 a

2005.11.21 b

2011.04.15 c

1987.08.14 
1988.08.12 

2000.05.01 a

2006.04.03 b

2012.04.26 c

1990.06.15 
1991.05.10 

2000.11.15 a

2006.06.16 b

2011.12.16 c

1994.01.27 
1995.02.21 

2001.04.18 a

2007.01.23 b

2012.08.09 c

1995.10.25 
1996.07.02 

2001.11.16 a

2007.03.22 b

2013.02.11 c

＜参考資料＞

措置継続中の対日AD案件リスト（合計 54件）

（2015 年 1 月 30 日現在）
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1997.08.26 
1998.09.15 

2004.08.13 a

2010.06.17 b

1998.07.13 
1999.07.27 

2005.07.25 a

2011.08.11 b

1999.07.28 
2000.06.26 

2006.05.08 a

2011.10.11 b

1999.07.28 
2000.06.26 

2006.05.08 a

2011.10.11 b

1999.11.30 
2000.08.28 

2006.07.21 a

2012.06.12 b

2001.02.23 
2001.12.06 

2007.11.05 a

2013.10.29 b

2002.10.01 
2003.07.02 

2009.04.13 a

2014.07.07 b

2013.4.16 
2014.5.2 
2013.11.7 
2014.11.6 

PVC 2002.03.29 
2003.09.29 

2009.09.28 a

2014.9.29 
2003.05.14 
2004.11.14 2010.11.14 a

2003.07.01 
2005.01.01 2011.01.01 a

2003.11.10 
2005.05.10 2011.05.10 a

2003.12.17 
2005.06.17 2011.06.17 a

2004.04.16 
2005.07.22 2011.07.22 a

2004.12.28 
2006.06.28 2012.06.28 a

2005.04.13 
2006.10.13 2012.10.13 a

2005.05.31 
2006.05.22 2012.05.22 a

2006.04.18 
2007.04.18 2013.04.18 a

A BPA  2006.08.30 2013.08.30 a
2007.08.29 
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2007.03.09 
2008.06.08 2014.06.08 a

2010.12.23 
2012.03.22 
2011.09.08 
2012.11.08 
2012.03.23 
2013.03.22 

2012.09.21 
2013.11.20 

2006.11.22 
2007.11.21 2013.11.20 a

2002.02.15 
2003.03.13 

2009.03.19 a

2014.03.19 
2002.07.08 
2003.05.27 

2009.05.23 a

2014.05.20 

2003.07.05 
2004.07.30 2010.02.24 3 a

2013.10.01 3 b

2007.09.17 
2008.08.25 

3
2012.03.27 3 a

2010.04.28 
2011.04.21 
2012.01.18 
2013.01.03 

3
2013.12.23 
2014.09.05 
2014.2.21 
2014.01.20
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PVC
1992.02.05 
1992.10.22 

1997.10.22 a

2002.10.22 b

2007.10.22 c

2012.10.21 d

2012.06.14 
2012.12.20 
2013.02.12 
2013.12.19 
2013.10.24 
2014.11.20 
2014.01.08 
2014.11.05 

1998.01.07 
1998.11.17 

2004.12.21 
2010.08.30 b

PVC 2006.06.28 
2008.01.23 2014.06.13

2006.07.28 
2007.03.19 2013.05.16 

2009.08.11 
2010.12.01 

1,1,1,2-
R-134a

2009.08.19 
2011.07.15 
2009.09.03 
2011.04.18 
2010.12.07 
2012.10.08 

2011.06.24 
2013.03.19 

1999.05.13 
2000.11.10 

2005.11.11 a

2010.11.11 b

a 1
b 2 2
c 3 3
d 4 4
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（1）1916 年アンチ・ダンピング法
＜概要＞

　米国の1916 年歳入法第 801 条では、米国内産

業に被害を与える意図を持ってダンピング輸入又は

販売した者に対して罰金や懲役を科し、更にダンピ

ングの被害者に被害額の 3 倍の損害賠償を認める

旨規定されていた（同規定を以下「1916 年AD 法」

という）。

＜国際ルール上の問題点＞

　1999 年、我が国及び EU は、1916 年AD 法所

定のダンピングに対する救済措置が、GATT で許

容されているAD 税ではなく、刑事罰や私法上の損

害賠償である点、調査開始に際してAD 協定に整

合的な手続を行っていない点等が WTO 協定違反

であるとして、WTO 紛争解決手続に基づき、それ

ぞれ対米協議要請を行った。2000 年 9月のWTO

紛争解決機関において、日本及び EUの主張をほ

ぼ全面的に認める内容のパネル・上級委員会報告

書が採択され、1916 年AD 法のWTO 協定違反

が確定した。

　しかし、パネル・上級委員会による勧告にもか

かわらず、米国が是正措置を何ら講じないまま履行

期限が徒過したため、我が国及び EU は対抗措置

の承認を紛争解決機関に申請した。また、EU は

2003 年 12月、1916 年AD 法に基づく訴訟によっ

て損害を受けた域内企業の損害回復を可能とする

理事会規則を制定した。他方、我が国からの新聞

輪転機の輸入に対して提起された 1916 年AD 法

に基づく損害賠償請求訴訟において、アイオワ連邦

地方裁判所が我が国企業に約 40 億円相当の損害

賠償を命じる判決を下したことを受け、我が国でも

1916 年AD 法に基づく訴訟によって損害を受けた

我が国企業の損害回復を可能とする法律（損害回

復法）が制定・施行された。

　並行して、米国議会では、1916 年AD 法の廃止

が可決され、2004 年 12月の大統領署名をもって、

1916 年AD 法は廃止された。しかし、同法には、

廃止の日に裁判所に係属している事案に対しては廃

止の効力は及ばない旨の「祖父条項」が設けられて

いた。

　

＜我が国の対応＞

　上記祖父条項の存在により、廃止前から係属して

いた我が国からの新聞輪転機の輸入に係る同法に

基づく損害賠償請求訴訟はそのまま継続した。そ

の結果、2006 年 6月、我が国企業の敗訴が確定し、

多額の賠償金の支払いを余儀なくされた。更に、こ

の米国企業は、上記判決の確定後、勝訴により得

た利益を保全するため、アイオワ連邦地方裁判所に

対し、当該我が国企業が日本国内において損害回

復法に基づく訴訟を提起することの差止めを求める

申立てを行った。これを受け、同連邦地方裁判所は、

我が国企業に対し、損害回復法に基づく提訴を暫

定的に禁止する命令（訴訟仮差止命令）を発付した。

我が国企業は、これを不服として第 8 区巡回控訴

裁判所に控訴した。日本政府は、2006 年 8月、同

差止命令は国際法違反の措置により被った私人の

損害に対して我が国が提供した救済措置を無効化

するものであり、国際礼譲の観点からも回避される

べきであること等を根拠に破棄すべき旨を主張する

アミカス・ブリーフを上記控訴裁判所に提出した。

　2007 年 6月、第 8 区巡回控訴裁判所は、日本

政府がアミカス・ブリーフで主張した論点を支持し、

我が国企業に対する訴訟仮差止命令を破棄する判

決を下した。

　他方、2007 年 10 月（同年 11 月に再提出）、敗

訴した米国企業は、本控訴裁判決を不服として、

米国連邦最高裁判所に上告の申立てを行ったが、

2008 年 6月、同連邦最高裁判所は、米国企業の上

告申立を棄却した。これにより、訴訟仮差止命令

を破棄した米国連邦控訴裁判所による判決が確定

した。

　なお、2007年 8月、上記控訴裁判所による米国

2．主要ケース
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企業の申立ての棄却を受け、我が国企業は損害回

復法に基づき、東京地方裁判所に米国企業を提訴

していたが、2009 年 8月、我が国企業と米国企業

の和解が成立し、1916 年AD 法に基づく係争は全

て終了した。

＜参考＞

①　欧州理事会規則について

　EU は 2003 年 12月、1916 年AD 法に基づく訴

訟によって損害を受けた域内企業の損害回復を可

能とする理事会規則（「アメリカ合衆国の1916 年ア

ンチ・ダンピング法の適用及び同法に基づき又は起

因する行為の効果に対する保護に関する2003 年 12

月15日の欧州理事会規則」）（No.238/2003）を制

定した。この規則は、（ⅰ）1916 年AD 法に基づく

訴訟によって損害を被った EU 法人等は、当該訴訟

を提起した米国法人等に対して損害の回復を請求

できること、（ⅱ）1916 年AD 法に基づく米国裁判

所の判決の承認・執行は否定されること、の 2 点を

主な内容としている。

　

②　我が国の損害回復法について

（a）　立法の必要性

　前記のとおり、（ⅰ）1916 年AD 法のWTO 協

定違反が確定したにもかかわらず、米国が WTO

勧告の履行期間内に同法の改廃等の措置をとらな

かったこと、（ⅱ）その間、我が国の企業に対し、

同法に基づく損害賠償を命じる判決が第一審にお

いて実際に下されるに至ったこと、（ⅲ）EUが、我

が国に先駆けて、1916 年AD 法に関する欧州理事

会規則を制定したことから、何ら対抗手段を講じて

いない我が国企業が、米国法人等による提訴の標

的となる蓋然性は相対的に高くなっていた。こうし

た事情から、我が国においても同理事会規則と同

様の立法措置を施す必要性が生じており、その中

で 2004 年に制定されたものが、「アメリカ合衆国の

千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益

の返還義務等に関する特別措置法」である。

（b）　法律の概要

　同法は、以下の 2 点を主な内容としている。

　（i）　損害回復請求権の付与

　同法には、1916 年 AD 法に基づく訴訟におけ

る損害賠償金の給付を命ずる判決によって損害を

被った我が国法人等が、1916 年 AD 法に基づく訴

訟を提起した米国法人等に対し、その損害の回復

を請求することができる旨の規定が設けられた。

なお、この請求権は 3 年間の短期消滅時効に係る。

また、裁判管轄の特則が設けられている。

（ii）　1916 年 AD法に基づく判決の承認・執行の否定

　更に損害回復法には、1916 年 AD 法に基づく外

国裁判所の確定判決はその効力を有さず、同法に

基づく判決の承認・執行を否定する旨の規定が設

けられている。

（c）　損害回復法の適用可能性

　同法は、2004 年 11月30日、第 161回臨時国会

で成立し、同年 12月 8日に公布され、即日施行さ

れた。これと前後して 1916 年AD 法廃止の機運が

米国でも高まり、同年 11月19日、1916 年AD 法

の廃止条項を含む法律が成立した。しかし、1916

年AD 法の廃止法には、経過規定が設けられてお

り、その結果、1916 年AD 法廃止前から同法に関

する訴訟が係属している我が国の企業には廃止の

効力は及ばないことから、このような場合には、損

害回復法に基づく救済の対象となる。

（2）大型新聞輪転機に係る事情変更及
びサンセット・レビュー

＜措置の概要＞

　2005 年 5月、米国商務省（DOC）は、日本製大

型新聞輪転機に対するAD 措置について、事情変

更に基づくレビューを開始することを公示した。

　日本製大型新聞輪転機については、2002 年 1月

に定期見直しの結果、一部の我が国企業に対する

措置が撤廃され、同年 2月にサンセット・レビュー

を経てAD 措置自体が撤廃された（定期見直しに

おける一部の我が国企業に対する措置の撤廃は、
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過去 3 回の定期見直しにおいてゼロマージンであっ

たためであり、また、サンセット・レビューでは、米

国内の唯一の生産者がレビューへの参加意図を取

り下げたため、日本製大型新聞輪転機に対する

AD 措置自体の撤廃が決定された）。

　本事情変更レビューは、上記企業に対するAD

措置を撤廃する判断要素となった 1997―1998 年に

係る定期見直しについて、別途、米国 1916 年AD

法に基づき提起された訴訟において当該企業から

の情報提供が適切に行われていなかったとの事実

認定がなされたことから、DOC の職権により開始

された。

　2006 年 3月、DOC は、①当該企業に対する―

1998 年のAD 税率を 59.67％とすること、② 2002

年 1月の当該企業に対するAD 措置撤廃の決定を

取り消すこと、及び③2002年2月に行われたサンセッ

ト・レビューを再検討する、との最終決定を行った。

　この最終決定を受け、2006 年 4 月から、DOC

は2002年のサンセット・レビューの再検討を開始し、

同年 11月 6日、ダンピングの継続・再発の可能性

を認める仮決定を行った。

　

＜国際ルール上の問題点＞

　2002 年のサンセット・レビューにおいては、申請

者である米国企業がレビュー参加への意図を取り下

げたことを理由としてAD 措置が撤廃されたもので

あり、一部の我が国企業に対するAD 税率変更と

は関係がない。したがって、サンセット・レビュー

を再検討しAD 措置を復活・継続させて遡及適用

を行うことは、合理的な根拠を欠くとともに法的安

定性を損なうものである。

　更に、本仮決定では、日本製大型新聞輪転機

のすべての輸出者が対象となっており、事情変更レ

ビューの対象となっていない我が国企業に対する

AD 措置も復活するという不合理な結果ともなって

いる。このような判断は、法的安定性のみならず、

企業にとっての予見可能性を著しく害するものであ

る。

　

＜我が国の対応＞

　我が国企業2社は、DOCによる事情変更レビュー

の決定について米国際貿易裁判所（CIT）に提訴を

行い、2007年 1月、同裁判所は、DOC のサンセット・

レビューの再検討は違法であるとの判決を下した（判

旨は以下参照）。これを受け、DOC は、同年 2月

24日以降、本件サンセット・レビューの再検討を停

止する旨発表した。

（判旨）

①サンセット・レビューの再検討の結果として最終

決定が出される前であっても、同レビューの再検

討を開始する決定をした段階において、司法審査

の対象とすることができる。

②事情変更レビューの対象となった 1997―1998 年の

行政見直しにおける不適切な情報提供が 2002 年に

米国企業がサンセット・レビュー請求を取り下げ

た原因であったとしても、当該レビューの最終的

な結果を変更することはできない。米国企業の取

下げ理由が何であれ、レビュー期間中に新聞輪転

機の国内生産者が存在しない事実は存在している

以上、当該 AD 措置は撤廃される。

　しかし、2007年 3月20日、DOC及び米国企業

は、本判決を不服として米控訴裁判所に上訴を行

い、2008 年 6月に、同裁判所の判決があった（判

旨は以下参照）。

（判旨）

① DOC は行政見直し（administrative review）を再

検討する権限を本来的に有している。

②サンセット・レビューの再検討を開始する決定をし

たにすぎない段階では、DOC の最終的な行為（fi nal 

agency action）があったとは言えず、未だ司法審

査の対象として適していない。かかる決定が司法

審査の対象となるとした CIT の判断は誤りである。

　この結果に基づき、同年 10 月に、DOC はサンセッ

ト・レビューの再検討を再開し、さらに同年 11 月、

2002 年のサンセット・レビューの再検討について、

ダンピングの継続・再発の可能性を認める最終決
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定を行った。これを踏まえ、我が国としては、一

度撤廃された AD 措置が復活することがないよう、

本件の動向を引き続き注視していたところ、2009

年 8 月、米国企業がサンセット・レビュー請求を

取り下げたため、撤廃された AD 措置が復活する

ことはなく本件は終了した。

（3）バード修正条項（DS217/DS234）
　（第Ⅰ部第 3 章「米国」アンチ・ダンピング（1）参照）

（4）ゼロイング方式による不当なダン
ピング認定（DS322）

　（第Ⅰ部第 3 章「米国」アンチ・ダンピング（2）参照）

（5）日本産熱延鋼板に対する AD措置
（DS184）

　（第Ⅰ部第 3 章「米国」アンチ・ダンピング（3）参照）

（6）不当に長期にわたる AD措置の撤
廃（サンセット条項）

　（第Ⅰ部第 3 章「米国」アンチ・ダンピング（4）参照）

１．はじめに

　近年、世界経済の成長速度が鈍化傾向を示す中、

幾つかの主要産業で、新興国を中心に、経済性を考

慮しない形で生産能力の拡張が進んだ結果、深刻な

過剰供給状態が発生している。これによる市況の低

迷が、収益の悪化を招き、世界各地で通商摩擦を頻

発化させる要因となっている。本コラムでは、過剰生

産能力問題を抱える産業の代表例として、鉄鋼を取り

上げ、その現状と問題点を概観する。

２．鉄鋼産業の役割

　鉄鋼は、多くの産業の基盤となる素材であり、自動

車・家電等の製品や、鉄道や高速道路等の交通イン

フラ、油田・パイプライン等の資源インフラ、そして我々

が生活する建物の多くにも使用されている。

　そのため、各国とも自国における安定供給を志向し

ており、日本では今から100 年以上も前の1901年に

官営八幡製鐵所が稼働した。他の国々でも、鉄鋼業

は経済の成長・発展とともに拡大しているが、特に日

本では、経済が成熟した後も、技術と経験の積み重

ねにより世界各地の基盤産業・インフラで必要とされ

る高品質な鉄鋼を生産している。

３．鉄鋼の過剰生産能力の状況

　世界の鉄鋼需要は、景気後退を受けて 2009 年に

大幅減となったが、2010 年以降回復しつつある。し

かし、需要を上回る急激な粗鋼生産能力の増強によ

り、世界の鉄鋼市場では、需給ギャップが拡大し、

過剰供給構造となっている。OECD の予測によると、

2015 年の全世界の年間見掛消費量 7 が約16.5 億トン

であるのに対して、年間過剰生産能力は約 6.5 億トン

とされている（年間粗鋼生産能力は約 23 億トン）。（図

1参照）

鉄鋼業界等における過剰生産能力問題コ ラ ム

7 見掛消費量とは、一般的に、当該国・地域の生産量に輸入量を加えたものから、輸出量を差し引いた値をいう。

（図１）
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　今世紀に入り、急速に経済発展を遂げた中国は鉄

鋼の生産量（粗鋼生産量）を大きく伸ばし、韓国も生

産量を急増させた。他のアジア各国でも、多くの製鉄

所建設・拡張が予定されている。（図２参照）

　近年の生産能力の推移の例を見ると、中国企業の

2014 年の粗鋼生産能力は 2008 年比で約1.6 倍との

見込みであり、この間の GDP（現地通貨ベース）及び

鋼材見掛消費量も約1.6 倍にそれぞれ増加した。注目

すべきは、直近 2014 年において、生産能力が前年比

3.4%、GDP が同 7.3％増加する一方、鋼材見掛消費

量が同 3.8％減少となった事実である。また、韓国企

業の粗鋼生産能力は 2014 年に 2008 年比で約1.5 倍

となる見込みであるが、この間の韓国の GDP（現地

通貨ベース）は約1.2 倍の増加に止まっており、同国

の鋼材見掛消費量は約 0.9 倍と減少している。こうし

た国内事情により、中国の 2014 年の輸出量は 2013

年比で約1.5 倍に急増（2008 年比では約1.6 倍）、韓

国の 2014 年の輸出量も2008 年比で約1.6 倍に達し、

世界各地で両国に対するアンチダンピング（AD）措置

や、セーフガード（SG）措置等の貿易救済措置を招く

要因となっている。

　　

（図２）アジアで相次ぐ大型製鉄所建設

（図３）
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４．過剰生産の影響（貿易救済措置の発動増加）

　需要を超えて生産された鋼材は国内・輸出市場で

安価で取引され、結果的に鉄鋼業界全体の収益性低

下に繋がっている。加えて、輸入国には安価な鋼材

が大量に流入してくることから、上述のとおり世界各

地で貿易救済措置の発動が増えており、鉄鋼製品を

対象とした AD・CVD（相殺関税）調査の開始件数

は、2011年の14 件から2014 年には 28 件に、SG 調

査の開始件数は 2011年の 2 件から2014 年には 8 件

に、それぞれ急増している。件数ベースでは、全世界

で発動された 2014 年の貿易救済措置のうち、AD で

約 25％、CVD で約 40％、SG では約17％が鉄鋼関

連である。この傾向は、貿易救済措置の発動国、被

発動国ともに、特にアジアで顕著である（図４参照）。

これら措置により、主に高品質な鋼材を輸出する日本

企業にとっては輸出コストが増大し、海外日系企業等

にとっては鋼材の安定調達に支障をきたしかねない事

態となっている。

５．国際ルール上の問題・取組

（１）AD・SG等の濫用

　日本の鉄鋼各社は、現地製品等と競合しない高品

質の鋼材を輸出していることが多いが、そのような場

合でも、安価な過剰生産品の輸入をターゲットとする

AD 措置や SG 措置に巻き込まれてしまうことが少な

くない。AD・SG 調査は、一旦開始決定がなされると、

それだけでも輸出者には大きな負担となる（本章（5）

経済的視点及び意義参照）。また、そのような調査に

おいて、日本の鉄鋼各社は、これまでも、例えば国

内産業への損害認定に関し、日本からの輸出品が現

地製品等と競合していないことなどを理由に、日本か

らの輸出と国内産業の損害との間には因果関係が存

在しないことなどを、都度主張してきた。しかしながら、

そのような議論は必ずしも各国調査当局により適切に

考慮されていない。こうした議論が認められずに措置

が発動されてしまうと、輸出者の事業に大きな制約を

もたらすだけではなく、鉄鋼を使用する需要家等が追

加課税コストを負担せざるを得なくなるという不利益

が生じる。

　WTO 協定上、AD 措置・SG 措置等は、輸入の増

加と国内産業の損害との間に因果関係がなければ発

動できないものとされていることから、この因果関係

の認定が不十分であるにもかかわらず輸入が損害をも

たらしているとしてAD・SG 措置等が発動された場合、

AD・SG 協定等に違反する可能性が高い。

　まず，AD 措置についての損害及び因果関係の論点

における判断の一つとして、中国による日本産高性能

ステンレス継目無鋼管に対するAD 措置（DS454/460、

第 6 章参照）が挙げられる。中国当局は、中国製品

のほぼ全てが日本等からの輸入品よりグレードが低

く、中国製品と輸入品との間に競合関係は認められな

いと認定している。それにもかかわらず、中国当局は、

そうした製品の差異を適切に考慮せずに国内産業の

損害及び輸入と損害との間の因果関係を認定した。こ

の点について、WTO 紛争解決パネル報告書（本報告

書作成時点では未採択である）は、国内製品と輸入

製品のグレード等の差異を考慮せずに、ダンピング輸

（図４）
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入が国内産業に損害を与えたと認定することは、AD

協定に不整合であるとしている。

　また，SG 措置における損害及び因果関係の要件に

ついても、輸入増加以外の事象に起因する国内産業

への影響を分離することが求められるとするのが先例

である（米国鉄鋼セーフガード（DS248 等））。SG 措

置については，「事情の予見されなかった発展の結果」

であり、かつ関税譲許等 GATT上の「義務・・・の

効果」として、輸入増加及び国内産業の損害が発生

したことが必要とされており（GATT19 条 1 項（a））、

単に国内産業の業績が悪化し同時に輸入が増加して

いるというだけで SG 措置が許されるというわけでは

ないことに注意する必要がある。

　

（２）政府支援による過剰能力の維持・拡大に対

するWTO協定以外の規律

OECD 鉄鋼委員会では、2012 年より過剰生産能力

問題への対応について議論を再開しており、これまで

日本のほか、米国、EU、中南米鉄鋼協会等が強い

関心を示している。世界最大の鉄鋼生産国である中

国も、自国内での過当競争や環境問題に関連する課

題であるとして、鉄鋼委員会の議論に主体的に参加

している。2014 年 5月の OECD 閣僚理事会でも本

件は取り上げられ、過剰能力問題への対応の必要性

が強調された。これを受けて、同年の OECD 鉄鋼

委員会（6月、12 月）では、生産能力増強や非効率

設備維持に資する政府補助金、水際措置の濫用、政

府系金融機関の支援等について懸念が示された。（ア

ジア各国の主なプロジェクトの資金調達源は、経済産

業省委託調査事業報告書（http://www.meti.go.jp/

policy/mono_info_service/mono/iron_and_steel/

downloadfi les/H26asankyou.pdf）２．４．３を参照。）

　こうした議論を踏まえ、OECD は、過剰能力問題

に関する報告書を2015 年 2月にホームページ上で公

開した。同報告書では、過剰能力の現状や影響の分

析に加えて、その背景として政府による市場への介入

が指摘されている。また、各国・地域の製鉄所新設・

拡張プロジェクトのリストも掲載されており、今後も政

府施策が過剰能力に及ぼす影響の分析、新規投資案

件のデータベース維持（資金供給源や政府支援措置

を含む）、過剰能力問題に関する政治レベルでの議論

等、過剰能力問題の解決に向けて様々な取組を継続

する予定とされている。

　＜OECDの過剰能力問題に関する報告書：“Excess 

Capacity in the Global Steel Industry and the 

Implications of New Investment Projects”＞

　ht tp : //www. o ecd - i l i bra r y. org /s c i ence -

a nd - t e ch no l og y/exce s s - c apa c i t y - i n - t he -

globa l - steel - industry-and-the - impl icat ions -

of -new- investment-projects _ 5js65x4 6nxhj -

en% 3bjsessionid=4cs3r2sgdgq81.x-oecd-live-01

６．おわりに

　過剰生産能力の問題は、鉄鋼産業のみならず、造

船や化学繊維等でも指摘されており、今後、新興国

のさらなる経済発展により、他の産業においても同様

の問題が生じる可能性がある。鉄鋼に関するWTO

協定上の取扱いの整理及び OECD 等の国際フォーラ

ムにおける議論は、そうした他の産業についても参考

になるものである。また、市場メカニズムを適切に機

能させて、健全で持続可能な産業発展を促すという

観点や自由貿易体制の維持という観点から、本問題

は引き続き対外的な産業政策として対処していく必要

がある。
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（1）　ルールの背景
　補助金は、場合によっては自国の産業を必要以上

に保護し、自由な貿易競争を阻害する「不公正貿易」

の一因になることは1947年のGATT成立時から広

く認識されていた。他方、補助金は、国の産業政

策を実現する手段の1つとして経済学的にもその有

効性が認められており、各国において様 な々形態の

補助金が様々な産業政策実現に向けて供与されて

いる。すなわち、補助金の一律削減・撤廃は産業

政策として妥当ではなく、現実的でもない。したがっ

て、補助金に関する貿易ルールは、産業政策として

の有効性を確保しつつ貿易歪曲性を減少させるもの

でなければならない。補助金に関する貿易ルールの

発展の歴史は、規律すべき「貿易歪曲的」な補助

金を類型化する作業の困難さを示すものといえる。

　まず、1947 年に成立した GATT16 条（1994 年

の GATT16 条 1）は、輸出増加あるいは輸入減少

をもたらす補助金については通報するとの規律を設

け、他国に「重大な損害」を与える場合には他国と

討議する義務を明記したが、補助金削減の義務は

規律されなかった。その後、1955 年に輸出補助金

に関する規定が追加され（1994 年の GATT16 条

2 ないし 5）、一次産品以外の輸出補助金は禁止さ

れたが、一次産品については削減の努力義務が課

されるに止まり、補助産品のシェアが「衡平な取分」

をこえて拡大することとなるような方法で供与される

補助金のみが禁止された。

　1979 年、GATT 東京ラウンドの成果として「補

助金コード」が成立した。補助金削減義務の対象

は GATT の規定を確認するに止まったが、補助金

相殺関税に関する規律が整備されるとともに（国内

産業の損害を発動要件として明確化）、「著しい害」

の具体的な内容について類型化された（①国内市

場への影響、②補助金供与国内での輸入代替効果、

③第三国市場での輸出阻害）。もっとも、「補助金コー

ド」は、GATT 締約国すべてを拘束するものでは

なく参加したい国のみが参加する複数国間協定であ

り、その規律には限界があった。

　1995 年、WTO 協定の1つとして「補助金及び

相殺関税に関する協定」（現行の補助金協定）が、

農業補助金に関する特則を定めた「農業に関する協

定」（農業協定）とともに発効した。現行協定は全

WTO 加盟国に適用されるものであり、その実効性

が向上した上（なお、途上国に対する配慮規定が

存在する。）、現行補助金協定は、補助金の定義を

明確化した上で、①あらゆる場合に禁止される補助

金（いわゆるレッド補助金。輸出補助金・国内産品

優先補助金がこれにあたる。）、②他国に「悪影響」

を与えた場合には撤廃等を求められる補助金（いわ

ゆるイエロー補助金。「特定性」のある補助金がこ

れにあたる。）の 2 つに分類した上で、WTO によ

る補助金の撤廃勧告及び相殺関税という2つのルー

トを用意している。また、農業協定においても、輸

出補助金や国内助成の削減義務が盛り込まれてい

る。

　このように、補助金に関する貿易ルールは、削減

対象となる補助金に関するルールも相殺関税に関す

る手続も発展し明確化されてきたといえる。もっと

第7章
補助金・相殺措置

1．ルールの概観
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も、現行協定においてもその規律の内実・限界が明

確ではない点もあり、1995 年の協定発効以来、多

くの補助金に関する紛争について WTO 紛争解決

手続が利用され、パネル報告書・上級委報告書が

発出されてきた。特に、2011年には AD 税及び相

殺関税の二重賦課に関する紛争（DS379）、エアバ

ス（DS316）・ボーイング（DS353）に関する紛争な

どについて、先例として大きな価値を有すると考え

られる上級委報告書が発出された。

　そこで、以下、紛争解決手続による先例の積み

重ねによって見えてきた補助金に関するルールの内

実・限界について概観する。

（2）法的規律の概要
①補助金の定義

　補助金協定において、補助金とは、①政府又は

公的機関からの、②資金的貢献によって、③受け

手の企業に「利益」が生じるものと定義されている。

　以下、この 3 つの要件について順に検討するが、

「資金的貢献」とは、政府が企業に対して対価を得

ることなく給付する「贈与」に限られず、減税措置

や物品・サービスの提供といったものも含まれる点

で、我が国の国内法（補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律等）における「補助金」より

も広い概念である点については注意が必要である。

　また、補助金協定は物品貿易に関する協定であり、

その規律は補助金による利益が物品に上乗せされ

る場合を前提としている点にも注意が必要である。

サービス貿易に影響を与える補助金も考えられると

ころではあるが（例えば、教育サービスの輸出とし

ての教師等の専門家派遣に対する政府支援など）、

サービス貿易に関する補助金は GATS15 条に基づ

き交渉中であり、現状、具体的な規律は存在しない。

したがって、補助金が物品の貿易に影響を与えるの

か、サービス貿易に影響を与えるのか（あるいは両

方に影響を与えるのか）を把握することがまず重要

である。

ⅰ．「政府又は公的機関」（補助金協定 1条 1（a）（1））

　「政府」とはすべての政府機関を含む概念である

が、「公的機関」とはいかなる機関を指すものか判

然としていなかった。この点、上級委員会は、「公

的機関」というためには、政府が株式を保有してい

るという事実（すなわち、国有企業であること）だ

けでは足りず、政府権限を所有、行使あるいは委譲

されているという事実が必要であると判断した（米

国 - 中国製品に対するAD・相殺関税措置（DS379）

上級委報告書パラ317）。このような解釈の具体的

適用については、上級委員会が中国の国有商業銀

行は中国政府に代わって政府機能を行使していると

して「公的機関」であると認定した一方、鉄鋼等を

生産している国有企業については政府機能を行使す

る権限が委譲されているとの証拠はないとして「公

的機関」と認定しなかった例が参考になる。

　また、この解釈によれば、経営再建のため一時

国有化された企業は「公的機関」にはならないもの

と思われる一方、仮に政府の株式保有比率が低く

ても「政府権限を委譲されている」と判断されれば「公

的機関」と判断されることになろう。

ⅱ．「資金的貢献」（補助金協定1条1（a）（1）（i）-（iv））

　補助金協定における「資金的貢献」とは、政府

からの贈与に限らず、貸付・出資・債務保証・減税

等の収入の放棄・物品及びサービスの提供といった

あらゆる財産的価値の積極的消極的移転を含む概

念である。

　物品・サービスの提供や物品の購入といった措

置は、我が国の国内法（補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律等）においては「補助金」

にはあたらないが、例えば、政府による物品の購

入が不相当な対価でなされていた場合、相当ではな

い対価部分については政府から「贈与」がなされた

場合と同様の経済的な効果が生じることになる。こ

のような現象を補助金協定の規律から排除すること

は、政府からの贈与と同様の効果を狙っての不相当

な対価での物品購入といった「迂回」を許すことに

もなりかねない。したがって、対価の相当性につい
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ては後述の「利益」の有無という要件で判断される

ことになるが、補助金協定は「利益」を生む可能性

のある政府からの財政的措置については、ひとまず

「資金的貢献」にあたるものとして捉え、実質的な

判断は「利益」の要件で審査することを求めている

ものと考えられる。

　そうすると、「資金的貢献」の要件は、財政的措

置ではない政府による措置については補助金協定

の規律の対象外とするという機能を有しているもの

といえる。例えば、政府が規制権限を行使して特

定産品について市場価格よりも高い公定価格を決

定し、同価格以下での販売を禁止した結果、同産

品の生産者に利益が生じたとしても、その事実のみ

では政府からの財政的措置があったとはいえないの

で、このような措置は補助金協定の対象外となる。

　なお、「資金的貢献」が民間団体によってなされ

た場合であっても、それが政府又は公的機関から

の委託・指示を受けてなされた場合には、政府又

は公的機関からの資金的貢献があったものとして扱

われる（補助金協定 1 条 1（a）（1）（iv））。この規

定は、政府が民間団体を介して補助金を供与するこ

とで補助金協定の規律から逃れることを防ぐために

設けられたものであり、政府が民間団体をその「代

理」として使って補助金を供与する場合も補助金協

定の対象とする趣旨である（US‒DRAMS 上級委パ

ラ113 - 116）。委託・指示の内容について、上級委

員会はいかなる行為がこれに該当するか抽象的に示

すことは困難としつつ、政府による行政指導が委託・

指示に該当し得ると判断している。

ⅲ．「利益」について（補助金協定 1条 1（b））

　前述のとおり、補助金協定上の補助金とは「資金

的貢献」によって「利益」が生じるものであるが、

上級委員会によれば、「利益」とは、市場価格と比

較して政府による資金的貢献の方が受け手にとって

より有利な条件であることを意味する（カナダ- 民間

航空機（DS70）上級委報告書パラ157）。すなわち、

政府が受け手から資金的貢献に見合った相当な対

価の支払を受けない場合、受け手に「利益」がある

と判断されることになる。具体的には、政府が民間

企業に金銭を一方的に贈与した場合はもちろん、民

間の金融機関よりも低い利率によって政府が融資し

た場合や、政府が市場価格よりも高い価格で企業

から物品を購入することなども、資金的貢献の受け

手に「利益」があると判断されることになる（具体

的な事例は補助金協定 14 条に例示されている。）。

　このように、「利益」の有無は市場価格や金利と

いった市場における条件等との比較によって決まる。

もっとも、何が「市場価格」なのかは具体的事例に

よっては明らかではないケースも多い。例えば、融

資は融資先の信用力、融資事業の有望性、融資金

額、その時点での市場金利等のあらゆる事情を考

慮した上で、融資する金融機関がそのリスクを判断

し、借り手企業と交渉の上、最終的に条件が確定

するものである。政府から融資を受けた企業が「利

益」を受けたといえるか否かを判断するためには「市

場価格」が何であったかを決めなければならない

が、政府によって融資を受けた借り手と全く同一の

状況にあって民間金融機関から融資を受けた企業

が存在するとは想定しにくいため、比較すべき「市

場価格」は現実には存在しない価格を様々な状況

から推定して決める必要がある。したがって、比較

すべき「市場価格」として何が適切かについて、パ

ネルないし上級委員会が政府からの資金的貢献が

なされた際の事情を分析した説得力のある議論・証

拠を求める傾向が見られる。

　また、政府介入によって新しい市場が創設された

ケースで、上級委員会は、当該政府介入それ自体は

「利益」の供与、すなわち、補助金を構成しないと

し、「利益」の認定に当たっては、「関連市場」を

特定した上で、比較すべき「市場価格」に基づいて

利益分析を行うべき旨の判断を示している。具体的

には、カナダ－オンタリオケースで上級委員会は、補

助金措置の客観的目的・構造自体で「利益」の存

在が推定されるという日本の主張を認めず、「関連

市場」として「再生可能エネルギー市場」を特定し、

オンタリオにおける過去の再生可能エネルギー供給

制度（Renewable Energy Supply）における再生
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可能エネルギー市場価格を考慮し利益分析を行うよ

う要求。実務上「利益」の認定に当たっては「市場

価格」との比較が要請される旨示唆された（カナダ

－FIT（DS412、426）上級委報告書パラ5.190）。

　なお、資金的貢献の受け手に「利益」があると

判断される場合、当該受け手によって生産される産

品に補助金の利益が上乗せされるが、当該産品が

原材料等である場合（いわゆる「川上産品」）、それ

を原材料として使用して生産される産品（いわゆる「川

下産品」）にも補助金の利益が上乗せされている可

能性がある。具体的には、上級委員会は立木を伐

採して丸太を製造販売する業者に対する補助金の

利益が、「補助産品」である立木を通じて丸太加工

業者が生産する軟材に移転したことが立証されれ

ば、軟材も「補助産品」として相殺関税を課すこと

ができる旨判断している（当然ながら、丸太販売業

者と丸太加工業者が同一企業であるなど両者に関

連性があれば、利益は当然に移転されているものと

考えられる。米国－カナダ産軟材に対する相殺関税

措置（DS257）上級委報告書パラ155 - 156）。直接、

補助金を受けている企業によって生産される産品だ

けでなく、補助産品を原材料として使用して生産さ

れる産品についても「補助産品」と判断される可能

性がある点について注意が必要である。

②レッド補助金

はじめに

　以下に述べる輸出補助金及び国内産品優先補助

金は、いずれも貿易歪曲性が高いものとして、他国

への悪影響の有無にかかわらず供与が禁止されてい

る。このような補助金を供与していると判断された

場合、当該補助金を遅滞なく廃止するよう勧告され

る（補助金協定 4 条 7）。

ⅰ．輸出補助金（補助金協定 3条 1（a））

　補助金協定は、「法令上又は事実上、輸出が行わ

れることに基づいて（唯一の条件としてであるか二

以上の条件のうち一の条件としてであるかを問わな

い。）交付される補助金」の交付・維持が禁止され

ると規定した上で、注として、「補助金の交付が法

的には輸出が行われることに基づいたものではない

場合においても、当該補助金の交付が実際の又は

予想される輸出又は輸出収入と事実上結び付いて

いることが事実によって立証されるときは、この基

準は、満たされるものとする。輸出を行う企業に補

助金を交付するという単なる事実のみを理由として、

この 3 条 1に規定する輸出補助金とみなされること

はない。」と定めている。この規定により、例えば、

法令上、産品を輸出する場合にのみ供与されること

が明記されている補助金が輸出補助金にあたり禁

止されることは明らかであるが、この規定によって

禁止される補助金の範囲、特に事実上の輸出補助

金とは何を指すのかについては判然としなかった。

　この点について、上級委員会は、補助金の供与

によって輸出量が増加するというだけでは輸出補助

金にはならず、輸出補助金とは国内販売に比べて輸

出販売により強いインセンティブを与える性質を有す

る補助金であるとの判断を示した（EC‒大型航空機

（DS316）上級委報告書パラ1045-1056）。また、補

助金がそのような性質を有するか否かは、補助金を

供与する政府の主観的な動機ではなく、当該補助

金そのものの客観的な構造によって判断されるとし

た（パラ1051）。

　具体的には、パネル及び上級委員会が輸出補助

金と判断したものとしては以下のようなものがある。

・外国航空会社が金融機関から航空機を購入す

る資金の融資を受ける際、公的機関がその利

子を負担するプログラム（ブラジル－小型航空機

（DS46））

・海外の子会社を通じて輸出産品を販売した場合

には、その所得について国内販売によって得られ

た所得以上の課税免除の特典が得られる課税制

度（米国－外国小売業者への課税制度（DS108））

・輸出価格が基準価格を下回った場合、輸出者に

対してその差額を補填する補助金（米国－高地産

綿花補助金（DS267））

　政府系金融機関による輸出に対する支援（輸出産
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品の購入先がその購入資金を金融機関から借り受

ける際、輸入者あるいは輸入者に対して貸し付ける

金融機関に輸出国の政府又は公的金融機関が低利

で融資を行う形態などがある。以下、「輸出信用」）は、

その融資が輸出に基づいて行われるという性質上、

輸出補助金にあたる。もっとも、OECD における参

加国間で取りきめた紳士協定であるOECD 輸出信

用アレンジメントに定められた条件の範囲内で供与

される輸出信用は輸出補助金とみなさないこととさ

れている（補助金協定附属書 I（k）項第 2 段落）。

なお、OECD 輸出信用アレンジメントには他国がア

レンジメントから逸脱した輸出信用を行った場合に、

それに対応して自国もOECD 輸出信用アレンジメン

トから逸脱した輸出信用を行うことが認められてい

るが（マッチング）、パネルはマッチングによる輸出

信用は輸出補助金とみなされない補助金にはあたら

ないと判断している（カナダ－航空機輸出信用プロ

グラム（DS222）パネル報告書 パラ7.157）。

　農産品に関する輸出補助金は、農業協定によっ

て定められている。その規律については後述する。

ⅱ．国内産品優先補助金（補助金協定 3条 1（b））

　補助金協定は、輸出補助金に加えて「輸入物品よ

りも国産物品を優先することに基づいて（唯一の条

件としてであるか二以上の条件のうち一の条件とし

てであるかを問わない。）交付される補助金」の交

付・維持も禁止される旨定めている。この規定は、

GATT3 条 4 によって禁止されている「内国民待遇

違反」にあたる補助金が禁止されることを補助金協

定上も明記する趣旨で規定されているものである。

すなわち、産品を生産する際に使用する部品が国内

産か外国産かによって補助金の受給について差別

的な取扱いをする補助金が「国内産品優先補助金」

である。具体的には、国内で生産された部品を使

用した場合に限って補助金を供与するものや、生産

者が産品を生産する際に使用する部品について海外

で生産された産品を使用する場合よりも国内で生産

された産品を使用した場合に多くの補助金を受ける

ことができる構造を有する補助金が国内産品優先

補助金にあたる。この点、上級委員会は、このよう

な補助金の差別的な構造が法令上明記されている

場合に限らず、事実上、産品の生産に国内で生産

された部品の使用が優先されている補助金につい

ても、国内産品優先補助金にあたると判断している

（Canada‒Autos パラ143）。

　なお、国内生産者に対してのみ補助金を供与し、

海外生産者に対して補助金を供与しないことは内

国民待遇違反にはあたらず（GATT3 条 8（b））、補

助金協定上も禁止されていない。禁止されているの

は、産品の生産に用いられる部品において内外差

別を行うことであり、産品の生産そのものに関して

国内生産者のみに補助金を供与することは禁止され

ていない点に注意が必要である。

　農産品について、上級委員会は、国内産品優先

補助金に関しては農業協定において特別の規定は

なく、原則どおり補助金協定 3 条 1（b）の規律が

適用されると判断している（米国－高地産綿花補助

金（DS267）上級委報告書パラ545）。

ⅲ．レッド補助金の効果

　前述のとおり、輸出補助金と国内産品優先補助

金の交付・維持は禁止されている（補助金協定 3 条

2）。WTO 加盟国は、他の加盟国がこれらの補助

金を交付・維持していると考えられる場合、紛争解

決手続を利用することができる。輸出補助金に関

する紛争はより迅速に処理することが必要と考えら

れており、紛争解決手続に関する了解（DSU）に定

められている期間の半分の期間で処理されるものと

されている（補助金協定 4 条 12）。審理の結果、パ

ネルないし上級委員会が当該補助金は輸出補助金

又は国内産品優先補助金にあたると判断した場合、

加盟国に対して当該補助金を遅滞なく廃止するよう

に勧告する（補助金協定 4 条 7）。具体的には、3

か月以内での補助金の廃止を勧告するケースが多

い。

　勧告を受けた加盟国は補助金を廃止しなければ

ならないが、具体的に何をもって補助金の「廃止」

といえるかについては明確ではない。問題となるの
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は、勧告を受けた補助金を今後供与しないというこ

とで「廃止」といえるのか、それとも既に供与した

補助金を返金させなければ「廃止」といえないのか

（さらに、返金が求められるとして、企業に供与さ

れた全額か手元に残っている利益に限られるか）で

ある。この点については、いまだパネル・上級委員

会の判断から明確になったとはいえない。

　この点について、豪州－皮革事件の履行確認パネ

ルにおいて判断が示された。補助金廃止勧告を受

けた豪州は今後補助金を供与しないということで補

助金の「廃止」といえると主張し、米国は期限まで

に補助金を受けた企業の手元に残っている利益が

返還されなければ補助金の「廃止」とはいえないと

主張した。これに対し、パネルは豪州・米国のいず

れの主張も採用せず、供与された補助金の全額に

ついて返金しなければ補助金の「廃止」とはいえな

いと判断した（豪州－自動車用皮革補助金（DS126）

履行確認パネル報告書パラ6.48）。この判断内容は

我が国を含む多くの加盟国から厳しく批判され、そ

の後、パネル・上級委員会が補助金の返還がない

ことをもって補助金が「廃止」されていないとの判

断は示していない。補助金「廃止」勧告を満たすた

めに企業からの補助金の返還が必要なのか否か（仮

に返還が必要だとして、その返還の範囲）について、

「廃止」の意味するところについて今後の判断が待

たれる。

iv．WTO勧告不履行の対抗措置

　補助金の廃止を求めるWTO 勧告が履行されな

い場合、協議要請した加盟国は適当な対抗措置（関

税引上げ等）をとることができる（補助金協定 4 条

10）。この「適当な」の意味について、同条は注に

おいて「この条に規定する補助金が禁止されている

という事実に照らして均衡を失する対抗措置を認め

ることを意味するものではない。」としている。

　この規定は、WTO 勧告不履行の際の対抗措置

の程度について「無効化又は侵害の程度と同等の

ものとする。」と規定するDSU22 条 4 の特則とい

える。すなわち、補助金以外の協定違反に関する

紛争については、他の加盟国の協定違反により協

議要請した国の利益が「無効化又は侵害」されて

いることが WTO 勧告を受けるための要件となって

いる（GATT23 条。なお、DSU3 条 8 によって協

定違反の事実により協議要請した国の利益の無効

化・侵害は推定され、協議要請を受けた国が反証

する責任を負っている。）。これに対し、輸出補助金

及び国内産品優先補助金については、協議要請さ

れた補助金がかかる性質を有するという事実のみを

もって廃止勧告がなされるのであって、協議要請し

た国に「無効化又は侵害」があったか否かは問わ

れない。したがって、対抗措置の程度を画する「無

効化又は侵害の程度」という概念は輸出補助金及

び国内産品優先補助金には存在せず、代わりに「適

当な」程度の対抗措置が認められているものと考え

られる。

　具体的には、「適当な対抗措置」として、政府によっ

て供与されたレッド補助金の総額が対抗措置の上限

として認められる例が多い。もっとも、WTO 勧告

の履行を促すためにはより高い程度の対抗措置が

必要として、算定した額に 20％を上乗せした金額を

対抗措置として認めた例もある（カナダ－航空機輸

出信用プログラム（DS222）仲裁決定パラ3.121）。

このように、レッド補助金の廃止勧告不履行に対す

る対抗措置の上限については、仲裁人が「適当」と

考える金額であり、その判断には仲裁人の裁量が

事実上認められるとも評価することができる。した

がって、その上限は予測できない点も多く、補助金

協定以外の協定違反に対する対抗措置に比べて高

額になることもあり得る点に注意が必要である。

③イエロー補助金

はじめに

　輸出補助金及び国内産品優先補助金にあたらな

い補助金であっても、「特定性」のある補助金につ

いては他国に悪影響を及ぼした場合 WTO から当

該補助金の廃止もしくは悪影響の除去を勧告される

ことになる。

　したがって、ここでは「特定性」とはいかなる概
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念か、そして「悪影響」とはいかなる場合を指すか

が問題となってくる。

ⅰ．特定性

　補助金協定 2.1条は特定性の有無を判断するた

めの「原則」について定めているが、その内容は以

下のようなものである。

（a）　補助金の交付対象が明示的に特定の企業・

産業に限定されている場合　特定性あり

（b）　補助金の交付対象やその額が客観的な基

準・条件によって定められている場合　特定性

なし

（c）　（a）及び（b）によれば特定性がないと考え

られるが、事実上、補助金が特定の企業・産

業に利用されていると判断できる場合　特定性

あり

　上記のような「原則」について、上級委員会は、（a）

及び（b）はともに補助金の受給資格に関する規定

であり、特定性の有無に関して同時に両規定の要素

を検討すべきだとしている（米国 - 中国製品に対す

るAD・相殺関税措置（DS379）上級委報告書パ

ラ368）。受給資格に関する規定であるとの観点か

ら（a）及び（b）を見ると、あらゆる産業が受給し

得る補助金は特定性がなく、特定の産業のみが受

給する補助金（すなわち、一定の企業・産業は補助

金を受給する資格がない補助金）は特定性がある

ということができる。すなわち、補助金の交付要件

として一定の基準や条件（例えば、売上高・収益状

況・雇用人数など）を定めている補助金は、当該

基準・条件を満たせばいかなる業種であっても補助

金の交付を受ける可能性があるが、補助金の交付

条件において特定の企業・産業のみに申請を認め

る補助金は、特定の企業・産業ではないという事

実のみをもって補助金の交付先から当然に排斥され

る企業・産業が存在することになる。前者の補助金

は特定性がなく、後者については特定性があると判

断されることになる。

　もっとも、あらゆる企業・産業が受給し得る補助

金についても、その実態としては特定の企業・産業

しか補助金を受給できない（あるいは受給していな

い）ものもあり得る。そのような場合にも「特定性

あり」と定めているのが（c）である。例えば、売上高・

収益状況・雇用人数など客観的な基準・条件であっ

ても、それを満たす企業が 1社しかなく、現にその

1社しか補助金を受給していない場合などは、事実

上、受給資格を当該企業のみに特定していることと

変わりがなく、特定性ありと判断されるであろう。

　なお、輸出補助金及び国内産品優先補助金は、

いずれも特定性のある補助金とみなされる（補助金

協定 2.3 条）。したがって、上記のような特定性に

ついて検討するまでもなく、レッド補助金について

は「特定性のある補助金」として扱われることとなり、

後述のとおり、相殺関税の対象となる。

ⅱ．悪影響

　補助金協定 5 条は、「悪影響」として、①国内産

業に対する損害、② GATTに基づいて与えられた

利益（特に関税譲許の利益）の無効化・侵害、③「著

しい害」の 3 つの類型を定めている。

　①国内産業に対する損害については、アンチ・ダ

ンピング税及び相殺関税の要件にもなっている概念

であり、補助金協定 15 条においてその損害の認定

について詳細な規定が設けられている。なお、本

件規定に基づく救済（WTO 勧告に基づく対抗措置

の発動）は、国内産業の損害防止という点で相殺

関税と同一の機能を有するため、加盟国はWTO

勧告に基づく対抗措置の発動と相殺関税の発動を

ともに実施することはできないこととされている（補

助金協定 5 部に対する注）。

　② GATT に基づいて与えられた利益（特に

関税譲許の利益）の無効化・侵害については、

GATT23 条 1と同一の意味で用いるものと規定さ

れている。この点、GATT 時代のパネル判断では

あるが、かかる要件を満たすためには、a）当該補

助金について関税交渉中には合理的に予期できず、

かつ、b）当該補助金によって輸入産品の競争上

の地位を低下させるものであることが必要との判断
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が示されている（EC‒ 缶詰パラ55）。もっとも、b）

の要件を満たす場合には、後述のとおり輸入代替

が生じている（あるいは生じるおそれがある）として

「著しい害」があった（あるいは、そのおそれがある）

と立証することが可能であると思われるので、関税

譲許の利益の無効化・侵害を殊更に主張する必要

性は乏しいものと思われる。現に、かかる主張がな

されたケースはほとんど存在しない。

　③「著しい害」については、GATT16 条 1に規

定されているものであるが、その意味するところは

明確ではなかったため、東京ラウンドにおける「補

助金コード」によって例示された。補助金協定は、

「補助金コード」の例示をさらに拡充している。すな

わち、補助金協定 6 条 3 は、補助金の効果が（a）

補助金供与国内での輸入代替・輸出妨害、（b）第

三国市場における輸入代替・輸出妨害、（c）補助

産品の価格を同一市場における同種の産品の価格

よりも著しく下回らせるもの、価格の上昇を著しく

妨げ、価格を著しく押し下げ若しくは販売を著しく

減少させるもの、または（d）特定の一次産品につ

いて補助金供与国の市場占拠率を補助金の交付期

間を通じて一貫して増加させるものである場合には、

「著しい害」が生じることがあると定めている。こ

れらの現象が生じていても相殺関税では対応でき

ない。したがって、協議要請した加盟国の国内市

場以外の市場がビジネスにおいて大きな価値を有す

る産品について協議要請・パネル設置要請される傾

向にある。現に、かかる傾向を有する綿花・民間大

型航空機といった産品について「著しい害」の有無

が争われた。

　補助金が「著しい害」を生じさせたというために

は、補助金の効果と「著しい害」との間には因果関

係が必要である。ここで必要とされる因果関係につ

いて、上級委員会は、「あれなければこれなし」といっ

た条件関係では足りず、「真正かつ実質的な関係性」

が必要であるとしている（米国－高地産綿花補助金

（DS267）上級委パラ438）。したがって、原因と効

果との関係が希薄な場合には、仮に補助金が結果

をもたらした一因であったとしても、補助金協定に

おいて、補助金が「著しい害」を生じさせたと認め

ることはできない。

　また、後述する相殺関税については、補助金に

よる利益の額が相殺関税額の上限としての機能を有

しているため、利益額を正確に算定しなければなら

ないが、上級委員会は、補助金と「著しい害」の因

果関係を判断する際には、補助金の利益の額を正

確に算定する必要はないとしている（米国－高地産

綿花補助金（DS267）上級委パラ465）。その上で、

このような因果関係を判断する際には、補助金の性

質を考慮することが重要であるとの判断がパネルに

よって示されている。このような判断からすると、因

果関係の判断には定性的な判断が重要であるとの

パネル及び上級委員会の判断傾向を見ることができ

るであろう。

　現行協定発効以降、パネル及び上級委員会で補

助金が「著しい害」を与えたと判断された補助金は

以下のようなものである。

・国内産品を一定割合使用した場合等に限って認

められる国内税の免除（インドネシア－自動車パ

ネル報告書、なお、かかる補助金は国内産品優

先補助金にあたるが、補助金協定 27条 3 により

当時インドネシアは補助金協定 3 条 1（b）の適用

を受けなかったという事情がある。）

→インドネシア国内市場において、補助産品の価

格を同種の産品よりも著しく下回らせたと認定。

・市場価格に連動して補助金額が変動する補助金

（米国－高地産綿花補助金（DS267）上級委）

→世界市場において同種の産品の価格を著しく押

し下げたと認定。

・新型民間航空機製造のための低利融資であって、

完成した新型機の売上げが目標に達しない場合

には返済義務を免除される補助金（いわゆる「ロー

ンチ・エイド」。EC‒大型航空機（DS316）上級

委報告書）

→ EC 域内市場における輸入代替、第三国市場

における輸入代替、同種の産品の販売の著しい

減少をもたらしたと認定。

・新型民間航空機開発のための米国政府からの資
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金・施設等の提供及び航空機の売上げに連動し

た減税措置（米国－大型航空機（DS353））

→第三国市場における輸入代替、同種の産品の

販売の著しい減少、価格上昇の妨げをもたらした

と認定。

　このように、今まで「著しい害」を生じさせたと

判断された補助金は、いずれも産品の価格を直接

引き下げることを目的とするものであるといえる。す

なわち、これらの補助金は、補助金という「下駄」

を履かせることで市場における競争力を維持・強化

しようとするものである。したがって、これらの補

助金は、「下駄」が外れると同時に当該産品の競争

力は失われることになる。各国の供与する補助金の

多寡によって産品の国際競争力が決せられる事態

を避けようとする補助金協定の精神に照らせば、上

記のような性質を有する補助金の供与が制限される

ことはやむを得ないともいえよう。他方、市場の失

敗を是正するために必要な補助金（例えば、環境保

護目的の補助金や産業構造調整のための補助金な

ど）については、補助金という「下駄」を履かせる

ことで市場における競争力を維持・強化を図るもの

ではなく、むしろあるべき国際競争を促進させる性

質を有するものであって、産品の価格を直接引き下

げることを目的とする補助金と同列に論じられるべ

きではなかろう。

（補論）　「著しい害」の推定規定

　補助金協定 6 条 1は、補助金が一定の定量

的又は定性的な要件を満たした場合、「著しい

害」が推定されることとし、補助金を供与して

いる国が補助金協定6 条 3に定める「著しい害」

が生じる場合のいかなるものももたらさなかっ

たことを証明しない限り、補助金による「著し

い害」が存在することとされていた（補助金協

定 6 条 2）。

　しかしながら、これらの規定は協定発効後

5 年を経過して失効したため（補助金協定 31

条）、現在、パネル設置要請を行った国はいか

なる場合においても補助金協定 6 条 3 に定め

る「著しい害」が生じる場合にあたることを自

ら立証しなければならない。

ⅲ．イエロー補助金の効果

　悪影響をもたらした特定性のある補助金は、補

助金による悪影響を除去するための適当な措置を講

ずるか、あるいは廃止されなければならない（補助

金協定 7条 8）。WTO 加盟国は、他の加盟国がこ

れらの補助金を交付・維持していると考えられる場

合、紛争解決手続を利用することができる。審理

の結果、パネルないし上級委員会が当該補助金は

特定性を有しており、かつ協議要請を行った加盟国

に悪影響をもたらしたと判断した場合、加盟国に対

して当該補助金を 6 か月以内に補助金による悪影

響を除去するための適当な措置を講ずるか、廃止す

るように勧告する。

　もっとも、先に述べたとおり、具体的に何をもっ

て補助金の「廃止」といえるかについては明確では

ない。また、「悪影響を除去するための適当な措置」

とは具体的にいかなる措置を指すのかについても明

白ではなく、かかる措置が講じられたと判断した先

例は現在のところ存在しない。この点についても、

事例による明確化が待たれるところである。

ⅳ．WTO勧告不履行の対抗措置

　WTO 勧告が履行されない場合、協議要請した

加盟国は、存在すると決定された悪影響の程度及

び性格に応じた対抗措置（関税引上げ等）をとるこ

とができる（補助金協定 7条 9）。

　この規定が WTO 勧告不履行の際の対抗措置の

程度について「無効化又は侵害の程度と同等のもの

とする。」と規定するDSU22 条 4とどのように異な

るのかは明らかでない。

　現在のところ、イエロー補助金に関するWTO 勧

告の不履行に基づく対抗措置について判断が示さ

れたのは米国－綿花事件の仲裁判断のみである。

本件の仲裁人は協議要請を行った国であるブラジル

が受けた悪影響（具体的には、実際に販売された
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綿花に関する売上が低下したこと及び本来であれば

販売できたはずの綿花が販売できなかったこと）を

対抗措置額の算定根拠とし、補助金がなかった場

合と実際の状況を比較して算定された額を「悪影響

の程度及び性格に応じた」対抗措置額とした。

　このように協議要請を行った加盟国が受けた損害

について、現実と「WTO 協定違反なかりし場合」

との差額を対抗措置額とするという考え方は、「無

効化又は侵害の程度と同等のものとする。」と規定

するDSU22 条 4と違いがないように思われる。イ

エロー補助金に関する対抗措置の算定がその他の

WTO協定違反に関する対抗措置と本質的に差異が

あるのか否かについては、今後の事例の集積により

明らかになると思われる。

④補助金相殺関税

ⅰ．概要

　補助金によっては、前述のとおり、補助金の利

益によって産品の価格を押し下げ、補助金を供与し

ていない輸入国の産品に対して競争上優位に立ち、

輸入国の国内産業に損害を与えることがある。そこ

で、GATT6 条は補助金から国内産業を保護する

ための特殊関税である「相殺関税」の賦課を認め、

補助金協定は相殺関税賦課のための内容や手続に

ついて詳細に定めている。

ⅱ．対象となる補助金

　相殺関税の対象となる補助金は「特定性のある

補助金」である。「特定性」及び「補助金」の定義

については前述のとおりである。輸出補助金及び国

内産品優先補助金はいずれも特定性があるものと

みなされるので（補助金協定 2 条 3）、これらの補

助金も相殺関税の対象となる。他方、特定性のな

い補助金に対して、仮に輸入国の国内産業に損害

を与えていても相殺関税を発動することはできない。

　なお、特定性のある補助金であっても相殺関税

の発動が制限される場合がある点に注意が必要で

ある。

　第一に、輸出補助金に対する相殺関税とAD 税

が同一の事態を補償する場合には、相殺関税と

AD 税を併課することはできない（GATT6 条 5）。

輸出補助金は、輸出販売を国内販売よりも有利に

取り扱うという性質上、輸出価格を国内販売価格よ

りも低くする事態を生じさせる。このような事態が生

じる場合、同時に「輸出価格が国内販売価格よりも

安い場合」というAD 税を賦課するための要件をも

満たすことになる。このように輸出補助金によって

AD 税の賦課要件を満たしている場合、相殺関税

とAD 税を併課すれば、同一の事態に不必要な「二

重の救済」を与えることになり適当ではない。した

がって、このような場合においては AD 税又は相殺

関税のいずれかを発動すれば十分であり、併課が

禁止されている。他方、別個の事由を理由とした相

殺関税とAD 税の同時賦課は禁止されるものでは

ない。

　第二に、国内産業に対する損害を理由とした

WTO 勧告に関して対抗措置を発動した場合、同

一の補助金について相殺関税を発動することはでき

ない（補助金協定 10 条に対する注）。これは、相

殺関税も国内産業に対する損害を保護するための

制度である以上、同一の目的のために複数の救済

手段を同時に実行する必要はないからである。他

方、補助金供与国又は第三国市場における輸入代

替、価格押下げ等を理由とするWTO 勧告の場合

は、同一の補助金について相殺関税を発動すること

を妨げられない。

ⅲ．国内産業の損害及び因果関係

　これらについては、補助金協定 15 条及び 16 条

に詳細に規定されており、その内容は AD 協定の

規律とほぼ同様である（第 6 章アンチ・ダンピング

措置参照）。

ⅳ．効果

　特定性のある補助金によって国内産業に損害が生

じていると認められる場合、輸入国は当該産品に対

して補助金の額を限度に相殺関税を課すことができ

る（補助金協定 19 条 4）。補助金の額とは、問題と
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なっている資金的貢献と市場において同様の資金的

貢献を受けた場合の差額（すなわち、資金的貢献

によって生じる利益の額）のことである（補助金協

定 14 条）。相殺関税が補助金の利益が上乗せされ

て低価で輸入される産品によって国内産品が競争上

劣位になることを防ぐことが目的であることに照らせ

ば、補助金の利益の額だけ関税を賦課することに

よって輸入品と国内産品との競争条件を揃えること

ができるため、この額が相殺関税の上限とされてい

るのである。

　なお、毎年一定額の補助金が繰り返し供与され

る場合であれば、相殺関税はこれに応じて補助金

額を上限に毎年賦課することができるが、出資、貸

付等の1 度きりの補助金によって設備投資等を行っ

た場合、どのように「補助金の利益」を算定して相

殺関税を賦課するかが問題となる。補助金協定に

おいて明文規定は存在しないが、補助金の利益が

複数年にわたってどのように使用されて産品に「上

乗せ」されているかについて輸入国の調査当局が

合理的な範囲内で認定することが許されていると考

えるべきである。この点、上級委員会は、出資及び

債務免除の補助金の利益が 5 年にわたって配分さ

れると調査当局が認定した場合、6 年目以降は相殺

関税を賦課することはできないと判示している（日本

－韓国産 DRAM への相殺関税措置（DS336）上

級委パラ214）。

（補論）　「グリーン補助金」について

　補助金協定 8 条及び 9 条は、一定の研究開

発、地域開発援助及び環境保護目的の補助金

については、補助金協定 2 条によって特定性

の認められる補助金であっても、「イエロー補

助金」として扱わず、　WTO 協議要請の対象

にも相殺関税の対象にもしないものと定めてい

た。

　しかしながら、これらの規定は協定発効後

5 年を経過して失効したため（補助金協定 31

条）、現在は、これらの補助金についても「イ

エロー補助金」として WTO 協議要請の対象

となり、また、相殺関税の対象にもなっている。

⑤農業補助金について

ⅰ．輸出補助金

　GATT 時代は、農産品の輸出補助金については

削減の努力義務が課されるに止まり、補助産品に

シェアが「衡平な取分」をこえて拡大することとなる

ような方法で供与される補助金のみが禁止されてい

た。しかしながら、「衡平な取分」とは何か明確で

はなかったため、WTO 発足とともに発効した農業

協定は、①協定及び各国の譲許表にしたがって輸

出補助金を削減し、②それ以外の輸出補助金の交

付を禁止するというアプローチを採用した（農業協

定 8 条）。

　まず、①削減対象となった補助金については、協

定発効後 6 年間で補助金額の 36％、補助農産品の

輸出数量の 21％の各削減義務が規定された（開発

途上国は前者について 24％、後者については 14％

の各削減義務に緩和。農業協定 9 条 2（b）（iv））。

　また、②それ以外の輸出補助金については、上

記の約束の回避をもたらし又はもたらすおそれのあ

る方法で用いてはならないとされている（農業協定

10 条 1）。なお、輸出信用・輸出信用保証・輸出信

用保険の供与に関しては国際的規律について合意

が得られた後は当該規律にしたがって供与すること

とされているが（農業協定 10 条 2）、現時点ではそ

のような国際的規律は成立していない。上級委員会

は、当該国際的規律が存在しない現在においては、

輸出信用・輸出信用保証・輸出信用保険も原則どお

り輸出補助金に関する約束の回避をもたらし又はも

たらすおそれのある方法で用いてはならないとの規

律が適用されると判断した（米国－高地産綿花補助

金（DS267）上級委パラ615）。

ⅱ．国内助成

　農業に関する国内向けの補助金は、補助金協定

上の「イエロー補助金」としてのWTO への協議要請・

パネル設置及び相殺関税の規律が適用されるほか、

一定の性質を有する補助金については削減義務が
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課された。すなわち、まず、研究・自然災害対策・

構造調整・環境等の農産品市場に悪影響を与えな

いと考えられる補助金については削減対象外とされ

（「緑」の補助金といわれる。農業協定 6 条 1、附

属書 2）、その他、農産品市場に悪影響を与える可

能性のある補助金については削減対象の補助金とし

て協定発効後 6 年間で各国が譲許表に記載したと

おりに削減しなければならない（「黄」の補助金とい

われる。農業協定 7条 2）。もっとも、生産制限計

画による直接支払であって農業協定において定めら

れた一定の補助金については例外的に削減義務の

対象から除外されることとなった（「青」の補助金と

いわれる。農業協定 6 条 5）。この「青」の補助金は、

ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、EU 共通農業政

策に基づく補助金、日本の稲作経営安定対策等を

削減対象から除外するため、例外的に設けられたも

のである。

　したがって、加盟国は、「緑」及び「青」の補助

金については削減対象外、その他の補助金につい

ては譲許表にしたがって削減義務を負うこととなっ

た。

（補論）　妥当な自制について

　農業協定の下では、各加盟国は、輸出補助

金や「緑」及び「青」の各補助金について、協

定発効後 6 年間はWTO への協議要請・パネ

ル設置や相殺関税の発動を自制することとさ

れていたが、現在、この規定は失効している。

よって、農産品に対する補助金についても、上

記の特別規定にしたがって WTO への協議要

請・パネル設置及び相殺関税の発動が可能で

ある。

（3）開発途上国に対する特別規定
ⅰ．輸出補助金に関する特別規定

　補助金協定 3 条 1（a）は輸出補助金を禁止して

いるが、補助金協定 27条 2（a）により補助金協定

附属書Ⅶ（a）（b）に規定する開発途上加盟国は適

用除外とされている。補助金協定附属書Ⅶ（a）の

規定により、国際連合が後発開発途上国に指定す

る 49 か国のうち、34 か国のWTO 加盟国が輸出

補助金の適用除外を認められている（2015 年 2月

現在）（図表Ⅱ‐7‐1 参照）。これに準ずる開発

途上国として補助金協定附属書Ⅶ（b）に列挙され

る加盟国については、ドーハ実施閣僚宣言パラグラ

フ10.1で補助金協定附属書Ⅶ（b）の実施要件が定

められたことにより同リストから外れた加盟国もある

が、2011年末現在、18 か国が適用除外となってい

る（図表Ⅱ‐7‐2 参照）。

　一方、補助金協定附属書Ⅶ（a）（b）以外のその

他の開発途上国については、補助金協定 27条 2（b）

により、補助金協定発効から 8 年間（つまり2002

年末まで）は適用除外とされていた。更に、補助

金協定 27条 4 は猶予期間満了日の1年前までに開

発途上国は委員会と協議し、委員会の決定がある

場合には適用除外期間の延長を認める旨定めてい

る。この規定に基づき、延長申請を行った 25 か国

の輸出補助金の延長の可否について、2002 年 1月

より補助金・相殺措置委員会で審議が行われた。

　審議の手続は、①ドーハ閣僚宣言パラグラフ10.6

に基づく小規模経済国に認められる特別の延長手

続（委員会が定めた一定の要件を満たせば原則とし

て 2007年末まで延長が認められるもの（要件につ

いては G/SCM/39））と、②通常の補助金協定 27

条 4 に基づく延長手続（1年ごとに延長の可否を審

議）の 2 つがある。上記①については、1年にわた

る審議の結果、延長の権利留保（審議の対象外）（※）

を行った4 か国（図表Ⅱ‐7‐3‐③参照）及び申

請を取り下げた 1 か国を除く20 か国の輸出補助金

について、2002 年 12月19日までに補助金委員会

で延長が認められた。2006 年末をもって段階的廃

止期間が終了したコロンビアを除き、19 か国の輸

出補助金について、2007年末までの延長が認めら

れていた（手続の別については、図表Ⅱ‐7‐3 参照）。

　更に、2006年 4月、バルバドス等14か国は共同で、

特例を2018 年まで延長するよう求める提案を補助

金委員会で行い（G/SCM/W/535）、16 か月の協議

を経て 2007 年 8月に、再延長期限を2013 年まで
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の 6 年間とし、2014 年及び 2015 年の 2 年間を最

終移行期間とし、今後再延長を認めないことで合意

した。また、前回（2002 年）の延長時に延長の権

利留保（審議の対象外）を行った4 か国（図表Ⅱ‐

7‐2‐③参照）の取り扱いについては、最終移行

期間が終了する2015 年を援用の終期とした。

　このような経緯から、補助金協定 27条 2（b）に

よる輸出補助金の適用除外措置は期限を迎えてお

り、当該適用除外を認められていた加盟国は 2 年

間の最終移行期間を経て 2015 年末までに全ての輸

出補助金を廃止することとなる。

ⅱ．「イエロー補助金」に関するWTO協議要請に

関する特別規定

　補助金協定 27条 9 は、原則として、開発途上国

を相手に「イエロー補助金」に関するWTO 協議要

請をすることができない旨規定している。もっとも、

GATT に基づいて与えられた利益（特に関税譲許

の利益）の無効化・侵害の結果、補助金を供与し

ている開発途上国内において輸入代替・輸出妨害

が認められる場合及び輸入国の国内産業に損害が

認められる場合に限ってはWTO協議要請をするこ

とができると定められている。

＜図表Ⅱ‐ 7‐ 1＞　補助金協定附属書Ⅶ（a）により輸出補助金が認められる国々（34 か国）

＜図表Ⅱ‐ 7‐ 3＞　申請を行った輸出補助金の延長が認められた国々

 
1 2000 b

＜図表Ⅱ‐ 7‐ 2＞　補助金協定附属書Ⅶ（b）により輸出補助金が認められる国々（18 か国）
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（4）相殺関税措置
　補助金相殺関税について我が国で調査が開始さ

れた事例は、WTO 発足以前のものを含め2 件（注）

のみであり、関税の賦課に至ったものは 1件のみで

ある。

　2004 年、韓国ハイニックス社製 DRAM に対し

て調査が開始され、2006 年 1 月 27日より27.2％

の相殺関税が賦課された。しかし、韓国からの申

し立てを受けて設置されたパネル及び我が国及び

韓国が上訴した上級委員会報告に基づく紛争解決

機関勧告（DS336、後述の 2．主要ケース（2）参

照）を踏まえた履行調査の結果、2008 年 9月1日

より相殺関税率を 9.1%とする履行措置が講じられ、

更にハイニックス社の求めにより、事情変更レビュー

調査が実施された結果、2009 年 4 月 23日には措

置が撤廃された。なお、近年我が国が他国から調

査を受けた事例はないが、世界では相殺関税はし

ばしば利用されており、米国やEUが頻繁に発動し

ている（図表Ⅱ‐7‐4 参照）。

（注）我が国は、パキスタンからの綿糸に対して 1983 年 4

月に調査を開始したが、1984 年 2月にパキスタンが当

該補助金制度を廃止したため、相殺関税を賦課しない

こととして調査を終了した。なお、ブラジル産フェロシ

リコンに対しても、1984 年 3月に相殺関税賦課の申

請がなされたが、同年 6月に申請が取り下げられたた

め、調査は開始されなかった。

＜図表Ⅱ‐ 7‐ 4＞　WTO発足以降の主要国の相殺関税調査開始件数及び賦課件数（2013 年末現在）

出典：WTO 統計

   

 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

 3 1 6 12 11 7 18 4 5 3 2 3 7 6 14 3 9 5 19 138 79

 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 16 9 

 3 0 0 0 3 4 1 0 1 4 1 2 1 3 1 1 2 6 4 37 24

NZ 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 

EU 0 1 4 8 19 0 6 3 1 0 3 1 0 2 6 3 4 6 5 72 33

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 9 7 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 7 4 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6 10

 0 0 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 5 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

　補助金・相殺措置を巡る紛争については、

GATT の中でも最も紛争の多い分野の1つであっ

た。GATT 時代に紛争が多かった背景としては、

旧補助金協定において補助金の定義が曖昧であっ

たこと及び相殺関税の発動手続規定の解釈に関し

て各国において隔たりが見られたこと等が挙げられ

るが、そもそも産業の保護育成のために交付され

る補助金をどのように評価するかについて、基本的

な理念の対立が底流にあったと言える。また、紛争

の内容については、補助金、損害及びその因果関

係についての認定を恣意的に行って相殺関税を不当

に課しているとして輸出国が争う事例が多かったほ
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か、国内補助金の交付が輸入品を国内市場から閉

め出して当該国が行った関税譲許の利益を実質的

に無効化しているとして争われる案件が見られた。

WTO 発足直後は、パネルの設置に至るケースが減

少傾向となった時期もあったが、その後禁止補助金

の紛争等を巡り、パネルに至るケースは依然として

少なくない（資料編第 3 章 WTO 発足後の紛争案

件参照）。

（5）経済的視点及び意義
　先端技術の研究開発プロジェクト等に対して政府

が支援することは、それに関係した産業の発展を

促すだけでなく、その技術開発効果が他の分野で

応用されることもしばしば見受けられることであり、

こうした研究開発への支援は、国内経済のみならず

世界経済の発展に資する場合もある。また、国際

競争力を失った国内産業に対して当該産業からの退

出を促すための過剰設備の廃棄に補助金を交付す

ることは、これを通じて産業構造調整・雇用調整が

円滑に進められた場合には、資源の適正配分を実

現するだけでなく、競争力のある産品の輸入を適切

に招来する効果も期待される。

　しかし、補助金によっては、国内産業に国際競争

力がないにもかかわらず、その交付を通じて当該産

業を不当に保護し、貿易を歪曲する効果をもたらす

場合があるだけでなく、構造調整という名の下で本

来あるべき産業の調整過程をいたずらに遅延させる

場合がある。このような補助金については、短期的

には外国の産品との競争条件が自国にとって有利に

なることから、当該産品を生産している国内産業の

利益を確保又は拡大し、当該産業における雇用の

安定等に役立つ場合もある。しかし、ともすれば厳

しい競争環境における生産性向上、合理化に向け

た企業努力を阻害する等の悪影響を及ぼし、中長

期的には当該産業の発展や国内の資源の適正配分

を阻害することにもなる。世界経済から見ても、本

来達成されるべき国際分業が阻害され、資源の適

正配分がなされなくなり問題である。また、短期的

な市場の失敗を補完するための補助金であっても、

ともすれば、その目的・期間が歪められる可能性が

あることに留意する必要がある。

　更に、ある国の補助金政策が別の国の産業に損

害を与え（近隣窮乏化政策）、結果的に相手国の対

抗的な補助金政策を誘発して補助金競争を招く場

合には、当該産品に関する適正な競争条件が損な

われるだけでなく、いたずらに両国の財政状況の悪

化又は納税者の負担を増大させることとなり、何ら

経済厚生を高めるものとはならないと言えよう。

　なお、不当な相殺関税の賦課も、当該産品の貿

易に深刻な影響を与え、貿易の流れを歪曲させるこ

とから、回避されるべきであることは言うまでもな

い。

（6）ドーハ・ラウンドにおける交渉
①議論の背景

　2001年 11月のドーハ閣僚宣言により補助金協定

の規律強化のための交渉を行うこととなった。また、

その一環として漁業補助金についても議論すること

が明記された（同宣言パラグラフ 28）。ルール交渉

グループでは、2011年 3月末までに 55 回の交渉会

合が開催されている。

　続く2005 年 12月の香港閣僚宣言では、附属書

D（ルール交渉）において、ドーハ閣僚宣言による

権限の範囲内のすべての分野で、AD 協定及び補

助金協定の改正という形で実質的な成果を得ること

は、ルールに基づく多角的貿易体制の発展とドーハ

開発アジェンダ交渉の全体としてのバランスを確保

する上で重要であるとの認識が示され、議長に対し、

ラウンドの終結時期との関連において、期限内の成

果を確保するために十分に早いタイミングで、交渉

の最終局面のベースとなる包括的な条文案（議長テ

キスト）を準備する権限が与えられた。

②交渉の経緯と主要国の立場

　香港閣僚会合では、2006 年 7月がルール交渉議

長による議長テキスト提出の目標期日とされた。し

かし、同年 7月に開催された G6 閣僚会合でドーハ・

ラウンド交渉全体が中断されたことにより、議長テ
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キストは発出されなかった。その後、同年 12月に、

補助金分野（漁業補助金を含む）について、技術

的な議論を行うための交渉会合が再開され、AD

に比べ相対的に議論が遅れていた補助金分野の議

論が進められた。

　2007 年 11月末に、「ルール議長テキスト」が発

出された。議長テキストとは、現行のWTO 協定の

改定案であり、一般補助金分野（漁業補助金分野

以外）では、補助金利益の算定方法に関する規定

の追加等が盛り込まれるとともに、漁業補助金分野

では、漁港インフラ補助金、操業経費補助金等の

禁止される補助金と、資源管理補助金等の禁止の

例外となる補助金が列挙された。

　その後の交渉において、ルール交渉分野全体とし

て各国から改訂議長テキストの早期発出の要望が強

まる中、2008 年 5月、ルール交渉議長から「作業

文書」が公表された。補助金分野についてもAD

分野と同様に、「改訂テキスト」ではなく、議長作

業文書公表までの交渉を概括し、議長テキストの

各論点についての各国の反応及び議長テキスト発

出後になされた各国の条文提案を記したものであっ

た。

　さらに、2008 年 12月に「改訂議長テキスト」が

発出され、一般補助金分野では、AD 分野と同様に、

各国の立場が一定程度収斂している分野について条

文案が提示され、各国の見解が対立する「輸出信用」

などについては、条文改正案は盛り込まれず、各国

の見解とともに、項目名のみが記載された。漁業補

助金分野については、規律のあり方に関する各国の

意見の隔たりが大きく現時点では改訂テキストを提

示できないとして、禁止補助金の範囲や適用除外等

の今後の議論すべき主要な論点を質問形式で列挙

した「漁業補助金に係る議論のためのロードマップ」

が提示された。

　2011年 4 月には、一般補助金分野、漁業補助金

分野ともに、これまでの議論を総括する「議長報告」

が提示された。

　本交渉分野（一般補助金及び漁業補助金）に関

する主要国の立場は、以下のとおり。

ⅰ．補助金・相殺措置規律一般

　一般補助金については、これまでのパネル・上級

委員会の判断を踏まえた関連条文の改正や過去に

失効した条文の復活といった提案がなされてきた。

　米国は、「禁止補助金の拡大」に関し、2006 年

2月、財政状況が悪化した企業に対する出融資や、

産業の再編、合理化を妨げる補助金、更には既に

失効している協定 6 条 1 対象の補助金を新たな禁

止補助金の有力候補とする旨の提案を行い、2007

年 6月には、2006 年 2月の提案を踏まえた協定条

文の改正提案を提出した。また、2006 年 5月には

補助金利益の配分方法に関する提案を提出した。

　EU は、2006 年 5月に、国内向け販売価格と輸

出価格の二重価格制度や、コスト割れ融資等を禁

止補助金に追加することを提案した。

　カナダは、2006 年 5月に「著しい害」について

協定 6 条 1（1999 年末で失効）の復活と規律の改

善等を提案し、同月にはブラジルも同じく「著しい害」

に関する提案を行った。カナダは、「特定性」につ

いても、様々な要素を総合判断すべきとの提案を

2006 年 5月に提出したほか、「補助金利益の移転」

について、2004 年 6月から2 回にわたり提案した。

　豪州は、2005 年 4 月から 4 回にわたり、WTO

違反が確定した補助金の撤廃に関する規律を明確

化する提案を行っており、「事実上の輸出補助金」

の規律の明確化についても2004 年 10月から 4 回

にわたり提案してきた（2005 年 11月にブラジルも

提案）。

　その他、輸出信用（ブラジル）や相殺関税規律

の明確化（カナダ、EU、台湾、インド）等の条文

提案が提出され、議論が行われてきた。

　なお、開発途上国は、開発目的のための「特別

かつ異なる待遇」（S&D：Special and Diff erential 

Treatment）を要求しており、2006 年 5月にインド、

エジプト、ケニア、パキスタンが、輸出補助金の例

外措置の判断基準に関する提案を提出した。

　その後、2009 年 12月に中国が相殺関税調査手

続に関し、①調査開始後に新たに発見された補助

金の扱い、②調査開始前の協議手続の拡充の 2 提
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案を提出した。その後、中国は、2010 年 10月に

相殺関税調査手続のファクツ・アベイラブルに関す

る提案を行い、インドも2010 年 4 月に同様の論点

に係る提案を提出した。

　我が国は、提案ペーパーは提出していないものの、

AD の規律強化と同様に、補助金・相殺措置に関

する規律強化、明確化には賛成の立場で交渉に臨

んでいる。

ⅱ．漁業補助金

　我が国を含む多くの国が提案ペーパーを提出し、

漁業補助金の規律の明確化・改善に向けて活発な

議論が行われてきた。ニュージーランド、チリ、米

国等（フィッシュ・フレンズ）は、漁業補助金が貿

易歪曲性を生むだけでなく水産資源の悪化に拍車

をかけているとして、漁業補助金を原則禁止とした

上で、例外として認められた補助金のみを許容する

方式をとるべきとの考えを有する。これに対し我が

国、韓国、台湾及び EU 等は、漁業補助金を原則

禁止とする方式は、資源管理に貢献する補助金を

禁止する恐れがあるだけでなく、「WTO 補助金協

定の原則に則って」漁業補助金の規律の明確化・

改善を求めるドーハ宣言及び「過剰漁獲及び過剰漁

獲能力につながる特定の補助金を禁ずる」香港閣

僚宣言を超えるものであると反対しており、真に資

源に悪影響を与える漁業補助金のみを禁止すべきと

の立場であり、また、多くの開発途上国は、どのよ

うな形にせよ、開発途上国の漁業発展を妨げるよう

な規律の強化をすべきでないとの立場である。議長

テキストについては、このような様 な々立場に基づく

議論が行われている。

（1）米国及びEUによる韓国産DRAM
に対する相殺関税措置（DS296, 
DS299）

　アジア通貨危機を背景とした、韓国開発銀行等

による社債引受、並びに 2001年に行われた韓国政

府及び関係金融機関による新規融資、債務繰延べ

等の再建支援策から利益を受けた韓国のハイニッ

クス社及びサムスン社製造のDRAM（記憶保持動

作を必要とする随時書込み及び読出しが可能な半

導体記憶素子）輸入により、国内産業への損害が

発生したとして、EU は 2002 年 7月25日に、米国

は同年 11月27日に、それぞれ相殺関税調査を開

始した。EU は 2003 年 4 月 23日に仮決定、同年

8月22日にハイニックス社等に 34.8％（サムスン社

は 0％）の相殺関税を賦課する最終決定を、米国は

2003 年 4月7日に仮決定、同年 6月23日にハイニッ

クス社等に 44.71％（サムスン社は 0.04％でデミニマ

ス）の相殺関税を賦課する最終決定を発表した（注）。

（注）その後、米国はハイニックス社からの指摘を受け、

2003 年 7月に相殺関税率を変更し、ハイニックス社等

に 44.29％、サムスン社は 0.04％（デミニマス）とした。

　これに対して、韓国政府は、2003 年 6月 30 日

付で米国に対して、また、7月29日付で EU に対

して WTO 紛争解決手続に基づく協議要請を行っ

た。しかし、両協議とも本件紛争の解決には至ら

なかったため、韓国政府は、同年 11月21日に米国・

EUそれぞれの案件に係るパネル設置要請を行い、

2004 年 1月23日の紛争解決機関定例会合におい

て両パネルが設置された（我が国、中国、台湾が

第三国参加。EU、米国も相互に第三国参加）。

　米国の相殺関税についてのパネル報告（DS296）

は、2005 年 2 月 21日に配布されたが、韓国、米

国ともに上訴し、6月27日に上級委報告が配布、7

月21日に紛争解決機関（DSB）会合にて採択された。

上級委は、米国の相殺関税措置をWTO 協定違反

であるとしたパネルの判断について、証拠の認定に

関するパネルの審査方法等に誤りがあるとして、パ

ネルの判断を取り消した。但し、米国の当該認定自

体が WTO 協定整合的か否かの判断には立ち入っ

ていない。米国は、パネルに違反を認定されつつも

上訴の対象としなかった因果関係部分について再

認定を行い、2006 年 2月13日、米国の国内産業

2．主要ケース
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が韓国からの輸入により実質的な損害を受けたとす

る当初の決定を継続する旨の再決定を行った。なお、

本相殺関税については、事情変更レビューが実施さ

れ、2008 年 10月、撤廃が決定された。

　EU の相殺関税調査についてのパネル報告

（DS299）は、2005 年 6月17日に配布され、8月

3 日の DSB 会合にて採択された。パネルは、EU

が認定した補助金の一部について委託・指示の存

在が十分立証されていないこと、因果関係の立証に

不十分な点があること等を補助金協定違反と認定し

たものの、その他の補助金の大部分について政府

の委託・指示の存在を認める等、EUの認定を相当

程度肯定する内容となっている。このパネル報告を

受けて EU は認定の見直しを行い、2006 年 4 月に

相殺関税率を32.9％に変更した。なお、本相殺関

税措置については、事情変更レビューが実施され、

2008 年 4 月、撤廃が決定された。

（2）日本による韓国産 DRAMに対す
る相殺関税措置（DS336）

　上記（1）と同様、アジア通貨危機を機に深刻な

経営危機に陥った韓国ハイニックス社が、韓国政府

系金融機関や民間銀行から新規融資、債務免除等

の支援措置を受けて、DRAMを輸出したことによ

り、国内産業に損害を与えている疑いがあるとして、

2004 年 6月16日、我が国半導体企業 2 社（エルピー

ダメモリ株式会社及びマイクロンジャパン株式会社）

から相殺関税課税申請が提出された。

　我が国は、2004 年 8月 4日に、補助金の交付

を受けた輸入の事実及び我が国の産業の損害の事

実等の有無等について調査を開始した。その結果、

ハイニックス支援措置が政府の補助金に該当し、ま

た、当該補助金の交付を受けたハイニックス社製品

の輸入により我が国産業に損害が発生しているとい

う事実が認められた。このため、2006 年 1月27日

より韓国ハイニックス社製 DRAM に対して 27.2％

の相殺関税を賦課している。

　これを受けて、韓国は、我が国の相殺関税調査

における補助金の認定等が補助金協定に違反する

として、2006 年 3月14日に我が国に対して WTO

紛争解決手続上の二国間協議の要請を実施し、同

年 4 月25日、ジュネーブにおいて、第三国参加の

米国及び EU を交えて二国間協議を行った。しか

し、同協議では解決には至らなかったため、韓国は、

WTO 紛争解決機関（DSB）会合にて本件に関す

るパネルの設置を要請し、同年 6月19 日の DSB

会合においてパネルが設置された（米国、EU、中

国が第三国参加）。同年 12月 5、6日及び 2007年

1 月 23、24日開催のパネル会合を経て、2007 年

7月13日のパネル報告配布後、我が国、韓国とも

に上訴し、11月28日に上級委報告書が配布され、

12月17日の紛争解決機関（DSB）会合にて採択さ

れた。

　上級委は、我が国が認定した一部の補助金（2002

年措置）について、証拠の認定に関するパネルの

審査基準の誤りを指摘し、我が国が行った当該補

助金に係る委託・指示の認定が協定違反であると

したパネルの判断を覆したが、当該補助金によりハ

イニックス社に利益が生じたとする我が国の認定に

瑕疵があるとするパネル判断は支持した。また、補

助金利益の算定方法が国内法令に規定されていな

いとしてパネルが違反を認定した点については、上

級委はパネルの判断を覆した。更に、一部の補助金

（2001年措置）の利益は、相殺関税賦課時には残

存していなかったとして、パネルが違反を認定した

点について、上級委はパネルの判断を支持した。な

お、韓国が上訴を行った論点については、上級委は

すべてパネル判断を支持している。

　2008 年 1月30日、我が国はWTO 勧告を履行

するための調査を開始し、同年 9月1日に相殺関税

率を 9.1％とする履行措置を講じた。その後、本相

殺関税措置については、事情変更レビュー調査を経

て、2009 年 4月23日、措置が撤廃された。

　なお、上記履行措置については、2008 年 9月23

日、韓国の要請に基づきWTO 履行パネルが設置

されたが、2009 年 3月4日、韓国政府の要請により、

当該パネルの検討は停止され、その後、12ヶ月を

超えて手続が停止されたことから、2010 年 3月5日、
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当該パネルは消滅した。

（3）EU・韓国間の造船紛争（DS273, 
DS301）

　EU は、韓国政府が大宇重工業等、商用船を製

造している企業について債務免除、出資転換等の

支援を行っており、これが補助金協定に違反すると

して WTO に申立てを行い、2003 年 7月 21日に

パネルが設置され、2005 年 3月7日にパネル報告

（DS273）が配布された。パネルは、EU 側の禁止

補助金に関する主張は認め、韓国にその廃止を勧

告したが、EU 側の「著しい害」についての主張は

退け、同年 4 月11日のDSB 会合にて採択された。

　他方、韓国も、EUの商用船製造業への補助金

はWTO 違反であるとして WTO に申立てを行い、

2004 年 3月19 日にパネルが設置され（DS301）、

2005 年 4 月 22日にパネル報告が配布された。我

が国は、造船業に対する国際競争への影響を懸念

し、EU・韓国の双方のパネルに第三国参加を行った。

韓国は、EUの商用船製造業への補助金は補助金

協定 32 条 1 及び GATT3 条 4、同 1条 1に反する

ことに加えて、当該補助金が、EUの暫定的防衛制

度（TDM：Temporary Defensive Mechanism to 

shipbuilding）の下、韓国の補助金措置により悪影

響を被った EUの造船業を支援するために交付され

たものであることは、一方的措置を禁止するWTO

紛争解決了解（DSU）23 条にも違反すると主張し

た。パネルは、まず補助金協定 32 条 1、GATT3

条 1、同 1条 1 違反に関しては、韓国の主張を認め

ず違反なしと判断した。他方、DSU23 条に関する

申立てについては、TDM 規則のデザインと構造は、

紛争解決手続の開始から終了までの期間に適用を

限定するものであり、WTO 紛争解決手続と同じ種

類の是正を求めるものと解され、また、韓国による

当該補助金交付を変更するインセンティブを創出す

る効果をTDM 規則が有することを理由に、パネル

は TDM 規則を違反の是正を求める措置と認定して

いる。このようにTDMのメカニズムはWTO 紛争

解決と同じ種類の是正を求めるものであり、DSU23

条 1に違反するとパネルは認定した。当該パネル報

告書に対して上訴はなく、2005 年 6月20日、DSB

会合にて採択された。なお、TDM 規則は 2005 年

3月31日に有効期間が終了している。

（4）米国と EUの民間航空機補助金に
関する紛争（DS316・347, DS317・
353・487）

　1980 年代後半、欧州エアバス社は EU 各国政

府（英・仏・独・西）の補助金を活用し民間航空機

市場のシェアを大幅に拡大した。これに対し米国は

EUの航空産業助成制度はGATT 補助金協定違反

であるとして、1991年5月に当時のEECに対して（旧）

補助金協定に基づいて協議要請した。1992 年 7月、

米・EU は、国の直接助成は総開発コストの 33％を

上限とするなどを盛り込んだ民間航空機協定に合意

し（いわゆる「エアバス合意」）、米国は同要請を取

り下げた。

　しかし、2003 年に入り、エアバス社の納入機数

がボーイング社を大幅に上回ったことを受けて、米

はエアバス社に対するEUの補助金について再度批

判を開始し、EU 各国政府によるいわゆる「ローンチ・

エイド」等はエアバス合意及び WTO 補助金協定

違反であると主張。2004 年 10月 6日、米国は EU

に対して WTO 紛争解決手続に基づく二国間協議

を要請するともに（DS316）、EUの助成制度は 92

年のエアバス合意に違反しているとして同協定の即

時破棄を通告した。同時に、EUも米国に対し米国

の航空機助成が WTO 補助金協定違反であるとし

て協議要請を行うとともに（DS317）、米国によるエ

アバス合意の一方的な破棄は認めない旨主張した。

　その後、米・EU は 2005 年 1 月に WTO の紛

争手続をいったん停止し、エアバス合意に替わる新

協定の締結に向け交渉を開始したが、同交渉は不

調に終わり、同年 6月13日に開催された DSB 特

別会合において、両者はパネル設置の承認を要請。

翌 7月20日のDSB 定例会合において米・EU 双方

のパネルが設置され、我が国のほか、豪州、ブラ

ジル、カナダ、中国、韓国の 6 か国が双方のパネル
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に第三国参加した。

　更に、2006 年 1月31日、米国は、英国ウェール

ズ地方政府のエアバスUK 社に対する補助金交付

に関し、当該補助金を対象とした新たな協議要請

を行い、同年 4 月10 日に、上記パネルに加えて、

追加パネル（DS347）が設置された（なお、DS347

は、DS316 のパネル審理が終了するまで手続を一

時停止した結果、12ヶ月が経過した翌年 10月7日、

当該パネルは消滅した。）。

　一方、EU は、DS317のパネル論点より広い論点

を取り上げるため協議要請を行い、同年 2月17日

に追加パネル（DS353）が設置された（DS317の手

続は停止中）。

　2011年 5月18日、DS316 の上級委員会報告書

が発出された。上級委員会は、EU 各国政府がエア

バスに供与した「ローンチ・エイド」と呼ばれる機

体の売上によっては返済が免除される低利融資は

輸出補助金に該当するとのパネルの判断を覆し、か

かる補助金に輸出条件性はないと判断する一方、米

国に「著しい害」を生じさせたと認定した。この中で、

上級委員会は、提訴国は相手国の補助金の利益が

悪影響を生じさせた時点においても存在することを

立証する必要はないと判断し、悪影響が生じた時点

において補助金の利益は消滅していたとのEUの主

張を退けた。これを受け、2011年 12月1日、EU

は DSB 勧告を履行したとの通報を行ったが、同月

9日、米国はこれには疑問があるとして EU に対し

て履行確認パネルに先立つ二国間協議を申し込むと

ともに、対抗措置の申請を行った。EU は米国の対

抗措置申請額に対して異議を述べ、対抗措置額に

ついては仲裁人に付託された。2012 年 1月12日、

米 EU 間で対抗措置額を決める仲裁手続よりも二

国間協議を先行させる旨の合意が成立した。その

後、2012 年 3月 30 日に米国が履行確認パネルの

設置を要請して同年 4 月17日にパネルが設置され、

2013 年 4 月にパネル会合が行われ、現在審議中で

ある。

　DS353 については、2012 年 3月13日に上級委

員会報告書が発出された。上級委員会は、米国政

府（NASA 及び国防省）が供与した研究開発補

助金等について、EU に「著しい害」が生じている

と認定したパネルの判断を支持した。これを受け、

2012 年 9月 23 日に、米国は DSB の勧告を履行

したとの通報を行ったが、同年 10月11日、EU は

これには疑義があるとして米国に対して履行確認

パネルの設置を要請し、同月30日にパネルが設置

された。なお、EU は、パネル設置要請に先立ち、

2012 年 9月27日に対抗措置の申請を行ったが、そ

の後の米国との協議の結果、対抗措置仲裁のため

のプロセスは一時中断されることとなった。その後、

2013 年 10月にパネル会合が開かれており、審理継

続中である。

　さらに、EU は、2014 年 12 月、ワシントン州に

よる航空宇宙企業向け税制優遇等について、新た

な協議要請を行っている（DS487）。

（5）針葉樹製材紛争（DS236, DS257, 
DS264, DS277）

　カナダの森林は、その多くが州有林・連邦有林

で占められており、州がスタンページ制度（州有林・

連邦有林の伐採権を払い下げる制度）を運用するこ

とにより、州内の製材業界へ針葉樹の木材を供給

している。

　米国国際貿易委員会（USITC）が、このスタンペー

ジ制度下のカナダ産針葉樹製材の輸入により米国

針葉樹製材業界に損害がもたらされる恐れがあると

の最終決定を行った後、米国政府は、2002 年 5月

22日より相殺関税（一律適用18.79％）及びAD 税（企

業ごとに設定。平均 8.43％）を賦課した。

　カナダ政府は米国が賦課した相殺関税が WTO

協定に抵触していると主張し、カナダ政府の要請に

よりWTO 紛争解決了解に基づくパネルが、仮決

定については 2001年 12月 5日に（DS236）、最終

決定については 2002 年 10月1日に（DS257）、そ

れぞれ設置された。

　2002 年 9 月 27 日、仮決定についてのパネル

（DS236）は、①スタンページ制度は WTO 協定

上の補助金に該当するものの、②米国の調査は協
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定違反であるとの最終報告書を示し、11月1日に

DSB 会合で採択された。

　2003 年 8月 29日、最終決定についてのパネル

（DS257）も仮決定パネル（DS236）と同様の判断

を含む報告書を示したが、10月21日、米国はこれ

を不服として上級委に上訴した。2004 年 1月19日、

上級委は、米国商務省の調査における補助金の計

算方法が協定違反とするパネルの判断は覆したもの

の、補助金の転嫁分析を怠ったことはWTO 協定

違反であるとの報告書を示し、2月17日に DSB 会

合でこれらが採択された。米国商務省は、DSB の

勧告及び裁定に従う措置であるとして、12月 6日に

修正された相殺関税決定を発令し、また 12月 20

日には第 1 回行政見直しの最終決定を発令した。

カナダ政府はこれらの措置を不服として、当該措置

とWTO 協定との整合性等を判断するためのパネ

ル設置を求めた結果、2005 年 1月14日、履行パネ

ルが設置された。8月1日にパネル報告書、12月 5

日に上級委報告書が配布され、米国商務省のこれ

らの措置はWTO 協定に違反している等とする裁定

がなされた。

　なお、米国が行ったアンチ・ダンピング最終決定

についても、カナダ政府の要請により、2003 年 1

月 8日にパネルが設置され（DS264）、2004 年 4 月

13日にパネル報告書、8月11日に上級委の報告書

が示された。その結果、米国商務省のダンピング最

終決定はゼロイングを適用したものであって WTO

協定に違反している等との裁定がなされた（8月31

日DSB会合で採択）。これを受けて、米国商務省は、

2005 年 4 月15日、アンチ・ダンピング最終決定の

修正決定を発令したが、カナダはこの修正決定はな

おWTO 協定に違反しており、紛争解決機関の勧

告及び裁定に従った措置ではないと主張して、履行

パネルの設置を要請し、2005 年 6月1日、履行パ

ネルが設置された。2006 年 4 月3日、米国の措置

はWTO に整合的であり紛争解決手段の勧告及び

策定に従ったものである旨の履行パネル報告書が出

されたため、カナダは上級委員会に上訴した。同

年 8月15日に上級委員会はパネルの結論を覆し、

米国の措置はWTO 協定違反であり勧告及び策定

に従っていないとする報告書を配布した。

　また、USITC の損害認定についても2003 年 5

月7日にパネルが設置され（DS277）、2004 年 3月

22日にはUSITC による調査はWTO 協定違反で

ある旨のパネル報告書が示され、2004 年 4月26日、

DSB 会合にて採択された。これを受けて、USITC

は、2004 年 11月 24日に修正決定を発令したが、

カナダはこの修正決定はなおWTO 協定に違反して

おり、DSB の勧告に従った措置ではないと主張し

て、2005 年 2月25日、履行パネルが設置された。

同年 11月15日、履行パネルはUSITC の修正決定

はWTO 協定には違反していないとするパネル報告

書を発出したため、カナダは上級委員会に上訴した。

2006 年 4 月13日に上級委員会は報告書を配布し、

USITC の修正決定はWTO 協定違反であると認定

し、米国の措置は DSB の勧告に従ったものである

というパネルの結論を破棄する等の裁定を下した。

　2006 年 9 月 12 日、両国間で、本件紛争を包

括的に解決する合意（ソフトウッドランバー協定：

SLA）が締結され、同年 10 月12 日に発効した。

本合意には、米国がアンチ・ダンピング税及び相殺

関税を遡及的に撤廃し、2002 年度以降の累積課

税額約 50 億米ドルのうち、40 億米ドルをカナダに

返還（残る10 億米ドルは、米国製材業界向けの資

金等に充当）すること、また、本合意の有効期間

内に新たな調査を開始しないことが含まれている。

一方、カナダは、米国国内価格が一定水準を下回っ

た際に、輸出税の徴収若しくは輸出税と数量制限

の併用のうちいずれかの措置を採ることとなってい

る。具体的には、輸出税率は軟材製品の月平均価

格に連動して 0％から15％の間で段階的に設定され

る。また、米国内のカナダ産木材市場シェアが低下

した場合等には、カナダは、徴収した輸出税を輸

出者に還付することになっている。

　また、米国は、2007 年 8月、カナダによる追加

的輸出管理措置発動の基準となる輸出量の決定に

あたり、カナダが米国における消費量の減少を考

慮に入れていないことは合意に違反しているとして、
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救済を求めてロンドン国際仲裁裁判所に提訴した

が、2008 年 3月、ロンドン国際仲裁裁判所は、米

国の主張を退けた。

　並行して米国は、2008 年 1月、ケベック州及び

オンタリオ州による減税や補助金交付が、カナダが

合意において行わない旨を約束した輸出管理措置

の迂回にあたるとして、ロンドン国際仲裁裁判所に

提訴を行ったが、同裁判所は、2011年 1月、カナ

ダの SLA 違反を認めた。カナダは、この仲裁に従

い、同年 3月、オンタリオ州及びケベック州からの

輸出に対して追加輸出税を賦課し始めた。

　米国は更に、2011年 1月、カナダのブリティッシュ・

コロンビア州内の公有地で伐採された木材のコスト

が SLAで定められた基準を下回るとしてロンドン国

際仲裁裁判所に提訴し、2012 年 7月18日、国際

仲裁裁判所は、ブリティッシュ・コロンビア州内の

公有地で伐採された木材のコストが SLAで定めら

れた基準を下回るという米国の訴えを退けた。米国

はこの判決に不満を示しながらも、今後もカナダの

動向を注視する旨を表明した。

　なお、SLAの有効期間はもともと7年間であった

が、2012 年 1月に 2015 年まで 2 年間延長すること

で合意された。よって、SLAに関しては、ロンドン

国際仲裁裁判所へ更なる提訴がなされる可能性が

ある。

（6）EU の砂糖補助金に関する紛争
（DS265, DS266, DS283）

　近年の補助金紛争の中で注目度が高いものと

して、EU の砂糖に対する補助金紛争（DS265、

266、283）と、（7）に記載する米国の綿花に対す

る補助金紛争（DS267）がある。両パネルともに米国・

EUのWTO 協定違反を認定しており（EU 砂糖は

農業協定違反、米国綿花は農業協定及び補助金協

定違反を認定）、開発途上国が長年問題としてきた

米国・EU による農業補助金について、ラウンド交

渉の場の他にWTO の紛争解決手続で違法性を問

えるということを示したという意味で注目される。

　EUの砂糖については、豪州・ブラジル・タイが

紛争を提起し、パネル報告書が 2004 年 10月15日

に、上級委員会報告は同年 4 月29日に発出され、

5月19 日の DSB 会合において採択された。これ

を受けて EU は、2005 年 11 月 24 日、農相理事

会において砂糖制度の改革に関する決定を採択し、

2006 年 7月1日から適用している。同決定には、

既存の介入価格の指標価格による置換えや、砂糖

の指標価格の引下げ、テンサイ生産農家に対する所

得減少を補うための補助金の支給が含まれている。

また、競争力のない生産者の転業を奨励するため、

EUの砂糖産業の自主的なリストラ制度を導入する

ことも定められている。EU は、このリストラ制度に

より生産割当量を2010 年までに 600 万トンあまり

削減することを目標としていたが割当量の削減は思

うように進まなかったため、2007 年 9月26日、農

業・漁業理事会にて、政治的合意が形成され、リス

トラ制度は修正された。EU は、この修正に従って

2008 年から2009 年にかけて、330 万トンの削減を

実現し、2010 年までに、580 万トン近くの削減を行っ

た。

（7）米国の綿花補助金に関する紛争
（DS267）等

　米国の綿花補助金については、ブラジルが紛争

提起し、パネル報告は 2004 年 9月 8日に、上級委

員会報告は 2005 年 3月 3日に発出され、同月21

日に DSB 会合において採択された。これを受けて

米国下院は、補助金協定違反とされた輸出信用保

証制度等を廃止する2005 年財政赤字削減法案を

2006 年 2月に承認した。しかし、米国の履行は不

十分と主張するブラジルの要請により、2006 年 9月

28日に履行パネルが設置された。我が国は第三国

参加をしており、2007 年 12 月18日、履行パネル

報告書が発出され、米国側が是正したと主張する

高地産綿花に対する国内支持制度は、依然として

WTO協定違反であるとの判断がなされた。その後、

2008 年 2月12日に米国の要請により、履行パネル

が設置されたが、6月2日、上級委報告書は、依

然として補助金および WTO 協定違反であると判断
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し、米国の敗訴が確定した。2009 年 8月に発出さ

れた仲裁報告書により、ブラジルに年間 2 億 9,500

万ドル（ただし、最近のデータにより算出するため

額は毎年変更）の対抗措置 [A1] が認められた。

　これを受け、ブラジルは 2010 年 3月に対抗措置

の対象製品リスト（化粧クリーム、プラスチック製家

具など最終消費財を中心に102 品目）案を示し、4

月7日に発動すると発表した。また、知的財産権の

改正案も発表した。措置は 21にのぼり、米国特許

や著作権のブラジルでの登録に、特別税を課税す

るものであった。

　これを受けた米国は執行を避けるべく協議を続け

た結果、2010年 4月20日、ブラジルと覚書を結んだ。

覚書の内容には、（1）米国側の輸出信用保証プロ

グラムの一つ（GSM102）の若干の改正、（2）ブラ

ジルの綿花生産者への技術支援、（3）口蹄疫病に

より輸入制限の対象となっていたブラジル・サンタカ

タリナ州産牛肉の輸入解禁、（4）米国の予算を使っ

てサブサハラアフリカ諸国、南米南部共同市場（メ

ルコスール）加盟国および準加盟国（ブラジルのほか、

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ、ボリ

ビア、ベネズエラ）、ハイチ、その他両国が選んだ

途上国の綿花生産者に対する国際協力の共同実施

などが含まれる。これと引換えに、ブラジル側は対

抗措置の発動を 60日間延期した。

　2010 年 6月、両国は 2 フレームワークの合意に

達し、ブラジルは、米農業法改正が決議される

2012 年 9月まで対抗措置を発動しないことを決定

した。その後、2008 年農業法は 2013 年 9月30日

まで 1年延長されたのち失効していたが、2014 年 2

月に改正農業法が成立した。

　その後、ブラジルによって対抗措置が発動される

ことなく、2014 年 10月、当事国間で、米国がブラ

ジルの綿花関連団体に対し、30 億ドルを贈与する

旨約束する覚書に合意し、紛争が終結した。

　なお、米国のとうもろこし等の農産物に対する

補助金について、2007年 11月 8日にカナダがパネ

ル設置要請を行ったが、取り下げられた（DS357）。

本ケースにおいてカナダは、米国のとうもろこし産

業に対する補助金によって自国の市場が著しい害を

受けていること、また輸出信用保証プログラムが輸

出補助金に該当すること等を主張していた。

（8）米国の輸出企業促進税制（ETI，
旧 FSC）（DS108）

　米国は、国内で生産した物品を米国外で販売

又はリースを行う外国企業（外国販売会社（FSC：

Foreign Sales Corporation））が得る収入のうち、

一定以上の米国産品を含む輸出収入の一定部分を

所得税の課税対象から控除するとともに、米国の

親会社が FSC から受け取る配当金についても所得

税の対象から控除していた。当該制度は、主に米

国の親会社が海外領等に設けた子会社を通じて輸

出活動を行う際に用いられていた。

　EU は、1997 年 11 月、当該輸出免税制度が補

助金協定 3 条で禁止されている輸出補助金及び国

内産品優先使用補助金に該当するとして、米国に対

して WTO 協定に基づく二国間協議を要請したが、

問題の解決に至らず、1998 年 9月にパネルが設置

された（我が国は第三国として参加）。1999 年 10

月に、パネルは、FSC 制度の下における税控除は

本協定上の輸出補助金に該当するとして当該制度を

2000 年 10月までに廃止することを勧告した（他方、

国内産品優先使用補助金については、認定を行わ

なかった）。2000 年 2月、上級委員会はパネルの

判断を支持したため、米国は 2000 年 11月1日ま

でに FSC 制度を撤廃することを表明し、FSC 廃止

及び改正法案の審議を議会で開始、同年 11月17

日、FSC 廃止法案並びに改正法（域外所得排除法、

ETI：Extraterritorial Income Exclusion Act of 

2000）が大統領の署名を得て成立した。

　このETIについて、米国は、①商品（サービスを

含む）が米国内で生産されることを要件としていな

いことによって、税額控除対象の拡大が図られたた

め、輸出補助金に該当しない、②歳入法典を改正

し、一定の条件の下で生産された商品（サービスを

含む）を米国外で販売、リースすることによって得

られた所得に係る税額控除を歳入法典から除外す
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ることとしたので、補助金協定上に定める補助金に

該当しない旨を主張した。これに対しEU は、ETI

は、①未だ米国外での販売を条件付けており輸出

補助金に該当すること、② 50％以上の米国コンテン

トを要件としており国内産品優先補助金に該当する

こと、更に③経過措置として 2000 年 11月以降も

FSCを継続できるとしていることは、2000 年 11月

1日までに廃止するとの決定に違反することから引

き続き補助金協定違反であると主張し、DSU21条

5 に基づきETIのWTO 整合性を判断するパネル

（第一回履行パネル）の設置を求めた。また同時に、

米国製品に対する対抗措置候補リストを提出し対抗

措置発動に向けた準備を進めた。

　2001年 8月、第一回履行パネルは、EU及び我

が国等の主張を全面的に認め、ETI は補助金協定

及び農業協定上禁止される輸出補助金に該当する

とともに、ローカルコンテント要求は GATT3 条の

内国民待遇違反であると認定した。米国は、10月、

税額控除を受けるための方法が輸出に限定されな

いことから、必ずしもETIと輸出は直接的な因果

関係にあるのではないとして、ETI が輸出補助金に

あたらないと反論、上級委員会に上訴したものの、

2002 年 1月、上級委員会はパネルの判断を支持し、

ETIを協定違反とする判断を下した。

　ETI を巡る最大の論点の1つに、補助金協定と

外国源泉所得に対する二重課税防止との関係を巡

る問題がある。米国は、ETI は外国源泉所得に対

する二重課税防止を目的とした制度であり、係る制

度は補助金協定附属書 Iの注 3（Footnote 59）に

おいて認められていることから、禁止補助金である

輸出補助金には該当しないと強く主張していた。こ

れに対し、EU及び我が国等は、ETI は FSCを単

に「化粧直し」したものに過ぎず、輸出補助金であ

ることは明らかであること、また、ETI による税額

控除の範囲は選択的であり、二重課税防止を目的と

した制度であるとの米国の主張は受け入れ難いこと

など、米国の主張に反論した。

　本件の対抗措置の規模については、仲裁により、

2002 年 8月、EUの主張である約 40 億ドルの金額

が認められた。

　ETI 廃止法案である「米国雇用創出法」は、

2004 年 10月 22日に大統領署名を得て成立した。

これを受けて EU は、同法が施行される2005 年 1

月1日に対抗措置（2004 年 3月1日発動）を一時

的に解除する一方、同法に関する履行パネル（第二

回履行パネル）の設置を要請し、同パネルは 2005

年 2月17日に設置された。EU は、① ETI 廃止ま

での経過期間中（2 年間）ETI による利益の一部

が継続すること（「経過規定」）、② 2003 年 9月17

日以前に締結された契約については ETI 法廃止後

も利益の存続が認められること（「祖父条項」）等

が協定に不整合であると主張した。これに対して

米国は実体法上の反論は行わず、第一回履行パネ

ルが新たな勧告を行わずに原手続のDSB 勧告が

有効であると述べたにとどまったことを捉えて、第

一回履行パネル・上級委員会の勧告は ETI 法に関

連しないとの主張を行った。パネルは米国の主張を

退け、「米国雇用創出法」によりFSC及び ETI 補

助金が存続する限りにおいて、米国が DSB 勧告を

完全に実施したとはみなされないとの判断を下し、

2005 年 9月 30 日に履行パネル報告書が配布され

た。2006 年 2月13日、上級委員会はパネルの判

断を全面的に支持し、米国は依然として DSB 勧告

に従っていないと結論づけた。

　米国議会は同年 5月、「米国雇用創出法」の祖

父条項を廃止する条項を含む減税法案を可決した。

これを受け EU は、対抗措置の停止期間を5月29

日まで延長すること、また、5月26日までにブッシュ

大統領が減税法案に署名すれば、対抗措置の発動

について定めた規則を5月29日をもって廃止するこ

とを規定する理事会規則を採択した。

　5月17日、ブッシュ大統領が同法案に署名を行っ

たことを受け、EUの対抗措置の発動規則は同月

29日をもって廃止された。
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1．はじめに

　国有企業1 は、かつて、市場経済体制を採用する

先進国（たとえば西欧諸国）においても、航空・資

源開発その他、巨額の投資を必要とし、かつ経済の

根幹をなす分野においてしばしば見られたが、1990

年代以降、これらの分野においても民営化が進めら

れた結果、今日においては、国内において公共サー

ビスを提供するために設立・運営されるケースが主

となり、国有企業が海外で国境を越えた取引や投資

活動を大規模に行い、競争関係を歪めて、民間企業

を市場から排除してしまうという現象はさほど観察

されてこなかった。しかしながら、近時、新興国で

は幅広い産業セクターで国有企業が維持され、しか

もそれら新興国の経済規模の拡大に伴い、国有企業

も経営規模を拡大させ、その資金を海外投資に向け

る事例が目立ってきている。加えて、国有企業は、

民間企業が得られないような財政面・規制面での優

遇を国家から得ている場合があり、そのために、こ

れらの国有企業に対して我が国企業が国際競争にお

いて劣位に立たされている事態も散見される。

　言うまでもなく、私企業の自由競争に任せること

によってでは実現できない公益が存在し、その公益

の実現のために政府の関与・介入が求められる場

合があり、さらに、いかなる公益を追求するか、ま

たそのためにいかなる政策手段を選択するかについ

ては、各国の政策や経済の実情に応じて違いがある

ことも認識する必要がある。しかし、国有企業に与

えられる財政・規制面での優遇が、他国の民間企業

との競争を有利にするために利用されることがあれ

ば、企業間の競争が歪曲され、本来競争力のある民

間企業がその能力を発揮できず、結果として世界全

体での資源配分の最適化が害される可能性があるた

め、そのような事態を回避する必要がある。

　そこで、国有企業が市場において民間企業の公平

な競争関係を損なうことを防止するために、現在の

貿易・投資ルールをどのように活用できるのか、そ

してその限界はどこにあるのかについて、以下検討

する2。

2．国有企業の成長と海外進出

　企業の規模・成長を計るスケールは色々と考えら

れるが、まずは時価総額ランキングを見ることとし

たい。フィナンシャル・タイムスが毎年発表してい

る「グローバル 500」を見ると、2006 年版では、ベ

スト 10 に入っている国有企業は第 10 位のガスプロ

ム（ロシア）のみであったが、2010 年版では、ペ

トロチャイナ（中国）が全企業の中で第 1 位となっ

ており、さらに 2011 年版を見ると、同社は第 2 位

となったものの、中国商工銀行が第 4 位、ペトロブ

ラス（ブラジル）が第 5 位、中国建設銀行が第 10

位とベスト 10 に 4 社もの国有企業が入っている。

このように、わずか 5 年間でベスト 10 の企業リス

トは大きく変わり、2006 年にはベスト 10 に入って

いたシティバンク（第 4 位）やバンク・オブ・ア

メリカ（第 6 位）は順位を大きく下げ、2011 年に

はそれぞれ 39 位・38 位となっている。そして 2012

年版のランキングでも、ペトロチャイナが 3 位、中

国商工銀行が 6 位に位置し、高順位を維持している。

1 「国有企業」とは何を指すのかは極めて重要な問題ではあるが、検討を始める前に議論の対象を必要以上に狭めるべきではない
と考え、ここではひとまず「政府が株式を保有して支配的な役割を果たしている企業」とすることとし、株式保有率や株式保
有の理由（一時国有化）などによる考察対象の限定はしないこととする。もっとも、後述のとおり新たな規律を検討する際には、
規律すべき「国有企業」の範囲を狭める必要も考えられるところであり、規律内容とともに、規律対象である「国有企業」を
どのように定義すべきかは大きな課題である。

2 国有企業活動とともに、国有投資ファンド（Soverign Wealth Fund）の活動も民間企業の投資活動に大きな影響を与えており、
国有投資ファンドと民間投資ファンドとの平等な競争関係の確保も検討すべき課題である。もっとも、国有投資ファンドに関
する規律を検討するために貿易・投資ルールの観点のみならず、国際金融システムの維持という観点からも慎重な検討が必要
である。したがって、本コラムにおいては国有企業のみを検討対象とし、国際投資ファンドに関する規律については引き続き
検討していくこととする。

コ ラ ム
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　続いて、売上高ランキングを見てみたい。フォー

チュンが毎年発表している「フォーチュン・グロー

バル 500」の 2006 年版を見ると、ベスト 10 には国

有企業は 1 社も入っておらず、シノペック（中国）

が第 23 位にランクされている程度であった。しか

しながら、2011 年版を見ると、シノペックが第 5 位、

ペトロチャイナが第 6 位、ステートグリッド（中国）

が第 7 位と中国の国有企業がベスト 10 に 3 社も入

る結果となっている。なお、日本勢はトヨタ自動車

が第 8 位、日本政府が全株式を保有する日本郵政が

第 9 位となっているのみである。その後、2012 年

のランキングにおいても、中国の上記 3 企業は同順

位を維持している。このように、新興国の国有企業

の存在感が増していることが分かる。

　さらに、セクター別に見ると、資源及び金融の

分野において新興国の国有企業が急成長している

ことが分かる。例えば、鉄鋼業界について見ると、

World Steel の粗鋼生産ランキングの 2011 年版で

は、第 2 位・第 3 位・第 5 位・第 7 位・第 8 位の企

業は中国の国有企業であり、さらに化学業界を見て

も、例えば主力製品の 1 つであるエチレンの生産ラ

ンキング（日鉱日石エネルギー石油便覧 2012 年 1

月時点）のベスト 10 に中国・サウジアラビア・イ

ランの国有企業が 1 社ずつ入っている。また、自動

車業界においては中国の大手国有企業 3 社が世界の

自動車各社と合弁を組んで販売台数を伸ばしてお

り、鉄道分野についても、高速鉄道輸出において日

本と競合すると報じられている南車集団（中国）も

国有企業の 1 つである。このように、資源及び金融

の分野において新興国の国有企業が急成長してお

り、このような国有企業が獲得した資源や融資に

よって、川下産業に位置する国有企業の成長に資す

るとの関係がみてとれる。

　続いて、具体的な国有企業の海外での活動につい

て見ると、例えば、銀行業については、2010 年以降、

ブラジル政府が過半数の株式を保有するブラジル銀

行が隣国アルゼンチンの民間銀行や米国の民間銀行

を買収し、中国商工銀行は 2008 年以降、タイや南

アフリカの民間企業を買収している。

　また、鉱物資源や原材料の分野では、権益の確保

や権益を有する企業買収について、多くの事例が見

られる。石油・天然ガス分野においては、かねてか

ら自国の国有企業にその資源を管理させる国は少な

くないが（極端な例では、ベネズエラは、2007 年 5

月、すべての石油探鉱・開発プロジェクトをベネズ

エラ石油公社（PDVSA）の管理化に置いて国有化

し、エクソン・モービル等の資産を収用した例があ

る。）、近時、第三国の資源獲得競争において国有企

業が我が国企業の競合相手として登場する例が散見

されるようになっている。例えば、ロシアの国有企

業がインド及びベトナムにおいて海底ガス田開発に

乗り出しており、インドやマレーシアの石油関係の

国有企業がベネズエラにおける石油開発に協力すべ

く同国企業と合弁企業を設立するなどの例が見られ

る。また、中国の国有企業は、近年、豪州やラオス

といったアジア太平洋地域のみならず、ブラジル、

ペルーといった南米、また、コンゴ、ギニア、リベ

リア、マダガスカルといったアフリカ地域での鉄鉱

石、銅等の鉱物資源に関する試掘権確保や権益を有

する企業との提携・買収等を行っている。

3．国有企業の活動による我が国産業界及び世界経

済へのインパクト

　上記のとおり、投資活動として近年特に目立つの

は国有企業による鉱物資源等への投資である。

　鉱物資源や原材料に関する採掘権やこれを有する

現地企業の買収といった投資は一般的に相当な金額

になる上、大きな投資リスクも存在する。このよう

な投資活動に対して、政府が国有企業に対して有形

無形の援助を行い、民間企業では投資できない破格

の好条件を提示して投資を行っているとの指摘がな

されている。具体的には、国有銀行等を通じた低利

融資によって資源国に高額な入札価格を提示するこ

と、鉱山開発に必要なインフラ整備についても他の

国有企業等を通じた国家的支援を迅速に提示するこ

となどが挙げられる。また、紛争地域など政治的に

不安定な地域に対しても政府が軍事力を動員するこ

とで、民間企業にはなし得ない投資活動を国有企業
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に可能ならしめているとの指摘もある。

　仮にこのような指摘が正しく、国有企業が国家的

支援を受けることによって民間企業ではなし得ない

条件による積極的な投資を行い、資源獲得を図って

いるとすれば、当該分野における国際競争が歪曲さ

れ、同時に我が国企業の国際競争力の発揮が不当に

害されている可能性がある。そうであるとすれば、

投資受入国としては、短期的には好条件で資金等が

得られるメリットがあるが、それが経済合理性に裏

打ちされた投資ではないために、中長期的には、事

業運営にあたって必要な追加投資が省略され、又は

過度の合理化が追求されるなどのインセンティブが

強く働く可能性は否めず、その結果、投資活動のア

ウトプットとしての産品の製造販売活動の競争力が

低下し、最終的には事業自体が挫折するなどのデメ

リットが生まれる可能性も指摘されている。このよ

うな事態は、最適な資源利用を著しく損なうもので

あり、世界経済全体からみて望ましくなく、かかる

観点に立てば、遡って投資における国際競争の歪曲

を招くような措置の防止が求められる。

4．破格の条件での投資活動を可能にする背景

（1）国有銀行による低利融資

　まず、破格の条件での投資活動を可能ならしめて

いる要素として考えられるのが国有銀行による低利

融資である。

　企業活動を人体に例えれば、銀行は資金という

血液を送り込む心臓のような存在（全国銀行協会

HP）と言われる。いかに健全な企業であっても「血

液」が滞れば経済活動を継続できず、他方、収益を

上げていない破たん状態の企業であっても「血液」

を補給し続ければ経済活動を継続することも可能で

あろう。この点、一部の国有銀行は、「戦略産業」

あるいは「重点産業」と国家が定めた分野につい

て、政策的意図の下、国内の国有企業に対しては融

資のリスクを正当に判断することなく、破格の条件

で低利融資を行っているとの指摘がある。低利融資

による価格への影響力を計量的に示すことは難しい

が、この点に関しては、米国・EU の中国に対する

相殺関税調査の結果が参考になる。米国はオフロー

ドタイヤに関する補助金相殺関税の調査において、

国有銀行からの低利融資を主とする中国からの補助

金によって製品価格が引き下げられているとし、2．

45％～ 14％の相殺関税を賦課する決定を行ってお

り、EU は中国のコート紙に対する補助金相殺関税

の調査において、国有銀行からの低利融資について

1.26％～ 5.37％の相殺関税を賦課し得ると結論づけ

ている。

　製品の価格を数パーセントも押し下げることを可

能にするリスクを度外視した好条件での融資は、経

済合理性を追求する民間金融機関では到底できない

ものである。このような低利融資が国有銀行によっ

て行われれば、これらによって得た資金を利用した

海外投資や製品輸出は、経済性を無視したものとな

る可能性が高い。これらに対して、日本の政策金融

機関は融資リスクについて十分に審査した上で民間

金融機関の役割を補完すべく業務を遂行しており、

融資リスクを無視した形での融資を受けている新興

国の企業活動に対して、我が国産業界が対抗するの

は極めて困難である。

　また、輸出信用の分野でも、OECD 輸出信用ア

レンジメントで定められている利率を超えた低利

融資を提供しているとの指摘もある。例えば、2011

年 1 月、米国輸出入銀行はパキスタンの鉄道に関す

る調達案件において中国が OECD 輸出信用アレン

ジメントに整合的ではない輸出信用を供与している

として、これに対抗すべくマッチング条項を使っ

て GE 社に対して OECD 輸出信用アレンジメント

を超える条件での輸出信用を供与することについて

OECD に通知したことを明らかにした。

　OECD 輸出信用アレンジメントに整合的ではな

い輸出信用とその対抗措置としてのマッチング条

項の使用が続けば、各国はより好条件の輸出信用を

出し合うことになり、財政的な限界に至るまで、か

かる競争は際限なく続くこととなる。このような事

態を避けるために OECD 輸出信用アレンジメント

は制定されているのであって、これに整合的ではな

い輸出信用は厳に慎まなければならない。さらに、
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OECD 輸出信用アレンジメントに整合的ではない

輸出信用が透明性のない形で行われていれば、同ガ

イドラインを遵守した輸出信用を受けている我が国

の産業界が競争上劣位に立たされることは明らかで

ある。輸出信用はインフラ輸出等の大型案件になる

ほど重要性を増すものと考えられ、この分野におけ

る平等な競争関係を確保・維持することは極めて重

要である。

（2）国有企業の国内事業環境

　破格の条件での投資活動を可能にする要素として

もう 1 つ考えられるのが、国有企業が国内において

競争相手が存在せずに独占的に利益を上げている場

合である。

　新興国においては多くのセクターにおいて新規参

入に関して規制を設けている場合が少なくないが、

特に、戦略的な産業に関しては国有企業以外の新規

参入が制限されている場合が見られる。また、法律

上は制限が課されていない場合であっても、事実上、

国有企業との協力・合弁を余儀なくさせられるケー

スもあるものと考えられる。すなわち、当該セクター

において国有企業の影響力・存在感が極めて大きい

場合（「横」の関係での国有企業の存在）や、必要

となる原料の調達や流通などにおいて国有企業との

関係なしには製造・販売が難しい場合（「縦」の関

係での国有企業の存在）も考えられる。

　このように国内において競争が存在しない場合、

国有企業は当該国内において独占的な利益を上げる

ことができ、株主が国家であることから配当を行な

わないこともある。そのような環境においては、国

有企業は企業内に留保した潤沢な資金を海外投資に

使用することができる。また、仮に競合相手よりも

有利な投資条件を提示すれば採算が合わなくなる場

合、民間企業においては株主等から経営責任を追及

されることになるのでこのような投資活動は不可能

であるが、国有企業の場合、株主たる政府の政策・

指示等があれば採算が合わなくとも投資することも

可能である。

5．国有企業に対する規律

（1）分析の視点

　上述のとおり、我が国企業は、①国有銀行による

低利融資を始めとした国有企業に対する資金的優

遇、②国有企業の市場における強大な影響力を通じ

た市場の支配3 によって、国際的に不利な競争環境

に置かれている場合があると整理することができ、

かかる競争条件の歪曲によって、中長期的な経済性

に乏しい投資が行われてしまう結果、世界経済全体

の効率性も害されてしまう可能性がある。

　国内市場には「障壁」を設けることで蓄えられた

利潤を海外市場において使用して自国での事業活動

よりも有利な条件で事業活動を行うことに対して

は、物品貿易においてはアンチ・ダンピング税や補

助金相殺関税によってすでに対処されているが、今

問題になっている国有企業の事業活動は物品貿易で

はなく投資に関するものであり、また、我が国企業

が国有企業と競争する市場は我が国や国有企業の本

籍国ではなく第三国市場であるという特徴があるこ

とから、補助金や内国規制に対する WTO 協定や既

存の二国間投資協定では対処できない。

　以下、上記の整理にしたがって、既存の貿易・投

資ルールで対処できる領域とその限界について分析

する。

（2）国有企業への資金的優遇

ア　WTO補助金協定とOECD 輸出信用アレンジ

メント

　補助金については、WTO 補助金協定によって規

律されている。同協定は、政府から対価なく贈与さ

れる資金のみならず、低利融資・債権放棄・低価格

での物品・サービスの提供等も広く「補助金」とし

て取り扱い規制の対象とするものであり、供与する

3 市場の支配については、国有企業のみならず独占・寡占企業においても同様に問題となるものであり、国有企業に限られた問題
ではない。もっとも、国有企業の多くは政府から市場の独占・寡占を法律上あるいは事実上認められていることから、国内市
場を支配することによる国際貿易・投資に対する影響とその規律についても本コラムにて考察することとする。
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主体も中央政府・地方政府のみならず「公的機関」

も含む。国有企業であれば自動的に「公的機関」と

なるものではないが、WTO 紛争解決手続において

中国の国有銀行が「公的機関」と判断されたケース

があり、政府からの直接的な補助金の供与のみなら

ず、国有銀行からの低利融資等も補助金協定の規律

が及び得る。

　物品の輸出に関して OECD 輸出信用アレンジメ

ントに整合的ではない輸出信用を与えることも補助

金協定によって禁止されており、このような場合が

明らかとなれば当該輸出信用の撤廃を求めることが

できる（OECD 輸出信用アレンジメント非参加国

も補助金協定を通じて法的に拘束される。）。

　また、国有銀行等を通じて供与される補助金に

よって自国の産業に損害が生じる（あるいは、生じ

るおそれがある）場合には、補助金自体の撤廃を求

めるのではなく、相殺関税を発動することによって

自国産業を保護するという方策も認められている。

イ　補助金協定の限界と課題

　しかしながら、補助金協定には限界と課題も存在

する。まず第 1 に、補助金協定は物品に対する補助

金にしか適用がなく、サービスに対する補助金や投

資に対する補助金については規律が及ばない点であ

る。現に、WTO サービス交渉において、GATS の

サービスに対する補助金規律を設けるべく交渉加盟

国間で交渉が行われているものの、これが妥結する

見通しは今のところ立っていない。したがって、他

国への進出（拠点設置）や企業買収、権益の確保と

いった物品貿易以外の企業活動への補助金の効果に

ついては補助金協定の規律が及ばない。投資した他

国企業に対して補助金の効果が移転していなければ

当該企業による輸出に対して規律を及ぼすこともで

きない。

　第 2 に、各国の補助金供与の実態についての透明

性が低いことである。補助金協定は特定の産業・企

業に対して供与する補助金に関する WTO への通報

を義務づけているが、通報が対象となる補助金をす

べて含むものか否かについて他国が確認することは

容易ではない。

ウ　国有企業会計の透明性

　もっとも、国有企業の場合には「補助金供与の透

明性」以前の問題として、国家財政と国有企業会計

が明確に分離されているのかという問題がある。こ

れらが明確に分離されていない限り、政府からどの

程度の資金が国有企業に投じられているのか把握す

ることはできない。「国有企業」も経済活動を行っ

ている以上、政府と国有企業の会計を明確に分離

し、最低限、企業会計の透明性を図る必要があろう4。

この問題は補助金協定に定められている通報規定の

前提ともいえる課題であり、2005 年 4 月に OECD

において採択された「国有企業ガイドライン」に含

まれる内容ではあるが、それ以上に拘束力のある形

での規律は存在しない。

（3）国有企業の国内での事業環境　～政府からの

特権的扱いの存在

　価格以外の面での国有企業の活動において特徴の

ある点は、①国内において法律上あるいは事実上の

独占・寡占状態となっていることがしばしばあり、

その上、垂直的関係においても支配的地位を構築

しやすいこと、②採算を度外視して国家による一定

の政策目的実現の役割を担うケースがあることであ

る。このような事業環境は、政府が国有企業に特権

的な取扱いを与えていることから生まれていると考

えられる。

ア　国有企業の独占・寡占による市場での強大な影

響力の行使

　まず、①については、市場における支配的な地位

を利用して競争者の排除や支配などを行えば、我が

国であれば独占禁止法が適用されるところだが、国

有企業には競争法を適用しないとのルールを設けて

4 「国有企業」として法人格を備えて事業活動を行う場合のみならず、国家自身が事業を行っている場合もある。そのような場合
にも事業活動の会計と国家財政の関係について透明性を確保することが重要である。
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いる国も少なくない。例えば、中国においては「国

有経済が支配的地位を占める、国民経済の根幹及び

国家安全に係る業種」について独占禁止法は適用さ

れないと規定されており、その具体的業種として、

軍事産業、電力、石油・石油化学、電信、石炭、民

間航空、海運などがこれにあたるとされている。競

争法が適用されなければ、当該市場への我が国産業

界からの投資はもちろんのこと、国内での競争停止

によって蓄えた収益が海外投資に回されることも考

えれば、第三国市場における競争において我が国産

業界は厳しい立場に立たされることとなる5。競争

政策上、公益的観点（例えば、ライフラインの安定

供給、公共交通機関の安定的経営等）から競争を制

限すべき場合も考えられるが、国有企業に対する競

争法の適用を除外ないし制限する場合には、いかな

る政策目的から除外・制限しているのかを透明化す

る必要があろう。例えば、米国は、州政府の統治行

為としての競争制限行為について、州法において競

争を排斥するという州の政策が明確に示されてお

り、かつ、十分な監督が行われている限りにおいて

反トラスト法が適用されない状況である。政府権限

の行使たる統治行為と分類されるものであっても当

然に競争法の適用除外とはならず、競争を制限する

政策の明示と市場に代わる監督の存在を要件として

いる点は示唆に富むものといえる。

　この点、競争法の適用に関しては、サービス貿易

を規律する GATS において、法的独占の認められ

たサービス提供者が独占権の範囲外のサービスを提

供する際には当該加盟国の行った約束に反する態様

で自己の独占的地位を濫用してはならないこととさ

れており（8 条 2 項）、かかる規定に競争法的発想

を見ることができる。もっとも、GATS はサービ

スの市場アクセス及び内国民待遇義務のいずれも加

盟国が約束した範囲でしか課されないため、当該加

盟国が約束と抵触しない限り独占的地位の濫用を問

題とすることはできない点にその限界がある（なお、

同様の規定は物品貿易を規律する GATT には存在

しない。）。

イ　採算を度外視した事業活動の遂行

　②については、企業として採算を度外視した事業

活動をしても問題視されない法制度等が存在すると

いう国内事業環境の存在が大きい。民間企業であ

れば、採算を度外視した販売の理由が他企業を市場

から排除することであれば不当廉売として競争法の

問題とされ、他方、（国家的利益を優先して）企業

の経済的利益を顧みない企業活動ということであれ

ば、経営責任（会社法・倒産法）の問題となり得

る。国有企業に関する競争法の適用除外の問題につ

いては前述したとおりであるが、会社法・倒産法に

関しても国有企業について適用除外ないし制限（事

実上の適用除外も含む）を認めている場合があり、

OECD の国有企業ガイドラインは、少数株主の権

利保護や取締役会の権限の明確化などを求めるとと

もに、コーポレートガバナンスに関わる法的枠組み

のみならず、国家が株主としての地位を超えて日々

の経営事項に関して関与することを慎むよう求めて

いる（法的拘束力はない。）。

　WTO 協定について概観すると、国有企業による

輸出入について外国間で差別してはならないこと

（例えば、商業的な理由がないにもかかわらず、A

国からの輸出入は認めるが B 国からの輸出入は認

めないという取扱いは許されない。）、国有企業によ

る輸出入の数量制限をしてはならないことについて

GATT において規定されているが（GATT17 条 1

項（a）、GATT 注釈・補足規定）、国家が国有企業

の日々の経営事項に介入することなく、企業に対し

て「商業的考慮」にしたがって行動させる義務につ

いては、GATT17 条 1 項（b）においてカバーされ

ていない（このような義務についてもカバーされて

5 国有企業に対して競争法が法律上は適用されるとしても、事実上、国有企業に対して有利に運用される可能性も指摘されている。
この点は、競争当局が政府から独立して適切に審査・判断できる体制が整備されているかという制度的な問題や、民間持ち株
会社と同様に複数の国有企業が同一の市場で活動している際に「政府」という同一株主の下で一体として活動していると取り
扱うことができるのかといった運用上の問題などが含まれる。もっとも、競争法の執行に関するハーモナイゼーションの必要
性は国有企業に関する取扱いに止まらない問題であり、産業界のニーズに応えるべく今後議論を重ねていく必要があろう。
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いるとの見解もあったが、WTO 上級委員会におい

て否定された。）。このように、WTO 協定において

は国有企業活動に関する規律が及んでいない領域も

あるといわざるを得ない。なお、中国は WTO 加盟

にあたって、国有企業が「商業的考慮」にしたがっ

て購入・販売を行うとともに、政府が国有企業への

経営に影響力を行使しないことも法的義務として約

束してはいるが、その履行確保は容易ではないと考

えられる。

6．国有企業に関する規律の最近の動き

　以上に述べてきたとおり、WTO 協定において国

有企業に関して一定程度の法的規律は存在するもの

の、国有企業に対する競争法の適用に関する問題や

コーポレートガバナンスとして位置づけられる経営

責任等の問題については、貿易ルールである WTO

協定では規律が及ばない。これらの分野について

の規律としては OECD ガイドラインなどがあるが、

あくまで紳士協定としての位置づけである上、新興

国の多くが加盟していないという問題があり、限界

があるといわざるを得ない。

　この点、近時締結された FTA 等にはこのような

WTO 協定の限界を意識し、これを補完する形の注

目すべき規定が存在する。

　具体的には、国有企業に対する競争法を適用する

義務について、EU 韓国 FTA、P4 協定（シンガポー

ル・ブルネイ・チリ・ニュージーランド）などに規

定が見られる。また、国有企業が内外差別的に物品・

サービスを購入・販売することを禁止する内容（米

韓 FTA、EU 韓国 FTA）や国有企業に「商業的考慮」

のみにしたがって販売・購入させる義務（米シンガ

ポール FTA）について規定されている例が見られ

る。これらについては WTO 協定の内容として含ま

れない、もしくは含まれないとの解釈が有力な規律

であり、WTO 協定の規律内容を上乗せしようとの

FTA の意図を認めることができる。

　また、米国は、2012 年 4 月、二国間投資協定の

ひな形（モデル BIT）を改訂し、国有企業への有

利な待遇に対する規律を改善した旨公表した。米国

のモデル BIT は二国間投資協定のみならず、今後、

米国が締結する FTA の投資章のモデルともなり得

るものであり、注目すべき動きといえよう。

7．今後に向けて

　国有企業と民間企業との公正な競争の確保に向け

たルールを考える際には、世界の自由化された貿

易・投資環境における平等な競争条件の確保が世界

経済において最適な資源配分を実現するために必須

であることを認識した上で、競争によって実現でき

ない公益の実現のために国有企業が果たしている正

当な役割（及び各国経済の実情によって国有企業が

果たすべき役割が異なること）を害さないようにし

つつ、政府がかかる正当な役割を超えて国有企業を

資金面及び規制面において優遇し、外国民間企業に

なし得ない経済性を無視した経済活動を防止するた

めの実効的な規律が必要であるとの視点が重要であ

る。上記分析からは、国有企業と民間企業との公正

な競争の確保について、WTO 協定において規律さ

れている部分も少なくないが、他方で規律が十分で

はない部分があることも見えてきた。また、近時の

FTA 等は WTO 協定の規律が及ばない部分を補う

べくルールが整備され、OECD では国有企業に焦

点を当てたガイドライン等が制定されるなどしてお

り、他国の FTA や OECD での取組について注視

する必要がある。

　今後、さらに産業界が直面している国有企業との

競争に関する事実分析を深め、現在の貿易・投資ルー

ルを活用して対応できる問題か否かを考察していく

とともに、現在のルールで対応できない場合には、

国際的なルールメイキング、それを受けての国内法

制度の見直しも考えていく必要もあろう。
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※本コラムは、序論２（3）において指摘された「ルー

ルが持つ経済的インプリケーション」を正確に理解す

る重要性に鑑みて、補助金協定における補助金の政策

目的についての考え方を試行的に整理したものであ

り、今後の政府としての方針は引き続き議論されるべ

きである。

　本章（２）法的規律の概要で述べたように、補助

金については、貿易への歪曲効果の観点から、レッ

ド（禁止補助金）、イエロー（その他補助金）、グ

リーン（許容される補助金）の補助金に分類される6。

イエロー補助金については、他の加盟国の利益に悪

影響 7 を与えた場合には撤廃等を求められるとされ

ている（補助金協定第６条）。研究開発・環境保護

などを目的とした補助金を許容したグリーン補助金

の規定が失効している現在、補助金協定上、補助金

の政策目的の考慮を求める規定は存在しないが、こ

の点について、以下の二つの視点から検討が必要に

なっている。

　第一に、補助金協定においては貿易に影響を及ぼ

す補助金が規制される訳だが、貿易の影響の認定に

おける先例の展開に鑑みると、補助金の目的を考慮

に入れることが必要になっていると思われる。補助

金は本来、何らかの公益を達成するために市場メカ

ニズムに働きかけてその結果を変更することを目的

とする政策ツールである以上、補助金であればその

性質上少なからず貿易に影響を与えることが想定さ

れる。上級委員会はエアバス・ケースにおいて、貿

易効果の認定について、補助金が付与されなかった

状態と比較して行うこと（いわゆる「but for」テ

スト）を推奨し、対象の産品が寡占市場であること

に鑑みて「著しい害」を認定できるとした8。この

but for テストによって貿易効果を認定することが

許されるとすると、目的に照らして有効な補助金ほ

ど、大きな貿易効果が認定されて禁止されてしまう

リスクが高まることになりかねない。しかしながら、

補助金は各国の様々な公共政策目的を実現する手段

の一つとして供与されるものであるから、貿易効果

があることをもって直ちに禁止されるような規律は

適切でないと考えられる9 ため、政策目的により許

容する枠組みが必要になっていると考えられる。

　第二に、同様の貿易上の効果を有する補助金で

あっても支給の方法によって取扱いの差異が生じて

いるということが挙げられる。国産品に限定して購

入者・消費者に補助金を支給する場合に国産品の購

入者・消費者に支給対象を限定することは、補助金

協定違反でありかつ GATT の内国民待遇義務違反

として禁止されているが、国内生産者に対してのみ

補助金を付与することは GATT の内国民待遇義務

違反とされない10。生産補助金は、内国民待遇義務

の例外（GATT 第 3 条第 8 項 （b））とされ、国内

生産者にのみ補助金を付与するというだけでは通常

問題にならないが、補助金の目的によっては、生産

補助金という手段を選択することの合理性が疑わし

いこともある。例えば、対象産品の環境性能に着目

して、すなわち産品の使用から発生する環境に対す

る悪影響の削減という環境保護の観点から補助金を

付与する場合、対象産品を限定しない消費者補助金

とは異なり、生産補助金という手段を選択すること

6 1999 年末をもってグリーン補助金の規定は失効し、現在はレッド、イエロー補助金に関する規定のみが有効となっている。
7 その悪影響には「他の加盟国の利益に対する著しい害」（補助金協定第５条（ｃ）号）が含まれ、いずれかの市場において輸入

代替又は輸出代替等の貿易効果が生じた場合に、この「著しい害」が「生じることがある」とされている（同第 6 条第 3 項）。
8 EC and certain member States - Large Civil Aircraft 上級委員会報告書パラ 1109-1110。
9 この点、補助金協定第 8 条第 1 項には、研究開発・環境保護など一定の政策目的のための補助金を一定範囲で規律から除外する

規定が置かれていたことに鑑みると（いわゆるグリーン補助金）、補助金の政策目的を「著しい害」の認定において考慮すると
いう発想がもともと存在していたことを指摘できる。同項は現在失効しているが、その後上級委員会は、貿易効果の認定にお
いて補助金の性質（nature）を考慮するとしており 、補助金の目的の考慮を肯定したようにも見える（US-Upland cotton 上級
委員会報告書パラ 434）。

10 ただし、イエロー補助金には該当するため、貿易歪曲効果があると判断されれば撤廃等が求められる。

補助金協定における政策目的の考慮可能性コ ラ ム
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により、国産品と同等のあるいはより高い環境性能

を有する輸入品を補助金の対象としないことにな

る。その結果、環境保護という政策目的には資さな

いことになりかねない。そうした補助金が、著しい

ケースは別にしても、貿易効果等が認められるにも

かかわらず、単に国内生産者に対して直接付与され

ているというだけで内国民待遇義務違反を免れ補助

金協定上も許容されるとしてよいのかという疑問が

ある。ここでは、政策目的と補助金の支給手段との

関係を考慮する必要がないかが問われている 11。

　以上の考慮から、補助金規律の解釈をどのような

方向に導くべきかについて示唆を得るべく、補助金

がその目的によってどのような影響を国際競争・貿

易に及ぼすかを中心に、経済的視点に基づいて検討

することとした。

　以下の試みでは、研究開発補助金と環境補助金を

事例として議論する。

（１）研究開発補助金

　大型航空機の市場では、米国ボーイングと EU エ

アバスの２社が世界市場で競争を繰り広げ、両政府

は、研究開発補助金により航空機の開発を支援して

きた。米国、EU は共に相手国の補助金を批判し、

WTO 補助金協定に違反するとして争ってきた。こ

れに対して、WTO 上級委員会は、両国による航空

機補助金が相手国に悪影響を与えたと判断し、これ

ら補助金の是正を要求した（事例の詳細については、

本章の 2 （4）を参照）。前述のとおり、エアバス・ケー

スでは、補助金で生み出された新製品は、補助金が

なかりせば存在しなかったという理由で、競合他社

に貿易効果を与え、他の加盟国の利益に著しい害を

及ぼしたと判断されている 12。

　しかし、そもそも技術開発促進を目的とする補助

金について、貿易に及ぼす影響だけを基に規制の是

非を判断することには疑義がある。このような補助

金は、目的とする技術開発が成功すれば必然的に貿

易効果をもたらすものであり、貿易効果の存在のみ

をもって「著しい害」が認定できるとすれば、こう

した補助金自体を実質的に禁止することに等しい。

研究開発については、①技術・知識の独占不可能性

に起因するフリーライド（ただ乗り）、②研究開発

に伴う不確実性及び必要投資の大規模性が過剰なリ

スク回避姿勢に繋がりやすいといった「市場の失敗」

が一般的に存在するため、本来であれば、新技術が

他分野に好影響を与えるスピルオーバー効果が見込

まれるにもかかわらず、企業の研究開発投資が社会

的に最適な水準よりも過小になる傾向があるという

問題がある。もし研究開発補助金がこれらの問題を

是正しているならば、研究開発活動をあるべき水準

まで増加させることができ、生産国における社会的

厚生を増加させるので補助金付与が望ましいとの議

論がある。よって、かかる目的の補助金まで全面的

に禁止してしまいかねない上級委員会の but for テ

ストに問題がないか慎重な検討が必要であろう13。

11 このように、補助金の政策目的及び政策目的と手段との関係を補助金規律において考慮するアプローチは実例もある。例えば、
日本の行政法においても単なる贈与と見なされるような補助金は許されないとされている。また、ＥＵ域内における競争法（補
助金規律）は、域内市場の競争環境に悪影響を及ぼす補助金を規制することに重点を置いており、EU 域内指令の例外として、
競争環境に影響を与えない補助金については供与が認められるという考え方をとっている。したがって、補助金の政策目的及
びその目的を達成するための手段としての合理性等を勘案することを、補助金の規律において求めることをアプリオリに退け
る理由はないと考えられる。

12 エアバス・ケースで問題とされた研究開発補助金については、航空機一般に適用される技術開発を目的とするものであって特
定の機種に競争上の優位をもたらしたとの証明が十分でなく、したがって貿易効果との因果関係が証明されていないとされた
が、この判断は、研究開発補助金と競争上の優位をもたらす貿易効果との因果関係全般をカテゴリカルに否定するとの趣旨で
はなく、例えば補助金が画期的な技術開発に貢献した場合などには依然として因果関係が認められる余地を否定するものでな
い。他方で、ボーイング・ケースにおいては、研究開発補助金についても貿易効果との因果関係が肯定され著しい害が一部認
められている。

13 エアバス・ケースにおける上級委員会は、寡占という市場構造の特殊性を「著しい害」認定の理由に挙げていることから、先
例の論理を一般化できないのではないかとの疑問はあり得る。しかし、いわゆる完全競争市場であっても、外国産業と競争関
係が認定できる限り、補助金を受け、その分販売する産品の価格を引き下げたとすれば、やはり輸入代替又は輸出代替が発生
する可能性があり、またそうした貿易効果が発生しなければ補助金が目的を達成できないことに変わりはない。したがって、
but for テスト採用に潜むリスクは、寡占市場であるとの認定によって解消されるわけでない。
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　上記に加えて、エアバスとボーイングの事例では、

国際市場での競争によって両社以外に及ぼしたプラ

スの経済的影響も考慮に値する。石川（2005）は、

米国とEUの民間航空機補助金の紛争に関し、ゲーム

理論を用いて経済学的な分析、議論を行っている 14。

そこでは、エアバス・ボーイングのいずれか 1 社だ

けが開発した場合、開発企業は市場を独占して高い

収益を得られるが、両社が開発した場合、お互いの

販売競争によって収益が上げられないと想定されて

いる。このとき、一方の国が自国企業にのみ研究開

発補助金を与えた場合、相手国企業が研究開発に

よって利益を得る機会を奪い、相手国に損害を与え

る可能性があるが、米国、EU ともに自国企業に研

究開発補助金を与えた場合には、双方が開発に成功

し、競争の結果、エアバスとボーイングは低い収益

に甘んじることになる。このような結果は、当事国

及び当事者企業にとっては望ましくないが、両企業

の競争によって流出した補助金は、購買者・消費者

の利益となっている。すなわち、貿易が行われる国

際経済全体で見れば、両国の研究開発補助金によ

り、各国の航空会社は安価に高性能の航空機を購入

することができ、消費者は航空会社の運賃の低減に

よる便益の向上がもたらされる。また、航空機を用

いた移動に伴うコスト低下により、人材・物資の移

動が活発になるという効果も期待できる。こうした

補助金は、二国間だけの貿易による経済効果だけを

考慮するとマイナスの効果を生んでいるように見え

るが、第三国を含むグローバル貿易にとってはプラ

スになりうると議論することが可能と思われる。

　ただし、上記分析はあくまで簡便な仮定等に基づ

くものであり、実際に判断を下すには更に詳細な精

査が必要である。また、こうした双方が補助金を付

与したと想定しての経済効果は、貿易効果とも、ま

た補助金が直接に目的とする効果とも異なり、また

複占状態を前提としている点で航空機製造以外の産

業において当然に当てはまる要素でないことから、

産業一般における補助金の問題を取り扱っている補

助金協定の解釈論において考慮すべきかどうか明ら

かでないことに注意する必要がある。

（２）環境補助金

　環境を目的として補助金を支給する場合、製造過

程における環境保護効果に着目して支給する補助金

（例えば環境保護水準の高い設備への買い換えの補

助）と製品の使用における環境保護効果に着目して

支給する補助金（例えばエコカー補助金）とがある。

前者では、自国環境に関係のある国内生産者に対し

てのみ支給するのが当然であるが、後者すなわち製

品の使用における環境保護効果に着目して支給され

る補助金には、日本のエコカー補助金制度のように

環境物品の購入者に支給されるものと、例えば中国

のエコカー生産者補助金15 のように国内生産者に支

給されるものがある。ＷＴＯのルール上、GATT

第 3 条第 4 項では、国産品を競争上有利に取り扱う

政府措置は内国民待遇義務に違反するとされている

ため、消費者が国産品を購入する場合にのみ補助金

を付与することは内国民待遇義務違反となる。これ

に対して、GATT 第 3 条第 8 項（b）は、国内生産

者に対してのみ補助金を供与することは国産品を輸

入品と比較して優遇する効果を有するが、内国民待

遇義務違反には当たらないとしている。また、かか

る国内生産者にのみ付与される補助金は、補助金協

定上も当然に禁止される措置ではない。しかし、補

助金の本来の政策目的が対象産品の使用から発生す

る環境負荷の低減に主眼を置いているにもかかわら

ず、国内生産者にのみ付与される補助金は、国産品

の購入者（消費者）にのみ付与される補助金と同じ

く、環境性能において勝る輸入品の一部を国産品に

14 石川城太（2005）「やさしい経済学－ゲーム理論で解く　通商政策と戦略」経済産業研究所
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yasashii/03.html

15 中国政府は、電気自動車及びプラグイン・ハイブリッド車の台数を 2015 年までに 50 万台、20 年までに 500 万台にするという
目標を掲げ、エコカー補助金制度により、2010 年から電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車の生産者に、それぞれ最大 6
万元、5 万 5000 元の補助金を付与しており、中国国内におけるエコカー生産を奨励している。また、現行の中国の補助金制度
では、条文上は消費者への補助金と記述されているが、実際に政府に申請できるのは生産者となっている。
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置き換えてしまう効果を有する可能性があるという

点において本質的な問題点を共有しており、両者を

異なる取扱いとする実質的理由は見当たらない。補

助金の政策目的が真に環境保護であるならば、産品

自身が環境に及ぼす影響に着目すべきであり、国産

品に補助金の対象を限定することが必ずしも合理的

であるとは言えない。

　貿易が存在しないような仮想的な状況では、特定

の製品が環境にプラスの影響をもたらす場合、当該

製品の生産に対して製品のもたらす外部効果（環境

に対するプラスの影響）に対応する補助金を付与す

ることにより、その一国内での社会的厚生が増大す

ると想定される。だが、現実には貿易が存在して各

国は相互に影響を与えており、環境政策であっても

その制度設計によっては貿易を通じて他国に経済的

な非効率を発生させることがあり得る。つまり、補

助金が国内企業にのみ（すなわち国産品にのみ）付

与されることにより、関係各国からの環境性能が等

しい物品の輸入が減少したり、他国の生産者が輸出

に代えて当該国に生産拠点を移転せざるを得なくな

り規模の利益を追求することが妨げられるといった

非効率が発生することもあり得る。

　他方で、貿易を通じた補助金による悪影響をある

程度容認する論拠として、「幼稚産業保護論」がし

ばしば取り上げられる。幼稚産業保護論は、幼稚産

業が補助金等により競争から保護されている間に技

術蓄積を行うことで、将来的に輸出産業に転換して

貿易に参入した際には新たなイノベーションを生み

出し、世界全体の利益を増加させると主張する。こ

のように保護された幼稚産業が現実に比較優位を獲

得するに至った場合には、世界経済全体で見て長期

的にはより望ましい状態が実現するとも言える。と

りわけ、中小企業または新規企業、技術開発投資等

に対する国内金融市場の未発達など、幼稚産業の潜

在的な競争力の発現を妨げる何らかの事情が国内に

存在する場合には、補助金付与などの政府介入によ

りそうした事情を克服することは容認されうる。し

かしながら、幼稚産業保護を目的とした補助金は、

そもそも貿易歪曲を目的としていることには留意が

必要である。

　以上の検討が示すことは、製品の使用における環

境影響に着目して補助金を付与する場合、環境保護

を政策目的として掲げていても、その手段として、

補助の対象を限定しない消費者補助金でなく生産者

補助金という方法が選択されるならば、環境保護の

観点から同等以上の貢献のある輸入品を対象から排

除することになりかねず、したがって現実には、貿

易効果を引き起こす国内産業育成を目的として制度

設計されていると捉えたほうが適切という見方もあ

り得るということである。国内生産者に対象を限定

する生産補助金であるというだけで問題視すべきで

はないが、補助金の対象範囲・要件など客観的構造・

制度設計が掲げられた政策目的を実現する手段とし

て適切かどうか、適切でない点があるとすればそこ

から貿易効果が発生していないか、それらの点を踏

まえると保護主義的政策意図が隠されているという

べきでないか、といった点の考慮がその規律におい

てなされるべきであろう16。

　上記（１）と（２）ではそれぞれ、経済的合理

性があるのに規制される、経済的合理性がないのに

十分規制されないといった補助金の事例を取り上げ

た。WTO補助金協定については、上級委員会によっ

ていくつか重要な判断が下されているが、貿易自由

化と国内の経済政策の規制とにおける適正なバラン

スが確保されるよう、補助金の経済的合理性につい

ての観点も利用して、あるべき解釈論の方向性を探

ることが検討に値すると思われる。

16 具体的な解釈論としては、たとえば、GATT 第 3 条第 8 項（b）の限定解釈の可能性及び「著しい害」等「悪影響」の認定（補
助金協定第三部）において、補助金措置の構造上の問題点を積極的要素として考慮する可能性が考えられる。
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（1）ルールの背景
　セーフガードとは、一般的に、GATT 第 19 条（特

定産品の輸入に対する緊急措置）及び WTO 設立

協定の一部である「セーフガード協定」により認め

られた、国内産業に重大な損害等を与えまたは与

えるおそれがあるような増加した数量の輸入に対し

て、かかる損害を防止するために、当該輸入国政府

が発動する関税引上げ・輸入数量制限の緊急措置

をいう。

①WTO体制成立前のセーフガードシステム

　セーフガード条項（輸入急増による国内産業の損

害を防止するための緊急輸入制限措置を定める規

定、エスケープ・クローズ（Escape Clause）とも

呼ばれる）は、歴史的には 1943 年の米国・メキシ

コ貿易協定で初めて導入されたと言われ、その後

1947年に成立した GATT 第 19 条に盛り込まれた。

もっとも同条には措置発動要件の詳細等が規定され

ておらず、貿易自由化の一層の促進のためにもセー

フガード措置のより精緻かつ明確な規律が必要との

認識が高まった。

　そこで、1973 年 9月に開始された東京ラウンド交

渉では、「多角的セーフガードシステムの妥当性の検

討を含むこと」が交渉目的の一つとして掲げられた。

同ラウンドでは、（a）セーフガード措置を特定国か

らの輸入に対してのみ選択的に適用することの可

否、（b）発動要件の明確化（「重大な損害」の定義

規定の導入等）、（c）措置が発動された場合の条件

（措置適用の最長期間の設定等）、（d）通報・協議

手続及び国際的監視体制の確立等について議論が

行われた。しかし、最大の焦点であった選択的適

用問題のほか、「重大の損害」の捉え方、監視機構

のあり方等について、特に選択的適用を認めるべき

とするEUとこれに反対する開発途上国とが大きく

対立し、合意に至らなかった（同ラウンドは 1979 年

に終了）。

　他方、1970 年代以降、輸入急増から国内産業を

保護する手段として、輸入国からの要請等により輸

出国が輸出を自主規制する等の措置がとられるよう

になった（いわゆる「灰色措置」）。これは GATT

第 19 条が定めるセーフガード措置発動要件自体は

厳格でありながら、その適用に不明確な部分が残

ることから、その適用を回避して、「自主規制」の

形式での輸入制限を行おうとするものであり、脱法

的なものとしてGATTとの整合性が不明確である

ほか（特に数量制限の一般的禁止を定めるGATT

第 11条との関係が問題となる）、セーフガード条項

の空洞化を招くものであった。このような輸出自主

規制の広がりを背景として、1982 年 11月の GATT

閣僚宣言では「より改善されかつ効果的なセーフガー

ド制度の必要性」が唱えられた。

②セーフガード協定の成立

　その後ウルグアイ・ラウンド交渉の開始を宣した

1986 年 9月のプンタ・デル・エステ閣僚宣言では、

｢セーフガードについての包括的な合意は、GATT

システムの強化及び多角的貿易交渉の進展に特に

重要である｣ との認識のもと、「セーフガードに関す

第8章
セーフガード

1．ルールの概観



1 セーフガード協定は、当時世界で最も完備されたセーフガード法典であった米国 1974 年通商法第 201 条をモデルとしてその基
本的構造が策定されたといわれる（米国において WTO 協定実施のため既存法令を整理した 1994 年ウルグアイ・ラウンド協定
法においても、通商法第 201 条に対する修正は軽微なものにとどまる（これに対してアンチ・ダンピング法については大幅な
修正が加えられた））。もっとも、これまでのパネル・上級委員会による判断を通じて、同法第 201 条の協定不整合性も明らか
になっている（「事情の予見されなかった発展」要件の不存在、因果関係要件の相違等）。引き続き米国連邦議会における同条
修正の可能性にも留意しつつ、動向を注視していく必要がある。

2 かつては繊維・繊維製品分野限定で繊維協定に基づく経過的セーフガード措置が存在したが、2004 年末に同協定が失効したこ
とに伴い、現在は認められない。（コラム参照）同様に、中国の WTO 加盟議定書に基づく産品別経過的セーフガード措置が存
在していたが、2013 年 12 月 10 日をもって失効している。
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る合意は、（a）GATTの基本原則に基づくこと、（b）

所定の要素を含むこと（特に、透明性、対象範囲、

重大な損害又はそのおそれの概念を含む客観的発

動基準、時限性、漸減性、構造調整、補償及び対

抗措置、通報、協議、多角的監視及び紛争処理等）、

（c）GATTの規律を明確化及び強化するとともに、

すべての締約国に適用されるべきこと」との交渉方

針が示された。そして、同ラウンドでの交渉の結果、

1994年4月、WTO設立協定の一部としてセーフガー

ド協定が成立した。

　セーフガード協定は、GATT 第 19 条では明確に

されていなかった「重大な損害」、「重大の損害のお

それ」あるいは「国内産業」の定義または措置の

適用期間に関する規定を設け、また透明性確保に

関する手続規定を整備し、さらに、後述のとおり輸

出自主規制等の厳格な禁止を含むなど、これまでの

交渉等経過を踏まえた充実した内容となっており、

ウルグアイ・ラウンド交渉における重要な成果の一

つである（適用対象については、措置は「輸入され

ている産品について、その輸入源のいかんを問わず、

とられるものとする。」（同協定第 2 条第 2 項）と規

定する）1。

　なお、現在のWTOシステムにおいては、セーフ

ガード協定に基づく措置とは区別される特別なセー

フガード措置として、農業協定に基づく特別セーフ

ガード措置（ウルグアイ･ラウンド合意において輸入

数量制限等の非関税措置を関税化した農産品を対

象とする措置）が認められている。2

（2）法的規律の概要
①セーフガードに関する協定

　セーフガード協定は、GATT 第 19 条との関係で

セーフガード措置の発動要件等を明確化するととも

に、輸出自主規制措置を明確に禁止した。ただし、

GATT 第 19 条所定の規律が緩和されている点もあ

る。

（a）セーフガード措置の要件

　セーフガード協定は、前述のとおり、「重大な損

害」、「重大な損害のおそれ」及び「国内産業」の

定義規定、また輸入の増加と損害または損害のお

それとの間の因果関係の判断方法についての規定

を設けるなど、発動要件を明確化するとともに、調

査過程における利害関係人への情報提供、公聴会

等による意見・証拠提出の機会付与等の手続的要

件を設け、さらに発動期間の上限を設けるなど発動

される措置の内容についての要件を整備した（図表

Ⅱ‐8‐1参照）。



 
WTO

GATT 19  

 
2  

 4  

 
3  

 4 8 7 1 3  

 3
5  

 2 7 5  

 1 3
7 4  

＜図表Ⅱ‐ 8‐ 1＞　セーフガード措置の発動要件等
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（b）輸出自主規制の禁止

　セーフガード協定は、輸出自主規制（VER：

Voluntary Export Restraints）、市場秩序維持取極

（OMA：Orderly Marketing Arrangements）、ま

たはこれらに類する措置（輸出抑制、輸出入価格モ

ニタリング、輸出入監視、強制輸入カルテル、裁量

的輸出入許可制度等）を導入・維持し、またはこれ

らを他国に要請することを明示的に禁止した（第 11

条第 1項）。また、各国は、公的団体または私企業

による「灰色措置」に相当する措置の導入・維持を、

奨励・支持してはならない旨も規定された（第 11条

第 3 項）

　なお、セーフガード協定発効時に効力を有した「灰

色措置」は、同協定発効後も暫定的に維持するこ

とが認められたが、これらも1999年12月31日をもっ

てすべて撤廃された（第 11条第 1項（b）・第 2 項）。

（c）GATT 第 19 条による規律の一部緩和化

　セーフガード協定は、GATT 第 19 条所定の要件

の厳格性が灰色措置の多発を招いた経緯を踏まえ、

同条所定の規律を一定程度緩和した。

（ⅰ）対抗措置発動に対する制限

　GATT 第 19 条は、セーフガード措置を発動しよ

うとする輸入国に対し、輸出国との事前協議義務を

課し（同条第 2 項）、協議が整わないまま措置が発

動される場合は、輸出国が関税率引上げ等の対抗

措置（「実質的に等価値の譲許･･･の適用」の停止）

を発動することを認めている（同条第 3 項）。そこ

で輸入国は、対抗措置発動を回避するために、上

記協議において、輸出国に対しセーフガード措置の

対象たる産品と異なる産品を対象として、関税率引

下げ等の補償を提供する必要があると理解されてい

た。

　しかし、かかる補償の提供は輸入国における特

定産品の関税率引下げを伴うことに加えて、一般的

に、関税率引下げが有意な補償となり得る程度に

高関税率が課された産品は関税率を維持すべき国

内的要請が強い品目（センシティブ品目）であるこ

とが多いため、補償提供には輸入国国内における

政治的な困難を伴い易く、これにより各国が灰色措

置に依拠する一因となっていたことは否定できない。

　そこでセーフガード協定は、輸出国による対抗措

置発動に一定の制限を設け、セーフガード措置が輸

入の絶対的増加の結果としてとられたものであって、



3 セーフガード協定成立前の GATT 第 19 条をめぐる交渉過程において、セーフガード措置を特定国からの輸入に対してのみ選
択的に適用することを認めるべきとの議論があったことは前述のとおりである。

376

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

かつ当該措置が同協定に適合的である場合は、措

置発動から当初の 3 年間、輸出国は対抗措置を発

動できない旨定めた（第 8 条第 3 項）。

（ⅱ）輸入数量制限枠配分の特例（いわゆる「クオー

タ・モジュレーション」）

　セーフガード協定第 5 条第 2 項（a）は、輸入数

量制限の方法によるセーフガード措置発動にあたり

輸入数量の枠を輸出国間に配分する場合、配分方

法について利害関係国と合意するか、それが実際

上困難なときは、過去の代表的期間の輸入シェアに

基づき配分すべきことを定める。しかし、特定国か

らの輸入だけが急増しているような場合、他の第三

国を巻き込んで措置を発動することは実際上困難で

ある場合が考えられる 3。

　そこで、一定の国からの輸入量が当該産品の輸

入量全体との関係で「均衡を失する比率」で増加し

ていること、第 5 条第 2 項（a）から乖離する正当

な理由があること、及びかかる乖離の条件が全て

の供給者に公平であることがセーフガード委員会に

明確に示された場合は、当初の発動期間に限り（最

大で 4 年間、延長不可）、第 5 条第 2 項（a）所定

の上記条件から離れて措置を発動することが認めら

れている。ただし、かかる例外は、重大な損害の「お

それ」を理由とする場合は認められない（同協定第

5 条第 2 項（b））。

（d）地域貿易協定に基づくセーフガード措置との

関係

　セーフガード協定第 2 条第 2 項は、セーフガード

措置は輸入産品について「その輸入源のいかんを問

わず」適用される旨規定する。ところで、一部の地

域貿易協定（NAFTA、MERCOSUR 等）は、当

該貿易協定の加盟国がセーフガード協定に基づく措

置（WTO セーフガード）を発動する場合、原則と

して、当該貿易協定の他の加盟国をWTOセーフガー

ド措置の対象から除外すべき旨規定するため（例え

ば NAFTA 第 802 条）、輸入源に関わらず措置を

適用すべきとする上記条項との整合性が問題となり

得る。この点は紛争解決手続でも争点になったが、

パネル・上級委員会は調査対象国と措置対象国の

一致を求める対応性の原則（Parellelism）の問題

として処理してきており、対応性の原則がとられず

に、調査対象となった一部の特定国を除外してセー

フガード措置が発動される場合には、当該措置が

WTO 協定に違反する旨先例では示されているが、

特定国を除外すること自体の協定整合性について

これまで正面からは判断されていない（下記 2 のア

ルゼンチン‐履物（DS121）、米国‐溶接ラインパ

イプ（DS202）等参照）。今後、地域貿易協定の増

加に伴い、WTO セーフガード措置の発動に当たっ

て、地域貿易協定の相手国を除外するケースが増え

ることが想定されるが、地域貿易協定の特恵措置と

WTOセーフガード措置の差異が著しくなるケースも

生じることから、「対応性の原則」が遵守されてい

るかどうか、違法性については慎重に評価し対応す

る必要がある。なお、EPAに基づくセーフガード措

置については第Ⅲ部第 1章「物品貿易の諸論点」参

照。

　我が国が締結した EPAでは、締結国間でもセー

フガード協定上の権利は留保されており（WTO セー

フガード措置は FTA/EPA 締結相手国を含むすべ

ての関係国に対して発動可能）、この点について協

定整合性の問題は原則的に発生しない。

②セーフガード措置の発動状況

　GATT 時代に発動されたセーフガード措置の大

半は、豪州、EU、米国等の先進国によるものであっ

た（図表Ⅱ‐8‐2 参照）。これは先進国が GATT

ラウンド交渉に伴い漸次関税率を引き下げたため、

高関税だけによる国内産業保護が限界を迎えたこ

とに起因すると考えられる。

　WTO 設立協定発効後（1995 年 3月 29 日から

2014 年 12 月 31日まで）は、セーフガード措置の



4 特に、ウクライナは 2013 年 4 月から乗用車に対するセーフガード措置を発動しており、本件について我が国は WTO にパネル
設置要請（DS468 ）しており、WTO・DS で現在争っているところ（詳細については、第Ⅰ部第 13 章「ウクライナの乗用車に
対するセーフガード措置」を参照。）。

5 図表（　）内は、全体の措置のうち農産品に係る措置の数。

/CY 1970 74 1975 79 1980 84 1985 89 1990 94  

 3 6 4 1  0 0 
EU 1 2 1  7 4  7 5  4 4  

 6 3  7 1  3 1  1 1  1 
 1 16 1  4 0 1 
 1 4 5 4  6 3  6 2  

 12 3  35 3  23 10 14 9  12 6  

＜図表Ⅱ‐ 8‐ 2＞　GATT 時代のセーフガード措置の発動状況 5

＜図表Ⅱ‐ 8‐ 3＞　WTO発足以降のセーフガード措置（調査・確定措置）の発動状況
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調査が開始されたケースが 295 件、措置発動に至っ

たケースは 139 件である（WTO 通報ベース）。セー

フガード協定発効以降、セーフガード措置を発動す

る国及び発動件数は漸次増加し（図表Ⅱ‐8‐3 参

照）、パネルに付託される案件も増加した（ケース及

びパネル・上級委員会の判断は、2．主要ケース参照）。

　特に最近では、インド、インドネシア、トルコ等

の新興国による発動件数が増えている。また、近

年新たにWTO に加盟したウクライナ（2008 年 5月

に加盟）やロシア（2012 年 8月に加盟）も、セー

フガード措置を積極的に活用する傾向 4 にあり、同

国の今後の動向を注視する必要がある。



繊維貿易の規制をめぐる歴史についてコ ラ ム

（1）繊維協定の概要

　繊維貿易については、1974 年から 1994 年ま

での間、繊維貿易独自のルール（「繊維製品の

国 際 貿 易 に 関 す る 取 極 」（MFA：Multi-Fibre 

Arrangement））の下で、GATT と異なる規律が適

用されてきた。6

　MFA の下では、差別的輸入制限措置（特定地域

だけを対象とした輸入制限）が可能とされたほか、

措置発動に伴う代償の提供・対抗措置受入れが求め

られないなど、GATT 第 19 条より緩やかな条件に

よるセーフガード措置発動が認められていた。なお、

1994 年 12 月時点で、43 か国及び EU が MFA に加

盟しており、米国、EU、カナダ及びノルウェーが

MFA（第 3 条・第 4 条）に基づく輸入制限を発動

していた。

　かかる MFA 体制については、ウルグアイ・ラウ

ンド交渉（1986 年～ 1994 年）において、10 年間の

経過期間により段階的に GATT の規律下に統合す

ることが合意され（図表Ⅱ ‐ 8 ‐ 4 参照）、1995 年

の WTO 協定発効と同時に「繊維及び繊維製品（衣

類を含む）に関する協定」（ATC：Agreement on 

Textiles and Clothing（繊維協定））が発効した。

　MFA に基づく輸入制限措置はこの段階的統合

により漸次撤廃され、繊維協定が失効する 2004 年

末には GATT 所定のルールに整合的なものとなっ

た。この期間中は、未統合品目に限り繊維協定

に基づく特別の経過的セーフガード措置（TSG：

Transitional Safeguard）の適用が認められ、繊維

協定発効後特定の国によって同措置が頻繁に発動さ

れたが、繊維・繊維製品監視機構（TMB：Textiles 

Monitoring Body）の審査の厳格化により、正当化

される案件は減少した。

　繊維協定は、2004 年 12 月 31 日、発効後 10 年の

経過期間を満了・失効し、これに伴い TSG 制度も

消滅した。

（2）繊維協定失効後の状況

　2004 年 12 月 31 日に繊維協定が失効したことに

伴い、繊維・繊維製品について、中国等輸出国が欧

米等輸入国に向けて設定していた輸出数量制限措置

が撤廃された。これを受けて、中国は、輸出抑制の

ための自主的措置として、中国から輸出される繊維
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③農業に関する協定

　（第Ⅱ部第 3 章「数量制限」参照）

6 MFA は綿、毛、化合繊、麻等の植物性繊維及び絹混紡製の繊維製品を対象品目とし、純絹製品はその規制の対象としていない。
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＜図表Ⅱ‐ 8‐ 4＞　統合の方法等

製品に関し従量税による輸出関税（2005年 1月 1日）

を課し、また欧米・香港向け中国繊維製品に関し輸

出自動許可管理制度（同年 3 月 1 日）を導入した 7。

　その後、2005 年 6 月 11 日、中国は EU と中国繊

維製品 10 品目について輸出数量を抑制する旨合意

した（2005 年から 2007 年までの間中国からの輸出

増加率を対前年比 8 ～ 12.5％に限定、これに基づき

中国は欧米香港向け輸出品ついて輸出自動許可管

理を実施しない代わりに繊維製品輸出臨時管理制度

を導入）8。ところが、同年 7 月以降、中国から EU

向けの輸出数量が急増し、前記合意に基づく一部品

目（プルオーバー、男子用ズボン等）の当年分割当

数量の上限に達したため、EU 域内税関で中国から

の輸入産品が滞留する事態が生じた。そこで両国は

再度協議を実施し、同年 9 月 5 日、これら貨物の解

放等について合意した 9。

　中国は、米国との間では、2005 年 11 月 8 日、21

品目の中国繊維製品について、2006 年 1 月 1 日か

ら 2008 年 12 月 31 日にかけて数量制限を実施する

旨合意した 10。

　中国は、欧米と上記合意に達したことに伴い、

2006 年 1 月 1 日をもって、繊維製品輸出臨時管理

の対象品目を調整、中国繊維製品の輸出関税制度を

廃止した。

　この間我が国は、欧米の輸入制限措置による迂回

輸入を含め、我が国市場への繊維輸入品の急増また

はこれによる市場かく乱の恐れに対応するため、監

視対象品目を選定し輸入動向の実態把握を強化し

た。

　なお、中国と米国間の数量制限措置は予定通り終

了し、その後は同様な繊維製品に対する数量制限措

置、輸出管理等の措置は講じられていない。
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7 欧米・香港向け中国繊維製品について、輸出許可証（E/L）の自動発給により輸出管理を行う制度。しかし、中国側の措置にも
かかわらず、2005 年 4 月以降、欧米の国内業界による中国 WTO 加盟作業部会報告書パラグラフ 242 に基づく対中国繊維特別
措置の申請が急増した。

8 「中国の対欧州向け一部の繊維製品輸出に関する欧州委員会及び中華人民共和国商務部との間の覚書」
9 「中国の対欧州向け一部の繊維製品輸出に関する欧州委員会及び中華人民共和国商務部との間の覚書に係る経過的柔軟措置の設

定に関する協議録」
10 「繊維製品貿易に関するアメリカ合衆国及び中華人民共和国両国政府との覚書」
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（3）経済的視点及び意義
　セーフガードシステムの経済的・政策的機能は、

以下のように整理される。

①セーフガード措置の機能

（a）輸入急増に対応する時間的猶予の確保

　まず、セーフガード措置は、国内産業に対し、輸

入の急増へ対応するため、構造調整あるいは競争

力強化を図るための時間的猶予を与える機能をも

つ。

　セーフガード措置は、予見されなかった事情の発

展によって、同種または直合競争産品の輸入増加に

よる国内産業への深刻な打撃を回避するため、一

時的にWTO上の義務を停止し、当該国内産業を

保護する緊急避難的措置である。かかる制度目的

から、セーフガード措置の発動は、輸入増加と因果

関係のある重大な損害が国内産業に発生している

場合に限り認められ（セーフガード協定第2条第1項・

第 4 条第 2 項）、また、その程度・期間は、当該損

害の防止・救済、産業の調整に必要な限度に限ら

れる（同協定第 5 条第 1項・第 7条第 1項）。

　予見されなかった事情による輸入増加に起因し国

内産業が急激に打撃を受けた場合、倒産・失業な

どにより多大な経済的混乱に加え、政治的・社会

的混乱を引き起こしかねない。このような状況にお

いて、セーフガード措置は、比較優位を失った国内

産業に構造調整のための時間的猶予を与える機能

を果たし、当該産業はこの猶予を利用して比較優

位のある産業への資本・設備の転換あるいは労働力

の再教育が可能となる。輸入増加による国内産業

の競争優位の急速な喪失が一時的なものである場

合も、セーフガードによって得られた時間的猶予と

利潤を活用して、技術革新や設備投資を行い、競

争力を国際水準まで回復させることが期待される。

セーフガード協定がこれらを目的とすることは、前

文に構造調整の重要性と国際競争の促進が謳われ

ていることにも示されている11。

　なお、セーフガード措置は、輸入急増による国内

産業の損害を防止・救済するための緊急避難的措

置として認められるものであるから、アンチ・ダン

ピング税、相殺関税賦課等とは異なり、輸出国・輸

出産業のダンピング、補助金支出等の特定行為の

存在を発動要件としない。かかる特質を反映し、セー

フガード措置を特定の輸出国に選択的に適用するこ

とは禁じられ（同協定第 2 条第 2 項）、また、一定

の制限のもと、措置発動国は関係輸出国に補償を

提供することが求められ、そうでない場合は輸出国

による対抗措置発動が認められる（同協定第 8 条）。

（b）輸入国内における保護主義的圧力のコントロー

ル

　次に、セーフガード措置は、輸入国において発生

し得る過度の保護主義的圧力をコントロールする「安

全弁」としての機能を果たす。

　すなわち、セーフガード措置の発動により、輸入

国政府は国内の保護主義的圧力を緩和し、より保

護主義的な他の措置の導入を回避することが可能と

なる。この意味において、WTO 協定上のセーフガー

ド措置は、国内産業への重大な損害またはそのお

それが認められる場合において、ルールの下に当該

国内産業に限定的・一時的な保護を与えることによ

り、輸入国内の保護圧力を適度に逃がすという効

果を有する。

（c）貿易自由化の促進

　さらに、セーフガード制度は、貿易自由化を促進

する機能をも果たす。

　特定の貿易自由化措置が関係産業に対し将来い

かなる影響を及ぼすか、当該自由化の時点で当該

関係産業が予測することは、実際上困難である場

合が多い。この「将来の影」が大きいと感じれば、

当該関係産業は政府による輸入自由化に抵抗する

であろう。このような状況において、政府が関連産

業に対し、将来輸入制限が必要となる場合セーフ

11 我が国でも、2000年 12月から実施された農産物3品セーフガード調査及びタオル等繊維製品セーフガード調査の過程において、
構造調整計画が政府及び業界から提出された。
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ガード措置の活用があり得る旨説明できれば、各国

政府はこれらの抵抗を和らげ、前向きに貿易自由化

を進めることができる。

②セーフガードシステムの運用・制度設計に関す

る留意点

　セーフガードは、以上の機能を果たすものとして

存在意義が認められるが､ 措置が濫用される事態

となれば、WTO 設立協定の基本的目的である「貿

易障害の実質的軽減と国際貿易問題における差別

的待遇の廃止」の趣旨を損ないかねない。そこで、

セーフガード協定上も、措置発動は厳格な要件によ

り制限され、また措置発動の範囲も国内産業の損

害の防止に必要な限度に限られる。さらに、措置

発動による政策目標を達すべく、輸入国は、関係国

内産業の構造調整または再活性化の見通しを持っ

た上でセーフガード措置の発動を決断すべきであ

る。暫定的セーフガード措置（同協定第 6 条）を発

動する場合も、同様に慎重な判断が必要である。

　もっとも、2002 年の鉄鋼セーフガードをめぐる一

連の動向（2．主要ケース（5）参照）は、セーフガー

ド措置の濫用を防止しつつその機動的発動を可能

とするシステムの構築の困難性を改めて明らかにし

た。セーフガード協定は、措置が輸入の絶対的増

加を理由としかつ協定整合的である場合、当初の 3

年間、輸出国は対抗措置を発動できない旨規定する

（第 8 条第 2 項）。この結果、輸出国が措置発動の

後直ちに紛争解決手続の活用を決断したとしても、

パネル・上級委員会により協定不整合性が認定され

るまでの間（この期間は上級委手続まで含めると1

年半から2 年程度）、対抗措置の発動は困難である。

また、紛争解決手続による救済は、将来に向けて

の措置の撤廃等に限られ、過去の違反に対する制

裁等は予定されていない。この結果、現行のWTO

セーフガード及び紛争解決システムは、輸入国が、

協定整合性を十分検証しないままセーフガード措置

を発動し同措置を当面の間維持するインセンティブ

を、構造的に生じさせているものともいえる。

（1）アルゼンチン‐履物（DS121）
　1998 年 4 月、EU は、アルゼンチンが 1997 年

9月に発動した履物に対するセーフガード措置（特

定産品に対する最低関税額（Minimum Specifi c 

Duties）の設定）について協議要請を行い、同年

7月にパネルが設置された。

＜パネル報告書＞

　パネル（1999 年 6月 25日報告書発出）は、①

本件調査では、（ⅰ）損害認定にあたりセーフガー

ド協定第 4 条第 2 項（a）列挙事項の全てが検討

されていない、（ⅱ）同協定第 2 条第 1項及び第 4

条第 2 項（b）にいう輸入増加と重大な損害との間

の因果関係の存在が客観的証拠によって認定され

ていない、また因果関係の判断にあたり同協定第

4 条第 2 項（b）の「輸入増加以外の要素」が十分

検討されていない、（ⅲ）同協定第 2 条及び第 4 条

に従って「重大な損害のおそれ」の有無が十分検

討されていない、② GATT 第 24 条第 8 項は、関

税同盟の加盟国がその同盟の他の加盟国を含めて

全ての輸入源を対象としてセーフガード措置を適

用することを禁止していないとした上で、関税同盟

（MERCOSUR）諸国からの輸入をセーフガード調

査において対象としつつ、かかる輸入をセーフガー

ド措置の対象から除外することは同協定第 2 条に

違反する等とした。

＜上級委員会報告書＞

　アルゼンチンの上訴を受け、上級委員会（1999

年 12月14日報告書発出）は、まず、本件調査の

協定整合性について、「輸入増加」、「因果関係」等

について同協定第 2 条第 1 項、第 4 条第 2 項（a）

及び（b）違反を認定したパネルの結論を支持しつ

つ、輸入の増加は、量的・質的の両側面において、

重大な損害またはそのおそれを発生させるにあたり

十分な近時性（recent）、突然性（sudden）、急激性

2．主要ケース
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（sharp）及び重大性（signifi cant）を備える必要が

あるとの判断を示した 12。

　次に、MERCOSUR 諸国を措置の発動対象から

除外した点について、① GATT 第 24 条第 8 項は

本件とは関連がないとしてこの点に関するパネル判

断を破棄したが、②関税同盟加盟国を含めた全て

の国からの輸入を調査対象とした場合は、これに

基づくセーフガード措置も全ての国からの輸入を対

象として発動しなければならないとして（いわゆる「対

応性の原則（Parallelism）」）、措置を協定違反とす

るパネルの結論を支持した。ただし、上級委員会

は、関税同盟国の加盟国が他の加盟国をセーフガー

ド措置の発動対象から除外できるか否かの点につ

いて、一般論としての判断を示すものではないこと

を付言した。

　なお、上級委員会は、GATT 第 19 条第 1 項と

セーフガード協定との関係について、GATT 第 19

条第 1 項（a）にいう「事情の予見されなかった発

展」はセーフガード協定所定の措置発動要件に何ら

追加するものではないとのパネルの判断を覆し、同

文言は、措置発動にあたり、事実関係の問題とし

て示されなければならない「一定の状況」（Certain 

Circumstances）を記述したものとの判断を示

し、セーフガード協定所定要件の充足だけをもって

GATT 第 19 条との整合性が確保されるものでない

ことを明らかにした。

（2）米国‐小麦グルテン（DS166）
　1999 年 3 月、EU は、米国が 1998 年 6月に発

動した小麦グルテンに対するセーフガード措置（3 年

間の輸入数量制限 13）について協議要請を行い、

同年 7月にパネルが設置された。

＜パネル報告書＞

　パネル（2000 年 7月 31日報告書発出）は、①

セーフガード協定第 4 条第 2 項（b）の不帰責（Non-

Attribution）要件との関係で、「重大な損害」を認

定するためには、「増加した輸入」だけで重大な

損害が発生する関係にあることが必要であるとこ

ろ（「増加した輸入」と「増加した輸入以外の要素」

が相まって初めて重大な損害が発生するという関係

にあるだけでは不十分）、米国の調査はこれを充

足していない（前記条項違反を認定）、②調査対象

にはカナダからの輸入を含めて検討したにも関わら

ず、措置発動対象から同国からの輸入を除外するこ

とは、対応性の原則（上記アルゼンチン̶履物上級

委員会判断参照）に違背し、同協定第 2 条第 1項

及び第 4 条第 2 項に不整合、③米国の調査開始、

重大な損害の認定及び措置発動に関する各通報は、

いずれも適時に行われたものではないから、同協定

第 12 条第 1 項（a）ないし（c）に違反する、④米

国が「措置発動前」に関係輸出国と協議を行わな

かったことは同協定第 12 条第 3 項に違反する旨判

断した。

＜上級委員会報告書＞

　これに対し米国が上訴したところ、上級委員会（同

年 12月22日報告書発出）は、上記②及び④につ

いてパネル判断を支持したが、上記①については、

セーフガード協定第 4 条第 2 項（b）は輸入だけで

重大な損害が発生する関係を要求するとのパネルの

解釈を覆し、同条項は重大な損害の発生に「増加

した輸入」以外の要因が寄与した場合でも因果関

係の存在の認定を妨げるものではなく、むしろ当該

「損害」をもたらすにあたり「増加した輸入」以外

の要素が発生させた効果を「分離峻別」することが

重要であり、増加した輸入と重大な損害との間に「真

性かつ実質的な（Genuine and Substantial）原因・

効果の関係」がある場合は、同条項を充足すると

判断した（ただし、上級委員会は、かかる解釈を前

提として米国の同協定第4条第2項（b）違反を認定）。

また、上記④について、同協定第 12 条第 1項（a）

12 米国̶鉄鋼及び鉄鋼製品の上級委員会（後記参照）は、この点の本件上級委員会の判断を敷衍している。
13 1993 年 7 月から 1995 年 7 月までの間の当該産品の平均輸入量に基づき年間の総輸入量上限値を定め、これを同期間の平均輸

入シェアに基づいて輸出各国に割り当てる措置。カナダほか一定の輸出国は措置対象から除外。
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及び（b）違反についてはパネル判断を支持したが、

同項（c）の通報は措置発動前に行われることを要

するとのパネル判断を覆し、措置発動の決定がされ

てから5日後になされた通報は同条第1項所定の「直

ちに」の要件を満たすと判断した。

（3）米国‐ 生鮮・冷蔵・冷凍子羊肉
（DS177, 178）

　1999 年 10月、豪州及びニュージーランドは、米

国が同年 7月に開始した子羊肉に対するセーフガー

ド措置（3 年間の関税割当措置 14）について、協議

要請を行い、同年 11月にパネルが設置された。

＜パネル報告書＞

　パネル（2000 年 12月 21日報告書発出）は、①

米国は、事実認定の問題としてGATT 第 19 条所

定の「事情の予見されなかった発展」の存在を示し

ておらず、同条に違反する、②「国内産業」を定義

するセーフガード協定第 4 条第 1 項（c）の「生産

者」とは、同種または直接競合産品を実際に生産

する者を意味し、かかる産品の原材料の提供者は

含まれないとした上で、子羊肉の包装業者及び解

体業者は「子羊肉」（lamb meat）の生産者である

が、子羊の生育業者は「子羊」（live lambs）の生

産者であるから、米国が「子羊肉」のセーフガード

調査において「子羊」の生育業者を「国内産業」に

含めたことは同項（c）及び第 2 条第 1項に違反する、

③米国が国内産業に対する損害認定にあたり基礎

としたデータは、同協定第 4 条第 1項（c）にいう「国

内総生産高の相当な部分（Major Proportion）」を

十分代表（Representative）するものではないから、

同条項及び同協定第 2 条第 1項に違反する、④米

国は、「増加した輸入」以外の要素に起因する重大

な損害のおそれを、同協定第4条第2項（b）に従って、

「増加した輸入」に帰責させないことを確保してい

ないから、同条項及び同協定第 2 条第 1項に違反

すると判断した。

＜上級委員会報告書＞

　これに対し米国が上訴したところ、上級委員会

（2001年 5月1日報告書発出）は、まず上記①及

び②について結論においてパネルを支持した（但し、

上記②については、パネルが「子羊」と「子羊肉」

がその生産過程において区別されることを重視して

「国内産業」の範囲を画定したのに対し、上級委員

会は、着目すべきは当該各産品自体が「同種または

直接競合」の関係にあるか否かであって、これらの

生産過程ではないとした）。

　上記③については、データの代表性が不十分とし

たパネルの判断は支持したが、協定違反の根拠条

文は同協定第 4 条第 2 項（a）であるとした（同条

第 1項（c）はあくまで定義規定であり義務規定で

はない）。さらに、同協定第 4 条第 1項（b）に従っ

て「重大な損害のおそれ」を認定するにあたっては、

事実関係の評価に基づき、極めて近接する将来に

国内産業が重大な損害を被る高い可能性があると

予測できることが示される必要があるところ、この

場合、最も直近時期のデータが特に重要であるとし

ても、かかるデータはあくまで調査期間全体のデー

タとの関連において把握されることが必要として、5

年間の調査期間のうち最後の 21 か月間のデータに

基づいて「重大な損害のおそれ」を認定した米国の

決定を支持したパネル判断を覆した。そして、上級

委員会は、米国は直近時期の価格データが調査期

間当初より上昇している事実が「重大な損害のおそ

れ」の認定の妨げにならない理由を十分説明してい

ないとして、同協定第 4 条第 2 項（a）及び第 2 条

第 1項違反を認めた。

　また、上記④については、「増加した輸入」だけ

で重大な損害を発生させる関係にあることが必要

とのパネル判断を覆した上で、因果関係の判断で

は、増加した輸入と重大な損害との間に「真性か

14 本件産品の輸入量に応じ、豪州、ニュージーランド、その他の輸出国に 3 分類した上で、各国の割当数量を設定し、割当数量
を超過した輸入分に対し最大 40％の関税を賦課する措置（割当数量内輸入分については最大 9％の関税）。割当数量は漸次増加、
課税率は漸次減少。カナダ、メキシコほか一定の輸出国は措置対象から除外。
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つ実質的な原因・効果の関係」が認められること

が必要であり（米国‐小麦グルテン上級委判断と同

旨）、複数の要素が同時に損害の原因である場合

に「増加した輸入」による損害的効果を認定するた

めには、その他の要素による損害的効果が分離峻

別されなければならないとした（Distinguished and 

Separated）。上級委員会は、米国は「増加した輸

入」が損害発生に寄与する他の要素より「相対的に

重要」であることを認定しただけで、「増加した輸入」

による損害的効果とその他の要素による損害的効

果が分離峻別されていないとして、同協定第 4 条第

2 項（b）違反を認定した。15

（4）米国‐溶接ラインパイプ（DS202）
　2000 年 6月15日、韓国は、米国が同年 3月に

発動した溶接ラインパイプに対するセーフガード措置

（3 年間の関税割当措置 16）について協議要請を行

い、同年 10月にパネルが設置された。

＜パネル報告書＞

　パネル（2001年 10月 29日報告書発出）は、①

「数量制限の無差別適用」を定めるGATT 第 13

条との関係について、本件措置の割当量は過去の

貿易パターン（全輸入量における各国のシェア）を

考慮して定められたものではなく、その他本件措置

が「ない場合に諸締約国が獲得すると期待される取

分にできる限り近づくようにその産品の貿易量を配

分することを目標」とするとは認められないから（歴

史的に米国市場への最大供給者である韓国を含め

て、低関税率による輸入が許可される各国の割当

量を一律に定めることにより、韓国に対する割当量

が最小供給者と同程度に削減されている）、GATT

第 13 条第 2 項柱書に違反し、また低関税率による

輸入が許可される総量も定められていないから、同

項（a）に違反するとした。

　さらに、パネルは、②「増加した輸入」以外の

要素に起因する損害の性質及び程度が明らかにさ

れておらず、「増加した輸入」による損害的効果と

それ以外の要素による損害的効果が分離して検討

されていないから（後者の効果の「増加した輸入」

への不帰責（Non-Attribution）が確保されていな

い）、同協定第 4 条第 2 項（b）に違反する（米国̶

小麦グルテン上級委及び米国‐子羊肉上級委と同

趣旨）、③調査当局の報告書には「事情の予見され

なかった発展」の存在について何ら言及されておら

ず、GATT 第 19 条に違反する（米国‐子羊肉パネ

ル・上級委参照）、④同協定第 12 条第 3 項に従って、

関係輸出国に対し事前協議のための十分な機会が

提供されるにあたっては、当該輸出国に対し当該措

置についての十分詳細な情報が与えられる必要があ

るところ、米国はプレスリリース以外に措置に関す

る情報を提供しておらず同項及び同協定第 8 条第 1

項違反を構成する旨判断した。

　これに対してパネルは、米国が本件措置から

NAFTA 加盟国であるカナダ及びメキシコを除外し

たことについて、⑤米国は、GATT 第 24 条により、

前記両国の除外は GATT 第 1条、第 13 条及び第

19 条並びにセーフガード協定第 2 条第 2 項に基づ

く無差別原則に違反するとの韓国の主張を退けるこ

とができる、⑥対応性の原則違反（アルゼンチン‐

15 上級委員会報告を受けて、米国大統領は 2001 年 11 月 14 日に同措置を終了する旨の発表を行った。なお、「国内産業」の範囲
の認定について、米国は，輸入品である「子羊肉（lamb meat）」と損害を受けている牧畜業が生育する「子羊（live lambs）」
とは同種の産品でないことを前提としたうえで、生産が継続的に行われ（Continuous Line of Production）、それらの産業に経
済的一体性（Substantial Coincidence of Economic interest）がある場合は、子羊の生産者も精肉業者も区別せずに国内産業を
構成すると主張したが、パネル及び上級委員会のいずれもこの主張を退けた。但し上級委員会は、「子羊肉」と「子羊」が「同
種の産品」生産過程において形を変えたものかどうか、「同種の産品」についての生産過程を分離・区別できるか否かとの観点
により「国内産業」の範囲を画定しようとするパネルのアプローチを否定している。この点、これと類似する冷凍食品輸入と
原材料となる農作物の生産者との関係等についてどのように対処されるべきかは、今後の課題である。

16 各輸出国に対して一律の割当数量を設定し、割当数量を超過した輸入分に対し最大 19％の追加関税を賦課する措置。課税率は
漸次減少。カナダ及びメキシコは措置対象から除外。
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履物上級委判断参照）との点について韓国は十分

な主張立証を行っていないと判断した。

　また、パネルは、⑦同協定第 5 条との関係に関し、

（ⅰ）本件措置は関税割当であって、同条第 1項第

二文の数量的制限または同条第 2 項（a）の供給国

間の割当配分には該当しないから、これら条項違

反を構成しない、（ⅱ）韓国が、本件措置は措置申

立人の提案または米国国際貿易委員会（USITC）

の勧告に比べより制限的であり17、同協定第 5 条第

1項の「重大な損害の防止・救済に必要な程度」を

超過した措置であると主張したのに対し、同項第一

文は措置発動国に対して当該措置が同項に適合的

であることを説明する義務を課すものではないとし

た上で、韓国は米国の同項違反を立証できていない

と判断した。

＜上級委員会報告書＞

　パネル判断に対して米韓両国が上訴したところ、

上級委員会（2002 年 2 月15日報告書発出）は、

上記②についてパネルの判断を支持し、また、上記

④について、同協定第 12 条第 3 項及び第 8 条第 1

項違反を認めたパネルの結論を支持しつつ、措置

発動国は、輸出国に対し、意味ある意見交換を可

能とするため「当該措置についての十分な情報と時

間」を「協議前」に提供することが必要とした上で、

韓国が本件措置について知ったのは措置発動18日

前、米国が同協定第 12 条第 1 項（c）に基づく通

報をしたのが措置発動 8日前であること等からして、

韓国には本件措置を分析・検討し国内的な協議を

経た上で米国との協議に備えるための十分な時間が

与えられていなかった旨判断した。

　本件措置の対象からカナダ及びメキシコを除外

したことに関し、上級委員会は、上記⑤について、

GATT 第 24 条がセーフガード協定第 2 条第 2 項の

「例外」となるか否かは、（ⅰ）措置の対象から除外

された輸入が「重大な損害」の認定において検討

対象外とされていた場合、及び、（ⅱ）措置の対象

から除外された輸入が「重大な損害」の認定におい

て検討対象とされたが、自由貿易地域外からの輸

入だけに措置を適用することが同協定所定の発動

要件（第 2 条第 1項及び第 4 条第 2 項）を充足す

ることについて合理的かつ十分な説明（Reasonded 

and Adequate Explanation）が明確に示された

場合に限るとした上で、本件で米国はカナダ及び

メキシコからの輸入を調査対象に含めているから

GATT 第 24 条と同協定第 2 条第 2 項との関係に

ついて判断する必要はないとして、この点について

のパネル判断に法的効果はない（ムート）旨判断した。

併せて、上記⑥についてもパネルの判断を覆し、米

国は対応性の原則に反してカナダ及びメキシコを調

査対象に含めつつ措置の対象外としたとして、同協

定第 2 条及び第 4 条違反を認定した。

　上記⑦について、同協定第 5 条第 1項は措置適

用時に同項第一文との適合性を示す一般的・手続

的義務を課すものではないとしつつ、同項は「増加

した輸入に帰責される重大な損害に対処する範囲

の限りにおいて」措置を適用すべきことを求めると

の解釈を示した上で、同協定第 4 条第 2 項（b）へ

の違反（上記②参照）は、本件措置が同協定第 5

条第 1 項により許容される範囲に限定されていな

かったことを示すものであるとして、米国の同項違

反を認定した。

　なお、パネルは、措置発動国は当該措置が「重

大な損害」か「重大な損害のおそれ」のいずれに

基づくか明確にしなければならないとして、「重大な

損害または重大な損害のおそれ」を理由とした米国

の同協定第 3 条第 1項及び第 4 条第 2 項（c）違反

を認定したが、上級委は、同協定第 2 条第 1項を

参照して、調査当局は両者のいずれか一方または双

方を統合して認定できるとして、パネル判断を覆し

て、米国の認定方法を支持した。18

17 本件措置については、1999 年 6 月に措置発動の申立てがなされたのを受け、ITC は、同年 8 月に調査を開始し、同年 12 月にセー
フガード措置発動の勧告を発出した。それを受けて、2000 年 2 月に米大統領が措置発動を公表した。

18 米国は、2003 年 3 月をもって、韓国からのラインパイプに対するセーフガード措置は撤廃した。
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（5）米国‐鉄鋼及び鉄鋼製品（DS248, 
249, 251, 252, 253, 254, 258, 259）

　2002 年 3月 5日、米国大統領は米国国際貿易

委員会（ITC）勧告案を受けて、鉄鋼製品 15 品目

を対象としたセーフガード措置発動を決定する大統

領命令を発令した。我が国は直ちに遺憾の意を表

明し、セーフガード協定第 12 条第 3 項に基づく協

議 19 の要請を行い、同月7日に当該協議を開催し

た。しかし、米国政府から前向きな回答は得られず、

同月20日、前記大統領命令に基づきセーフガード

措置が発動された（品目により8％から30％の追加

関税を賦課、ただしNAFTA 加盟国であるカナダ

及びメキシコのほかイスラエル及びヨルダンからの輸

入品を措置適用対象外とした）。

　同日我が国は紛争解決手続に基づく協議要請を

行い、同年 4月11日及び 12日にEU、韓国等5か国・

地域と共同で実施した米国との協議を経た後、同

年 5月21日にパネル設置を要請し、これを受け同

年 6月14日にパネル設置が決定された（先行して

設置されていた EUのパネルに統合）。その後、各

国の要請を受けて設置されたパネルが統合された上

（我が国を含む 8 か国・地域を共同申立国とする単

一パネルの構成 20）、同年 10月及び 12月に開催さ

れたパネル会合を経て、2003 年 7月11日にパネル

報告書が加盟国に配布された。

＜パネル及び上級委員会報告書＞

　本件で問題とされた論点は多岐にわたるが 21、パ

ネル及び上級委員会が主に検討の対象としたのは

「事情の予見されなかった発展」、「増加した輸入」、

対応性の原則及び因果関係の 4 点であり、パネル

（2003 年 7月11日報告書発出）は、これらいずれ

の点についても「合理的かつ十分な説明（Reasoned 

and Adequate Explanation）」がなされていないと

して、米国の協定違反を認定しつつ（ただし各論点

により違反認定されていない品目・措置もある）、そ

の他の論点については訴訟経済を理由として判断を

回避した。

　これに対し、米国はパネルの判断を不服として上

訴し、申立国も違反認定が覆された場合に判断を求

める条件付き反上訴（Conditional Cross Appeal）

を行った。

　上級委員会の判断（同年 11月10日報告書発出）

の概要は以下のとおり。

①「事情の予見されなかった発展（Unforeseen 

Development）」

　上級委員会は、GATT 第 19 条第 1項（a）及びセー

フガード協定第 3 条第 1 項違反を認定したパネル

の　結論を支持し、（米国が「合理的かつ十分な説

明」（Reasoned and Adequate Explanation）の基

準は GATT 第 19 条に適用されないと主張したの

に対し）GATTに基づく義務とセーフガード協定に

基づく義務には一般的に同様の審査基準（Standard 

of Review）が適用されるとした上で、「事情の予見

されなかった発展」の存在は同協定第 3 条第 1項

にいう「事実及び法令に係る関連する問題」に該当

し、調査当局の報告書はこの点についての認定また

は理由付結論を含む必要がある旨述べ、さらに、「事

情の予見されなかった発展」は当該措置の対象た

19 セーフガード協定第 12 条第 3 項に基づき、措置発動国が事前に関係輸出国との間で行う協議（基本的に二国間協議の形態によ
る）。

20 共同申立国は、我が国のほか、EU、韓国、中国、スイス、ノルウェー、NZ、ブラジル。
21 我が国を含めた共同申立国が WTO パネルにて主張した主な法的論点は、（ⅰ）関税譲許時に「事情の予見されなかった発展」

の結果として輸入増加及び国内産業への損害が生じたことの立証が不十分（GATT 第 19 条第 1 項（a）、セーフガード協定第 3
条第 1 項違反）、（ⅱ）セーフガード措置の対象となっている「同種の産品」の定義が不適切（同協定第 2 条第 1 項、第 4 条第
1 項、GATT 第 19 条第 1 項、第 10 条第 3 項違反）、（ⅲ）「輸入の増加」に関する事実認定が不適切（同協定第 2 条第 1 項、第
4 条第 2 項違反）、（豳）輸入の増加と重大な損害との「因果関係」の立証が不十分（同協定第 4 条第 2 項違反）、（ⅳ）調査対象
と措置対象の範囲が不一致（同協定第 2 条第 1 項・第 2 項、第 4 条第 2 項違反）、（ⅴ）措置が損害の防止・救済に必要な程度
を超えて貿易制限的（同協定第 3 条第 1 項、第 5 条第 1 項違反）、（ⅵ）NAFTA 等 FTA 締約国の除外が無差別原則に違反（同
協定第 2 条第 2 項、GATT 第 1 条第 1 項違反）等。
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る具体的品目の輸入増加を導かなければならず、複

数品目を対象として措置を発動する場合は、「事情

の予見されなかった発展」が措置対象たる品目を

含む「広いカテゴリーの製品の輸入増加」をもたら

したことを認定するだけでは足りないとした。

②「増加した輸入（Increased Imports）」

　上級委員会は、セーフガード協定第 2 条第 1項の

「増加した輸入」の解釈に関する一般論として、（ⅰ）

アルゼンチン̶履物の上級委判断（「輸入の増加は、

重大な損害またはそのおそれを発生させるにあたり

十分な近時性（recent）、突然性（sudden）、急激性

（sharp）及び重大性（signifi cant）を備える必要が

ある」）はセーフガード協定に基づく当局の調査全

体について言及するものであり、輸入の近時性、突

然性、急激性及び重大性は、「増加した輸入」の有

無ではなく、重大な損害またはそのおそれ及び因果

関係の分析において考慮されるべき 22、（ⅱ）「増加

した輸入」の認定にあたっては、単に始期と終期の

輸入量を比較するだけでは足りず、調査期間を通し

た輸入の「傾向（trends）」を検討する必要があると

した。

　その上で、上級委員会は、品目別にパネルの判断

を検討し、炭素鋼薄板類、棒鋼及びステンレス棒

鋼に関しては、（ⅰ）直近時期に輸入が減少してい

る状況において「増加した輸入」を認定した理由の

説明が不十分、（ⅱ）調査期間の最終時期のデータ

が特に重要（本件では調査期間終期に輸入が減少）、

（ⅲ） 輸入の「傾向」が「増加した輸入」の認定を

基礎づけることの説明が必要として、「増加した輸

入」の認定について合理的かつ十分な説明がなされ

ていないとして同協定第 2 条第 1項及び第 3 条第 1

項違反を認定したパネル判断を支持した。

　これに対して、ブリキ製品及びステンレス鋼線に

関しては、パネルが調査当局により「増加した輸入」

の認定について一貫した説明がなされていないとし

て前記各条項違反を認定したのに対し、上級委員

会は、調査当局は措置の認定にあたり複数の理由

を提示することを妨げられておらず、パネルは各理

由の一貫性ではなくそのうちに「合理的な理由付説

明が含まれるか否か」との観点から判断すべきで

あったとして、協定違反を認めたパネル判断を覆し

た。

③対応性の原則（Parallelism）

　上級委員会は、米国は全ての輸入品を調査対象

としつつ本件措置の対象からカナダ、イスラエル、

メキシコ及びヨルダンからの輸入品を除外しており、

この場合、本件措置の対象である国からの輸入だ

けで発動条件が充足されることが、調査当局の報

告に明確に示される必要があるとの対応性の原則に

関する一般論を述べた上で（上記米国̶溶接ライン

パイプ上級委員会判断参照）、（ⅰ）措置対象外の

国からの輸入は、同協定第 4 条第 2 項（b）の「増

加した輸入以外の要素」に該当するから、これに

よる損害的効果が措置対象国からの輸入に帰責さ

れないよう確保されなければならない不帰責（Non-

Attribution）要件の適用、（ⅱ）措置対象国からの

輸入だけでの発動要件充足を示すためには、措置

対象外各国からの輸入の効果を「分離」して検討

するだけでは足りず 23、対象国からの輸入だけで

要件が満たされることについて「単一の総合的決定

（One Single Joint Determination）」がなされなけ

ればならないとして、対応性の原則違反として同協

定第 2 条及び第 4 条違反を認定したパネル判断を

支持した。

④因果関係

　パネルが、措置対象たる9 品目について合理的

な理由付説明がなされていないとして協定違反を認

22 上級委は、本件パネルは「増加した輸入」の認定には輸入増加の近時性、突然性、急激性及び重大性が不可欠と判断したわけ
ではないとして、この点のパネル判断を支持した。

23 本件で米国は、ステンレス棒鋼について、カナダ及びメキシコからの輸入による効果とイスラエル及びヨルダンからの輸入に
よる効果を分離して検討し、それぞれ調査当局による損害認定に影響しないとの決定を行った。
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定したのに対し、上級委員会は、（ⅰ）このうち7品

目については、既に GATT 第 19 条、並びに同協

定第 2 条第 1項、第 3 条第 1項及び第 4 条第 2 項

違反を認定した以上、本件紛争の解決に必要でな

いとして、因果関係要件について判断をせず（パネ

ル判断を支持も覆しもしないことを確認）、（ⅱ）そ

の他 2 品目については、パネルが、「増加した輸入」

についてと同様、調査当局による説明の一貫性を重

視して協定違反を認定したのに対し、合理的な理

由付説明が含まれるか否かとの観点から判断すべ

きとして、パネルの判断を覆した（因果関係要件充

足の有無については判断しないとした）。

＜紛争解決手続以外の動向＞

　我が国は、紛争解決手続と並行して、セーフガー

ド協定第 8 条に基づき輸出国に認められる対抗措

置について手続を進め 24、①セーフガード措置が「輸

入の絶対的増加」の結果としてとられたものでない

場合に発動できる即時の対抗措置（ショートリスト
25）、及び②セーフガード措置の協定不整合性が紛

争解決手続において確定した後に発動される対抗

措置（ロングリスト26）について、対象金額、対象

品目、上乗せ関税率等を定め、2002 年 5月17日

にWTO 物品理事会へ通報した。その後、ショー

トリストに関しては、譲許停止のための政令を定め、

同年 6月18日から施行した。ただし、同年 8月30

日には、米国の建設的な対応（広範な適用除外）

を勘案し、紛争解決手続の結論が出るまでの間、

実際に関税を上乗せしないこととした。

　その後、2003 年 11 月 26日、上級委員会報告

書が全加盟国に送付されたことを踏まえ、我が国は

WTO 物品理事会に対してロングリストの対象品目

及び上乗せ関税率について補足通報を行った。こ

れにより我が国は、同報告書の採択を経て、通報

日から30日を経過する同年 12月26日から対抗措

置を発動する権利を有することとなった。

　もっとも、2003 年 12月 4日に米国は当該セーフ

ガード措置の撤廃を正式に決定し、翌 5日付でこれ

を撤廃したため、我が国は、ロングリストによる対

抗措置は発動しないこととし、ショートリストによる

対抗措置についても同年 12月12日に関税譲許停

止政令を廃止した。

（6）米国̶対中タイヤ（DS399）
　2009 年 9月11日、米国大統領は、米国国際貿

易委員会（ITC）からの報告を受けて、中国産の乗

用車・軽トラックのタイヤに対し、中国 WTO 加盟

議定書第 16 条所定の産品別経過的セーフガード措

置の発動として、3 年間にわたり最大 35％の追加関

税を賦課することを決定した。これを受けて中国は

同月14日に協議要請を行い、その後 2010 年 1月

にパネルが設置された。27

　本件では、①中国加盟議定書第 16 条第 4 項所

定の輸入の「急激な増加（Increasingly Rapidly）」

が存在したか、② ITC による因果関係の認定は、

同項所定の「市場かく乱の重大な原因」（Signifi cant 

Cause of Market Disruption）を充足するか、③

本件措置は同条第 3 項に違反して「当該市場かく乱

24 セーフガード措置発動前の事前協議で補償に関する合意が得られないまま措置が発動された場合、影響を受ける輸出国は、措
置発動国に対して譲許停止措置を行うことができる（セーフガード協定第 8 条第 2 項）。ただし、当該措置が、「輸入の絶対的増加」
の結果として発動され、かつセーフガード協定に適合する場合は、当該措置がとられている最初の三年間は、譲許停止の権利
を発動してはならない（同条第 3 項）。

25 セーフガード協定第 8 条第 2 項に基づく譲許停止（当該セーフガード措置が輸入の「絶対的増加」の結果として発動されたも
のではない場合において、措置発動から 90 日以内に行う関税譲許の停止）の対象とする品目のリストは、「ショートリスト」
といわれる。

26 セーフガード協定第 8 条第 3 項に基づく譲許停止（当該セーフガード措置の協定違反が確定した場合、又は措置発動から 3 年
が経過した後に発動できる、損害額全体に見合う金額を補填するための関税譲許の停止）の対象とする品目のリストは、「ロン
グリスト」といわれる。

27 本件は、米国が措置発動を公表した後直ちに中国が WTO 協議要請を行ったこともあり、“Trade War”などと銘打たれ当時
各メディアで大きく報道された（The Economist 2009 年 9 月 19 日号等）。
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を防止・救済するために必要な限度」を超過して発

動されたものかなどの点が争われたが、パネル（2010

年 12月13日報告書発出）は米国の主張を全面的

に認め本件措置が同議定書に適合的であると判断

し、上級委員会報告書（2011年 9月5日報告書発出）

もこれを支持した。（産品別経過的セーフガードの

概要及び詳細は第 1部　中国参照）

（7）ドミニカ共和国̶ポリプロピレン
袋及び管状繊維（DS415, 416, 417, 
418）

　2010 年 10月、ドミニカ共和国が、ポリプロピレ

ン袋及び管状繊維について 38％の追加関税を賦課

するセーフガード措置を発動したのに対し（ただし、

セーフガード協定第 9 条第 1項に基づき、メキシコ、

パナマ、コロンビア及びインドネシアからの輸入には

当該措置を適用しないとした）、同月、コスタリカ、

グアテマラ、ホンジュラス及びエルサルバドルはそれ

ぞれ協議要請を行い、その後 2011年 2月、4 か国

により提起された本件紛争について単一のパネルが

設置された。

　パネル（2012 年 1月31日報告書発出、同年 2月

22日DSB にて採択・確定）は、まず①「事情の予

見されなかった発展」について、予見されなかった

時点は関税譲許がなされた時点（本件ではドミニカ

が WTO に加盟した 1995 年 3月）であるとした上

で、（ドミニカが予見されなかった発展として主張し

た）中国のWTO 加盟及びこれが貿易に及ぼす効

果をなぜ予見できなかったか、これら事情が本件産

品の輸入増加にどのように影響したかについて合理

的な理由付説明がなされていないとして、GATT 第

19 条第 1項（a）、並びにセーフガード協定第 3 条第

1項最終文、第 4 条第 2 項（c）及び第 11条第 1項（a）

違反を認定した。

　次に、②「国内産業」の範囲の定め方について、

パネルは、同協定第 4 条第 1項（c）は国内産業を

当該輸入品と「同種または直接競合する産品（Like 

or Directly Competitive Products）」に基づいて

画定すべきとしており、これら産品のうち一部分だ

けを取り出しこれに基づき国内産業の範囲を定める

ことは許容されていないとした上で、本件調査当局

は直接競合製品を「樹脂から形成されたポリプロピ

レン袋」に限定し、その他の同種・直接競合製品

（特に「管状繊維から製造されたポリプロピレン袋」）

を除外することをもって、同種・直接競合製品の「一

部分（portion）」に基づき国内産業の範囲を画定し

ているから、同協定第 4 条第 1項（c）、並びに第 2

条第 1項及び GATT 第 19 条第 1項（a）に違反す

る旨判断した。

　また、③「重大な損害」について、パネルは、当

該国内産業の状態を示す全ての関連要素に照らし、

当該「国内産業全体の状況（Overall Position）」に

基づき判断される必要があるとした上で、本件調査

当局が検討した関連要素のうち、国内産業のネガ

ティブな状況を示すものは4 要素（キャッシュフロー、

コスト、損益及び在庫状況）に過ぎないのに対し、

ポジティブな状況を示すものは国内産業の状況を示

唆する重要な要素を含む 7 要素（生産高、売上高、

設備容量及び設備稼働率、国内消費量におけるシェ

ア等）にも及び、かつそれにもかかわらず「重大な

損害」を認定する合理的な理由付説明も示されてい

ないから、同協定第 3 条第 1項最終文、第 4 条第

1項（a）、同条第 2 項（a）及び（c）、並びに、同協

定第 2 条第 1項及び GATT 第 19 条第 1項（a）に

違反する旨判断した。28

　さらに、④対応性の原則とセーフガード協定第 9

条第 1項に基づく開発途上国の措置からの除外と

の関係につき、パネルは、同項は、当該輸入が調

査対象に含まれていても、同項所定の要件を満た

す開発途上国からの輸入を措置の対象から除外す

べき義務を定めるものであり、対応性の原則の例外

を構成するとして、適用除外国からの輸入を調査対

28 パネルは、｢因果関係｣ については、「重大な損害」の存在が証明されていない以上、調査当局は輸入増加と重大な損害との因
果関係の存在を示すことはできないとしつつ、事実認定の問題として、本件調査当局は、因果関係の認定を正当化する説明及
び増加した輸入以外の要素に起因する損害を増加した輸入に帰責させないことについての分析を行っていない旨示した。
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象に含めたことは対応性の原則違反とする申立国の

主張を退けた。

　なお、⑤「輸入増加」については、申立国が調

査対象期間内に輸入が減少した時期がある等と主

張したのに対し、パネルは、申立国はかかる減少

が永続的・長期的視点からの変化であることを示せ

ておらず、また本件調査当局は、調査期間の各年

の輸入データ及び期間内の輸入量の傾向を考慮して

おり、かつ GATT 第 19 条第 1項（a）及びセーフガー

ド協定は調査期間内において常時輸入増加率が上

昇することは要件としていないとして、同協定第 2

条第 1項等違反とする申立国の主張を退けた。

（参考）ねぎ等 3品目に係るセーフガード措置につ

いて

　我が国は、2000 年 12 月 22 日、ねぎ、生しい

たけ及び畳表についてセーフガード調査を開始し、

2001年 4 月23日に当該 3 品目の輸入について暫定

措置（同日から200日間（同年 11月 8日まで）、関

税割当数量を超える輸入について、品目毎に106％

から266％相当の追加関税を賦課）を発動した。こ

れを受けて当該 3 品目の主要輸出国である中国は、

当該措置の撤回を要求するとともに、同年6月22日、

日本製の 3 品目（自動車、携帯・車載電話及びエア

コン）に対し従来の輸入関税に加えて一律 100％の

特別関税の徴収を開始した。

　中国がねぎ等 3 品目に係る我が国の措置は中国

に対する差別的措置であると主張したのに対して、

我が国は、①当該措置はWTO 協定の関連規定に

より認められた措置である、②中国の特別関税措

置は我が国の製品のみを対象とするものであり、日

中貿易協定第 1条第 1項（最恵国待遇）違反に違

反する、③中国の措置は加盟を直前に控えたWTO

の関連協定上も認められない（注：中国は同年 12

月11日にWTO に加盟）として、同措置の撤回を

要求した。

　累次の政府間協議の結果、同年 12月21日、日

中両国は、①日本はねぎ等 3 品目に係るセーフガー

ド確定措置を発動しないこと、②中国は自動車等 3

品目に係る輸入特別関税措置を撤廃すること、③ね

ぎ等 3 品目に係る「日中農産物貿易協議会」の設立

を含めた日中貿易スキームの構築を行うことで合意

した。

【コラム】鉄鋼業界等における過剰生産能力問題

　（第Ⅱ部第６章　アンチ・ダンピング措置　末尾

参照）
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（1）ルールの背景
　1980 年代後半以降、世界各国の海外直接投資

は大きな伸びを示したが、投資受入国、特に開発

途上国においては、自国産業の保護・育成、外貨

流出の防止等の観点から、外国からの投資を受け

入れるにあたって、様 な々要求が行われる場合があ

る。

　このような要求の例としては、ローカルコンテント

要求（国産品の購入又は使用の要求）、使用部品の

製造要求、輸出入均衡要求、国内販売要求、技術

移転要求、輸出要求（生産量の一定割合を（特定の

地域に）輸出することに対してインセンティブを与え

るもの）、出資比率規制、為替規制、送金規制、ラ

イセンシング要求、雇用規制等が挙げられる。これ

らの投資措置の一部は、強い貿易歪曲効果を有し、

GATT 第 3 条及び第 11条に反するため禁止されて

いる。

　投資規制に関する国際規範は従来から存在する

が、ウルグアイ・ラウンド交渉が終結するまでは、

規律内容及び対象国の点で限定的なものにとどまっ

ていた。例えば、経済協力開発機構（OECD）の「資

本移動の自由化に関するコード」において、加盟国

は直接投資について幅広い自由化義務が課されて

いるが、係る義務については、各国は自由に留保を

付すことができることになっており、実際に各国は

多くの留保を付している。また、二国間条約等にお

いても、投資一般について最恵国待遇を約束してい

るものはあるが、内国民待遇まで認めているものは

多くない。1994 年 11月に採択された APEC の投

資原則は、最恵国待遇及び内国民待遇を含め、投

資全般に関するルールを定めたものであるが、拘束

力を有しないものである。

（2）法的規律の概要
　1947 年の GATT においても、内国民待遇付与

の規定や数量制限禁止の規定に違反する投資措置

は禁止されていたが、禁止される措置の範囲につ

いては明確ではなかったため、ウルグアイ・ラウン

ドでは、貿易に関連する投資措置（Trade-Related 

Investment Measures、略して「TRIMs」）の規律

の在り方が議論され、WTO 協定の附属書 1A：物

品の貿易に関する多角的協定の一部として「貿易に

関連する投資措置に関する協定」（TRIMs 協定）

が合意された。同協定は、輸入産品を課税、規則

等の面で、国内産品に比べ差別的に取り扱ってはな

らないとするGATT 第 3 条の内国民待遇及び第 11

条に規定される輸出入数量制限の一般的禁止に違

反するTRIMs の禁止を規定し、特にローカルコン

テント要求、輸出入均衡要求、為替規制及び輸出

制限（国内販売要求）といった措置（図表Ⅱ‐9－1）

をTRIMs協定の附属書の例示表に示して明示的に

禁止した。また、禁止の対象となる投資制限措置

には、法律等により強制的に課されるもののほか、

他の優遇措置（補助金、免税等）を得るための条

件とされるものも含まれることを規定した（図表Ⅱ‐

9－1に示された TRIMs は、あくまで例示であり、

TRIMs 協定により禁止されるものはこれらに限定

されるものではない）。同協定は、加盟国に特に新

第9章
貿易関連投資措置

1．ルールの概観



 
GATT 3 4  

 
GATT 3 4  

GATT 11 1  

 
GATT

11 1  

 

GATT 11 1  

＜図表Ⅱ‐ 9‐ 1＞　明示的に禁止された TRIMs の例

 TRIMs TRIMs 90
2 5 7

 
 TRIMs GATT 3 11

GATT 18 TRIMs
 TRIMs

TRIMs  

＜図表Ⅱ‐ 9‐ 2＞　TRIMs 協定の例外的規定

392

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

しい義務を課すものではないが、1947年の GATT

上の義務が明確化されることによって、各国の措置

の GATT 整合化が促進されることが強く期待され

ている。WTO 協定発効後、当該措置の実施国は、

図表Ⅱ‐9－2 に該当する場合を除き、所定の経過

期間内に措置の是正を要求されることとなる。

（3）TRIMs 撤廃期限の延長
　TRIMs 協定は、WTO 協定発効日から90 日以

内に、TRIMs 協定に適合しないTRIMsを物品理

事会に対して通報することを加盟国に対して義務づ

け（第 5.1条）ており、27 か国からTRIMs の存在

が通報された。通報された各国の TRIMs は、図

表Ⅱ‐9－3 のとおりであり、自動車及び農業分野

においてローカルコンテント要求を課しているものが

多かった。

　各国は、第 5.1条に基づき通報した TRIMsを所

定の経過期間内に廃止する義務を負っており（第 5.2

条）、上記の通報国については原則として 1999 年

末をもって経過期間が満了した。

 しかし、廃止につき特別の困難があることを立証

する開発途上加盟国（後発開発途上国を含む。）に

ついては、要請に基づき、物品理事会が、通報し

た TRIMsに係る経過措置を延長できる（第 5.3 条）

ところ、2001年 11月、チリ、アルゼンチン、コロ

ンビア、フィリピン、メキシコ、マレーシア、パキス

タン、ルーマニア及びタイについては、2003 年 12

月末（ただし、ルーマニアについては 2003 年 5月末、

フィリピンについては 2003 年 6月末）まで TRIMs

撤廃の経過期間を延長することが決定された（延長

決定に至る経緯の詳細については 2014 年版不公正

貿易報告書 372頁以下を参照）。

　2001年 11月に延長決定された各国の TRIMsに

関し、アルゼンチン、チリ、コロンビア、タイ、メキ

シコ、マレーシア、ルーマニアは、予定どおり2003



      

 2003.12.31    
   
  

 2001.12.31     
 2003.12.31    
   

   
   

   
  

    
   

 2003.12.31    
 2003.12.31   
 2003.12.31  

＜図表Ⅱ‐ 9‐ 3＞　WTO協定発行時に第 5.1 条に基づき通報された各国の TRIMs 一覧
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年末までにTRIMsを撤廃した。他方、フィリピン

は、自動車に関するローカルコンテント要求及び為

替規制について段階的に削減し、2003 年 7月1日

をもってそれぞれ0％としたが、その他に60％のロー

カルコンテント要求をしている分野があり、関連政

令の施行は停止されているものの撤廃には至ってい

ない。パキスタンは、自動車分野におけるローカル

コンテント要求について、2003 年 12月に再度 2006

年 12月末までの延長申請を行ったが、2006 年 3月

の物品理事会において、当該延長要請の公式撤回

を希望する（残存している一部の TRIMs について

は撤廃する意向である）旨の発言を行った。その

後、問題のあった「Deletion Program」は 2006 年

7月で廃止、代わって「Tariff  Based System」が導

入された。但し、この措置は地場自動車メーカー用

CKD 部品には 35％、それ以外は 50％の関税を課

すなど、現地化を促す内容となっており、事実上の

「ローカルコンテント」要求である可能性がある。以

上のとおり、第 5.1条に基づきWTO 協定成立直後

に通報された TRIMs は、現在では原則として撤廃

されているものの、必ずしも全ての措置について明

確に撤廃が確認されているわけではない点に留意が

必要である。

　なお、2005 年 12月の香港閣僚宣言では、後発

開発途上国の TRIMｓについて、同宣言 30 日後

から約 2 年以内に物品理事会に通報された既存の

措置は 2012 年 12月18日まで維持することができ、

同宣言後新規に導入された措置で、導入後 6 ヶ月

以内に物品理事会に通報されたものは最長 5 年間

維持できるが、いずれの措置も（物品理事会の決定

により延長されたとしても）2020 年には撤廃されな

ければらないとされた。しかし、これまで同宣言に

基づくTRIMｓの通報は行われていない。

　また、近年 WTO 新規加盟国が TRIMs 協定第

5.1条に基づく通報を行った例として、2013 年 1月、

ロシアが WTO 加盟に際して、協定に整合しない

TRIMsとして、自動車分野における「工業品組み

立て」投資規制を加盟国に対して通報している。本

TRIMs は、ロシアが加盟議定書によって、2018 年

7月1日までに撤廃する旨約束したうえで留保したも

のである。



      

  
 2003. 6.30   
   
 2003.12.31   
  

 2003.12.31   
     
  
  

（注 1）延長要請のなかった TRIMs 措置
　　　○：自動車分野、◇：農業分野、△：その他　

（注 2）延長要請の行われた TRIMs 措置
　　　●：自動車分野、◆：農業分野、▲：その他

（注 3）エジプト、ナイジェリア及びヨルダンも、産業振興のためのインセンティブ制度を有している旨通報しているが、そ
の種類、対象分野については、不明。

（注 4）その他、ポーランドが、キャッシュレジスターにつき税還付制度を有している旨通報している。
（注 5）撤廃状況について、空欄となっている箇所は、その状況が不明であり引き続き調査中である。
【資料】各国からの WTO 通報文書に基づいて作成。
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（4）TRIMs 委員会
　TRIPs 協定の運用及び実施に関する事項を加盟

国間で議論する場として、同協定に基づきTRIMs

に関する委員会（TRIMs 委員会）が設置されてい

る（第 7条）。同委員会は、2012 年以降は定期的に

年 2 回開催されており、物品理事会に与えられた任

務 1 を遂行し（第 7.2 条）、物品理事会に対する年

次報告を行う（第 7.3 条）他、TRIMs 協定に非整

合的である可能性がある加盟国の個別具体的な措

置に関して、加盟国間で継続的な意見交換を行う

場として活用されている。

（5）経済的視点及び意義
　TRIMs は、短期的には、実施国にとって産業保

護・育成の手段となり、また、国際収支の悪化に歯

止めをかける効果があると考えられることから、開

発途上国を中心に実施されてきた。また、先進国に

よる自由な投資を制限する一面があるものの、同時

に開発途上国の産業発展の基盤整備に資する側面

もあり得る。しかしながら、中長期的には、自由な

投資活動を阻害することによって、当該国の経済発

展に悪影響を及ぼす可能性が大きい。

　例えばローカルコンテント要求措置として、進出す

る製造企業が現地国産部品の使用を義務づけられ

た場合、当該措置の実施国の部品産業は十分な競

争にさらされることなく生産を行うこととなり、国際

競争力が高まらないだけでなく、進出企業にとって

も高品質で割安な輸入品を使用できないため、結

局完成品の国際競争力が向上しないといったような

問題が起こる可能性がある。更に、当該国内の消

費者もコストの高い製品の購入を余儀なくされると

いう不利益があり、それがゆえに国内需要の拡大も

阻害され、結果として当該国の経済の発展にマイナ

スとなる可能性がある。

1 過去に物品理事会が TRIMs 委員会に授権した任務としては、2002 年～ 2007 年までに行われた TRIMs 協定 4 条及び 5.3 条に関
する開発途上国に対する特別かつ異なる待遇（S&D）の提案の検討がある。



WTOにおける投資ルール策定の動きコ ラ ム

1．投資に関する国際ルールを巡る状況

　国際的な経済活動の中で直接投資（FDI）の占め

る比重が飛躍的に拡大する一方で、二国間の投資協

定の数が 1990 年代に入り、数百から 2 千数百へと

急増し、主たる FTA の中でも投資に関する章が含

まれるようになり、多国間での投資ルールを策定す

ることの必要性が指摘され始めた。

　1995 年より、OECD（経済協力開発機構）に

おいて、加盟国間での多国間投資協定（MAI：

Multilateral Agreement on Investment）策定の交

渉が開始されたが、開発途上国から広い参加が得ら

れなかったこと、過度な自由化義務、一般例外の扱

い、環境・労働等の配慮等について議論が紛糾した

こと等の理由から 1998 年に交渉が中止された。ほ

ぼ同時期の 1996 年から WTO においても議論が開

始されたが、後述のとおり、ドーハ開発アジェンダ
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2．主要ケース

インド̶自動車政策（DS146（175））
　1997年 12月、自動車産業に対して製造業者と商

業省との間で、新ガイドラインに基づく覚書（MOU）

の作成・署名を義務づける等を内容とした新自動車

政策を発表した（商工省通達No.60）。本政策中には、

TRIMs 協定に照らし以下の問題点が含まれている。

すなわち、最初の輸入部品（CKD、SKD）の輸入

通関日から3 年以内に 50％、5 年以内に 70％の国

内部品調達率の達成が義務づけられているほか、

自動車ないしは同部品の輸出義務が操業 3 年目か

ら課され、4 年目からは、その輸出義務達成度に応

じて輸入部品（CKD、SKD）の輸入量が規制され

ることとなっており、輸出入均衡要求が含まれてい

る。なお、インドは、本政策発表以前から合弁自

動車企業に対し、自動車部品の輸入に係る輸入許

可証の発行の条件として、法に基づかない行政指

導としてローカルコンテント要求や輸出入均衡要求

を含む覚書（MOU）の締結を求めていた経緯があ

り、これもTRIMs 違反の疑いが強い措置であった

が、上記新自動車政策は、同行政指導を制度化し

たものと言える。

　1998 年 10 月には、EU が協議要請を行い、我

が国は米国とともに本協議に第三国参加を行った。

1998 年 12月に第 1 回協議が開催されたが解決に

は至らず、2000 年 11月、EUの要請によりパネル

が設置され、日本は第三国として参加した。また、

1999 年 6月には米国が協議要請を行い、我が国は、

EUとともに第三国参加を行った。1999 年 7月に第

1回協議が開催されたが解決には至らず、2000 年 7

月、米国の要請によりパネルが設置され、日本をは

じめEU、韓国が第三国参加した。2000 年 11月末、

これら2 件のパネルは単一パネルに併合された。

　インドは、本件に先立って、米国よりWTO 協

議・パネル設置要請された自動車を含む特定品目に

係る輸入制限措置の上級委員会での敗訴を受けて、

1999 年 12月、2001年 4 月1日までに輸入制限を

撤廃する旨米国との間で合意しており、これを受け

て、2000 年 4 月1日より714 品目の、2001年 4 月

1日より715 品目の数量制限措置を撤廃した。そし

て、係る措置撤廃を受けて、商工省通達 No.60 を

2001年 9月に廃止したが、2001年 3月 31日まで

に発生した輸出義務は継続しており、本政策は完全

に撤廃されたとは言えない状況であったところ、上

記単一パネルは、2001年 12月に商工省通達 No.60

及びこれに基づいて締結された MOU が、GATT

第 3 条、第 11条に違反すると判断した。パネル報

告書の内容を不満とするインドは、2002年1月31日、

上級委員会に上訴したが、同年 3月14日上訴を取

り下げた。その後、インド政府は同年 8月、2001

年 3月末までに発生した輸出義務の履行についても

廃止を行い、本件自動車政策は完全に撤廃された。



においてシンガポール・イシューとして「貿易と投

資」の議論が行われたものの、これまで、投資自由

化に関する包括的な多国間ルールは策定されていな

い。

2．WTOにおける投資関連規律

　まず、ウルグアイ・ラウンド交渉で合意された既

存の協定には、投資の一部に関する規律を含むもの

が存在するため、これらについて簡単に触れたい。

① TRIMs 協定（貿易に関連する投資措置に関する

協定）

　TRIMs 協定では、GATT の基本原則である内国

民待遇の付与や輸出入数量制限の一般的禁止に違反

する貿易関連投資措置を禁止している。

②SCM協定（補助金及び相殺措置に関する協定）

　SCM 協定は、貿易歪曲効果が高い補助金を規律

する観点から、特定性のある補助金の付与に関す

る規定を定めている。投資受入国政府は投資を誘致

するにあたってインセンティブとしての補助金交付

を行うことがあるが（税の軽減等）、係る交付が特

定の企業ないし特定の産業分野に限定される場合に

は、SCM 協定の定義するイエロー補助金（特定性

を有する補助金）に該当する。なお、SCM 協定は

物品の貿易に関連する補助金の付与を規律するもの

であるため、あらゆる投資インセンティブが規律の

対象となるわけではない点には留意すべきである

（補助金協定については第Ⅱ部第 7 章参照）。

③GATS（サービス貿易に関する一般協定）

　GATS では、第 1 条第 2 項においてサービス貿

易の提供を 4 つの形態（モード）に分類し、そのう

ち、第 3 モード（商業拠点の越境によるサービスの

提供）がサービス分野での直接投資に該当する（銀

行による支店の設置等）。GATS により、WTO 加

盟国は、透明性及び最恵国待遇の義務については原

則としてすべてのサービス分野において、内国民待

遇及びマーケット・アクセスの義務については約束

を行ったサービス分野について、保証することとさ

れている（サービス貿易については第Ⅱ部第 12 章

参照）。

3．シンガポール閣僚会議からドーハ閣僚会議まで

の検討

　現在の WTO における多角的ルールの検討の萌

芽は 1996 年 12 月の第 1 回 WTO 閣僚会議（シンガ

ポール）での閣僚宣言において「貿易と投資の関係

に関する作業部会」の設置が決定されたことに始ま

る。同作業部会は、1997 年から 2001 年までの間に

15 回の会合を行い、FDI の経済効果や開発政策に

与える影響といった投資に関する分析作業から、投

資ルールにおける「定義」「透明性」「開発条項」等

の在り方といった具体的な条項に関する議論に至る

まで、幅広い内容での検討作業を行った。

4．ドーハ閣僚会議での議論及び結果

　2001 年 11 月にカタール・ドーハで開催された第

4 回閣僚会議では、WTO 投資ルール策定のための

交渉を直ちに開始すべきと主張する我が国や EU 等

の推進派と、交渉開始は時期尚早であり作業部会で

の検討を継続すべきと主張するインド、マレーシア、

多くのアフリカ諸国等の反対派との間で議論が収斂

せず、調整の結果、採択された閣僚宣言において「次

回閣僚会議までは作業部会において投資ルールの構

成要素についての明確化に焦点を絞った検討を行

い、次回閣僚会合において交渉のモダリティに関し

ての決定を明確なコンセンサスで行った上で、交渉

を開始する」と記述することで合意がなされた。

5．ドーハ開発アジェンダにおける議論

　2001 年 11 月のドーハ閣僚会議以降、6 回の作業

部会が開催され、ドーハ閣僚宣言に明記された 7 つ

の要素、①範囲と定義、②透明性、③無差別性、④

設立前約束の方式、⑤開発条項、⑥例外及び BOP

セーフガード、⑦加盟国間の協議及び紛争解決に

焦点をあてて明確化作業が行われてきた。2003 年 9

月にメキシコ・カンクンで開催された第 5 回閣僚会
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議では、先進国が明確化作業は終了しており交渉を

開始すべきと主張したのに対し、一部開発途上国が

明確化作業を継続すべきとして強硬に反対をし、議

論は紛糾し、結局合意に至らなかった。

　EU、日本等を中心として投資についてのルール

の重要性を主張しているものの、開発途上国の反対

は依然として強く、米、加、豪などは早期の交渉入

りは困難であるとの姿勢に転じた。2004 年 7 月の

一般理事会において決定されたドーハ作業計画にお

いては、シンガポール・イシューとして議論が行わ

れていた 4 分野のうち、貿易円滑化については交渉

の開始が決定されたが、投資を含む他の 3 分野（投

資、競争、政府調達透明性）については、今次ラウ

ンドの中で交渉に向けた作業は行わないこととなっ

た。但し、交渉を前提としない作業であれば今次ラ

ウンド中でも行うことができるが、現段階において

作業の再開のめどは立っていない状況である。

6．投資ルール策定に対する開発途上国の反対理由

　開発途上国が交渉開始に反対をしていた主な理由

としては、既存協定の実施が重大な負担であり、新

たな分野でのルール策定に対応する準備が整って

いないこと、経済発展のために投資を誘致する重要

性を感じている一方で、外国企業の直接投資を制

限することによって自国産業の育成等の開発政策を

維持したいとの相反するニーズを抱えていること、

WTO における投資ルールの策定が必ずしも投資の

増加を保証するものではないこと等が指摘できる。

7．多国間投資ルール策定の意義

　加速化するグローバリゼーションの下で、国境を

越える投資は、物品及びサービスの貿易と並び、我

が国企業の国際ビジネスにとって不可欠なものと

なっている。特に日本企業は、投資を通じて東アジ

ア地域を中心とした国際的な分業ネットワークを構

築してきた。他方で、多国間を包括する投資ルール

が存在しないことにより、投資先国において我が国

企業が投資の保護、自由化の面で不利益を被ってい

ることも少なくない。このような観点から、二国間

投資協定等の締結が進められているが、産業界から

は統一的な多国間投資ルール策定の期待は依然大き

く、このため、我が国は今時ラウンドにおいて、投

資ルールの策定を重視してきた。

　開発途上国にとってみても、多国間投資ルールの

策定は、投資環境の透明性と安定性の向上を通じ

て、外国投資に対して魅力的なビジネス環境を整備

することにつながる。外国投資は開発途上国の経済

発展に貢献し、開発途上国が自由化のメリットを享

受するためにも多国間投資ルールは重要である。投

資家、受入国双方が裨益する投資ルールを策定する

ことは、今後の世界経済体制にとって必要不可欠で

あると言える（EPA/FTA 及び二国間投資保護協

定による投資ルールの規定については、「第Ⅲ部第

5 章　投資」を参照）。

ローカルコンテント要求の具体的事例コ ラ ム

1．ローカルコンテント要求の具体的事例

　　1-1．カナダ・オンタリオ州による太陽光パネ

ル等に関するローカルコンテント要求（国

産品優先補助金）

　　1-2．インドによる太陽光パネル等に関するロー

カルコンテント要求（国産品優先補助金）

　　1-3．ブラジルによる自動車に関するローカル

コンテント要求（工業製品税の条件付き減

税（国産品優先補助金））

2．ローカルコンテント要求の影響と問題

1．ローカルコンテント要求の具体的事例

　ローカルコンテント要求とは、進出企業に対し

て「国内原産の産品又は国内供給源からの産品の企

業による購入又は使用を要求する」行為であり、貿

易に関連する投資措置に関する協定（TRIMs 協定）
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第 2 条及び例示表において明示的に禁止されてい

る。また、関税及び貿易に関する一般協定（GATT）

第 3 条 4 項にも抵触する。

　典型的には、ある国の政府が、特定の産業セクター

の製造業者に対して、補助金や減税などのインセン

ティブを享受する条件として、一定割合以上の部品

等を当該国において調達することを求める措置が挙

げられる。この場合、ローカルコンテント要求であ

るとともに、ローカルコンテント要求付き補助金（国

産品優先補助金）として、補助金協定 3.1（b）に抵

触する可能性もある。

　最近の事例としては、日本政府が 2010 年 9 月に、

カナダ・オンタリオ州による太陽光パネルに関する

ローカルコンテント要求について WTO 上の二国間

協議要請を行ったケースが挙げられる（2013年5月、

上級委員会報告書が公表され、日本の主張が概ね認

められた）。

　また、2011 年の不公正貿易報告書では「インド

による太陽光パネルに関するローカルコンテント要

求（第 11 章「インド」）、「ブラジルによる自動車

に対する工業製品税の引上げ（第 10 章「その他」）

の 2 件のローカルコンテント要求に関する措置を、

WTO 協定に抵触する可能性のある新規案件として

取り上げた。

　本コラムでは、これら 3 件の本報告書に掲載した

措置を事例として取り上げ、ローカルコンテント要

求の問題の所在について検討する。なお、これら 3

件以外にも、インドネシア鉱物資源輸出規制（第Ⅰ

部第 2 章）やロシア廃車税（第Ⅰ部第 9 章）など、ロー

カルコンテント要求を含む措置がある。各措置の詳

細については第Ⅰ部の各章を参照されたい。

1-1．カナダ・オンタリオ州による太陽光パネル等

に関するローカルコンテント要求（国産品優先補

助金）

　カナダ・オンタリオ州は 2009 年 5 月「グリーン

エネルギー及びグリーン経済法（“Green Energy 

and Green Economy Act, 2009”）」1 を制定し、太

陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネルギーを

促進するためにかかるエネルギーの固定価格買取制

度（フィード・イン・タリフ（FIT）制度）を導入

した。同州は、発電事業者が FIT 制度に参入する

場合の条件として、一定の価値がオンタリオ州内で

付加された太陽光発電設備や風力発電設備を使用す

ることを義務づけた。

　本措置により、同州内において FIT 制度に参入

しようとする事業者に、ローカルコンテント要求を

満たすため、輸入品よりもオンタリオ州産の太陽光

パネル等を購入するインセンティブが生じ、輸入品

が競争上不利に扱われている。

　日本政府は、カナダ・オンタリオ州政府による

こうした措置は、国内産品と輸入品を差別的に扱

うことを禁じた GATT 第 3 条（内国民待遇義務）、

TRIMs 協定第 2 条及び国産品優遇を条件に補助金
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を交付することを禁止した補助金協定 3.1（b）に違

反するとして、2010 年 9 月に WTO 紛争解決手続

了解に基づく二国間協議要請を行った 2。さらに、

2011 年 6 月にはパネル設置要請を行い、2012 年 12

月、パネルの最終報告書が公表された。同報告書は、

我が国の主張を概ね認め、カナダが GATT 第 3 条

及び TRIMS 第 2 条等に違反して不当な州産品優遇

を行っている旨の判断を示した。ただし、補助金協

定第 3 条違反（禁止補助金）については、補助金認

定の要件となる利益の存在が立証されていないとし

て違反を認定しなかった。2013 年 2 月、カナダは

パネル判断を不服として上訴し、同年 5 月、上級委

員会報告書が発出された。上級委員会報告書は、結

論においてパネル報告書の判断を支持し、GATT

第 3 条及び TRIMs 協定第 2 条違反を認定する一方

で、補助金協定第 3 条違反は立証不十分として認定

しなかった。（履行に係る経緯については、「第 I 部

第 10 章カナダ」を参照）

1-2．インド－太陽光発電設備ローカルコンテント

要求（国産品優遇補助金）

　2010 年 1 月、インド政府は「ジャワハルラル・

ネ ル ー・ 国 家 太 陽 光 指 令（Jawaharalal Nehru 

National Solar Mission（JNNSM））」を公表。「イ

ンドを太陽光産業における世界のリーダーにする」

こと、「インド国内に太陽光エネルギーを広めるこ

と」を政策目的として、3 段階の時期に分けて太陽

光エネルギーの普及・振興を図ることを宣言。具体

的な太陽光エネルギー普及のための政策として、太

陽光パネル及び太陽熱により発電された電力の固定

価格買取制度（FIT）を導入した。

　2010 年 7 月、制度を所管する新・再生可能エ

ネ ル ギ ー 省（Ministry of New and Renewable 

Energy（MNRE））は、同制度のガイドラインを公

表し、FIT 制度への参入を希望する事業者の募集

を開始した。インド政府は、同制度への参入条件と

して、一定比率のローカルコンテントを満たすこと

を要求した 3。

ⅰ　太陽光発電プロジェクト

　2011 年までの申請者に対しては、モジュールに

インド国内で製造した太陽光パネルを使用すること

を要求。2011 年以降の申請者に対しては、太陽光

パネルのセルとモジュールの両方にインド国内で生

産された製品を使用することを要求。

ⅱ　太陽熱発電プロジェクト

　太陽熱発電関連施設（プラント）の 30％の部品

等にインド国内で生産された製品を使用することを

要求。

　

　我が国は、本制度におけるローカルコンテント要

求及びそれを条件とした補助金の交付は GATT 第

3 条及び貿易に関連する投資措置（TRIMs）に関す

る協定第 2 条及び補助金協定第 3.1（b）に抵触する

可能性があることから、2011 年 5 月に開催された

WTO 補助金委員会において制度の詳細についての

質問を実施 4。さらに、2011 年 9 月に開催された対

インド貿易政策検討制度（TPR）会合において同

趣旨の質問を行い、懸念を表明した 5。また、2012

年 5 月以降、WTO・TRIMs 委員会においても、米

国・EU とともに繰り返し懸念を表明している。な

お、米国は、2013 年 2 月、本制度が GATT 第 3 条、

TRIMS 第 2 条及び補助金協定第 3 条等に違反して
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2 WT/DS412/1
3 Ministry of New and Renewable Energy （MNRE） of India, “Jawaharalal Nehru National Solar Mission, Guideline for 

Selection of New Grid Connected Solar Power Projects”
　http://www.mnre.gov.in/pdf/jnnsm-gridconnected-25072010.pdf
4 G/SCM/Q2/IND/18
5 WT/TPR/M249/Add.1



いるとして、WTO 協議要請を行った（2014 年 2 月

には協議の対象を追加する要請を行った）（我が国

は、協議への第三国参加を要請したがインドが拒

否）。米国は、協議によって問題解決が図られなかっ

たことから、2014 年 4 月、パネル設置要請が行われ、

同年 5 月、パネルが設置された（我が国は、第三国

参加）。

1-3．ブラジル－輸入自動車に対する工業製品税の

引上げ（国産品優先補助金）

　2011 年 9 月 15 日ブラジル政府は、自動車に対し

て、内国税である工業製品税の引上げを 2012 年末

までの暫定措置として行うことを発表した。ただし、

全ての事業者が引上げの対象となるわけではなく、

工業製品税引上げの対象外となる事業者の要件につ

いても同時に公表した。引上げ対象から除外される

ための条件は以下 3 つ。

　

（ⅰ）　65％以上の部品をメルコスール内で調達する

こと。

（ⅱ）　製造プロセス 11 工程のうち、6 工程以上が

ブラジル国内で行われていること。

（ⅲ）　利益の一定割合（0.5%）を、ブラジル国内で

の技術開発（R&D）に投資すること。

　

　2012 年 10 月には、工業製品税の引上げを 2013

年より 2017 年までの 5 年間延長することを決定。

免税の要件として所定の燃費基準の達成等を義務づ

ける新たな自動車政策（イノバール・アウト）を発

表した。新政策に基づく免税要件は、①所定の燃費

基準の達成・車両ラベルプログラムへの参加、②一

定額の国内研究開発等への投資、③特定の生産工程

の国内での実施とされ、これらの条件を満たした場

合に減税に利用できる「クレジット」が付与される

こととなった。

　こうした免税のための要件は、輸入品に対して不

利であると考えられ、ブラジル国内で製造された自

動車に優遇を与える効果があるものと考えられる

が、加えて、自動車の製造において国産部品の使用

を優遇する効果もある。後者については、軽減税率

の適用要件における差別とみれば、GATT3 条 4 項

に違反し、自動車に対する工業製品税の軽減が補助

金でもあることから、国産品優遇を条件とするもの

として禁止補助金を構成する。

　我が国は、ブラジルが導入した本措置は、GATT

第 3 条及び TRIMs 協定第 2 条、補助金協定第 3.1

（b）に抵触するとして、2011 年 10 月に開催された

WTO マーケット委員会において指摘を行った。ま

た、2012 年 10 月の新政策に対しては、2012 年 11 月、

経済産業大臣よりブラジル開発商工大臣に対して

WTO ルールへの抵触の可能性を指摘した。2012 年

11 月、2013 年 10 月、2014 年 9 月に開催された日

伯貿易投資促進合同委員会においては、経済産業審

議官より懸念を表明するとともに情報提供などの協

力を要請した。また、2012 年 11 月以降、WTO 物

品理事会及び TRIMS 委員会において米 EU 豪とと

もに繰り返し懸念を表明するなどの対応をとってい

る。しかしながら、本政策に改善の動きが見られず、

加えて、通信ネットワーク機器、化学（肥料）など

幅広い分野に対してローカルコンテント要求に関連

づけた優遇税制措置を拡大する動きが見られたこと

から、2014 年 1 月、EU はブラジルに対して WTO

協議要請を行った（我が国は第三国参加要請を行っ

たがブラジルが拒否。）。また、EU は協議において

問題解決が図られないことから、同年 10 月、パネ

ル設置を要請、同年 12 月にパネルが設置された（我

が国は、第三国参加。）。

2．ローカルコンテント要求の影響と問題

　こうしたローカルコンテント要求は、事業者に対

して国内産品（部品）を優先的に使用する又は国内

生産を行うインセンティブを与え、輸入品を差別

的に扱い、特定産業を保護・振興する効果を持つも

のであり、各国は自国産業の保護・育成のための産

業政策の 1 つの手段として導入していると考えられ

る。
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　カナダ・オンタリオ州の措置は、再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度への参入の条件として、

ローカルコンテント要求を満たすことを義務づける

ことにより、再生可能エネルギー設備への投資にお

いて、同州内で製造された太陽光パネル等を優先的

に使用するインセンティブを人工的に創り出してい

るものと考えられる。WTO 上の二国間協議要請を

行った際の経済産業省の発表によれば「（オンタリ

オ州によるローカルコンテント要求により）日本企

業がオンタリオ州向けに輸出する太陽光パネル等の

製品は、同州産の製品に比べて不利な扱いを受けて」

いることを、二国間協議要請を行った理由として挙

げている 6。インドによる太陽光パネル国産品優先

補助金についても、同様の効果を有するとの主張が

可能である。

　ブラジルは、自動車に対する工業製品税の引上げ

免除を得るための条件として、ローカルコンテント

要求に加えて、自動車製造にかかる重要な製造工程

の国内での実施、売上げの一定比率を国内における

R&D に投資すること等を規定した。こうした税制

は、ブラジル国内で製造された自動車及び自動車部

品に対して優遇を与える効果があるものとの主張が

可能である。

　WTO 協定は、景気刺激や特定産業育成を目的と

して産業政策を導入すること自体を禁止している

わけでない。しかし、WTO 加盟国は、国内政策を

WTO ルールと整合的な形で設計・実施する義務を

負っており、とりわけ国内生産者に対する補助金を

インセンティブとして、輸入産品・部品よりも国内

産品・部品を使用するように動機付け、輸入品を差

別的に扱う要件を入れるなどの政策は、WTO 協定

に不整合である可能性が高く、多角的貿易体制の観

点から問題が多い。今後、日本製品が、各国市場に

おいて公平な扱いを受けることを確保するため、引

き続き、WTO ルール違反の措置については、二国

間での申し入れ、WTO 各委員会における議論、紛

争解決手続の活用等を通じて、改善を働きかけてい

く必要がある。
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6 2010 年 9 月 13 日付け経済産業省ニュースリリース
　http://www.meti.go.jp/press/20100913004/20100913004.html
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（1）ルールの背景
　原産地規則は、国際的に取引される物品の「国

籍」を判定するために用いられるルールであり、現

状では国際的に共通する十分に整備されたルールは

なく、各国又は各地域貿易協定に係る地域が独自

に定めている。原産地規則は大別すると特恵分野

に係るものと非特恵分野に係るものとに分かれ、さ

らに、特恵分野に係るものには、開発途上国に対

する一般特恵に係るものと地域貿易協定等に係るも

のがある（図表Ⅱ‐10-1参照）。

第10章
原産地規則

　非特恵分野の原産地規則は、「特恵関税の供与」

以外のすべての目的、具体的には、①数量制限な

どの輸出国を特定した通商政策上の措置を実施す

る際の対象物品の確定、②貿易統計の作成、③あ

る物品に原産地を表示する場合の原産地の確定等

の場合に利用されている（現行の規則は必ずしも1

種類のみではなく、目的別に内容の異なる幾つもの

規則を有する国も存在する）。

　他方、特恵分野の原産地規則は、輸入品に特恵

待遇を供与するために利用されている。一般特恵

に係る原産地規則は、先進諸国がある物品を輸入

する際に、当該輸入品が一般特恵制度に基づく特

恵対象国原産であるかどうかを判定するための規

則である。また、地域貿易協定に係る原産地規則

は、北米自由貿易地域（NAFTA）や欧州経済領

域（EEA）等の地域貿易協定域内の貿易において、

域内原産の物品に特恵待遇を供与するための規則

である（第Ⅲ部第 1章「物品貿易の諸論点」＜原産

地規則＞参照）。

　本来原産地規則は貿易に対して中立であるべきも

のであるが、これが過度に制限的であったり恣意的

に制定・運用されたりすると、貿易制限の対象でな

い物品がその対象とされる等、保護的な効果を有

することがある。

　原産地規則については、物品の貿易に関する国

際的なルールであるGATTにおいてさえ原産地の

表示に関する第 9 条を除いて原産地規則固有の規

定は存在しない。また、GATT以外の国際規範と

しては、関税協力理事会（Customs Cooperation 

Council（WCO：World Customs Organization）の

「税関手続の簡素化及び調和に関する国際規約（い

わゆる京都規約）」の不可分の一部とされる附属書

（「原産地規則に関する附属書」）が存在するが（京

都規約は 1999 年に約 25 年ぶりに改正。我が国は

2001年に受諾）、同改正京都規約の原産地規則に

関する附属書は、WTO での原産地規則調和作業

1．ルールの概観
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終了後に再度見直すことを前提とした必要最小限の

見直しが行われたものであり、改正京都規約におい

ては原産地規則を含む個別附属書についての受諾

は任意であるところ、国際規範としての拘束力は限

定的なものとなっている。

　このように、原産地規則について国際的に共通す

るルールが十分に整理されていないことを背景とし

て、本来技術的・中立的であるべき原産地規則を

各国・地域が恣意的に制定・運用し、保護主義的

な政策目的を達成しようとするなど様々な貿易上の

問題が生じている。現在、ウルグアイ・ラウンドで

合意された「原産地規則に関する協定（以下「原産

地規則協定」と言う）」に基づき、非特恵分野にお

ける原産地規則の調和作業が行われている。

（2）法的規律の概要
　原産地規則協定においては、非特恵分野（最恵

国待遇、アンチ・ダンピング税、相殺関税、原産

地表示等の通商政策手段及び政府調達等）に適用

される原産地規則を調和するための作業計画を規

定するとともに、各国が原産地規則の制定・運用に

あたって遵守しなければならない規律、調和作業の

ための枠組み、紛争解決手続等が規定されている。

①基本原則

・非特恵分野におけるすべての目的のために等しく

適用されること

・客観的な、理解しやすくかつ予見可能性のあるも

のであるべきこと

・貿易の目的を追求する手段として直接又は間接に

用いるべきでないこと

・国際貿易を制限し、歪め又は混乱させるものでな

いこと等

②調和作業の枠組み

・WTOとWCOとの協力により作業（WTO 原産

地規則委員会及び WCO原産地規則技術委員会）

を実施する。

・WCO において技術的観点から調和された規則の

具体的原案を作成。その後 WTO において当該

原案につき総合的観点から検討する。

③調和作業に係るスケジュール

・WTO 協定発効後速やかに開始され、開始後 3

年以内に終了する（注：作業は期限内には終了で

きず、現在も継続されている。1.（3）参照）。

・調和作業は、原則に則り、HS 分類の物品セクター

に従って行うこととし、WTO 委員会はWCO 技

術委員会に技術的観点からの検討作業を行うよ

う要請し、WCO 技術委員会は要請後一定の期

限内に作業の結果をWTO 委員会に提出する（注：

WCO 技術委員会での作業は既に終了している。

1.（3）参照）。

・WTO 委員会は作業を定期的に検討し、すべての

作業の終了後、その結果を全体的整合性の観点

から検討する。

・WTO 閣僚会議は、作業結果を原産地規則協定

と不可分の附属書として定める。

④特恵分野に係る主な規律

　特恵分野における原産地規則は、作業計画の対

象とはならないものの、原産地規則協定の附属書Ⅱ

において次のような規律が規定されている。

・原産地が付与されるべき要件について明確な定

義づけを行うこと。

・特恵分野における原産地規則は、積極的な基準

（ポジティブ・リスト）を基礎としなければな

らないこと。

・特恵分野における原産地規則に関する法律等を

GATT 第 10 条 1 項に従って公布すること。

・特恵分野における原産地規則を遡及的に適用し

てはならないこと。

　特恵分野における原産地規則のうち、後発開発

途上国（LDC）向け特恵制度の原産地規則は、特

恵供与国それぞれが独自の規則を運用している

が、LDC から統一の規則制定を求める動きがあ

り、2013 年 12月にインドネシア・バリで開催された

WTO 第 9 回閣僚会議において、LDC 産品である



 

＜図表Ⅱ‐ 10 ‐ 2＞　調和作業を行っている原産地規則の体系図
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　なお、検討手順としては、まず WCO で個別品目

ごとに技術的検討を行い、WCO で合意された品目

はWTOで承認を受け正式に合意されることとなる。

また、技術的議論は尽くされたものの解決に至らず

WTO に判断を委ねることとされた品目は、検討の

場をWTO に移して各国が持つセンシティビティ等

を勘案しつつ検討されている。WCO での技術的検

討は、1999 年 5月に開催された第 17 回会合をもっ

て終了しており、現在はWTO で、WCO で合意に

至らなかった品目についての集中的な議論が行われ

ことの確認を容易にし、特恵適用を改善するための

LDC 特恵制度の原産地規則ガイドラインが合意さ

れた（第Ⅱ部第 5 章関税及び資料編第 1章参照）。

（3）非特恵分野に係る原産地規則の調
和作業の現状

　1995 年 7月に原産地規則の調和作業が正式に開

始され、現在、個別の品目に係る原産地規則の策

定と並行して、種々の品目に横断的に適用される一

般的ルール等を定める総則（オーバーオール・アー

キテクチャー）について検討中である。WTO 原産

地規則協定上の検討期限は3年間（1998年7月まで）

とされていたが、作業の遅れから、現在も継続して

作業が行われている。

　基本的な作業のアプローチとしては、①物品が 1

国で完全に生産される場合（鉱物等の天然物品等）

に適用する完全生産品基準、②それのみでは原産

地を付すに値しない軽微な加工を決める微小加工

基準、③物品の生産に 2 以上の国が関与している

場合には、最後の実質的変更が行われた国に原産

地を付与するとする実質的変更基準、の 3 つの基

準に基づき、HSコード（関税番号）を参照しなが

ら個別品目ごとに原産地規則を検討している。③の

実質的変更基準については、実質的変更の有無を

具体的に判定する方法として、更に、関税分類変更

基準と関税分類変更基準を補完する目的の付加価

値基準及び加工工程基準の導入が協定で認められ

ている（図表Ⅱ‐10-2 参照）。
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ている。

　WTO における個別品目の規則の検討にあたって

は、HSコードに基づく品目ごとに議論するのではな

く、各類における品目において共通する問題点を取

りまとめたものをイシューとして、そのイシューごと

に検討している（全体で 486 イシュー）。現在まで

に約 7 割のイシューにつき合意に至っている。

　未解決のイシューについては、2002 年 7月から、

原産地規則委員会議長が特に重要と判断した 94 の

コアイシューについて、原産地規則委員会の上位機

関である一般理事会主導で議論が行われることに

なり、議論の進展が図られている。94のコアイシュー

の中には我が国にとっても重要なイシューが含まれ

ており、今後も我が国として積極的に議論に参加し

ていく必要がある。以下の 2 つのイシューは調和原

産地規則全体に与える影響が大きいものであり、我

が国として特に関心を有している。機械類に関する

ルールに関しては、長年の対立状態から解決を図

るべく、2006 年の会合において、議長の折衷案と

して、「輸入国が選択する付加価値基準又は関税分

類変更基準（機械類のダブル・ルール）」が提示され、

その賛否について議論を行ってきた。しかし、2007

年 6月の会合においても合意がなされず、7月の一

般理事会において、原産地規則委員会議長から議

論の現状報告がなされ、原産地規則委員会におい

ては、調和原産地規則が他協定へ与える影響につ

いての問題と機械類のダブル・ルールについての議

論を中断した上で、一般理事会からのガイダンスを

求めることとし、他方、総則規定、技術的検討事

項の議論は原産地規則委員会にて継続することとな

り、2008 年以降の会合においても引き続きこれら

の事項につき検討がなされている。

①調和原産地規則が他協定へ与える影響について

の問題

　調和作業において、多くのメンバー国が、調和規

則が他のWTO 協定においていかに用いられるか

が不鮮明であるため、各個別イシューについて柔軟

性が発揮できないとの状況の下、調和原産地規則

が他協定へ与える影響について統一された理解を導

き出すために議論が行われていたが、現状は前述

のとおりとなっている。

②付加価値基準の採用

　機械物品等多くの品目において「最後の実質的変

更」を判断する基準の1つとして付加価値基準の

採用が検討されているが、当該基準は為替、材料

コスト、労賃等の変化に応じて、原産地が変化する

可能性があり、原産地規則協定の前文に記述され

ている予見可能性、透明性及び一貫性が欠如する

と考えられることから、我が国としてはその採用に

反対しているが現状は前述のとおりとなっている。

　恣意的内容の原産地規則については、WTOと

WCO（関税協力理事会）の協力による非特恵分野

の原産地規則調和作業終了に伴い、問題の大半が

解決されることが期待される。このため、今後も我

が国としては、非特恵分野の原産地規則調和作業

が円滑に進展するよう、各国と協力しながら積極的

に貢献していくことが必要である。しかしながら、

調和実現までの間運用される現行規則、更には本

調和作業の対象となっていない特恵分野に係る原

産地規則、特に近年世界中で取組が盛んな FTA

の原産地規則については、その恣意的な制定・運

用から生じる様々な問題が懸念される。なお、特

恵分野に係る原産地規則については、原産地規則

協定に基づき各国が WTO にその内容を通報する

こととなっているほか、原産地規則協定附属書 II

の諸原則も考慮することが必要である。そのほか、

WTO の貿易政策検討委員会や地域貿易協定委員

会でも検討されている。

（4）経済的視点及び意義
　原産地規則は、極めて専門的、技術的であるた

め人の目を引きにくいが、数量制限（国別枠を割り

当てる場合）等の貿易制限措置の適用範囲の決定

等に大きな影響を及ぼす。したがって、原産地規則

をどのように制定・運用するかは、特定国の原産地

を取得しようとする企業の海外進出（対外直接投資）
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計画や部品調達方法等を少なからず左右することと

なり、貿易及び投資の流れに及ぼす影響は極めて

大きいものと考えられる。

　また、部品調達や生産ネットワークのグローバリ

ゼーションが進展する中で、各国の原産地規則に大

きな差異があることは、それ自体自由貿易の流れを

阻害しかねない。すなわち、同一物品の原産地が

仕向け国によって異なるといった不合理な事態が発

生し、貿易活動の予見可能性を低下させるのみなら

ず、規則が変更された場合には、特定国の原産地

認定を得るために特別な工程を追加する必要に迫ら

れる等、製造コスト、管理コストの上昇要因となる

場合も少なくない。

　なお、近年世界中で FTAへの取組が盛んになっ

ており、これとともにいわゆる「スパゲティボウル現

象」への懸念も高まっており、我が国もFTA/EPA

交渉を進めていく上で原産地規則相互の整合性確

保について留意しなければならない。しかしながら、

個々の原産地規則間の相違は、交渉相手国や我が

国固有の事情を踏まえ交渉した結果であること、ま

た特恵待遇を受けるための条件である点で非特恵

分野の原産地規則とは性格を異にすることに留意す

る必要がある。このような状況の中で、化学業界の

イニシアティブによりAPEC でなされている化学品

に係る品目別規則の望ましい在り方の共通認識醸成

に向けた議論は、1つの注目すべき動向であろう。

　原産地規則は、適正に制定・運用される限りにお

いては貿易に対して中立的であり、貿易歪曲効果を

もたらすものではないが、恣意的に制定・運用され

る場合には、例えば、従来数量制限等（国別枠を

割り当てる場合）の貿易制限措置の対象となってい

なかった物資が、新たにその対象とされてしまうな

ど大きな貿易歪曲効果を有することとなる。これま

で数次にわたるラウンドにより広範な分野での関税

の引き下げが合意されたり、アンチ・ダンピング分

野等の規律が強化されたりしたため、今後、原産

地規則を手段として隠れた貿易制限措置をとる動き

がでてくるおそれも否定できない。このため、本分

野において公正かつ透明な国際共通ルールを制定す

ることが喫緊の課題となっている。





1 2005 年度の WTO 年次報告書（世界貿易報告書）では、「貿易、基準及び WTO の関係性」と題し、正当な政策目的と貿易障壁
の緊張関係にスポットを当てている。また、2012 年度の同報告書においても、「貿易と公共政策：21 世紀における非関税措置
の精査」と題し、TBT 協定・SPS 協定を中心に、最近の NTB を整理するとともに、NTB が貿易に与える影響や、NTB の分
野における国際協力の動向等をまとめている。

2 NTB の対象は非常に広く、内国税、国内規制措置、アンチ・ダンピング、相殺関税、原産地規制、数量制限、補助金等が含まれる（2012
年 WTO 年次報告書）。
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（1）ルールの背景
①基準・認証制度とは

　産品の品質等に関する「基準」及び特定の産品

がその基準に適合しているかについて判断する「認

証」（以下、併せて「基準・認証制度」という。）は、

各国において、健康保護、消費者保護、環境保護、

品質要求、情報提供等、さまざまな政策目的のた

めに導入される国内措置である。このような措置は、

本来、正当な政策目的のために導入されるものであ

り、貿易制限を目的としたものではない。しかしな

がら、基準又は認証に関し、国産品と輸入品を差

別的に取り扱う場合や、国産品と輸入品を同様に

規律していてもそれが過剰な規制である場合等は、

基準・認証制度が貿易制限的な効果を持つことが

ある。

　関税引き上げや輸入許可制度等、国境での水際

措置による従来型の貿易制限措置については、過

去の GATT・WTO 交渉を通じて徐々にルール化

が進められ、その是正が図られてきた。一方、そう

した水際での貿易制限措置の是正が進む中、国境

を越える貿易・経済取引が増加するに伴い、基準・

認証制度のような国内措置の貿易制限措置的側面

が顕在化してきており、非関税障壁（Non Tarrif 

Barriers：NTB）を構築するものとして注目を集め

るようになっている1,2。

②歴史的背景

　従来、基準・認証制度を含む国内規制は各国の

国内規制権限の範疇と考えられる向きが強く、実

際、当初の GATT・WTO 交渉は水際措置のルー

ル化を主要目的としており、国内規制の規律に対し

て積極的ではなかった。実態的にも、各国の製品

規制には、気候・地理的要因等の違いによって合理

的な差異が認められる場合がある。従って、基準・

認証制度については、国際的に規制そのものを統

一することが必ずしも公正かつ合理的ではない側面

がある。他方、各国が個別に技術的な基準を作成

し、これらの規制調和のメカニズムがないような状

況下においては、各国ごとの基準間の差異が企業

の国境を越える貿易取引の不必要な障害になり得、

全体としての経済厚生が下がる場合がある。また、

何らかの偽装された政策目的を掲げつつも、実際に

は国内産業を保護する目的で基準・認証制度が策

定される場合がある。さらに、各国における基準策

定のプロセスが不透明なために、突然の基準変更

や産業界にとって高コストな基準策定が行われる場

合がある。基準・認証制度に係る国際ルールは、こ

うした貿易自由化の利益と、基準・認証制度を策定

第11章
基準・認証制度

1．ルールの概観
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する国内規制権限を調整する形で発展してきた。

　当初の取組は、非政府の国際機関において国

際的な基準を策定し、なるべく多くの国で当該基

準が採用されることを目指して行われた。国際標

準 化 機 構（ISO：International Organization for 

Standardization）、 国 際 電 気 標 準 会 議（IEC：

International Electro-technical Commission）、

国 際 電 気 通 信 連 合（ITU：International 

telecommunication Union）、FAO/WHO 合

同 食 品 規 格 委 員 会（Joint FAO/WHO：Food 

Standards Programme Codex Alimentarius 

Commission）といった国際機関における、様々な

国際標準の策定及び当該国際標準を通じての基準・

認証制度の促進の取組がそれにあたる。

　GATT・WTO 体制において策定された国際ルー

ルとしては、1979 年に合意に至った東京ラウンドで、

「貿易の技術的障害に関する協定（Agreement on 

Technical Barriers to Trade：いわゆる「GATTス

タンダード・コード」）」がある。GATTスタンダー

ド・コードはあくまで任意の加盟国間での合意だっ

た。しかし、各国内の基準・認証制度が貿易の技

術的障害として不必要な貿易障壁になることのない

よう、GATTスタンダード・コードには、内外差別

的な強制規格の禁止、強制規格の制定・改正時の

手続の透明性の確保等の規定が設けられた。同協

定では、品質・性能等の産品の特性（スペック）を

規律する国内措置のみが対象とされ、生産工程や

生産方法（Processes and Production Methods：

以下、「PPM」）といった、産品が生産されるプロセ

スを規律する国内措置は対象外とされていた。この

ように、GATTスタンダード・コードの内容とこれを

遵守する対象国は限定的ではあったが、貿易自由

化の利益と、基準・認証制度を策定する各国の国

内規制権限を調整するルールが初めて合意されたこ

とには大きな意義があった。

　その後、1995 年に終結したウルグアイ・ラウンドで、

GATTスタンダード・コードは全加盟国による合意

である「貿易の技術的障害に関する協定（Agreement 

on Technical Barriers to Trade）」（以下、「TBT

協定」という。）に発展解消された。TBT 協定に

おいては、加盟国の義務の明確化及び強化がなさ

れ、PPMを規律する国内措置も対象に含まれた。

また、国際規格を基礎とした強制規格の策定（TBT

協定第 2.4 条）及び国際標準化活動への積極的参

加（TBT 協定第 2.5 条）等、基準・認証制度の国

際的な調和を推進する条項が含まれている。また、

衛生植物検疫措置に関する規律についても、基

準・認証制度と同様の観点からウルグアイ・ラウン

ド農業交渉の一環として交渉され、最終合意にお

いては、農業協定からは切り離された形で、「衛生

植物検疫措置の適用に関する協定（Agreement on 

the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures）｣（以下、「SPS 協定」という。）として合

意された。TBT 協定及び SPS 協定は、ウルグアイ・

ラウンド合意の一部として全加盟国が一括受諾した

ため、対象国の大幅拡大という点においても規律の

強化が図られた。

（2）法的規律の概要
①GATTと TBT協定・SPS協定の関係

　基準・認証制度に関する規律の全体像を理解

するために、まずはWTO 協定の基本規程である

GATT の規定の中で基準・認証制度にも関連する

主要な規定を整理することとする。まず、WTO 加

盟国は、輸入に影響を与える法令及び要件に関し、

他のWTO 加盟国からの輸入品について、同種の

国産品より不利でない待遇（GATT 第 3 条 4 項）

を付与しなければならず、国によって差別的に扱っ

てはならない（GATT 第 1条 1項）。また、産品の

販売、分配、輸送、検査、加工等に影響を及ぼす

法令、措置の公表が義務付けられている（GATT

第 10 条 1 項）。他方、産品の分類、販売等に関

する基準の適用をするために必要な場合には、輸

出入の禁止、制限を行うことができるとされている

（GATT 第 11条 2 項 b）。

　GATTとTBT 協定の適用範囲については、両

者は相当程度重複している。例えば、GATT 第 3

条 4 項は、「輸入に影響を与える法令及び要件」に
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関し、「他のWTO 加盟国からの輸入品」について、

「同種の国産品より不利でない待遇」を付与する義

務をWTO 加盟国に課している一方で、TBT 協定

第 2.1 条は、「強制規格」に関し、「他のWTO 加

盟国からの輸入品」について、「同種の国産品より

不利でない待遇を付与する義務」をWTO 加盟国

に課している。他方、GATTとTBT 協定の適用

範囲及び規制内容は異なるところもある。GATT

第 3 条 4 項の対象措置は、「輸入国における、輸

入に影響を与える法令及び要件（law, regulation 

and requirement）のうち、関税、輸入税等の金

銭支払義務（GATT 第 3 条 1 項、第 3 条 2 項）

を除く全ての措置」であり、遵守が任意の要件

（requirement）も適用対象に含まれる（インド‐自

動車事件（DS146、175））一方で、TBT 協定にお

ける対象措置は、「強制規格」に限られる。

　この点に関し、先例上、EC̶アスベスト事件

（DS135）の上級委員会は、「TBT 協定は、GATT

よりも限定された措置に対し、特別の法的義務を課

している」と判示し、GATTとTBT 協定がいわば

一般法と特別法の関係にあることを示していたが、

最近の米国̶マグロⅡ事件（DS381）の上級委員会

は、「TBT 協定第 2.1条とGATT 第 3 条 4 項の対

象範囲と内容は異なる」と判示し、TBT 協定第 2.1

条の判断のみを行い GATT 第 3 条 4 項の判断を

避けたパネルを批判した。今後は、WTO 紛争解

決手続において、GATT及び TBT 協定が重畳適

用される場面も多くなると思われる。

② TBT協定

（a）対象産品及び TBT協定の三本柱

　TBT 協 定 は、 強 制 規 格（techinical 

regulation）、任意規格（standard）、適合性評価

手続（conformity assessment）を三本柱とし、基準・

認証制度が国際貿易に不必要な障害をもたらすこと

のないよう、国際的な規制調和や相互承認を促進

するとともに、貿易自由化の利益と加盟国の利益を

調整する様 な々仕組みを設けている。

　TBT 協定の対象産品は、工業品だけでなく、農

産品を含む全ての産品である（TBT 協定第 1.3 条）。

ただし、衛生植物検疫措置は SPS 協定において、

政府機関が自らの生産、消費のために作成する調達

仕様は政府調達協定において規律され、TBT 協定

の適用除外とされている（TBT 協定第 1.4 条、第 1.5

条。政府調達協定の詳細は、第Ⅱ部第 14 章参照）。

　「強制規格」は、産品の特性又は PPMについて

規律する文書であって、その遵守が義務付けられて

いるものをいう。「任意規格」は、その遵守が任意

であるものをいい、日本における代表的な任意規格

としては、日本工業規格（JIS）や日本農林規格（JAS）

が挙げられる。TBT 協定は、GATTスタンダード・

コードと異なり、品質、性能等の産品の特性（スペッ

ク）を規律する国内措置だけでなく、PPMを規律

する国内措置も、適用対象に含む（TBT 協定附属

書 1の1項、2 項）。さらに、（原産地表示規制等の）

ラベリング規制や包装規制も強制規格・任意規格に

含まれる（TBT 協定前文）。したがって、TBT 協

定の対象産品と併せ考えると、強制規格は、広く製

品規制に及ぶといえる。「適合性評価手続」は、あ

る産品が基準に適合しているかどうかを判断する一

連の手続をいう。具体的には、産品のサンプリング、

試験・検査、適合性の評価・確認・保証手続、登録・

認可・承認手続等を含むとされている（TBT 協定

附属書 1の 3 項）。

　強制規格の定義の解釈は、WTO 紛争解決手

続においてもしばしば争われ、明確化されてきた。

EC̶アスベスト事件（DS135）、EC̶イワシ事件

（DS231）において、強制規格の 3 要件が明らかに

された。すなわち、①当該規制の対象産品が特定

できる（identifi able）こと、②当該規制が産品の特

性を規律していること、③当該規制の遵守が義務

付けられていることである。実務上、強制規格の 3

要件は、「TBT 通報」の要否を判断する際にも参

照される（（b）（iv）参照）。

　1つ目及び 2 つ目の要件「当該規制の対象産品が

特定されており、当該規制が産品の特性を規律して

いること」を明確にした先例は、EC̶アスベスト事

件（DS135）である。同事件においては、アスベス



3 EC ‐ アスベスト事件によれば、全製品を対象とした規制も強制規格として扱われることになる。しかしながら、少なくともこ
れまでの実務上、TBT 通報や TBT 委員会の対象となる規制の多くは、対象産品がある程度特定された規制であり、全製品を
対象とした規制はほとんど議論されていない。
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トの製造、加工、販売、輸入を禁止したフランスの

措置が、TBT 協定第 2 条に違反するか否かが争わ

れた。パネルは、当該措置は、アスベストを含む全

製品を対象にしている点で対象産品が特定されてお

らず、また、一般に禁止措置自体は製品の特性を

規律するものではないとして、上記の 2 要件を満た

さないと判示した。他方、上級委員会はこの判断を

覆し、措置の対象産品が名称等によって具体的に

特定されている必要はなく、当該措置は、対象産品

は「全ての（アスベストを原料として含みうる）製品」

と特定でき、全製品に対する「アスベストを含んで

はならない」という禁止措置も否定的な形の特性を

求める点で、上記 2 要件を満たすと判示した（産品

の特性は肯定的な形でも否定的な形でも規律され

得る）3。

　また、上級委員会は、EC̶アザラシ事件（DS400、

401）において、アザラシ及びアザラシ製品の輸出

入及び域内販売を禁止する措置について、3 要件は

満たされているとして強制規格性を認めたパネル判

断を覆し、当該措置の例外要件（アザラシ製品の

輸出入及び域内販売が許容される要件）は、「アザ

ラシを原料として含んではならない」という形で産

品の特性を規律しているのではなく、狩猟者の特性・

狩猟方法・狩猟目的によって輸入を禁止あるいは許

可しているため、産品の特性を規律するものではな

いとして、強制規格性を否定した（なお、PPMを

規律するものとして強制規格性が認められるか否か

は別途問題となりうるが、上級委員会は当該論点に

ついてはパネル段階で議論が尽くされていないとし

て判断していない）。

　3 つ目の要件「当該規制の遵守が義務付けられ

ていること」を明確にした先例は、米国̶マグロⅡ

事件（DS381）及び米国̶COOL 事件（DS384、

386）である。米国̶マグロⅡ事件（DS381）では、

特定の漁法によらず水揚げされたマグロについて、

イルカに対する安全性表示を禁止する表示規制が

争われた。なお本件では、イルカへの安全性表示

がなくともマグロ製品の米国市場での流通・販売が

認められていた。パネルは、地理的表示（TRIPS

協定第 22 条）に関し、「特定の地理的表示をする

ことを禁じる措置は、遵守が義務付けられている」

判示した先例（EC̶GI 事件（DS290））を引用し

つつ、本表示規制も同様に、「特定の漁法でなけれ

ば表示ができない」という点で、遵守が義務付けら

れていると判示した（ただしパネリストの一人は、表

示がなくとも市場で製品販売できる場合は義務的な

要件とは言えないと反対意見を出していた）。上級

委員会は、「本表示を行わなくても、米国市場での

販売は可能であるため、本表示規制の遵守は義務

付けられていない」との米国の主張を退け、市場で

の販売可能性は本要件の判断においては無関係で

あり、パネルの判断を維持した。これに対し、米国̶

COOL 事件（DS384、386）のパネルは、COOL 措

置そのものについては強制規格性を認めたものの、

関連措置（規定を上回る内容について任意の履行を

促す農務長官のレター）に関して、文言上、規制の

遵守が任意である場合（might、should、would、

voluntary 等）においても、事実上（de facto）義

務付けられているか否かを判断する必要があると判

示しつつ、当該関連措置については強制性を否定

した（なお、上級委員会においては、米国が上記レ

ターを撤回したことを受けて当該レターに関する主

張は取り下げられたため、本論点は争点になってい

ない。）。

（b）加盟国の義務

　TBT 協定上、WTO 加盟国はさまざまな義務を

課せられている。TBT 協定上の加盟国の義務は、

強制規格、任意規格、適合性評価手続（以下、「強

制規格等」という。）の内容に関する実体的規律（下

記（i）から（iii）））と、強制規格等の制定プロセス

における手続的規律（下記（iv））に分類できる。



4 なお、EC̶アザラシ事件（DS400、401）では、パネルは本文中の判断基準を採用したが、上級委員会は強制規格性を認めず
TBT2.1 条の検討に至らなかった。
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　以下、強制規格に関する加盟国の主要な義務を

説明する。なお、任意規格及び適合性評価手続に

関する加盟国の義務は、TBT 協定上、概ね、強

制規格とパラレルな規律が設けられているため、本

書では説明を割愛する。これらについては、TBT

協定第 5 条（中央政府機関による適合性評価手続）

及び附属書 3（任意規格の立案、制定及び適用のた

めの適正実施規準）を参照されたい。

（i）内国民待遇、最恵国待遇（TBT協定第 2.1 条）

　WTO 加盟国は、強制規格に関し、他のWTO

加盟国から輸入品について、同種の①国産品及び

②第三国からの輸入品より不利でない待遇を付与す

る義務を負う（TBT 協定第 2.1条）。本条は、輸入

品と国産品（及び第三国からの輸入品）との競争

条件（condition of competition）の平等を求めて

おり、WTO 協定の基本原則である内国民待遇原則

（GATT 第 1条。第Ⅱ部第 2 章参照）及び最恵国

待遇原則（GATT 第 3 条。第Ⅱ部第 1章参照）に

関する条文である。

　過去の TBT 協定上の紛争解決手続において、

パネル及び上級委員会は、本条の適合性を、①問

題となる対象措置が強制規格であるか、②輸入品

と国産品（及び第三国からの輸入品）とが同種の

産品（like product）であるか、③輸入品が国産

品（及び第三国からの輸入品）と比べて不利な待遇

（treatment no less favourable）がなされているか、

という3 ステップで判断を行っている。

　上記「同種の産品」及び「不利な待遇」の概念

は、これまで、GATT 第 1条及び第 3 条に関連して、

パネル及び上級委員会により判断がなされてきた。

ここでは、「不利な待遇」に関し、2 点指摘してお

く。1 点目は、法的差別（法令上の国籍差別がある

場合）のみならず、事実上の差別（輸入品と国産品

の規制に差異を設けており、そのことにより、輸入

品に不利に競争条件を変更する場合）も「不利な

待遇」に含まれる点である。2 点目は、先例（EC̶

アスベスト事件（DS135））と異なり、米国̶タバコ

事件（DS406）においては、従来の先例であった「輸

入品全体」と「同種の国産品」の比較ではなく、「申

立国の産品」と「同種の国産品」の比較を行えば足

りるとして、米国の措置は申立国の産品を不利益に

扱っていると認定した。これらの判断は、いずれも、

「不利な待遇」の概念を拡張するものとして注目さ

れる。TBT 協定の規律の射程を明らかにするもの

として、今後のケースの蓄積が注目される。

　最後に、貿易自由化の利益と加盟国の強制規格

立案の権限の利益の調整は、TBT 協定第 2.1 条

の解釈の中で行われる点も重要である。TBT 協

定には、GATT 第 20 条に相当する調整規定が存

在しないうえ、TBT 協定第 2.1 条にも、明文の調

整規定はない。この点に関し、米国̶タバコ事件

（DS406）において上級委員会は、国産品に比して

輸入品に不利な競争条件の変更が認められる場合

であっても、それが輸入品に対する差別を反映した

ものではなく、専ら「正当な規制上の区別（legitimate 

regulatory distinction）」に起因する場合、TBT

協定第 2.1 条上の「不利な待遇」に当たらず同条

違反にはならないとされた。そして、より具体的に

は、強制規格のデザイン、構成、構造、運用、適

用等の事実関係を精査し、輸入品を公平に（even-

handed）扱っているかが判断された。上記判断基

準は、本判断以降に公表された米国̶マグロⅡ事件

（DS381）及び米国̶COOL 事件（DS384、386）4

の各報告書でも踏襲されている。（ii）必要性ルール

（TBT 協定第 2.2 条）

　WTO 加盟国は、正当な目的が達成できないこと

によって生ずる危険性を考慮した上で、正当な目的

の達成のために必要である以上に貿易制限的な強

制規格を導入してはならない（TBT 協定第 2.2 条）。

本条は、TBT 協定第 2.1条と異なり、輸入品と国

産品を同様に扱う場合や、そもそも国産品が存在し

ない場合にも適用される。また、本条は、いかなる

政策目的を有する強制規格が TBT 協定上許容され
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るかという「必要性ルール（necessity test）」に関

する条文であり、TBT 第 2.1条（の適用除外の検討）

と同様に、貿易自由化の利益と加盟国の強制規格

立案の利益を調整する機能を担っている。

　過去の TBT 協定上の紛争解決手続において、

パネル及び上級委員会は、本条の適合性を、①

問題となる強制規格が正当な目的（a legitimate 

objective）を達成（fulfi ll）するか、②問題とな

る強制規格が正当な目的を達成するために必要

以上に貿易制限的（more trade-restrictive than 

necessary）であるか、という2ステップで判断を行っ

ている（米国̶マグロⅡ事件（DS381）及び米国̶

COOL 事件（DS384、386））。

　「正当な目的」とは、TBT 協定上、「国家の安全

保障上の必要」、「詐欺的な行為の防止」、「人の健

康、安全の保護」、「動物、植物の生命、健康の保

護」、「環境の保全」の 5 つが列挙されている。こ

れらは例示列挙であり、上記以外の目的を有する強

制規格を排除するものではない。この点、GATT

第 20 条が 10 の正当化事由を限定列挙している点

と異なっている。先例によれば、「正当な目的」に

ついては、強制規格の文面や立法経緯、その他強

制規格の構造と運用等に照らして確定されると判示

されている（米国̶マグロⅡ事件（DS381））。また、

正当な目的の「達成」については、閾値は存在しな

いと判示されている（米国̶COOL 事件（DS384、

386））。

　「必要以上に貿易制限的」の判断は、①当該強制

規格の目的に対する貢献の程度、②当該強制規格

による貿易制限の程度、③強制規格の目的を達成

できないことによるリスクを総合考慮することとされ

ており、通常のケースにおいては、具体的に上記の

3 点について、当該強制規格と合理的に利用可能な

考えうる代替措置を比較して検討することとされた。

すなわち、具体的には、①当該強制規格と同じ政

策目的を達成する、より制限的でない代替措置が

あるか、②当該代替措置は、当該強制規格と同程

度に正当な目的を達成するか、③目的を達成できな

い場合のリスク、及び④当該代替措置が合理的に

利用可能かの考慮を要するとされる（米国̶マグロ

Ⅱ事件（DS381）及び米国̶COOL 事件（DS384、

386））。

　以上の必要性ルールをまとめると、極めて緊急

かつ重要な政策目的を達成するための強制規格は、

規制水準が相当程度高くても、TBT 協定第 2.2 条

違反にはならないと思われる。他方で、あまり重要

でない政策目的を達成するための強制規格は、規

制水準も低くなければ、TBT 協定 2.2 条違反にな

ると思われる。なお、上級委員会は、本条違反が

争われた4つの先例（米国̶マグロⅡ事件（DS381）、

米国̶COOL 事件（DS384、386）、EC̶アザラシ

事件（DS400、401）及び米国̶タバコ事件（DS406））

のいずれも、本条違反を認定しなかった（但し

EC̶アザラシ事件で上級委員会は本措置の強制規

格性を否定し、本条を含むTBT 協定違反につい

て判断していない）。本条違反と判断されることの

ハードルが高いのか低いのかについては、今後の

ケースが待たれる。

（iii）国際規格を基礎とした強制規格等の策定（TBT

協定第 2.4 条）

　WTO 加盟国は、関連する国際規格が存在する

又は制定が間近であるときは、当該国際規格を強

制規格の基礎として用いる義務を負う。但し、気候

上の又は地理的な要因や基本的な技術的問題等に

より、国際規格が強制規格の正当な目的を達成す

る方法として効果的でなく、または適当でない場合

には、国際規格を基礎する必要はないとされている

（TBT 協定第 2.4 条）。

　米国̶マグロⅡ事件（DS381）において、パネル

及び上級委員会は、本条の適合性を、①関連する

国際規格が存在する又は制定が間近であるか、②

当該強制規格が国際規格を基礎（as a basis for）

としているか、③適用除外事由の有無、という3 ス

テップで判断を行った。

　「関連する国際規格」の「関連する（relevant）」とは、

先例上、”to bear upon, relate to or be pertinent 

to”とされており、実際の判断においては、対象



5 日本の民事訴訟法上の立証責任の概念とは異なる。WTO法上の立証責任の概念は、まず、いずれの当事者が、違反の一応の（prima 
facie）立証を行うべきかを定める概念である。日本の民事訴訟法の立証責任のように、当該違反を一方当事者のみが立証し尽
くすことまでは要求されていない。
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産品や規律事項等の類似性が考慮される（EC̶

イワシ事件（DS231））。「国際規格（international 

standard）」について、TBT 協定上の定義はないが、

第 2 回 TBT 協定 3 年見直し（（d）①参照）で採

択された「国際規格 6 原則」が本条の解釈指針と

して参照されている（米国̶マグロⅡ事件（DS381））。

国際規格 6 原則は、国際規格が満たすべき①透明

性、②開放性、③公平性、④効率性、市場適合性、

⑤一貫性、⑥途上国への配慮の 6 つの要件を定め

るが、解釈指針として参照された背景には、TBT

協定 3 年見直しが WTO 全加盟国のコンセンサス

で採択された文書であることが指摘されている。

　なお、強制規格導入後に制定された国際規格が

あった場合にも、TBT 協定第 2.4 条は適用される

とするのが先例である（EC̶イワシ事件（DS231））。

　「国際規格を基礎としているか否か」については、

先例上、当該強制規格と国際規格が同一であるこ

とまでは求められていないが、両者が強く密接な関

係があり、かつ、相互に矛盾がないことが求められ

る（EC̶イワシ事件（DS231））。

　なお、適用除外に関連して、本条の立証責任

（burden of proof）5 については、類似の規律であ

るSPS 協定の第 3.1条及び第 3.3 条の先例（EC̶

ホルモン事件（DS26））と同様に、まず、申立国側

が、関連する国際規格が効果的かつ適当であるこ

とを立証する義務を負うこととされた。（EC̶イワ

シ事件（DS231））。

（iv）強制規格導入時の透明性の確保（TBT協定 2.5

条、2.9 条から 2.12 条、10 条）

　TBT 協定は、WTO 加盟国が強制規格を導入す

る際は、WTO 加盟国の意見を受け付ける等、導入

手続の透明性を確保することを義務付けている。

　まず、WTO 加盟国が強制規格の制定及び改正

を行う際、措置国である当該加盟国は、原則、事

前にWTO 事務局に強制規格案を通知しなければ

ならない（TBT 協定第 2.9.2 条）。強制規格案が関

連する国際規格に整合していない場合には、対象

産品の貿易が行われていない場合を除き、措置国

はこの「TBT 通報（TBT notifi cation）」を行わな

ければならない（TBT 協定第 2.9 条柱書）。「制定

及び改正」には、規制強化だけでなく規制緩和も

含まれるが、規制撤廃の場合は、「制定及び改正」

には含まれず、TBT通報は不要と考えられる。

　1995年から2014年の総通報件数は23,401件（内、

日本からの通報は 750 件）に上る。また、2014 年

の通報件数は 2,239 件であり、1995 年以降で最も

多い通報件数となった（内、日本からの通報は28件） 

（図表Ⅱ‐11－1）。

　TBT通報のフォーマットは定型化されており、強

制規格案の内容、目的、対象産品、施行予定日、

関連法令等を記載する（第 1回 TBT 協定 3 年見直

し決定文）。他のWTO 加盟国は、TBT 通報で提

供された情報を参照しつつ、通報した措置国に対し

てコメントを行うことができる。そして、措置国は、

これらのコメントを考慮する義務を負う（TBT 協定

第 2.9.4 条）。また、仮に、TBT 通報を行っていな

い場合であっても、加盟国は措置国に対し、強制

規格の正当性の説明を求めることができる（TBT

協定第 2.5 条）。

　また、強制規格等の制定過程のスケジュールは、

WTO 加盟国の懸念や意見を考慮し反映できるよ

う、以下のとおりとされている。まず、強制規格案

は、原則、施行日前 6ヵ月前までに公表されなけれ

ばならない（TBT 協定第 2.12 条、2001年 WTO

閣僚会合決議文）。TBT 通報に対するコメントは、

60 日以上確保することが奨励されている（第 2 回

TBT 協定 3 年見直し決定文）。なお、2014 年に行

われた TBT 通報のうち、コメント期間を 60 日以

上確保しているものは、2,239 件中 1,345 件（60%）

である。また、コメント期間終了から公布までの間は、

提出された意見を考慮し、「十分な期間」を設けな



6 WTO 加盟国の最新の照会所のリストは、G/TBT/ENQ/38/Rev.1 参照。

＜図表Ⅱ‐ 11‐ 1＞　TBT通報件数
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ければならない（第 4 回 TBT 協定 3 年見直し決定

文）。

　また、加盟国は、広く強制規格等について、他の

WTO 加盟国及び利害関係者からの質問及び資料

提供要求に応じる照会所（enquiry point）を設置

する義務を負う（TBT 協定第 10.1条から10.3 条）。

各国の照会所のリストは、WTOウェブサイトに公

表されている 6。日本においては、外務省及び日本

貿易振興機構（JETRO）が照会所に指定されてい

る。さらに、先進加盟国は、他のWTO 加盟国か

ら要請があった場合、TBT通報が対象とする法令

や、当該法令が長大な場合には、英語、フランス語、

スペイン語により、当該法令の要約を提供する義務

を負う（TBT 協定第 10.5 条）。

　その他、WTO 加盟国は、施行済の全ての強制

規格について、利害関係者が知ることができる状態

を確保する義務を負う（TBT 協定第 2.11 条）。日

本政府は、官報やウェブサイト等を通じて、全ての

強制規格を公開している。

（c）TBT委員会（TBT協定第 13 条）

　TBT 委員会（TBT Committee）は、WTO に

設置される会議体の1つであり、TBT 協定の実施

又は目的の達成に関する事項を扱う（TBT 協定第

13 条。なお、WTO の機構については、第Ⅱ部総

論 4.「WTO の機構」参照）。

　TBT 委員会においては、強制規格等による各

国の保護主義的措置の議論「特定の貿易上の懸

念（Specifi c Trade Concern：STC）」 を中心に、

TBT 協定に関するガイドラインの作成（TBT 協定

3 年見直し。（d）参照。）や、各国の経験の共有等

を行っている。

（d）TBT協定 3年見直し（TBT協定第 15.4 条）

　TBT 委員会は、TBT 協定第 15.4 条に基づ

き、3 年ごとに TBT 協定の実施及び運用を検討

する。この「TBT 協定 3 年見直し（The Triennial 

Review）」は、1997 年以来 3 年ごとに行われてお

り、2012 年 11月には、第 6 回 TBT 協定 3 年見直

し決定文が、WTO 全加盟国の全会一致により採

択された。

　累次の TBT 協定 3 年見直しにおいては、TBT

通報の手法や TBT 委員会の運営方法等が議論さ

れ、実務上のルールが徐々に明確化されてきた。特

に、2000 年の第 2 回 TBT 協定 3 年見直しにおい

て採択された「国際規格 6 原則」は、紛争解決手

続において TBT 協定第 2.4 条の解釈指針として参

照される等、大きな影響を有している（（b）（iii）参照）。

　TBT 協定第 6 回 3 年見直しにおいては、日本を

含む各国からの書面提案が行われ（合計13 ヶ国、

26 回）、2012 年 9月から11月にかけて開催された

3 回の TBT 委員会非公式会合において、集中的に

議論が行われた。議論の対象は、①良き規制慣行、

②適合性評価手続、③任意規格、④透明性、⑤
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技術援助、⑥特別の異なる待遇、⑦委員会の運営

であるが、主なポイントは以下の 4 点である。

　1 点目は、任意規格に関連した民間規格（private 

standard）の取扱いである。日米欧等の先進国は、

民間規格は定義が曖昧であるうえ、TBT 協定の対

象外であることから、TBT 委員会ではそもそも議

論すべきでないと主張していた。他方で、インド、

中国等の途上国は、民間規格は主に先進国により

策定されており、貿易障壁的効果を有していること

から、TBT 委員会で議論すべきと主張していた。

妥協点を模索すべく議論を行った結果、上記見解を

両論併記するとともに、民間規格の理解を深めるた

め、まずは、TBT 協定とは離れて、任意規格につ

いての情報交換を行うことが合意された。

　2 点目は、 良き規 制 慣 行（Good Regulatory 

Practice：GRP）についてである。GRPとは、基

準・認証制度による貿易障壁を軽減するための様々

な取組を包含する概念であるが（なお、この用語は、

TBT 協定上の概念ではない）、今後、「規制のライ

フサイクル（regulatory lifecyle）」を踏まえ、強制

規格や適合性評価手続の策定、履行、改正段階そ

れぞれのベストプラクティス策定を目指すことが合

意された。

　3 点目は、透明性に関し、TBT 通報に規制影響

評価（Regulatory Impact Assessment：RIA）を

任意で記載することや、日本提案を踏まえ、TBT

照会所の機能強化や任意規格の立案状況（TBT 協

定附属書 3 のL 項等）の状況に関し、今後、情報

交換を行うことが合意された。

　4 点目は、TBT 協定第 6 回 3 年見直しのフォロー

アップとして、向こう3 年間の TBT 委員会において、

上記各分野における経験の共有を行うことが合意

された。

③SPS協定

　SPS 協定は、衛生植物検疫措置が偽装された貿

易制限となることを防止し、国際基準に基づいて各

国の衛生植物検疫措置の調和を図ることを目的とし

ている。その概要は以下のとおり。

①　人、動物又は植物の生命又は健康を保護する

ために必要な限度内において、科学的な原則に

基づいて衛生植物検疫措置を適用する（SPS 協

定第 2.2 条）。

②　同様の条件の下にある国の間で、恣意的又は

不当な差別をしないことを確保する。国際貿易に

対する偽装した制限となるような態様で衛生植物

検疫措置を適用してはならない（SPS 協定第 2.3

条）。

③　国際的な基準等がある場合には、別段の定め

がある場合を除き、それに基づいて衛生植物検

疫措置を採る（SPS 協定第 3.1条）。

④　科学的に正当な理由がある場合等においては、

関連する国際的な基準よりも高い保護の水準をも

たらす衛生植物検疫措置を導入し、維持すること

ができる（SPS 協定第 3.3 条）。

⑤　衛生植物検疫措置は、関連国際機関が作成し

た評価方法を考慮して行った危険性評価に基づ

いて行わなければならない（SPS 協定第 5.1条）。

⑥　危険性の評価は科学的証拠等に基づいて行わ

なければならない（SPS 協定第 5.2 条）。

⑦　衛生植物検疫措置の保護水準について、恣意

的又は不当な区別の設定によって、国際貿易に対

する差別又は偽装された制限をもたらしてはなら

ない（SPS 協定第 5.5 条）。

⑧　衛生植物検疫上の適切な保護の水準を達成す

るために必要である以上に貿易制限的であっては

ならない（比例原則、SPS 協定第 5.6 条）。

⑨　関連する科学的根拠が不十分な場合には、関

連国際機関から得られる情報及び他国が適用

している措置から得られる情報等に基づき、暫

定的な措置を採用することができる（予防原則、

SPS 協定第 5.7条）。

⑩　上記措置の透明性を確保するため通報義務を

規定（SPS 協定第 7条）。



7 2014 年 11 月の TBT 委員会の場を活用した業界を記載した。
8 TBT 委員会の議論状況を詳細に紹介した日本語文献としては、泉卓也『貿易上の懸念に関する多国間レビュー』法律事報 2012

年 9 月号の p.47 ～ 51 がある。
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（3）TBT 協定を活用する際の実務的
留意点

①TBT協定の活用状況と背景

　以上述べたように、TBT 協定は、個別企業の戦

略的観点からは他国の製品規制に影響を及ぼすこ

とを可能にする国際ルールと捉えられるが、我が国

産業界で TBT 協定を活用している業界は限られて

いる（例えば、鉄鋼業界、化学業界、化粧品業界、

情報通信機器業界、産業機械業界 7）。その理由の

ひとつとしては、TBT 協定の存在や活用方法が産

業界に十分周知されていない可能性が考えられる。

　TBT 協定に関する先行研究や文献は、主として、

紛争解決手続の事例研究や理論的観点からの分析

が中心であった。より実務的、実践的な観点から、

TBT 委員会での議論や TBT 協定の活用方法を紹

介することは、TBT 協定の活用を活発化させるうえ

で有益であろう8。

　そこで本項では、我が国産業界が外国政府の貿

易制限的な措置に直面した際、TBT 協定をどのよ

うに活用できるかを具体的に紹介し、政府とも連

携した、TBT 協定のさらなる効果的な活用を促す

ことを目的とする。なお、本項では TBT 協定及び

TBT 委員会を活用した貿易制限的措置への対応に

絞って記述するが、これは決して産業界が他の手段

やチャネルを通じてそうした措置に対応することを

否定するものではない。むしろ、相手国政府への

直接の要望・申し入れや、政府と連携した二国間対

話等の場での要求・交渉ともうまく組み合わせて効

果的に対応することが望ましい。

②問題発見のための視点

　外国政府の貿易制限的な措置に直面した際は、

まず、当該措置が TBT 協定の対象であるかを検

討する必要がある。その際、強制規格等の定義を

検討するだけでなく、併せて、当該措置が以下のよ

うな観点から問題がないかも検討するとよい。

•　合理的理由がないのに、国産品又は第三国の

産品と比べて、我が国産品（自社製品）が差別

されていないか（TBT 協定第 2.1条。詳細は（2）

②（b）（i）を参照）。

•　政策目的に照らして、必要以上に過剰な規制で

ないか（TBT 協定第 2.2 条。詳細は（2）②（b）（ii）

を参照）。

　＜仮想事例＞自動車の安全性向上を目的に、①

自動車部品の技術基準を指定し、②四半期毎に

現地政府による工場監査を義務付け、③安全性

とは無関係の生産ノウハウや営業情報の開示を

義務付けるケース。①は、当該技術基準が合理

的な内容であるかを確認する必要がある。②は、

工場監査の頻度が高すぎる点が問題であり、例

えば、3 年に1 度程度に減らすべきである。③は、

政策目的に照らして不必要な規制であるおそれが

極めて強い。

•　政策目的に照らして、合理的に説明のつかない

規制でないか（TBT 協定第 2.1 条、第 2.2 条。

詳細は（2）②（b）（i）及び（ii）を参照）。

　＜仮想事例＞輸入牛肉を国産牛肉と偽装する行

為を防ぐためとして、二元小売制度（輸入牛肉を

販売する小売店においては国産牛肉を販売できな

い制度）を導入したにも拘らず、隣接分野である

豚肉や海産物においては、同様の規制は課せら

れていない場合（参考：韓国‐牛肉事件（DS161、

169））。このような規制相互の不整合を指摘する

ことにより、合理的な内容への是正を説得的に主

張できる可能性がある。

•　合理的理由がないのに、関連する国際規格を

用いず、独自措置を導入していないか（TBT 協

定第 2.4 条。詳細は（2）②（b）（iii）を参照）

　＜仮想事例＞素材 Xのめっき方法 Aを指定する

国際規格が存在する場合、合理的理由がないの

に、独自のめっき方法 Bを国内法令で義務付け

るケース。



9 各国の照会所のリストは、WTO ウェブサイトに公表されており、日本においては、外務省及び日本貿易振興機構（JETRO）
が照会所に指定されている。
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•　本来行うべきTBT通報が行われていない、正

当な理由がないのに 60日のコメント期間を確保

しない、コメント期間終了後即日施行している等、

手続上の瑕疵がないか（TBT 協定第 2.5 条、2.9

条から 2.12 条、10 条。詳細は（2）②（b）（iv）

を参照）。

③ TBT協定の具体的な活用方法

（a）情報収集（TBT通報の精査）

　TBT 協定整合性が疑われる措置があった場合

には、まず、当該措置の内容を精査する必要がある。

WTO 加盟国は、当局のウェブサイトにおいて措置

の内容を公表していることも多いが、併せて、TBT

通報の有無も確認するとよい。

　（2）（b）②（iv）で述べたとおり、WTO 加盟国は、

強制規格及び適合性評価手続の導入時には、事前

の TBT 通報を義務付けられている。過去の TBT

通報は、WTO のウェブサイトに全て公表されてい

るため、産業界も、TBT 通報を確認することが可

能である。TBT通報には、強制規格案の内容、目

的、対象産品、施行予定日、関連法令等が掲載さ

れているため、TBT通報を精査することにより、自

社に対する当該強制規格案の影響を検討すること

が可能である。

　諸外国の中には、本来 TBT 通報を行うべき措

置であるにも拘らず TBT通報を行わないケースや、

正当な理由がないのに60日のコメント期間を確保し

ないケースが散見されるが（第Ⅰ部参照）、本来はそ

の運用を改善し、TBT 協定や累次の TBT 協定 3

年見直し決定文の勧告事項を遵守する義務がある。

（b）措置国への照会（TBT 通報へのコメント・

TBT照会所の活用）

　次に、情報収集の結果、措置国に対する懸念表

明や意見提出を行う必要がある場合の対応を紹介

する。TBT 通報期間内である場合には、TBT 通

報へのコメントが主要な対応となる。加盟国の中に

は、パブリックコメントにおいてステークホルダーか

らの意見募集を確保していることも多いが、併せて、

TBT通報へのコメントが可能かどうかも確認すると

よい。

　（2）（b）②（iv）で述べたとおり、加盟国は、

TBT 通報へのコメントを考慮する義務を負ってい

る。TBT 通報へのコメントは、日本政府からだけ

でなく、産業界（業界団体・個別企業）から行うこ

とも可能である。また、TBT 通報がなされていな

い案件であっても、照会所を通じた質問及び資料

提供要求も可能である 9。

　なお、一般論として、TBT 通報へのコメントは、

措置国が当該コメントを考慮し反映できるよう、で

きるだけ早期に行うことが望ましい。また、単なる

懸念表明にとどまらず、TBT 協定その他の国際ルー

ルに立脚した主張を行うことが望ましい。

（c）TBT委員会の活用

（i）TBT 委員会を通じた保護主義的措置是正のメ

リット

　仮に、措置国に対する懸念表明や意見提出にも

拘らず、措置国が措置を是正しない場合には、政

府を通じて、TBT 委員会開催の際に実施される

二国間会合において措置国に直接懸念表明や改

善申入れをすることや、TBT 委員会で当該措置を

「特定の貿易上の懸念（Specifi c Trade Concern：

STC）として取り上げることも検討すべきである。

措置国に直接アプローチをすることにより当該措置

が是正、緩和されるケースも見られる。TBT 委員

会の STC については、懸念表明国はWTO 事務局

に対し、TBT 委員会の14日前までに STCを登録

し、同 10日前までに登録された STC の一覧表が

WTO 加盟国に配布されるため（第 5 回 TBT 協定

3 年見直し決定文）、懸念を共有する国との連携も

可能である。TBT 委員会の結果は、詳細な議事録

が後日WTOウェブサイトに公表される。TBT 委

員会は、通常、ジュネーブで毎年 3 回（3月、6月、
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11月）開催されるため、相手国の当該措置の是正

状況を定期的に確認することができる。

　各加盟国は、強制規格等による保護主義的措置

是正の場として、「特定の貿易上の懸念」を積極的

に活用している。とりわけ、2008年のリーマン・ショッ

ク以降、新興国を中心に保護主義的措置を取るイン

センティブが高まったことを踏まえ、STC の件数は

大幅に増加している（図表Ⅱ‐11－2）。2012 年に

取り上げられた STC の件数は 94 件と過去最高を

更新した。

　これまでに STC で表明された各国の懸念を整理

すると、以下のとおりである。追加情報提供、明確

化の要請（313 回）、不必要な貿易障壁である旨の

指摘（270 回）、透明性（243 回）、政策目的の合理

性（193 回）、国際規格との整合性（172 回）、外国

産品への差別（125 件）、適切なコメント期間等の確

保（106 件）。これらの視点から、問題となる措置

を再検討することも有益であろう。

　TBT 委員会を通じた保護主義的措置の是正に

は、以下のメリットがあると考えられる。1 点目は、

ルールに基づき、マルチの場で貿易当局間が議論

を行うことで、政治問題化せずに相手国の措置を

是正できる点である。2 点目は、TBT 委員会では、

国内規制の策定段階から議論ができるため、相手

国が修正に応じやすい点である（TBT通報は原則、

規制導入 6 ヶ月前までに行われ、当該通報に係る

措置が TBT 委員会の議論対象となる）。3 点目は、

相手国内で、貿易当局に対する規制当局の説明責

任が発生するため、不合理な規制は自発的に改善

される傾向がある点である。

（ii）具体事例

　以下では、TBT 協定及び TBT 委員会を活用し

つつ、政府と産業界の他の手段やチャネルと組み合

わせて対応したことにより、協定整合性が疑われる

措置が是正されつつある具体例として、米国－リチ

ウムイオン電池輸送規制を紹介する（2012 年版本

報告書の第 I 部第 3 章参照）。

　2010 年 1月、米国運輸省は、リチウムイオン電

池の輸送強化案を公表した。本措置は、当時米国

で多発していた航空輸送中の異常発火事故への対

策として講じられた措置であり、本措置の政策目的

は、航空機の安全輸送の確保であった。2010 年 2

月には、本措置に係るTBT通報が行われた。

　これに対し、日本、EU、中国、韓国は、新ルー

ルに強く反対した。その理由は、本措置が導入され

た場合、輸送コストが大幅に上昇し、産業界ひいて

は消費者が不利益を被るためである。また、TBT

協定上も、本措置は、既存の国際規格と整合して
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いない点（TBT 協定第 2.4 条）、政策目的に照らし

て規制内容が厳しすぎる点（TBT 協定第 2.2 条）

のいずれにも違反する疑いがあった。

　本措置に対しては、政府ルートでは、2010 年か

ら2012 年にかけて、累次の二国間会合や TBT 委

員会で、関心国と連携しつつ米国政府に懸念を表

明し、政策目的に照らして不必要に厳しい規制は撤

廃し、国際規格に整合させるよう求めた。また、民

間ルートでも、電池業界、輸送業界等がパブリック

コメントを提出し、米国国内の団体等とも連携しつ

つ、米国政府に働き掛けを行った。

　結果、2013月2月に、米国議会が既存の国際規

格に整合した新ルール案を導入する方針を決定し、

2015年1月、新ルールが官報にて公表された。新ルー

ルが遵守されれば、大半の問題は回避できる見通し

である。

　このケースにおいては、米国の政策目的と日本等

の貿易自由化の利益が衝突したものの、TBT 委員

会の活用により、我が国産業界の利益を確保しつ

つ、両国の利害調整を図ることができた。

（d）WTO紛争解決手続の活用

　以上の取組によってもなお懸念が解消しない場

合には、WTO 紛争解決手続の活用が選択肢に含

まれてこよう（第 17 章参照）。紛争解決手続を活

用する直接の主体は政府だが、政府が他国の問題

措置を認識し、国内産業への悪影響や紛争解決手

続の活用の可否を検討する上で、個別企業及び産

業界からの情報提供・要望・支援は極めて重要な

要素になる。紛争解決手続の活用如何に関わらず、

一般的に他国の問題措置に対応するうえで官民の協

力は有益だが、とりわけ将来的に紛争解決手続の

活用を要望する可能性がある場合には、早い段階

から政府と情報共有や連携をはかることが極めて重

要である。

　これまでの主要なTBT 紛争案件は図 10－3 の

とおりであるが、これまでに、日本が当事国として

関与した TBT 紛争案件はない。従来、TBT 協

定は緩やかな規律であると考えられてきたことや、

GATTと適用範囲が重複すること等もあり、TBT

協定の解釈が WTO 紛争解決手続で争われたケー

スはほとんどなかった。しかしながら、2012 年に

は 3 件の上級委員会報告書が発出され、TBT 協定

の具体的な規律内容が明確化しつつあり、現在、4

件の紛争が WTO 紛争解決手続に付託されている。

今後も案件の蓄積を通じて、TBT 協定の規律がさ

らに明確化、精緻化され、産業界にとって活用しや

すいものとなることが期待される。

　また、紛争解決手続の活用には、個別の問題措

置の改善をはかるだけでなく、当該国がさらに貿易

阻害的な追加的措置を取ることや、他国が同様の

問題措置をコピーすることを抑止する効果も期待で

きよう。産業界には、紛争解決手続の活用による

相手国政府との関係悪化を危惧する向きも根強い。

しかし、一般論として、WTO 設立から20 年近く

が経ち、中国やロシアも加盟を果たす中で、世界的

にも、紛争解決手続に持ち込まれた案件はルール

ベースで粛 と々問題解決をはかるプラクティスが定

着しつつあるといえよう。

　他方、WTO 紛争解決手続の活用を検討する際

は、以下の点も考慮する必要がある。1 点目は、問

題解決までの時間である。WTO 紛争解決手続は、

最初の協議段階で解決すれば 2 ～ 3 ヶ月でプロセ

スが終わることもあるが、上級委員会判決まで経る

場合 2 ～ 3 年はかかる可能性も考慮に入れる必要

がある。2 点目は、弁護士起用等にかかる費用負

担である。（なお、WTO 紛争解決手続において、

WTO 事務局やパネリストに対する費用支払は生じ

ない。）貿易制限措置に対応する上では早い段階

からある程度の法的分析を行うことが望ましいが、

WTO 紛争解決手続を活用する場合には、より専

門的なリーガルサービスが不可欠になる。問題措置

を改善させる便益との関係で、投資の価値があるか

どうか判断する必要がある。3 点目は、WTO 紛争

解決手続の勧告は基本的に将来効であり、その時

点以降に問題措置を改善させるものだということで

ある。遡及的な救済は別途、相手国の国内裁判等

を通じて実現する必要がある。



GATT/WTO

＜図表Ⅱ‐ 10‐ 3＞　主要な TBT紛争案件一覧
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④まとめ

　繰り返しになるが、TBT 協定は、外国政府の製

品規制に影響を及ぼすツールとして、大きな可能性

を有している。強制規格の定義の広範さと併せ考え

ると、TBT 協定を有効に活用すれば、様々な業界

において、外国政府の貿易制限的な措置による損

害を未然に防止し、又は最小限に抑えられる可能

性がある。今後、産業界において、TBT 協定の活

用を企業戦略のひとつとして位置付け、政府と効果

的に連携をはかりつつ、積極的に活用していくこと

が期待される。

（4）経済的視点及び意義
　各国の基準・認証制度に大きな差異が見られる

場合、輸出側が各国の規制に個別に適応する必要

があるため、それらが国際的に整合化されている場

合と比べ、製造・販売等に余分なコストを要し、貿

易障壁的な効果を持つおそれが強い。また、当該

措置が内外差別的効果や数量制限的効果を有して

いる場合には、国際貿易を不当に歪曲する可能性

が大きい。他方、各国の正当な政策目的に基づく国

内規制権限は尊重する必要がある。こうした各国の

国内規制権限を尊重しつつ、自由で公正な国際貿

易・経済取引を保証するためには、基準・認証制度

の国際的な整合化を推進するとともに、制定・運用

に関する内外無差別待遇の確保及び透明性の向上

をはかり、不合理な又は偽装された貿易制限を抑止・

改善していくことが不可欠である。

　また、衛生植物検疫制度は、国外からの疾病及

び病害虫の進入を防止することを目的に、その輸出

国における発生状況及び輸入国における発生状況

などを考慮して、科学的、技術的根拠に基づき必

要な措置を採るものである。したがって、各国の

衛生植物検疫制度には、自ずと差異が見られるが、

これらが国際貿易に対する偽装された制限とならな

いことが必要である。

（1）EC̶肥育ホルモン牛肉の輸入禁
止（SPS協定̶DS26）

　1985 年 12月、EU は、消費者の不安等を理由に

ホルモンを使用した食肉の輸入を1988 年 1月から

禁止することを決定した（域内での使用禁止につい

ては 1988 年 3月に決定）。米国は、係るEUの決

定は、科学的根拠がなく、スタンダード・コード第

7条第 2 項違反であるとしてGATT 第 23 条協議を

要請していたが、EU は、当初予定から1年遅れの

1989 年 1月から肥育ホルモン剤を使用した食肉の

輸入を全面禁止した。このため、米国は、同年 1月

より通商法 301条に基づく制裁措置（牛肉、トマト

調整品、コーヒー、アルコール飲料、ペットフード

等に対する100％の関税引き上げ（9,000 万ドル相

当））を発動した。

　こうした事態の解決が図られないまま、1995 年 6

月、米国は、EUの上記輸入禁止措置には科学的

根拠がなく、GATT及び SPS 協定違反であるとし

て、1995 年末までに本件が解決されない場合には、

WTO の紛争処理手続に持ち込む意向を表明した。

　これに対して、EU は、科学者、消費者団体等か

らなる「肥育ホルモンに関する科学会議」を開催、

1996 年 1月の同会議レポートは「天然及び合成ホ

ルモンの使用が人の健康に危険を及ぼすという証

拠はない」旨を結論づけたが、EU農相理事会は、

輸入禁止措置の継続を決定した。

　このため、米国は、EUの措置は GATT 第 3 条

及び第 11条並びに SPS 協定第 2 条、第 3 条及び

第 5 条等に違反するとして、1996 年 1月に GATT

第 22 条に基づく協議を要請、同年 5月にはパネル

が設置された（同年 7月にカナダもEU に対し別途

GATT 第 22 条協議を要請、同年 10月には米国と

は別にパネルが設置された）。これに伴い、米国は

前述の対 EU 制裁措置を解除した。

　パネルは 1997年 8月に報告書を配付し、肥育ホ

ルモン牛肉の輸入禁止は、国際的な基準に基づい

2．主要ケース
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ていないとした上で、危険性の評価にも基づいてお

らず、また、国際貿易に対する差別又は偽装した制

限をもたらすものであるとして、SPS 協定第 3 条第

1項並びに第 5 条第 1項及び第 5 項に違反すると認

定した。

　EU はパネルの判断を不服として、1997 年 9月

に上級委員会への申立てを行った。上級委員会は

1998 年 1月に報告書を配付し、EUの措置は国際

貿易に対する差別又は偽装した制限をもたらすもの

ではないとして SPS 協定第 5 条第 5 項には違反し

ないとしたが、EUの措置が十分な危険性の評価に

基づいていないという点については、パネルの判断

を支持し、SPS 協定第 5 条第 1項に違反すると認

定した。なお、パネルが国際的な基準よりも高い水

準の検疫措置を導入又は維持するための要件を満

たしているか否かの挙証責任は措置国（EU）にあ

るとしたのに対し、上級委員会は提訴国（米国）に

あるとの判断を行った。

　1998 年 2月に上級委員会の報告書が採択され、

紛争解決機関（DSB）は EU に上級委員会報告を

踏まえた適切な措置を講ずるよう勧告した。

　その後、実施期限を迎えてもEU が輸入禁止措

置を撤回しなかったことから、米国及びカナダは、

対抗措置（譲許停止） について DSU第 22 条 6 項

に基づいて仲裁を経て DSB の承認を受け、それぞ

れ1999 年、7月及び 8月以降に関税率の引き上げ

を実施した。

　なお、EU は、措置を改正したにも関わらず、米

国及びカナダが対抗措置を継続しており、当該対

抗措置は GATT 第 2 条等に反するとして、再度

WTO 紛争解決手続に則って訴えを提起し（DS320：

米国̶譲許停止継続パネル）、2008 年 3月にパネ

ル報告書、同年 10月に上級委員会の報告書が配

布された（上級委員会は、EUが DS26 の判断に基

づきSPS 協定違反の措置を改めたか否かを確定す

るため、当事国はまず履行パネルを利用する必要が

あると判断している）。その後、2009 年 9月に和解

が成立した。

（2）EC̶イワシに関するラベリング
規制（TBT協定̶DS231）

　EU は、1989 年 6月、缶詰イワシに関し、EU 域

内ではヨーロッパマイワシ（Sardina pilchardus）か

ら製造されたものに限り、「イワシ（Sardine）」と

の表示を付して販売することができるとする規則

（No. 2136/89）を定めた。本規則により、ヨーロッ

パマイワシ以外のイワシに、例えば「○○産イワシ

（Sardine）」といった表示をすることが認められな

いこととなった。

　なお、1978 年に FAO/WHO 合同食品規格委

員会で採択されたイワシ製品に関する規格（以下、

「Codex 規格」という。）では、缶詰イワシは、ヨーロッ

パマイワシとペルー産マイワシ（Sardinops sagax）

を含む21 種類の鮮魚若しくは冷凍魚から製造され

たものを言うとされている。また、製品のラベリン

グ要件に関しては、単なる「イワシ（Sardine）」と

表示できるのはヨーロッパマイワシのみであり、ペ

ルー産マイワシを含むその他の 20 種類のマイワシ

については、国名や地域、種名等を併記した「○○

イワシ（Sardine）」と表示すべきことを定めている。

　ペルーは、2001年 3月、自国の産品につき「イ

ワシ（Sardine）」を含む表示を一切認めないとする

本規則は、関連する国際規格を強制規格の基礎と

して用いることを求めるTBT 協定第 2.4 条等に違

反するとして、GATT 第 22 条に基づく協議を要請、

同年 7月にはパネルが設置された。

　本件の主たる争点は、①本規則が TBT 協定上の

「強制規格」に該当するか、② Codex 規格が TBT

協定第 2 条第 4 項に言う「関連する国際規格」に

該当するか、③関連する国際規格を本規則の基礎と

して用いることが追求される正当な目的を達成する

方法として効果的でなく又は適当でない場合（TBT

協定第 2 条第 4 項）に該当するか、であった。

　パネルは 2002 年 5月に報告書を配付し、①本規

則は TBT 協定上の「強制規格」に該当する、②

強制規格導入後に制定された国際規格についても、

TBT 協定第 2.4 条が適用されるとしつつ、本規則

とCodex規格が共に缶詰イワシという同じ産品を扱
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い、本規則が Codex 規格に対応するラベリング要

件を定めていること等から、Codex 規格は TBT 協

定上の「関連する国際規格」に該当するが、Codex

規格は本規則の基礎として用いられていない、③提

訴国側は、「関連する国際規格」（対象産品や規律

事項等の類似性を考慮して判断する。）が存在し、

当該国際規格が問題となっている強制規格の「基

礎」（強制規格と国際規格に密接な関係があり、か

つ、相互に矛盾がないこと。）として用いられてい

ないことを示せば足り、「関連する国際規格が、追

求される正当な目的を達成する方法として効果的で

なく又は適当でない場合」に該当するか否かの挙

証責任は措置国側にあるとした上で、本件におい

て、Codex 規格が本規則の追求する正当な目的を

達成する方法として効果的でなく又は適当でないこ

とは EUによって立証されておらず（加えて、ペルー

は Codex 規格が正当な目的達成のために効果的で

適当であることを示す十分な証拠と法的根拠を提示

しているとの判断も示した）、本規則は TBT 協定

第 2 条第 4 項に違反すると認定した。

　EU はパネルの判断を不服として、2002 年 6月に

上級委員会への申立てを行った。上級委員会は同

年 9月に報告書を配付し、正当な目的を達成する方

法としてCodex 規格が効果的で適切であることの

挙証責任は提訴国であるペルーが負うとしたが、そ

の余の点についてはパネルの判断を支持し、本規則

は TBT 協定第 2 条第 4 項に違反すると認定した。

同年 10月、同報告書が採択され、DSB は EU に

対し、本規則をTBT 協定に整合的なものとするよ

う勧告した。その後、2003年7月に和解が成立した。

（3）米国̶マグロ及びマグロ製品の輸
入、売買及び販売に関する措置（TBT
協定̶DS381）

　米国は、特定の漁法によらず水揚げされたマグロ

から製造されるマグロ製品について、イルカに対す

る安全性表示（dolphin-safe）を禁止する表示規制（以

下、「本表示規制」という。）を導入した。メキシコは、

従来、イルカと一緒に泳ぐ習性のあるマグロを巾着

網による方法により獲っていたが、本表示規制によ

り、米国においては、当該方法により獲られたマグ

ロから製造されるマグロ製品には、イルカに対する

安全性表示が表示できなくなった。米国は、本表

示規制の目的は、米国消費者に対し、マグロがイ

ルカに害を与えない方法で水揚げされたか否かの情

報提供であると主張している。

　他方メキシコは、本表示規制はメキシコから米国

向けのマグロ輸出を不当に妨げており、多数国間条

約である「国際的イルカ保全プログラムに関する協

定（以下、「AIDCP」という。）」に不整合であるこ

とから、GATT 第 1条及び第 3 条並びに TBT 協

定第 2 条に違反すると主張して、2009 年 3月9日、

DSB に対しパネル設置要請を行った。

　本件の主たる争点は、①本表示規則が TBT 協

定上の「強制規格」に該当するか、②本表示規制

が内国民待遇義務に違反するか（TBT 協定第 2.1

条）、③本表示規制が正当な目的を達成するために

必要以上に貿易制限的であるか（TBT 協定第 2.2

条）、④本表示規制の基礎として、関連する国際規

格であるAIDCP を用いる必要があるか（TBT 協

定第 2.4 条）、であった。

　パネルは、2011年 9月15日、パネル報告書を

配布した。パネルは、①に関し、本表示規制は

TBT 協定上の強制規格に該当する、②に関し、本

表示規制は国籍中立的な規制であり、TBT 協定

第 2.1条には違反しない、③に関し、本表示規制

の目的は正当であるものの、同じ政策目的を達成す

る、より貿易制限的でないAIDCPを代替措置とし

て採用すべきであり、TBT 協定第 2.2 条に違反す

る、④に関し、AIDCPを国際規格と認定しつつ、

AIDCP だけでは、米国の消費者に対しマグロの漁

法に関する十分な情報ができないため、AIDCPを

本表示規制の基礎として用いる必要はないと認定し

た。なお、GATTについては、訴訟経済の観点から、

パネルは判断を行わなかった。

　これに対し、メキシコ及び米国は、パネルの判断

を不服として、2011年 10月31日に上級委員会への

申立てを行った。
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　上級委員会は、2012 年 5月16日に報告書を配

布した。①に関し、上級委員会は、「本表示を行わ

なくとも米国市場での販売は可能であり、本表示規

制の遵守は義務付けられていない」とする米国の主

張を退け、市場での販売可能性は本要件の判断に

おいては無関係であり、特定の漁法でなければ当該

表示ができないという点で、本表示規制の遵守は

義務である、②に関し、本表示規制は米国産とメ

キシコ産を公平に扱っているとはいえず、メキシコ産

品に対する競争条件を不利に変更しており、TBT

協定第 2.1 条に違反する、③に関し、本条の適合

性を、問題となる強制規格が正当な目的（legitimate 

objective）を達成するか、問題となる強制規格が

正当な目的を達成するために必要以上に貿易制限

的か（more trade-restrictive than necessary）と

いう2 ステップで判断し、「正当な目的」について

は、強制規格の文面や立法経緯、その他強制規格

の構造と運用等に照らして判断すると判示しつつ、

AIDCPは本表示規制と同等には米国の政策目的を

達成できる代替措置ではないことから、TBT 協定

第 2.2 条に違反しない、④に関し、本条の適合性を、

関連する国際規格が存在する又は制定が間近であ

るか、当該強制規格が国際規格を基礎としている

か、適用除外の有無の 3 ステップで判断すると判示

しつつ、2000 年の第 2 回 TBT 協定 3 年見直しで、

WTO 全加盟国の全会一致により採択された「国際

規格 6 原則」を解釈指針として参考にしつつ、国

際規格はWTO 全加盟国に開放されなければなら

ないとし、AIDCP は本要件を満たさないため、国

際規格には該当しないと認定した。

　DSB は、2012 年 7月、上記上級委員会報告書

及びパネル報告書を採用した。そして、同年 9月に

は、履行のための合理的な期間を13 か月間（2013

年 7月まで）とする合意が当事国間で成立した。

　しかしながら、カナダ及びメキシコは米国による

履行が不十分であるとして、2013 年 11月、DSB に

対し履行確認パネル設置要請を行った。現在、履

行確認パネルの審理が行われている。

（4）米国̶輸入畜産物に係るラベリン
グ措置（TBT協定̶DS384、386）

　米国は、食肉について、大要、以下の 5 つのカテ

ゴリーを定め、これに応じて貼付可能なラベルを区

別する制度を導入した。

①カテゴリーA　米国産

　専ら米国で出生、養育及び屠殺された動物に由

来する食肉

②カテゴリーB　複数生産国

　出生、養育又は屠殺のいずれかが米国で行われ

た動物に由来する食肉

③カテゴリー C　即座の屠殺のための輸入

　即座に屠殺するために米国に輸入された動物に

由来する食肉

④カテゴリーD　外国産

　米国で出生、養育又は屠殺のいずれもされていな

い食肉

⑤カテゴリーE　挽肉

　このようなカテゴリーに応じたラベルは以下のとお

りである。すなわち、100％カテゴリーAの食肉か

ら成る製品については「米国産」とのラベル（ラベ

ルA）を貼付することができる。カテゴリーB及び

C の食肉については、出生、養育及び屠殺のいず

れかの処置が行われた生産国をすべて表示する必

要がある。ただし、カテゴリーB についてはいずれ

の順序で原産国を表示することも許容されている。

なお、これらのカテゴリーの食肉とともに、カテゴ

リーAの食肉を原材料として使用した製品について

も、単に「米国産」と表示するラベルAを用いるこ

とは許されず、すべての生産国を表示したラベル（ラ

ベル B又は C）を貼付しなければならないが、混

合が一生産日内に行われる場合は原産国をいずれ

の順序で表示することも認められている。カテゴリー

D の食肉については、原産地規則に従って当該国

名を表示したラベル（ラベルD）が貼付される。また、

カテゴリーE の挽肉については、すべての生産国の

リストが必要になる。

　このような表示規制（COOL 措置）の目的は、消

費者に対し生産国に関する情報を伝達することにあ
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ると主張する米国に対し、カナダ及びメキシコが、

真の目的は国内産業保護にあり、TBT 協定第 2.1

条及び第 2.2 条に違反するなどと主張して、2009 年

10月7日、DSB に対しパネル設置要請を行った。

　パネルは、COOL 措置によれば、出生、養育、

屠殺及び加工等のサプライチェーンの全過程におい

て、各過程が行われた国がどこであったのかという

情報の保有が必要になると認定した上、そのような

生産国情報の保有のためには、生産国に応じて食

用動物を分離して管理する必要が生じるところ、そ

のような分離管理を行うと、輸入動物を用いる方が

米国産動物を使用するよりもコスト高になり、各業

者に対し輸入動物よりも米国産動物を使用するイン

センティブを与えることになるため、COOL 措置は、

輸入動物を事実上差別するものであり、TBT 協定

第 2.1条違反と判断した。

　さらに、パネルは、COOL 措置が消費者に対し

て生産国の情報を伝えるという正当な目的に基づく

ものであることは認めたが、ラベル B及び C は、

その表示の内容からして、消費者に対して生産国に

関する正確な情報を伝えるものではないと認定して、

COOL措置は、上記目的を満たすものではないから、

TBT 協定第 2.2 条にも違反すると判断した。

　上級委は、前後記米国̶タバコ事件及び米国̶

マグロⅡ事件の上級委で示された判断基準に照らし

て検討し、輸入品に対する不利益な効果は専ら正

当な規制上の区別から生じているものではなく、輸

入品に対する差別に当たる、COOL 措置が TBT

協定第 2.1条に違反するとのパネルの判断を支持し

た。しかし、TBT 協定第 2.2 条違反の判断につい

ては、パネルによる解釈を修正しつつも、米国̶

マグロⅡ事件で上級委が示した判断基準に従い、

COOL 措置とカナダ及びメキシコが主張する代替措

置について、①目的に対する貢献の程度、②貿易に

対する制限の程度及び③目的を達成できないリスク

と結果の重大性を検討することとした。また、正当

な目的の達成については、閾値は存在しないとした。

そして、いずれの措置についても、目的に対する貢

献の程度を認定するだけの事実がパネルによって認

定されていないとして、結論として、COOL 措置が

TBT 協定第 2.2 条に違反するとは判断できず、こ

の点に関するパネルの判断を覆した。

　米国は上記判断を受けてCOOL 措置を改正した

が、カナダ及びメキシコは米国による履行が不十分

であるとして、2013 年 8月、DSB に対し履行確認

パネル設置要請を行った。履行確認パネルは、改

正された COOL 措置は、改正前の COOL 措置と

比較して、原産地のより詳細な表示を要求すること

から、分離管理・記録の負担がより重くなり、輸入

品よりも国産品を選択するインセンティブを強めるた

め、米国市場における輸入品の競争機会に対して

一層不利益な影響を与えると認定した。そのうえで、

記録負担の増加、ラベルがなお不正確であるリスク

があること、飲食店での利用や加工食品など相当

程度の例外が許容されていること等に鑑みると、上

記の不利益は専ら正当な規制上の区別から生じて

いるものではないため、米国産動物と輸入動物を事

実上差別する措置として TBT 協定第 2.1条に違反

すると判断した。TBT 第 2.2 条については、改正

COOL 措置と、申立国が主張する 4 つの代替措置

を比較検討し規制目的への貢献度が部分的である

こと、改正前より貿易制限度が高いこと、及び消費

者の関心等に鑑みた規制目的が達成できない場合

のリスクの程度は提出された証拠では確定できない

こと、並びに申立国の主張する代替措置は規制目的

に対して改正COOL 措置と同程度に貢献するもの

ではないか、又は申立国によって適切に代替措置の

内容が特定されていないことをそれぞれ認定したう

えで、申立国は改正COOL 措置が必要以上に貿易

制限的であることを十分に証明できていないとして、

違反するとは判断しなかった。2014 年 11月、米国

が上訴し、現在、履行確認パネルの上級委員会の

審理が行われている。

（5）米国̶クローブ入り葉巻きタバコ
の生産・販売に関する措置（TBT協
定̶DS406）

　米国は、クローブを含む香料入り葉巻きタバコの
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生産、販売を禁止する措置（以下、「本件禁止措置」

という。）を導入した。本件禁止措置の目的は、議

会委員会の報告によれば、公衆衛生の保護及び 18

歳未満の葉巻きタバコ喫煙者数を減少させることに

あった。香料入り葉巻きタバコ（fl avored-cigarettes）

は新たな喫煙者にはなじみやすいものであり、これ

を市場から排除することで若い喫煙者が通常の葉

巻きタバコに至る手立てを封じることができる、と

いうのがその理由であった。しかしながら、メンソー

ル入り葉巻きタバコは、本件禁止措置の対象から明

示的に除外されていた。

　これに対し、インドネシアは、メンソールを除く

香料入り葉巻きタバコを禁止する米国の本件禁止措

置は、インドネシアから輸入されたクローブ入り葉

巻きタバコに対して不利な待遇をもたらすものであ

るから、TBT 協定第 2.1 条（代替的に GATT 第

3 条 4 項）の内国民待遇に整合しない等々主張し、

2010 年 6月9日にパネル設置要請を行った。

　紛争解決手続における先例によれば、TBT 協定

第 2.1条への適合性は、①問題となる対象措置が

強制規格であるか、②輸入品と国産品（及び第三

国からの輸入品）とが同種の産品（like product）

であるか、③輸入品が国産品（及び第三国からの

輸入品）と比べて不利な待遇（treatment no less 

favourable）がなされているか、という3 ステップ

で判断が行われるが、本件では、主に、②「同種性」、

及び③「不利な待遇」の該当性につき争われた。

　パネルは、上記②「同種性」について、TBT 協

定の前文（preamble）及び本件禁止措置が強制

規格にかかるものであることに鑑み、GATT 第 3

条 4 項の同種性の判断においても採用されている

競争関係に基づく伝統的な基準が TBT 協定第

2.1条の同種性の判断にも自動的に適用されるもの

ではないとしつつ、本件禁止措置の正当な目的に

着目し、上記伝統的な基準のうち産品の物理特性

（physical characteristics）及び消費者の嗜好と習

慣（consumer tastes and habits）に特別の重きを

おいて評価し、結果、両葉巻きタバコの同種性を認

定した。上記③「不利な待遇」については、パネルは、

待遇を比較すべき産品をインドネシアから輸入され

るクローブ入り葉巻きタバコ及び国産のメンソール入

り葉巻きタバコと認定した上で、これらの産品に与

えられる待遇が異なるものであって、その差異が輸

入産品に不利に競争条件を変更するものであるとし

て、本件禁止措置は TBT 協定第 2. 1 条に違反す

ると判断した。

　米国は、パネルの判断を不服として、2012 年 1

月 5日に上級委員会への申立てを行った（併せて

TBT 協定第 2.9.2 条違反及び第 2.12 条違反とした

判断についても申立てを行っている。）。

　上級委員会は、上述の争点の判断に先立ち、

TBT 協定の前文を精査し、同協定は GATT の規

律を拡大するものであり（備考（recital）2）、両協

定は一貫し整合した態様で解釈されるべきであり、

また、TBT 協定は、貿易障壁を取り除き自由貿易

を促進することを目的とすると同時に（備考 5）、正

当な目的での強制規格を導入する権利を加盟国に

認めるものであり（備考 6）、各条項はこれらの利益

を調整する態様で解釈されるべきであるとした。そ

の上で、上記②「同種性」については、前文に示さ

れた TBT 協定の上記目的に照らし、TBT 協定第

2.1 条の「同種性」についての決定は、GATT 第

3 条 4 項におけるのと同様に、問題の産品間の競

争関係の性質と程度に基づいてなされるものである

し、同種性の判断に強制規格の正当な目的を考慮

するとしたパネルの判断に不同意とした。その上で、

米国が不服を申立てた、クローブ入り葉巻きタバコ

とメンソール入り葉巻きタバコの用途（end-uses）及

びこれら産品に関する消費者の嗜好と習慣について

のパネルの評価について分析を行い、クローブ入り

葉巻きタバコとメンソール入り葉巻きタバコは TBT

協定第 2.1条の意味における同種の産品であるとし

たパネルの判断を、異なる理由によってではあるも

のの、支持した。上記③「不利な待遇」について

は、TBT 協定前文の備考 6及び GATT 第 3 条 4

項との関係に照らし、問題の強制規格が法律上（de 

jure）輸入産品を差別しない場合には、国産の同

種の産品に対する輸入産品の競争機会への悪影響
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が存在するからといって、不利な待遇が存在するこ

とには必ずしもならないのであり、当該悪影響が、

輸入産品に対する差別を反映したものではなくむし

ろ正当な規制上の区別に専ら起因するか否かを分

析すべきであり、強制規格が輸入産品に対して差

別的であるかどうかを決定するためには、強制規格

の制度設計等、特に強制規格が公平（even-handed）

か否かについて精査しなければならない、とした。

また、TBT 協定第 2.1条の内国民待遇義務への整

合性は、申立国からの輸入産品と同種の国産品を

比較して判断されるものである、とした。その上で、

本件禁止措置により禁止されるのは主にインドネシ

アから輸入されるクローブ入り葉巻きタバコである一

方で、許可されるのは主に国産のメンソール入り葉

巻きタバコであることが統計データから把握される

ことを踏まえ、本件禁止措置の制度設計は、本件

禁止措置によるクローブ入り葉巻きタバコの競争機

会への悪影響は、インドネシアからの輸入同種産

品に対する差別を反映していることを示唆している、

と判断した。そして、本件禁止措置の目的は、普通

の葉巻きタバコに比べ若者がより心地よく喫煙を開

始できるようにする特徴を備える香料入り葉巻きタ

バコを禁止することにより「若者の喫煙を減らす」こ

とであったが、クローブ入り葉巻きタバコとメンソー

ル入り葉巻きタバコの両方がこの特徴を有するため、

上記クローブ入り葉巻きタバコの競争機会への悪影

響は、正当な規制上の区別に起因するものでもない、

とした。以上から、本件禁止措置は、輸入同種産

品と国産同種産品に与えられる待遇を明白に区別し

ないものの、差別を反映する態様で機能する、即ち、

香料入り葉巻きタバコの禁止措置からメンソール入り

葉巻きタバコを除外することにより、国産の同種産

品に与えられるよりも不利な待遇をインドネシアから

輸入されたクローブ入り葉巻きタバコに対して与える

ものである、と判断した。ほかに、TBT 協定第 2.12

条にも違反するとの判断も示している。

　DSB は 2012 年 4月上級委員会報告書を採用し、

当事国間で 2014 年 10月に和解が成立した。

（6）EC̶アザラシ製品の販売禁止措
置（TBT協定̶DS400、401）

　EU は、2009 年 9月、全ての鰭脚類（アザラシ、

アシカ及びセイウチ。以下、単に「アザラシ」という。）

及びアザラシ製品の輸出入及び域内販売を禁止す

る措置（以下、「本措置」という。）を導入した。本

措置には例外として、イヌイット等の先住民族がそ

の生計のために行った伝統的狩猟によるもの（イヌ

イット例外）、②専ら海洋資源の持続可能な管理を

目的とした狩猟によるもの（管理狩猟例外）、③旅

行者等の個人使用に供する物の輸入（旅行者例外）

が設けられていた。また、2010 年 8月には、本措

置に基づきEU 市場でアザラシ及びアザラシ製品を

販売するために遵守すべき手続を定めた同措置の

実施規則も公表（以下、「本実施規則」という。）さ

れた。

　これに対し、カナダ及びノルウェーは、本件措置

が WTO 協定違反であるとして、それぞれ 2011年

2月14日及び 3月14日にパネル設置要請を行った。

　本件の主たる争点は、①本措置が TBT 協定第

2.1条に違反するか、②本措置が TBT 協定第 2.2

条に違反するか、③本実施規則が、適合性評価手

続が必要以上に厳重なものであってならないと定め

るTBT 協定第 5.1.2 条に違反するか、④本実施規

則が、適合性評価手続が他の加盟国からの輸入品

よりも不利でない順序で行われなければならないと

定めるTBT協定第5.2.1条に違反するか、であった。

特に③④については、適合性評価手続が WTO 紛

争処理手続で判断された最初のケースとして注目さ

れる。

　パネルは、2013 年 11月 25日、パネル報告書を

配布した。①について、パネルは、まずカナダ産ア

ザラシとグリーンランド産・EU 産アザラシは同種の

産品であることを認定した。次に、カナダ産アザラ

シはイヌイット例外及び管理狩猟例外のいずれもほ

とんど適用できない一方で、グリーンランド産及び

EU 産アザラシは各々イヌイット例外及び管理狩猟

例外が広範に適用可能であることを根拠に、本件

措置は、カナダ産アザラシの競争条件を不利に変
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1．はじめに

（1）TBT協定による規律の対象及び内容の明確化

　日本国内では従来、TBT 協定は主に製品の品質

等に関する基準及びその適合性を評価する認証を

規律対象とする協定と考える向きがあった。しか

し、TBT 協定上の強制規格の概念は、一般に想定

されるいわゆる「基準」にとどまらず、包装規制や

ラベリング規制も含め、およそ製品に関する内国規

制すべてを包含する概念であり、このことは、直近

の TBT 協定関連の判例で、嗜好品の販売禁止やラ

ベリング規制が問題とされたことからも明らかであ

る。

　また、TBT 協定は、強制規格の内容を相当程度

制約する規律を備えている点においても、注目に値

する。具体的には、加盟国の製品規制は、内外無差

別、最少の貿易制限効果や国際規格による基礎付け

が求められている点などが重要である。そして、こ

れらの規律について、直近の先例がより具体的な判

断基準を形成・発展させていることは、TBT 協定

に関する判例蓄積を通じて実質的に製品規制を巡る

規律の精緻化が進んでいることを意味する。

　こうした TBT 協定関連の判例蓄積や、TBT 委

員会における各国の製品規制に関する議論の活性化

は、従来は各国の国内規制権限の範疇と考えられて

いたような製品規制についても、他国が WTO を活

用してその妥当性や必要性を問う余地が拡大してい

ることを示唆している。

（2）本コラムの目的

　こうした動きの背景には、過去の GATT/WTO
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更するものであると認定した。その上で、この区別

は動物福祉というEUの政策目的から合理的な説

明ができないため、正当な規制上の区別に起因する

ものではなく、TBT 協定第 2.1 条に違反すると判

断した。②について、パネルは、本措置は EUの政

策目的に一定程度貢献するものであると認定した上

で、カナダ及びノルウェーが示した代替措置（動物

福祉の要件の定立、動物福祉の要件の適合性証明

及び当該適合性証明の表示）では、本措置と同程

度に政策目的を達成することが立証できていないこ

とを根拠に、TBT 協定第 2.2 条には違反しないと

判断した。③について、パネルは、本実施規則が

公表されたのは施行の 3日前（2010 年 8月17日）

であり、短い経過期間の元で貿易上の不必要な障

害をもたらしたことから、本実施規則は TBT 協定

第 5.1.2 条第 1文（適合性評価手続は国際貿易に対

する不必要な障害をもたらす結果となるように立案・

制定されてはならない旨も規定されている）に違反

すると判断したが、他方、同条第 2 文（適合性評

価手続は必要以上に厳重であってはならない旨規定

されている）については、②と同じく代替措置の立

証に失敗したため違反はしないと判断した。④につ

いて、パネルは、本条の適合性を検討するための十

分な事実関係が不足しているため、本実施規則が

TBT 協定第 5.2.1条に違反するとはいえないと判断

した。

　各当事国は、パネルの判断を不服として、2014

年 1月に上級委員会への申立てを行い、2014 年 5

月、上級委員会報告書が公表された。上級委員会は、

本措置の例外要件（アザラシ製品の輸出入及び域

内販売が許容される要件）は狩猟者の特性・狩猟

方法・狩猟目的に関連しており、協定附属書 1の1

項の「製品の特性」に関連するものではないとの判

断から、本件措置が「強制規格」に該当するという

パネルの判断を却下し、TBT 協定の強制規格に該

当することを前提とした主張（第 2.1条、第 2.2 条、

第 5.1.2 条、第 5.2.1 条）の法的判断を行わなかっ

た。附属書 1の1項のPPMを規律するものとして

強制規格性が認められるか否かは別途問題となりう

るが、パネルが十分に検討していないという理由に

より判断を行わなかった。



交渉を通じて水際措置（“border measures”）の一

定のルール化が進展する一方、国境を越える企業活

動が増大・多様化する中で、国内規制に関する問題

（“behind-the-border issues”）が各国政府・企業に

とっての大きな関心事になっている状況がある。す

なわち、企業がグローバルな事業展開を行う上で、

他国の関税や輸出入規制等の国境措置に加えて、環

境や安全等を目的とした国内規制が、貿易・経済取

引上の障壁としてその重要性を増しているといえ

る。

　しかしながら、こうした国内規制については、各

国の地理的差異等に起因する違いや、各国政府の正

当な政策目的に基づく国内規制権限を考慮すると、

国際的に規制を統一することが必ずしも公正かつ

合理的ではない側面もある。こうした国内規制の特

性を考えると、自由で公正な国際貿易・経済取引を

促進する観点からは、TBT 協定を中心とする製品

規制及び適合性評価制度に関する一般的規律を明確

化・精緻化していくことが重要になる。他方、各国

政府・企業の戦略的観点からは、自らにとって有利

な製品規制を他国に導入させ、不利な他国の製品規

制を取り除いていくことが重要になる。実際、各国

政府・企業は、こうした観点から、様々なレベルで

製品規制を巡るルール形成を推進し、またそのプロ

セスに参画することによって、他国の製品規制に影

響を及ぼそうとしている。結果として、今や、製品

規制を巡る制度構築競争とも言える状況が生まれて

いるといえよう。そこで本コラムでは、各国政府や

企業が他国の製品規制に様々な形で影響を及ぼして

いる事例を紹介し、全体として、国際的に製品規制

を巡る多層的なルール形成の動きが生まれているこ

とを明らかにしたい。（なお、我が国の国際標準化

に関連した取り組み等については、上述の本コラム

の目的に照らして必要な範囲で記載するに留めてい

る。本コラムは、我が国の過去の政策を検証したり、

日本政府の現在の考え方や今後の政策方針を明らか

にしたりすることを目的としていない。）

2．EU・米国・日本の国際標準化の取り組み

　まず、各国政府による最も伝統的な取り組みの例

として、EU 及び米国が、民間の標準化機関を通じ

て国際規格策定を行い、それに基づく世界各国の規

制調和を積極的に推し進めている動きを明らかにす

る。さらに、これに対応する日本の国際標準化への

取り組みについても紹介する。

（1）EUの国際標準化 10

　EU は、早くから、域内の市場を統合して単一市

場を生み出すために、加盟国各国の規制の調和、す

なわち欧州標準の確立に早くから取り組んできた経

験を有している。そのため、規制調和の重要性をよ

く認識しており、ヨーロッパ企業の国際競争力の強

化を目的として、国際標準化をその政策として積極

的に推進している 11。

　その政策の特徴は、EU が自らの影響力の強い国

際標準化機関による国際規格の策定を推進し、結果

としてヨーロッパの産業界の利益になる規制調和の

実現を図っている点にある。その典型は、国際標

準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）及び国

際電気通信連合（ITU）である 12。ヨーロッパレベ

ルでは、これら三つの機関に対応する機関として

欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会

（CENELEC）及び電気通信標準化協会（ETSI）が

設けられており、ISO、IEC 及び ITU との間でそ

れぞれ文書の交換や技術協力、さらには標準化作業

の同時実施等を定めた協定を締結していたり、例え

ば ISO については EU の加盟国がその内部機関で

ある専門委員会や分科委員会の幹事国や作業部会の

10 この項の記述については、臼井陽一郎「EU の標準化戦略と規制力」遠藤乾・鈴木一人編『EU の規制力』所収を参照した。
11 既に 1999 年には閣僚理事会が「ヨーロッパにおける標準化の役割に関する決議」を採択し、標準化を通じてヨーロッパ産業の

競争力を強化するという政策を採用しており、最近では、欧州委員会が 2010 年に「グローバリゼーション時代に向けた統合産
業政策」、2011 年に「ヨーロッパの標準に対する戦略ビジョン」を採択し、グローバル経済の中でヨーロッパ産業の競争力を高
めるために国際標準を活用する方針を明確にしている。

12 なお、これら三機関のうち、ITU は国連の専門機関であるが、ISO 及び IEC は民間の非営利団体である。
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主査を務めたりするなど、ヨーロッパ諸国の影響力

の大きさを見て取ることができる。EU は、このよ

うに加盟国による幹事国や主査の引き受けを通じ

て、これらの国際標準化機関の活動に積極的に参画

して国際標準化を推進していることに加え、例えば、

WTO ドーハ・ラウンドの NAMA 交渉でも、電気

電子安全性の分野において、これら三機関の定める

規格を国際規格と位置づけることを提案し、WTO

協定を通じてこれら機関の影響力を拡大することも

試みている。

（2）米国の国際標準化 13

ア　米国の標準化制度

　これに対し、米国は、伝統的に産業界主導の標準

化を重視しており、政府が政策として標準化を推進

するということに積極的ではなかった。そのことか

ら、米国の標準化制度では、産業別に 800 を超える

民間の標準化機関が存在し、かつ、そのような機関

には国内外から政府機関、民間企業、消費者団体、

研究機関等の様々な主体が多数参加しているという

特徴が生じ、多くの国で、少数の政府機関又は政府

と密接な関係にある機関が中心的に規格策定を行っ

ていることと著しい対照を成している。そして、こ

のように多数存在する規格の中から、米国を代表す

る規格を選定するため、国内の規格調整を行う機関

として米国規格協会（ANSI）が設けられている。

ANSI は、民間の非営利団体であり、自ら規格を策

定することはなく、規格開発のガイドラインを国内

の標準化機関に提供し、これらのガイドラインに基

づいて標準化機関を認可し、認可を得た標準化団体

が定めた規格を承認し米国国家規格（ANS）とし

て指定している。

　以上のような米国の標準化制度において注目され

る点は、次の二点である。

　第一に、上記のように国内外から様々な主体が多

数参加していることに加え、戦後、米国の市場が世

界的に圧倒的な規模を有していたことから、米国標

準化機関の定める規格が世界的に大きな影響力を持

つようになり、例えば、そのまま ISO 等の国際標

準化機関によって国際規格として採用されたり、発

展途上国等の他国によって国家規格として採用され

たりするなど、実際上国際規格として機能するよ

うになった例があることが挙げられる。代表例は、

ASTM International（公的には、米国材料試験学

会（ASTM）という名称である。）、米国機械学会

（ASME）や米国電気電子学会（IEEE）である。

　第二に、ANSI は、当該規格に利害関係を有する

すべての部門（例えば、生産者、使用者、政府及び

消費者等）の代表者のコンセンサスによって、規格

が形成されることを重視しており、標準化団体を認

可する際の基準 ANSI Essential Requirements で

は、公開性、バランス、コンセンサス及び適正手続

といった項目を満たすことを求めている。

イ　米国の国際標準化戦略

　上記のとおり、米国は、国際標準化政策には必ず

しも積極的ではなかったが、米国経済の対外貿易依

存度の上昇、1995 年の TBT 協定の成立やヨーロッ

パにおける標準化政策の強化などの影響を受けて、

現在は、国際標準を積極的に活用することを目指し

ている。

　米国の国際標準化戦略では、従来の産業界主導で

行われるコンセンサス形式の標準化が米国の標準化

制度の強みであるとされ、引き続きその基本的仕組

みが維持されることが明言されている。そして、米

国の標準化制度が、TBT 協定及び TBT 委員会が

採択した国際規格 6 原則 13 14）によって確立された

国際規格発展のための原則（透明性、開放性、公平性、

13 この項の記述については、産業技術環境局基準認証ユニット『標準化実務入門（試作版）』第10章を参照した。『標準化実務入門（試
作版）』は、次のウェブサイトで参照することができる。

　http://www.jisc.go.jp/policy/hyoujunka_text/index.html
14 TBT 協定でいう国際規格が満たすべき要件として、①透明性、②開放性、③公平性、④効率性・市場適合性、⑤一貫性、⑥途

上国への配慮の六つを定めた原則で、2000 年の第 2 回 TBT 協定の 3 年見直しで採択された
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効率性・市場適合性、コンセンサス、パフォーマン

ス・ベース、一貫性、適正手続、途上国への技術援

助）に基づいているとの認識の下、これらの原則の

一貫した解釈と適用を促進していくことがグローバ

ルなレベルでの戦略と位置づけられている。また、

標準制度を発展・形成している途上にあり、かつ、

重要な商業上の市場機会を提供している国々に、米

国の標準化制度がビジネス界、消費者及び社会全体

に巨大な利益をもたらしていることを理解させるべ

く、アウトリーチ活動を行うべきことが示されてい

る 15。

　このような基本方針は、米国がこれまで重視して

きたコンセンサス方式による規格策定が国際規格 6

原則に適うものであることを強調することによっ

て、実際上国際標準化機関として機能している米国

の標準化機関が定める規格を TBT 協定における国

際規格として明確に位置づけ、TBT 協定の力を用

いてその影響力を更に拡大することを目指すものと

いえる。また、それにとどまらず、発展途上国に対

し、米国の標準を受け入れるよう働きかけることも

戦略の一つとされている。以上からすると、米国の

国際標準化の基本戦略は、既存の自国内標準制度を

基礎として、その制度下で確立された米国標準化機

関の影響力を拡大させることによって、国際標準化

を推し進めることにあると評価できよう。

（3）　日本の国際標準化 16

　伝統的に、日本では、優れた製品の創造が企業・

業界の追求すべき課題とされ、その枠組みとなる標

準については、製品の開発の結果として、当該製品

に用いられる標準が当然に国際的にも通用するに至

ると期待されてきた向きがある。言い換えれば、企

業・業界によるデファクト標準の獲得が日本にとっ

ての国際標準化の中心であったと評価できよう。一

方、国際標準化機関を通じたデジュール標準への取

組みについては、ITU では日本も主要メンバーと

してその標準化活動に積極的に貢献してきたもの

の、ISO・IEC における取組みは低調であった。政

府においても、国際標準化を産業政策・技術政策の

一環として位置付けるという視点は欠如していたと

の評価もされている。

　しかし、1987 年、自国企業の品質管理に対する

強い自信ゆえに ISO9000 シリーズの策定に全く関

与しなかった結果、ISO シリーズが国際標準として

の地位を確立した後に日本企業が品質管理の見直し

を迫られるという事態が生じた。このような経験

を通じて、日本も ISO・IEC における国際規格策定

に参加することの重要性を改めて認識し、さらに

1995 年の TBT 協定締結を受けて、国際標準化に積

極的に取り組む方針に完全に転換した。

　そのような取組の重要な例としては、日本工業標

準調査会（JISC）が 1997 年 11 月に「今後の我が国

の標準化政策の在り方」、2001年8月に「標準化戦略」

を公表し、その中で国際標準化の重要性を訴えたこ

とのほか、経済産業省が 2006 年 11 月に「国際標準

化官民戦略会議」を開催し、2015 年までに欧米諸

国に比肩しうるよう、国際標準化を戦略的に推進し、

①国際標準の提案件数を倍増する、② ISO・IEC に

おいて欧米並みの幹事国引受数を実現する、との「国

家標準化戦略目標」を策定したことが挙げられる。

また、内閣官房知的戦略本部は、2006 年 12 月、「国

際標準総合戦略」をとりまとめており、①国際標準

化への取組強化に向けた産業界の意識改革、②国全

体としての国際標準化活動の強化、③国際標準人材

15 以上の内容については、ANSI が 2005 年に政府、産業界、標準化機構、消費者団体及び学会等の関係者と調整の上制定した米
国標準化戦略（United States Standards Strategy：2000 年に定めた国家標準戦略（National Standards Strategy）を改定した
もの。）に記載されている。なお、同戦略では、そのほかにも、政府・民間のパートナーシップ強化、環境・健康・安全の分野
での標準化の充実、消費者の規格作成への関与の促進、規制における任意規格の活用方法の統一化、諸外国の規格制度による
貿易障壁の防止・除去、規格制定の迅速化・効率化に向けた努力の継続、異なる標準化機関によって策定された規格の一貫性
の確保、標準化教育の充実などの方針が示されている。

16 この項の記述については、産業技術環境局基準認証ユニット『標準化実務入門（試作版）』第 6 章を参照した。
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の育成、④アジア等の諸外国との連携強化、⑤国際

標準化のための公正なルール作りへの貢献、が五つ

の戦略として掲げられている。

　このような日本の国際標準化への取組では、

ISO・IEC をはじめとする国際標準化機関における

国際標準の策定への参加の強化が中心に据えられて

おり、基本的な方向性は EU の国際標準化活動と軌

を一にしている。他方、日本の取組の特徴としては、

上記国際標準化機関においては、参加国の投票によ

り国際標準が策定されており、日本の意見を反映さ

せるためにはより多くの国との連携を深めることが

必要との認識の下、特に日本と経済的な結びつきが

強いアジア太平洋地域諸国との間で、現地セミナー

の実施、専門家派遣、研修生受入れによる標準化技

術協力を推進するとともに、国際標準の共同開発・

提案を行うなどの取組を行っていることが指摘でき

る。

3．経済連携協定

　次に、各国が経済連携協定を通じてどのように他

国の製品規制に影響を与えているか検討する。その

例として、近時に TBT に関する興味深い規定を盛

り込んだ、EU 及び米国の韓国との FTA を取り上

げることとする。

　以下で詳しく見るとおり、両国が経済連携協定を

通じて追求するルールの内容には、両国の国際標準

化戦略におけるアプローチが反映されており、経済

連携協定も両国の国際標準化戦略の一環を成してい

ると評価できる。なお、日本のこれまでの経済連携

協定では、TBT 協定に基づく権利義務の確認や相

互認証（締約国が自国の基準に適合するとの評価（適

合性評価）の結果を相互に承認する制度）を定めて

いるが、相手国の基準の内容に直接的に影響を与え

る内容とはなっていない。

（1）　韓 EU・FTA

ア　TBTに関する一般的規律

　韓 EU・FTA では、TBT 全般に関し、互いの制

度理解の増進及び市場へのアクセスの促進を目的と

した協力強化、強制規格に関する TBT 協定上の義

務の確認と透明性の更なる強化措置（強制規格の策

定等に際しパブリック・コンサルテーションを実施

する場合、相手国事業者などの利害関係人に自国民

と同等の機会を付与）、任意規格や適合性評価手続

等に関する情報交換、当該協定の実施を監視するた

めの TBT コーディネーターの設置等を定めるとと

もに、電気機器、自動車及び自動車部品、薬剤及び

医療機器並びに化学品について附属書を置き、特別

の定めをしている。ここでは、電気機器と自動車及

び自動車部品に関する規定を取り上げる。

イ　電気機器に関する附属書

　同附属書は、各当事国が電気機器の安全性及び電

磁気互換性について導入・維持する強制規格、任意

規格及び適合性評価手続について適用される。こ

の附属書について注目されるのは、ISO、IEC 及び

ITU を国際標準化機関と定め、これらの機関によっ

て定められた国際規格がある場合には、その関連部

分を任意規格、強制規格及び適合性評価手続の基礎

として使用するとともに、自国の標準化機関がこれ

らの機関における国際規格発展に参画し、共通のア

プローチを確立する目的で協議することを定めてい

る点が挙げられる。

　そのほか、当事国が強制規格を定めている場合の

適合性評価手続について、供給者自らによる認証で

足りるとする「自己適合宣言」に関する仕組みを設

けている。この仕組みで特徴的なのは、EU は、協

定の発効後直ちにすべての物品について供給者によ

る自己適合宣言を承認しなければならないとされて

いるのに対し、韓国については、自己適合宣言が適

用される製品は一定のものに限られ 17、かつ、一定

17 ただし、韓国は、相互承認を適用する製品についても、3 年ごとに自己適合宣言を採用した場合に生じるリスクの調査を行い、
自己適合宣言の導入の可否を検討しなければならない。
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の機関の調査レポートを基礎として行うことを求め

ることが可能であるほか、協定発効後 3 年間の経過

期間中は、自己適合宣言ではなく、いわゆる相互承

認を適用することが許されているなど、限定的かつ

段階的な仕組みが取られている点である。

ウ　自動車及び自動車部品に関する附属書

　同附属書では、両当事国は、国連欧州経済委員会

（UNECE：United Nations Economic Commission 

for Europe）の枠組みにおける自動車基準調和

世界フォーラム（通称 WP29：World Forum for 

Harmonization of Vehicle Regulations）を国際標準

化機関と認め、WP29 における規制の発展に積極的

に参画し、かつ、遅滞なく WP29 の新規制の採用

のために協力しなければならない旨が定められてい

る。

　その上で、WP29 が定める 1958 年協定と 1998 年

協定（以下、併せて「UNECE 基準」という。）を

用いて、両国の基準の調和を目指す規定が置かれて

いる。具体的には、自動車及び自動車部品に関する

強制規格について、UNECE 基準又は一方の当事国

の基準を満たしたことをもって他方の当事国の強制

規格に適合したとみなす承認項目と協定発効後 5 年

以内に UNECE 基準に調和させることを義務づけ

た調和項目を規定した。また、承認項目となってい

ない強制規格又は調和項目とされているものの、い

まだ調和が達成されていない強制規格について貿易

上の問題が生じた場合には、当該規制を課している

当事国は、他方の当事国の要請に基づき、協議に応

じなければならず、関連する科学的又は技術的な情

報に基づく詳細な説明を含む当該規制の基礎を相手

国に提供しなければならない。

　当事国は、UNECE 基準と逸脱する新たな規制を

導入してはならないほか、当事国が UNECE 基準

から逸脱する基準を維持又は導入した場合には、3

年ごとに当該規制を課す理由がいまだ正当であるか

どうかを検討し、その結果を基礎となる科学的又は

技術的な情報とともに公開し、相手国に通知しなけ

ればならない。　

エ　国際標準化戦略の反映

　以上が韓 EU・FTA の TBT に関する主要な規律

であるが、EU が自らの影響力の強い国際標準化機

関による国際規格策定を推進する国際標準化戦略

を採用していることを反映して、FTA でも、ISO、

IEC、ITU や WP29 を国際標準化機関と認め、当事

国双方がこれら機関による規格・規制の発展・形成

に積極的に参画する旨の規定が置かれている。EU

は、韓国を自らの国際標準化戦略に巻き込み、韓国

の規制・規格をこれらの機関の国際規格に調和させ

ようとしていると見ることができる。このような戦

略は、UNECE 基準の承認及びこれへの調和を定め

る自動車及び自動車部品に関する規律において、よ

り直截に現れている。

（2）韓米 FTA

ア　TBTに関する一般的規律

　韓米 FTA の TBT 章では、TBT 協定の権利義務

の再確認、任意規格、強制規格及び適合性評価手続

の分野における協力の強化、透明性強化（任意規格、

強制規格及び適合性評価手続の発展過程への参加に

関する内国民待遇等）や、協定の実施に対する監視

や協力の促進を行う TBT 委員会の設置等が規定さ

れているほか、TBT 協定にいう国際規格の存否を

決める際には、国際規格 6 原則を基礎とすべき旨を

明記する点が注目される。これは、米国がその国際

標準化戦略において国際規格 6 原則を強調している

ことを反映したものと見るべきであろう。

イ　自動車に関する規制に対する規律

　韓米 FTA では、以上の一般的規律に加え、両国

の大臣間で、自動車に関する特別の規律を定めた書

簡が交換されている。その規律の主要な内容は、以

下のとおり、韓国の基準を代替又は免除するものと

なっている

　まず、韓国における販売台数及び年式に応じて定
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められた非メタン有機ガスの全車両平均排出基準を

満たした場合、韓国の排出車両基準（K-ULEV）を

満たしたものとみなす旨が定められており、韓国基

準が代替されている。特に韓国基準に代替する基準

として定められている基準の中には、米国カリフォ

ルニア州の規制で用いられる基準値が使われてお

り、韓国が米国基準を承認する結果となっている点

が注目される。

　また、韓国は、2010 年 10 月に新自動車燃費・温

室効果排出ガス規制を導入したが、韓国における

2009 年の販売台数が 4500 台以下のメーカーの製造

する自動車の平均燃費又は平均 CO2 排出レベルの

どちらか一方が、当該規制によって定められた目標

基準値よりも 19％緩和された基準値を満たしてい

れば、上記規制の目標基準に適合しているとみなさ

れる旨が定められている。

　さらに、韓国の自動車安全基準（KMVSS）につ

いては、韓国内での前年の販売台数が 25,000 台以

内のメーカーが生産し、米国から輸入された自動車

については、米国の安全基準（FMVSS）を遵守し

ている場合、韓国自動車安全基準を遵守したものと

認定され、ここでも韓国が米国基準を承認する結果

となっている（ただし、バス・トラック等商用車の

一部には、韓国自動車安全基準が適用される。）。加

えて、韓国が自動車安全基準について新規則又は改

正規則を導入する場合、少なくとも公布後 2 年間は

輸入車に対して同規則を適用しないこととされてい

る。

　以上のような韓国基準の免除・代替は、結果とし

て、韓国による米国基準の受入れを意味するが、こ

れは、国際的に影響力の強い自国の標準化機関の定

める基準・規格を他国に受け入れさせることを目指

す米国の国際標準化戦略と一致し、直接に韓国の国

内基準・規格に影響を及ぼすものと評価できよう。

但し、米国基準を満たす自動車についてのみ韓国基

準を免除している点の協定整合性については検討が

必要である。

4．民間企業による製品規制に対する働きかけ

　民間企業の中には、各国の製品規制を巡るルール

形成に積極的に参画し、成功を収めているものもあ

る。近時、環境等の政策課題への対応、開発途上国

の市場環境整備、開発途上国の消費者意識の変化等

を背景として、TBT 通報件数は増加しており、通

報義務の対象となる各国の製品規制が増加している

ことが確認される。また、政府レベルで各国の製品

規制が持つ貿易阻害効果を小さくするために規制調

和の取り組みが進められていることは、ある国・地

域で策定された規制が他の国・地域に波及するケー

スが増加していることを意味する。こうした中で、

とりわけグローバルに活動する企業にとっては、国

際規格や進出先国の製品規制が自らの事業活動に

とって有利なもの、阻害要因とならないものになる

ことが極めて重要になっている。そのため、民間企

業の中でも、自国政府の支援を仰ぐのみならず、自

ら国際規格や他国の製品規制の策定プロセスに積極

的に関与し、様々な手段でその利害を反映させる努

力を行う企業が増えている状況がある。

　各国政府にとっては、外国企業も当該国内の経済

を活性化させ雇用を創出する主体という側面があ

る。従って、TBT 協定や経済連携協定等で外国企

業の意見表明機会の確保が求められるようになった

だけでなく、外国企業を国内の製品規制の利害関係

者と捉えて、その意見をむしろ積極的に聞こうとし

ている政府もある。こうした製品規制の策定プロセ

スにおける透明性の向上は、民間企業にとってルー

ル形成プロセスへの参加の余地が拡大していること

を意味すると言えよう。

　具体例としては、ある日本企業による EU の

WEEE 指令の制定過程への働きかけがある。環境

保護を目的とする EU の WEEE 指令の制定過程に

おいて、欧州議会の第一読会では、ヨーロッパ内の

企業に対して消耗品を含む広範な電気電子製品の回

収・リサイクルを義務付けていたため、コスト負担

が過大な案となっていた。そこで、当該日本企業は、

消耗品は電気電子機器メーカー以外の企業が製造・
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販売している場合も多く、機器メーカーがリサイク

ル責任を負うことは現実を無視した困難な要求であ

ることを欧州議会議員に説明して回り、資料を配布

するなどした。結果として、第二読会において、当

該日本企業の主張が認められる形で法案が修正され

ることになった。

　他の例としては、ある日本企業による乳酸菌飲料

の税制上の扱いに関する働きかけがある。当該日本

企業は乳酸菌飲料の健康増進効果を売りに事業を展

開していたが、多くの国で、税制上乳製品と扱われ

る条件が 5 割から 7 割以上の乳成分が入っているこ

ととされ、4 割の乳成分しか含まない乳酸菌飲料は

乳製品ではなく例えば清涼飲料水と区分されて、そ

の健康増進効果が認識されないまま高率の課税を受

けるという不利益を被っていた。そこで、当該日本

企業は、食品の世界規格を制定・運用する Codex

委員会において乳酸菌飲料の健康増進効果を説くこ

とによって、その規格化を推し進め、最終的にその

要求を実現し、世界各国で税制上の不利益を防ぐこ

とに成功した。

　これらの成功例の増加は、民間企業による国際規

格や他国の製品規制の策定プロセスへの関与が、企

業が国際競争力を維持・強化するための有力な手段

となっていること、さらにこうした企業レベルの働

きかけも製品規制を巡るルール形成の多層的な動き

の中で、無視できない重要な要素になりつつあるこ

とを示唆していると言えよう。

5．まとめ

　これまで述べてきたとおり、国境を越える企業活

動が拡大・多様化する中で、各国政府や企業が様々

な手段を用いて製品規制を巡るルール形成に影響を

及ぼそうとしている状況が観察できる。製品規制は、

国際的に統一することが必ずしも常に公正かつ合理

的でないことを考えると、TBT 協定を中心とする

製品規制とその適合性評価制度に関する一般的規律

の明確化・精緻化は、製品規制を巡るルール形成の

重要な基盤として位置づけられる。その上で、各国

政府は自国にとって望ましい製品規制の他国への拡

大を志向して経済連携協定を含む様々な手段を駆使

し、民間企業はそうした国際規格や各国の製品規制

の策定プロセスに関与することで、自らの国際競争

力の維持・強化を目指している。国内規制に関する

問題の代表例である製品規制を巡るルール形成を理

解するためには、こうした多層的な動きを視野に入

れておく必要がある。
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（1）ルールの背景
　サービス貿易とは、金融、運輸、通信、建設、

流通等のサービスの国際取引のことである。「経済

のソフト化」あるいは「経済のサービス化」は着実

に進展し、1970 年代以降、世界全体で GDP に占

めるサービス産業の割合はほぼ一貫して増加する傾

向にあり、また、全産業の雇用者数に占めるサービ

ス産業の雇用者の割合についても拡大傾向にある。

一方で、サービス貿易においては、物品の貿易とは

異なり、GATT における関税のような指標は存在

せず、水際における措置よりサービスの提供又は消

費にあたって課せられる国内規制の方が貿易障壁と

なりやすいといった事情が存在した。このような貿

易障壁となる国内規制については撤廃されることが

望ましい一方、これらの国内規制の多くは、国内サー

ビス産業の保護・振興を目的とするのみならず、文

化や伝統の保護、消費者の保護等の公的・社会的

目的のために設けられたものであるという事情もあ

り、サービスに関する多角的な国際的規律の必要性

を求める声はさほど大きくなかった。

　しかしながら、1980 年代以降、金融や電気通

信といった分野で規制緩和を進めて競争力を強め、

サービスの貿易に関する国際的な規律作りに向けた

取組を続けてきている米国をはじめ、日本を含む先

進国はウルグアイ・ラウンド交渉にサービス分野を含

めるよう主張した。一方、インドやブラジルを中心と

する開発途上国側は、当初サービス貿易は GATT

の範囲を超えているとして、交渉に含めることに反

対していたが、最終的には、ウルグアイ・ラウンドに

おいて、サービス分野を多角的貿易交渉に含めるこ

とに合意した。

　交渉開始当初、協定の適用範囲、協定に適用さ

れる義務・原則、既存の国際ルールとの関係、開

発途上国への配慮等を主要な論点として交渉が行

われ、結果としてGATTにおける農業や繊維のよ

うに特定の国の利害により一定の分野が除外されな

い形で、金融、運輸、通信、建設、流通等広範な

サービス分野を対象として、最恵国待遇、市場アク

セス、内国民待遇等を規定した「サービスの貿易に

関する一般協定：GATS：General Agreement on 

Trade in Services」（以下「サービス協定」と言う）

が、WTO 協定の一附属書として、開発途上国を含

むすべての国の参加を得て、ウルグアイ・ラウンド交

渉終結時に合意された。

（2）法的規律の概要
①4つのモード

　サービス協定は、155 業種（WTO 事務局分類）

を含むすべてのサービス（政府の権限の行使として

提供されるサービスを除く）の貿易に影響を及ぼす

政府の措置を対象としており、これらのサービス貿

易を、サービスの提供の態様（モード）により以下

の 4つの形態に分類している（図表Ⅱ‐12‐1参照）。

　1）越境取引： ある加盟国の領域から他の加盟国

の領域へのサービス提供

　2）国外消費： ある加盟国の領域における他の加

盟国のサービス消費者へのサービ

ス提供

第12章
サービス貿易
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　3）商業拠点： ある加盟国のサービス提供者による、

他の加盟国の領域における商業拠

点を通じたサービスの提供

　4）人の移動： ある加盟国のサービス提供者による、

他の加盟国の領域内における自然

人を通じてのサービス提供

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

  

＜図表Ⅱ‐ 12‐ 1＞　サービス貿易の形態（4つのモード）
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②主要規定の概要

　サービス協定上の義務には、下記のとおり、（a）「す

べての分野のサービス貿易に関して守るべき義務」

と、（b）「約束を行った分野のサービス貿易に関し

て守るべき義務」がある。

　また、国内規制規律（第 6 条）、緊急セーフガード

（第 10 条）、政府調達（第 13 条）、補助金（第 15

条）に関する、（c）「横断的ルールの交渉義務」の

作成について、サービス協定は、WTO の一機関で

あるサービス貿易理事会及びウルグアイ・ラウンド後

の将来の多角的交渉に委ねている。これを受けて、

国内規制規律については国内規制作業部会（1999

年 4 月に自由職業作業部会が発展改組）、その他

の 3 つのルールについてはサービス貿易理事会の下

部機関であるGATS ルール作業部会において検討

が行われている。

（a）すべての分野のサービス貿易に関して守るべ

き義務

（ⅰ）最恵国待遇原則（第 2条）

　すべての国に対して同等の待遇（最恵国待遇）を

与える義務（第 1章「最恵国待遇」参照）。

（最恵国待遇例外）

　サービスの分野においては、過去の経緯等によっ

て最恵国待遇をとれない措置（相互主義的措置、

二国間協定に基づく優遇措置等）が存在するため、

本協定では、一定の要件を満たすことを条件に、

第 2 条第 2 項に基づき当該措置の最恵国待遇適用

除外が認められることとした。認められた措置は、

ウルグアイ・ラウンド後の自由化交渉の対象となると

ともに、5 年以内にサービスの貿易に関する理事会

の検討に付され、原則として 10 年を超えて存続し

てはならない。

（その他協定の規定により最恵国待遇原則が適用さ

れない場合）

・ 域内のサービスの貿易を自由化するための協定に

加わる場合（第 5 条）

・ 域内の労働市場を完全に統合するための協定に

加わる場合（第 5 条の 2）

・ 特定の国において取得されている教育、免許、資

格等を自国内でも有効なものとして認める場合（第

7条）

・ 政府機関が政府用として購入するサービスの調達

（政府調達）のうち商業的販売のための利用を目

的としない調達を行う場合（第 13 条）

（ⅱ）透明性（第 3条）

　貿易に関連する法律、規則等は、法律、規則等

が公開されていないことも障壁となるため、本協定

は、サービスに関連する法律、規則等の公表を一

般的義務としている。これにより、手続の不透明性

による障壁を除去できるとともに、その内容につい

ての交渉を行うことも容易になる。

（b）約束を行った分野のサービス貿易に関して守

るべき義務

　サービス協定においては、各国が自由化の約束を

行う分野と自由化の内容を「約束表」に記載し、そ

の分野の拡大及び自由化内容の充実はその後の自

由化交渉により図るという漸進的自由化の方法が採

られている。本協定の自由化約束の方法は、各国

が上記の155 の業種及び 4つの貿易形態のマトリク

スに基づいて自ら自由化を行う分野のみを約束表に

記載することとなっていることから、ポジティブリス

ト方式（又はボトムアップ方式）と呼ばれる。約束

表においては、加盟国は、市場アクセス及び内国民

待遇に関する条件及び制限に加え、これらの対象と

ならない措置であっても「追加的約束」として様々

な自由化約束を記載することができる（約束表の記

入例については図表Ⅱ‐12‐2、各国の自由化約束

及び最恵国待遇免除登録の状況は図表Ⅱ‐12‐3

及び 4 参照）。我が国は、およそ100 の分野につい

て何らかの自由化約束を行うととともに、一切の免

除登録を行うことなくすべての分野で最恵国待遇義

務を果たしている。

（ⅰ）市場アクセス（第 16 条）

　本規定は、政府がとるべきでない措置の類型とし

て、①サービス供給者の数に関する制限、②サービ

スの取引総額又は資産総額に関する制限、③サー
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ビスの総産出量に関する制限、④サービス提供者

の雇用者数の制限、⑤企業形態制限、⑥外資制限

等の 6 種類の措置を限定的に列挙している（具体的

な例については図表Ⅱ‐12‐5を参照）。

　加盟国は、各サービス分野及びモードについて、

これらの措置をとらない旨の約束を行うか、全面的

に又は部分的に留保を行うかを、国別約束表に明

記することとなっている。各国は、これらの列挙さ

れた措置以外の措置はもちろんのこと、留保してい

る措置も協定の他の条項に違反しない限りとること

ができる。

　なお、本規定は、結果としての市場アクセス（市

場シェアの確保等）を担保するものではない。

（ⅱ）内国民待遇（第 17条）

　他の加盟国のサービス及びサービス供給者に対し

て内国のサービス及びサービス供給者と比して不利

でない待遇を与えるという原則である（第 2 章「内

国民待遇」参照）。

　内国民待遇の付与も、具体的な約束によって内

容が決まる義務である。すなわち、各国は、それ

ぞれの分野につき内国民待遇の義務を受け入れる

かどうかを交渉を通じて決めることができる（例え

ば銀行業については、内国民待遇を付与しないとす

ることも可能）。

　また、受け入れる場合にも、内外差別的な措置

を一定の範囲でとることを留保することができる（例

えば、銀行業について預金業務を除き内国民待遇

を付与するとの約束も可能）。留保を行った際には、

それを国別約束表に掲げなければならない。

（ⅲ）追加的約束（第 18条）

　市場アクセス（第 16 条）及び内国民待遇（第 17条）

の対象とならない加盟国の措置であっても、各個別

の交渉などを受けての各国の判断により自由化約束

の対象とすることができる。

　サービス分野において意味のある自由化を行うた

めには、市場参入を制限する措置及び外国のサー

ビス又はサービス供給者を差別する措置を撤廃する

というだけではなく、積極的な政府措置が必要とな

る場合があると考えられている。かかる政府措置を

実施する義務は、市場アクセス及び内国民待遇義

務ではカバーされていない。サービス協定では、か

かる約束を約束表に記載できることについて、第 18

条に規定がある。

（ⅳ）国内規制（第 6条）

　加盟国は、特定の約束を行った分野において、サー

ビス貿易に影響を与えるすべての措置が、合理的、

客観的かつ公平に運用されることを確保する。

（ⅴ）支払及び送金（第 11 条）

　国際収支を擁護する場合を除き、加盟国は、本

協定の下での特定の約束に関連する経常取引のた

めの国際的支払及び送金に関する制限を適用して

はならない。また、国際収支を擁護する場合及び

IMF の要請に基づく場合を除き、特定の約束に関

連して上記制限を行わない限りにおいては、IMF

加盟国の権利及び義務は、本協定のいかなる規定

の影響も受けない。
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＜図表Ⅱ‐ 12 ‐ 2＞　約束表の記入例
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＜図表Ⅱ‐ 12‐ 3＞　主要各国の自由化約束状況
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12               

（注）○印は、何らかの自由化約束が行われているセクターを示す。ただし、○印を付したセクターにおいても、セクターの一部についてのみ自由化約束をしている場合
や、内国民待遇に反する措置や市場参入を制限する措置を留保している場合があり、本表は直接的に自由化の程度を示すものではない。なお、WTO事務局分類
は、上記分野より更に詳しく、すべてのサービス業を155業種に分類している。

＜図表Ⅱ‐ 12 ‐ 4＞　主要各国の最恵国待遇義務の免除登録分野
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＜図表Ⅱ‐ 12 ‐ 5＞　市場アクセスと内国民待遇の規制事例（WTO事務局文書S/L/92）
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（c）横断的ルールの交渉義務

（ⅰ）国内規制規律（第 6条）

　第 6 条 4 項では、サービスの貿易に関する理事

会が資格要件、免許要件等に関する措置がサービ

スの貿易に対する不必要な障害とならないことを確

保するため、同理事会が設置する適当な機関を通

じて必要な規律を作成するとし、サービス提供（例

えば、金融・建設サービスへの従事や会計士の受

入れ等）に係る資格手続・要件、免許手続・要件、

技術基準が不必要な貿易障壁とならないよう、透明

性の確保とともに、過剰な規制にならないことを確

保しようとしている。

（ⅱ）セーフガード（第 10条）

　緊急セーフガードに関する多角的交渉をサービス

協定発効後 3 年以内に行い、その結果を発効させ

ることを規定している。当該条に基づき設置された

GATS ルール作業部会において、議論は継続され

ているものの、現時点に至るまで交渉はまとまって

いない。

（ⅲ）政府調達（第 13条）

　政府自らが消費するために調達するサービスに

は、サービス協定の主要条文である第 2 条（最恵国

待遇）、第 16 条（市場アクセス）、第 17条（内国民

待遇）が適用されないことを規定している。また、

政府調達に関する多角的交渉を、サービス協定発

効後 2 年以内に行うとしている。これについても

GATS ルール作業部会において、議論はされている

ものの、未だ交渉はまとまっていない。

（ⅳ）補助金（第 15条）

　締約国が補助金は一定の状況下ではサービス貿

易歪曲効果を持つことを認識し、補助金を規律する

ための多角的交渉を行う旨規定している。しかし、

これについても、GATS ルール作業部会において、

議論されているものの未だ交渉はまとまっていない。

（d）その他の規定

（ⅰ）特定約束交渉（第 19条）

　サービス貿易における漸進的自由化を達成するた

めに、加盟国は交渉のラウンドをWTO 協定発効か

ら5 年より遅くない日に開始し、その後定期的に行

うとされており、同条に基づいて 2000 年に自由化

交渉が開始された。また、自由化の過程においては、

個々の加盟国の国家政策目標及び開発レベルを十

分に考慮して進めるとされている。

（ⅱ）附属書

　・金融サービスに関する附属書

　加盟国は、信用秩序の維持のための又は金融

体系の健全性及び安定性を確保するための措置

をとることを妨げられない。

　・電気通信に関する附属書

　加盟国は、国別約束表に記載するサービスに

関し、他の加盟国のサービス提供者に対し、合

理的かつ無差別な条件の下で公衆電気通信伝送

網及びサービスへのアクセス及び利用を与えるこ

とを確保する。

　・航空運送サービスに関する附属書

　二国間の航空協定等に基づき認められる運輸

権及び運輸権の行使に直接関連する措置は本協

定の対象外である。

　・ サービスを提供する自然人の移動に関する附属書

　加盟国は、市場アクセス、内国民待遇等に関

する特定の約束を無効化又は侵害しない限り、

その領域における自然人の入国又は一時的な滞

在を規制するための措置を適用することを妨げら

れない（＜参考＞ GATSと「人の移動」参照）。

（ⅲ）分野ごとのルール

　金融、電気通信等の特定分野に関する附属書に

加え、金融分野については、市場アクセス、内国民

待遇などの措置について具体的に定め、かつより高

度な自由化を規定した金融了解がウルグアイ・ラウン

ド中に合意された。また、基本電気通信分野につ

いては、相互接続の確保、ユニバーサル・サービス、

免許基準の公表等の競争促進的規制等の枠組みを

規定した参照文書がウルグアイ・ラウンド後の継続

交渉によって作られた。これらは、上記（b）（ⅲ）

の追加的約束として多くの国の約束表において自主

的に添付されている（＜参考＞基本電気通信の規制

の枠組みの参照文書参照）。
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参　考

1．GATSにおけるルール

（1）適用範囲

　GATS における「人の移動」の適用範囲は、第 1

条（適用範囲及び定義）及び「この協定に基づきサー

ビスを提供する自然人の移動に関する附属書」に規

定されている。

　第 1 条では、「サービスの貿易」の 4 つの取引の

態様（モード）の 1 つとして、「いずれかの加盟国

のサービス提供者によるサービスの提供であって他

の加盟国の領域内の加盟国の自然人の存在を通じて

行われるもの（第 4 モード）」（他方の締約国の人の

移動を伴うサービス提供）が規定されている。

　「この協定に基づきサービスを提供する自然人の

移動に関する附属書」では、「加盟国がその領域へ

の自然人の入国又は当該領域内における自然人の一

時的な滞在を規制するための措置」、すなわち出入

国管理措置を加盟国の権利として認める一方、「加

盟国の雇用市場への進出を求める自然人」、すなわ

ち、雇用を求めて移動する労働者に影響を及ぼす措

置、及び「永続的な市民権、居住又は雇用に関する

措置」については、対象外としている。

（2）規律の概要

　他のモード同様、第 4 モードについても、すべ

ての分野に適用される義務（「最恵国待遇」の義

務（GATS 第 2 条）、「透明性」の義務（同第 3 条）、

行政上の決定について法的救済を保証する義務（同

第 6 条 2）等）があり、また、同第 16 条（市場ア

クセス）及び同第 17 条（内国民待遇）に基づく約

束内容に応じた義務が各加盟国に課される。

GATSと「人の移動」

2．各国の第 4モード約束方法

　ウルグアイ・ラウンドの結果、「他方の締約国の

人の移動を伴うサービス提供」を GATS の規律の

対象に含めることとなったものの、上記 1. で述べ

たとおり、実際にどの程度まで認めるかは、各加盟

国が約束表の中で各々決めることとされた。現在、

大半の国は、「第 4 モード」の約束を各サービス分

野においてそれぞれ行うのではなく、「分野横断的

な約束（horizontal commitment）」欄において包括

的に規定している。我が国が約束した類型は次のと

おりである。

①企業内転勤

　日本への入国・一時滞在の申請を行った日の直前の

1年以上の期間にわたって日本以外の加盟国の法人に

おいて雇用されていた自然人が、同法人の日本支店又

GATS「この協定に基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書」

1． この附属書は、サービスの提供に関し、加盟国のサービス提供者である自然人及び加盟国のサービス提供者

が雇用する加盟国の自然人に影響を及ぼす措置について適用する。

2． この協定は、加盟国の雇用市場への進出を求める自然人に影響を及ぼす措置及び永続的な市民権、居住又は

雇用に関する措置については、適用しない。

3． 加盟国は、第三部及び第四部の規定に従い、この協定に基づきサービスを提供するすべての種類の自然人の

移動に適用される特定の約束について交渉することができる。特定の約束の対象とされる自然人については、

当該約束の条件に従ってサービスを提供することを認める。

4． この協定は、加盟国がその領域への自然人の入国又は当該領域内における自然人の一時的な滞在を規制する

ための措置（自国の国境を保全し及び自国の国境を越える自然人の秩序ある移動を確保するために必要な措

置を含む）を適用することを妨げるものではない。ただし、当該措置が特定の約束の条件に従って加盟国に

与えられる利益を無効にし又は侵害するような態様で適用されないことを条件とする。
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は法人に 5 年を上限として転勤して、①長として支店

を管理する活動、②役員又は監査役として法人を管

理する活動、③法人の一又は二以上の部門を管理す

る活動、④物理学、工学その他の自然科学に関する

高度の技術・知識を要する活動、⑤法律学、経済学、

経営学、会計学その他の人文科学に関する高度の知

識を要する活動を行うことが認められている。

②業務連絡（短期滞在）

　業務連絡（サービスの販売のための交渉を含む）

その他類似の活動が 90 日以内の期間認められる。

但し、日本国内から報酬を得ないこと、一般公衆へ

の直接販売や直接のサービス提供を行わないことが

条件となる。

③自由職業サービス（独立の専門家）

　日本への入国・一時滞在の申請を行った日の直前

の 1 年以上の期間にわたって日本以外の加盟国の法

人において雇用されていた自然人が、5 年を上限と

して日本に転勤して、弁護士、外国法事務弁護士、

弁理士、海事代理士、公認会計士、税理士としてサー

ビスを提供することが認められる。ただし、弁護士

ならば、日本の弁護士資格を取得しており、弁護士

登録をしていることが条件となるなど、必要な資格

要件を満たしていることが必要である。

　なお、我が国が実施する出入国管理のための措置

は、特定の約束によって各加盟国に与えられる利益

を無効化し又は侵害していない限り実施することが

できる。
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（分野横断的約束における主な類型）
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（3）交渉経緯
①継続交渉

　ウルグアイ・ラウンド交渉時に各国間の合意が成

立しなかった海運、金融、基本電気通信の 3 分野

については、ウルグアイ・ラウンド終了後も継続して

交渉を行うこととされた。それに伴い、開発途上国

側の要求により人の移動についても継続交渉事項と

された（図表Ⅱ‐12‐6）。

　その後、人の移動については、企業内転勤の自

由化約束を求める先進国に対し、契約ベースでの人

の受け入れの約束を強く要求する途上国との間で意

見が一致せず、継続交渉が行われ、一部先進国が

約束内容を修正し、1995 年 7月に早々に交渉が終

結した。

　海運については、ウルグアイ・ラウンドでは国際

運送を行う外航海運のほか、貨物取扱業等の海運

補助サービス及び港湾利用を対象に交渉が行われ

たが、内航海運については、多くの国が自国籍船

舶に留保している現状であることから交渉の対象外

とされた。継続交渉となったが、最後まで米国が約

束表のオファーを行わなかった等の理由により交渉

が全く進展しなかったため、1996 年 6月に交渉を

中断すること及び 2000 年から開始された次期サー

ビスラウンドとともに交渉を再開することが決定され

た。GATS 第 2 条の最恵国待遇（MFN）の供与

義務は交渉が締結されるまで適用されず、各国は交

渉が終結するまでは現在の規制水準を現状維持す

ることとなっている。

　金融については、1995 年 7月の暫定合意を経て、

1997 年 12月に、70 か国の参加を得て最恵国待遇

ベースの合意が達成された。これを受けて第 5 議

定書が成立・発効し、67 か国が受諾した。これに

より米国、EUの他、アジア、南米の主要開発途上

国からも金融サービス分野の高水準の改善約束を

参　考

参照文書の項目

適用範囲：基本電気通信サービスを供給するために

必要な施設の保有や市場における地位を用いて基本

電気通信市場への参入の条件に影響を与えることが

できる供給者

1．競争条件の確保のためのセーフガード

　主要なサービス提供者が反競争的行為を行い又は

継続することを防止するために適切な措置を維持す

ること。（反競争的行為の例：市内通信で得られた

独占利益を市外通信の割引の原資とする等）

2．相互接続の確保

　主要なサービス提供者との相互接続については、

伝送網上技術的に可能なすべての接続点において確

保すること。

3．ユニバーサル・サービス

　いずれの加盟国も、当該加盟国が維持することを

希望するユニバーサル・サービスの内容を定義する

権利を有すること。但し、透明、非差別的、かつ競

争中立的な態様で履行され、かつ、当該加盟国が定

める内容のユニバーサル・サービスを確保するため

に必要である以上に大きな負担であってはならない

（ユニバーサル・サービスとは、電話・電気等の公

共サービスについて、一定の供給地域内で供給の要

請があったときには応じなければならないという供

給者への義務づけのこと）。

4．免許基準の公表

　免許が必要とされる場合には、（1）すべての免許

の基準及び免許の申請に係る決定に関する標準処理

期間、（2）個別免許の条件、を公表すること。

5．独立の規制機関

　規制機関は、いかなる基本電気通信サービスの提

供者からも独立であること。

6．希少な資源の分配及び利用

　希少な資源（周波数、番号及び線路施設権を含む）

の分配及び利用に係るいかなる手続も、客観的な、

透明かつ非差別的な態様で適時に実施すること。

基本電気通信の規制の枠組みに関する参照文書
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②シアトル閣僚会議までの動き

　このほか、サービス協定においては、次期ラウン

ドを待たずに、引き続きいくつかの事項について検

討を行うこととされた。

　まず着手されたのは自由職業サービスに関する規

律の作成である。このうち、比較的世界的な共通

化が進展している会計士分野について先行して作

業を行うこととされ、検討のために設置された自由

職業作業部会において、会計士資格の相互承認協

定を結ぶためのガイドラインの策定（1997年 5月）、

貿易の障害になっている事項に関する会計士に関す

る多角的規律（透明性、免許要件、資格要件、資

格手続、技術上の基準等について一般的、抽象的、

中立的に規定したもの）の作成（1998 年 12月）が

行われた。

　その後、会計士分野のみに 3 年も要したことや、

国内規制に係るサービス協定第 6 条 4 項は対象を

自由職業サービスに限定していないことなどから、

自由職業サービスを含むサービス業全体の規律を

議論することを求める声が強くなった。その結果、

1999 年 4 月に自由職業作業部会を発展改組し、新

たに国内規制作業部会を設立し、自由職業分野を

含むサービス業全体の国内規制に関する規律策定

について議論がなされている。

　また、サービス分野における政府調達、セーフガー

ド及び補助金のルールの取扱いについては、GATS

ルール作業部会においてそれぞれ議論が行われて

きた。

　政府調達については、GATS 第 13 条のマンデー

ト（透明性、MA、NT、MFNのどこまで含まれる

か）、GATS における政府調達ルールと政府調達協

定との関係、複数の分野にまたがる政府調達に関

する主要な分野の特定方法、敷居値等が問題となっ

ていた。

　セーフガードについては、一部の途上国は、野心

的な自由化を目指すためには、安全弁としてのセー

フガード措置が必要との立場だが、多くの国は、既

存のルールで十分な柔軟性が与えられており、また、

国内産業（domestic industry）の定義や統計の無

いサービス分野についてどのように損害（injury）を

計量するか等、技術的な課題も多いことから交渉

に消極的であった。

　補助金については、補助金の定義、補助金の貿

易歪曲効果（特定方法、サービス分野による影響

の大小）等の問題から、香港閣僚宣言附属書 C で

は、情報交換の促進努力の強化と、補助金問題を

検討するための定義作りに関するもの等、加盟国の

提案に重きを置くべきとされているものの、どのよう

含む恒久的な合意を得ることができた。

　基本電気通信については、当初の期限であった

1996 年 4 月から大幅に遅れたものの、1997年 2月

に、69 か国の参加を得て最恵国待遇ベースの合意

が成功裡に達成された。翌年2月に、第 4 議定書（受

諾期限や発効手続を定めたもの。各国が提出した

追加的な自由化約束が本議定書に附属されている）

が発効し、合意が実施に移された。

 1997 12 13

1999 3 1

1997 2 15

1998 2 5

1996 6

2000

1995 7 28

1996 1 30

＜図表Ⅱ‐ 12 ‐ 6＞　継続交渉分野の取扱い
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な補助金を対象とするかについて意見がまとまらず、

膠着状態が続いていた。GATS ルールについては、

GATS 上の交渉期限を再三にわたり延長し、引き続

き議論が行われてきた。

　その他特定約束委員会においては、サービスの

分類の改訂、約束表の記載を行う際の指針となる

スケジューリングガイドラインの改訂等について議論

が行われてきた。このうち、分類の改訂については、

現行の事務局分類の改訂の必要性（問題点の洗い

出し等）、新サービスの取扱い等について議論がな

されてきた。

（4）経済的視点及び意義
　サービス産業は、現在、多くの先進国において、

国内総生産の約 6 割から7 割、就労人口全体の約

6 割から7 割を占めるに至っているなど、各国経済

の重要な要素となっている。本章の冒頭でも述べた

とおり、このような「経済のソフト化」あるいは「経

済のサービス化」といった現象は、程度の差こそあ

れ、開発途上国を含めた趨勢となっている。

①生産要素の移動

　サービス貿易の大きな特徴は、物品の貿易と異

なり、資本、労働、技術、経営資源等の生産要素

の移動を伴うことにある。つまり、サービス貿易は、

供給者の消費地への移動（消費国における企業の

設立による提供（資本の移動）、自然人の移動によ

る提供）や、消費者の供給地への移動（機械の海

外での修理や観光のための海外旅行等）の形態を

とることが多い（もちろん、映像、ソフトウェア等の

越境移動のように供給者、消費者の双方とも移動せ

ずに国際取引が行われる場合もある）。また、物品

と異なり在庫が持てないという特徴もある。

　生産要素たる資本、労働力、技術、経営のノウ

ハウ等の移動を伴うサービス貿易の増加は、異なる

国の生産要素の新しい結びつきを生み、生産性を

向上させる機会を生み出すが、国内経済への影響

は大きく、影響の程度は、直接投資、労働の移動

等その形態により異なる。

　直接投資については、質的により高い競争者の

参入による場合が多く、当該国のサービス産業の効

率性の向上、消費者選択における多様性の増大等

の効果があり、サービス産業の競争及び国際分業

を促進し、消費者の経済的便益を向上させ、時に

は当該国の商慣行をも変える。この場合、既存の

国内サービス産業が競争により淘汰され、雇用市

場にマイナスの影響を与える場合もあるが、新規需

要の創出、新しいサービス産業の進出の場合には

逆に雇用機会の創出につながる。

　労働者の移動については、より直接的に労働市

場に影響を与えることとなる。例えば、低賃金国か

ら高賃金国への非熟練労働の移動が行われた場合

においては、サービス生産者は、安価な労働力を

活用することにより、より安価なサービスを提供す

ることができることとなる。他方、これら海外から

の非熟練労働は、国内の労働者と直接的に競合す

ることになり、移動の規模によっては大きな社会的

コストが生ずる可能性がある。

②サービス産業効率化の波及

　サービス分野の自由化を考える場合には、金融、

運輸、通信、流通、建設、エネルギー等のサービスが、

他の産業への投入であることが多いことにも留意す

る必要がある。サービス産業における効率化は、当

該分野のみならず他のサービス分野や製造業にお

ける生産の効率性にも影響を及ぼす等波及効果が

大きいので、サービス貿易の利益は当該産業の合

理化にとどまらない。このようにサービス貿易の自

由化は、短期的には既存のサービス提供者の一部

の淘汰を伴うことはあり得るものの、サービス消費

者の厚生の向上には確実に結びつき、長期的には、

当該サービスの提供者の生産性及び競争力の向上

のみならず他の生産者の生産性及び競争力の向上

に貢献する。サービス貿易の自由化は、経済的に優

れた効果があるため、規制を要する分野においても、

透明性、手続の公平性を確保し、公平な競争条件

を確保する必要がある。
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（1）議論の背景
①当初の交渉期限（2005 年 1月 1日）まで

　サービスの自由化交渉（特定約束交渉）は、農業

と同様に、ウルグアイ・ラウンド最終合意において

次回のラウンド開始を待たずに交渉を開始すること

が決められたアジェンダ（いわゆる「ビルト・イン・

アジェンダ」）として、2000 年初めから交渉が開始

されることが決まっていた（サービス協定第 19 条）。

シアトル閣僚会議以降、当初は必ずしも議論が順

調に進まなかったが、一年近くにわたる議論を経て

2001年 3月に、交渉の目的、原則、範囲、方法等

を定めた「交渉ガイドライン」が策定された。

　その後、2001年 11月のドーハ閣僚宣言において、

サービス交渉の交渉期限が他の交渉項目と同様に

2005 年 1月1日と設定されたことにより、サービス

交渉も他の交渉項目とともに包括ラウンドの中でシ

ングルアンダーテ－キング（交渉対象全分野の一括

受諾）の対象として扱われることとなった。また、

同閣僚宣言において、2002 年 6月末までに最初の

貿易障壁撤廃要求（初期リクエスト）を、2003 年 3

月末までに撤廃要求への最初の回答（初期オファー）

を各国が提出することとされた。

　我が国は、全加盟国に対して初期リクエストを提

出し、またウルグアイ・ラウンド以降に自主的に自由

化した分野を初期オファーに含めた。その他、包括

的な交渉提案や、海運交渉の促進を提唱する共同

提案、人の移動、最恵国待遇（MFN）免除、エネ

ルギー及び教育それぞれに関する交渉提案を追加

的に提出、更に、サービス貿易に係る分野横断的

なルールについては、2003 年に国内規制規律（サー

ビス協定6 条 4 項）に関する日本提案を提出する等、

積極的に交渉に臨んできた。しかしながら、2003

年 3月末に初期オファーの提出期限が到来したにも

拘らず、提出国は先進国を中心とした一部の国に止

まったこと、更に同年 9月にカンクンで行われた第 5

回閣僚会議の交渉が事実上決裂し、当初 2005 年

1月1日までとされた交渉期限は事実上延期になっ

たことにより、サービス交渉は停滞気味となった。

　その後、2004 年 7月末の「枠組合意」において、

2005 年 5月までに初期オファーを改善した「改訂オ

ファー」を提出することが合意され、それに向けて

各サービス貿易分野において交渉の進展の重要性

を強調するステートメントが出されるなど、交渉再活

性化に向けた動きが見られた。しかし、提出期限

を過ぎても改訂オファーの提出数が伸びなかったこ

とから、従来のリクエスト・オファー方式では十分

な自由化が達成できないとして、同方式を補完する

アプローチの必要性が加盟国の間で認識され、そ

の具体的な方法として、量的目標設定、質的目標設

定及び分野・モード別複数国間（プルリ）交渉の導

入が議論されるようになった。

②第 6 回閣僚会議（2005 年 12 月、於：香港）以

降

　2005 年 12月の香港閣僚宣言では、（a）質的目

標として各モードについての努力目標の設定、（b）

交渉形式として分野・モード別のプルリ交渉の導入、

（c）交渉日程として、2006 年 2月末までに（又はそ

れ以降可能な限り早急に）関心国の共同リクエスト、

7月末までに各国の第二次改訂オファー、10月末ま

でに各国の最終オファーを提出すること、が決まっ

た。

　交渉がなかなか進展しない背景の1つとして、サー

ビス交渉自体に対する姿勢に先進国と開発途上国

との間で大きな違いが存在することが指摘されてい

る。すなわち、一般的に金融や電気通信等の主要

サービス分野で競争力のあるサービス産業を有する

先進国は本交渉に積極的であるのに対し、サービ

ス産業が未発達な開発途上国側には、先進国主導

でサービス貿易の自由化交渉が進められることに強

い懸念があると考えられている。その違いはサービ

ス貿易の 4 形態についての先進国と開発途上国の

関心の違いにも現れており、先進国が最も関心を有

しているのは、相手国に商業拠点を設置しての貿易

2．ドーハ開発アジェンダにおけるサービス貿易自由化交渉の動向



454

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

（＝第 3 モード）である一方で、開発途上国にとっ

ては人の移動（＝第 4モード）が最大の関心事項と

なっている。

　香港閣僚宣言を受けて、2006 年 2月から 3月に

かけて共同リクエストが提出され、21分野の共同リ

クエストが出揃った（2007年に提出された観光分野

を含む）。我が国は、15 分野（コンピュータ関連、

金融、電気通信、海運、建設、流通等）でリクエ

スト国、残り6 分野（人の移動、越境取引等）で被

リクエスト国として、全分野の交渉に積極的に参加

した。

　2006 年 7月のEU主催の非公式サービス閣僚会

合では、サービス分野の重要性が閣僚レベルで改

めて確認されるとともに、香港閣僚宣言にて同月末

が提出期限とされた第二次改訂オファーの内容に

ついて、各国がそれぞれ検討中のオファー内容を

紹介するなど、極めて前向きな雰囲気となった。た

だし、オファーの質やタイミングを農業分野の進展

と関連づける開発途上国もあり、実際に期限前後

に主要国のオファーが出揃うかどうかは明らかでは

ない状況であった。そのような状況の中、7月下旬

の農業・NAMAに係る閣僚会合の結果を受けて、

WTO 事務局長はラウンド交渉全体を中断すること

を宣言し、サービス分野における7月末の第二次改

訂オファー提出期限も無効となった。その後、2006

年 11月の非公式貿易交渉委員会における、WTO

事務局長の各交渉グループ議長の下での実務レベ

ルの交渉再開宣言を受け、サービス分野において

も、今後の進め方や第二次改訂オファーにおける自

由化内容について協議が再開された。2007年 1月、

4 月、9月、11月と断続的に交渉会合が開催され、

次期改訂オファー提出期限の再設定やそのオファー

に含まれるべき自由化内容の指針の作成等につい

て議論が交わされた。

③シグナリング閣僚会合（2008 年 7月）の開催

　2008 年に入ると更に交渉は加速し、ジュネーブ

での高級実務者レベル（SOM）、大使級レベルの

会合や本国首都における働きかけ・バイ交渉も行わ

れ、「議長報告書」の発出と「シグナリング閣僚会

合」開催という成果が見られた。すなわち2008 年

2月には、サービス交渉議長が、農業・NAMAの

モダリティ合意時にサービス分野で合意されるべき

テキストの案を実質的に含む、「議長報告書」を加

盟国に提示。同年 5月、7月にそれぞれ改訂版の

報告書が提示され、2008 年 7月の非公式閣僚会

合後に提示された同報告書には、（a）サービスにお

ける野心の水準、（b）次期オファーにおける自由化

水準、（c）次期オファー及び最終約束表の提出期限

（ドーハ開発アジェンダ全体の動向次第という趣旨で

ブラケットが付されている）等が規定された。また、

2008 年 7月のWTO 非公式閣僚会合時には次期自

由化オファーの内容を予告（シグナル）する「シグ

ナリング閣僚会合」が開催され（我が国から経済産

業大臣が出席）、先進国・途上国問わず、多くの国

が主要サービス分野において前向きな発言を行い、

我が国産業界の関心の高い金融、電気通信、建設、

流通等の分野において、外資規制の緩和等、市場

アクセスの拡大を約束する旨が表明され、サービス

分野での交渉の進展が確認された（会合の結果に

ついては、個々の国名を明記しない形で同会合を主

催したWTO 事務局長からの報告という形で概要

が配布されている（WTO 文書：JOB（08）/93））。

しかしながら、WTO 非公式閣僚会合は、主に農

産品の輸入に係る途上国向け特別セーフガード措置

（SSM）を巡って米国とインド・中国が対立し、モ

ダリティ合意に至らないまま決裂した。

　2008 年 7月のシグナリング閣僚会合以降は、サー

ビス協定上のルール分野の技術的議論が続けられ

たが、まず農業・NAMAのモダリティ合意を目指

すという観点から、サービスの自由化交渉は進まな

かった（この間、米国発の金融危機を受け、2008

年 11月には、G20 首脳間で、「今後 12 か月の間、

投資及び物品・サービス貿易に対する新たな障壁を

設け、輸出規制を課し、WTO に整合的でない輸

出促進措置を講じることを自制する。」とした宣言

が合意された）。

　2009 年 7月G8 サミット（イタリア・ラクイラ）で
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の 2010 年中の妥結を目指す首脳合意を受け、同年

10月以降、各サービス分野専門家を含めた交渉会

合が開催された。しかし、リクエストと被リクエスト

国の要求水準は隔たりが大きいままで、市場アクセ

ス交渉のバイ協議については、各国とも既にやり尽

くした徒労感すら見られ、シグナリング会合以降の

実質的な進展は見られなかった。こうした交渉の停

滞を打開するため、また、産業界に対し、サービス

交渉の成果をよりわかりやすく示すため、2010 年の

半ば以降、例えばビジネスの実態にあわせて複数

の関連分野をまとめて交渉するというクラスタリング

アプローチ等、新たな交渉アプローチが提案され、

推進派を中心に議論が行われた。

④バリ合意（2012 年 12 月）に向けて

　2010 年末のAPEC 横浜や G20ソウルで表明さ

れた首脳レベルでのドーハ・ラウンド妥結へのコミッ

トメントを受け、2011年年初より交渉が加速化し、

市場アクセス交渉について集中的に議論が行われ

たが、その後の他分野の交渉の行き詰まりを受け、

市場アクセス交渉は再び停滞した。そうした中で、

進展がみられたのは、加盟国のうち後発開発途上

国（LDC）に対する特恵供与の枠組みである「LDC

モダリティ」である。（GATS は第 4 条 3 項及び第

19 条 3 項において LDCに対して特別の待遇をする

ものとしている。）2011年 6月、WTO 事務局長は

同年 12月に開催される第 8 回閣僚会議で先行合意

を目指す 9 項目を提示し、その中に、サービス分野

におけるLDC 向けの特恵制度が含まれた。[A2]

　2011年に開始されたドーハ・ラウンド交渉が 10

年目を迎えた 2011年 12月の第 8 回閣僚会議にお

いては、ドーハ・ラウンドが目指してきたシングルア

ンダーテーキングについて、近い将来での実現は困

難であることを認めつつ、「新たなアプローチ」を見

いだす必要性を共有し、進展が可能な分野で議論

を進めることが合意された。また、LDCモダリティ

について、（a）LDC 加盟国に対して、サービス貿易

における特恵措置を供与することができる、（b）具

体的にどのサービス分野のどのサービス形態を特別

扱いするかは特恵供与国が決定することとなる、（c）

特恵供与期間は 15 年間、等の内容が決定された。

　その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、

開発が進展可能な分野であることの共通認識が形

成され、2013 年 12月にインドネシア・バリで開催さ

れた第 9 回閣僚会議における精力的な交渉の結果、

バリパッケージとして合意された。その中で、LDC

モダリティについても、特恵供与の実現に向け、、

LDC が関心のある分野・モードを特定したリクエス

トを提示した 6 か月後にハイレベル会合を開催する

こと等の運用内容が決定された。

（2）現在の概況
　第 9 回閣僚会議においては、その後（ポスト・バリ）

の作業としてドーハ開発アジェンダ（DDA）の残さ

れた課題について 12 か月以内に明確な作業計画を

用意することになっていた。しかし、2014 年 11月

の一般理事会では、貿易円滑化協定の議定書の採

択という大きな成果を得た一方で、サービス分野を

含むポスト・バリ作業計画の期限は 2015 年 7月末

に延期された。LDCモダリティについては、2014

年7月、サービス貿易理事会に対してLDCより「LDC

サービス特恵制度（ウェーバー）に関する共通リクエ

スト」が提出され、2015 年 2月、同理事会の公式

会合という位置づけで、LDC サービス・ウェーバー

に関するハイレベル会合が開催された。

　なお、サービス貿易理事会及び下部組織におけ

る最近の議論を概観すると、以下のとおりである。

（a）サービス貿易理事会では、上記のLDC サービ

ス・ウェーバーや、第 9 回閣僚会議で決定された

電子商取引の作業計画などに関する議論が行わ

れている。

（b）国内規制作業部会では、香港閣僚宣言におい

て、今次ラウンドの終結までに国内規制規律（サー

ビス提供に係る免許・資格の基準・手続等に関

する国際的な規律）を策定することとされている

ことから、市場アクセス交渉と並行した集中的な

協議の成果として、各国の対立点・論点となりう

る箇所を記した注釈付き議長テキストが 2010 年 3
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月14日に公表され、2011年に入り、集中的なド

ラフティング作業が行われたものの、規律の根幹

となる重要事項について、加盟国間の立場に十分

な収斂は見られなかった。現在は、主に （i）規

律案に関する技術的な事項、（ii）サービス提供

の分野及び態様における規制、（iii）地域貿易協

定における国内規制、の 3 つの側面から議論が

行われている。

（c）特定約束委員会では、主に分類の問題が議論

されている。現行の GATS におけるサービス分

類が、この 20 年の間の技術や商業の急激な発

達に伴い直面している問題に関して、2011年に開

始した検討は 2014 年に終了し、現在は、これま

での分類に無い「新たなサービス」の分類問題に

関する検討が行われている。

（d）GATS ルール作業部会では、セーフガード措置、

政府調達、補助金に関する議論が行われている。

セーフガード措置に関しては、2014 年から地域貿

易協定におけるセーフガード条項に関する議論が

開始された。政府調達に関しても議論が継続さ

れており2015 年にワーキングペーパーがとりまと

められる見込みである。補助金については、事務

局が背景事情に関する覚え書きをとりまとめたが、

各加盟国の反応はさまざまで、議論を深めていく

必要がある。

（e）金融サービス貿易委員会では、金融サービス貿

易と開発、金融サービスにおける規制、技術的

問題（分類問題）などに関する議論が行われて

いる。金融サービス貿易と開発については、「金

融包摂（fi nancial inclusion）に関する議論が開

始され、2014 年 11月には中国の提案でモバイル

バンキングに関するセミナーが開催された。なお、

GATS の第 5 議定書の批准状況のモニターも続

けている（ブラジルが未批准）。

（3）新たなサービス貿易協定の検討に
ついて

　1995 年の GATS 発効以来長期間が経過し、こ

の間にインターネットの普及をはじめとする技術革新

の影響を受け、サービスの提供・消費の実態も大き

く変化してきていることを背景に、WTO において

も状況変化に対応した約束の改訂や新たなルール

の策定が求められてきた。しかしながら、ドーハ・

ラウンドは膠着し、急速な進展は見込めない状況と

なり、各国は EPA/FTAの締結等を通じてサービ

ス貿易の自由化を推進してきた。

　こうした中、2011年 12 月に開催された第 8 回

WTO 閣僚会議では、①途上国が強く支持するドー

ハ開発アジェンダは打ち切らない一方、②一括妥

結は当面実現不可能であることを認め、部分合意、

先行合意等の可能な成果を積み上げる「新たなアプ

ローチ」を試みることで一致した。

　これを受けて、2012 年初頭から、「新たなアプロー

チ」の一環として、有志国によるサービス貿易自由

化を目的とした新たな協定の策定に関する議論が開

始された。2012 年 7月 5日には、交渉のモメンタム

の維持・拡大、途上国等に対する透明性の確保と

議論への参加の奨励を目的として、それまでの約半

年間の議論で方向性の一致したものを取りまとめた

メディア・リリース「サービス貿易交渉の進展」が

公表された（内容は下記参照）。有志国はその後も

継続的に議論を重ね、2013 年 6月には，本格的交

渉段階に移った。当該有志国は、24 か国・地域（日、

米、EU、豪州、カナダ、韓国、香港、台湾、パキ

スタン、イスラエル、トルコ、メキシコ、チリ、コロ

ンビア、ペルー、コスタリカ、パナマ、ニュージーラ

ンド、ノルウェー、スイス、アイスランド、パラグアイ、

リヒテンシュタイン及びウルグアイ（2015年2月現在））

である。

　本新協定の交渉では、現行 GATS 協定以上の

サービス貿易分野の自由化及び既存のFTAの成果

を取り入れた、21世紀にふさわしい先進的な新協

定の策定を目指している。

　我が国としても、サービス貿易という重要分野で

の合意形成に向けて、関係国と連携しつつ積極的

に取り組んでいく。
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（1）カナダ‐ 自動車に関する措置
（DS139, 142）

　カナダ政府の自動車に関するオートパクトを前提

とした優遇措置は、卸売サービスに関して、サービ

ス協定の最恵国待遇（サービス協定第 2 条）及び

内国民待遇（サービス協定第 17条）に違反するとし

て、日本はEUとともにパネルを争った。パネルでは、

日本の主張がほぼ全面的に認められたが、2000 年

5月に提出された上級委員会の報告書では、本措

置がサービスに影響があるとのパネル認定について

は、証拠不十分としてパネルの結論を覆している。

しかし、カナダ政府は、パブリックコメントを経て

2001年 2月18日付で優遇措置を撤廃する行政命

令を施行した（詳細については、第 1章「最恵国待遇」

カナダの自動車に関する措置を参照）。

（2）メキシコ‐ 電気通信サービス
（DS204）

　メキシコは国際電話サービスの提供を複数の通

信事業者に許可しているが、国際長距離電話サー

ビス提供規則により「特定国との交渉に先立つ直近

の 6 か月において、長距離電話市場で最大のシェア

を持つ長距離サービスの譲許取得者が、当該特定

国の電気通信事業運営体と清算料金について交渉

するものとする。」と規定していた。そのため、実際

は市場の 6 割を占めるTELMEX 社が排他的に国

参　考

・ 過去数か月にわたって、いくつかのWTOメンバー

は、サービス貿易の自由化を進展させることを目

指し、これまでとは異なる交渉アプローチを模索

してきた。

・ WTO サービス貿易一般協定（GATS）が強い基

盤を提供している。同時に、その締結以降 16 年

の間、サービス貿易の自由化を進めるに当たり、

飛躍的な進展があった。

・ 大多数のメンバーが、自主的に、あるいは WTO

に通報された 100 を超えるサービス貿易協定を通

じて、自らの市場開放を大きく進展させた。これ

らの協定の多くは、市場アクセスおよび改善され

たサービス貿易ルールの進展に関して新生面を開

いた。

・ 我々は、ルールに基づいた多角的貿易体制の強化

を究極の目的として、当該進展をジュネーブへ持

ち帰るべき時が来たと確信する。

・ 交渉に先立って必要となる協議や手続を行えるよ

う、サービス貿易に関する自由化レベルの高い野

心的な協定の輪郭を明確にすることを目的とし

て、我々は、予備的な議論を新たな段階に移行さ

せる意向である。この協定は、GATS の実績及び

上記の進展を踏まえたものである。この協定は、

サービス貿易に関する他の交渉で達成された自由

化の実質的な部分を取り入れることを目的とす

る。そして、この協定の成果は多角的体制へ持ち

込まれ得る。

・この協定は：

♢ いずれの分野や提供の態様についてもあらかじ

め排除することなく、相当な範囲の分野を含ん

でおり、範囲において包括的であるべきであり、

♢ 交渉を通じて、実際の措置にできる限り一致す

る市場アクセスの約束を含み、 市場アクセス改

善のための機会を提供すべきであり、

♢ 交渉を通じて作成された、新しくかつ強化され

たルールを含むべきである。

・ 我々は、これらの目的を含む、サービス貿易自

由化のための高いレベルの野心を共有する他の

WTO メンバーが、我々の努力に加わることを奨

励する。我々は、開発途上国の参加を更に拡大す

る方法、及び後発開発途上国の利益を勘案する方

法を検討している。

新たなサービス貿易協定に関するメディア・リリース「サービス貿易交渉の進展」（仮訳：抜粋（2012 年 7月 5日発出））

3．主要ケース
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際清算料金（accounting rate systems for settling 

interconnection rates with carriers from certain 

countries）の交渉を行っており、メキシコの通信事

業者は TELMEX 社が交渉した料金を適用するこ

とになっていた（同一計算料金制度）。米国は、こ

のようにして設定された国際電話の終点における清

算料金は、コストに基づくものではなく、また、独

占交渉制度や同一計算料金制度は、非合理なもの

であり、主要なサービス提供者による反競争的行為

を許すものであるとして、メキシコが約束している

参照文書（「反競争的行為の防止」、「確保すべき相

互接続」）に反すると主張するとともに、外国企業

が専用線を利用して電気通信サービスを提供するこ

とを禁ずるメキシコの措置は、専用線についての合

理的な条件でのアクセスを確保するべきとしたサー

ビス協定の「電気通信に関する附属書」上の義務に

も反するとして、2000 年 8月に協議要請を、また同

年 11月にパネル設置要請を行った。その後 2002

年 4 月17日に正式にパネルが設置され、我が国も

本パネルに第三国参加したところ、2004 年 4 月、

パネルはメキシコのサービス協定の「電気通信に関

する附属書」違反を認め（なお、外国企業による専

用線を利用したサービス提供の禁止措置について、

メキシコは第 3モード（拠点設置）の自由化を約束

していたが、第 1モード（越境取引）の自由化につ

いては約束していないため、第 1モードでのサービ

ス提供を禁止することは協定違反にはならず、第 3

モードでのサービス提供を禁止した部分についての

み協定違反とされた。）、加盟国にパネル報告書が

配布された。この結果を受けて、メキシコは 2004

年 8月に新しい国際長距離電話通信規則を発表し、

同年 6月の米墨間合意を実行した。

（3）米国‐賭博サービス（DS285）
　米国はオンラインの賭博サービスについて規制を

している。2003 年 3月、アンティグア・バーブーダ

が米国によるオンラインの賭博サービスの提供につ

いての規制を、米国が行った娯楽サービスについて

の自由化約束（第 1モード（＝越境取引）について「制

限なし」）に反し、サービス協定第 16 条（市場アク

セス）、第 6 条（国内規制）、第 11条（支払い及び

資金移動）及び第 17条（内国民待遇）に違反して

いるとして、WTO上の協議要請を行った。同年 6

月、アンティグア・バーブーダはパネル設置を要求し、

パネル審理を経た結果、パネルはアンティグア・バー

ブーダの主張のうち、米国のサービス協定第 16 条

違反を認め、2004 年 11月に加盟国にパネル報告

書が配布された（パネルはその他の条項に対する違

反については判断をしなかった）。これを受けて両

当事国は 2005 年 1月に上訴し、同年 4 月、上級

委員会は改めて米国の第 16 条違反を認定した。

　その後、米国が勧告実施のために採った措置の

有無及びサービス協定との整合性について当事国間

で意見の相違があったため、DSU 第 21.5 条に基

づく履行確認パネルが設置。審理の結果、米国が

勧告を実施していないとのパネル報告書が 2007年

3月30日に配布、5月22日に DSB で採択された。

これを受けて、同年 6月21日、アンティグア・バーブー

ダは DSU 第 22.2 条に基づき対抗措置の承認を申

請（GATS及び TRIPS 協定に基づく譲許その他の

義務の停止）したが、同年 7月23日の米国の要請

を受けて、対抗措置の規模について仲裁への付託

が行われた。同年 12月21日に、対抗措置の規模

は大幅に減額（アンティグア・バーブーダの主張する

年間 34 億 4,300 万米ドルから、年間 2,100 万米ド

ルに減額）されたものの、アンティグア・バーブー

ダの TRIPS 協定に係る対抗措置を認める仲裁人の

報告が出された。

　 一方、 米 国は同年 5 月 8 日、GATS 第 21 条

に基づき、賭博サービス（gambling and betting 

services）を約束表から除外する修正手続を行う

旨、加盟国に通知。関係国は自国の利益が本通報

提案によって影響を受けうる場合、当該影響を受け

る国からの要請に基づき、米国との補償交渉を行う

ことができるが、米国との間で協議が整わなかった

として、アンティグア・バーブーダ及びコスタリカは

2008 年 1月、必要な補償についての仲裁判断を要

請した（その後、コスタリカは米国の補償提案内容
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に合意し、事務局に交渉完了・裁定中断を通知した。

アンティグアと米国の仲裁手続は合意の上中断され

ている）。

　なお、上記仲裁人の報告発出以来、アンティグア・

バーブーダは、問題の解決を図って事務局長のあっ

せんを求めていたが、2012 年 12月13日、DSB に

対し、DSU22.7 条に基づき、TRIPS 協定上の譲

許その他の義務の停止に対する承認を求めた。

（4）中国‐ 出版物・音響映像娯楽製
品の貿易権・流通サービス（DS363）

　中国はWTO 加盟に当たり、加盟後 3 年以内に、

外資企業に対して出版物（本、新聞等）、音響映像

製品（CD、DVD 等）に係る輸入・流通業への従

事を認めることを約束したが、依然として同事業の

主体を中国国営企業及び中国資本が過半数を占め

る企業に限定している。2007 年 4 月、米国は、中

国の著作物に係る輸入・流通規制について、知的財

産権制度問題（DS362）と同じタイミングで、中国

に対して WTO 協定に基づく協議要請を実施した。

その後、二国間協議では解決に至らず、同年 10月

に米国がパネル設置を要請。11月のWTO 紛争解

決機関会合でパネルが設置された。

　2009 年 8月、パネルは、サービス協定に関し主

として次の 4 点を第 17条（内国民待遇）違反と認

定した。

①中国はサービス協定上、流通（卸売）サービスの

第 3モード、内国民待遇を制限なく約束している

一方、中国に存在する外資企業が実質的に輸入

出版物の流通に従事できないこと。

②中国は流通（卸売、小売）サービスの内国民

待遇を制限なく約束しているにもかかわらず、

masterdistribution （master distributor：出版物

を販売しようとする際、排他的出版権者（master 

distributor）の承認が必要となる流通形態）へ

の外資企業の従事を禁止していること。

③出版物の卸売業に従事する際の外資事業者のみ

に課す差別的な最低資本要件、操業期間制限。

（なお、出版物の電子的形態での流通への外資

企業の従事を禁止する措置についても、サービス

協定第 17条違反を構成しうるとパネルは判断し

たが、米国は外資企業が電子的形態での流通に

従事できないという点について立証が不十分とし

てこの点についての主張は退けた。）

④中国は約束表の中の「音響映像サービス」項

目下で「音声記録製品配給サービス（Sound 

recording distribution services）」を約束してい

るところ、これには非有体物としての音声記録製

品の流通、特にインターネット等の技術を用いた

電子的形態での流通も含まれるものと解釈される

にもかかわらず、外資事業者に音声記録製品の

流通、特にインターネット等の技術を用いた電子

的形態での流通への従事を認めないこと。

　さらに、パネルは、中国が外資企業者による、

録画像の配給サービスへの合弁出資を出資比率

の制限なく認めているにもかかわらず、ビデオや

DVD 等の音響映像娯楽製品（Audiovisual home 

entertainment products）の流通について、外資

過半出資形態を認めていない措置に関し、サービ

ス協定第 16 条及び 17条に違反するとした。（なお、

中国は、Sound recording distribution servicesに

電子的形態での流通も含まれるというパネルの判断

について上級委員会に上訴を行ったが、上級委員

会はパネルの判断を支持した。）最終的に 2009 年

12月に中国の協定義務違反が確定し、DSB 勧告

の履行措置期間は 2011年 3月19日とされた。

　その後、中国は、2012 年 2 月 22 日のWTO 紛

争解決機関会合において、DSB 勧告を大部分履行

したこと及び米中両国が 2012 年 2月18日に紛争

解決に向けた覚書に合意したことを表明した。同

年 5月9日に、米中両国が紛争解決機関議長宛に

発出した共同コミュニケーションによれば、同覚書

の内容には、中国政府が定める外国映画の年間配

給制限枠（利益配分方式での輸入の承認）の 20 本

とは別に、IMAXや 3D などの高精細な映画の輸

入を少なくとも年間 14 本認めること、中国での映画

の興行収入に関し、映画のプロデューサーに対する

収益配分を25%に引き上げること、外国映画の配
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給に関し、民間企業を含む中国企業の参入も認め

られるようにしていくこと、米中両国は、5 年後に覚

書の主要な要素について協議を行い、中国のDSB

勧告の問題を議論すること等が含まれている。同年

5月24日のWTO 紛争解決機関会合において、中

国は、DSB 勧告を全て履行したと表明した。一方、

米国は、米中両国で合意した覚書は、重要な進展

を示すものではあるが、最終的な解決ではないと表

明している。

　我が国としては、米中両国の動向に留意しつつ、

中国の関連法制度の改正動向や施行状況等を注視

するとともに、二国間政策対話等やWTO サービス

交渉等により、更なる外資規制の緩和を働きかけて

いる。

（5）中国‐ 電子決済サービスに関す
る規制（DS413）

　中国政府は、国内での元建て取引のための電子

決済サービスを銀聯（チャイナ・ユニオン・ペイ）に

独占させるべく各種の措置を実施しており、米国は

これらの制約が、中国のサービス約束表における

市場アクセス原則（GATS16 条）及び内国民待遇

原則（GATS17条）に違反するとして、2010 年 9月

15日に中国に対して WTO における協議要請を行

い、2011年 3月25日にパネルが設置された。日本

は第三国参加している（その他、豪州、エクアドル、

EU、インド、グアテマラ、韓国が第三国参加。）。

　米国によれば、中国では、外国企業が独自の支

払いネットワークを築いて電子決済サービスを提供

したり、現地通貨（人民元）での取引を行ったりす

ることができない。したがって、外国企業は、中国

のオペレーターとジョイントベンチャーを組み、中国

の独占支払ネットワーク（銀聯：チャイナ・ユニオン・

ペイ）を通じて支払いを行わなければならないとさ

れている。米国は、これらの規制は、2006 年 12

月11日までに外国金融機関に対し全ての支払い及

び送金のサービス（クレジット・カード、チャージ・カー

ド、デビット・カードを含む）の提供を外国通貨及

び現地通貨について認めると合意した中国のWTO

加盟時の約束に一致しないものであると考えた。米

国が問題視している主な措置は以下の通り。

①国内での元建て取引のための電子決済を行う際

に銀聯の使用を義務付け、又は中国銀聯会社を

唯一の電子決済サービスの供給者として確立する

こと（銀聯を通じた元建て決済の義務化）。

②カード発行会社に対し、中国で発行されるペイメ

ントカード（銀行カード、クレジット・カード、チャー

ジ・カード、デビット・カード等）には銀聯ロゴ

を貼付するように義務付けること。また、ペイメ

ントカード発行者は銀聯システムへのアクセスを備

えていなければならない。

③すべてのATM 等において銀聯ロゴを貼付し、そ

してそこで銀聯カードが使用できるように義務付

けること。

④アクワイアラー（加盟店契約業者）に対し、銀聯

ロゴを掲示すること及び銀聯ロゴの貼付されたす

べてのペイメントカードを受け入れるように義務

付けること。

⑤銀聯カード以外のカードを使用した地域間・銀行

間取引を禁止していること。

⑥中国で発行された銀行カードを使用したマカオ・

香港でのあらゆる元建て取引及びマカオ・香港で

発行された銀行カードを使用した中国国内でのあ

らゆる元建て取引は銀聯を通じて行うように義務

付けること。

　上記のような措置が中国のWTO 加盟時の約束

に違反しているといえるか否かは、まず、電子決済

サービスの提供や現地通貨取引が WTO サービス

分類上で、どの分類に属すると解されるかによる。

　米国は、当該サービスは、「すべての支払及び送

金のサービス（クレジット・カード、チャージ・カー

ド及びデビット・カードを含む）」に該当し、「すべ

ての支払及び送金のサービス（クレジット・カード、

チャージ・カード及びデビット・カードを含む）」に

ついては、中国はWTO 加盟時の約束表で、市場

アクセス及び内国民待遇を与えると約束していると

主張している。

　中国は、外国企業に対し、人民元銀行カード及
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び決済市場を開放することについて約束はしておら

ず、当該サービスは、金融サービスに関する附属書

の「金融資産（有価証券、派生商品その他の譲渡

可能な証書を含む）のための決済及び清算のサー

ビス」に分類されると主張している。

　パネル報告書は 2012 年 7月16日に加盟国に配

布され、米国・中国のいずれからも上級委に付託す

る旨の申立てがされずに、同年 8月31日のDSB 会

合で採択された。

　パネルは、第一に、中国の約束表その文言につ

いて通常の意味及び文脈・協定の目的を踏まえて解

釈し、「すべての支払及び送金のサービス（クレジッ

ト・カード、チャージ・カード及びデビット・カード

を含む）」に電子決済サービスが該当すると認めた。

　第二に、パネルは、米国が主張する上記①～⑥

の措置が存在するかどうかを検討し、②、③、④

及び⑥の措置の存在を認定したものの、①及び⑤

については、米国が指摘する各法律文書を検討し

ても、元建ての電子決済取引について、銀聯を唯

一のサービス供給者として確立したり、それ以外の

サービス供給者の使用を禁止したりするものではな

いとして、そのような措置の存在を認めなかった。

　第三に、パネルは、⑥の措置については、一定

の取引について銀聯を独占サービス供給者とする

ものとして、サービス提供者の数の制限を禁じる

GATS16.2（a）条に違反すると判断した。

　第四に、パネルは、②、③及び④の措置について

は、他の加盟国の同種の電子決済サービス供給者

を銀聯より不利に扱うものであるとして、GATS17.1

条に違反すると判断した。

　以上のパネル報告書を受けて、米国と中国は、

その履行のための期間をパネル報告書の採択の日

（2012 年 8月31日）から11か月、すなわち、2013

年 7月31日とすることを合意した。

※ EPAにおける電子商取引章含めた電子商取引全

般のルールについては第 III 部 7 章電子商取引の項

参照

①WTOにおける電子商取引に関する主要論点

　WTO では、電子商取引について、新しい取引形

態であること、国境を越える取引を伴うことが多い

こと等から、WTO 協定との関係について議論が進

められている。具体的に検討の対象となっている主

な論点を挙げれば、以下のとおりである。

　

a．デジタルコンテンツの協定上の取り扱い

　電子商取引は、財、サービスの流通構造に大きな

変革をもたらしつつある。特に、契約、決済の電子

化にとどまらず、オンラインを用いて財、サービス

を送信する商形態が進展しつつあり、国際的な流通

市場を構築しようとの動きもある。

　こうした新しい商形態を WTO 協定上どう取り扱

うかについては、まず、いわゆるデジタルコンテン

ツの分類問題が議論されてきている。デジタルコン

テンツを売買する際、その代価は物の購買料か、サー

ビスの対価か、知的財産権の使用料かという分類い

かんにより、適用されるべき規律が異なってくる。

また、本質的に同じモノが物理的に流通する場合と

ネットワーク上で流通する場合とで差別的な取り扱

いがある場合は、貿易歪曲効果を生じさせるとの指

摘もなされている。

　本件について EU は、デジタルコンテンツの提供

はサービスの範疇に含まれ、サービスの提供を規律

するサービス協定が適用されるべきであり、提供の

手段が、例えば放送サービスによる場合と電子商取

引による場合とで差を設けるべきではない（技術中

立性を保つべき）と主張している。

　我が国の立場は、デジタルコンテンツがキャリ

アメディアに記録されて越境取引される場合に

GATT の規律対象になるケースにおいては、同様

のデジタルコンテンツが仮にインターネットを通じ

電子商取引の議論と主要論点コ ラ ム
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て配信される場合にも、GATT に適用されるような、

最恵国待遇、内国民待遇及び数量制限の一般的廃止

といった原則が適用されることが不可欠であるとい

うものである。米国も同様に、デジタルコンテンツ

に適用される規律は、GATT か GATS かという狭い

議論ではなく、電子商取引の発展という目的に適う

ことが重要であり、現在与えられている市場アクセ

スの程度を後退させるような決定を行うべきではな

いと主張している。このような観点からは、EUの「電

子商取引にサービス協定の規律のみを適用すべき」

との主張は、サービス協定の 155 分類のサービス分

類中、特に映像・放送サービスに係る文化的理由を

付した最恵国待遇免除登録及び市場アクセス・内国

民待遇に関する留保を、電子商取引に適用すること

を狙うものではないかとの懸念を有している。デジ

タルコンテンツの概念についてはなお整理が必要で

あるが、電子商取引の推進のためには、内国民待遇、

最恵国待遇、数量制限の禁止といった WTO の基本

原則の適用が最大限確保されるべきである。

b．電子送信に対する関税賦課問題

　従来、CD-ROM 等の媒体に格納され、モノの形

で取引されてきたデジタルコンテンツがオンライン

上で取引された場合の課税を考えた場合、これらの

取引を徴税機関が捕捉することは物理的に非常に困

難であるという問題がある。また、電子送信行為を

課税の対象とし、送信量（通信ログ等により算出）

に基づき課税しようとしても、デジタルコンテンツ

そのものの価値と送信量は必ずしも比例しないこと

から、実際のコンテンツの価値の評価とは無関係に

課税されるという問題が生ずる。

　このように、電子送信に対する関税賦課には技術

的な問題があることに加え、電子商取引の発展のた

めに、自由な取引環境を確保する必要があるとの観

点から、インターネット取引に関税を賦課すべきで

はないとの国際合意を形成すべきとの声が高まって

きた。

　その結果、1998 年の第 2 回 WTO 閣僚会議にお

いて、「グローバルな電子商取引に関する閣僚宣言」

が合意され、その中に、「次期閣僚会議（1999 年）

まで電子送信（electronic transmission）に対する

関税を賦課しないという現在の慣行を継続する（関

税不賦課のモラトリアム）」旨記載された（なお、

物品の配送が物理的に行われる場合には、通常の取

引同様関税賦課の対象となる）。

　この関税不賦課のモラトリアムの取り扱いにつ

いては、1999 年の第 3 回 WTO 閣僚会議が決裂し

た結果、合意がない状態が続いていたが、2001 年

11 月のカタール・ドーハでの第 4 回 WTO 閣僚会

議において、第 5 回閣僚会議までの延長が宣言され

た。しかしながら、その後、2003 年 9 月のカンク

ンでの第 5 回閣僚会議が決裂し、この関税不賦課の

モラトリアムは延長されていなかったが、2004 年 7

月末の一般理事会合意により 2005 年末の香港閣僚

会議までモラトリアムは延長されることで合意され

た。その後、第 6 回 WTO 香港閣僚会議（2005 年

12 月）、第 7 回閣僚会議（2009 年 12 月）、第 8 回閣

僚会議（2011 年 12 月）、第 9 回閣僚会議（2013 年

12 月）においても、次回閣僚会議までのモラトリ

アムの継続が決定された。

c．財政的インプリケーション（Fiscal implications 

of ecommerce）

　電子商取引には、生産・消費がなされた場所の把

握が困難であり、伝統的な国家の徴税管轄の概念と

実態とをどう調和させるかという問題がある。特に

開発途上国からは、電子商取引の発展により、課税

面での国家の歳入が減少するのではないかとの懸念

が表明されている。開発途上国の理解を得るために

も、電子商取引の振興を図ることによって国家経済

全体に与えるプラスの効果と、課税面で国家の歳入

に与えるマイナスの影響等につき更なる検討が必要

である。

　

d．我が国の取組

　電子商取引の更なる発展と国際的に調和された環
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境整備のための具体的なルール作りの重要性に鑑

み、我が国は WTO の場において積極的に議論に参

加してきた。具体的には、経済産業省（旧通商産業

省）は、電子商取引と WTO を巡って今後検討が必

要な論点を示し、議論を提起することを目的として、

2000 年 6 月に通商産業省第 1 次提案、同年 10 月に

第 2 次提案を、更に 2001 年 6 月に経済産業省提案

を公表した。

　提案の概要は以下のとおり。

―基本的考え方

　電子商取引は、これからの世界経済において、国

際的な情報格差を解消し、世界的な「eQuality」を

実現するための新たな力強い手段である。ここで挙

げた「eQuality」には、情報化社会に生きる人々に

とって、「公平性（equality）」や、「生活の質（quality 

of life）」の確保が必要不可欠であるという、強い信

念が込められている。この「eQuality」の確保を課

題とした本提案の思想は、2000 年 7 月の九州・沖

縄サミットで発出された IT 憲章及び 2001 年 1 月

に施行された高度情報通信ネットワーク形成基本法

（IT 基本法）の理念とも呼応するものとなっている。

　また、本提案においては、3 つのバランスの確保

が念頭に置かれている。

　第一は、企業及び消費者双方の利益のバランスで

ある。すべての国が等しく情報化社会の「eQuality」

を確保するにあたっては、企業活動が消費者の利益

を損なうことがないよう、加盟国が消費者及び産業

界双方の利益を考慮した上で、政策を着実に実施す

ることが求められる。

　第二に、先進国と開発途上国のバランスある発展

が挙げられる。まずは信頼性が高く安定したネット

ワークを全世界的なレベルで確保し、先進国・開発

途上国双方において電子商取引の発展する機会を与

えることが重要である。更に情報社会への移行に向

け、自由化と円滑化を進めるだけでなく、社会的、

文化的事情をも考慮しつつ、一貫性を持った環境を

作ること、キャパシティ・ビルディングによる開発

途上国の能力向上を図ることが、先進国と開発途上

国双方にとっての「eQuality」の確保につながる。

　そして、第三に、自由化とルールのバランスの確

保である。ネットワーク経済においては各国の自由

化によって、企業は国際的な活動の幅が広がり、経

済活動が活発化する。一方で、情報経済においては、

グローバル企業による国際的な寡占状態が発生しや

すいと指摘されており、自由化後の市場において、

公正な競争が行われることが、自由化のメリットを

享受する必要条件となる。また、活力あるサイバー

空間の構築のためには、誰もが安心して参加できる

ような市場環境の整備に向けたルール作りが不可欠

である。電子商取引の自由化の促進と必要な消費者

保護、信用秩序の維持等についての法的環境とのバ

ランスを考慮すべきである。

―本提案で提起した主な具体的論点

・電子商取引委員会の設置

　更に検討を進めていくために、一般理事会の下に

電子商取引委員会を設置することを提案。同委員会

では、各理事会における交渉の進捗のマンデートを

フォローしながら適宜ガイダンスを行うとともに、

自らも各理事会のマンデートを超える分野横断的問

題を中心として検討作業を行う。

・電子商取引関連分野の自由化

　国境を越えて行われる電子商取引は、通信、決済、

物流等の関連サービスが国境を越えて提供されるこ

とによって行われるものであり、これらの関連サー

ビスの市場アクセスの確保が不可欠である。国境を

越えて行われる電子商取引に密接に関連するサービ

ス貿易の自由化の促進の観点から、我々は交渉を円

滑に進める上で適切な範囲のサービスを「電子商取

引クラスター」とすることを支持する。

・国内規制原則

　電子商取引の発展によって、企業による複数国へ

の参入が容易になった反面、各国国内規制の問題が

顕在化している。各国が政策目標を実現するために

導入した様々な国内規制が、国境を越えた電子商取
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引を阻害し、貿易制限的効果を有する場合がありう

る。電子商取引の更なる発展のためには、各国で行

われている国内規制を必要最小限のものとして統一

することが望ましい。電子商取引に関する国内規制

原則として、客観性・透明性・必要（最小限）性が

担保されるべきであり、この他に追加されるべき原

則とこれらの原則の判断基準の策定に向けて検討す

べきである。

・開発途上国へのキャパシティ・ビルディング

　電子商取引の発展の恩恵が開発途上国にも均霑さ

れるために、WTO 及びメンバー国にできる開発途

上国支援を検討する。具体的には、技術協力、イン

フラの整備、緊密な政策対話による情報・経験の共

有、APEC 等の地域的枠組みを利用した協力など

が考えられる。

②WTOにおける検討の経緯

　WTO における電子商取引に関する検討の経緯を

まとめると以下のとおりである。

a．第 2回WTO閣僚会議における作業計画策定の

決定（1998 年 5月）

　1998 年 5 月にジュネーブで行われた第 2 回 WTO

閣僚会議において、「グローバルな電子商取引に関

する閣僚宣言」が採択された。本宣言では、電子商

取引に関するすべての貿易関連の問題について検討

するための作業計画の策定が決定されるとともに、

電子送信に対する関税不賦課原則について合意がな

された。

b．作業計画の策定と下部機関における検討（1998

年 10 月～ 1999 年 7月）

　ジュネーブでの閣僚宣言を踏まえて 1998 年 10 月

に電子商取引に関する作業計画が策定された。以後、

サービス理事会、物品理事会、TRIPS 理事会、貿

易と開発委員会の 4 下部機関における検討が 1999

年 7 月まで行われ、その検討結果が一般理事会に報

告された。

　c．電子商取引作業計画の中断と再開（1999 年

12 月～ 2000 年 12 月）

　1999 年 12 月のシアトル閣僚会議が決裂した後、

電子商取引作業計画は事実上休止していた。しか

し、技術革新の早い分野における電子商取引関連セ

クターの自由化、ルール策定を求める声は閣僚会議

決裂後も引き続き高く、シアトル閣僚会議から約半

年後の 2000 年 7 月の一般理事会において、電子商

取引作業計画の再開が決定された。その後、下部機

関での検討が進められる中で、電子商取引を巡る

WTO 上の諸問題の多くは分野横断的視点からの検

討が必要であるとの認識が、日本をはじめ各国の間

から生じてきた。そこで、電子商取引が WTO 上の

規律に与える様々な影響（モノ、サービス、知的財

産等の貿易に対する影響）を幅広く理解するために、

電子商取引に関して分野横断的な検討を行うべく作

業部会の設置が検討された。

　2001 年 6 月に電子商取引特別会合（dedicated 

discussion on e-commerce）を開催し、専門家によ

る分野横断的課題の集中的な討議を行うことが決定

された。

d．第 4回WTOドーハ閣僚会議（2001 年 11 月）

　第 4 回 WTO 閣僚会議において、第 5 回閣僚会議

までの関税不賦課のモラトリアムについて合意がな

されるとともに、電子商取引作業計画を継続し、計

画を更に進めるために適切な枠組み（institu-tional 

arrangements）を作ることを検討すること、そし

て第 5 回閣僚会議に検討の進捗状況につき報告を行

う旨が宣言された。

e．ドーハ閣僚会議以降の動き

　ドーハ以降、電子商取引に関する検討は、引き続

き一般理事会の下の電子商取引特別会合を中心に行

われた。第 2 回会合（2002 年 5 月）以降も引き続

き分類問題について議論がなされたほか、財政的イ

ンプリケーションについても議論が行われた。我が

国からも開発に関して IT 協力を紹介するペーパー
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を提出し、本件に関する積極的貢献を行った。この

他、2002 年 4 月に貿易と開発委員会でセミナーが

開催されたこともあり、開発途上国の関心が寄せら

れた。これらの結果、電子商取引推進の重要性につ

いて開発途上国の理解を徐々に得るに至った。

　また、米国は、電子商取引の更なる発展のために

いくつかの基本的な原則（自由な取引環境の確保、

市場アクセスの拡大、関税不賦課モラトリアムの恒

久化等）について加盟国間で合意を目指すことを提

案し、先進国からは概ね支持が得られた。

　2004 年 7 月の WTO 一般理事会では、2003 年 9

月に第 5 回 WTO カンクン閣僚会議で合意される予

定であった関税不賦課のモラトリアムについて、第

6 回 WTO 閣僚会議まで延長することが決まった。

f．第 6回WTO香港閣僚会議（2005 年 12 月）

　第 6 回 WTO 閣僚会議において、次回閣僚会議ま

での間、電子送信に対して関税を課さない現在の慣

行を維持することが宣言された。また、電子商取引

作業計画に基づく検討作業が未だ完了していないこ

とに留意し、開発関連事項及び電子ソフトウェアの

貿易上の取扱等に関する議論を再活性化することが

合意された。

　

g．第7回WTOジュネーブ閣僚会議（2009年12月）

　香港閣僚会議以後、WTO の定例閣僚会議が開催

されていなかったため、関税不賦課のモラトリアム

はその後も継続されていたが、2009 年の閣僚会議

時には、主にキューバが、途上国が電子商取引の恩

恵を十分に受けていないと主張、いたずらにモラト

リアムを継続することに反対した。一方で、途上国

の中にはモラトリアムの恩恵を受けているとし、モ

ラトリアム延長を推進する加盟国も存在したことか

ら、当面は 2011 年に開催される次回閣僚会合まで

モラトリアムを延長することが合意された。電子商

取引作業計画に関しては、作業を精力的に再活性化

させること、一般理事会が作業計画の進捗の定期的

レビューを行うこと、作業計画は基本的な WTO の

原則や電子的に送信されたソフトウェアの貿易上の

取り扱いに関する議論を含むこと等が合意された。

　

h．第8回WTOジュネーブ閣僚会議（2011年12月）

　第 8 回 WTO 閣僚会議において、関税不賦課のモ

ラトリアムを次回閣僚会議まで延長することが合意

された。電子商取引作業計画に関しては、インター

ネットのアクセス性の向上の観点から、開発途上国、

とりわけ後発開発途上国に対する特別の配慮をもっ

て作業計画の再活性化を継続させること、零細・中

小企業による電子商取引へのアクセスについても調

査すること、一般理事会が作業計画の進捗状況を評

価し、次回閣僚会議における何らかの勧告につい

て検討するための定期的レビューを行うこと（2012

年7月及び12月並びに2013年7月の会議において）

等が合意された。

i．第 9回WTOバリ閣僚会議（2013 年 12 月）

　第 9 回 WTO 閣僚会議において、関税不賦課のモ

ラトリアムを次回閣僚会議まで延長することが合意

された。電子商取引作業計画に関しては、積極的な

作業の継続、WTO の基本原則（非差別性、予見可

能性及び透明性を含む）の遵守、開発途上国（とり

わけ後発開発途上国）や電子商取引への接続が少な

い国に対して特別な配慮をしつつ、電子商取引の適

用を進展させること、零細・中小企業による電子商

取引へのアクセスについての調査の継続、一般理事

会が作業計画の進捗状況の定期的レビューを実施す

ること等が合意された。

【EUの電子的に配信されたサービスに対する付加

価値（VAT）税について】

　EU では、EU 域外事業者がデジタルコンテンツ

を EU 域内消費者に販売した場合には、VAT（付

加価値税）を徴収しなければならない、という改

正 VAT 指令（2002/38/EC）が 2002 年 5 月に決定

され、EU 加盟国は 2003 年 7 月までに各加盟国で

実施されることとなり、ほぼすべての加盟国におい
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て国内法制化されている。同指令は、2003 年 7 月

から暫定的に 3 年間適用され、見直しが行われるこ

ととなっていたが、継続適用措置が諮られ、その後

新たな理事会指令（2006/112/EC）により吸収され

た。当該指令の下では、EU 域外の事業者と EU 域

内の消費者との間でデジタルコンテンツの取引が行

われる場合、域外事業者は EU 加盟国のうちいずれ

か一国の税務当局に登録し、消費者の移住地に従っ

て VAT を価格に上乗せし、登録した国に納税する

（消費地主義）。これに対し、EU 域内の事業者・消

費者間の取引の場合は、事業者は拠点を設置した国

の税率に従って、その国に VAT 税を納入すること

になる。このように、EU 域内事業者に比べ域内に

拠点を設置していない域外事業者は、販売先の国ご

との税率を計算し納入しなければならないなど、煩

雑な事務作業負担が生じる可能性が高くなることが

懸念される。
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（1）ルールの背景
　高度に発展した経済社会においては、発明、デ

ザイン、ノウハウ、芸術作品等、人間の知的創造活

動の産物が経済活動において重要な役割を果たし

ており、それらの創造活動を促進するために、発明、

意匠、著作物、集積回路の回路配置、営業秘密等

を法的に保護するための制度が整備されている。ま

た、営業活動や生産活動の末に獲得された信用を

保護し、消費者保護及び競争秩序の維持を図るた

め、標章の保護が図られている。

　国際貿易においても、国際的に取引される商品

やサービスの価値に占める、これらの知的財産の

価値が近年飛躍的に増加しており、加盟国におけ

る知的財産の保護が不十分又は不適切な場合には、

貿易秩序を歪曲するおそれがある。

　開発途上国においては、知的財産の保護制度は

有しているものの、保護の対象を狭い範囲に限定し

たり、保護期間を極めて短くしたりするなど、保護

の水準が不十分であったり、知的財産権侵害を排

除するための権利行使の実効性が十分に確保でき

ていない国が少なからず存在した。また、先進国

においても、過剰な保護や、国際社会の大勢から

大きく異なる態様の保護など、事実上の内外差別的

な効果を持った制度を有する国が存在した。

　知的財産の分野では、特許権、商標権等の工業

所有権に関するパリ条約、著作権に関するベルヌ条

約など、国際的な保護の在り方を方向づける国際協

定が既に存在していたが、国際貿易秩序を整備す

るという観点から知的財産の適切な保護の枠組み

を検討する必要性が認識されるに至り、GATT の

場でも、できる限り多くの国が参加して、通商面に

関連した知的財産の保護水準に関する国際合意を

作ることが急務であることが認識された。

　係る観点から、ウルグアイ・ラウンド交渉の新分

野を構成する重要な要素として、TRIPS（知的所有

権の貿易関連の側面：Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights）交渉が位置づけら

れた。そして、「知的所有権の貿易関連の側面に関

する協定」（TRIPS 協定）が、1994 年 4 月のマラ

ケシュ会合において最終合意に至り、1995 年 1月1

日に発効した。

（2）法的規律の概要
　TRIPS 協定の概要は図表Ⅱ‐13 のとおりであり、

知的財産に関する通商関連における保護の在り方

についての論点の相当程度をカバーするものとして、

一部問題は残しつつも、知的財産の保護の水準を

規定した新たな包括的枠組みとして評価される。そ

の意義としては、①知的財産を全般的にカバーして

いること、②パリ条約、ベルヌ条約等の既存条約と

の関係では、原則として保護水準が引き上げられて

いるのみならず、パリ条約やベルヌ条約に未加盟の

国にもそれらの条約の内容を遵守するWTO 協定

上の義務が生じたこと、③知的財産関連条約では、

初めて最恵国待遇が明記されたこと、④加盟国が

国内法で担保すべき義務として、実質的な保護水準・

権利内容を規定するのみならず、権利侵害行為に

対する権利行使手続が詳細に規定されたこと、⑤

第13章
知的財産

ルールの概観
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紛争処理手続が設けられたこと、等が挙げられる。

（3）経済的視点及び意義
　知的財産保護制度は、経済的に次の 2 つの側面

を持つ制度的枠組みであると言えよう。第一の側面

は、知的財産を開発・創出した者に特許権や著作

権のような一定の排他的（独占的）権利を付与する

ことによって知的創造活動を促進し、新たな技術・

知識の研究と開発に対する資源の効率的な活用を

促して、経済発展の知的インフラストラクチャーの

充実に寄与することを目的とする側面である。但し、

新たな技術・知識に一定の排他的（独占的）利用を

認めることにより、第三者の利用と競争が制約され、

その技術・知識の産業的利用から消費者・利用者

が受ける便益が減少するという側面もあるため、そ

の適切な調整が重要である。第二の側面は、商標

や地理的表示のような商品・サービス等の表示を保

護することにより、業務上の信用及び市場における

公正競争の維持を目的とするものである。

　したがって、知的財産保護制度は、これらの側

面に配慮しながら公正で自由な競争をできるだけ阻

害しないように設計される必要がある。これらは、

本来各国の政策により決定されるべきものである

が、自由貿易の促進により、モノ・サービスの国際

的取引が拡大することにともない、国際的に最低限

度の制度的な調和が必要とされてくる。

①制度導入のインパクト

　新しい国際的な知的財産保護制度の導入に際し

ては、既存の知的財産の利用を巡って所得再分配

効果が発生して、各国の経済厚生に非対称的な影

響が及ぶことになる。実際、TRIPS交渉等において、

開発途上国は、先進国の知的財産を利用してきた

開発途上国から先進国に向かって国際的な所得再

分配が発生するとの懸念を表明し、こうした途上国

側の認識が、交渉を難航させる一因となった。

②不十分又は不適切な知的財産権の保護がもたら

す貿易歪曲効果

　しかしながら、国際経済活動の拡大及びそれに

おける知的財産の位置づけの高まりに伴い、知的財

産の保護の不十分さ又は不適切さがもたらす貿易歪

曲効果は極めて大きなものになってきている。

　第一に、特定の国の知的財産保護制度が、過剰

な保護を惹起するものや内外差別的なものである

場合、あるいは国際的に広く受け入れられているルー

ルや手続と大きく異なる場合には、他国からの権利

取得や権利行使に余分なコストや時間を要するため

に、非関税障壁となって自由貿易の円滑な発展を阻

害することになりかねない。

　第二に、自由貿易が進展する中での特定国にお

ける知的財産の不十分な保護は、不正商標商品や

映像・音楽等の著作物の海賊版、デザイン模倣品

等の知的財産権侵害物品の製造・流通を横行させ、

権利者の正常な経済活動に直接悪影響を及ぼすこ

とを通じて、国内における新製品開発のインセンティ

ブを阻害しかねないのみならず、正規品の価格を割

高とすることによる通商の阻害を惹起しかねない。

また、外国企業との技術ライセンス契約に対して、

不当な契約期間の制限や、契約期間満了後の守秘

義務の禁止等を課し、かつ権利者の正当な権利行

使を制限することは、外国からの投資や技術移転

を萎縮・阻害させ、国内の技術発展を低下させるの

みならず、結果として関係国や世界経済にも悪影響

を及ぼすこととなる。
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＜図表Ⅱ‐ 13 ＞　TRIPS 協定の概要
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③ルール作りの際の配慮事項

　このように、国際的に適切な知的財産の保護は、

自由貿易の更なる促進及び経済の健全な発展のた

めに不可欠の前提となっている。なおその際に、知

的生産活動や事業活動を促進させる経済厚生改善

効果に加えて、公正で自由な競争秩序の確保や新

たな制度導入による所得再分配効果の影響等に配

慮することが必要である。

（4）最近の動向
TRIPS 理事会等の状況

①概況

　TRIPS 理事会では、2014 年に通常会合が 3 回

開催され、TRIPS 協定と生物多様性条約（CBD）

の関係の論点に関する議論や、TRIPS 協定と公衆

衛生に係るドーハ閣僚宣言のパラグラフ6 の実施に

係る決定のレビューなどが行われた。同理事会特別

会合においては、協定中で更に議論を行うことが規

定されているワイン・蒸留酒の地理的表示の多国間

通報登録制度（ビルトイン・アジェンダ）について

議論することとされているが、2011年 4 月に、これ

までの交渉の現況をまとめた合成テキストを添付し

た議長報告書が公表されて以降、2012 年から2014

年には実質的な議論が行われず、大きな進展は見

られていない。

　また、2001年のドーハ閣僚宣言において検討す

ることとされた地理的表示の追加的保護の対象産

品拡大及び TRIPS 協定とCBDの関係についても、

2014 年は特段議論されることなく、2011年 4 月に

各国の立場の隔たりが依然として大きいことを述べ

たWTO 事務局長の現状評価をまとめた報告書が

発出されて以降、進展はない状況である。

　TRIPS 協定第 66 条に基づき後発開発途上国

（LDC）に認められるTRIPS 協定履行までの経過

期間に関しては、2005 年の TRIPS 理事会におい

て 2013 年 7月1日までの延長が決定されていたが、

2013 年 6月の TRIPS 理事会においてこの経過期

間を更に 8 年延長し、2021年 7月1日までとするこ

とが決定されている（詳細は図表Ⅱ‐13 の経過措

置欄参照）。

②地理的表示に関する検討

　地理的表示とは、“シャンパン（ワイン）”・“ゴル

ゴンゾーラ（チーズ）”等のように、単なる商品の生

産地表示ではなく、生産地表示が、その生産地の

地理的な要素に由来する商品の品質や評判を想起

させるもので、TRIPS 協定の下でも知的財産権とし

ての保護が規定されている。

　TRIPS 協定第 22 条では、消費者の誤認混同を

要件に地理的表示一般の保護を想定しているのに

対し、同第 23 条では、ぶどう酒（ワイン）と蒸留

酒について、誤認混同の有無を問わず地理的表示

に強力な法的保護を与えることを想定している。こ

れには、第 22 条の保護に追加する保護という意味

で「追加的保護」という言葉が使われている。

　この地理的表示に関しては、2001年のドーハ閣

僚宣言（パラグラフ12（b）及び 18）において、（ⅰ）

ワイン・蒸留酒の地理的表示の多数国間通報登録

制度創設につき新ラウンドの枠内で交渉を行うこと

（ビルト・イン・アジェンダ）、（ⅱ）第 23 条に規定

されている地理的表示の追加的保護の対象産品を

ワイン・蒸留酒以外の産品に拡大することにつき、

2002 年末までの TRIPS 理事会での議論の結果を

貿易交渉委員会へ報告することが合意された。以

後、精力的な議論が行われ、2005 年 12月の香港

閣僚宣言において、（ⅰ）ワイン・蒸留酒の地理的

表示の多数国間通報登録制度創設については、ドー

ハ閣僚宣言において予測された交渉終結の期間内

に交渉を完了すべく交渉を強化すること（パラグラ

フ 29）、（ⅱ）追加的保護の対象産品をワイン・蒸

留酒以外の産品に拡大することについては、協議プ

ロセスを加速し、一般理事会は進展を検討して遅く

とも2006年7月31日までに適切な行動をとること（パ

ラグラフ39）とされた。

　2008 年には、7月に行われた閣僚会合に際して、

高級事務レベルによる少数国会合が開催され、ワ

イン・蒸留酒の地理的表示の多数国間通報登録制

度創設、地理的表示の追加的保護の対象産品拡
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大について集中的な議論が行われたが、EU、スイ

ス、インド等の地理的表示の一層の保護強化を主

張する諸国と、米国、カナダ、豪州、ニュージーラ

ンド等の現在の保護水準の維持を主張する諸国と

の間の対立は激しく、議論の収束には至らなかった。

2009 年には、ワイン・蒸留酒の地理的表示の多数

国間通報登録制度創設については TRIPS 理事会

特別会合で、地理的表示の追加的保護の対象産

品拡大についてはWTO 事務局長主催による非公

式協議でそれぞれ議論が行われた。さらに、2010

年には、大使級ブレインストーミング会合において、

双方の論点につき議論が行われたが、依然加盟国

の間に意見の隔たりが大きく、議論の収束には至ら

なかった。

　2011年には、1月から開催された少数国グループ

非公式協議において、ワイン・蒸留酒の地理的表

示の多数国間通報登録制度創設につき議論が行わ

れ、3月の特別会合において、その結果概要が加

盟国に共有され、4 月21日に、交渉の現況をまとめ

た合成テキストを添付した議長報告書が公表されて

いる。議長報告書では、通報登録制度の対象品目

の交渉範囲については、ワイン及び蒸留酒に限定さ

れるという見解を示し、また、登録についての法的

効果・参加義務については、通報登録制度に法的

効果を持たせ、参加を義務的とするW52 提案（EU、

途上国等）と、通報登録制度に法的効果を持たせ

ず、参加を任意とする共同提案（日米加豪 NZ 等）

があり、両提案には大きな隔たりがあると述べてい

る。2012 年は、3月に特別会合が開催されて以降、

交渉の進め方について議長による個々の加盟国及

びグループとの非公式協議が行われ、同年 11月

の非公式特別会合において、その結果が報告され

た。依然として通報登録制度の対象品目の交渉範

囲に懸隔があるとしつつ、進展が可能な時期に備え、

技術的作業を進めることの重要性が強調されたもの

の、その後 2013 年中は会合が開催されず進展が無

かった。翌 2014 年 4 月1日、前年に行われたバリ

閣僚会合を受け、ドーハ開発アジェンダの残された

イシューを前進させるべく「ポストバリ作業計画」を

策定する旨の事務局長からの指示を踏まえ、非公

式特別会合が開催されたものの、会合前に行われ

た議長による個々の加盟国及びグループとの非公式

協議の結果について、依然として交渉の進め方等

で加盟国間には懸隔があるとし、「加盟国には通報

登録制度に関する実質的な議論を行う準備はない」

旨の議長報告書が公表され、本報告書を引用する

形で同様の内容が同月の貿易交渉委員会で報告さ

れたに留まる結果となった。その後 2014 年 11月、

WTO 貿易円滑化協定の採択によりポストバリ作業

計画策定期限が 2015 年 7月に再設定されたことを

受け、議長からの提案で非公式特別会合が数回行

われているが、2015 年 2月現在特段の進展は見ら

れていない。

　なお、地理的表示の追加的保護の対象産品拡大

については、2011年 4 月に上記議長報告書と同時

に各国の立場の隔たりが依然として大きいことを述

べたWTO 事務局長の現状評価をまとめた報告書

が発出されているが、その後は特段の進展は見られ

ていない。

③ TRIPS と CBDの関係

　2001年 11月のドーハ閣僚宣言（パラグラフ12（b）

及び 19）において、1993 年に発効した生物多様性

条約（CBD：Convention on Biological Diversity）

とTRIPS 協定の関係について、検討を行うことが

合意された。以降、TRIPS 理事会を中心に検討が

行われ、2005 年 12月の香港閣僚宣言においては、

協議プロセスを加速し、一般理事会は進展を検討

し、遅くとも2006 年 7月31日までに適切な行動を

とること（パラグラフ39）とされた。

　2010 年には、TRIPS 理事会通常会合、WTO

事務局長主催による非公式協議及び大使級ブレイ

ンストーミング会合において議論が行われた。遺

伝資源等の出所や原産国、遺伝資源等の利用に係

る事前の同意、及び公正かつ衡平な利益配分の証

拠につき、特許出願中に開示を義務づけるため、

TRIPS 協定を改正するよう求めるインド、ブラジ

ル、ペルー、アフリカグループ、LDCグループ等の
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諸国と、TRIPS 協定とCBD は抵触なく、相互補

完的に履行可能であり、CBD の目的を達成するに

あたって TRIPS 協定の改正は不要とする諸国（我

が国、米国等）との間に意見の隔たりが大きく、議

論の収束には至らなかった。また、2011年 1月以

降、地理的表示の追加的保護の対象産品拡大の議

論と並行して、TRIPS 協定とCBD の関係について

もWTO 事務局長による少数国首席代表レベル非

公式協議が開催された。協議では、遺伝資源の不

正使用の問題に対する各国の現状や経験につき議

論が行われ、同年 4 月に各国の立場の隔たりが依

然として大きいことを述べたWTO 事務局長の報告

書が発出されている。2012 年、2013 年、2014 年

も引き続きTRIPS 理事会通常会合において議論さ

れてきたが、各国がこれまでの立場を確認するにと

どまっている。

　なお、CBD に関しては、2010 年 10月の第 10 回

締約国会議（COP10）において、遺伝資源へのアク

セスと利益配分に関する名古屋議定書が採択され、

2014 年 7月に議定書の締約国数が発効要件を満た

したことから、2014 年 10月に発効し、同月に韓国

で開催された第 12 回締約国会議（COP12）に併せ

て、名古屋議定書第 1 回締約国会議（MOP1）1 も

開催されるに至っている。名古屋議定書では、遵

守措置の一つとして、遺伝資源の利用を監視するた

め、各国において少なくとも1つ以上のチェックポイ

ントを特定し、必要な措置を講ずることとされたが、

途上国が主張していた、チェックポイントとして特許

庁等を指定し、遺伝資源等を利用した発明の特許

出願時に、当該遺伝資源等の入手先や契約内容等

の情報が記載された証明書の提出を義務付け、不

遵守に対しては、審査手続を行わないなどの措置を

とるべき、との規定は盛り込まれていない。

④EUエンフォースメント提案

　2005 年 6 月以来 EU によりなされてきたエン

フォースメントに関する提案を踏まえ、2006 年 10

月TRIPS 理事会通常会合において、EU、我が国、

米、スイスが共同提案国となり、TRIPS 協定のエ

ンフォースメントに係る条項のより効率的な実施の

ための方法に関する議論を行うこと等を求める共同

声明を提出した。豪州、カナダ等から好意的な反

応が示されたが、ブラジル、アルゼンチン、中国、

インド等の開発途上国から、エンフォースメントに

係る条項をどのような方法で実施するかは各国の裁

量に委ねられており、当該議論は TRIPS 理事会の

マンデートを超える等の理由で、議題として取り上

げること自体に対して強い反対が示され、今後の取

扱について合意には至らなかった。

　その後 2007年 2月通常会合において米国、6月

通常会合においてスイス、そして 10月通常会合に

おいて我が国が、それぞれ知的財産権のエンフォー

スメントに関する議題要請を行ったところ、議題採

択に際し中国、インド、アルゼンチン、南アフリカ

等から永続的な議題として含めることは認められな

い等の発言がなされたものの、各会合の議題とする

こと自体がブロックされることはなく、それぞれ議

題要請国から水際措置に関する税関の取組につい

て紹介が行われた。

　なお、本提案と直接の関連はないものの、2010

年 6月の TRIPS 理事会通常会合においては、中

国、インド等途上国の要請により「エンフォースメ

ント・トレンド」という議題が追加され、途上国側

からACTA交渉を始めとするエンフォースメント強

化の動きに懸念が示された。他方、我が国、米国、

EU 等先進国側からは、エンフォースメントについて

の議論を途上国が要請したことを歓迎すると共に、

エンフォースメントの重要性につき説明を行った。ま

た、2012年2月のTRIPS 理事会通常会合において、

2011年 10月の通常会合においてと同様に、途上国

のACTAに対する誤解を解くべく、我が国、米国、

EU 等のACTA 参加国が、「エンフォースメント・ト

レンド」という議題を追加し、ACTAの意義・必要性・

現実性について説明を行った。2013 年、2014 年は

このようなエンフォースメント関連の議題は議論され

ていない。

1 我が国は国内手続き整備のため締約国とはなっておらず、議決権の無いオブザーバーとして参加
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　第Ⅰ部で見たとおり、アジア諸国におけるTRIPS

協定遵守についての問題の中心は、その権利行使

の実効性の弱さにあると見ることができる。また、

知的財産権の実効性の確立は、当該国の経済発展

にも不可欠であると考えられる。したがって、エン

フォースメントに係る動きについては、我が国として

も引き続き積極的に取組む必要がある。

⑤知的財産とイノベーション

　各国における知的財産権の活用の成功事例等を

紹介することにより、知的財産権制度の肯定的な側

面に焦点を当てることを目的とした議題であり、米

国の主導により、2012 年 11月の TRIPS 理事会以

来議論が行われている。2013 年は、中小企業（3月）、

費用効率的なイノベーション（6月）、スポーツ（10 

月）、2014 年は大学との技術連携（2月）、インキュ

ベーション（6月）、知財制度の普及（10月）といっ

たテーマの下、先進国・途上国問わず多くの加盟国

が、事例紹介を中心とした発言を行っている。我が

国を含む先進国が具体的取組の紹介を通じてイノ

ベーション促進に果たす知的財産権の重要性を主張

する一方で、インド等一部の国は、本議題は単なる

成功体験を語るだけであるとして、TRIPS 理事会

で本議題を扱うことに反対している。

⑥環境関連技術移転促進への知的財産の貢献

　2013 年 3月の TRIPS 理事会において、エクアド

ルが、「現行の知的財産権制度は環境関連技術の

移転の障壁になっており、環境関連技術の知的財

産権保護を弱めるべき」との文書を提出した。これ

を受けて同年 6月以降非常設の議題として議論が

行われており、ブラジル、インド、中国等の途上国

は同提案を歓迎し、気候変動の悪影響を軽減する

ために TRIPS 柔軟性や強制実施権を積極的に活

用するべきと主張したのに対し、日米等の先進国は、

知的財産権制度はむしろ技術移転を促進するもの

であって、途上国において技術移転が進まないのは

財政的な問題やインフラ、市場規模等の影響による

ものであるとして反論し、意見の対立が続いている。

⑦ TRIPS と公衆衛生に関する TRIPS 協定改正

　2001年のドーハ閣僚宣言に基づき、医薬品を

製造する能力のない開発途上国による特許の強制

実施権の活用方法に関する具体的解決策につき、

2003 年 8月 30 日の一般理事会において TRIPS

協定と公衆衛生に係るドーハ閣僚宣言のパラグラフ

6 の実施に係る決定を採択、TRIPS 協定第 31 条

（f）及び（h）の義務の一時免除（ウェーバー）が

認められ、強制実施権によって製造された医薬品を、

製造能力のない開発途上国に輸出することが可能と

なった（所謂、パラ6システム）。その後、2005 年

12月 6日の一般理事会において、上記決定の内容

をTRIPS 協定第 31条の 2 及び同附属書並びに附

属書補遺に反映する協定改正議定書が、2003 年 8

月30日の一般理事会議長声明の再読み上げと併せ

て採択された。

　TRIPS 理事会においては、上記決定に基づいて

行われるパラ6システムの年次レビューの機会に、

各国における上記決定の実施状況及び議定書の受

諾状況について事務局から報告が行われてきた。

2014年10月のTRIPS理事会における年次レビュー

では、中国、インド等の途上国が、2013 年の会合

に引き続き、パラ6システムの僅かな利用実績は当

該システムの欠陥に起因するとし、NGO や関連企

業等全ての関係者を招聘したワークショップの開催

を主張する一方、我が国を含む先進国からは、従

来同様、同システムに問題があることは十分に実証

されておらず、引き続き通常会合の枠内で加盟国の

具体的事例に基づく分析的かつ論理的な議論を行

うべきとして、途上国と先進国の間で議論は平行線

をたどった。

　TRIPS 協定改正議定書はWTO 加盟国の 3 分

の 2 が受諾したときに当該改正を受諾した加盟国に

ついて効力が生じ、その他の加盟国については加盟

ごとに受諾の時に効力を生ずる。当初の TRIPS 協

定改正議定書の受諾期限は、2007 年 12月1日で

あったが、各加盟国の受諾状況を踏まえ、TRIPS

理事会の提案により受諾期限は、一般理事会の承

認を得て、2009 年 12月31日、2011年 12月31日、



474

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

2013 年 12月 31日までと3 度延長された。そして、

2013 年 10月の TRIPS 理事会では、さらに受諾期

間を2 年間延長し、2015 年 12月 31日とする合意

がなされ、一般理事会で承認された。

　2014 年 12月末現在、TRIPS 協定改正議定書受

諾国は 53 か国・地域である。我が国も2007 年 8

月31日に受諾手続を終えている。

⑧その他の検討

　他の加盟国の措置が協定上の義務には違反しな

いものの、その措置の結果として自国の利益が無効

化・侵害されるため、GATT において紛争解決手

段の対象とされている「ノン・バイオレーション申立

て」については、その適用猶予期限を、2001年のドー

ハ閣僚宣言では第 5 回閣僚会議まで、2004 年 7月

の一般理事会では第 6 回閣僚会議（香港閣僚会議）

まで、2005 年 12月の第 6 回閣僚会議以降の各閣

僚会議では次回閣僚会議（2009 年 12月の第 7 回

閣僚会議（ジュネーブ閣僚会議）、2011年 12月の

第 8 回閣僚会議（ジュネーブ閣僚会議）、2013 年

12月の第 9 回閣僚会議（バリ閣僚会議））まで、第

9 回閣僚会議では 2015 年に開催予定の次回閣僚会

議まで延長することが、それぞれ決定された。これ

に併せて、TRIPS 理事会における「ノン・バイオレー

ション申立て」の範囲と態様に関する検討作業につ

いても、その終了期限が延長されてきている。

⑨紛争案件

　TRIPS 協定発効から2014 年 12月末までに、34

件の TRIPS 協定に関わる紛争案件について協議

要請がなされ、うち15 件のパネルが設置された（資

料編第 3 章参照）。近年では、2009 年 3月に、我

が国も第三国参加した中国知財問題（DS362）に

つき、パネル報告書が DSB（紛争解決機関）によ

り採択された。（中国知財問題に関しては第Ⅰ部第

1章「中国」参照）さらに、2010 年 5月には、EU

域内の税関におけるジェネリック医薬品の差し止め

問題について、インド、ブラジルがそれぞれ協議要

請を行った（DS408、409）。我が国も第三国参加をし、

同年に 2 回の協議が実施された。また、2012 年 3

月にウクライナが豪州のタバコ製品の包装に関する

規制問題について協議要請を行い（DS434）、同年

8月にパネルが設置され、我が国の第三国参加が

決定している。豪州の当規制問題に対して、2012

年 4 月にホンデュラス（DS435）が、同年 7月にド

ミニカ共和国（DS441）が、2013 年 5月にキューバ

（DS458）が、同年 9月にインドネシア（DS467）が

それぞれ協議要請を行い、2014 年 4 月のDSB 会

合でこれらに関して統一パネルが設置されることと

なり、2014 年 5月にはパネルが構成された。2014

年末現在、これら 5 つの案件に関しては当該統一

パネルによる手続が進行中である。

　2000 年までの案件は、経過期間が満了していた

先進国相互間の事案、協定発効と同時にすべての

加盟国に履行義務が生じた内国民待遇・最恵国待

遇についての先進国から開発途上国への事案が占

めていたが、TRIPS協定を取り巻く激しい議論の下、

近年の TRIPS 協定関連の紛争処理の申立ては鈍

化してきている。我が国としては、これまで TRIPS

理事会において行われてきた協定実施のレビューが

一巡したことから、各国法制度の TRIPS 協定整

合性といった制度面の問題ばかりでなく、権利者

からの協力を得つつ権利行使手続や取締りなどの

実効面・運用面での TRIPS 協定の履行状況の問

題についても積極的な把握に努めるとともに、加盟

国間での紛争案件の動向についても注視し、また、

TRIPS 協定の実効性を十全ならしめるための適切

な対応を講じることが望ましい。
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　経済や事業活動がグローバル化する中、他国と異

なる原理・手続などにより知的財産が保護されるこ

とは、他国民から見れば、制度利用のために高コス

トであり、権利取得の予見性や権利の安定性を低め

る等、貿易・投資の自由化・円滑化を阻害しかねな

い。以下に、我が国が問題意識を有している米国の

知的財産保護制度のうち、主なものを取り上げる。

1．特許制度

　我が国が特に問題意識を持っている米国の特許制

度のうちの幾つかは、1993 年 10 月より開始された

日米包括経済協議知的財産権作業部会において改善

を要求した結果、1994 年に是正に向けた日米合意

がなされた。

　また、2011 年 9 月 16 日の米国発明法（アメリカ・

インベント・アクト）成立により、先発明主義から

先願主義への移行（注）、申立理由に記載要件の不備

を含む付与後異議申立制度の導入など、日本側の長

年の要望事項について大きな改善がなされた。

　一方、早期公開制度の導入については、日米合意

後も完全な履行には至らず、米国発明法（アメリカ・

インベント・アクト）においても、原則すべての特

許出願を公開する旨の規定はおかれなかったことか

ら、引き続き、上記合意内容の趣旨に沿った履行を

求めていく必要があり、日米経済調和対話の対米要

望事項としても取り上げられている。

　（注） 厳密には、自身の発明開示後 1 年以内に出願を

すれば、自身の出願前に第三者が同一発明を開

示又は出願した場合であっても、自身の出願は

第三者の開示又は出願による影響は受けないと

いう、いわゆる「先発表主義」的な規定がある

点で、一般に世界各国で採用されている先願主

義とは異なっている。

2．著作権制度

　我が国が特に問題意識を持っている米国の著作権

制度のうちの幾つかは、2001 年 10 月から行われて

きた「規制改革及び競争政策イニシアティブ」にお

いて改善を要求してきた。かかる要求における改善

すべき措置については、第 I 部第 3 章米国を参照さ

れたい。かかる要求以外に、人格権に関する保護対

象の拡大、固定されていない著作物の保護について

も改善が望まれる。

　さらに、「WIPO 著作権条約（WCT）」及び「WIPO

実演・レコード条約（WPPT）」において、それぞ

れ著作者、実演家及びレコード製作者に対して認め

られている「利用可能化権」（著作物等のインター

ネットによる送信の際、サーバーへのアップロード

などにより「公衆のそれぞれが選択する場所及び時

間において著作物等を利用可能な状態にすること」

に関する権利。いわゆる「アップロード権」）につ

いて、米国の運用が不明確という問題がある。すな

わち、米国はこの権利を著作権法上明記しておらず、

頒布権（著作権法 Section106（3））により本権利を

担保していると考えられるところ、著作物の違法コ

ピーを公衆に履行可能な状態にしただけでは頒布権

違反を構成しない、との解釈につながり得る判例も

存在しており（Atlantic Recording Corp. v. Howell, 

554 F. Supp. 2d 976（D. Ariz.  2008））、本来 WCT

や WPPT 上認められるべき利用可能化権が保護さ

れていないおそれがある。この利用可能化権につい

て、我が国は著作権法、EU は著作権指令において

その権利内容を明示的に規定しており、本権利に関

する米国の判例等の運用について、引き続き注視し

ていく必要がある。

コ ラ ム





477

第
Ⅱ
部

第
14
章

政
府
調
達

第 14章　政府調達

（1）政府調達の経済的視点及び意義
　政府調達とは、政府機関や地方政府等公共セク

ターが購入又はリースによって行う物品及びサービ

スの調達を意味する。

　政府調達市場の規模、各国経済に占める割合

については、国によっても異なるが、一般的には、

GDP の10％から15％程度を占めていると言われて

いる。従って、政府調達における内外差別的な措

置が、自由なモノ・サービスの流れに及ぼす歪曲効

果は看過できず、また、近年における経済活動のソ

フト化、サービス化の進展も勘案すると、その世界

経済に及ぼす影響は大きい。

　政府調達における国内産品優遇政策は、国家安

全保障を目的としたもののほか、特に開発途上国に

おいては、特定産業の保護・育成等の産業政策を

目的として行われることが多い。そのような内外差

別的な調達は、当該産業政策の目標達成のために

短期的には一定の貢献をすることになる反面、外国

からの入札を含む十分な競争環境の創出が恣意的

に妨げられることで、調達サイドにとって最低価格

かつ最良の物品やサービスの調達を妨げ、ひいては、

政府予算の最大限の活用を阻害することとなる。他

方、入札サイドにとっては、外国企業の市場参入の

機会が制限されるのはもちろんのこと、自国産業に

対しては過度の保護を行うこととなる結果、被保護

産業の自主的な経営努力や製品開発努力等の意欲

を損ない、当該産業の弱体化に繋がることにもなり

うる。更には、市場規模が大きい政府調達とリンク

する形で国内産業の保護・育成が行われれば、補

助金の規律の意義が損なわれ、自由貿易体制にお

ける少なからぬ撹乱要因となりうる。

　このように政府調達における国内産品優遇政策

は、特に調達市場の規模が大きい先進国において、

国際貿易のみならず、自国経済へも相当程度の悪

影響を及ぼす可能性がある。

（2）政府調達に関する協定の成立経緯
　前述のとおり、政府調達については、従来から

各国とも国家安全保障、国内産業育成等の理由に

基づき国内産品を優遇する政策を採用してきてお

り、GATTもこのような現実を踏まえて、その発足

時から政府調達を内国民待遇の適用除外としてきた

（GATT 第 3 条第 8 項（a））。

　主要な国内産品優遇制度としては、①入札に外

国企業を参加させない方法、②国内産品を一定割

合使用する者に対して入札価格に競争上の優遇を与

える方法、③応札者に対して国内産業の振興を図

る観点からの様 な々条件を課す方法等が見られる。

　しかしながら、政府調達の取引額の大きさから

見て、国際貿易に及ぼす影響を無視することはでき

ないとの認識が GATTの主要締約国間に広がった

ため、ケネディ・ラウンド以降は政府調達における

国内産品優遇が主要な非関税障壁の1つとして取り

上げられ、その解決策について議論が続けられた。

その結果、1979 年に東京ラウンドにおいて内国民

待遇及び無差別待遇並びにこれらを確保するため

の公平・透明な調達手続等を規定する「政府調達

に関する協定」（以下「旧政府調達協定」という）

第14章
政府調達

1．ルールの概観
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が先進国間で複数国間協定として成立した。

　その後、1983 年から協定条文の見直し及び適用

範囲の拡大を目的として同協定の改訂交渉が開始さ

れ、1993 年 12月、ウルグアイ・ラウンド妥結と同

時に新しい「政府調達に関する協定」（以下「政府

調達協定」という）につき基本合意に達し、この

政府調達協定は、1994 年 4 月のマラケシュ会合に

おける協定参加国の署名を経て、1996 年 1月1日

に発効した。この新しい協定においては、経済活動

のソフト化、サービス化の進展に伴い、サービスの

調達が適用対象に含まれることになったほか、対象

機関の拡大として、地方政府及び政府関係機関が

新たに対象に含まれることとなった。また、政府機

関の調達手続に協定違反があったと考える業者が、

苦情を申し立てることが可能となる制度を締約国が

整備することが義務づけられた。

　政府調達協定はWTO 協定の下での複数国間貿

易協定の1つであり、任意の協定加盟国（以下「協

定加盟国」という）の間においてのみ効力を生ず

る。新たに協定加盟を希望する国は、既協定加盟

国との間で加盟交渉を行い、政府調達委員会（協

定加盟国の代表で構成される委員会）において承

認される必要がある。現在の協定加盟国は先進国

を中心とした43 の国・地域である（カナダ、欧州連

合（EU）、EU 加盟 28カ国、香港、アイスランド、

イスラエル、日本、韓国、リヒテンシュタイン、オラ

ンダ領アルバ、シンガポール、スイス、米国、アイス

ランド、台湾、アルメニア。なお、2015 年 2月時点

でアルメニア、韓国及びスイスは改定議定書の受諾

が未了）。その他、オブザーバーとして国際機関及

び一部のWTO 加盟国が参加している。加盟交渉

を行ってきたアルメニアが 2011年 9月に、クロアチ

アが2013年7月に正式に新規加盟国になったほか、

2014 年 10月には、モンテネグロ及びニュージーラン

ドの加盟に関する委員会決定が採択された（両国は

協定の受諾に向けて国内手続を開始）。また、2007

年 12月には中国が加盟申請を提出するなど、現在、

10カ国・地域が加盟交渉を行っている（中国の加盟

交渉の状況等については、第Ⅰ部第 1 章を参照）。

今後、先進国の積極的な参加はもとより、開発途

上国も含めた広範囲な参加が望まれる。

（3）法的規律の概要
　政府調達協定は、旧政府調達協定で規定されて

いた内国民待遇原則及び無差別待遇原則並びにこ

れらを確保するための公平・透明な調達手続等を

基本的に引き継ぐとともに、以下のような点でその

内容の充実・強化を図っている。

①適用範囲の対象物品・サービス、基準額及び対

象機関

　各国が対象とする具体的な物品・サービス、基

準額及び対象機関は協定の附属書に掲げられている

（各国の附属書の内容については、後述の改正協定

のものについて、図表Ⅱ‐14 参照）。

②苦情申立手続

　政府機関の調達手続に協定違反があったと考え

る業者が、苦情を申立てることが可能となるような

制度を整備することが義務づけられた。提起された

苦情は、裁判所又は調達の結果に何ら利害関係を

有しない公正かつ独立した機関によって審査され、

協定違反の是正、損害賠償等が行われることとな

る。

　なお、日本においては内閣府に政府調達苦情検

討委員会を設置してこれらの苦情処理を行ってお

り、1996 年以降、14 件の申立てを処理している。

2008 年 12月には、はじめて苦情申立人の主張を認

めて調達機関による違反を認定し、調達機関に対し

て入札の再審査又は再入札を行うことを提案するな

ど、内外無差別の原則の下、政府調達制度の透明性、

公正性及び競争性の一層の向上を図っている。

③紛争解決手続

　政府調達協定に関する紛争については、原則

として紛争解決に係る規則及び手続に関する了解

（DSU）が適用されることが規定された。通常の

DSUに基づく紛争解決手続と異なる点としては、「調
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達」が迅速性を求められる手続であることに鑑み、

通常のDSUに規定されているパネルの審理期間を

可能な限り短縮するという努力規定が設けられた点

やクロス・リタリエーションが適用されないといった

点、すなわち、政府調達協定に係る紛争においては、

他の分野（サービス、TRIPS 等）の協定上の譲許

又は義務の停止を内容とする対抗措置の発動が認

められず、逆に他の分野の協定に係る紛争において

も、政府調達協定上の譲許又は義務の停止を内容

とする対抗措置の発動は認められないことが挙げら

れる。

④地方政府機関・政府関係機関に対する協定上の

義務の軽減

　協定の対象となる地方政府機関・政府関係機関

の負担を軽減するため、これらの機関については、

簡素化された入札参加招請手続を利用することが

できるほか、統計報告義務が中央政府機関に比べ

軽減されている。

（4）政府調達協定改正交渉及び改正協
定の概要

①政府調達協定の見直し

　1996 年に発効した政府調達協定では、協定発効

から3 年以内に新たな交渉を行うことが規定されて

いたことから、1997 年から政府調達委員会におい

て、ⅰ）協定の改善・手続の簡素化、ⅱ）開放的

な調達を阻害する差別的な措置及び慣行の撤廃、

ⅲ）協定の適用範囲（調達機関等）の拡大の 3 つ

を主な見直しの内容とする政府調達協定の改正交

渉が開始された。

　ⅰ）については、1998 年 6月に作業計画案が策

定され、政府調達委員会において継続的な交渉が

行われてきたが、2006 年 12月に改正条文案に関

する暫定的合意が成立した。

　ⅱ）及びⅲ）については、一体的な検討が進め

られ、2004 年 7月に協定加盟国間で合意したモダ

リティ（交渉の枠組み）に基づき、協定加盟国間で

提出されたリクエスト（他の協定加盟国に対する協

定の適用範囲拡大の要求）及びオファー（自国の適

用範囲拡大に係る提案）に基づいた二国間交渉が

継続的に行われた。協定加盟国間の見解の相違を

埋めるのは容易ではなく、長年にわたり合意を達成

することが出来なかったが、2011年 12月の第 8 回

WTO 定期閣僚会議開催に向けて、政府調達協定

改正交渉についても合意の機運が高まり、協定加

盟国間で精力的な交渉が行われた結果、2011年 12

月15日に第 8 回 WTO 定期閣僚会議に先立ち開催

されたWTO 政府調達協定閣僚会議において、14

年間続いた交渉が実質的妥結に至った（協定の改善・

手続の簡素化についても、2006 年に暫定合意した

条文案のまま実質合意となった。）。その後、2012

年 3月の政府調達委員会において改正議定書が正

式に採択され、2014 年 3月 7日に協定加盟国の

3 分の 2 が改正議定書を受諾し、その 30 日後の

2014 年 4月6日に政府調達協定の改正議定書が発

効した。この協定の改正により、各国が政府調達

の対象とする機関を拡充するなど調達の範囲を拡大

し、更なる政府調達市場が創出されることになった。

また、協定条文も改訂され、開発途上国の加盟を

促進するための条項が導入されるとともに、電子的

手段の利用の奨励等、より効率的な手続を行うた

めの規定が整備された。

②改正政府調達協定の概要

　2012 年 3月の改正議定書の採択後、各協定加

盟国が改正政府調達協定（以下「改正協定」という）

の受諾に向けた国内手続を進め、2014 年 4 月 6日

に改正協定が発効（我が国は同年 4 月16日に発効）

した。改正協定では、特に以下のような点でその内

容の充実・強化が図られた。

（a）適用範囲の拡大

　WTO 事務局によれば、協定の改正により年間

800 億から1,000 億ドル規模の新たな政府調達市

場が創出されると推計されている。

　各国における協定の適用範囲となる具体的な対

象物品及びサービス、対象機関、対象基準額につ
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いては、附属書において定められており、今回の協

定の改正にあたり主要国が行った新たな約束の概要

は次のとおりである（図表Ⅱ‐14 参照）。

＜日本＞  国際開放する物品・サービスの調達

の基準額を引下げ（13 万 SDR（1,600

万円）→ 10 万 SDR（1,200 万円））。

静岡市など政令指定都市 7 市を新た

に国際調達の対象に追加。

＜米国＞  連邦政府の10 機関を新たに国際調

達の対象に追加。

＜EU＞  約 160 の中央政府機関を新たに国際

調達の対象に追加。

＜カナダ＞  全ての州政府を新たに国際調達の対

象に追加。

＜韓国＞  国際開放する物品・サービスの調達

の基準額を引下げ。ソウルなど 3 特

別市・広域市における区を新たに国

際調達の対象に追加。

＜図表Ⅱ‐ 14＞　改正協定における主要国のコミットメントの概要
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（b）電子的手段の活用

　また、電子取引の発展に伴い、政府調達の入札

手続においても電子的手段の活用が一部でなされて

いたところ、このような入札手続に関する規定が存

在していなかったため、各国にとって利用しづらい

側面もあった。そこで、改正協定においては、新た

に電子入札に関連する規定が設けられることになっ

た。具体的には、一般的原則において、電子的手

段を使用する際の調達機関の義務事項が明記され

た（改正協定　第 4 条第 3 項）。また、調達計画の

公示における電子的手段の奨励、入札期限に関し

て電子的手段を活用した場合は入札期限の短縮が

可能となること、更には電子オークションを利用す

る場合の手続関連についても規定された（改正協定

　第 7条第 1 項、第 11 条第 5 項、第 14 条）。こ

れらにより、外国企業等の政府調達への参加が容

易になることが期待される。

（c）開発途上国の加盟促進

　現在の協定加盟国のほとんどが先進国であり、

潜在的に大きな政府調達市場を有する開発途上国

の加盟促進が今後の重要な課題の1つである。こ

ういったことから開発途上国の新規加盟を促進する

ための規定が整備された。具体的には、開発途上

国に対する、加盟交渉中及び実施の過程におけるS

＆ D（特別かつ異なる待遇）の提供、加盟時にお

ける既協定加盟国による協定の適用範囲の最優遇

の提供、加盟後の協定適用移行期間における特別

の扱い（開発途上国産品に対する価格優遇、オフセッ

ト、調達対象機関及び分野の段階的な追加、通常

より高い基準額など）、加盟や実施に関連した技術

協力及びキャパシティ・ビルディングの提供などであ

る（改正協定　第 5 条）。これらにより、現在加盟

交渉中の国々をはじめとした開発途上国の政府調

達協定への加盟促進が期待される。

（d）適用範囲の修正に対する異議申立て

　各協定加盟国が、対象としている調達機関につい

て、機関の名称変更等に伴ってその内容の訂正を希

望する場合や民営化等に伴って付表から除外を希

望する場合、政府調達委員会へ通報を行う必要が

ある。この通報に対して他の協定加盟国は異議を申

し立てることができ、どの協定加盟国からも異議申

立てが無かった場合又は異議申立てについて解決

が図られた場合にこれらの修正が認められることと

なる。政府調達協定においては、他の協定加盟国

があくまでも異議申立てを撤回しない場合、事実上、

民営化した機関等も政府調達協定の対象機関から

除外することができない状況が生じていた（例えば、

我が国の東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）・

東海旅客鉄道株式会社（JR 東海）・西日本旅客鉄

道株式会社（JR 西日本）の 3 社は、すでに政府の

保有株式がすべて売却され、その資本はすべて民

間の保有になったが、EU は政府調達協定の適用

対象から除外することについて異議申立てを撤回せ

ず、改正協定の発効時においても、3 社は政府調

達協定の対象機関となっていた。もっとも、EU に

よる3 社に対する異議申立てが 2014 年 10月28日

に撤回されたため、改正協定の日本付表３注釈５

に基づき、これら3 社は協定の対象から外れた。）。

このような協定加盟国間の対立について、第三者が

客観的に判断して解決を図る手段を確保するため、

新たに当事国間による協議及び政府調達委員会の

下での仲裁手続など具体的な紛争解決手続が整備

された。また、政府調達委員会の責任の1つとして、

インディカティブ・クライテリア（民営化された機関

を付表から削除する際の基準）の整備が義務づけ

られたが、具体的な内容については、政府調達委

員会において議論が継続されることとなった。

（e）将来の作業

　改正協定の発効後、協定の更なる改善や差別的

な措置の削減・撤廃を目的として、更なる交渉を行

うことが約束されたが、その一環として、中小企業、

統計データ、持続的な調達、協定加盟国の付表に

おける除外及び制限、国際調達における安全基準

の 5 つの分野に関して、具体的な将来の作業計画

が策定された。
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（5）我が国における政府調達協定に関
する対応

　我が国における政府調達に関する一般法規として

は、中央政府機関については、「会計法」、「予算決

算及び会計令」、「予算決算及び会計令臨時特例」

等がある。これらの法規は、公平性・機会の均等性・

経済性という理念を有しており、内外無差別性・透

明性といった基本的な考え方について政府調達協

定と共有している。もっとも、政府調達協定の対象

となる調達手続について、同協定との整合性を確保

するため、国内法令として「国の物品等又は特定役

務の調達手続の特例を定める政令」及び「国の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令」

を定めている。また、地方政府機関及び政府関係

機関については、それぞれ地方自治法に基づく政令

等及び政府関係機関ごとに政府調達協定と適合し

た内規等を設け、同協定の調達手続の国内におけ

る実施を確保している。

　これらに加え、例えば、政府調達協定上40日以

上とされている入札期間を50日以上とするなど、同

協定上の手続を上回る日本政府としての自主的措置

を策定している。

①改正協定の発効

　1997 年から14 年間続いた政府調達協定の改正

交渉は 2011年 12 月に実質妥結に至り、その後

2012 年 3月に改正議定書が採択されたが、その発

効のためには政府調達協定加盟国の 3 分の 2 が受

諾しなければならないこととされていた。採択後、

各協定加盟国は改正協定の受諾に向けた国内手続

を進め、2014 年 3月7日に、10 ヶ国・地域が改正

協定を受諾しWTO 事務局へ寄託した結果、その

30日後に改正協定が発効した。我が国については、

2013 年の臨時国会において改正協定の締結につい

て承認され、その後、政府調達協定の調達手続を

定める国内法令及び政府関係機関の会計規程等の

改正作業を進め、2014 年 3月17日に受諾書を寄託

し、その 30日後の 4月16日に発効した。

②新規加盟に向けた交渉の促進

　改正協定の妥結を受けて、今後は開発途上国を

中心に新規加盟に向けた交渉の促進が焦点となる。

現在加盟交渉中の国は、アルバニア、中国、グルジア、

ヨルダン、キルギス、モルドバ、モンテネグロ、ニュー

ジーランド、オマーン、ウクライナの10カ国（モンテ

ネグロ、ニュージーランドは 2014 年 10月に加盟に

関する委員会決定が採択された。）であるが、特に

中国についてはその政府調達市場規模も大きく、ま

た他の未加盟国の加盟促進への影響も大きいと考

えられ、高い約束水準での早期の加盟が望まれる。

中国の加盟交渉は 2007 年 12月に開始され、同時

に初期オファーが提出された。その後、2010 年 7

月に改訂オファー、2011年 11 月に第 2 次改訂オ

ファー、2012 年 11月に第 3 次改訂オファー、2013

年 12月に第 4 次改訂オファー、2014 年 12月に第

5 次改訂オファーが提出されたところであるが、そ

の内容についてはいまだ不十分であるとの指摘がな

されており、更なる改善が期待される。

2．最近の動向

　現在も、幾つかの協定加盟国においては、内外

差別的であって協定の趣旨からは好ましくないと思

われるケースが散見されている。これらのケースに

は、政府調達協定の適用範囲外である可能性が高

いものも含まれるが、以下ではその主要なケースを

取り上げる。

（1）米国̶マサチューセッツ州ミャン
マー制裁法（DS88（95））

　1996 年 6月、マサチューセッツ州はミャンマー関

連の商取引を行う企業との州契約を規制する州法を

制定した。同州法は、州機関の調達において、①ミャ

ンマーに主たる事業拠点・本社等を有している企業

又はミャンマーで商活動、子会社保有等を行ってい

3．主要ケース
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る企業、②ミャンマー政府に融資等を行っている企

業、③ミャンマー政府が主として取引をコントロール

している宝石・木材・石油・ガス及びその関連製品

の輸入及び販売の促進に関わっている企業、④ミャ

ンマー政府に対して何らかの産品及びサービスを

提供している企業からの調達を制限する内容となっ

ている。具体的には、上記要件を満たす企業リスト

（Restricted purchase list）を作成し、当該リスト

に掲げられる企業は原則として入札が認められない

こととされ、認められる場合にも当該リストに掲載

されていない企業に比較して、入札に関し不利益な

条件が課されることがあるものとされている。なお、

当該リストに掲載されている企業は、約 350 社であ

り、そのうち日系企業は、約 50 社である。

　マサチューセッツ州は、米国が政府調達協定で

コミットしている地方政府機関 37州の中に含まれ、

政府調達協定の規律に服することとなる。同州法は、

供給者の資格審査を定める同協定第 8 条、又は落

札の基準を定める第 13 条第 4 項等に違反する可能

性がある。更に、同州法に基づいて、当該リストに

掲載されている企業をそれ以外の企業と差別してお

り、内国民待遇原則及び無差別原則を定める第 3

条第 1項との整合性が問題となりうる。

　我が国は、本件州法の政府調達協定との整合性

に関し、米国に対して繰り返し懸念を伝える一方、

1997年 3月には、協定上の情報請求を行った。そ

の後も、同州法の協定整合化及び情報請求に対す

る早期回答を再三求めてきたが、そのいずれに関し

ても、米国政府の誠実な対応が認められなかった。

本件に関しては、EUも我が国と同様の懸念を有し

ており、EU及び日本が 1997年 6月、7月に相次い

で米国に対して協議要請を行い、1997年中に 3 回

の協議をEUとの共催という形で実施した。

　その後、米国の国内事情、マサチューセッツ州議

会日程等に配慮し、しばらくの間、米国の前向きな

対応を見守っていたものの、事態の実質的な進展が

図られなかったため、1998 年 9月に EUと共同歩

調により、米国に対してパネル設置要請を行い、10

月にはパネルの設置が決定した。しかしながら、そ

の後、米国内での合衆国憲法との整合性について

の国内裁判手続の中（後述）で、マサチューセッツ

州法は、効力停止の状態とされたことから、我が国

は、1999 年 2月に EUとともにパネルの検討の停

止の手続をとったところ、本件パネルは、紛争解決

了解（DSU）第 12 条第 12 項の規定が、12 か月を

超えてパネルが停止された際にはパネル設置の根拠

を失う旨を定めていることから、2000 年 2月11日

に消滅した。

　WTO におけるパネル手続と併行して、米国国内

では、米の民間団体である「全米外国貿易委員会

（NFTC）」が、本件州法が合衆国憲法に抵触（憲

法が定める連邦の外交特権と外国貿易権限を侵害）

するとして1998年4月に連邦地裁に対し提訴を行っ

た。これを受けて、1998 年 11 月に連邦地裁は、

本件州法の違憲判決を下し、本件州法を無効とし

た。マサチューセッツ州は、本判決について控訴す

るとともに、無効の差し止めを求めていたが、1999

年 6月に連邦控訴裁判所は、地裁判決を支持する

旨の判決を下した。これに対して、マサチューセッ

ツ州は、連邦最高裁判所に上告した結果、2000 年

6月に、第1審・第2審を支持する形でマサチューセッ

ツ州法を違憲とする判決が下された。

　現在、マサチューセッツ州以外にも、米国内の複

数の地方自治体（カリフォルニア州アラメダ郡ほか

21市）において、類似の制裁措置等が制定されて

おり、そのうちの多数の措置に、対象国と取引関係

を有する企業からの政府調達を制限する類型が見

受けられる。そのような状況において、上述の連邦

最高裁判所における違憲判決は、個々の州の通商

関連立法に伴い民間企業が直面する参入障壁の除

去につながる意味で評価できる。また、対外関係に

関し連邦法が専占する領域にかかわる州法は違憲

であるとした判断は、将来の州立法に対する抑止力

になりうると評価できよう。

（2）米国̶国家安全保障例外
　政府調達協定第 23 条は、加盟国が「国家安全

保障」のために必要な措置をとることを妨げないと
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しており、各国が「国家安全保障」を理由として他

国企業の応札を拒絶することを許容している。しか

しながら、同協定には、具体的にどのようなケース

においてこうした例外規定の適用が許容されるのか

という点について明確な基準が設けられていない。

（改正協定においては第 3 条に規定されているが、

内容に変更はない）。

　こうした中、米国の国内法令には、主として、①

米国の国家安全保障を危険にさらさないため、機

密情報へのアクセスを許可されていない人に機関の

ニーズを開示してはならないという考え方や、②緊

急時において外国産品に依存することがないよう

に、米国の産業動員基盤を保護するため、国内企

業から産品を調達しなければならないとの考え方に

基づき、「国家安全保障」をオープンな競争手続か

らの例外理由として掲げた規定が一般的に見られ

る。これらの規定については、上記協定上の安全

保障例外に該当するか否か、個別に注視していく必

要がある。

（a） 連 邦 調 達 規 則（FAR：Federal Acquisition 

Regulations）

　FAR は、米国の政府調達に関する一般的な調達

原則を定めたもので、入札招請から契約に至る完

全かつオープンな競争手続を規定している（但し、

バイ・アメリカン法の適用は妨げられない）が、「国

家非常事態における製品・サービスの供給源維持及

び産業動員基盤確保のために特定の供給源と契約

しなければならない場合」や、「供給源の数を制限

しない限り、機関がそのニーズを開示することによっ

て国家安全保障が脅かされる場合」は、そのよう

な競争手続に従わなくてよいとしている。

（b）国防省調達規則（DFARS：Department of 

Defense FAR Supplement）

　DFARS は、FARの補足事項を定めたものであ

るが、「国家安全保障プログラム下のいかなる国防

省の契約も、当該契約を実行するために制限情報

にアクセスする必要がある場合には、外国政府がコ

ントロールしている機関の所有企業には付与されな

い」として外国企業を排除する規定を設けている。

（c）クリンガー＝コーエン法（The Information 

Technology Management Reform Act of 1996）

　本法は、ブルックス法（The Brook Auto-matic 

Data Processing Act）を廃止し、1996 年 2 月 2

日に発効したものであり、米国政府機関によるコン

ピューター、通信機器関連の製品及びサービスの

効率的な調達を目的としており、これらの調達に

関するすべての権限を行政管理予算局（Offi  ce of 

Management and Budget）等の行政機関に付与す

る旨規定しているが、ブルックス法と同様、「国家

安全保障」にかかわる国防省や CIAによる調達に

ついては、本法の規定が適用されないとされている。

　これら「国家安全保障」例外規定を適用するか

否かの判断は、各機関の調達責任担当官に委ねら

れているが、その適用が政府調達協定に整合する

ものかどうかを確認することは難しい。

　「国家安全保障」例外規定の恣意的な適用により

米国政府調達市場への外国企業の参入が不当に制

限されるおそれがある。同規定の概念を明確化し、

統一的な運用を確保していくことが必要である。

　また、米国エネルギー省や NASA、国防省等

が所管している研究開発施設等の運営や維持を

民間企業や大学に委託する際に M ＆ O 型契約

（Management and Operating Contracts）が締結

されるが、このような研究開発施設等は、核兵器

開発計画に端を発したものであり、「国家安全保障」

の例外が適用されるとの理由から、一部の例を除

き、M＆ O 型契約は FARの下で要求される完全

かつオープンな競争手続に従っていない。

　現在、これらの研究開発施設等の多くは商用技

術や軍事・民生両用技術の開発にかかわる方向に

変化してきているが、米国は依然 M＆O 型契約を

競争手続の下に置く動きを見せていない（改正協定

においても、米国は、M＆ O 型契約を対象サービ

スから除外している）。これは、米国産業の競争力

を改善する手段として「国家安全保障」を理由に制
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限された競争を正当化しようとするものと考えられ、

「国家安全保障」を「国家経済安全保障」に拡大し

ていこうとするものであり、内外無差別を基本原則

とする政府調達協定の精神に反するものである。

（3）EU̶ユーティリティ分野の調達
指令

　1990 年 9月に採択した「水道、エネルギー、運

輸、通信の 4 分野における公共事業機関の調達手

続に関するEU 指令（90/531/EEC、1990 年ユー

ティリティ指令）」には、第三国に対して、EU 統合

による一方的利益を与えないため、①ローカルコン

テント条項（域外産品比率が 50％を超える入札を拒

否可能とする）、②域内産品優先条項（域内入札者

のオファー価格が域外入札価格より3％以内の範囲

で高くても域内入札を優先する）等の差別的な条項

が含まれていた。同規定は、公共調達分野におい

て EUと同分野の調達の開放が確保されていない

国にに対する相互主義の考え方に基づくものであっ

た。ユーティリティ分野の調達に関しては、1993 年

に上記指令に代わる新たな指令が定められた後、

2004 年には新たな指令である「水道、エネルギー、

運輸、郵便サービスの分野で活動する機関の調達

手続に関するEU 指令」（2004/17/EC）が定められ、

その後、ＥＵによる公共調達に関するルールの全面

見直しにより、同指令は、2014 年に「水道、エネ

ルギー、運輸、郵便の分野で事業を行う機関によ

る調達指令」（2014/25/EU）として新たに定められ

たが、改正された指令においても、同様の規定（85

条）が置かれている。

　米国は、このような規定について、1992 年 2月に、

政府調達制裁条項（タイトルⅦ）に基づき、EUを「米

国に対し差別的な調達慣行を維持する国」と認定

し、EUと協議を行ってきたが、1990 年ユーティリ

ティ指令が 1993 年 1月1日に加盟国の実施（国内

関係法令の整備）期限を迎えたことを受けて、同

年 2月1日、EU に対し、米国連邦政府によるEU

からの政府調達のうち、政府調達協定の対象外の

調達（但し、国防関連等の調達は本件措置の対象

から除外）を禁止する旨の制裁措置を同年 3月22

日に発動するとの発表を行った。その後、制裁発動

は延期され、米・EU 交渉が継続された結果、同

年 4 月21日に至り、重電分野（エネルギー分野）

に関して米・EU 間で合意が成立し、米国は同分野

を制裁対象から外す旨を発表した。

　しかし、同合意によるEU 側の改善が部分的な

ものにとどまったため、米国は、同年 5月23日か

ら年間約 2,000 万ドル規模の対 EU 制裁措置を発

動した。これに対して、EUも、同年 6月 8日の理

事会において、年間約1,500 万ドル規模の対米制

裁措置を決定している。1994 年 4 月13 日に米・

EU 合意がなされたが、電気通信の調達については

合意に達しなかったため、米国は EUに対する制裁

措置を継続する旨表明し、1995 年 4 月末に行われ

た米国のタイトルⅦによるレビューにおいて、制裁措

置の継続及び新 EU 加盟国であるオーストリア、フィ

ンランド及びスウェーデンの 3 か国への適用を発表

した。これに対し、EU 側も1995 年 6月中旬に米

国の制裁措置に対する対抗措置の継続を決定して

いる。その後、EU は米国に対し、EUの電気通信

部門の自由化や政府調達に関する新指令の適用か

ら電気通信部門を除外することにより、既存の制裁

措置を相互に廃止することを提案し、更に 2002 年

1月には、欧州委員会が米国のタイトルⅦへの制裁

措置を廃止する規則案を採択した。米国が政府調

達制裁条項を2006 年 3月から廃止することを決定

したことを受け、2006 年 2月、EU は理事会規則

（EEC）No1461/93を廃止する規則案を正式に採択

し、2006年3月からEEC No352/2006が発効した。

　EU は、旧政府調達協定上、上記の公共市場 4

分野をその対象としていなかったため、内外差別的

な規定の存在は同協定との整合性を直ちに欠くもの

ではなかった。しかし、政府調達協定の下におい

ては、EU は、水道、エネルギー、運輸の3 分野を

オファーしており、これは改正協定においても同様

であるので、その範囲では内外差別的な調達が是

正される必要がある。この点、政府調達協定の実

施に伴い、EU は、一定分野の政府調達については、
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日本、韓国、米国等の原産品には、ユーティリティ

分野の調達指令を適用しない旨の指令を新しく制定

している。しかし、協定の適用を除外しているもの、

例えば我が国との関係においては電力及び近郊輸

送の分野の調達に関しては、引き続き差別的な規定

を含む同指令が適用されている。制度そのものが

内外差別を行うものであることから、今後、EUが

かかる内外差別的な制度を撤廃していくことが期待

される。

　なお、2012 年 3月、欧州委員会によって、ユーティ

リティ分野の調達指令（2004/17/EC）で規定する

相互主義の考え方に基づく内外差別的な条項（58

条・59 条）に代えて、公共調達市場の開放が不十

分な貿易相手国の物品・サービスのEU 域内の公

共調達市場へのアクセスを制限するための手続をよ

り詳細に定める規則案（COM（2012）124）が提案

されており、現在、欧州議会及び理事会において

同規則案の審議がされている（第Ⅰ部第 4 章「EU」

参照）。
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（1）ルールの背景
①定義

　本章で定義する一方的措置とは、WTO 協定

等国際ルールに基づく多角的な紛争解決手続によ

らず、自国のみの判断で、制裁措置（retaliatory 

measures）として関税引上げ等の貿易措置を発動

することをいう。

②一方的措置を巡る歴史

　これまで、一方的措置として問題になってきたも

のの多くは、米国の措置である。EUやカナダも何

らかの形でこれに類似した手続を有しているが、そ

れらは米国の一方的措置への対抗的措置として導入

されたものであり、限定されたケースについてのみ

発動するよう手続が整備されているとともに、運用

面においても、慎重に実施されている。米国の戦後

の通商政策を見てみると、1974 年の通商法の成立

を分岐点に、2 つの時期に大別される。

　1970 年代以前は、1962 年通商拡大法による大

統領への大幅な通商権限委譲により、ケネディ政権

下で大幅な関税引き下げによる貿易自由化が推進

される一方で、エスケープ・クローズ（緊急輸入制

限措置規定）の適用の厳格化等、貿易自由化の原

則を貫き、貿易自由化によって生じた被害に対する

救済措置をあくまでも例外的なものとする試みが推

進された。但し、国務省の主導では国内の各利益

集団の利害が交渉に反映されないとの不満により、

合 衆 国 通商 代 表（USTR：United States Trade 

Representative）の前身である通商交渉特別代表

（STR）の新設等、1974 年通商法成立の下地とな

る傾向も、徐々に芽生えつつあったと言える。

　1970 年代に入って、米国の貿易収支は悪化の一

途を辿り、1971年には 20 世紀に入って初めての貿

易赤字となった上、石油危機による追い打ちもあり、

企業や労働組合は議会に対して貿易救済措置の発

動要件の緩和を求めるなど、保護主義的な圧力を

強めていった。このような経済情勢を背景に、エス

ケープ・クローズの発動要件を緩和すると同時に、

外国の不公正貿易政策について制裁措置権限を大

統領に与える301条他の項目が盛り込まれた、1974

年通商法が成立したのである。

　更に、1980 年代後半には、レーガン政権下で米

国が巨額な貿易赤字を抱えたことから、ゲッパート

修正条項（Gephardt Amendment）に象徴される

貿易赤字相手国に対する議会の不満が募った結果、

1988 年包括通商競争力法が成立した。本法は、米

国が不公正と判断する外国政府の行為・政策・慣

行に対する制裁措置の発動について、大統領の裁

量権を狭め、USTRに権限を大幅に委譲すること、

また、いわゆるスーパー301条を新設して、外国の

不公正措置に対して調査から制裁発動までの手続

を自動化することを規定しており、米国が一方的措

置をとりやすくした。

　上述のように、米国は、1988 年包括通商競争力

法によって改正された 1974 年通商法 301条に典型

的に見られるいわゆる一方的措置を、他国との通商

交渉を有利に進めるための威嚇手段として利用して

きた。すなわち、他国の貿易政策・措置について、

第15章
一方的措置

1．ルールの概観
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WTO 協定等の国際的に認知された手続によること

なく、自国の基準・判断に基づいて「（WTO 協定等）

国際的なルール違反である」又は「不公正な措置で

ある」などと一方的に判定し、これに対抗する手段

として制裁措置（retaliatory measures）をとり、ま

た、制裁措置の発動という威嚇を背景として他国の

政策・措置の変更を迫ってきたのである。

③一方的措置が問題である理由

　このような一方的措置は、第一に、多角的貿易体

制を基本とするWTO の理念と基本的に相容れな

い。紛争解決了解（DSU）第 23 条では、WTO 紛

争解決手続に基づかない一方的な制裁措置の発動

を明示的に禁止している。多角的貿易体制は、そ

れを規律するWTO 協定をはじめとする国際ルール

を各国が遵守することによって成り立っており、そこ

で生じた紛争は、一方的措置を用いてではなく、国

際ルールに基づく紛争解決手続によって解決される

べきである。

　また、第二に、一方的措置の脅迫を背景とする

交渉により成立した二国間の合意は、その内容が

最恵国待遇の原則から逸脱したものとなる傾向があ

り、この点からも、一方的措置が WTO の目指す自

由貿易体制にとって有用なものではないことは明ら

かである。

④一方的措置は正当化されない

　一方的措置も場合により正当化され得ると主張さ

れることがある。このような論者が挙げる理由は、

（a）WTO 協定等の国際規範が実体法的にも手続

法的にも不完全であるから、これらの規範に対する

反抗・不遵守（disobedience）が正当化されるとい

う主張と、（b）信頼性のある制裁措置の存在が結

果として自由貿易体制を維持するための担保機能を

果たしているので、この措置は戦略的にも正当化さ

れるという主張に帰着することが多い。

　しかしながら、本報告書はこのような考えにはく

みしない。「正当化される反抗（disobedience）」の

考え方については、まず（2）で詳述するように、

WTO協定の発効によって協定対象分野が拡大する

とともに紛争解決手続が強化された結果、理論の

根拠を失った。更に、そもそもそのような考え方は、

制裁措置の応酬による一方的措置の悪循環を招来

する危険があり、大国の恣意を許すことになるといっ

た問題がある。また、「戦略的正当化」の考え方に

ついても、紛争解決手続の整備によって、WTO に

よって制御された制裁措置が現在では存在している

以上、もはやその根拠を失った。

　更に、一方的措置は、当該措置を発動する国が

原告と判事の二役を演じて「一方的」な判断によっ

て発動されるため、当該判断において、発動国のみ

の利益という観点から恣意的に解釈、判断される可

能性が高く、中立性、公平性が確保されているとい

う保証は全くない。

（2）法的規律の概要
　WTO 協定に係る紛争は、本来、最終的には

WTO の紛争解決手続に則り解決が図られるべき

である。この範疇に入る問題に関して、WTO の手

続を経ずに、一方的な関税引上げ、数量制限等の

制裁措置が発動されるようなことがあれば、経緯の

如何を問わず当該措置自体が GATT 第 1条（最恵

国待遇）、第 2 条（譲許税率）、第 11条（数量制限

の一般的禁止）、第 13 条（数量制限の無差別適用）

等に違反することとなる。また、関税引上げ等の発

動を前提とした威嚇により現実に生じる貿易歪曲効

果が、GATT上の利益の無効化・侵害となる場合

もある。

　なお、米国は、一方的制裁措置をとらざるを得な

い理由として、手続の遅延等 GATT 紛争解決手続

が効果的に働かないことを挙げていたが、WTO 協

定においては、「紛争解決手続に関する規則及び手

続に関する了解（DSU）」等によって期間制限や手

続の自動性が規定され、迅速な解決が保証された。

　その結果、紛争解決手続の非効率を理由として、

そこから逸脱することを正当化することはできなく

なった。
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WTO紛争解決手続における規律

　更に、WTO 紛争解決手続の下では、以下のよう

な規律がなされ、WTO 協定のカバーする範囲内で

の一方的措置は禁止された。

①WTO紛争解決手続に準拠すべきことの明示化

　WTO 協定上の利益が害されたか否かの判断は、

WTO の紛争解決手続でなければ行えないことが

明文化され、それによらない一方的措置の禁止が

明文化された（DSU 第 23 条）。したがって、こう

した手続に反する一方的措置の実施は、理由の如

何を問わず WTO 協定違反となる。すなわち、（a）

他国のWTO 協定違反の措置の有無及び自国の

WTO 協定上の利益の侵害の有無、（b）相手国が

WTO 協定違反の措置を整合化するために要する合

理的期間、（c）相手国が措置の整合化を行わない

場合に発動する制裁措置の程度のそれぞれに関し、

各加盟国が一方的に判断してはならないことが規定

された（DSU第 23 条）。

　従来の GATT においても、GATT上の紛争の

解決については、GATTの紛争解決手続によるべ

きこと自体は当然の前提であったが、WTO 設立に

あたりこの点が協定に明示されたことは大きな前進

である。

②協定の対象分野の拡大

　WTO 協定の発効に伴い、旧 GATT に比べて

WTO 協定のカバーする範囲は、モノの貿易のみな

らずサービス、知的財産権の分野等にも拡大され、

広範な分野において一方的措置の発動が禁止され

ることとなった。後述するように、米国は、通商法

301条の対象をモノの分野のみならずサービス分野

における市場開放や知的財産権の分野にも拡げた

が、WTO 体制の下では、TRIPS 協定や GATS

違反等にあたる行為について、米国が WTO の紛

争解決手続を経ることなく一方的に措置を採ること

は許されない。

　以上の①、②を踏まえ、一方的措置の発動類型

について、措置発動の原因とされた紛争内容（発動

国は、相手国によるWTO 協定違反やWTO 協定

上の自国利益の侵害を問題としているか、WTO 協

定でカバーされていない分野での利益の無効化・侵

害、例えば、人権侵害などを問題としているか）と、

発動される一方的措置の内容（WTO 協定に違反す

る措置か、WTO 協定には違反しない措置、例えば、

譲許税率の範囲内での関税引上げによるか）の組

合せによって場合分けし、それぞれの場合と関連

のある規律について整理すると図表Ⅱ‐15 のとおり

となる。図で示されたように、（d）の領域以外につ

いては、DSU 第 23 条違反又は一方的措置自体の

WTO 協定違反が問われることになる。

　なお、（d）の領域のケースは、DSU 第 23 条違

反又は一方的措置自体のWTO 協定違反を問われ

ないことから、一方的措置の発動国が、実際は相

手国のWTO 協定に関する措置に対するものである

にもかかわらず（実際は（a）又は（b）の領域のケー

ス）、名目上「相手国のWTO 協定違反」を発動の

理由とせずに一方的措置を発動することも想定でき

る。このような論法を認めれば、発動国は「相手国

のWTO 協定上の問題を争っていない」と主張する

ことにより、常に DSU第 23 条違反を免れるという

不合理な事態を招来するため、係争事案が WTO

協定上の問題か否かは、紛争処理手続に関するルー

ルに照らして客観的に判断されるべきである。
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（3）経済的視点及び意義
　WTO の紛争解決手続によらない制裁措置の発

動は、関税引上げ等の措置それ自体が貿易を歪曲

するだけでなく、相手国による逆制裁を招く可能性

が高く、制裁関税の競争的な引上げといった事態に

つながるおそれが極めて高い。また、一方的措置は、

国内産業保護、輸出者利益といった国内の利害関

係に基づいてとられる場合が多く、一度手続が開始

されると、国内的理由からその中止や撤回には困難

が伴う場合が多い。

　このように、一方的措置は、発動国・対象国双方

の貿易を縮小させ、両国内の福利厚生に悪影響を

与えるなど、双方の経済的利益を損なうものである

ことは明らかであり、引いては世界貿易の発展を阻

害するものとなりかねない。我々は、1930 年代の報

復関税の競争的な引上げによってもたらされた貿易

の大幅な縮小と世界経済の停滞を想起すべきであ

る。

（1）日米自動車問題（DS6）
　WTO の下で加盟国に対する301条手続発動を

扱う最初の事例となったものに、日米自動車問題が

ある。日本の自動車補修部品市場の規制に関して、

米国政府は 1994 年 10月1日に 301条に基づき調

査を行い、1995 年 5月10 日には制裁措置の対象

となる行為が存在するとして「クロ決定」を行った。

この決定を受けて米国政府は日本製高級車に対す

る100％関税の賦課という一方的措置を提示するに

至ったため、日本政府は直ちに米国政府に対して

GATT 第 22 条協議を要請した。

　本協議において、我が国は米国による日本製高

級車種のみを対象とした報復的な関税賦課につい

て、最恵国待遇（GATT 第 1 条）、関税譲許違反

（GATT 第 2 条）及び一般的数量制限の禁止への

違反（GATT 第 11条）等を主張するとともに、本

件措置が WTO 加盟国による一方的な対抗措置の

発動を禁じた DSU第 23 条に違反する旨主張した。

DSU 第 23 条は、WTO 協定でカバーされる紛争

について、WTO における解決を図らず 301条のよ

うな一方的措置で解決しようとすることを禁じてい

るため、本件について米国が、当該 301条に基づく

「クロ決定」はあくまで 301条手続の中で「不合理

かつ差別的」と国内法上の要件を認定したのであっ

て、「WTO 協定違反である」と判断した訳ではな

いから両者は概念的に異なり、DSUとの整合性は

問題とならない旨主張する懸念があった。しかし、

上記のような論法を認めれば、一方的措置を発動す

る国が明示的に「WTO 協定違反」を理由としない

限り、DSU 第 23 条違反は生じないこととなってし

 
 

WTO  WTO  

 

WTO
 

DSU 23
a 

DSU 23  
b 

 
 

c 
 

d 

（ⅰ）a 及び bについては、相手国によるWTO 協定違反、WTO 協定上の自国利益の侵害を問題とする以上、DSU 第 23 条により、必ず WTO
の紛争解決手続を利用する必要があり、一方的措置は、DSU 第 23 条違反となる。更に、aについては、措置自体の協定違反も当然問題となる。

（ⅱ）cについては、当該措置自体が WTO 協定違反となる。
（ⅲ）d については、DSU 第 23 条違反や当該措置自体の WTO 協定違反の問題はないが（なお、その場合でも、措置が相手国の WTO 協定

上の利益を侵害するようなことがあれば、非違反申立てによって訴えられる可能性はあり得る）、WTO 協定の対象分野の拡大により、上記②に
関わる紛争内容の側面でも、また措置内容の側面でも、従来に比し、dの領域は大幅に狭まったものと言える。

＜図表Ⅱ‐ 15＞

2．主要ケース
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まい、不合理である。また、本件においては米国

政府自身が WTO 事務局長に対日WTO 申立てを

予告した 1995 年 5月9日付け書簡の中で、「（日本

の）過剰で複雑な規制が大半の整備業務を国内部

品メーカーと密接に結びついた指定整備工場に向か

わせている」と述べた上、WTO・TBT 協定（第 2

条第 2 項、第 5 条第 1項）の文言をそのまま用い

て当該規制は「不必要な障害を国際貿易に生じさせ

るもの」と述べていたことから、米国が、日本の自

動車補修部品市場の規制はWTO 協定でカバーさ

れる問題と認識していたことは明らかであった。い

ずれにしても、一方的措置の対象となった問題が

WTO 協定でカバーされる紛争に当たるか否かは、

最終的に当事国ではなくパネル等の判断に委ねられ

るべきであろう。

　本件は最終的にはWTO における協議とは別に

行われた二国間協議によって決着が図られたが、

紛争が WTO に付託され、国際社会の監視の下で

協議されたことは、貿易戦争を回避しつつ国際ルー

ル整合的な決着を図る上で大きな効果があったと言

えよう。特に、本件について討議した 1995 年 5月

のWTO 紛争解決機関（DSB）会合においては、

米国が一方的な関税引上げを予告したことについ

て、延べ 30 か国近い加盟国から例外なく批判が寄

せられ、WTO 紛争解決手続を用いるよう一致した

意見が寄せられた。このような多国間会合における

国際世論が本件の解決に果たした役割は大きい（日

米自動車協議の発端となった米国による日本企業へ

の外国製品購入要請については、「資料◆「外国政

府が日本企業に対して直接外国製品の購入を要請

することについて」（1995 年版不公正貿易報告書　

付論Ⅲ）」を参照）。

（2）日米フィルム問題（DS44）
　本件は、米国政府が、我が国に対し 301条の下

での二国間交渉を求めたところ、我が国が米国通

商法 301条の下での二国間交渉に応じないという立

場を堅持した結果、WTO 紛争解決手続に委ねら

れることとなった事例である。米国は、WTO では、

消費者用写真フィルム及び印画紙に関する日本政府

の行為につき、GATT 第 23 条 1項（b）の非違反

申立て（措置それ自体が WTO 協定に違反するかど

うかは別として、その措置が他国の協定上の利益を

無効化・侵害しているとの主張）を中心に申立てを

行ったが、パネルは米国の主張をすべて退けた。

　なお、日米フィルム問題においては、米国は、

1998 年 2月に日本政府のWTO パネルに対する主

張を「約束（コミットメント）」とみなし、日本政府が

これを遵守するかを監視する旨を発表した。これに

基づいて、米国政府は同年 8月に第 1回、1999 年

6月に第2回モニタリングレポートを発表しているが、

その後レポートの発表はない。日本政府のパネルに

対する主張は、過去及び現在の事実関係及びその

法的評価の主張である。米国政府がこれを将来の

政府措置についての国際的な「約束」と性格付ける

ことは適切ではない。

（3）EU―バナナ問題（DS27）
　EU は、EUとACP 諸国（アフリカ、カリブ海、

太平洋諸国）との間に締結しているロメ協定に基

づき、バナナの関税割当制度について、ACP 諸

国産のバナナを優遇する特恵措置を採用している。

WTO のパネル・上級委は、現行のEU バナナ輸入

制度が最恵国待遇等に違反するとの判断を下してお

り、EU は勧告に従って 1999 年 1月1日までに関

係する措置を是正する旨を表明したが、EUの提案

はいずれも申立国（米国、エクアドル、グアテマラ、

ホンジュラス、メキシコ）に受け入れられず、1999

年 4 月から米国による制裁関税が課されていたが、

2001年 4 月の米・EU及び EU・エクアドル合意に

より、同年 7月より米国による制裁関税は解除され

た。以下に EU バナナ問題の簡単な経緯とその問

題点を紹介する（本パネル・上級委報告の内容につ

いては第Ⅱ部第 1章「最恵国待遇」、ロメ協定との

関係については第Ⅱ部第 16 章「地域統合」を参照）。

①経緯

　WTO の勧告に従い、EU は 1998 年 7月と10月
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の 2 回に分けて勧告の実施案を提示したが、申立

国はこれを認めず、1998 年 12月には EU及びエク

アドルの双方が新制度のWTO 整合性を巡り、紛

争解決了解（DSU）第 21条第 5 項に基づき原パネ

ルの設置を要請した。

　一方で米国は、国内の利害関係者の議会への強

い圧力を受け、1998 年 10月に、EUがバナナ輸入

制度をWTO 整合的に改正しない場合には、DSU

第 22 条に基づき、国内的には通商法 301条の手続

に従って、EUに対して制裁を発動する旨決定した。

これに対し、EU は、米国が DSU に定める制裁を

発動するためには、DSU第 21条第 5 項のパネルに

よる判断が必要であると主張し、更に1998 年 11

月には、米国の通商法 301 条関連措置が DSU 第

23 条（一方的制裁の禁止）に違反するとして、別途、

WTO 協議要請を行った。米国は 1998 年 12月に

通商法 301条に基づく制裁リストを発表、EUから

のハンドバッグやカシミア製品等の品目総額 5 億 2

千万ドル相当の輸入に対し制裁関税を課すことを明

らかにした。本件は、米・EUの合意により仲裁に

付され、1999 年 4 月 6日、WTO は制裁額を決定

するための仲裁の結果を発表し、米国が要求してい

た総額 5 億 2 千万ドルの制裁措置のうち1億 9,140

万ドルまでを承認、これを受けて米国政府は制裁リ

ストを確定した上で 3月3日に遡って正式に制裁関

税を徴収することを発表し、4 月19日のDSB 会合

において米国のEU に対する制裁発動が承認され

た。その後、EU は、2000 年 12月に新制度として

先着順方式（fi rst come, fi rst served system, EU

市場に優先的にバナナを輸出する業者に対し、関

税割当内でバナナ輸入のライセンスを与える制度）

を発表、本関税割当制度を2001年 4 月より施行し、

遅くとも2006 年には関税のみの制度に移行するこ

とを提案し、2001年 4 月、米とEU 並びに EUと

エクアドルは長年にわたるバナナ紛争の解決に向け

て合意に達した。同合意内容は、EU は 2001年 7

月1日から過渡的な措置としてライセンス制度を実施

し、2006 年 1月に関税のみの制度に移行するとい

うものであり、EU は予定どおり2001年 7月にライ

センス制度を実施した。これを受けて、米国も同年

7月1日より1999 年以来実施してきた EUに対する

制裁措置を解除した。なお、本件はその後もDSB

会合の議題として取り上げられ、2001年の EUと

米国及びエクアドル合意の有効期限である2005 年

末迄の関税一本化の実施に向けて議論が行われて

きた。2005 年に入り、EU は、バナナの輸入を「従

量税 230 ユーロ／mt＋関税割当なし」とすること

を提案。これに対し関係国は、新提案は第三国産

バナナの輸入を制限する可能性があるとして EUと

交渉を行ったが、調整はつかず、同年 3月及び 4月、

中南米の 9 か国（コロンビア、コスタリカ、エクアドル、

グアテマラ、ホンジュラス、パナマ、ベネズエラ、ニ

カラグア、ブラジル）が DSU に基づく仲裁手続の

開始を申請した。同年 8月、仲裁パネルは、従量

税額の算出方法の不適切性及びACP 諸国への適

切な対処の欠如を理由に同案を棄却。これを受け

て EU は、同年 11月末、「従量税 176 ユーロ／mt

＋77 万 5 千 t 無関税枠（ACP 諸国）の導入（2006

年 1月）」を発表したが、中南米 3 か国（ホンジュラス、

ニカラグア、パナマ）は、同提案はパネル上級委に

よる勧告やその後の仲裁判断等に反するとして、11

月30日、DSU第 21条第 5 項に基づく履行確認の

ための二国間協議要請を行った。その後 2006 年

に入り、エクアドルが改めて履行確認のための協議

を要請。2007 年 2月には DSU21 条第 5 項に基づ

く履行確認パネル設置を要請し、同年 3月に履行

確認パネルが設置され、2008 年 4 月、EU により

DSB 勧告と裁定の履行がなされていないとする履

行確認パネル報告書が配布された。一方、米国も、

2007 年 6月、DSU21 条 5 項に基づく履行確認パ

ネルの設置を要請し、同年 7月には履行確認パネ

ルが設置され、2008 年 5月に EU は DSB 勧告と

裁定の履行を行えていないとする履行確認パネル報

告書が配布された。2008 年 8月、EU は、これら

履行確認パネル報告書を不服として上訴したが、同

年 11月、上級委員会は、EU に対してバナナ輸入

制度をWTO 協定整合的に是正するよう勧告した。
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②本ケースのWTO協定上の問題点

（a）紛争解決了解（DSU）第 21 条第 5 項と第 22

条の関係

　紛争解決了解（DSU）第 22 条は、DSB の勧告

が実施されない場合に、関係当事国が DSB（紛

争解決機関）の承認を得て、制裁措置（代償及び

譲許の停止）をとることができる旨規定している。

DSB における承認にはネガティブ・コンセンサス方

式がとられるため（注：第Ⅱ部第 17 章 WTO の紛

争解決手続「1．WTO 紛争解決手続の概要」参

照）、関係国が異議を述べて仲裁に付されない限り、

事実上自動的に制裁措置の発動が決定されること

になる。

　本件で EU は、第 22 条の制裁措置を発動するに

は、第 21条第 5 項に基づき原パネルが勧告実施案

のWTO 協定整合性をクロと判断することを前提条

件とすべきことを主張し、一般理事会に対して公定

解釈を求めた。現行 DSU には、第 21条第 5 項と

第 22 条の関係を示す規定はないが、一方の当事者

が勧告実施のために採る措置を、他方の当事者が

勧告実施にあたらないと一方的に判断して制裁措置

をとることは、DSU上認められないと考えられ、こ

のような場合、まず DSU 第 21 条第 5 項に基づき

当該紛争を扱ったパネルに付託すべきとの考え方が

有力である。本件については、DSU見直しの議論

の中で検討された結果、我が国がイニシアティブを

とって取りまとめた DSU 改正提案（2001年 11月に

一般理事会に提出）に、第 21 条の 2 の条文の新

設として盛り込まれている。その後、ドーハ閣僚会

議以降のDSU見直しの議論において、EU、日本

等からこの点についての改正案が提出されている。

　一方、DSU第 21条第 5 項によるパネルの判断を

第 22 条の制裁措置の発動のための要件として厳格

に位置づけると、敗訴国が勧告実施案の改善が不

十分な場合、再度原パネルへの付託を繰り返すこと

になり、第 21条第 5 項の手続が永遠に繰り返され

るという手続上の問題は残る。

（b）米国のEU製品に対する輸入措置パネル

　米国のEU に対する制裁関税賦課につき、DSB

による制裁承認は 1999 年 4月19日であったにもか

かわらず、米国は当初の制裁承認予定日であった 3

月3日より預託金の上乗せを実施し、事実上 3月3

日に遡る制裁を行った。EU は、本措置は DSU23

条ほかに違反するとして 1999 年 5月にパネル設置

を要求、2000 年 7月に EUの主張をほぼ認めるパ

ネル報告書が配布されたが、EU は本パネルの判

断に不服な点があるとして、2000 年 9月に上級委

員会に申立てを行った。2000 年 12月に上級委員

会報告書が配布されたが、ここでは、3月3日の

措置と4 月19日の措置は別個のものであり、3月3

日の措置は今や存在しないので、米国が是正すべ

き事柄はないとして、その点についてはパネルの判

断を覆した。但し、DSB の承認を得ることなしに

実施された米国の一方的措置である3月3日の措

置は DSU第 3 条第 7 項等に違反するとしたパネル

の判断自体は、上級委員会も支持している。また、

DSU第 21条及び第 22 条手続の先後関係について

は踏み込んだ判断を行わなかったが、第 22 条 6 項

による仲裁人が勧告実施のWTO 整合性につき判

断を行う（第 21条第 5 項の役割）ことができると

したパネルの判断は誤りとしており、これらの上級

委員会の判断については日本としても評価できる。

　EU バナナ問題と同様に、WTO 紛争処理手続上

の履行の確保と米国通商法 301条における一方的

な制裁措置について問題となったケースとして、EU

ホルモン牛肉問題が挙げられる。同ケースの内容に

ついては、第Ⅱ部第 11章「基準・認証制度」を参照。
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貿易障害規則（TBR）

　EU では、米国の 301 条手続に類似するもの

と し て、 貿 易 障 害 規 則（TBR：Trade Barriers 

Regulation）が存在する。この措置は、「国際貿易

ルール、中でも WTO 体制下で確立されたルールに

基づく共同体の権利の行使を保証するための共通通

商政策の分野における共同体の手続を定める理事会

規則」（No.3286/94）によって 1994 年 12 月に導入

されたものである。

　そもそも、EU は、共通通商政策の範囲内の措置

であればローマ条約（1999 年アムステルダム条約

によって最終改正）133 条（旧 113 条）により貿易

上の制裁措置を採ることができると考えられるが、

これに関して欧州理事会は 1984 年 9 月「違法な通

商慣行に対する制裁措置について共通通商政策を

強化することに関する理事会規則」（No.2641/84）

を採択し、制裁措置を採るための手続的枠組みと

して創設したのが新通商政策手段（NCPI：New 

Commercial Policy Instrument）であった。TBRは、

WTO 協定実施の一環として、旧制度である NCPI

を大幅に改組したものである。

　TBR は、外国市場開放の促進を意図している点

で米国通商法 301 条と共通するものの、WTO 協定

をはじめとする国際通商ルールに基づき申立てを行

うことができるような相手国の貿易政策・措置を対

象としており、また調査開始から措置決定までの期

間が特定されない点、更に上記のように国際的な紛

争解決手続の結果に拘束されるなど、より WTO 整

合的となっており、DSU で禁止されている「一方

的措置」に直接該当するとは言い難く、「ルール志向」

という本報告書の精神にも合致する点は、むしろ積

極的に評価すべきであるとも言える。

　本制度の概要は以下のとおりである。

①内容

　TBR は、域外国の不公正貿易慣行から欧州企業

を保護するという従来からの目的に加え、欧州企業

の域外国市場での活動を支援することも目的として

いる。

　本制度に基づき、①共同体産業（a community 

industry）、②個別企業、③ EU 加盟国は、「貿易に

対する障壁（obstacles to trade）」について、共同

体の利益又は個別企業の利益に基づいて、欧州委員

会に調査の申立てを行うことができる。

（注）旧制度（NCPI）からの主な変更点は以下のと

おり。

（a）申立ての対象となる域外国の措置は、NCPI

で は「 違 法 な 商 業 慣 行（illicit commercial 

practices）」とされていたが、TBR は「貿易に対

する障害（obstacles to trade）」の概念を導入、「域

外国が採用・維持している貿易慣行で、通商ルー

ルがそれについて訴権を設定しているもの」と定

義した。これによって国際貿易ルールとの関連が

明確になり、「非違反」案件も対象とされること

となった。

（b）WTO 協定の成立で、サービスや知的財産権

の分野にも通商上の原則が確立したことにより、

サービスや知的財産権の一部も申立ての対象に含

まれるようになった。

（c）域内個別企業が個別企業の利益に基づいて申立

てを行うことを認めたことにより、EU からの輸

出に対する制限的措置について、個別企業が手続

の利用主体となることがより容易になった。

　申立てを受けた欧州委員会は、通常 45 日以内に

調査開始を決定し、5 か月（複雑な案件は 7 か月）

の期間内で損害の調査を行う。調査の結果クロと判

断された場合には、欧州委員会は当該措置を国際的

な紛争解決手続（主に WTO 紛争解決を想定）に付

託する。国際的な紛争解決手続において当該措置に

違法の判断が下され、被申立国に措置の改善が見ら

れない場合、欧州理事会は、欧州委員会の提案に基

づいて 30 日以内に制裁措置を採ることを決定する。

　なお、一連の手続の中の欧州委員会及び欧州理事

EUの類似措置コ ラ ム
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会の行動（手続開始の拒否を含む）の是非について

は、申立者及び関連団体は、EU の司法審査制度の

下で争うことができる。

　本制度で EU がとり得る制裁措置とは、関税の引

上げ、数量制限の導入のほか、当該域外国との貿

易に影響を与えるあらゆる措置を指す。TBR では、

制裁措置の決定以前に、国際的な取決めによる紛争

解決手続を尽くすことが義務づけられているときは

その手続を尽くし、かつその結果を尊重することと

されている。更に、WTO 紛争解決手続の強化を受

けて、国際紛争解決機関に対して制裁措置の許可を

申請した場合には、許可された内容に沿った措置を

採ることが特記されている。

②発動事例

　近年、TBR で取り上げられた案件については、

2014 年版不公正貿易報告書第Ⅱ部第 15 章（一方的

措置）コラム　EU の類似措置を参照のこと。
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（1）ルールの背景
　GATT・IMF 体制を中心とする多角的な枠組み

は、戦後の世界経済の発展を支えてきた。しかし、

1990 年代以降、先進国、開発途上国を問わず地

域統合は増加・拡大の一途をたどってきており、現

在、地域統合内部の域内貿易は、世界貿易の相当

の部分を占めるようになっている（図表Ⅱ‐16‐1、

Ⅱ‐16‐2）。EUにおいては、EU 加盟国からの総

輸出額のうち 62.0％が他のEU 加盟国への輸出で

あり、EU 加盟国への総輸入額の 62.8％が他のEU

加盟国からの輸入となっている。また、NAFTAに

おいては、NAFTA 構成国からの総輸出額のうち

49.2％が NAFTA 構成国への輸出となっている。

第16章
地域統合

＜図表Ⅱ‐ 16 ‐ 1＞　世界貿易に占める各地域及び主な地域貿易協定の割合（物品分野）

（注）2013 年増加率は対 2012 年比
出所：WTO 事務局編、WTO Annual Report International Trade Statistics 2014 を基に作成
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　WTO では、 地 域 貿 易協定（Regional Trade 

Agreement）を、物品の貿易については GATT

第 24 条に基づくもの、及び開発途上国に対する貿

易上の特別待遇の根拠となる1979 年の締約国団

決定（いわゆる「授権条項」：Enabling Clause；第

Ⅱ部第 1 章「最恵国待遇」参照）に基づくもの、

サービスの貿易についてはサービス協定（GATS）

第 5 条に基づくものに分類している。さらに、

GATT24 条に基づく地域貿易協定は、「関税同盟

（Customs Union）」及び「自由貿易地域（Free-Trade 

Area）」、並びにそれらの形成のための「中間協定

（Interim Agreement）」の 3 つの概念に分類され

る（図表Ⅱ‐16‐3 参照）。関税同盟と自由貿易地

域を比較すると、域内の関税・制限的通商規則（詳

細は図表Ⅱ‐16‐10 参照）を撤廃することにより

域内の貿易を自由化することは両者に共通する点で

あるが、関税同盟では各締約国が域外から輸入す

る産品への関税率・通商規則を実質的に同一にする

ため、対外共通関税を設ける必要があるのに対し、

自由貿易地域では、締約国間の輸出入のみが自由

化の対象となるため、そうした必要がない点で異な

る。

　なお、「地域統合」には、WTO 協定で例外とし

て認められている地域貿易協定と、アジア太平洋経

済協力（APEC）のような地域協力的形態のものが

あり、図式化すると、以下のようになる。本章では、

WTO 協定で例外として認められている地域貿易協

定を中心に説明する。

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 2＞　主な地域貿易協定における域内貿易・域外貿易の割合（物品分野）

（注）増加率は対 2012 年比
出所：WTO 事務局編、WTO Annual Report International Trade Statistics 2014 を基に作成
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　GATT 第 24 条に基づく地域貿易協定は、域外

に対して障壁を高めないことや、域内での障壁を実

質上のすべての貿易で撤廃すること等の一定の要件

を満たすことを条件に、最恵国待遇原則の例外とし

て正当化されるものである。地域貿易協定は、域内

の貿易の自由化を促進する面があるものの、域外に

対して障壁を高めるような場合には貿易の自由化を

阻害する。このため、WTO 体制が形骸化されるこ

とのないように、GATT 第 24 条等の適正な運用が

行われるべきである。

（2）法的規律の概要
①GATT 第 24 条及び GATS 第 5 条に基づく地域

貿易協定についての規定

　GATTは、第 1条で最恵国待遇を基本的な原則

として規定しており、特定国に対してのみ関税を引

き下げることは原則として許容しないこととなってい

る。
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　しかし、物品の貿易については、GATT 第 24

条において、関税同盟及び自由貿易地域の設定及

びそのための中間協定の締結の目的が、域内と域

外国との貿易に対する障害を引き上げることではな

く、域内の貿易を容易にすることである場合には、

貿易自由化の見地から許されるとし、以下の要件に

適合することを条件（図表Ⅱ‐16‐3）に、最恵国

待遇原則の例外として認めている。

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 3＞　GATT 第 24 条における関税同盟、自由貿易地域、中間協定の要件

（補償的調整）
関税同盟： 第 24 条第 5 項（a）の要件を満たすに当たり、譲許税率よりも関税を引き上げる場合には、補償的

調整を行う（第 24 条第 6 項）。

（締約国団への通報、締約国団による検討）
・自由貿易地域、関税同盟又は両者の中間協定に参加することを決定する締約国は、その旨を直ちに締約国団

に通報しなければならない（第 24 条第 7 項（a））。
・通報後、締約国団は、中間協定に含まれる計画及び日程をその中間協定の当事国と協議して検討し、適当な

場合には勧告を行う（同項（b））。

　WTO 発足以前は、関税同盟あるいは自由貿易

地域の GATT 第 24 条との整合性の問題は、締約

国団へ通報された個々の地域貿易協定ごとに設置さ

れた作業部会において審査されてきた。しかし、第

24 条は、「実質上のすべての貿易」、「その他の制

限的通商規則」、「全体として…高度なものであるか

又は制限的なものであってはならない」等の曖昧な

表現が用いられているため、地域貿易協定の審査

は、ほとんどの場合、第 24 条の解釈をめぐって対

立し、審査報告書案はすべて両論併記で終わって

いる。

　GATT 第 24 条の解釈は、1957年署名のヨーロッ

パ経済共同体（EEC）を設立したローマ条約に対

する審査において問題となり、1994 年末までに審

24 5 24 8

a a
11 12 13 14 15

20

b b 11
12 13 14 15 20

c a b

24 5 8
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査を終了した 69 の作業部会のうち、整合性の問題

につきコンセンサスに達することができたのはわず

か 6 件という状況であった。また、ほとんどすべて

の地域貿易協定の審査においてGATT 第 24 条と

の整合性につき意見が対立したにもかかわらず、地

域貿易協定の特恵措置が GATT 第 24 条で正当化

されるかについてパネルで争われたのはこれまでに

3 件しかなく、パネル報告も未採択である（なお、

WTO 体制となってから地域貿易協定に関する数件

の上級委員会報告が出されているが、これらの報

告書は GATT 第 24 条の核心部分について明示的

な判断を下したわけではなく、第 24 条の解釈を明

確化することの意義は失われていない）。

　ウルグアイ・ラウンド交渉では、第 24 条の解釈

を困難としている不明確な要件をなくすための討議

が行われた。その結果、第 24 条第 5 項（a）に規

定する「関税の全般的水準」に関する要件について

は、「GATT 第 24 条の解釈に関する了解」におい

て、EUが用いてきた算術平均ではなく、貿易量を

加味した加重平均を用いることが明記された。しか

し、第 24 条第 8 項に規定する「実質上のすべての

貿易」に関する要件については、主要産品を除くこ

とは認められない旨の提案がなされたが合意に至ら

なかったため、以下のような限られた改善しか行わ

れなかった（図表Ⅱ‐16‐4）。なお、更に、サー

ビス分野については、GATS 第 5 条に GATT 第

24 条と同様の表現を加えることとなった（図表Ⅱ‐

16‐5）。

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 4＞　GATT 第 24 条の明確化のための解釈了解等

a 1994 GATT 24
GATT 24 5 a

2
GATT 24 5 c 10

3
GATT

28 4

6

7

b 4 3  
24 8 a

c 16 4  

d 2 1
GATT 19 24 8

e

3 a

3 b
GATT 10 1

3 c
3 e
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　また、2001年 11月に開催されたドーハ閣僚会議

で採択された閣僚宣言において、地域貿易協定に

適用されるWTO の規律及び手続の明確化及び改

善を目指して交渉することが合意され、現在その交

渉が進められている。手続の明確化については合

意に至り、2006年12月14日の一般理事会において、

地域貿易協定透明性メカニズムが採択され（詳しく

は、③（b）参照）、ドーハ宣言パラグラフ47の「アー

リーハーベスト」として暫定的に適用されている（な

お、運用開始一年後にその運用を踏まえてシステム

を見直し、恒久的なメカニズムにすることが予定さ

れていたが、審査実績が十分に蓄積されていないこ

とから、2015 年 2月時点では見直しは見送られて

いる）。今後、地域貿易協定が達成すべき自由化水

準などの明確化についての議論が残されている。

　なお、我が国にとって最初の経済連携協定である

日シンガポールEPAでは、2002 年 11月の発効当

初、日本からシンガポールへの輸出額の100％、シ

ンガポールからの日本の輸入額の約 94％、両国間

の輸入総額（往復貿易額）の約 98％の産品について、

協定発効後 10 年以内に関税撤廃されることとなっ

ていた。その後、2006 年 6月からの見直し交渉の

結果、2007年 1月、日本側は一部の石油・石油化

学製品や一部の熱帯産品などを関税撤廃の対象に

拡大する内容で大筋合意に達した。なお、シンガ

ポール側は金融サービスに係る特定約束を改善する

ことを約束した。

　その他、これまでの我が国の経済連携協定の自

由化水準は次のとおりである（図表Ⅱ‐16‐6 参照）。

＜図表Ⅱ‐ 16 ‐ 5＞　GATS第 5条（経済統合）

GATS 5 3 a
GATS 5 3

b GATS
5 6 MERCOSUR

GATS 5 2 3
FTA

WTO RTA

4
8

2

GATS 5 3
1 GATS 5 1 a  
2 GATS 5 1 a  
3 GATS 5 1 b  

1 3
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　2015 年 1月に発効した日豪 EPAでは、2013 年

の貿易額において、日本から豪州への輸出額の

99％以上、豪州からの日本の輸入額の約 94％、往

復貿易額の約 95％の産品について、協定発効後 10

年以内に関税撤廃されることになっている。また、

2015 年 2月に署名に至った日モンゴル EPAでは、

2012 年貿易額において、日本からモンゴルへの輸

出額の約 96％、モンゴルからの日本の輸入額の

100％、往復貿易額の約 96％の産品について、協

定発効後 10 年以内に関税撤廃されることになって

いる。

　以上のとおり、これまでの我が国の経済連携協

定では、10 年以内に貿易額の 90％以上の自由化水

準を達成している。

　なお、品目ベースの自由化率を見た場合、米国・

EU 等のEPA/FTAの自由化率は、我が国に比べ

て高い（図表Ⅱ‐16‐7 参照）。

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 6＞　我が国が締結した経済連携協定の自由化水準

※鉄鋼の特定用途免税分を含めると、実質 96％前後

10

2002 11  94.7 100 99 2005  

2005 4  86.8 98.4 96 2002  

2006 7  94.1 99.3 97 2004 2003  

2007 9  90.5 99.8 92 2005  

2007 11  91.6 97.4 95 2004 2003  

2008 7   99.99 99.9 99.9 2005  

2008 7  93.2 89.7  92 2004 5 2005 4  

ASEAN 2008 12  93.2 91  2006 2005 or 2006 ASEAN

2008 12  91.6 96.6 94 2003  

2009 9  99.3 99.7 99 2006  

2009 10  94.9 87.7 92 2006  

2011 8  97.5 90.3 94 2006  

2012 3  99.7 99.9  99.8 2008  

2015 1  93.7 99.8 95 2013  

 100 96.0 96 2012  
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　他国の例については、CRTAでの地域貿易協定

審査における文書等によると、各地域貿易協定の

関税撤廃率は次のようになっている（一部、開発途

上国間の地域貿易協定における関税撤廃率を含む）

（図表Ⅱ‐16‐8 参照）。

　米国が締結した FTAを見ると、NAFTA（1994

年発効）では、域内貿易額の 99％以上の産品につ

いて、協定発効から10 年以内に関税撤廃すること

となった。米豪 FTA（2005 年発効）では、豪州側

はすべての品目について関税撤廃を行うものの、米

国側は農産品に除外品目を有しており、全体として

品目数ベースで約 98％、往復貿易額の約 99.9%の

関税撤廃率となった。また、米韓 FTA（2012 年発

効）では、全体として品目数ベースで約 99%の関税

が 10 年以内に撤廃されることとなった。

　カナダ̶チリ協定（1997年発効）では、チリから

のカナダの輸入額の100％、カナダからのチリの輸

入額の 88.5％、往復貿易額の 93.4％の産品につい

て、協定発効後 10 年以内に関税撤廃することとなっ

た。チリ側の関税撤廃率が低いが、10 年超の関税

撤廃期間を定めており（最長 18 年）、それを含める

とチリ側の関税撤廃率は 99.5％となる。また、韓国

チリ協定（2004 年発効）においては、韓国からの

チリの輸入額の 77.3％、チリからの韓国の輸入額の

99.9％の産品について、協定発効から10 年以内に

関税撤廃することとなった。この場合もチリ側の関

税撤廃率が低いが、協定発効から13 年以内で考え

ると、チリ側の関税撤廃率は 96.2％となる。

　メルコスール（1995 年発効）は、アルゼンチン、

ボリビア、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、ベネ

ズエラの 6 か国による関税同盟であり、授権条項を

根拠としている。原則として域内関税を撤廃したも

のの、砂糖等各国ごとに除外品目を認めており、域

内の関税撤廃率は貿易額ベースで約 95％となった。

　南部アフリカ開発共同体（SADC）（2000 年発効）

は、南部アフリカ13 か国により構成された FTAで

あり、2015年までの域内の関税撤廃率は貿易額ベー

スで約 91％となった（アンゴラ、コンゴ民主共和国

を除く）。

　ヨーロッパにおいては、EU（1968 年発効）はす

べての品目について関税を撤廃しており、EUメキ

シコ協定（2000 年発効）では往復貿易額の 97.1％

の産品について、EU チリ協定（2003 年発効）で

は往復貿易額の 97.1％の産品について、また、韓

EU･FTA（2011年発効）では往復貿易額の 99.8％

の産品について、協定発効から10 年以内に関税を

撤廃することとなった。

　アジアにおける取組を見ると、AFTA（ASEAN 

Free Trade Area）（1992 年発効）では、2010 年

1月に、共通有効特恵関税（CEPT）協定に基づき、

ASEAN 原加盟国（ブルネイ、インドネシア、マレー

シア、フィリピン、シンガポール、タイ）では、品目

数ベースで 99.65%の品目の関税が撤廃され、新規

加盟国であるCLMV（カンボジア、ラオス、ミャン

マー、ベトナム）では、全品目のうち98.96%の関

税が撤廃された。また、2010 年 5月には、CEPT

※備考：本表は、品目ベースの自由化率（10 年以内に関税撤廃を行う品目が全品目に占める割合）を示したもの。
資料：「TPP をともに考える　地域シンポジウム」における内閣官房配布資料。

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 7＞　我が国のEPAと米国等の FTAの自由化率比較
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※ 1　自由化率算出にあたって使用されている貿易データ（基準年）は協定の発効年等によって異なる
※ 2　ブルネイは 2006 年 7 月発効、チリは 2006 年 11 月発効
出所：WTO 事務局がまとめた地域貿易協定の事実報告書（Factual Presentation）を基に作成

＜図表Ⅱ‐16‐8＞　第三国同士の主な地域貿易協定の自由化水準（WTO事務局がまとめた事実報告書ベース）
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協定の他、これまでのASEAN 内での決定を整

理・統合した文書として、ASEAN 物品貿易協定

（ATIGA）が発効された。

　中国 ASEAN 協定（2003 年発効）では、最終

税率を0～50％までに引き下げるセンシティブトラッ

ク品目が設けられ、中国及びASEAN 原加盟国に

対しては、HS6 桁の品目数で 400 品目以内及び輸

入額の10％以内、CLMV は HS6 桁の品目数で

500 品目以内の上限があるため、この分を差し引く

と、少なくとも品目数ベースでの最終的な関税撤廃

率は 90％を超える。

　韓国 ASEAN 協定（2007 年発効（タイを除く））

においても、関税引き下げや関税率維持の対象と

なるセンシティブトラック品目が設けられ、韓国及び

ASEAN 原加盟国に対しては、輸入額及び品目数

ベースで10％以内、CLMVに対しては、品目数ベー

スで10％以内（且つ、ベトナムに対しては輸入額ベー

スで 25％以内）の上限があるため、この分を差し

引くと、少なくとも品目数ベースでの最終的な関税

撤廃率は 90％を超える。

　豪州̶ニュージーランド協定（1983 年発効）、シ

ンガポール̶ニュージーランド協定（2001年発効）

では、すべての品目につき10 年以内の関税撤廃が

約束された。豪州̶タイ協定（2005 年発効）では、

タイからの豪州の全輸入品、豪州からのタイの輸入

額及び品目の 99％（協定発効後 20 年以内ではすべ

ての品目）について、協定発効後 10 年以内に関税

を撤廃し、ニュージーランド̶タイ協定（2005 年発

効）では、タイからのニュージーランドの全輸入品、

ニュージーランドからのタイの輸入額の 70％及び品

目の 99%（協定発効後 20 年以内ではすべての品目）

について、協定発効後 10 年以内に関税を撤廃して

おり、豪州やニュージーランドは 100％という高いレ

ベルの関税撤廃率を達成している。また、豪州̶

韓国協定（2014 年発効）では、豪州からの韓国の

輸入額の約 96%（協定発効後 20 年以内では 99％

以上）、韓国からの豪州の輸入額の100%について、

協定発効後 10 年以内に関税撤廃することとなった。

②開発途上国間の地域貿易協定の扱いについて

　開発途上国間の地域貿易協定については、開

発途上国に対する貿易上の特別待遇の根拠となる

1979 年の締約国団決定（いわゆる「授権条項」：

Enabling Clause）において特則が合意されており、

これは 1994 年の GATT の一部を構成するものと

なっている。授権条項は、以下のような要件に適合

することを条件（図表Ⅱ‐16‐9）に、開発途上国

間の関税・非関税障壁の削減・撤廃を目指す地域

貿易協定を、GATT 第 1条（最恵国待遇）の例外

として認めている（パラグラフ2（c））。

　この授権条項は GATT 第 24 条との関係につき

何等言及していないため、授権条項による開発途上

国間の地域貿易協定とGATT 第 24 条との関係に

ついて、以下の三通りの考え方のうち、いずれを採

用すべきか不明確である。

（a）授権条項は、開発途上国の輸出力増大・経済

発展のために決定されたものであり、開発途上国

間の地域貿易協定は、授権条項によって判断す

る。

（b）授権条項は、本来、部分的・非包括的な協定

を扱うものであり、また、措置を講ずる加盟国に

対して一定の通報義務と協議義務を課しているに

過ぎず、本格的な地域貿易協定を扱うものとして

は不十分である。本格的な地域貿易協定につい

ては、あくまでも、GATT 第 24 条によって判断

する。

（c）開発途上国間の地域貿易協定については、

GATT 第 24 条と授権条項の両方を勘案して判

断する。
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　このため、授権条項に基づき通報された地域貿

易協定は、追加的な問題を引き起こしている。本問

題については、1992 年 3月に通報されたメルコスー

ルの審査方法に関連してGATTの中で初めて検討

された。ここでは、メルコスールを GATT 第 24 条

の下で通報すること及びその審査のための作業部

会を GATT 理事会に設置することを要求する国が

あったが、検討の結果、理事会ではなく「貿易及び

開発に関する委員会（CTD：Committee on Trade 

and Development）」の下で審査を行うこと及びそ

の付託事項（授権条項及び GATT 第 24 条に照ら

し審査し、その結果を締約国団に報告するとともに、

理事会にその写しを送付すること）につきコンセン

サスが得られた。なお、後述する「WTO 地域貿易

協定委員会（CRTA）」が 1996 年 2 月に新設され

たことに伴い、審査は同委員会で実施されている。

また、AFTAに関しても同様の議論が行われたが、

いまだコンセンサスが得られておらず、現時点では

CTD への通報のみが行われている。

　2001年 11月のドーハ閣僚宣言を受け、CRTAで

の審査手続の明確化など、地域貿易協定の透明性

向上を目指した議論が、ルール交渉部会において進

められ、前述のように、2006 年 12月14日に行わ

れた一般理事会において、地域貿易協定の審査手

続を明確化した透明性メカニズムが採択された（詳

しくは、③（b）参照）。これにより、授権条項根拠

の地域貿易協定も本透明性メカニズムの対象となる

こと、審査の場は CRTAではなくCTDとするが、

他の案件と一緒に審査するのではなく、専ら地域貿

易協定を審査するための会合（dedicated session）

として開催することが決定した。

③地域貿易協定委員会（CRTA）における検討̶規

則及び手続の改善̶

　地域貿易協定の増大に従い、既存の地域貿易

協定の定期通報の審査負担が増加することが予想

される。このため、審査の効率化を目的とする単

一の委員会による審査体制への移行が合意され、

1996 年 2 月の一般理事会で地域統合についての

専門委員会として「地域貿易協定委員会（CRTA：

Committee on Regional Trade Agreements）」が

設置された。CRTAでは、従来、物品理事会、サー

ビス理事会及び CTD の下で、地域貿易協定ごとに

設置された個別作業部会が行っていた審査を統一

的に実施し、審査の効率化を図ること等のほかに、

地域統合が多角的貿易体制に与える影響の分析等

を検討することが合意された。具体的には、（a）通

報された地域貿易協定※の審査、（b）既存の地域貿

易協定の実施状況の報告システムの検討、（c）審査

手続の改善策の検討、（d）多国間貿易体制に対し

地域貿易協定が持つシステミックな問題及び両者の

関係の検討等が付託事項となった。

　なお、上記のうち（a）を除く事項については、

2001年 11月のドーハ閣僚宣言で新ラウンドの交渉

事項となり、現在ルール交渉部会で議論が行われ

ている。

※通報された地域貿易協定の概要と審査状況に

ついてはWTO のウェブサイトで公開されてい

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 9＞　授権条項における要件

3 a

3 b

4 a

4 b
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る。

　（http://www.wto.org/english/tratop_e/

region_e/region_e.htm）

（a）地域貿易協定の審査

　WTO のまとめによると、2015 年 1月 8日時点で

604（うち、GATT 第 24 条に基づく通報は 422、

授権条項に基づく通報は 39、GATS 第 5 条に基づ

く通報は 143）（注：同一協定であっても、GATT

や授権条項、GATS に基づき別々に通報されたも

の、及び既存協定への新規加盟に伴い通報された

ものはそれぞれ1件としてカウントしている）の協定

が通報されているが、事実審査は進んでいるもの

の、結果としてCRTA 設置後は 1つも審査報告書

は採択されていない（参考：CRTA 設置以前にお

ける審査報告書の採択数は 18、報告のないRTA

は 8）。なお、審査報告書案はすべて両論併記の内

容となっている。また、2006 年 12月14日の透明

性メカニズム採択後は事務局が作成する事実報告

書を検討する形をとっている（事実報告書（Factual 

Presentation）保留中：4、事実報告書作成中：

106、事実報告書作成済み：194）。更に、透明性

メカニズム採択前に事実審査を終えていた RTAに

ついては事実概要を作成している（事実概要（Factual 

Abstract）作成済み：72）。

（b）新規の地域貿易協定の審査手続の改善策の検

討

　新規の地域貿易協定審査において、数年分の未

審査案件が溜まっていることや提供情報が不十分

である等の問題を解決し審査手続を改善するため、

情報提供の標準フォーマット及び審査手続がルール

交渉部会で検討されてきた。2006 年 12月14日に

行われた一般理事会において、透明性メカニズムが

採択され、これにより地域貿易協定の審査手続が

明確化された。ドーハ宣言パラグラフ47の「アーリー

ハーベスト」として暫定的に適用されている（なお、

運用開始一年後にその運用を踏まえてシステムを見

直し、恒久的なメカニズムにすることが予定されて

いたが、審査実績が十分に蓄積されていないことか

ら、2015 年 2月時点で見直しは見送られている）。

透明性メカニズムの概要は以下の通りである。

1．地域貿易協定のWTO 事務局への通報は、

一般に発効前に行う。

2．地域貿易協定の審査は通報から1年以内に終

える。

3．透明性メカニズムの実施については、CRTA

は GATT 第 24 条及び GATS 第 5 条に基づく

RTAに関して、CTD は授権条項根拠のRTA

に関して実施する。ただし、CTD は、透明性

メカニズムの機能を達成するために、専ら地

域貿易協定を検討するための会合（dedicated 

session）として開催する。

4．地域貿易協定当事国は必要なデータをWTO

事務局に提出し、WTO 事務局が事実報告書

を作成する（従来は、ほとんどの審査報告書が

当事国によって作成されている）。

5．一般に、各々のRTAの検討のため一回の公

式会合を行う。

6．書類及び会合議事録は各国に配布され、

WTO 事務局ウェブサイトでも公開される。

また、次のような点も明確化された。

　・ 地域貿易協定交渉を開始したことをWTO に

通報する努力義務

　・ 署名された地域貿易協定の署名日、発効日を、

発効前にWTO に通報する義務

　・ WTO に情報提供すべき内容の明確化（地域

貿易協定税率、実行税率等）

　・ 情報提供を通報から10 週間以内（開発途上国

間地域貿易協定の場合は 20 週間以内）に行

う義務

（c）既存の地域貿易協定の実施状況の報告を改善

するための検討

　地域貿易協定の実施状況に関する報告について

は、透明性メカニズムにおいて、以下の手続に従っ

て行われることが合意された。

1．地域貿易協定の運用変更は、変更後速やか
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に通報する。

2．実施期間終了時に自由化約束の達成度につい

て簡潔な報告書（a short written report）を

提出する。

3．要求に応じ、WTO は上記 1、2 の内容につ

いての意見交換の機会を提供する。

4．上記 1、2 の内容はWTOウェブサイトで公開

する。WTO 事務局は概要を加盟国へ定期的

に配布する。

（d）地域貿易協定に対する実体的規律の検討

　ルール交渉部会では、地域貿易協定に対する

WTOの実体的規律の明確化を目指した議論も進め

られている。「実質上のすべての貿易」の基準、移

行期間、「他の制限的通商規則」の概念等（GATT

第 24 条 8 項）が主な論点となっている（図表Ⅱ‐

16‐10）。我が国としても、地域貿易協定が WTO

のマルチの貿易体制をむしばむことがないよう、高

い規律を目指して議論に参加している。

＜図表Ⅱ‐ 16‐ 10 ＞　地域貿易協定に対するWTOの実体的規律についてのGATTにおける主要な論点

24 5
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（3）経済的視点及び意義
　貿易や投資などに与える地域統合の経済効果は、

大きく分けて静態的効果と動態的効果が考えられ

る。今後、我が国が締結する地域統合が増えるに

従い、静態的効果と動態的効果をあわせた総体評

価を行い、その点からルールを検討することが必要

であろう。

＜静態的効果＞

　地域統合に伴う域内国間の貿易障壁撤廃は、域

内で取引される財・サービス価格の変化を通じて、

域内・域外との貿易量や経済厚生をそれぞれ変化

させる。域内障壁の削減に伴い、従来、域内国に

おいて行われていた輸出入が更に拡大する場合（貿

易創出効果）、輸入国の消費者は輸入していた同じ

財・サービスを従来よりも安く消費することができ、

一方、輸出国の生産者は輸出の拡大による利益を

得ることができるため、域内国の経済厚生は上昇す

る。

　他方、地域統合においては貿易障壁撤廃の対象

国が域内のみに限定されるため、従来、域外国か

ら輸入していた財・サービスの一部は域内国からの

輸入に転換される場合（貿易転換効果）、生産性の

高い域外国からの輸入が生産性の低い域内国から

の輸入に代替されることにより、域内国の経済厚生

を下げる方向に働く。

＜動態的効果＞

　上記、静態的効果に加え、地域統合の締結は、

加盟国の経済成長に対して主に二つの経路で影響

を与える。

①生産性上昇に伴う経済成長

　地域統合の締結は、生産性上昇により、加盟国

の経済成長率を上昇させる。生産性上昇には、域

内の貿易障壁が削減される結果、市場規模が拡大

し、規模の経済が実現することに伴う生産性上昇（市

場拡大効果）、安価な財・サービスの流入や外資系

企業の参入に伴う国内市場の競争促進による生産

性上昇（競争促進効果）、海外の経営者、技術者

などが自国市場に参入してくる場合に優れた経営ノ

ウハウや技術が自国に拡散することに伴う生産性上

昇（技術の拡散効果）、加盟国間でより効率的な政策・

規制のあり方に関するノウハウが共有されることに

伴う生産性上昇（制度革新効果）がある。

②資本蓄積に伴う経済成長

　地域統合が締結される結果、加盟国の政策や規

制に関する不確実性の減少、あるいは加盟国にお

ける期待収益率の上昇などを通じ、直接投資など

の形態で加盟国以外の第三国を含め海外から資本

が流入・蓄積され、加盟国の生産量の拡大に寄与

する。

　但し、域外産品に対して差別的な貿易政策が地

域統合によってとられた場合、地域間の投資パター

ンに歪みをもたらす可能性がある（投資転換効果）。

例えば、地域統合の原産地規則の要求が厳しいも

のであれば、域外から域内への輸出に替え、域外

から域内への直接投資が促されることが考えられ

る。

＜地域統合の経済的評価＞

　上記各効果がトータルとして域内国及び域外国へ

どのような影響を与えるかは、地域統合の協定内容、

加盟国の市場規模、所得水準、技術水準、産業構

造等によって異なる。静態的効果の観点から域外

国への影響を見た場合、地域統合の性格からして、

対外障壁が絶対的に高まらなくても、相対的に高ま

ることによって、域外国からの輸入が域内国からの

輸入に対して競争上不利な立場に置かれがちである

ことは否めない。

　しかし、動態的効果によって域内国の実質所得が

上昇する場合、域外国との貿易増加も期待できるほ

か、域内国産業の生産性の向上によって対外競争

力が強化されれば、将来的に域外国との貿易を自

由化するための反対圧力も緩和されて、世界的な貿

易自由化に対してもプラスの影響を持つと期待する

ことができる。
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　趨勢的に見れば、GATT/WTOによる多国間ベー

スでの関税引き下げ努力により、地域統合の関税

面での域外差別性は減少しているが、一方で、各

種の域外差別的な規定、政策が新たに導入され、

域外国が不利益を被る例が見られる。具体的には、

一部協定において、GATT/WTO の原則及び関連

規定に反すると思われるものには以下のような例が

ある。

（a）特定産品につき所定の条件を満たせば相互

に関税をかけない旨を規定する一方で、域外か

らの域内への企業の新規参入を認めない。

（b）地域統合締結に伴って域外国に対する関税

を実質的に引き上げる。

　このような事例が地域統合の組成に際して繰り返

されることは問題である。域外国が地域統合に伴う

利益を享受し、実質的な対外障壁の緩和を促進す

るルールに基づき統合が進められることが必要であ

る。

　地域統合に関するものとして、以下のような案件

が WTO の紛争解決手続に持ち込まれているが、

GATT 第 24 条との整合性については必ずしも明確

化されていない。

（1）トルコ－数量制限の導入（DS34）
　トルコは、EU‒トルコ関税同盟の締結にあたり、

EU が従来から行ってきた繊維に関する残存 MFA

規制の実効を保つことを目的として、EU が数量制

限を行ってきた品目と同様の品目について 1996 年

1月1日より一方的に新たな数量制限を導入した。

この措置は、WTO 以前から残っていた措置以外

には経過的セーフガードを除く新規の輸入制限措

置の導入の禁止を定めた繊維協定第 2 条のみなら

ず、GATT 第 11 条（数量制限の一般的禁止）及

び GATT 第 24 条第 5 項（a）（関税同盟の組織前

の通商規則より高度なものであるか又は制限的なも

のであってはならない）の規定に明白に違反するも

のと考えられる。本案件にはパネル及び上級委員

会において我が国も第三国参加したが、その結果、

GATT 第 11条、第 13 条に違反し、繊維協定第 2

条に反するとしてインド側の主張が認められた。

（2）EU－バナナの輸入制限（DS27）
　　1989 年 12月当時、EU は ACP 諸国（アフリカ・

カリブ海・太平洋諸国）との間で、加盟国と旧植民

地国間の特恵措置を定める第 4 次ロメ協定を締結し

（期間 10 年）、これに基づきバナナの輸入に関して

ACP 諸国を優遇していた。

　市場統合前のEUのバナナ輸入制度は、ACP 諸

国からの輸入に対してはロメ協定に基づいて従価

20％の関税適用を免除した無税による輸入を認め

ており、更に EU 加盟国が輸入数量制限措置を行っ

ていた。これに対して、コロンビア、コスタリカ、グ

アテマラ、ニカラグア及びベネズエラの要請によっ

て 1993 年 2月にパネルが設置され、同年 6月パネ

ル報告書が出された。その中では、EU 加盟国の

輸入数量制限措置が GATT 第 11条第 1項（数量

制限の一般的禁止）違反であるほか、ACP 諸国に

対するバナナの特恵措置が GATT 第 1条違反であ

り、GATT 第 24 条で正当化されないとされた。し

かし、EU はこのパネル報告書の採択に応じなかっ

た。

　また EU は、1993 年 1月の市場統合に伴い、バ

ナナ輸入の共通制度として、従来の各加盟国が行っ

てきた輸入数量制限の代わりに関税割当制度を導

入し、また関税も従価税を従量税に変更することを

決定した（同年 7月施行）。

　これに対し、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、

ニカラグア及びベネズエラの 5 か国が GATT 第 1

条、第 2 条、第 3 条、第 11条等の違反を主張した。

　当事者間協議では合意に至らなかったため、

1993 年 6月にパネルが設置された。パネルは、

1994 年 2月に報告書をとりまとめ、①従価税から

従量税への変更は、GATT 第 2 条第 1項（譲許税

率より不利でない税率の適用）違反、②関税割当

2．主要ケース
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の数量枠の配分及び税率における差別は、ACP 諸

国産バナナの販売を優遇するものであり、GATT

第 1条（最恵国待遇）違反とし、③ GATT 第 1条

違反は自由貿易地域等を理由としてGATT 第 24

条により正当化されないとした。

　GATT 第 24 条によりACP 諸国へのバナナの特

恵措置が正当化されるか否かについては、パネル

は、ロメ協定が EUのみ貿易障壁を撤廃する義務

を負い、ACP 諸国は何ら義務を負わないことに着

目し、一部の構成地域だけが制限的通商規則を廃

止する非相互的協定は GATT 第 24 条の自由貿易

協定に該当しないと判断した。したがって、EU が

これまでも主張してきた、GATT 第 4 部（貿易及び

開発）の規定により先進国が開発途上国に対し一

方的に貿易障壁を廃止し開発途上国に自由化の義

務がない協定であっても第 24 条の要件を満たすと

する解釈は、一般特恵制度にウェーバーが設けられ

たこと及び授権条項が合意された事実を考慮して採

用されなかった。

　本パネル報告書は、1994 年 3月以来、採択のた

め理事会に付されていたが、EU はその採択に応じ

ないままGATT が 1995 年末で終了したため、本

パネル報告書は採択されることがなくなった。こ

の間、EU及びACP 諸国は第 4 次ロメ協定に関

し GATT 第 1条第 1項（最恵国待遇）についての

ウェーバー（義務の免除）を申請し、1994 年 12月

の GATT 総会においてその取得が認められた。

　なお、EU はウルグアイ・ラウンド交渉の中で、パ

ネル提訴の取り下げと引換えにバナナの関税割当

について増枠のオファーを行い、グアテマラを除く

4 か国との間で合意に達した。このうちコロンビア、

コスタリカへの割当については、1995 年 1月1日か

ら同合意内容に即して実施されている。

　その後、ウェーバー取得後のEUの新たなバナナ

輸入制度についても、1996 年 5月に米国、グアテ

マラ、ホンジュラス、メキシコ及びエクアドルの申立

てによりGATT 第 1条（最恵国待遇）及び第 13 条

（数量制限の無差別適用）等の違反を理由としてパ

ネルが設置され、1997 年 4 月にパネル報告が、9

月に上級委報告がそれぞれ配付され、同月のDSB

会合において採択された（本パネル報告書及び上級

委員会報告書の内容については第Ⅱ部第 1 章「最

恵国待遇」、勧告の実施を巡る米・EU 間の争いに

ついては第Ⅱ部第 15 章「一方的措置」を参照）。

（3）ブラジルの再生タイヤの輸入に関
する措置（DS332）

　ブラジルは、再生タイヤの輸入禁止措置、輸入禁

止に伴う罰則金制度及びメルコスール諸国に対する

同措置の適用除外を導入した。これを受け、EU は、

同措置が GATT 第 1条第 1項（最恵国待遇）、第

3 条第 4 項（内国民待遇）、第 11条第 1項（数量制

限の一般的禁止）、第 13 条第 1項（数量制限の無

差別適用）に違反するとして申立てを実施した。こ

れに対し、ブラジルは、同措置は GATT 第 20 条（b）

及び（d）（一般的例外）、第 24 条（関税同盟及び

自由貿易地域）によって正当化される旨主張した。

　二国間協議では合意に至らなかったため、2006

年 1 月にパネルが設置された。パネルは、2007

年 6月に報告書を取りまとめ、ブラジルの措置は

GATT 第 20 条（b）（一般的例外）への該当性を

認めたものの、ブラジル国内裁判所による仮差し止

め命令に基づく中古タイヤ輸入が著しい量である点

は「偽装された貿易制限」であり同条柱書を満たさ

ないとしてGATT 第 11条違反を認定。さらに、上

級委員会は、GATT 第 20 条柱書の判断について

は差別の理由・合理性に基づいて行うべきである

として、パネルが採用した数量基準を否定したが、

GATT 第 11 条違反という結論は支持する内容の

報告書を2007 年 12 月に取りまとめ、同月、DSB

会合において採択された。
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　「序論」において述べたとおり、本報告書は、貿

易政策・措置をめぐる問題を解決するための具体的

な対応策を示すことを目的としており、WTO 紛争

解決手続の活用を、問題の解決手段として特に重

視している。これはWTO の紛争解決手続が、国

際的に合意されたルールに基づき客観的な解決を

図る手段として、国家間の経済紛争が不必要に長

期化したり、政治化したりするのを避ける上で有効

に機能しているためである。

　WTO 協定の下では、紛争解決手続に係る規律

として、「紛争解決に関する規則及び手続に関する

了解（DSU）」が設けられるとともに、サービス協

定第 22 条・第 23 条等をはじめとする各協定におけ

る特別又は追加的な手続に関する条項、更に上級

委員会手続規則等が策定されており、紛争解決の

ためのメカニズムを提供している。WTO 紛争解決

手続には、あっせん、調停、仲介、仲裁といった

手続も備えられているが、その中心は、GATT 第

22 条及び第 23 条に基づく「協議」及び「小委員会（パ

ネル）手続」と、それに関連する一連の手続である。

　本節においては、まず DSUに規定されている「協

議」及び「小委員会（パネル）手続」をはじめとし

た一連の紛争解決手続を概観した後、現在、WTO

ドーハ・ラウンドで行われているDSU 改正交渉を

紹介し、最後に我が国が関与する紛争案件を見る

こととする。

第17章
WTOの紛争解決手続

（1）紛争解決手続の対象となる紛争案
件

　DSU第 1条 1は、同了解が適用される協定として、

以下のとおり規定している。

①　本了解の附属書 1に掲げる協定の協議及び紛

争解決に関する規定に従って提起される紛争

②　WTO 設立協定及び本了解に基づく権利及び

義務に関する加盟国間の協議及び紛争解決

　上記規定に基づいて、具体的に適用される協定

の代表的な例は下記のとおりである。

　・世界貿易機関を設立する協定

　・関税及び貿易に関する一般協定（GATT）

　・農業に関する協定

　・衛生植物検疫措置に関する協定（SPS）

　・貿易の技術的障害に関する協定（TBT）

　・ 貿易に関連する投 資措 置に関する協定

（TRIMs）

　・ 1994 年の関税及び貿易に関する一般協定第 6

条の実施に関する協定（アンチ・ダンピング協定）

　・補助金及び相殺措置に関する協定（SCM）

　・セーフガードに関する協定（SG）

　・サービスの貿易に関する一般協定（GATS）

　・ 知的所有権の貿易関連側面に関する協定

（TRIPS）

　・政府調達に関する協定（GPA）

（2）協議
　従来からGATTは、二国間協議を非常に重視し

てきており、二国間協議によって紛争が解決した事

例も多い。GATTには GATT 第 8 条第 2 項（輸出

1．WTO紛争解決手続の概要
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入に関する手数料及び手続につき他国から要請を受

けたときは、自国の法令の実施につき検討しなくて

はならない旨規定）、「制限的商慣習に関する協議に

ついての1960 年 GATT 決定」（国際貿易における

競争を制限する商慣習につき他国から協議要請を受

けたときは、誠実な考慮を払い、協議のための適切

な機会を与えなくてはならない旨規定）等全く独自の

手続も存在するものの、パネル手続に先立つ、より「正

式」な協議を規定する中心的条項としては、GATT

第 22 条第 1項及び第 23 条第 1項が挙げられる。

①GATT第 22 条協議及び同第 23 条協議

　両規定の違いとして、前者の GATT 第 22 条に

基づく協議においては、協定の運用に関するもので

あればいかなる問題についても申立てを行うことが

できる一方、後者の GATT 第 23 条に基づく協議

では、以下のとおり、協議の対象とできる措置に一

定の制限が課されている点が挙げられる。すなわち、

加盟国は、

「（a ）他の加盟国がこの協定に基づく義務の履行

を怠った結果として、

　（b ）他の加盟国がこの協定の規定に抵触するか

どうかを問わず、何らかの措置を適用した結果

として

　（c ）又はその他の何らかの状態が存在する結果

として、

この協定に基づいて直接若しくは間接に自国に与え

られた利益が無効にされ、若しくは侵害され、又は

この協定の目的の達成が妨げられていると認めると

き」は、当該他の加盟国に協議を申立てることが

できる旨規定されており、「協定上の利益の無効化・

侵害」に関する紛争案件がその対象となる。また、

2 種類の協議におけるその他の相違点として、第三

国参加が 22 条協議にしか認められないことが挙げ

られる。同様の区別はサービス協定第 22 条と第 23

条との間においても見られる。

②DSU第 4条協議

　WTO の下における紛争解決手続を定めた DSU

は、GATT 第 22 条及び第 23 条に定められた従来

の GATTの紛争手続の基本原則を踏襲することを

定めている（DSU第 3 条 1項）。協議手続に関して

もDSU第 4 条に規定が置かれており、申立てを受

けた国は、これに対し好意的な考慮を払い、かつ、

その申立てに関する協議のため適当な機会を与えな

ければならない。また、協議においては、当該問

題につき満足すべき調整を行うよう努めるべきとさ

れている。

　DSU上の協議要請は、協議要請の理由、問題と

なっている措置及び申立ての法的根拠を書面に示

し、相手側に送付するとともに、WTO の紛争解決

機関（DSB：Dispute Settlement Body）等に通報

を行うことで成立する（DSU 第 4 条 4）。要請を受

けた相手国は、要請を受けた日の後 10日以内に回

答を行い、かつ、相互に満足すべき解決を得るため、

原則として要請を受けた日の後 30日以内に誠実に

協議を始めなければならない（DSU第 4 条 3）。

　協議要請文書は当事国以外のWTO 加盟国にも

配布され、当事国以外の加盟国のうち、当該案件

に関心を有する国は、第三国として参加を要請する

ことができる。なお、被申立国は、第三国参加要

請国に「実質的な貿易上の利害関係」がないことを

理由に第三国参加要請を拒否することができること

とされている（DSU第 4 条 11）。

（3）小委員会（パネル）手続
①パネル設置

　協議により満足すべき調整が行われなかった場

合、GATT 第 23 条第 2 項は、加盟国に対し前述

のような「協定上の利益の無効化・侵害」に係る

申立て事由につき紛争解決機関（DSB：Dispute 

Settlement Body、旧 GATTの下では「締約国団」）

に付託することを認めている。

　旧 GATT の下では、紛争案件が締約国団へ付

託されると、紛争当事国及び中立国によって構成さ

れる「作業部会」に案件が移されることもあった。「作

業部会」は、当事国の主張を整理し議論をするが、

法的判断を下すことまでは求められず、一種の交渉
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の場として機能し、紛争解決が図られていた。し

かしそのときにも、政府・団体の代表としてではな

く個人の資格で職務を遂行するパネリストによって

構成され、当該紛争について主に法的観点から判

断を下す「小委員会（パネル）」方式も存在し、そ

の後は「小委員会方式」が定着した。また、WTO

紛争解決手続では二審制が導入され、上級委員会

が設置された。なお、GATT の規定上は、第 23

条第 2 項に基づきパネル設置をするために、第 23

条第 1項に基づいて協議を経る必要があるが、慣

行上は、第 22 条協議を行えば、第 23 条協議を経

ずにパネルが設置できるとされてきた。

　WTO 紛争解決手続においては、GATT 第 22

条協議とGATT 第 23 条協議を区別せず、被申立

国が協議要請を受領した日の後 60日以内に協議に

よって紛争が解決しなかった場合には、申立国は

DSB に対し、文書でパネル設置を要請できる（DSU

第 4 条 7）。パネル設置を要請する文書には、協議

が行われたという事実の有無及び問題となっている

特定の措置を明記し、更に被申立国のどのような措

置が協定に非整合的であるか等を記載する必要が

ある（DSU第 6 条 2）。

　DSBの意思決定は原則コンセンサス方式とされて

いるものの、小委員会の設置（第 6 条 1）、小委員

会及び上級委員会の報告の採択（第 16 条 4、第 17

条 14）、対象協定に基づく譲許その他の義務の停

止の承認（第 22 条 6）に関しては、DSB の会合に

出席している加盟国のすべてが反対しない限り決定

が行われる、いわゆる「ネガティブ・コンセンサス方

式」が採用されている。DSB が小委員会を設置す

ることについて限って述べれば、DSU第 6 条 2に「小

委員会を設置しないことが紛争解決機関の会合に

おいてコンセンサス方式によって決定されない限り、

遅くとも当該要請が初めて議事日程に掲げられた同

機関の会合の次の会合において小委員会を設置す

る」と規定されている。

　なお被申立国は、パネル設置の承認に対して 1

回だけ拒否権を行使できることとなっており（DSU

第 6 条 1）、ほとんどの場合、第 1 回目のパネル設

置要請においてはパネル設置に同意しない。このた

め、大半の場合、当該案件が議題として登録され

た 2 回目のDSB 会合においてパネル設置が認めら

れ、パネルが設置されることとなる。なお、パネル

設置が承認される場ないし、パネル設置後 10日以

内に、当該案件に利害関係を有する等の理由から

第三国参加を希望する加盟国はその意思を表明する

必要がある。

②パネル構成

　パネルが設置された後はパネリストの選任手続に

進むことになる。パネリストの選任は通常 WTO 事

務局によるパネリスト指名の提案に基づいて行われ

る（DSU第 8 条 6）。一般的には、WTO 事務局が

当事国を招集し、出身地域、職歴、専門性等、ど

のような条件のパネリストが望ましいか又は望ましく

ないかについて両当事国から聴取する。

　その後、事務局は、6 名程度のパネリスト候補者

の名前と略歴が記されたリストを作成し、両当事国

に対して提示する。紛争当事国及び第三国参加し

た国の国民は、紛争当事国が別段の合意を行った

場合を除いてパネリストを務めることはできないとさ

れている（DSU第 8 条 3）。

　両当事国は、「紛争当事国は、やむを得ない理

由がある場合を除くほか、指名に反対してはならな

い」（DSU 第 8 条 7）とされているものの、反対の

理由がやむを得ないか否かについては緩やかに解

釈されているため、事務局から数度にわたって候補

者が提示されても双方から受け入れられない場合も

多い。なお、パネル設置 20日以内にパネリストに

ついて合意がなされない場合、事務局長が当事国

等と協議の後、パネリストを決定することとなってい

る（DSU第 8 条 7）。

③意見書の提出

　パネルが構成されると、パネリスト、事務局及び

当事国が参加し、パネル手続の日程及び検討手続

を確定するためのパネル組織会合が開催される。続

いて、パネルの構成から3 週間ないし 6 週間を経て、
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申立国は、問題の事実関係及び自国の主張を示す

意見書をパネルに提出する。また、申立国の意見書

受理後、2 週間ないし 3 週間を経て、被申立国は意

見書をパネルに提出する（DSU 附属書三の12）。意

見書の構成について DSUにおいて特段の規定はな

いが、①序論、②背景となる事実、③手続的論点、

④法的主張、⑤結論、の 5 つから構成されている

例が多い。

　意見書の公開については、「小委員会の審議及び

小委員会に提出された文書は、秘密のものとして取

り扱われる。この了解のいかなる規定も、紛争当事

国が自国の立場についての陳述を公開することを妨

げるものではない」（DSU 附属書Ⅲの 3）と規定さ

れており、当事国が自らの意見書を公開することは

認められている。実際に、米国やEU は自国の意

見書の多くを公開しているほか、我が国も自国の意

見書の一部について、ウェブ上で公開している。

④パネル会合

　パネル会合は通常 2 回行われる。パネル会合は、

法廷のような特別の設備において行われるわけでは

なく、WTO 建物内の通常の会議室を用いて行われ、

慣行により、他のWTO における会議と同様、原則、

非公開とされている。パネル会合は通常、1～ 3日

間開催される。

　第 1 回パネル会合は、被申立国からの意見書受

理後 1～ 2 週間後に開催される（DSU 附属書Ⅲの

12）。第 1回パネル会合は、はじめにパネル議長か

ら会合の進め方について簡単な説明が行われ、続

いて申立国、被申立国の順に提出した意見書につい

ての口頭陳述が行われる。その後、パネルから当

事国に対して質疑応答等が行われるほか、紛争当

事国間で質疑応答が行われる場合もある。次に第

三国会合が開催され、第三国のステートメント、質

疑応答の順で進行される。原則として第三国参加

国が参加できるのは第三国会合のみであり、当事

国会合には参加できない。

　第 2 回パネル会合は、第 1回パネル会合開催後、

通常 2 か月から3 か月後に開催される。第 2 回パネ

ル会合では、主に第 1 回パネル会合における相手

国の主張に対する反論が行われる。第 1 回パネル

会合と異なり、第 2 回パネル会合の際に第三国会

合は行われないほか、当事国で特別な合意を行わ

ない限り、第三国参加国は、意見書の提出も行うこ

とができず、当事国が提出する意見書も入手するこ

ともできない。

⑤中間報告書

　第 2 回パネル会合後、パネルから当事国へ中間

報告書（秘密扱い）が送付される。中間報告書に

はパネルによる事実認定及び結論が記述されてお

り、当事国は、中間報告書において初めて自国の

主張が認められたか否かについて知ることができ

る。中間報告書の内容について、当事国は技術的

な部分について意見を提出し、修正を求めることが

できる。

⑥最終報告書

　DSU において、パネルの構成及び付託事項につ

いて合意された日から最終報告書が当事国に送付

されるまで「原則として6 か月を超えない」とされ

ている（DSU 第 12 条 8）。なお、パネルが 6 か月

以内に報告書を送付することができない場合には、

送付するまでに要する期間の見込みとともに遅延の

理由を書面によりDSB に通報する（DSU 第 12 条

9）。案件が高度に技術的で事実認定が困難なもの

や、解釈の難しい法的論点が争点となっている等の

事情により、パネルにおける審理期間が 6 か月を超

える例が近年増加する傾向にある。

　中間報告書が当事国により確認された後、通常は

それほど間を空けずに、最終報告書が、まず当事

国に配布され（秘密扱い）、その後WTO 公用語（英

語、フランス語、スペイン語）への翻訳作業を経て

加盟国に配布及び公開される。

　パネル報告書は、結論部分にパネルの判断と問

題とされた措置の是正に関する勧告が記載されて

いる。この結論は DSB において「ネガティブ・コン

センサス方式」による採択に付され、法的な拘束
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力を持つ「勧告及び決定」（recommendation and 

rulings）となる。報告書の採択は、報告書の加盟

国配布から21日目以降60日目までに行われる（DSU

第 16 条 1 及び第 16 条 4）。

（4）上訴（上級委員会による検討）
　当事国がパネル報告書の論旨に異議がある場

合、当事国はパネルによる法的解釈の妥当性につ

いて上級委員会で改めて審理を行うよう要請するこ

とができる（DSU 第 17条 4）。上級委員会は、法

律、国際貿易及び対象協定が対象とする問題一般

についての専門知識により権威を有すると認められ

た、WTO 全加盟国を代表し得る常任の 7人の委員

で構成されている委員会で、案件ごとに 3人の上級

委員が担当する。上級委員は、DSB における全加

盟国のコンセンサスによって選任される。任期は 4

年であり、1回に限り再任されることができる（DSU

第 17条 2）。

　上訴通知（Notice of Appeal）は、遅くともパネ

ル報告書が採択される予定のDSB 会合開催前ま

でに提出する必要があり、パネル報告書の採択が、

報告書の加盟国配布から 60日以内に行うことを義

務づけていることから、上訴も同 60日内に行うこ

ととなる（DSU第 16 条 4）。

　上級委員会への申立ては、パネル報告において

対象とされた法的な問題及びパネルが行った法的解

釈に限定され（DSU第 17条 6）、原則としてパネル

が行った事実認定を争うことはできない。法的解釈

と事実認定については、「特定の出来事がある時間

及び空間において起きたかどうかの決定は典型的な

事実問題である。…しかしながら、所与の事実又

は一連の事実が所与の条約の規定の要件に合致す

るかしないかは、法的性格付けの問題であり、法

的問題である」とする先例がある（EC－ホルモンケー

ス（DS26））。

　上訴が行われると、上級委員会から手続日程が

提示される。上級委員会手続には主な手続として、

①上訴国意見書提出、②被上訴国・第三国参加国

意見書提出、③上級委員会会合（口頭聴聞）、の 3

つがあり、①上訴国意見書提出は上訴通知日から7

日以内、②被上訴国、第三国参加国意見書提出は

上訴通知日から25日以内、③上級委員会会合（口

頭聴聞）は上訴通知日から35 ～ 45日以内となって

いる（上級委員会検討手続（WT/AB/WP/5）パラ

グラフ 21、22、24、27）。なお、上級委員会手続

における第三国参加については、パネル手続におい

て第三国参加していたことが必要とされている（DSU

第 17条 4）。第三国参加国は、意見書の提出及び

上級委員会会合への出席が認められる。

　上級委員会会合は、原則として①上訴国、②被

上訴国、③第三国参加国の順でそれぞれの主張を

口頭で陳述する。続いて、上級委員より、当事国・

第三国に対して質問が行われ、それに対して回答が

求められる。質問は上級委員主導で行われ、当事

国同士の質問は通常認められない。上級委員から

の質疑応答が終了すると、通常、最後に、再度紛

争当事国・第三国に意見陳述の機会が与えられる。

　上級委員会会合を経て、上級委員会は、上訴通

知日から原則 60日以内、遅くとも90日以内に上級

委員会報告書を加盟国に配布する（DSU第17条 5）。

なお、パネル手続と異なり、上級委員会手続におい

ては中間報告書についての規定は存在しない。

（5）報告書採択
　パネル、又は上級委員会における検討の結果作

成される報告書は、DSB によって採択されることに

より正式なものとなる。パネル報告書の採択につい

ては、DSU において「加盟国にその検討のための

十分な時間を与えるため、報告が加盟国に配布され

た日の後 20日間は紛争解決機関により採択のため

に検討されてはならない」（DSU第 16 条 1）とされ

ている一方、「加盟国への送付の後 60日以内に紛

争解決機関の会合において採択される」と規定され

ている（DSU 第 16 条 4）。上級委員会報告書の採

択については、DSU において「加盟国への送付の

後 30日以内に採択する」とされており（DSU第 17

条14）、パネル報告書とともにDSB会合で採択され、

DSB の勧告及び決定となる。
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（6）勧告の実施
　DSU において、被申立国は、措置の是正を勧

告する報告書が採択された日から30日以内に開催

されるDSB 会合で、報告書における勧告を履行

する意思を表明することとされている。被申立国が

報告書における勧告を速やかに実施することがで

きない場合には、履行のための「妥当な期間」（A 

Reasonable Period of Time、RPT）が与えられる

こととなっている。「妥当な期間」は、当事国間で

合意することも可能だが、合意ができない場合に

は、期間を決定するための仲裁を求めることができ

る。通常、当該案件を審理した上級委員から選任

される仲裁人は、報告書採択から90日以内に、「妥

当な期間」についての裁定を行うこととされている。

また、報告書における勧告を履行するのに必要な「妥

当な期間」については、DSU において、報告書採

択から原則 15 か月を超えるべきではないとされてい

る（DSU第 21条 3）。なお、DSB は、報告書採択

の後、勧告の実施を監視することとされており、関

係加盟国は、一定期間経過後当該問題の解決まで、

勧告の実施の進展につきDSB会合で定期的に報告

を提出する（DSU第 21条 6）。

　パネル・上級委員会の勧告は、通常、「問題の措

置を協定整合的に改めるよう」指示するにとどまり、

具体的な履行方法までは示さないことが慣行となっ

ているため、被申立国が履行のためにとった措置の

有無やそのWTO 協定整合性について、申立国と

被申立国との間で意見の対立をみることも少なくな

い。この点、DSU は「勧告及び裁定を実施するた

めにとられた措置の有無又は当該措置と対象協定と

の適合性について意見の相違がある場合」、履行確

認のためのパネルを設置することを認めている（DSU

第 21 条 5）。この履行確認パネルは、通常、当該

案件の原パネルを担当したパネリストによって構成さ

れ、問題がパネルに付託された日から90日以内に

報告を出すこととされている。履行確認パネルは、

通常のパネル手続と異なり、パネル設置に先立って

協議を行う必要はなく、パネル会合は通常 1回しか

開催されない。また、履行確認パネルは、履行の

有無等について疑義がある場合、何回でも提起する

ことが可能であるほか、DSU上に特段の規定はな

いものの、実際には上級委員会における審理も行

われている。

（7）譲許停止（対抗措置）
　申立国は、自国の利益を侵害した相手国がパネ

ル勧告を妥当な期間内に履行しない場合であって、

当該相手国と代償について合意に至らない場合に

は、DSB の承認を得て譲許の停止等の対抗措置を

実施することができる。具体的には、「妥当な期間」

内に履行のための措置が実施されなかった場合や、

履行確認パネル・上級委員会によって、被申立国が

勧告を十分履行していないことが確定した場合、申

立国は DSB に対して、被申立国に対する対象協定

に基づく譲許その他の義務の停止（対抗措置）を

申請することができる（DSU第 22 条 2）。

　但し、対抗措置の承認にあたっては、対抗措置

の分野・程度に関する原則が定められており、紛争

分野（セクター）と同一の分野での措置を優先する

ことや、「無効化・侵害」の程度と同等のものであ

ること等が条件となっている（DSU第 22 条）。一方、

同一分野での譲許その他の義務の停止ができな

い、あるいは効果的でないと認める場合には、同

一の協定その他の分野に関する譲許その他の義務

の停止を試みることができることとなっている（DSU

第 22 条 3（b））。更に、同一の協定その他の分野

に関する譲許その他の義務を停止できない、ある

いは効果的でなく、かつ、十分重大な事態が存在

すると認める場合には、その他の協定に関する譲

許その他の義務の停止を試みることができる（DSU

第 22 条 3（c））。特に後者は、「クロス・リタリエーショ

ン」と呼ばれ、例えば、知財について規定している

TRIPS 協定違反の措置に対抗して、GATTに係る

関税の譲許を停止する対抗措置をとる例が挙げられ

る。このクロス・リタリエーションは、WTO 紛争解

決手続における特徴の1つとされており、WTO 協

定が、物品の貿易だけでなく、サービス貿易や知

的財産権の貿易についても規律の対象とすることと
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なったことに伴って導入されたものである（ただし、

その特則として政府調達協定 22 条 7 項は「クロス・

リタリエーション」を禁止しており、同協定以外の

協定に関する紛争によって政府調達協定の譲許そ

の他の義務を停止することはできず、また、政府調

達協定に関する紛争によって同協定以外の協定の

譲許その他の義務を停止することはできないとされ

ている。）。

　なお、承認申請された対抗措置の内容・程度に

ついて疑義のある場合、被申立国はその妥当性を

判断するために仲裁を要請することができる（DSU

第 22 条 6）。仲裁が行われた場合、仲裁の裁定が

出された後に、その内容を踏まえて再度対抗措置

の承認申請が行われ、DSB においてネガティブ・コ

ンセンサス方式によって承認されることとなる（DSU

第 22 条 7）。

　上記のとおり、WTO の紛争処理の実効性は、

GATT 時代のそれと比較して、格段に向上した。

しかしながら、紛争案件の量的・質的拡大に伴う

パネル・上級委の負担の増大や、DSUの手続面の

不備など、DSU 制定時には明らかでなかった問題

点が表面化してきていることも事実である。これら

の問題点について検討を行っているのが DSUの改

善と明確化に関する交渉（DSU 改正交渉）である。

　DSU 改正交渉は、1994 年のマラケシュ閣僚宣

言に基づき、1997 年よりDSU の条文改正を目指

し、紛争解決機関（DSB）特別会合において交渉

が開始された。とりわけドーハ閣僚会議の直前であ

る2001年 10月には、日本、カナダ等の14 か国から、

①シークエンス（履行確認パネルと譲許停止（対抗

措置）の順序）の明確化、②諸種紛争解決手続期

間の短縮、③第三国の権限強化等を内容とする共

同提案が一般理事会に対して提出された。

　このようなDSU 改正に関する活発な議論を背景

に、シングルアンダーテイキング（一括受諾）の枠外

としてではあるものの、DSU 改正交渉がドーハ閣

僚宣言に盛り込まれ、その交渉期限は 2003 年 5月

に設定された（ドーハ閣僚宣言パラグラフ30）。ドー

ハ閣僚宣言後、各国から多種多様な野心的提案が

相次いだこともあり、期限である2003 年 5月まで

に交渉はまとまらず、2004 年 7月の一般理事会で

採択された枠組み合意において、DSU 改正交渉の

継続が確認されている。この一般理事会以降、カ

ナダ、ノルウェーを中心とした 7 か国による①シー

クエンス、②対抗措置の解除手続等に絞り込んだ

ペーパーをたたき台とした議論が行われ、香港閣僚

宣言において「交渉の早期妥結に向けて作業を継

続する」方針が確認された（香港閣僚宣言パラグラ

フ34）。

　現在、現行 DSU は比較的良く機能しており、改

正は必要最小限のものにとどめるべきとの基本認識

に基づいて、本交渉の参加国の間で議論が継続さ

れている。例えば、現在議論されている各国の提

案には、我が国とEUによる「ポストリタリエーショ

ン（対抗措置の解除に係る手続）」及び「シークエ

ンス（「紛争の敗訴国が紛争解決機関（DSB）の勧

告を履行しているか否かの判断」と「勧告を履行し

ていないことを理由とした勝訴国の敗訴国に対する

制裁措置の発動」の順序を明らかにすること）」に

関する共同提案、米国による「紛争解決手続の透

明性の確保」（パネル審理や意見書の公開）、メキ

シコ、アルゼンチン、ブラジル等 7 か国による「第

三国参加権の拡大」に関する共同提案等が存在す

る。なお上述のとおり、本交渉はドーハ・ラウンド

におけるシングルアンダーテーキングの枠外とされて

いるものの、インド、ブラジルを除く交渉主要国の

大半は、ドーハ・ラウンドと同じタイミングで交渉を

妥結させることを志向している。

2．DSU改正交渉について
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参　考 DSU改正交渉の状況
1．議論の背景

　紛争解決に関する了解（DSU）の見直しは、1997

年からドーハ・ラウンドとは別の交渉マンデートに

基づき開始されたものであるが、現在はラウンド交

渉と歩調を合わせつつ、紛争解決機関（DSB）特別

会合において行われている。

　本交渉は、1994 年のウルグアイ・ラウンド交渉

終結時に採択されたマラケシュ閣僚会議における決

定により、1998 年中に見直しを完了することとさ

れていたが、当該見直しについては、1998 年 12 月

の一般理事会の決定により 1999 年 7 月末まで期限

を延長したものの、議論が収斂せず、同期限も徒過

する結果となった。しかしその後も見直し作業は関

心国の非公式協議という形で事実上続けられ、2000

年の一般理事会に DSU 改正共同提案が提出された

が、主要国である米国や EU は共同提案国に入って

いないことから、議論は進まなかった。更に、2001

年のドーハ閣僚会議の直前、我が国、カナダ、ノ

ルウェー等 14 か国が、シークエンス（手続上の順

序付け）の明確化（「紛争の敗訴国が紛争解決機関

（DSB）の勧告を履行しているか否かの判断」と「勧

告を履行していないことを理由とした勝訴国の敗訴

国に対する制裁措置の発動」の順序を明らかにする

こと）や時間的枠組みの短縮（協議期間等の短縮）

等を盛り込んだ共同提案を提出、ドーハ閣僚会議に

おける同提案の採択を目指したが、結局、ドーハ

においては、2001 年 11 月の閣僚宣言パラグラフ 30

において、DSU の「改善と明確化」につき新たな

交渉マンデートを与え、交渉妥結の期限を一括受諾

の枠外として 2003 年 5 月に設定すること等につき

決定したに止まった。

　第 4 回ドーハ閣僚会議後の交渉は、2002 年 4 月

以降ほぼ毎月のペースで会合が開催され、2003 年

に入ってからは具体的な改正条文ベースでの議論が

行われたが、各国から多種多様な野心的提案が相次

いだため、期限である 2003 年 5 月までに交渉はま

とまらず、2003 年 9 月のカンクン閣僚会議におい

て交渉期間の 1 年延長を決定。2004 年 5 月、カナダ、

ノルウェーを中心とした 7 か国が、比較的コンセン

サスが得られやすい論点（シークエンス、ポストリ

タリエーション（対抗措置の解除手続）等）に絞り

込んだ提案を行ったことによって、停滞していた議

論が再開したものの、期限には交渉は決着せず、7

月の一般理事会で採択された枠組み合意において更

なる交渉の継続が確認された。

　上記一般理事会以降、上記 7 か国ペーパーを叩き

台とした議論が行われる中で、EU、米国及び我が

国も提案を行うなど議論が活性化、2005 年にはラ

ウンドの動きに合わせて、12 月の香港閣僚会議ま

でに 2004 年以降各国から寄せられた改正提案を盛

り込んだドラフト・テキストを取りまとめる方向で

作業が行われた。しかし、2005 年 9 月に交渉議長

が本国に帰国（議長職は継続）するなどして作業

が停滞した結果、2005 年 12 月の香港閣僚会議まで

にドラフト・テキストをとりまとめることはでき

なかった。香港閣僚宣言パラグラフ 34 においては、

本交渉について「交渉の早期妥結に向けて作業を継

続する」方針が確認された。

2．現在の概況

　2006 年は、7 月のラウンド交渉中断の影響を受

け、本交渉も作業が停止していたが、12 月以降は

関係主要国による少数会合が再開され、2007 年に

入ってからは DSB 特別会合における作業も再開さ

れ、2008 年 7 月には、本改正交渉の進捗状況及び

本交渉議長の責任でとりまとめられた改正テキスト

案が貿易交渉委員会に対して提示された。このテキ

ストは、それまでの交渉における議論の進展を踏ま

えた内容となっており、本改正交渉における以後の

作業の基盤となるものと評価され、2010 年 5 月ま

でに議長テキストをベースとしてすべての交渉項目

について議論を一巡した。論点毎に議論の成熟、収

斂の度合いが異なっているため、2010 年 5 月以降

は、論点毎に少数国会合を開催するなど新たな交渉



521

第
Ⅱ
部

第
17
章

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続

第 17章　WTOの紛争解決手続

フォーマットを導入して効率的な議論が行われた。

2011 年 4 月には、議長による概括的な現状報告と

して、2008 年 7 月の議長テキスト及び 2010 年 5 月

以降の交渉会合の要約が添付された議長文書が公表

され、多くの交渉項目について一定の進展があった

ことが報告されている。他方、同文書では合意に達

するには今後さらなる作業が必要であるとも指摘さ

れた。2011 年 12 月に開催された第 8 回 WTO 閣僚

会議では、議長から、①紛争解決手続の重要性、②

交渉の現状、③交渉妥結推進の方向性を確認する報

告が行われ、交渉の迅速な成果に向けて議論を進め

ることとなった。その後も引き続き、交渉会合、さ

らには議長による各加盟国との協議が断続的に行わ

れ、各交渉項目に関する議論が現在も継続している。

　本交渉に関する主要国の立場は、以下のとおりで

ある。

（1）米国

　加盟国によるガバナンスの向上を指向。具体的に

は、2003 年 7 月に、パネル手続や意見書の公開等

の透明性強化提案を行ったほか、同年 12 月にはチ

リと共同で、上級委員会への中間報告手続（最終

報告を送付する前の中間報告を当事国に送付する手

続。パネル手続には規定有り。）の導入や、当事国

の合意に基づく報告書の一部削除・不採択等、報告

書の内容について当事国のコントロールを可能に

し、パネル・上級委報告の拘束力を弱めるような手

続を提案。その後、2005 年 6 月及び 10 月にも、上

記 2003 年提案を踏まえた「透明性」及び「当事国

コントロール」に関する提案を行った。

　

（2）EU

　紛争解決手続の司法化を指向。上記我が国等の

14 か国共同提案の一部と共通する事項に加え、パ

ネルの常設化や差し戻し審の導入（上級委がパネル

の事実認定の欠如により法的判断ができなかった場

合、当該部分をパネルに差し戻し、事実認定をやり

直しさせる制度）等を提案。その他にも、対抗措置

を採る前に代償交渉を義務化させる案、カルーセル

条項（対抗措置品目の入れ替え）の禁止等を提案し

た。また 2005 年に入ってからは「ポストリタリエー

ション（対抗措置の解除に係る手続）」及び「シー

クエンス」について我が国と共同提案を行った。

（3）G7（アルゼンチン、ブラジル、インド、カナダ、

メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー）

　2004 年 5 月に上記した共同提案を提出して以来、

日米 EU に対抗する形で連携を強化。2005 年 2 月

には、差し戻しや第三国参加国の権利の拡大等に関

する共同提案を提出。

（4）開発途上国

　2003 年にはアフリカグループ、インド等グルー

プ、LDC グループ、中国等からも提案が行われた。

その内容は、協議・サブミッション提出期限の時間

枠組みの延長等比較的理解が得られやすいと思われ

るものから、紛争手続の利用にあたっての金銭的な

援助や、対先進国での執行力の強化提案（集団的な

対抗措置・金銭賠償を可能にする案）など過度な開

発途上国配慮を求めるものまで多岐にわたる。2006

年 6 月にはインド、キューバ及びマレーシアが開発

途上国への特別かつ異なる待遇に関する提案を行っ

た。

（5）我が国

　紛争解決手続の司法化を指向する点で EU と方向

性が一致しており、2005 年には「ポストリタリエー

ション（対抗措置の解除に係る手続）」及び「シー

クエンス」に関する提案を共同で提出するなど協力

を強化している。
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　旧 GATT 時代から、協議・小委員会手続を中心

とする紛争解決手続は、時期により多少の違いは

あるものの、比較的よく利用されてきた。パネル設

置件数について見れば、1960 年代には少なかった

が、1970 年代後半から急増している。その後 1995

年 1月のWTO 発足以来、WTO の紛争解決手続

は一層頻繁に利用されている。1995 年のWTO 発

足から2015 年 12月末まで、WTO 紛争解決手続

の下で 488 件（協議要請数）の紛争案件が提起さ

れた（図表 17－3 参照）。

  
 

  

301
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DS244  2002.1 2002.5 
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3．GATT/WTO紛争解決手続の利用実態

4．我が国が関与する紛争案件（WTO発足後）
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＜図表Ⅱ‐ 17 ‐ 1＞　DSUにおける紛争解決手続の流れ
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＜図表Ⅱ‐ 17 ‐ 2＞　WTO紛争解決手続における過去の対抗措置承認申請
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（注）紛争案件数は当該年に協議要請が行われた件数であって紛争番号の件数である。

＜図表Ⅱ‐ 17 ‐ 3＞　紛争案件数の推移
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＜図表Ⅱ‐ 17 ‐ 4＞　我が国の申立てによるGATT時代の協議・パネル案件（一部例外）
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＜図表Ⅱ‐ 17‐ 5＞　我が国がGATT時代に提訴されたパネル案件
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　貿易政策・措置の監視は、多国間交渉による貿

易ルール・市場アクセスの改善や、準司法的手続に

よる貿易紛争の解決と並んで WTO の主要な機能

の一つである。

　WTO は元来、各協定に基づく通報義務等によ

る透明性の確保、各種理事会や委員会、又は貿

易政策検討制度（TPRM）における加盟国間の議

論、さらには紛争解決制度を通じて加盟国による

協定の遵守を図っている。このうち、特に、①各

種委員会等を通じた個別政策・措置に関する議論、

② TPRM に基づく加盟国の貿易政策審査、③

TPRMに基づく貿易監視報告書の発出は、加盟国

の貿易政策・措置を明らかにし相互に監視の目にさ

らすことで、貿易紛争に発展することを未然に防止

する監視活動と位置づけることができる。

　また、2008 年後半に端を発した経済危機以降、

各国が自国産業保護や雇用保護のために保護主義

的傾向を強める中で、WTOをはじめ各国際機関が

保護主義への対抗を目的として各国の貿易政策・措

置に対する監視活動を強化した 1。

　このように、国際貿易に対する監視活動は、①

国際通商ルールの遵守と、②保護主義の抑止・是

正を目的として実施されてきたものであるが、近年、

特に新興国を中心に貿易紛争や保護主義的措置が

拡大していることをふまえれば、よりその重要性が

増しているといえる。

　本章では、WTOを含む各国際機関が国際貿易

をどのように監視しているかを概観するため、WTO

及び国際機関による取組について解説するととも

に、その意義を紹介する。なお、本章における貿

易政策・措置（貿易に関連する政策・措置）には投

資に関連する政策・措置を含むものとする。

第18章
貿易政策・措置の監視

1 2013 年版不公正貿易報告書巻末参考資料『いわゆる保護主義的措置を巡る動向について』参照

（1）委員会等における監視
　WTO の多くの協定は、加盟国に対し自国貿易

政策・措置の通報や公表義務を定めている。また、

各協定の実施のため理事会や委員会（以下「委員会

等」。）を設置し、個別の政策や措置の協定との整

合性について多国間で議論を行う場として機能して

いる。加盟国は、自国（及び場合によっては他国）

の貿易政策・措置について通報・公表を行うことで

自国政策に関する情報を開示し、これに対し、関

心を有する国は当該措置に関するより詳細な情報提

供や関係協定との整合性について委員会等の場で

提起することができる。実際の委員会等における議

論は協定整合性に関連するものが中心となるが、そ

の判断のための情報提供や、当該政策の目的、経

済合理性、産業界への影響、さらにはWTOシス

テム全体への影響など多岐にわたる。

　懸念が解消されない限りは、年 2、3 回定期的に

開催される委員会等において繰り返し問題提起され

るため、措置国には丁寧な情報提供やWTO 整合

性に関する説明とともに、措置是正の検討が求めら

2．WTOによる監視

1．はじめに
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れる。また、多国間での議論のメリットとして、同

様に懸念を有する国が連携して問題指摘を行うこと

できるため、措置国にとっては二国間での働きかけ

に比べより効果的な措置是正の誘因となり得る。た

だし、委員会等においては紛争解決手続と異なり

是正の義務が課せられることはないため、措置是

正は最終的には当事国の判断に委ねられる。

　こうした委員会等を通じた監視は、物品貿易関連

協定の他、GATS や TRIPS など多くの協定に導入

されており、WTO の領域に関連する措置はすべか

らく対象とし得る（WTO の機構については図表Ⅱ

総－2 参照）。

　委員会における具体的な検討の様子については、

第Ⅱ部第 11 章基準・認証制度 1．（3）『TBT 協定

を活用する際の実務的留意点』を参照。

（2）貿易政策検討制度（TPRM）
　WTO 設立協定（マラケシュ協定）の附属書三は

貿易政策検討制度（TPRM）を規定している。こ

れは、全加盟国からなる貿易政策検討機関（TPRB）

において、各加盟国の貿易政策・措置を、被審査

国並びに事務局が作成した報告書に基づき定期

的に審査する制度である。その原型は 1995 年の

WTO 設立に先行して GATT 理事会の下での検

討として 1989 年より開始されており、1995 年以降

2014 年末までに、160 の加盟国に対してして累計

398 の審査が行われている。ただし、新規加盟国

のロシア、ウクライナ、ラオス等は未だ審査を行って

いない。

　TPRMの概要及び意義、課題は以下のとおりで

ある。

① TPRMの概要

　TPRM は、WTO 設立協定附属書三によれば、

すべての加盟国が、①多角的貿易協定の遵守の状

況を改善し、②貿易政策・慣行について一層の透明

性を確保し、③多角的貿易体制が一層円滑に機能

することに資すること、を目的としている。

　全加盟国が対象となるが、審査の頻度は当該加

盟国の世界貿易のシェアによって決定され、上位4

カ国（現在は日本、米国、中国、EU）は 2 年に一回、

次の16カ国は 4 年に一回、その他加盟国は 6 年に

一回となる。

　審査の対象となる「貿易政策や慣行」の範囲に

ついては協定上具体的な限定はないが、実務上は

WTO 協定に関連する範囲にとどまらず、あらゆる

貿易政策・措置を取り上げることを妨げられていな

い。

　具体的な審査の手続としては次のとおりである。

まず、加盟国は自国の貿易政策について TPRB に

報告を行う義務があり、審査に際し、自国の貿易

政策に関する詳細な報告書を作成・提出する。加

盟国による報告に加え、事務局も被審査国の貿易

政策・措置に関する報告書を別途作成する。事務

局報告書の作成にあたっては、通常のWTO に対

する通報や公表情報の他、被審査国に対する照会

や関係省庁へのヒアリング等を通じて、正確かつ最

新の情報が被審査国から提供される。審査はこれ

らの被審査国作成報告書及び事務局作成報告書に

基づき、書面による質問提出・回答、及びそれらに

基づく審査会合での議論というかたちで行われる。

　審査の基準について附属書三は、審査会合にお

ける検討は、対象となる加盟国の経済上及び開発

上の広範なニーズ、政策及び目的の背景、並びに当

該加盟国の対外的な環境を生じさせた背景に照ら

して行われると規定しており、抽象的な基準にとど

まっているため、WTO の規律範囲を超えて普遍的

な政策論について指摘を行うことも排除されていな

い。一方、実際の審査においては、被審査国は特

定措置のWTO 整合性について説明を求められる

ことが多い。TPRMの審査手続については、附属

書三の他、TPRB が採択した手続規則 2 によって

タイムフレームなどの細則が定められている。また、

附属書三は定期的にTPRMの運用評価を行うこと

を定めており、1999 年以降、これまで 4 回の評価

が行われた。現在、第五次運用評価が継続中であ

2 WT/TPR/6/Rev.3
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るが、運用評価の結果は手続規則の改正により反

映されることとなる。

　審査の結果については、被審査国作成報告書及

び事務局作成報告書とともに会合の議事録が審査

の終了後速やかに公表されることとなっているが、

審査での指摘事項に関して制度上は具体的な対応

を担保する仕組みは設けられていない。附属書三は、

「これらの協定に基づく特定の義務の実施若しくは

紛争解決手続の基礎となること又は加盟国に新た

な政策に関する約束を行うよう要求することを目的

とするものではない」と規定しており、TPRM での

審査内容が紛争解決手続での事実認定の対象とは

ならないこと、また、審査会合での議論が被審査

国に何ら措置是正の義務を課すものでないことを明

示している。

② TPRMの意義

　上述のように、制度上は被審査国に対し措置是

正の拘束力を有するものではないが、実務面では

様々な意義が指摘できる。ここでは、（a）透明性

の向上、（b）問題発見の機会、（c）多面的視点に

よる検討、（d）国際通商ルールの理解促進という4

つの側面から、TPRMの意義を紹介する。

（a）透明性の向上

　まず、TPRM は、WTO の全加盟国を対象とし

た貿易政策・措置に関する透明性の向上に貢献して

いる。審査の周期に開きはあるものの、WTO の全

加盟国が審査の対象となり、また、その検討項目

は貿易に限らず投資、知的財産、エネルギー、税制・

補助金、競争、FTA/EPAなど多岐にわたるため、

非常に広範な情報を定期的に加盟国に提供する枠

組みとして他に例を見ない。報告書はもちろん、加

盟国からの質問、被審査国からの回答、関連する

ステートメント等は事後的にすべて公開されるため、

加盟国間の相互監視が働き、被審査国には協定違

反のおそれのある措置の導入を抑止し、または撤廃

を促す効果が期待される。

（b）問題発見の機会

　また、制度上、TPRM は紛争解決手続での事

実認定の対象となるものではないが、透明性向上に

より、TPRMにおける情報収集やWTO 整合性に

関する議論が問題発見の端緒となることがある。特

に情報収集能力やリソースに制限がある国にとって

は、定期的かつ網羅的な貿易政策の審査が行われ

ることで、自国にとって問題となり得る措置の存在

を認知し、措置是正や未然防止に向けた対応の起

点とすることが可能となる。

（c）多面的視点による検討

　検討の視点としても紛争解決手続や委員会等に

比べより多面的である。措置の違法性自体を問う紛

争解決手続や関連協定との整合性を中心に議論す

る委員会等とは異なり、協定整合的な措置について

も経済合理性等の観点から問題提起することがで

きる。実際の事務局作成報告書や加盟国からの質

問では、例えば対内外直接投資や競争、エネルギー

分野等に関してこうした協定整合性以外に関する指

摘も多く見られ、協定整合的な措置を含むより広範

な政策・措置を対象として監視を行える利点がある。

（d）国際通商ルールの理解促進

　さらに、被審査国自身にとっても、質問への回答

作成作業や審査会合での議論を通じて自国政策の

合理性やWTO協定整合性を再考することになるた

め、作業に関与する多くの政府関係者の国際通商

ルールに対する認識を深める機会となり、ひいては、

被審査国の政策とWTO 協定との整合性の向上が

期待される。特に新規加盟国や途上国の政策立案

者にとってはWTO 協定に対する理解を深めるキャ

パシティ・ビルディングの一環としても機能する。

③ TPRMの課題

　このように、TPRM はWTO における監視機能

の一部として多国間貿易体制の貢献は非常に大きい

と言えるが、一方で課題も指摘しうる。

　TPRMの審査の周期は世界貿易シェアのみによっ

て決定されるため、国によっては審査の頻度が低く、

特に世界貿易シェアはまだ大きくはないものの多国

間貿易体制に影響力を持つ新興国に対して、実効

性ある監視が及ぼせていない懸念がある。例えば
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ブラジルやインド、韓国、インドネシア等は国際貿

易における主要なプレイヤーであり、その貿易政策

の策定、改廃は頻繁に行われているが、4 年に一度

の審査ではこうした政策発展に対し時宜を得た効果

的な監視が及ぼせない。結果的に、審査頻度が低

い加盟国に対しては TPRMを有効に活用すること

は難しく、委員会等や紛争解決手続による問題解

決に依拠せざるをえない。

（3）監視制度の効果的活用
　WTO には、TPRMの他、前述の委員会等や紛

争解決手続など協定の遵守確保のため多層的に制

度が設けられており、より効果的に協定遵守を図る

観点からは、加盟国はそれらを最適に組み合わせ

て問題となる政策・措置に対処することが望ましい。

例えば、TPRMにおいて広範な情報収集と初期的

な議論を経た上で、委員会でより仔細に個別措置の

協定整合性について議論を行い、違法性に関する

疑義が払拭できない措置については紛争解決手続

の活用に進む。または、違法性やコストの観点から

紛争解決手続を活用しにくい事案や短期的な解決

を望む事案については、委員会等や TPRMにおけ

る指摘に留めるなど、当該措置の性質、影響の度

合い、費用対効果、問題解決の速度などを総合的

に考慮した上で最も適切に対応できるよう制度を活

用することが重要である。

（4）TPRMに基づく監視報告書（TPRM
モニタリングレポート）

　上述の委員会等における監視や TPRM はWTO

に従来から備わっている機能であるが、2008 年

の経済危機を発端として各国が保護主義的な貿易

政策・措置を拡大する傾向を強めたことを受けて、

WTO はWTO 協定附属書三を根拠としてあらたな

貿易監視を開始した。

　これは、保護主義的措置の動向を把握するため、

定期的にWTO 加盟国の貿易関連措置を調査し、

当該措置に関する報告書を作成、公表するものであ

る。また、これと並行して、G20 首脳からの要請を

受け、OECD及び UNCTADと協同して、G20 諸

国についても同様の報告書の作成を開始した（詳細

は後述の（e） WTO・UNCTAD・OECD 共同の監

視報告書（共同モニタリングレポート）を参照）。

①作成の経緯

　WTO による経済危機への対応の一環として、

WTO 事務局長は 2008 年 10月の一般理事会にお

いて、WTO 事務局内に経済危機が WTOルール

に与える影響を検討する作業部会を設立すると表明

した。 

　2009 年 1月、WTO 事務局は非公表の作業文書

として、作業部会が取りまとめた貿易措置の監視結

果をWTO 加盟国へ報告した（非公表の作業文書

として報告）。本報告は、WTO 事務局長の責任の

下、WTO 協定附属書三のパラグラフG（国際貿易

環境の進展に関する概況報告）に基づいて実施さ

れ、多角的貿易体制に影響を及ぼす政策に関して

事実の報告を行ったものであり、何ら法的な効果や

含意を与えるものではないとされた。 

　この監視活動は 2009 年 4 月の TPRB 非公式

会合にて加盟国から正式に承認され、これまでに

四半期ないし半年を対象とした報告書が合計 6 回

（2009 年 4 月、7 月、2010 年 6 月、2011 年 6 月、

2012 年 6月、2013 年 7月、2014 年 6月）、年次報

告が合計 5 回（2009 年 11月、2010 年 11月、2011

年 11 月、2012 年 11 月、2014 年 1 月 3）作成され

ている。

② TPRMモニタリングレポートの概要

　報告書は、調査対象期間中に各国が採った政策・

措置を国別に表に取りまとめており、その対象は数

量制限、関税引上げ、貿易救済措置の調査・発動

など物品貿易にかかる措置やサービス貿易にかかる

措置のほか、必ずしも直接的にWTO 協定の規律

対象とはならない各国の景気刺激策や金融機関支

援策にまで及び、さらに、こうした貿易制限的措置

3 WT/TPR/OV/16
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の解除を含む貿易促進的な措置も掲載されている。

　ただし、報告書はその目的を純粋に事実の報告

としており、加盟国の権利義務に法的な影響力を持

たないこと、掲載された措置について WTO 整合

性や保護主義的性格に関する判断・示唆を行うもの

ではないことを明記している。

　報告書の作成にあたっては、事務局はまず、

WTO 加盟国による自他国の貿易政策・措置に関す

る通報（WTO 規定に基づく義務又は任意の通報の

他、事務局長からの情報提供要請に対する返答な

ど）や各種公的機関からの情報を元に加盟国の採っ

た措置に関する情報を収集する。情報収集を行った

後、当該政策・措置に関して編纂した情報を加盟国

に照会し、その正確性を確認する。加盟国による

確認がとれなかった情報についてはその旨を付記し

て掲載されている。

　報告書は TPRMの年次会合に報告され、会合

では各加盟国が報告内容に対する意見を述べるが、

上記のとおり報告書自体はWTO 整合性等の判断

を行うものではないため、TPRMのような審査は行

われていない。なお、報告書及び会合の議事録は

一般にも公表される。

（5）WTO・UNCTAD・OECD 共 同
の監視報告書（共同モニタリングレ
ポート）

①作成の経緯

　経済危機発生直後の 2008 年 11月にワシントン

で行われた G20 において、市場開放的な世界経済

へのコミットメントとして、今後 12ヶ月の間に G20

諸国が投資あるいは物品及びサービスの貿易に対

する新たな障壁を設けず、新たな輸出制限を課さ

ず、WTOと整合的でない輸出刺激策をとらないと

の首脳宣言が合意された。また、同月の世界経済

に関するAPEC 首脳リマ声明においても、ワシント

ン・サミットと同様に保護主義の自制について政治

的決意が表明された。このように保護主義対抗の

機運が高まる中、WTO によるTPRMモニタリング

レポートの公表も踏まえて、2009 年 4 月のロンドン・

サミットにおいて、G20 首脳はWTO に対し、他の

国際機関とそれぞれの権限の範囲内で協働しつつ、

保護主義自制のコミットメントに関するG20 諸国の

遵守状況を監視し、四半期毎に公表するよう求め

た 4。当該要請に基づき、同年 9月より、WTO、

OECD、UNCTAD の 3 機関が、各機関の事務局

長連名で G20 各国の貿易及び投資措置について報

告を行っている。

②共同モニタリングレポートの概要

　報告書は、当初は貿易関連措置、景気刺激策、

金融機関に対する措置、投資関連措置の 4 分野を

対象としていたが、近年では金融機関に対する措

置が削除され、従来の貿易関連措置、景気刺激策、

投資関連措置に加え、貿易金融および最近の経済・

貿易トレンドの 5 分野を対象としている。上記の各

分野における動向を総括する他、国別に措置を一

覧化し、さらに補論として措置が貿易量に与える影

響の定量的推計を行っている。

　内容は貿易に関する部分と投資に関する部分に

大別されており、貿易に関してはWTO 事務局が

単独で執筆している。貿易関連の国別措置一覧

については、WTO が収集した同一の情報に基づ

いて TPRM モニタリングレポートと共同モニタリ

ングレポートの両方が作成されており、したがっ

て G20 諸国に関しては両方の報告書に共通の情

報が掲載される。投資関連措置については OECD

とUNCTAD の事務局が、各機関が収集してい

る情報に基づき共同で作成している（OECD及び

UNCTAD の活動については② WTO 以外の国際

機関による監視を参照）。

　なお、執筆者として連名はしていないものの、

IMFも報告書の作成に一部関与している。

　本報告書は、TPRMモニタリングレポートと同様

に、加盟国の権利義務に法的な影響力を持たない

こと、掲載された貿易・投資措置について各国際機

関の協定適合性や保護主義的性格に関する判断・

4 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_aso/fwe_09/communique.html
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示唆を行うものではないことを明記している。

　2009 年 9月の第 1回発出以降、経済危機当初の

2010 年までは四半期ごと（2010 年 3月、6月、11月）

の発行であったものが 2011年以降は半年ごと（2011

年 5月、10月、2012 年 6月、10月、2013 年 6月、

12月、2014 年 6月、12月）となっている（2014 年

11月に第 12 回目の報告 5）。なお、G20 サミットは

本監視活動の継続・強化を求める宣言を継続して

行っている。

③国際機関間の連携

　上記のとおり、本報告書は G20 の要請を受け

て WTO、UNCTAD、OECD が共同して実施して

いるものだが、従来、別個に活動していた貿易分

野の監視（WTO）と、投資分野の監視（OECD、

UNCTAD）が連携し情報を共有・統合することで、

国際機関共同による貿易投資の世界的監視ネット

ワーク形成された点は意義深い。現在はこの監視ネッ

トワークの対象はG20 諸国にとどまっているが、従

来のTPRM審査や後述するUNCTAD、OECDに

よる経済危機以前の監視活動（世界投資報告書の発

出や、投資の自由化プロセスの実施）に比べ情報の

収集・報告の頻度が高く、世界の多国間貿易・投資

体制の現状を知る際に有益な情報を提供している。

　なお、WTOと他の国際機関間の連携について、

WTO 協定第 3 条第 5 項 6 はWTOと他の国際機

関との連携の可能性を認めている。

　また、本活動の法的根拠を見ると、G20 ロンド

ン・サミットの首脳宣言が『他の国際機関とそれぞ

れの権限の範囲内で協働しつつ』と要請したよう

に、本報告書の作成にあたっては各機関の既存の

権限・業務の枠内で作業が行われている。具体的

には、WTO はWTO 協定附属書三を法的根拠とし

てTPRMの目的に資するものとして本活動を実施し

ている。

（6）WTOによる監視の評価
　図表Ⅱ‐18－1は、これまでに述べた TPRM

（国別審査）、TPRMモニタリングレポート、及び、

WTO、OECD、UNCTAD による共同モニタリン

グレポートの概要を比較したものである。数年に一

度の頻度で実施されるTPRM（国別審査）に対して、

2 つのモニタリングレポートは四半期から半年に一

度と報告の頻度が高く、また、共同モニタリングレ

ポートは投資分野の政策・措置も対象範囲に含んで

いることから、監視の対象範囲が広い点に特徴が

ある（TPRM でも実務上、一部投資関連措置が含

まれる）。

　その一方で、TPRM（国別審査）のみが審査会

合を実施していることから、書面での質疑や会合で

の指摘を通じ、最も相互監視のプレッシャーが強く

働くと考えられる。また、TPRM が協定の遵守を目

的とするため協定整合性という実際上の評価基準を

有するのに対し、純粋に事実の報告を目的としてい

る2 つのモニタリングレポートは何らかの基準に基

づいて個別措置の評価を行うものではないため、こ

の点からもTPRM（国別審査）の方がより措置是正

の誘因が働きやすいと考えられる。

5 https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/trdev_05nov14_e.htm
6 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定　第 3 条第 5 項
　世界貿易機関は、世界的な経済政策の策定が一層統一のとれたものとなるようにするため、適当な場合には、国際

通貨基金並びに国際復興開発銀行及び同銀行の関連機関と協力する。
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　冒頭で述べたように、本章は国際貿易・投資に

対する国際的監視の全容を俯瞰することを試みるも

のである。貿易監視については、WTO が中心的

にその役割を果たしている他、UNCTAD や IMF、

世銀でも若干の活動が行われている。例えば

UNCTAD では、後述の投資関連報告書の他にも、

貿易開発報告書の発出、サービス貿易政策の審査

（要請に基づいて実施）、競争政策のピアレビューな

どを行っている。ただし、UNCTAD の組織目標は

途上国の開発支援であるため、これらの貿易に関

連する分析は、貿易と開発、貿易からの裨益、キャ

パシティ・ビルディング、協力等の観点から行われ

るものがほとんどであり、定期的な政策発展のモニ

タリングなどは行われていない。また、後述のとお

りIMFや世銀も各機関の本来任務に付随して貿易

に関する調査を行っているが、いずれも本章でとり

あげる監視とは性質を異にしている。

　このため本章では、貿易監視については前記のと

おりWTOを取り上げ、これを補完するものとして、

UNCTAD、OECD による投資監視について以下に

解説する。

（1）国際連合貿易開発会議（UNCTAD）
　国連貿易開発会議（UNCTAD）は投資政策・措

置に関して下記の 2 つの報告書を作成・公表してお

り、経済危機後の G20 による要請を受け、これら

の報告書を活用して共同モニタリングレポートを作

成している。

①世界投資報告書（World Investment Report）

　UNCTAD は貿易や投資に関する各種報告書を

公表しており、特に投資政策の進展の調査・報告を

目的としたものとして、1991年より毎年、世界投資

報告書（World Investment Report）を公表してい

る（2014 年版は 2014 年 9月公表 7）。

　UNCTAD は加盟国の海外直接投資（FDI）に

関する政策の変更に関する情報を1992 年から定期

的に収集してデータベース化しており、本報告書及

び後述する投資政策監視報告書の作成に活用して

いる。

　報告書は概ね 4 章から構成され、第 1、2 章で

は投資やFDIの世界、地域、国の各レベルでの動

向が記載されている。また、第 4 章ではグローバ

7 http://unctad.org/en/pages/PublicationWebfl yer.aspx?publicationid=981
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ル・バリュー・チェーンなど年ごとの重要項目が扱

われる。監視の文脈では第 3 章の最近の政策の進

展に関する情報が重要であり、各国の投資に関す

る政策、国際的な投資協定（IIA）や投資章を含む

FTAの動向、投資仲裁（ISDS）の動向等が調査

されている。このうち、各国の投資政策に関する総

評では、各国が調査期間中にとった投資政策につ

いて、投資の自由化・促進に資するか投資を制限す

るかの分類を行ったうえで、全体としての傾向を報

告しており、例えば 2013 年版では、2012 年中に世

界で新たにとられた 86 の措置のうち 61（75%）が

投資促進的、20（25％）が投資制限的であると述

べている。ただし、個別国の措置に関してはいくつ

かの例示を除いて掲載していないため、個別措置の

是正の誘因となることは期待されない。

② 投 資 政 策 監 視 報 告 書（Investment Policy 

Monitor）

　UNCTAD は、経済危機後のロンドンおよびピッ

ツバーグ・サミットにおける G20 からの要請を受

け、2009 年 12 月より、世界投資報告書と並行し

て、おおよそ年 2 ～ 3 回の頻度で、各国の投資に

関する政策の動向を報告する投資政策監視報告書

（Investment Policy Monitor）を発行している（最

新版は 2015 年 1月公表 8）。

　内容としては、世界投資報告書の第 3 章（最近

の政策の進展）をさらに詳細化したものとなってお

り、国別に調査期間中の投資に関する政策措置が

まとめられている。国別の政策・措置は4つの類型（①

投資の参入、②投資家の待遇、③投資促進、④投

資維持・送金）に分類され、各措置の具体的内容

とその情報源が一覧化されている。評価に関しては、

世界投資報告書と同様、全体の傾向を紹介するに

留めている。

　本報告書はUNCTAD 加盟国を対象としている

が、このうち、G20 諸国の措置に関する情報は共

同モニタリングレポートに転用される。

（2）経済協力開発機構（OECD）
　OECD による投資に係る国際取決めの策定つい

ては、第Ⅲ部第 5 章（投資）を参照 9。

①投資の自由化プロセス

　OECD では、投資委員会における政府間フォー

ラムとして、投資の自由化プロセス（Freedom of 

Investment process）が 2006 年より実施されてい

る。本フォーラムでは、ブラジル、中国、インド、

ロシア、南アフリカなど OECD 非加盟国を含む 55

カ国の政府代表が集まり、投資政策に関する意見

交換を行っている。年 2 回程度開催され、2015 年

1月までに 21回フォーラムが開催された。

　本フォーラムは、①投資に関する標準の策定とガ

イドラインの発展、②投資政策の監視、③調査研

究をその目的としており、このうち、投資政策に関

する監視については、毎回のフォーラムでいくつか

の対象国が選定され、事務局が作成した報告書（投

資政策報告書）（後述）に基づいて加盟国による議

論が行われる（第 21 回の対象国はＥＵ、インドネ

シア､ フランス）。フォーラムでは、報告書で取り上

げられた自国の投資関連措置について、審査対象

国から説明が行われる。

② 投 資 政 策 報 告 書（Inventory of Investment 

Measures）

　投資の自由化プロセスで収集した情報は投資政

策 報 告 書（Inventory of Investment Measures）

として発行され、このうち G20 に関する情報は

WTO、UNCTAD との共同モニタリングレポートで

も報告されている。

　投資政策報告書の発行頻度は半年に1回程度であ

8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d13_en.pdf 
9 OECD に関しては、第Ⅱ部第 7 章（補助金・相殺措置）では WTO 補助金協定と OECD 輸出信用ガイドラインの関

係について、第Ⅱ部第 15 章（一方的措置）では競争法の執行面での国際協力に関する OECD 理事会勧告について、
第Ⅲ部第 7 章（電子商取引）では電子商取引に関する OECD ガイドラインについて記述している。
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各国による監視制度コ ラ ム

　本編では WTO 及び国際機関による国際的な貿易・

投資の監視制度について概説したが、ここでは、各

国が個別に行っている貿易政策・措置の監視につい

て、米国、EU、中国を例にとって取組の一部を紹介

する。個別国による監視は必ずしも国際貿易の監視

を目的としたものではなく、自国貿易に与える影響

や国際ルール整合性の観点から実施されているもの

であるが、貿易監視制度の理解の一助となることを

期待する。また、これらの国は金融危機以前からこ

うした取組を行っているが、報告書で取り上げられ

た措置は様々な二国間協議や交渉の場でも是正の要

求がなされることが想定され、我が国の主要貿易相

手国が問題視している措置を把握することに役立つ。

　なお、ここで紹介する各国の報告書等については、

2006 年版不公正貿易報告書に詳しい 11。

　また、保護主義的措置を巡る我が国の対応につい

ては、2013 年不公正貿易報告書 12、及び、『経済危

機下のいわゆる保護主義を巡る動向と経済産業省の

対応』（2009 年 5 月 27 日公表）13 を参照ありたい。

（1）米国

①外国貿易障壁報告書

　米国通商代表部（USTR）は 1974 年米国通商法

（The 1974 Trade Act）に基づき、大統領、上院財

政委員会、及び下院の然るべき委員会に対して、外

国の貿易障壁に関する報告書を提出する義務を負っ

ている。このため、USTR は毎年 3 月末に外国貿

易障壁報告書（National Trade Estimate Report on 

Foreign Trade Barriers）を公表している（2014 年

版が 29 回目の公表 14）。

　本報告書では、約 60 カ国を対象として、各国の

米国大使館やその他ステークホルダーからの情報を

り、2009 年 10月の第 1回報告から、2013 年 10月

の第 11回報告まで行われている10（2009 年 10月、

2010 年 3月、6月､ 11月、2011年 5月、10月､ 2012

年 5月、10月、2013 年 6月、12月､ 2014 年 6月）。

内容は、投資の自由化プロセスに参加する55カ

国の投資政策について、国別に、投資政策・措置

（Investment policy measures）、国家の安全保障に

関連する投資措置（Investment measures relating to 

national security）、 そ の 他（Other developments）

の3 つに分類して、具体的な措置内容と情報源を記

載している。ただし、報告書中では導入された政策

の評価は一切行われていない。

（3）その他（IMF、世銀）
　IMF は国際通貨体制の安定性維持のため、加

盟国の経済・金融政策のモニタリングを行っている。

サーベイランス（政策監視）と呼ばれるこの監視活

動では、IMFのエコノミストが加盟国を訪問し、加

盟国政府や中央銀行と為替レートや金融・財政政

策を中心に協議を行い、結果を理事会に報告する。

貿易政策に関しては、国際通貨体制の安定に関連

する貿易収支といったマクロの動向に影響を与える

かどうかが検討されるが、あくまで、国際通貨体制

の安定性維持という目的に必要な限りにおいてのみ

取り上げられ、貿易政策自体の監視や審査を目的と

したものではない。

　また、世銀では、貿易政策に関する調査として、

貿易の障害となる情報の収集を行っている。具体的

には、1980 年代半ば以降の各国のアンチ・ダンピン

グ税やセーフガード措置など貿易救済措置に関する

情報をデータベース化した The Temporary Trade 

Barriers Database （TTBD）を作成している。

10 http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/g20.htm
11 2006 年版不公正貿易報告書第Ⅲ部第 3 章参照
12 2013 年版不公正貿易報告書参考資料『いわゆる保護主義的措置を巡る動向について』
13 http://www.meti.go.jp/report/downloadfi les/g90527c02j.pdf
14 https://ustr.gov/sites/default/fi les/2014% 20NTE% 20Report% 20on% 20FTB.pdf
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基に、米国の物品・サービスの輸出、米国民による

直接投資及び知的財産権の保護に影響を与える外国

の貿易障壁について国別に掲載している。具体的な

分野としては、輸入政策、基準認証、政府調達、知

的財産権保護、サービス障壁、投資障壁、反競争的

慣行、電子商取引等である。掲載される措置には、

WTO 協定など国際通商ルールとの整合性にかかわ

らず、物品・サービスの貿易を規制・妨害している

と米国が考える政策・措置が含まれる。

　本報告書に掲載された措置については、更なる調

査や措置国との二国間協議、あるいは WTO での紛

争処理、貿易救済措置の賦課等の是正に向けたプロ

セスが進められることとなる。

② 省庁間貿易執行センター（Interagency Trade 

Enforcement Center: ITEC）

　ITEC は、2012 年 2 月、大統領令によって設立さ

れた、米国の国内外の通商問題を省庁横断的、一元

的に扱う機関である。国際通商規則の適切な監視と

履行の確保、および国内通商関連法の執行を目的と

しており、USTR の他、財務省、法務省、商務省、

農務省など通商関連の政府機関の代表者から構成さ

れる。

　ITEC は、貿易協定違反のおそれがあるとの情報

に接した場合に、USTR とその他の関係機関との間

で情報交換を行うなど、政府全体としてより機動的・

効果的に対応することをねらいとしている。例え

ば、2012 年に米国がアルゼンチンの輸入制限措置

について WTO に付託した事案については、ITEC

が多大な調査及び分析リソースを提供し、USTR の

監視及び執行ユニットを支援したとされる。また、

ITEC は貿易障壁や不公正貿易の発見のため、産業

界や利害関係者に対するアウトリーチ活動を行い、

貿易障壁削減に向けた取組に関与させることを目的

に掲げている。

　

（2）EU

①マーケット・アクセス・データーベース

　欧州委員会貿易総局は、輸出先国の市場アクセス

状況に関してデータベースを作成し、ホームページ

上で公開している 15。

　市場アクセスに関するあらゆる種別の関税、非関

税措置ついて整理されており、国毎、措置の分類毎、

産業分類毎に閲覧が可能である。各措置については、

概要、背景、EU としての対処方針（現地公館を通

じた交渉等）並びに進捗状況が示されており、逐一

情報は改訂される。

　

②潜在的に貿易制限的な措置に関する報告書

　EU は、2009 年の経済危機の際、EC の貿易政策

を検討・指令する 133 条委員会において EU の貿易

相手国が経済危機に伴い採った貿易制限的な政策・

措置に関する調査・報告を行うよう加盟国から要請

があったことを受けて、潜在的に貿易制限的な措

置に関する報告書を 2009 年 2 月より公表している

（2014 年 11 月に第 11 回目を公表 16）。

　本報告書は、EC 貿易総局が在外公館等を通じて

収集した情報を分析し、まとめたものであり、G20

諸国に限らず EU の貿易相手国を広く対象としてい

る（最新版では 31 カ国）。

　内容は、貿易関連（関税、輸出制限、輸出支援

策、貿易救済措置）の他、政府調達、投資・サービ

ス、景気刺激策等、広範な領域を対象として、国毎

に調査対象期間中に採られた措置の詳細を記述して

いる。基本的に貿易制限的措置を記載しているが、

貿易制限的措置の撤廃の状況についても報告してい

る。個々の措置の国際通商ルール整合性は検討して

いない。

　本報告書で取り上げた措置については、監視を継

続しつつ、必要な場合には可能なあらゆる手段を利

用して是正を図るとしている。

15 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152872.pdf
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第 18章　貿易政策・措置の監視

（3）中国

国別貿易投資環境報告書

　中国商務部（MOFCOM）は、2003 年より年 1 回、

国別貿易投資環境報告書（Foreign Market Access 

Report）を公表している。中国企業・組織の国際

的な貿易・投資体制の状況に関する理解を促進し、

それによって中国企業・組織の国際的な活躍の機会

を拡大することを目的として、中国の主要貿易国

20 数カ国について、①二国間貿易関係、②相手国

の貿易投資制度、③相手国の貿易障壁を概説したも

のである。

　本報告書の位置づけとして、中国の公正かつ適切

な貿易・投資環境を実現させるため、諸外国が採用

する貿易政策・措置の WTO 等の国際通商ルール整

合性について、中国政府及び産業界が抱える懸念を

示す役割を果たすとされている。ただし、実際の記

載内容としては、外国政府のとる貿易政策・措置が

引き起こす実質的な害を理由に当該政策・措置を是

正すべきとの記述が多く、個々の措置に関して国際

通商ルールとの整合性を検討したものとはなってい

ない。
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　近年、世界各国が環境保護を目的とした制度を

相次いで導入し、また導入を検討している。環境

保護は、貿易自由化と共に、それ自体が重要な政

策目標であるが、このような制度の中には貿易を制

限・歪曲する効果を持つものもあり、通商摩擦をも

たらす危険性が高まっている。このため、環境保護

政策と貿易政策をどのように調和させるかが課題と

なっている。

　環境政策の中でも特に気候変動対策は、国際社

会の共通の重要課題として認識されてきた。1992

年にはこの問題に関する国際協力の枠組を定め

た「気候変動に関する国際連合枠組条約」（国連

気候変動枠組条約、United Nations Framework 

Convention on Climate Change : UNFCCC） が

採択された。1997 年には先進国の温室効果ガス

排出削減の数値目標を盛り込んだ京都議定書が採

択され、2005 年に発効した。その後、2011年の

UNFCCC の第 17 回締約国会議（COP17）におい

ては、将来の枠組みについて法的文書を作成する

ための新しいプロセスである「強化された行動のた

めのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」を

立ち上げ，可能な限り早く，遅くとも2015 年中に作

業を終えて，議定書，法的文書または法的効力を

有する合意成果を2020 年から発効させ，実施に移

すとの道筋に合意した。

　国際気候変動交渉の場では、UNFCCC で定め

られている先進国と途上国の「共通だが差異ある責

任」（Common But Diff erentiated Responsibilities 

: CBDR）（UNFCCC 第 3 条 1 項参照）が確立し

た原則として共有され、先進国が途上国に比して

より重い責任を負うことが前提とされている（但し、

CBDRに関しては、中国やインド等の新興国の排出

量の大幅な増加等を背景に、米国を始めとして見直

しを提唱する主張も見られる）。他方、大幅な温室

効果ガスの排出削減は、大きな経済的負担を伴うた

め、先進国では、特に大きな経済力を持ちながら

先進国と同等の義務を負っていない新興途上国か

らの輸入品に対し、課徴金を賦課するなどの国境

措置を採用すべきとの声が上がっている。これらの

議論の根拠としては、以下が挙げられる。

①気候変動対策の実効性確保：先進国における温

室効果ガスの排出削減のための規制導入により、

国内産品がそのような規制を受けていない海外か

らの輸入産品によって代替されることで、地球全

体の温室効果ガスの排出が減らないという、いわ

ゆる「カーボンリーケージ」（carbon leakage）問

題を防ぐ。

※「カーボンリーケージ」は、上記の意味に加え、

ある国の気候変動対策によって、温室効果ガス

の排出量の大きい化石燃料等の需要が減り、そ

の価格が世界的に下落した結果、国外でのその

使用が増大し、その分、国外での温室効果ガス

の排出量も増えてしまう、という現象を指すこと

があるが、本補論では専ら国内産品の海外産品

による代替（国内の生産拠点が海外に移転する

場合と、移転せず、海外産品との競争の結果、

補論1
貿易と環境

－気候変動対策に係る国境措置の概要とWTOルール整合性－

1．はじめに
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国内生産が減少する場合の双方を含む）の意味

で用いる。

②産業競争力の維持：先進国と途上国の間で温室

効果ガスの排出削減義務・費用が異なることに

よって生じる産業の競争条件の不均衡を是正す

る。

③気候変動対策実施の誘因付与：温室効果ガスの

削減努力が不十分な国や、法的拘束力のある削

減目標や行動の約束に消極的な国に対して、枠

組への参加や義務の誠実な履行の誘因を与える。

　一方、国際貿易ルールは、環境保護の重要性の

増大に応じて変更されてきたわけではなく、既存の

ルールの解釈によって調整が図られてきた。1947年

に成立した GATTは、貿易と環境保護政策の調和

について明示的な規定を設けていなかった。しかし、

第 20 条において、「人、動物又は植物の生命又は

健康の保護」（20 条（b）号）や「有限天然資源の

保存」（20 条（g）号）については、一定の条件のもと、

自由貿易の「例外」として貿易を制限・歪曲する効

果を持つことを認めてきた。

　その後 GATT に代わって WTO を設立した

1994 年の「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」

は、前文において「環境の保護」や「持続可能な

開発」の考慮に言及し、協定の署名と同時に発表

された「貿易と環境に関する閣僚決定」は、多角的

自由貿易体制と環境政策を両立させるべきとの認識

を示した。

　気候変動対策に関する国際的な対応が、環境保

護を理由とした国境措置の検討という形で、通商政

策にも大きな影響を及ぼすようになった現在におい

ては、気候変動対策と現行のWTO 法体系との関

係は国際通商法上の大きな論点になりつつある。そ

こで、本補論では、気候変動対策を理由とした国

境措置に関する政策の現状を概観すると共に、現行

のWTO協定との関係を巡る主要な議論を整理する

こととする。

（1）制度の概観
　「１．はじめに」で述べたように、温室効果ガス

の排出削減義務を負わず、又は削減努力が不十分

な国からの輸入品に対して税・課徴金その他何らか

の義務を課す国境措置が必要でないかという声が

あるが、ここでは、国境措置のうち、主に「国境炭

素税」と「輸入時の温室効果ガスの排出権提出義

務付け」の 2 つについて概観する。

　国境炭素税は、国内の炭素税（二酸化炭素等の

温室効果ガスの排出に対する税）と連動して、海

外からの輸入品に対し、その生産に際して排出さ

れた温室効果ガスの量に応じて金銭的負担を求め

る制度である。例えば、2009 年ごろ、フランスで

は炭素税導入の動きと相俟って、サルコジ大統領が

演説における補足資料においてこの構想に言及した

（ただし、2010 年 3月にフランス単独での国内の炭

素税導入は見送られており、その後フランス単独で

の国境炭素税に対する言及は見られない）。

　輸入時の排出権の提出義務付けは、環境負荷の

高い業種で生産される産品の輸入に際し、輸入国

政府に対して、輸入国内産業の温室効果ガス削減

のコスト負担との均衡を考慮した量の排出権を提出

することを義務付ける制度であり、国境炭素税と同

様に、国内対策の対象となる国内産品と同等の負

担を輸入品に求めるものである。これについては、

EUにおいて導入の可能性が示されている。米国に

おいても、過去に提出された排出量取引法案にて

検討されていたが、これら法案は既に廃案になって

いるため、今の所、導入される見込みはない。

（EUにおける検討状況）

　EU は、世界最大の温室効果ガス排出権取引市

場であるEU-ETS （Emission Trading System）

を運営しているが、これまで EU-ETS は国境措置

2．気候変動対策に係る国境措置とは何か
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を設けておらず、2013 年以降のルールにおいても、

カーボンリーケージに関する懸念については、排出

権を無償で企業に割り当てることで対応することと

している。

　具体的には、排出権の無償割当対象業種は、

2009 年 4 月 23日の改正（指令 2009/29 号）後の

EU-ETS 指令 2003/87 号第 10a 条において、指令

を実施する費用の生産物価格への転嫁が可能な程

度や、国際競争にさらされている程度等に基づき、

定められることとなっている。既に、2009 年 12月

24日付の欧州委員会決定において、164 の業種が

この排出権無償割当対象業種として指定されてい

る。

　一方、国境措置については、上記 EU-ETS 指令

第 10b 条 1項は、以下を規定している。

　・欧州委員会は、2010 年 6月 30 日までに、国

際交渉の結果とこれがもたらす温室効果ガス

の削減の程度を勘案し、欧州議会及び理事会

に対し、エネルギー集約度が高く、カーボンリー

ケージの危険にさらされている業種に関する状

況を分析した報告書を提出しなければならな

い。

　・この報告書においては、適切な政策の提案が

されなければならない。それには以下を含める

ことができる。

（a）排出権の無償割当がされる業種への無償

割当比率の調整。

（b）無償割当がされる業種の生産物の輸入に

ついて、EU-ETS に輸入業者を組み込むこ

と。

（c）カーボンリーケージによる加盟国のエネル

ギー安全保障への影響の評価及び適当な対

策措置。

　・いかなる措置を講ずるのが適当かを判断する際

には、拘束力をもち、気候変動問題に対処す

るのに十分な規模の温室効果ガス排出削減を

もたらす、分野別の合意についても考慮する。

　なお、上述のEU-ETS 指令に 2010 年 6月30日

までに提出されるとされた報告書では、以下の通り

結論付けており、炭素リーケージの対策手段として、

国境措置がオプションとして考えられることを示唆し

ている。

　・欧州委員会はカーボンリーケージ（より緩い炭

素規制の国へのEUからの生産移転）のリス

クに関してエネルギー集約産業の状況を分析し

た。

　・主要な結論は、これらの産業からカーボンリー

ケージを防ぐ既存の措置（無償割当と国際的な

クレジットへのアクセス）が依然正当化される

ということである。また、カーボンリーケージ

を防ぐ既存の措置があれば、他国がコペンハー

ゲン合意に提示された削減目標を履行している

場合には、温室効果ガス排出削減目標を30%

まで上げることは、カーボンリーケージに対し

て影響が限定的であることを示している。

　・欧州委員会は、特に排出を制限する行動を取っ

ていない第 3 国に関連する、カーボンリーケー

ジの危険を監視し続ける。分析の対象となる潜

在的な措置として、EUETS の対象に輸入製品

も含める。

（米国における検討状況）

　米国では、これまで連邦議会で審議されてきた

排出権取引法案（例えば、2008 年 5月に上院に提

出されたボクサー・リバーマン・ワーナー法案（第

110 回議会 S.3036）、2009 年 4 月に提出されたワ

クスマン･マーキー法案（第 111回議会 H.R. 2454）

など）で排出権提出義務付け制度が盛り込まれて

いた。以下では、ワクスマン・マーキー法案に記さ

れていた制度を概観する（同法案は上院を通過せず、

廃案となった）。

（ⅰ）対象となりうる業種

・「エネルギー集約度」（生産量当たりのエネルギー

使用量）または「温室効果ガス集約度」（生産

量当たりの温室効果ガス排出量）が 5％以上で、

かつ「貿易集約度」（産品の国内市場（国内出荷

額＋輸入額）に対する当該産品の自国による輸出

入額の割合）が 15％以上の業種。
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・貿易集約度に関わらず、エネルギーまたは温室効

果ガス集約度が 20％以上の業種。

・その他、法案の規定に基づき、上記業種に準ず

るものと認められた業種。

※上記にかかわらず、石油精製業は対象業種でな

いとみなされる。

※上記の条件に合致する業種は、具体的には化学、

紙、非金属鉱物（セメントやガラスなど）、一次

金属（アルミ、鉄鋼など）などと分析されている。

（ⅱ）対象となりうる産品

・産業分類表と関税分類表の対照表に基づき、（ⅰ）

の対象業種において生産されていると認められる

産品。

・次の条件をすべて満たす産品。

①（ⅰ）の対象業種で生産されている産品のうち1

つ以上を相当量含むこと。

②国境措置の発動の前提となる規則が当該対象業

種について定められており、かつその規則が義務

付ける輸入時の排出権の提出量がゼロでないこ

と。

③産品を生産する業種の貿易集約度が 15％以上で

あること。

④当該産品について国境措置を導入することが、技

術的・事務的に可能であり、生産に係るエネルギー

集約度や温室効果ガス集約度、生産者による費

用の価格への転嫁の可能性、その他考慮するこ

とが適切な要因に基づき、国境措置制度の目的

に照らして適切であることを、国内生産者が示し、

政府が認定すること。

（ⅲ）発動条件

・主要排出国が温室効果ガスの排出削減に応分に

貢献し、カーボンリーケージへの対応措置や温

室効果ガス排出削減目標を守らない国に対する

是正措置の採用が認められることを規定した、

多数国間の環境協定が、2018 年 1月1日までに、

米国との関係で効力を有していないこと。

・上記（ⅰ）の業種に係る、上記（ⅱ）の産品の米

国への輸入のうち、下記の条件の少なくとも1つ

に該当する国からの輸入が、輸入額の 85％未満

にとどまる（すなわち、条件を満たさない国から

の輸入が 15％以上に達する）こと。

①米国が参加する温室効果ガスの排出削減に関

する国際合意に参加しており、米国と同等以上

の温室効果ガス排出削減義務を負う国。

②米国が参加する当該業種に係る多数国間・二

国間の排出削減の合意の参加国。

③当該業種のエネルギー集約度または温室効果

ガス集約度が米国の当該業種と同等かそれよ

りも低い国。

（ⅳ）発動される措置

・対象産品の米国への輸入に際して、米国政府に、

米国内産業の温室効果ガスのコスト負担との均衡

を考慮した量の排出権を提出することを義務付け

る。

・ただし、下記の条件を満たす国からの輸入は除

く。

①上記（ⅲ）の①～③の条件。

②国連により後発開発途上国（LDC）と認定され

た国。

③全世界の温室効果ガスの排出量に占める割合

が 0.5%未満で、（ⅱ）の産品の米国への輸入

に占める割合が 5%未満の国。

（Ⅴ）発動時期、発動延期の要請

・米国大統領は、2018 年 6月 30 日までに国境措

置の対象となる業種を特定しなければならない（4

年ごとに見直し）。

・米国大統領がある産業分野における国境措置の

実施が米国経済・環境上の利益に反すると認め

た場合、採用の延期を議会に要請できるが、要

請から90日以内に上下両院でこれを認める決議

が可決されない限り、実施を取りやめることは出

来ない。

・措置の対象となる産品は、2020 年 1月1日以降

に米国に輸入されたもの。
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（2）気候変動対策が産業に与える影響
から見た評価

　各国間の気候変動対策に差異があったとしても、

それによる費用を通常の企業努力で吸収し、また

は、需要に大きな影響を与えずにそのまま価格に転

嫁することができれば、温室効果ガス集約度の高い

海外産品による国産品の代替には至らず、カーボン

リーケージは生じない。例えば、エネルギーなど気

候変動対策によって上昇する種類の費用が生産費

用全体に占める割合が大きくなければ、影響は限ら

れると思われる。他方、生産費用に占めるエネルギー

費用の割合が高い業種や、先進国と同等の温室効

果ガス排出削減義務を負わない新興国との競争が

激しい業種等には、大きな影響が生じうる。

図表Ⅱ‐補 1：米ワックスマン・マーキー法案の国境措置の概要
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　米国のワックスマン・マーキー法案の実施による

産業への影響に関する米国政府の報告書では、米

国に排出権取引制度導入した場合の各種の試算結

果が引用されている。主なものは以下のとおりであ

る。

・製造業全体で見た場合、環境対策の差異による

国内生産の減少や輸入品の増加は 0 ～1％程度

であり、カーボンリーケージの程度も少ない。

・紙業や鉄鋼業など、温室効果ガス集約度と貿易

集約度の双方が比較的高い産業においては、環

境対策の差異によって受ける影響は、平均よりも

大きいが、それでも国内生産の減少や輸入品の

増加は 1～3％程度である。

・ただし、これらの産業の中でも特に温室効果ガ

ス集約度や貿易集約度が高いものは、国内生産

の 5％超の減少など、より大きな影響を受ける可

能性がある。

　このように、産業競争力の低下やカーボンリーケー

ジは、製造業全体よりは、特定の業種に限られた

問題であるすれば、これを防止するための措置は広

範な産品を対象とするのではなく、特定の品目に限

定して対象とすることが適切との見方ができる。

　なお、カーボンリーケージや産業競争力の低下の

影響緩和策には、温室効果ガスの排出権の無償割

当など、他の手段もあり、どのような場合にどのよ

うな制度を採用することが妥当かは、個々の状況に

応じて判断すべきものと思われる。

（3）国際的な議論の動向
（対立の構図）

　気候変動対策に係る国境措置の採用に積極的な

立場の国は、世界全体での排出削減を目指す上で、

中国等の大排出国が削減の義務付けを拒否し続け

る中、国際枠組に入らない国に対し国境措置を導入

する可能性を示唆し、交渉を進展させようとしてい

る。もっとも、前述のとおり、米国やEUの内部でも、

WTOルールとの関係が必ずしも明確でないことや、

保護主義的な措置とみなされる危険性から、導入

に反対する、または慎重な検討を求める意見がある

（上記（1）参照）。

　他方、これらの措置の受け手になることが予想さ

れる途上国・新興国（特に中国・インド等）は、国

境措置について自国製品の輸出の際に大きな支障と

なると認識し、強く反発している。

（国連気候変動枠組条約における貿易措置への言

及）

　この問題について、これまでに成立している国際

合意は 1992 年に採択された国連気候変動枠組条

約第3 条 5 項と2010 年に合意された「カンクン合意」

パラ90 であり、以下のとおり規定している（下線追

加）。

第三条

　締約国は、この条約の目的を達成し及びこの条約

を実施するための措置をとるに当たり、特に、次に

掲げるところを指針とする。

5．締約国は、すべての締約国（特に開発途上締約

国）において持続可能な経済成長及び開発をもた

らし、もって締約国が一層気候変動の問題に対処

することを可能にするような協力的かつ開放的な国

際経済体制の確立に向けて協力すべきである。気

候変動に対処するためにとられる措置（一方的なも

のを含む。）は、国際貿易における恣意的若しくは

不当な差別の手段又は偽装した制限となるべきで

はない。

　これは GATT20 条の柱書をなぞった表現であ

り、気候変動対策を理由とした貿易措置について、

GATTの規律を超えた具体的な禁止事項や解釈指

針を示しているわけではない。

　

カンクン合意パラ90

　すべての締約国、特に開発途上国締約国に持続

可能な経済成長と開発をもたらす支援的で開かれ

た国際経済システムを推進するために締約国が協力

する必要があり、これにより気候変動の問題に対す

る優れた取り組みが可能になること、そして気候変
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動と戦うために取る措置は、一方的な措置も含めて、

貿易に対する独断的もしくは不当な差別あるいは見

せかけの制約を構成するものであってはならないこ

とを再確認

　

（COPでの議論の経緯）

　欧米諸国が気候変動対策に係る国境措置の導入

を検討していることを受けて、国境措置の扱いが気

候変動に係る2013 年以降の国際枠組を巡る交渉の

1つの論点となっている。2009年8月には、インドが、

条約の規律を強化し、「気候変動を理由としたいか

なる一方的な国境措置も採用してはならない」と規

定することを提案した。中国やサウジアラビアなど

の新興国はこれを強く支持したが、日本を含めた先

進国側は、各国の温室効果ガス排出削減目標に関

する合意が見られない中で、国境措置のみを取り上

げて全面的に禁止することに反対した。結局、国境

措置の扱いについては 12月の COP15 においても

先進国・途上国の対立が解けず、COP15 の議論を

総括した「コペンハーゲン合意」はこの点に何ら言

及していなかった。2011年 COP17 ではインドから、

「一方的貿易措置は，途上国にとって環境面，社会

面，経済面において悪影響をもたらし，気候変動

枠組条約の原則を損ねることから，締約国は明確

に一方的貿易措置を使用することを禁じるべきであ

る」との提案がなされたたが、先進国からは、本

議題は既に専門性のある他の国際機関で議論され

ているとの理由から、反論があり、結果として『COP17

では関連する議論があった』と会合後に事務局がま

とめる報告書に記載されるにとどまった。

（WTOにおける議論）

　WTO 協定と多国間環境協定の関係の整理は、

2001年に開始されたドーハ・ラウンドの交渉項目の

一つであるが（ドーハ閣僚宣言パラ31（ⅰ））、これ

まで既存のWTOルールと、絶滅危惧種の国際取

引を禁じたワシントン条約や有害廃棄物の国境を越

えた移動を規制するバーゼル条約等、貿易に対す

る具体的な規律を含んだ多国間環境協定との関係

について議論がなされており、気候変動に関する

合意が意識されてきたわけではない（第Ⅱ部第 3 章

1．（4）「多国間環境協定に基づく貿易制限措置と

WTO 協定の関係」参照）。

　ドーハ・ラウンドの外では、2007年のインドネシ

ア・バリ島におけるUNFCCC 第 13 回締約国会議

（COP13）の際に、「気候変動問題に関する貿易大

臣非公式対話」が行われた。そこで、貿易政策と

気候変動対策は、互いに矛盾するものではなく、む

しろ一方が他方の実現に資するべきことが確認さ

れ、気候変動問題に対応した新たな国際貿易ルー

ルを設けるためには、気候変動交渉の結果を待つ

必要があるとの見解で各国が一致した。

　この「気候変動交渉が先、貿易との関係の整理

は後」との方針は、2009 年末の COP15 後、2010

年 1月の世界経済フォーラム（ダボス会議）と併催

されたWTO 非公式閣僚会合における閣僚間の議

論においても再度確認されている。

　なお、2009 年 6月 26 日には、WTOと国連環

境計画（UNEP）が共同で、貿易と気候変動の関

係について様 な々観点から分析した報告書を発表し

た。この中で、気候変動対策を理由とした国境措

置のWTO 協定上の扱いについても、先例や学説

の状況が整理されているが、これは国境措置の導

入のWTOルール整合性について WTO 事務局が

特定の立場に立つことを示すものでも、WTO 加盟

国の法的地位に影響を及ぼすものでもない。

2．WTO協定に関する主要論点
　気候変動対策に係る国境措置とWTO 協定の関

係は、産品の輸入に際し、各国と合意した関税より

も重い負担を一方的に課すことを認めるルールの文

言解釈という法技術的な問題にとどまらず、地球環

境の保護の費用負担に関する国際的な合意がない

中で、各国が個別に対応することをどこまで認める

ことが適切かという政策論に直結する。

　そこで中心となる論点は、第 1に、国境税調整



554

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

が認められる範囲、第 2 に、産品の物理的特性

ではなくその生産過程に着目した国境措置（以下、

PPM（Process and Production Methods）措置と

いう）が認められる範囲である。

（1）国境税調整
　「国境税調整」とは、国境を越えて取引される商

品について、各国毎の内国税の差異を調整する措

置である。例えば、国内における産品の購入に際し

て課される消費税を、海外から輸入された産品に対

しても課したり（輸入国境税調整）、海外に輸出す

る国内産品について、消費税分を還付したり（輸出

国境税調整）することを指している。

　これらについての規律は、輸入品については

GATT2 条 2 項（a）及び 3 条 2 項、輸出品につい

ては GATT6 条 4 項、16 条の注釈及び補助金協

定等に規定されている。

　本補論では特に、米議会での国境措置関連法案

の審議などを踏まえ、国境炭素税の賦課が輸入品

に対する国境税調整として許容されうるかを取り上

げる。結論としては、国境炭素税を想定した規定は

なく、国境炭素税が、その性格上、GATTの想定

する国境税調整の範疇にとどまるものかについての

解釈論も確立していない。

①　国境炭素税は国境税調整として認められるか

　国境炭素税は、GATTの起草時に想定されてい

た措置ではない。国境炭素税が、通常の関税とは

別に GATT で認められている「国境税調整」とい

う仕組みとして認められるかどうかについては先例

がなく、学説には賛否両論が存在する。

　「国境税調整」とは、ある産品に対して内国税が

課されている場合には、その範囲内で、海外産品

の輸入時に負担を求めたり、国内産品の輸出時に税

を還付したりしても、関税譲許違反や補助金交付と

して問題とされることはないという仕組みで、輸入

品については GATT2 条 2 項（a）と同 3 条 2 項で

認められている。例えば、国内の消費税に相当する

負担を海外産品の輸入時に求めても関税譲許違反

とならないのは、このような規定があるためである。

　GATT2 条 2 項（a）は、内国税が国境税調整の

対象となるために、「当該輸入産品の全部若しくは

一部がそれから製造され若しくは生産されている物

品について…課せられている」（下線追加）ことを求

めている。これは、国境税調整が許容される内国

税が、通常は、産品そのものか、産品の材料、部

品等を対象としていることを想定しているためであ

る。

　炭素税が「産品」（例えば、鉄鋼製品）を対象と

して課されていると解すれば、GATT2 条 2 項（a）

の上の下線部分の条件は当然満たし、原理的には

国境調整できることになるが、以下（2）で説明する

「同種の産品」の議論を踏まえると、海外産品に単

純に炭素税を負担させることはできない可能性が高

い。

　他方、炭素税が「二酸化炭素」（ないし、その他

の温室効果ガス）に課されていると考えた場合、国

境税調整の対象となるためには、内国税の賦課され

る対象が①産品に物理的に残存している必要があ

るかどうか、②産品を製造するための投入物である

必要があるかどうか（エネルギーのような積極的な

投入物と、二酸化炭素のような副産物で扱いが異な

るかどうか）、が問題となる。この点については、輸

出時の国境税調整に関する規定や1970 年の国境税

調整に関するGATT 作業部会報告書の文言を根

拠に、二酸化炭素に対する課税についても国境税

調整が可能だとする学説があるが、そのような結論

に対する反対説もあり、議論の決着はついていない。

②GATT3 条2項との関係：「同種の産品」について

　GATT3 条 2 項第 1文は、輸入品には「同種の

国内産品に…課せられるいかなる種類の内国税そ

の他の内国課徴金をこえる内国税その他の内国課

徴金も、…課せられることはない」（下線追加）と

述べており、内国税を輸入産品に課す場合、「同種

の国内産品」に対する税をわずかでも超えてはなら

ないことを定めている。ここで、「同種の産品」（like 

products）とは何か、例えば多くの温室効果ガスを
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排出して製造された鉄と、少量の温室効果ガスしか

排出せずに製造された鉄が「同種の産品」といえる

かどうかが問題となる。

　

（「同種の産品」の基準）

　先例では、GATT3 条 2 項の国産品と海外産品

が「同種の産品」であるかどうかは、個別具体的な

事情にしたがって判断すべきとの前提をつけつつ、

以下のように、産品が「同種」であるかを判断する

上で考慮すべき4 つの特性が示されている（日本ア

ルコール飲料Ⅱケース、ECアスベストケース）。

　

　①物理的な特性

　②同様の用途に用いられる程度

　③消費者が代替品として認識し、扱う程度

　④国際的な関税分類

　

　このうち、①②④に基づいて判断すれば、産品

の生産過程における温室効果ガスの排出の多寡は

生産後の産品の特性に影響を及ぼさないから、「同

種の産品」か否かの判断にも影響を及ぼさない。

　他方、③に基づけば、生産過程における温室効

果ガスの排出量が「同種の産品」かどうかの判断

を左右する可能性がある。例えば、消費者が製品

の生産過程における温室効果ガス排出量の多寡を、

消費行動の基準としている市場を想定し、温室効

果ガス排出量の少ない製品と多い製品が直接的競

争又は代替可能な産品である場合には「同種の産品」

と判断される可能性もある。しかし、実際にこの手

法を適用することを考えると、そもそも産品の生産

にあたってどの程度の温室効果ガスが排出されたの

かを確定することは必ずしも容易ではない上、どの

程度の排出量の差であれば「同種の産品」にとどま

り、どの程度の差であれば「同種の産品でない」と

言えるのかは不明である。したがって、温室効果ガ

スの排出量によって、「同種の産品」であるかどうか

を判断するためには、少なくともその根拠となる国

際基準等を整備する必要があるのではないかとの

議論がある。

（「同種の産品」に関する判断による国境炭素税の

評価への影響）

　仮に「製造過程における温室効果ガスの排出量

の多寡は、最終製品が『同種の産品』であるかを

左右しない」と考えた場合、製造過程における温

室効果ガスの排出量に応じて負担額が決まるような

国境炭素税は GATT3 条 2 項第 1文に合致しない

と考えられる。

　例えば温室効果ガスの排出量 1トンあたり1000

円の課税を定めた場合、同じ量の鉄を製造する際に、

国内産品は温室効果ガスを1トン、輸入品は 2トン

を排出したとすると、前者の税負担は 1000 円、後

者の税負担は 2000 円になる。ここで国内産の鉄も

輸入品の鉄も「同種の産品」であると判断されれば、

輸入品のほうが負担が重いため（1000 円に対して

2000 円）、GATT3 条 2 項第 1文の「同種の」国内

産品に課せられた内国税・内国課徴金「をこえる」

内国税・内国課徴金を課していることとなる。

③　国境炭素税と最恵国待遇義務の関係

　上記①及び②では、国境炭素税に不満を持つ加

盟国が、自国の輸出産品に国境炭素税が課された

場合に、輸出先の国産品に比して不利に扱われて

いる（内国民待遇義務違反）と主張する場合の論

点を述べたが、他国の輸出産品との比較において自

国の輸出産品が不利に扱われているとの主張（最恵

国待遇義務違反）の主張がされることも考えられる。

　すべての輸出国に対して、産品の生産の際に排

出された温室効果ガスの排出量等の基準に基づき、

一律の方法で計算した国境炭素税税率を課した場

合、表面上はいずれの国に対しても同一の対応をし

ているため、一見すると最恵国待遇義務を満たす

かのように見える。しかし、先例は、GATT1条 1

項の規律は輸出国の間での形式的な同一待遇を保

障することではなく、すべての国の産品を実質的に

平等に扱うことを求めている（カナダ自動車関連措

置ケース）。例えば、同一の算出方法に基づく税率

が適用されている場合でも、技術水準が高く資金

調達が容易であるなどの条件に恵まれて容易に温



556

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

室効果ガスの排出を抑えられる国の産品と、そのよ

うな条件に恵まれない国の産品との間で、実質的な

不平等が生じているかどうかなどが問題になりうる。

　他方、上記の点を考慮し、輸出国の状況に応じ

て国境炭素税の税率を調整した場合、特に、各国

の負う具体的な温室効果ガスの排出削減義務につ

いて国際的な合意がない状況では、果たしてその

調整が妥当なものか、との新たな問題を生ずること

になる。

　なお、現在検討されている国境措置の中には、

例えば、温室効果ガスの義務的な排出削減を盛り

込んだ国際合意の当事国や、後発開発途上国（Least 

Developed Countries: LDCs）、世界全体の温室効

果ガス排出量にほとんど影響を及ぼさない小国を適

用対象としていないものがある。

　これには、それぞれの輸出国の状況を反映した

対応という側面もあるが、輸出国による扱いの適否

を判断する基準となる国際合意がないまま実施され

れば、そのような適用除外を受けない加盟国に対す

る最恵国義務違反となる可能性が高い。

④　国境炭素税とGATT20 条の関係

　国境炭素税が GATT1条や GATT2 条・3 条違

反と判断された場合でも、それだけではWTO 非

整合的であるとの結論には至らず、次に GATT の

他の規定に抵触した措置を例外的に許容する第 20

条（一般例外）によって国境炭素税が認められるか

が問題となる。

　GATT20 条に基づいて措置を正当化するために

は、まず問題となる措置が（a）号から（j）号まで

の例外事由のいずれかに該当することを示し、さら

に GATT20 条の「柱書」（（a）号から（j）号まで

の場合に共通して適用される部分）による制約を満

たすことを示す必要がある。

　環境保護目的の措置は、多くの場合 20 条の（g）

号に当たるものとして正当性が主張されてきたので、

以下、先例（特に、米国ガソリン基準ケース、米国

エビ及びエビ製品に対する輸入制限ケース及び同履

行パネル）に基づき、まず国境炭素税が 20 条（g）

号の条件に合致するか否かを検討し、その後 20 条

柱書との関係を検討する。

　

（ⅰ）国境炭素税とGATT20 条（g）号の関係

（「温室効果ガスの濃度が低く保たれた大気」の「有

限天然資源」への該当性」）

　国境炭素税が 20 条（g）号に該当するかどうか

判断するためには、まず、国境炭素税が「有限天

然資源」を保存するための措置であるかどうかが問

題となる。国境炭素税は「温室効果ガスの濃度が

低く保たれた大気」を保存するための措置であると

考えれば、「温室効果ガスの濃度が低く保たれた大

気」が「有限天然資源」といえるかが問われるが、

これが「有限」であること、「天然」であることは

明かであり、「資源」について狭く解釈しない限り、

該当する可能性は高いと考えられる。先例上、「有

限天然資源」は貴金属などの鉱物性資源に限られ

ず、「清浄な空気」も有限天然資源として認められ

ている（米国ガソリン基準ケース）。

　

（規制国の管理領域外の有限天然資源の保護の妥当

性）

　次に、規制国によって管理された「領域外」の有

限天然資源の保護も、GATT20 条の援用事由にな

るか、との問題がある。この点については、先例は、

回遊性のウミガメの保護を理由に、他国の領海にお

けるエビ漁の方法を問題にする規制も有限天然資源

の保護として認めており（米国エビ及びエビ製品に

対する輸入制限ケース）、他国での温室効果ガス排

出と自国領域の大気の保護との間に一定の関連性が

あれば、国境炭素税も自国の有限天然資源を保護

する措置と認定されるものと思われる。温室効果ガ

スの排出は、地球上のどこで行われても最終的には

大気全体の温室効果ガス濃度に影響を与えるため、

排出源が自国の管理領域外であることによって20条

（g）号の適用が否定されることは考えにくい。

　

（有限天然資源の保存「に関する」措置か）

　次に、国境炭素税の目的と、「有限天然資源の保
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存」との関係が問題となる。GATT20 条（g）号の

文言は、同号による正当化を目指す措置が単に有

限天然資源の保存に「関する」ものであることを求

めているに過ぎないが、先例によれば、措置が「副

次的」あるいは「意図せずに」天然資源の保存の

効果をもたらすものであるだけでは不十分であり、

措置が「必要」であることまでは要求されないもの

の、措置の主たる目的が天然資源の保存であること、

すなわち、手段と目的の間に実質的な関連性がある

ことが要求される。

　先例に従い、国境炭素税を国内の制度と切り離し

て評価するのではなく、国内の炭素税と一体の措置

として検討した場合、この措置が全体として温室効

果ガスの排出削減を通じて、「温室効果ガスの濃度

が低く保たれた大気」の保存を主たる目的とするも

のであることは明らかであるから、GATT20 条（g）

号の条件を満たすと考えられる。

　なお、国境炭素税は先進国における産業競争力

の維持や雇用の確保を目指した措置であり、「有限

天然資源の保存」を目的としているとは言えないの

ではないか、との議論も考えられる。しかし、国境

炭素税に国内企業の競争力維持に資する面がある

からといって、直ちに有限天然資源の保存に関する

措置でないと判断されるわけではない。国内の温

室効果ガス排出規制を強化した結果、排出の多い

産業が海外の規制の緩い国に移転し、地球全体で

見た排出量が減らない（若しくは増える）、というカー

ボンリーケージの考え方そのものが否定されるか、

国境炭素税の客観的構造がカーボンリーケージ対

策として説明できないような設計になっていない限

り、国境炭素税を「有限天然資源の保存に関する

措置」であると説明することは可能であろう。

　

（国境炭素税は国内の消費に対する削減と「関連し

て実施される」措置か）

　有限天然資源の保護に関して実施される措置を

GATT20 条（g）号で正当化するためには、措置が「国

内の生産又は消費に対する制限と関連して」実施さ

れていなければならない。この規定は、輸入産品と

国産品とを全く同一に扱うことを求めているわけで

はなく、先例上も、産品に制限を課するに当たって「公

平な取扱い」があればよいとされている（米国ガソ

リン基準ケース）。そのため、国境炭素税が国内の

炭素税と全く独立して設けられているような例を別

にして、輸入産品と国産品の双方に炭素税が賦課さ

れ、輸入産品の絶対的な負担（税率）が国産品と

同等以下であれば、通常は「公平な取扱い」がなさ

れているといえるであろう。

　

（ⅱ）国境炭素税とGATT20 条柱書の関係

　上記（ⅰ）において、GATT20 条（g）号を根拠

に国境炭素税が正当化されるための条件を検討し

たが、同号によってGATT の規律に対する例外が

認められるためには、前述のとおりGATT20 条の

柱書の要件も満たす必要がある。

　GATT20 条柱書は、同条（a）から（j）各号の

条件を満たす措置は「同様の条件の下にある諸国

の間において恣意的な、若しくは正当と認められな

い差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿

易の偽装された制限となるような方法で、適用」さ

れてはならないと定めている。

　先例では、まず一般論として、GATT20 条がそ

の性格上、他の GATT 条項によって加盟国に与え

られた利益に対する「例外」措置であることが確認

されている。そして、加盟国によるGATT20 条の

援用が、権利濫用に当たってはならないことも指摘

され、ある措置の適用の GATT20 条柱書との整

合性を判断するに当たっては、輸出国と輸入国それ

ぞれの権利の間で均衡をとる必要があることが強調

されている。

　以上を踏まえ、米国エビ及びエビ製品に対する輸

入制限ケースでは、米国の措置が恣意的な、また

は正当と認められない差別待遇に当たるかどうかが

検討される際、①規制が、輸出国の国内における

特殊事情を反映する柔軟性を有しているか、②規制

を実施する前に、輸出国と適切に交渉を行ったか、

③規制の実施過程において、公正な手続きが保証

されていたかどうか、という点が重視された。
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（規制の基準が、輸出国における特殊事情を反映す

る柔軟性を有しているか）

　先例は、環境基準を満たすために、輸出国に経

済制裁を課して事実上自国と同様の措置の採用を

求めることを「恣意的または正当でない差別」にあ

たると判断する一方、環境基準を満たす手段につ

いて自国の規制と「同等の効果」（comparable in 

eff ectiveness）を持つことを求め、その具体的態様

については柔軟性を認めつつ何らかの基準の採用

を輸入を許可する条件としたことは、「恣意的または

正当でない差別」にはあたらないと結論づけてい

る。

　したがって、国境炭素税について、輸出国の国

内状況を一切考慮せずに特定の税率を課すことは、

国内と同一の負担を求める場合であっても「恣意的

または正当でない差別」と判断される可能性があ

る。他方、国境炭素税の税率の算定に当たり、輸

出国の国内状況（経済の発展段階等）を考慮して

定めるという規定であれば、この要件をひとまずは

満たすことができる可能性が高い。また、先例は、

米国のとった貿易措置が「輸入禁止」という重いも

のであったことに言及しているので、これと「国境

炭素税の賦課」の貿易措置としての性格の違いが

考慮される可能性はある。

　

（規制を実施する前に、輸出国と適切に交渉を行っ

たか）

　先例では、米国が一部の国とは協議して環境へ

の配慮を満たす輸入ルールについて合意に至ったの

に対し、提訴国を含む他の輸出国とは全く協議を

せずに輸入を規制した点を指摘して、適切な交渉努

力を欠いたことを「正当と認められない差別」を判

断する上での重要な要素としている。ここでも、米

国が採用した措置が、自国の基準を満たさない産

品の「輸入禁止」という、「加盟国の貿易措置の武

器庫の中で、通常は最も重い「武器」といえる」こ

とが考慮されている。

　なお、米国が是正措置を履行したかどうかが争

われた履行パネルにおいては、合意にまでは至らな

くとも合意を目指した誠実な交渉努力がなされてい

たことを主要な根拠として、GATT20 条への整合

性が肯定された。すなわち、この交渉努力の義務は、

交渉の妥結まで求めるものではない。

　したがって、国境炭素税についても、措置の適用

を受ける国と誠実に交渉すれば、結果的に合意に至

らなくても、この要件を満たすことができる可能性

が高い。しかも、発動される貿易措置が「輸入禁止」

よりも軽いことを考えれば、ここで求められる交渉

努力は先例で十分とされた交渉努力（ウミガメ保護

のための多国間条約の合意を目指した国際会議の

主催など）に及ばなくとも足りるとされる可能性が

ある。

　すでに欧米諸国を含め、すべての主要国は世界

規模での温室効果ガスの排出削減を目的とした国

際交渉を長期間行っている。しかし、単に形式的に

国際交渉を行っていただけでは十分とされず、国境

措置の導入の回避に向けて誠実な交渉努力を尽くし

たとの実態を示すことが求められる可能性もある。

　

（規制の適用過程において、公正な手続きが保証さ

れていたか）

　先例は、「恣意的な差別」を認定するに当たって、

輸入国の基準を満たしたかどうかの判断の基準が

具体的に示されず、また判断過程も透明性を欠くな

ど、基準の適用をめぐる手続きの公正さが欠けてい

たことを判断要素の一つとしている。そして、これ

らの改善が図られたことを、「恣意的な差別」にあ

たる適用状況が是正されたことを認める根拠の一つ

にしている。

　したがって、国境炭素税の賦課、特に上記①に

かかる具体的な税率の決定に当たっては、輸入国

が公正・公平に明確な判断基準に従ったと主張でき

るような手続きが確保されることが重要となる。

　

（ⅲ）まとめ

　GATT20 条によって国境炭素税の GATT2 条・

3 条違反を正当化するためには、まず当該措置が

GATT20 条（g）号の示す要件に合致する必要が
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あるが、国内の炭素税と一体の措置として国境炭素

税を導入すれば、これらの要件を満たす制度を設

計することは可能との見解は多い。

　他方、国境炭素税とGATT20 条柱書との整合

性を確保する、特に「同様の条件の下にある諸国の

間において任意の若しくは正当と認められない差別

待遇の手段」とみなされないようにするためには、

例えば、輸出国の事情に配慮して税率を調整できる

ような柔軟性を制度に持たせるなど、制度設計上の

注意が必要となる。

⑤　温室効果ガスの排出権提出義務付けの位置づけ

　これまで専ら国境炭素税とWTO協定との関係を

検討してきたが、以下では、産品の輸入の際に温

室効果ガスの排出権の提出を義務付ける制度につ

いて検討する。

　排出権の提出義務付けは、国境炭素税と異な

り、金銭の負担のみを求めるものではないため、

GATT2 条や同 3 条 2 項の対象ではなく、「関税そ

の他の課徴金以外の禁止・制限」を扱う同 11条、

または国内規制の輸入産品への適用を扱う同 3 条

4 項の対象となりうる。

　排出権の提出義務付けが関税や課徴金の賦課と

は異なる国境措置だと判断された場合、GATT11

条 1 項の規定（「締約国は、関税その他の課徴金

以外のいかなる禁止又は制限も新設し…てはならな

い」）の文言に抵触する。そのため、GATT20 条

等による正当化が必要である。

　他方、排出権の提出義務付けが、海外産品の

みに適用される国境措置ではなく、国内規制の一

環だと考えれば、GATT3 条 4 項が国内規制に関

し、海外産品に対して国産品「より不利でない待

遇」を与えなければならないと定めていることとの

関係が問題になる。この場合、国境炭素税に関す

るGATT3 条 2 項への整合性とほぼ同様の結論に

至ることが考えられる。

　なお、輸入の際に求められる「排出権の提出」は、

輸入の数量に上限を設けるものではなく、排出権の

購入という形で金銭の負担を求めるものに過ぎない

ので、「関税その他の課徴金」に当たり、したがっ

てGATT11条や同 3 条 4 項ではなく、あくまでも

GATT2 条・同 3 条 2 項で扱われるべき措置であ

るとの見解も数多く見られる。その場合、国境炭素

税に関する議論が排出権提出義務付け制度につい

ても当てはまることになる。

⑥　結論

　以上の検討から、国境炭素税、排出権の提出義

務付けのいずれについても、GATT の条文は、こ

れらの制度の設計に様 な々制約を課している（なお、

本論では言及はないが、輸出時の排出枠償却費用

の還付による国境措置が別途存在し、これについ

ては補助金協定上で問題となるのか検討する必要

がある）。

　気候変動対策としての国境措置のWTO 整合性

は、一般論ではなく、具体的な制度設計に依存する。

　

（主要参考文献）
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2454 on International Competitiveness and 

Emission Leakage in Energy-Intensive Trade-

Exposed Industries ? An Interagency Report 

Responding to a Request from Senators Bayh, 

Specter, Stabenow, McCaskill, and Brown”.

WTO-UNEP （2009）, “Trade and Climate 

Change：A report by the United Nations 

Environment Programme and the World Trade 

Organization”, World Trade Organization.

（2）PPM措置
　PPM 措置は、輸入産品の物理的特性ではなく、

その生産過程に着目して貿易制限を課す点が特徴

である。多くの場合、環境保護目的の規制は、産

品の生産過程の害悪（例えば汚染物質の排出）を

防ぐことを意図したものなので、PPM 措置に当たる。

　これまで WTO上級委員会は、「4．WTO 整合

性評価のための具体的論点」で詳述する米国エビ

及びエビ製品に対する輸入制限ケースなどに見られ



560

第Ⅱ部　WTO協定と主要ケース

るように、環境保護を理由とした貿易措置について、

次のような2段階の審査をしてきた。すなわち、まず、

GATT2 条、3 条、11条等の規定との整合性につ

いては、これらの条文を厳密に解釈し、措置をこれ

らの規定に反するとした上で、次に、それぞれの措

置が GATT20 条によって例外的に認められるべき

ものかどうかについて、加盟国の権利義務を個別具

体的に比較衡量して判断する、という手法を採用し

てきた。これにより、環境保護を目的とした貿易措

置を一定の範囲で認めつつ、生産過程において自

国と同様の労働基準・人権基準遵守が義務付けら

れている産品についてのみ輸入を認めることにつな

がりかねない、PPM 措置の無秩序な拡大を防いで

きた。

　国境炭素税についても、これまでの判断枠組を

前提とすれば、自国における気候変動対策をもとに

国境措置を導入することは、国境税調整として認め

られない可能性があり、その場合は GATT20 条例

外に該当するかどうかという判断が鍵となる。そこ

で、各国がどのような温室効果ガスの排出削減義

務を負うかについて国際的な合意がない状況にお

いて、20 条例外として認められるようにするために

は、他国、特に「共通だが差異ある責任」の観点

から途上国に対する負担を軽減できる措置をとらな

ければならない。他方、当然のことながら、一方で

はカーボンリーケージ対策としての実効性も確保し

なければならない。制度設計にあたっては、各国、

特に途上国がどのような排出削減措置をとるかなど

を十分に考慮しつつ、この 2 つの要請を満たす方

策を見いだす必要がある。

（3）現行ルールの限界
　個別案件毎にGATT20 条の例外に該当するかど

うかを検討し、WTO 整合性を判断する上記の手

法をとる結果、どのような措置が WTO 協定上許さ

れるのか、先例から一定の示唆が得られるとはいえ、

制度設計段階での予見可能性が欠けるため、紛争

が多発する危険がある。気候変動問題に関する紛

争は、経済的影響が大きく、各国間で激しく利害が

対立し、政治化しやすいことから、このような紛争

が WTO 体制に与える影響が懸念される。

　したがって、気候変動交渉において一刻も早く、

すべての主要国が参加する、公平かつ実効性のあ

る国際枠組が構築され、これに基づいて、気候変

動対策を理由とした貿易措置の扱いが、多国間交

渉で検討され、何が許されて何が許されないのか、

明確な要件が確立されることが望ましい。その方法

としては、GATT の条文修正、明確な解釈基準の

確定、GATT の条文と抵触した場合に例外として

認める旨の義務の免除規定の合意等などが考えら

れる。しかし、現実には気候変動の国際交渉は難

航しており、国際合意がない状況にどう対処するか

という問題が残されている。
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補
論
１

貿
易
と
環
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参　考

1．議論の背景

　1994 年 4 月のマラケシュ閣僚会議においては、

貿易政策と環境政策を相互に支持的なものとするこ

と等を目的として、WTO に貿易と環境に関する委

員会（CTE）を設置すること、① WTO 協定と環

境目的の貿易措置（多国間環境協定（MEAs）に基

づくものを含む）との関係、② WTO 協定と以下の

措置（環境目的の租税及び課徴金、強制規格、任意

規格、パッケージング、ラベリング、リサイクリン

グ等の産品に関する環境目的のための要件）との関

係、③ WTO 協定と多国間環境協定の紛争処理機能

との関係等、計 10 項目を具体的検討項目とするこ

と等が決議された。

　その後、2001 年 11 月のドーハ閣僚会議において

は、EU が、① WTO 協定と MEAs との関係の明

確化、② WTO 協定と環境ラベリングとの関係の明

確化、③科学的根拠が不十分な場合の危険性評価・

管理の 3 論点について交渉化を求めた。しかしなが

ら、大多数の国は貿易と環境の交渉化自体には反対

で、前記 10 項目についての検討継続を支持してい

たため、閣僚宣言では、妥協的解決として、限定さ

れた分野での交渉の立ち上げ（パラグラフ 31：（ⅰ）

WTO協定とMEAs上の特定の貿易上の義務（STO：

Specifi c Trade Obligation）との関係、（ⅱ）MEAs

事務局と WTO 委員会との情報交換等、（ⅲ）環境

物品及びサービスについての市場アクセス改善等の

3 項目を貿易と環境委員会特別会合（CTESS）で検

討）と、第 5 回閣僚会議（カンクン）における交渉

可能性を残した検討の継続（パラグラフ 32：（ⅰ）

環境上の措置が開発途上国との関係での市場アクセ

スに関する影響、（ⅱ）TRIPS 協定、（ⅲ）環境ラ

ベリング）が盛り込まれた。

　2003 年 9 月の第 5 回カンクン閣僚会議において

は、上記パラグラフ 32 のいずれの項目も交渉化さ

れず、カンクン後、2004 年 4 月の会合から実質的

な議論が再開された。

　2004 年 8 月の一般理事会決定（枠組合意）では、

CTESS において、環境物品としての品目特定を行

い、一方、NAMA においては、実際の関税引き下げ、

撤廃について検討することが盛り込まれた。2005

年 12 月の香港閣僚宣言では、パラグラフ 31（ⅰ）

及び（ⅱ）については、「作業の進捗を認識する」

との記述し（宣言パラグラフ 31）、パラグラフ 31（ⅲ）

については、「速やかに作業を完了させる」方針が

確認された（宣言パラグラフ 32）。

2．現在の概況

　パラグラフ 31（ⅰ）（WTO 協定と MEAs の関

係）については、我が国、EU 等が、WTO ルール

と MEAs の関係の概念的な整理（トップダウン・

アプローチ）を主張、それ以外の各国（米、豪、開

発途上国等）は、限られた個々の MEAs の条文と

WTO ルールとの関係の判別（ボトムアップ・アプ

ローチ）を主張するとともに、米豪は国内における

貿易担当・環境担当機関の連携により問題解決が

可能として、CTESS における国内経験の共有を重

視している。2007 年の CTESS においては、MEAs

の交渉及び実施にあたっての国内調整や、貿易担

当・環境担当機関の連携に関する国内経験の共有、

MEAs の専門知識の紛争処理における活用につい

て、それまでの議論を整理するべく議論が継続され

た。

　パラグラフ31（ⅱ）（WTOとMEAsとの情報交換、

オブザーバ資格付与基準）については、各国とも各

事務局間の情報交換の重要性は認識しつつも、近年

は議論が停滞していた。しかし、2006 年 5 月に EU

が、2007 年 2 月には米国がそれぞれ提案を行った

ことから、現在はこれら提案に基づき検討が行われ

ている。

　パラグラフ 31（ⅲ）（環境関連物品等の関税及び

非関税障壁の削減）については、2002 年の「貿易

と環境委員会」における交渉開始以降、我が国をは

じめ、米国、EU、カナダ、豪州、NZ、スイス、韓

国等先進国が、関税削減・撤廃の対象とすべき環境
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物品のリストを提案し、2007 年 5 月には、我が国、

カナダ、EU、韓国、NZ、ノルウェー、台湾、スイ

ス及び米国の 9 か国で作成した共同物品リストを提

案した。これに対して、インド、南ア、ブラジル等

を中心とする開発途上国は、マルチな取り決めとし

ての環境物品リスト作成（いわゆる「リスト・アプ

ローチ」）につきまとう「デュアル・ユース」の問

題（環境目的以外にも使用可能な物品がリストに含

まれること）が解消されていないと主張し、個別具

体的な環境保全・改善プロジェクトに使用される物

品にのみ用途別免税を適用する方式（いわゆる「プ

ロジェクト・アプローチ」）が望ましいとの従来か

らの主張を行った。また、2007 年 9 月には、ブラ

ジルが、リスト・アプローチでなく二国間交渉（リ

クエスト＆オファー方式）に委ねるべきであり、バ

イオ燃料を対象とすべきとの提案を行った。また、

2007 年 11 月には、米国が、地球温暖化対策の一環

として、エネルギー効率を高める製品やサービスに

係る関税等の貿易障壁の撤廃をドーハ・ラウンドで

交渉するよう EU と共同で提案した。2008 年 7 月

には、CTESS 議長より、各国より環境物品と認識

している品目及び環境物品のリクエストとオファー

を 9 月に提出し、10 月にはそれらについての集中

的な協議を実施するとのスケジュールが提示され、

10 月には具体的な品目提出のためのフォーマット

が議長より各国に対して提示された。これを受けて、

我が国は 2010 年 2 月に、気候変動問題への対処と

いう観点から、省エネルギー製品等を関税削減の対

象品目とした提案を WTO に提案した。その後も、

議長の求めに応じ、各国から提案が提出されてい

る。2012 年 9 月には APEC において、54 品目の環

境物品について、2015 年末までに実行関税率を 5％

以下に削減することが合意され、WTO における交

渉にも良いシグナルとして好意的に受け止められた

が、2013 年末の第 9 回定期閣僚会合までは技術的

な議論を継続すべきとの意見が加盟国間にあったた

め、現在まで交渉に大きな進展は見られない。この

ようななか、APECで合意された環境物品リスト（太

陽光パネル、風力発電機、ガスタービン、気体ろ過器、

排ガス測定器等）の作成等を受け、2014 年 7 月には、

WTO の有志国 14 か国・地域（日本、米国、EU、

中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、カナダ、

豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、コ

スタリカ）による、環境物品交渉が立ち上げられた。

日本は、環境物品交渉の加速は、ドーハ・ラウンド

全体の活性化や、環境物品の世界的普及を通じた地

球温暖化対策や我が国環境関連産業の支援に貢献で

きると考えており、今後とも環境物品交渉の加速に

向けて積極的に取り組んでいく旨を発表している。



1 「効果理論」について
　○国際法協会「制限的取引法委員会」
　　ニューヨーク総会（1972 年）において、「効果理論」を国際法の原理として承認。
　　「効果理論…国家は、以下の要件が充足される場合には、領域外において行われ、かつ、領域内に効果を生じる行為を規制す

る法規範を定立する管轄権を有する。
　　　・当該行為とその効果が、当該法規範の適用対象となる活動の構成要件であること
　　　・領域内における効果が実質的であること、及び、
　　　・その効果が、領域外の行為の直接の、かつ、主として意図された結果として生ずること。」
　○万国国際法学会
　　オスロー総会（1977 年）において、多国籍企業の競争制限的行為を規制する管轄権を、効果理論（意図された、少なくとも

予見可能な、実質的な、直接的かつ即時的な効果を領域内に及ぼす領域外の行為に対する適用）によって基礎づけることとした。
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補論 2　国際的経済活動と競争法

（1）国家法の域外適用（立法管轄権の
行使）と効果理論

　通常、一国の法律は、その国の領土内において

適用され、その効力は外国に及ばないというのが原

則である。このような「属地主義」の考え方は、原

則としては、各国競争法（反トラスト法、独占禁止

法等）にもあてはまる。

　しかし、経済活動のグローバリゼーションの進展

により、外国で行われた行為が自国市場に重大な

影響を及ぼす場合が増加してきたことを受けて、厳

格に「属地主義」を適用するだけでは、競争法によ

る効果的な規制が必ずしも実現できないとされるよ

うになった。

　従来から、外国で行われた行為であっても自国の

市場に競争制限的効果が及ぶ場合（例えば、自国

が輸入している製品について輸出国側の企業が価

格カルテルを行っている場合）に、当該行為に対し

て自国の競争法を適用することが一定程度行われて

きている。

　特にこの数年、カルテル行為が国際的に禁止すべ

き行為である点について先進国間で一致が見られる

こと（「ハードコアカルテルに対する効果的な措置に

関するOECD 理事会勧告（1998 年）」等）もあり、

国際カルテルによって自国の市場において影響を受

けた国が自国の競争法を適用することは、米国、

欧州を中心に幅広く行われるようになってきており、

競争法の域外適用として問題視されてきた点も、国

際カルテル抑止の流れの中で考える必要がある。

補論2
国際的経済活動と競争法

　ここで取り上げる「国際的経済活動と競争法」の

問題は、直接的にはWTO 協定との整合性に係る

ものではないが、国際法上の許容性の観点から問

題となるために検討するものである。国際的経済活

動が活発になる中、本来は自国の市場を規律する

役割を持つ各国の競争法を、国外で生じた事象に

どこまで適用できるのかという点は、益々重要性を

増している。あわせて、自国外の事業者に自国の

競争法を実際上執行できるか（「執行管轄権」）と

いう手続上の点についても最近問題となってきてい

るために、この点からも検討を行う。

1．域外適用をめぐる問題点



2 本件は、我が国テレビ製造販売業者が東南アジアに所在する製造子会社等（ブラウン管テレビの実質的な製造拠点）に購入させ
るテレビ用ブラウン管について、我が国、韓国、台湾等のブラウン管製造販売業者ら及び東南アジアに所在するその子会社等（ブ
ラウン管の実質的な製造拠点）が共同して上記ブラウン管の最低販売価格を設定していたことが不当な取引制限に該当すると
されたものである。

　本件において、上記ブラウン管の販売行為や上記最低販売価格の設定行為はいずれも日本国外（東南アジア）において行われ
ていたが、①ブラウン管製造販売業者らが上記最低販売価格に基づいて我が国テレビ製造販売業者と上記テレビ用ブラウン管
の価格等の取引条件を直接交渉及び決定していたこと、②東南アジア地域に所在するブラウン管製造販売業者らの子会社等に
対して上記で決定した価格での販売を指示していたこと、また、③ブラウン管製造販売業者らの子会社等はその指示に基づく
価格で東南アジア地域に所在する我が国テレビ製造販売業者の製造子会社等に販売していたこと、④我が国テレビ製造販売業
者の製造子会社等は自ら製造したブラウン管テレビの大部分を我が国テレビ製造販売業者に販売していたことから、我が国市
場における競争を実質的に制限していたと判断して我が国独占禁止法を適用したものと考えられる。
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　米国をはじめEU 諸国を含めた少なからぬ国（と

りわけ OECD 諸国）は、「属地主義」を拡張した「効

果理論」1 の考え方を採用していると言われており、

またこのような「効果理論」の考え方自体は、1970

年代に国際法協会及び万国国際法学会といった学

術団体によっても承認されている。国際的な学術団

体が承認していることをもって、直ちに「効果理論」

の考え方が国際法上許容されると断言することはで

きないが、国際法の形成に重要な役割を果たしてい

るこれらの学術団体による承認は、現在の国際的

な理解の在り方を傍証するものとして捉えることが

できる。

　我が国においても、公正取引委員会の独占禁止

法渉外問題研究会報告書（1990 年）が、「効果理論」

に基づく競争法の域外適用については、「外国企業

が日本国内に物品を輸出するなどの活動を行ってお

り、その活動が我が国独占禁止法違反を構成する

に足る行為に該当すれば、独占禁止法に違反して、

規制の対象となると考えられる。」として「効果理論」

を認めたが、上述の観点からは、妥当なものと言え

る。

　また、外務省の委託研究報告書（「競争法の域外

適用に関する調査研究」2001年 3月）においても、

「国家は、ある事項が自国と密接、実質的、直接か

つ重要な関連があるため、係る事項を対象とするこ

とが国際法及びその他の様 な々側面（諸国家の慣行、

不干渉及び相互主義の原則並びに相互依存の要請

も含む）に合致する場合には立法管轄権を有する」

という「密接関連性」を域外適用の可否を判断する

際の基本の1つとすることが適当と考えられるとの

見解が述べられている。

　こうした状況の中、厳密な意味での域外適用の

事案にあたるかどうかはともかく、実務上も、ノーディ

オン事件（1998 年）において、日本企業に排他的

契約を強制したカナダの事業者に対して独占禁止法

3 条違反で勧告をした事例や、不公正な取引方法

に違反するとして、米国マイクロソフト社に対して勧

告を行った事例（2004 年）、国際カルテルを行った

外国事業者に対して独占禁止法 3 条違反により排

除措置命令を行った事例（2008 年）、さらに日本企

業の海外子会社に対する販売に関し価格カルテルを

行った外国事業者に対して独占禁止法3条違反によ

り排除措置命令のみならず課徴金納付命令を行っ

た事例（2009 年）がある（ただし、報告書執筆時

点において独占禁止法の立法管轄権の範囲内とい

えるかが争われており、審判が係属中である）2。な

お、公取委が外国企業同士のM&A（いわゆるオフ

ショアの案件）について企業結合審査を行う事例は

頻繁にみられるようになっている。このように、独

占禁止法は渉外的な要素を持つ事案に適用される

ようになってきている。

　また、これまでは、在外に居住する者に対する

独占禁止法上の書類の送達については、民事訴訟

法の送達規定のうち、在外者に対する書類の送達

に関する規定を準用していなかったため、外国に所

在する事業者等に対して、独占禁止法上の書類を

送達することはできないとされていたが、2002 年の

独占禁止法改正により、在外者に対する書類の送



3 従来の我が国の実務においては、例えば、前述のノーディオン事件では、ノーディオン社の日本における代理人弁護士に文書を
送達するということで対処されてきた。2002 年の独占禁止法改正により、在外者に対する書類送達については、民事訴訟法の
外国における送達規定等を新たに準用するとともに、一定の場合には公示送達することができることとされ、執行管轄権上の
問題を生じさせない形で手続を進めることが可能となった。また、2008 年の BHP ビリトン社によるリオ・ティント社の買収計
画にあたって我が国公正取引委員会は、独占禁止法に基づく報告命令を領事送達の手続によって行った。しかしながら、BHP
ビリトン社が受領しなかったため、同年 9 月に公示送達（命令書を交付する旨を掲示場に一定期間掲示すること）を行い、11
月に同社からの回答を得た。なお、同月下旬に BHP ビリトン社から本件買収計画の撤回が発表されたことを受け、我が国公正
取引委員会は、本件に係る企業結合審査を 12 月に正式に打ち切った。

　さらに、2009 年に、我が国公正取引委員会は価格カルテルを行っていたテレビ用ブラウン管の製造販売業者ら（外国事業者を
含む）に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った（前掲注 2 参照）ところ、韓国、マレーシア及びインドネシアに所
在する事業者に対して、いずれも日本国内に同社の支店・営業所等及び日本国内における同社の代理人がないため命令書を送
達できず、領事送達（外国に駐在する我が国領事官に送達させること）を試みたが送達できなかったため、2010 年、公示送達
により命令書を送達した。
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達手続の整備がなされている 3。

（2）効果理論に基づく競争法の域外適
用の限界、米国の競争法（反トラス
ト法）の「過度な」域外適用

　各国の競争法は、本来その国の市場における公

正かつ自由な競争の確保、更にはその国の消費者

利益の確保を保護法益としているため、競争法の

域外適用は、上述した「効果理論」の考え方に拠っ

て、国外で行われた行為が、国内市場の競争に直

接かつ実質的な効果をもたらす場合等に限り、行う

ことが可能であると考えられる。

　しかし、国外で行われた行為が、国内市場の

競争に直接的かつ実質的な効果をもたらさない場

合（例えば、輸入国側で行われている輸入カルテル

によって、輸出国側の「輸出者の利益」が害されて

いる場合）にも、競争法の域外適用を行うことは、

国際的に許容される範囲を超えるものであることに

留意すべきである。このような場合では、輸出国側

の「輸出者の利益」を云々する以前に、当該行為に

よって、輸入国側の国内市場の競争が損なわれてい

ると考えられるので、当該輸入国の競争法の問題と

考えることが適当である。

　しかし、米国は、1992 年以降、自国の輸出を制

限する領域外での行為について、「効果理論」の解

釈を拡大し、領域内市場に実質的効果を及ぼすか

どうかにかかわらず、「領域内の輸出者に悪影響を

与えている」として、競争法（反トラスト法）の適用

を行う方針を発表、維持している。

　それまで、米国の反トラスト法の域外適用

に関しては、判例を通じ、域外適用に合理性

（reasonableness）がある場合に限り実施できると

いう、合理性基準と呼ばれる基準が形成されてい

た。また、1982 年に米国議会が FTAIA（外国取

引反トラスト改善法）（Foreign Trade Antitrust 

Improvements Act）という域外適用（立法管轄

権）に関する法律を制定したが、1988 年に米国司

法省が公表した「国際事業活動に関する反トラスト

施行ガイドライン」においては、同省は米国の消費

者の利益を害する国外の反競争的行為に対しての

み懸念を有するものであり、米国の輸出者の利益を

害する国外の反競争的行為であっても、米国の消費

者に直接影響を与えないかぎり、反トラスト法の執

行を行わない方針が示された。ところが、1992 年

4 月に、司法省は、米国の消費者に直接影響を与え

るか否かにかかわらず、米国の輸出者の利益を害す

る輸出先企業の行為に対しても、反トラスト法を域

外適用していくとの施行方針を発表した。そこでは、

米国からの輸出に対して直接的、実質的かつ合理

的に予見可能な効果を有する反競争的行為が対象と

され、具体的には、輸入に係るグループ・ボイコット、

価格カルテル及びその他の排他的行為が挙げられて

いる。

　実際に、1994 年 5月には、司法省が、1992 年

の政策変更後初めて、米国輸出者の利益を害して

いるとして、英国企業ピルキントン社を反トラスト法

違反で提訴した。この事件で司法省は、ピルキント

ン社と米国企業の特許ライセンス契約が既に失効し



4 1997 年 11 月に司法省が新設した「国際競争政策諮問委員会（ICPAC）」において、競争法の域外適用の問題を含めた審議が行われ、
その最終報告書が 2000 年 2 月に司法省長官及び反トラスト局長へ提出された。同報告書の中において、米国の輸出者の利益が
害されている市場アクセス問題に対し、積極的礼譲（2．（1）参照）を活用することが重要であるが、一方で、域外適用による
解決策も維持すべきと述べられている。

5 上記に関する著名な先例である常設国際司法裁判所「Lotus 号事件」判決（1927 年）は、“the fi rst and foremost restriction 
imposed by international law upon a State is that, failing the existence of a permissible rule to the contrary, it may not 
exercise its power in any form in the territory of another State,..”と述べている。また、本分野の代表的な学術書であ
る Oppenheim’s International Law（Robert Jennings 及 び Arthur Watts 著 9th ed.1992） は、“a State is not allowed...to 
exercise an act of administration or jurisdiction on foreign territory, without permission.”と述べている。
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ているにもかかわらず、その付随条項である地域制

限や輸出制限、更にサブライセンシングの禁止等の

条項が有効となっていることは、不当な取引制限に

あたる、と主張した。すなわち、これらの制限条項

は、米国の会社によるガラスの輸出若しくは米国外

でのガラスの生産を制限することとなると判断した

のである。結局、本事件については、同社と司法省

の間で和解判決に合意され、ピルキントン社は米国

の会社の輸出や生産を制限することとなるいかなる

ライセンス契約に基づく権利も主張してはならないと

された。

　更に、司法省及び連邦取引委員会は、1995 年 4

月に新しい「国際事業活動に関する反トラスト施行

ガイドライン」を公表した。そこでは上記 1992 年

方針の内容を踏襲し、米国の輸出者の利益を害す

る行為に対しても、司法省及び連邦取引委員会の

管轄権を肯定し、反トラスト法を域外適用していく

方針が示されている 4。

　こうした自国の輸出を実質的に制限する国外での

行為に対して、自国の輸出者に効果を与えていると

して、自国の競争法を域外適用していく米国の方針

は、国際的にコンセンサスのある「効果理論」の考

え方の枠を超え、他の国には全く例がないものであ

る。

（3）「執行管轄権」の限界による実質
的な域外適用の制約

　上記にあるように、「効果理論」に基づく競争法

の域外適用に関する国際的なコンセンサスはできつ

つあるものの、競争当局者が競争法を外国に所在

する事業者（外国事業者）に対して直接的に執行す

ることが国際的に許容されているわけでない点に留

意すべきである。これは、国家管轄権の中に、「法

の定立（とその適用）」の側面を有する「立法管轄権」

と「国境を越えた公権力の行使」の側面を有する

「執行管轄権」とは別であり、上記で述べてきた効

果理論の考え方はこのうち立法管轄権の根拠であっ

て、外国事業者に対して執行管轄権を行使できる

か否かは別の問題である。外国に所在する企業に

対して直接に執行管轄権を行使することは、競争法

を域外適用する場合（領域外において行われた行為

に対して適用する場合）だけに限られず、領域内に

おいて当該外国企業が行った行為に適用する場合

にも想定される。

　領域外での執行については、「他国の領域内にお

いて、その国の政府の同意を得ずに公権力の行使

にあたる行為を行ってはならない。」という一般国

際法上の基本原則が、国際的に承認されている 5。

A 国が B 国内の企業を対象としてA 国の法律を適

用する際に、当該企業に対する排除措置、罰金徴

収等の強制措置をB 国政府の同意を得ずに B 国内

で実施することはもとより国際法違反であるし、そ

のような強制措置に関する手続の一環として B 国内

の当該企業に対してのコンタクトを行うことも、上記

基本原則に違反する「公権力の行使」にあたるおそ

れがある。特に最近、競争法の執行にあたり、外

国事業者に電話により国境を越えて直接事情聴取

する等の事例が生じており、執行管轄権についての

問題が浮上してきている。

　こうした問題を避けるために、外国事業者に対し

て調査を行う場合、後述する協力協定の活用により

当該事業者が存する国の競争当局への協力を仰ぐ

ほか、自国内に存在する子会社や支店、代理人等

を名宛人とする等の方法がとられることがある（前



6 米国競争法の刑事規定の域外適用について争われた初の事例。対米輸出をしていた FAX 用感熱紙の値上げを 1990 年頃行った
我が国製紙メーカーのうち 1 社が、日本国内においてカルテル行為に加担していたとして、1995 年 12 月に米国司法省によって
起訴された。1996 年 9 月マサチューセッツ連邦地裁は、刑事事件においては効果理論に基づく域外適用を行うことには疑問が
あるとして原告（司法省）の申立てを却下した。しかし、1997 年 3 月控訴裁判所は、民事事件と刑事事件で別異に解する理由
はないとして地裁判決を覆し、更に 1998 年 1 月連邦最高裁も上訴を認めず却下した。これによって、刑事法的にも米国が反ト
ラスト法の域外適用を行うことが確認された。

7 日本企業 6 社や米独企業等を含むビタミン剤の製造業者等 46 社の国際カルテルにより損害を被ったとして、2000 年 11 月に米
国反トラスト法に基づき、米国外のビタミン剤購入事業者 12 社（エクアドル、パナマ、メキシコ、ベルギー、英国、インドネ
シア、豪州及びウクライナ等）が米国内外の購買者を代表して集団訴訟を提起した。

　　訴訟の内容は、被告が共謀して、米国を含む世界的規模での市場の割当価格協定（国際カルテル）によって生じた被害につ
いて三倍賠償を求めるというものである。

　　当初、米国連邦地方裁判所は、事物管轄権（当該事件をその裁判所で取り扱うことが認められていること）がないとして原
告側の訴えを却下したが、2003 年 1 月に控訴審の連邦高等裁判所は、外国取引反トラスト改善法の解釈により、地裁判決を破
棄して、米国連邦裁判所の事物管轄権を認めた。

　　その後、被告側は連邦最高裁判所に上告し、その申立てが 2003 年 12 月に受理されることとなった。2004 年 6 月の連邦最高
裁判所の判決は、専ら米国外の被害に関するものであることに注意を要するが、被告の共謀によるカルテルにより米国外にお
いて生じた右被害が、同じカルテルにより米国内で生じた被害とは独立したものであることを前提として、係る状況においては、
米国外において生じた右被害について、米国反トラスト法（シャーマン法）は適用されないと判示した上で、原告が主張する
ところの「米国外におけるカルテルがもたらす効果と米国内における効果が関連している」との主張については、控訴審で審理・
判断がなされていないとの理由で判断はせずに、連邦高等裁判所に差し戻した。2005 年 6 月、連邦高等裁判所は、差し戻され
た原告主張につき、カルテルにより米国外において生じた被害と米国内で生じた被害とは独立したものであり、事物管轄権は
認められないとの判断を示した。2005 年 10 月、原告は連邦高等裁判所に対して上告受理申立を行ったが、2006 年 1 月、連邦
最高裁判所は連邦高等裁判所の判決を妥当とし、原告の上告受理申立てを却下し、本訴訟に関して、米国連邦裁判所の事物管
轄権は認められないとする連邦高等裁判所の判決が確定した。

　　なお、2004 年 6 月の連邦最高裁判所の判決では、ドイツ、カナダ、日本が提出した意見書を引用し、米国反トラスト法によ
る三倍賠償を外国における行為に適用することに対しては、外国政府から主権の侵害との懸念が伝えられている旨言及してい
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掲注 3 参照）が、子会社及び支店については、そ

もそも対象となる外国事業者を代理する権限がある

のかどうか疑問がある。

（4）問題点に対する対応
　米国の反トラスト法の域外適用の方針は、前述の

ように、「効果理論」の考え方に基づく競争法の域

外適用に関する国際的なコンセンサスの範囲を超え

るおそれの高いものであり、その範囲を超えた場合

には、競争法の「過度な」域外適用に当たるという

べきものである。

　競争法の過度な域外適用は、問題の解決につな

がるよりむしろ相手国との間により深刻な紛争を惹

起する可能性が高い。

　我が国としては、1992 年 4 月の米国司法省の方

針変更（米国の輸出を制限する海外の行為をも反ト

ラスト法の規制対象とする）の際、「国際法上許容

されない米国内法の域外適用にあたるとの立場」か

ら遺憾の意を表明するとともに、運用面における慎

重な対応を要請している。

　また、その後に発生した感熱紙カルテル事件 6 に

おいて「法廷の友（Amicus Curiae）」（裁判所に係

属する事件について裁判所に情報又は意見を提出

する第三者）として 1996 年 11 月（控訴審）及び

1997年 7月（上告審）に提出した意見書においても、

米国領域外において外国人が行った行為について

米国の反トラスト法の刑事罰規定を域外適用すると

いう司法省の主張は国際法上許容されないとする日

本政府としての立場を表明している。

　更に、2000 年に発生したビタミン剤カルテル訴

訟 7 においても、「法廷の友」として 2004 年 2月3

日（米国連邦最高裁）に提出した意見書で、外国

取引反トラスト改善法（FTAIA：シャーマン法の域

外適用）は、米国外の市場における外国会社から

の商品の米国外の購入者に対して、反トラスト法に

基づく損害賠償請求のために米国裁判所に訴訟を

提起することができると解釈されるべきではないと

する日本政府としての立場を表明している。なお、



8 本件においても上記ビタミン剤訴訟と同様に米国国内裁判所の事物管轄権が問題となった。2005 年 5 月、一審のミネソタ連邦
地裁は連邦裁判所の事物管轄権を認める判断を行ったものの、同年 10 月に同地裁は当初の判断を覆し（同年 6 月にビタミン剤
訴訟差し戻し審において管轄が否定されていた）、管轄権を否定したため、原告は第 8 連邦控訴裁判所に控訴していた。2006 年
2 月、控訴裁判所は、カルテルにより米国外において生じた被害と米国内で生じた被害との間に直接的な関連性は認められない、
として事物管轄に関する原告の主張を退けた。
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日本政府の他、加、英、独、蘭、愛、ベルギーの

各政府も、同様に連邦控訴裁判所の判断に反対す

る旨の意見書を提出している。同じく、2003 年にベ

ネズエラ、フィリピン、台湾、ドイツの米国外企業

4 社が、化学調味料に関する国際カルテルによって

損害を受けたとして、反トラスト法に基づき日本企

業を含む化学調味料メーカー10 社を提訴した案件 8

においても、日本政府は連邦控訴裁判所へ意見書

を提出し、ビタミン剤カルテル訴訟と同様の主張を

行った。

　今後も、競争法の「過度な」域外適用を行おうと

する相手国に対しては、一方的に自国法を域外適用

することを慎むよう積極的かつ継続的に主張してい

くとともに、競争法違反行為の防止・排除のために、

多国間協力又は二国間協力を進めていくことが重要

である。なお、英国、豪州等においては、主として

米国の反トラスト法の域外適用を念頭に置いて、域

外適用国の判決の承認・執行を拒否することを内容

とする対抗立法が制定されている（対抗立法には、

外国政府又は裁判所からの文書提出命令等に従う

ことを禁じ得ること等も含まれている）。

（5）米国における効果理論の新展開
　米国においては、先述したアルコア事件控訴審

判決やハートフォードファイア事件最高裁判決等を

通じて、米国独禁法は、米国外で行われた行為であっ

ても、米国に効果を与える意図をもってなされ、か

つ実質的に効果を与える行為について適用されると

いう原則が確立されている。また、FTAIAによれ

ば、米国独禁法は、輸入行為だけではなく、米国

内の取引及び米国への輸入取引に、直接的、実質

的かつ合理的予見可能な弊害をもたらすシャーマン

法に違反する行為、また、米国からの輸出取引につ

いて米国の輸出者に直接的、実質的かつ合理的予

見可能な弊害をもたらすシャーマン法に違反する行

為に適用される。これらの点について、2010 年以降、

経済がグローバル化するとともに、部品の製造拠点、

最終製品の組み立て工場、最終製品の販売拠点が

世界中へと散らばっており、また、汎用製品を中心

に各地域の価格の連動性はますます高まっていると

いう事情をふまえ、米国において裁判例を中心に効

果理論の注目すべき新展開がみられる。

　ポタシュ国際カルテル訴訟においては、農業用肥

料に用いられるポタシュ（カリウム）について、カナ

ダ、ロシア、ベラルーシに所在する世界の主要なポ

タシュ製造業者が、国際カルテルによりポタシュの

生産量を調整し、価格の上昇を招いたとして、米国

に所在するポタシュの購入者らがクラスアクションに

より損害賠償請求を提起した。原告らは、被告ら

ポタシュ製造業者が、カルテルにより、中国、ブラ

ジル、インド市場におけるポタシュの価格を引き上

げたところ、これらの市場の価格が国際ベンチマー

ク価格として機能し、米国市場におけるポタシュの

価格も上昇したと主張した。これに対し、被告ら

は、仮に原告の主張するとおりのカルテル行為が存

在したとしても、カルテルの対象となったのはあくま

でも、中国、ブラジル、インドであり、原告の主張

するカルテル行為は、米国に「直接的」に弊害を生

じさせておらず、FTAIAの定める米国弊害例外に

は該当せず、米国独禁法の適用範囲ではないと反

論した。この点について、2012 年 6月に、米国第 7

巡回区控訴審大法廷（en banc）判決は、FTAIA

の「直接的」との要件につき、外国で行われた行為

が米国の輸入取引ないし米国内通商に生じた影響

の遠因（remote）に過ぎない場合に、当該行為を

米国反トラスト法の適用範囲から除外する趣旨にし

か過ぎないとして、「合理的に近接した（reasonably 

proximate）」と解釈すべきであるとした（なお、か

かる解釈論は、同法廷に米国司法省と連邦取引委

員会が提出した意見書（amici curiae）で表明され



9 なお、TFT-LCD 事件カルテルにつき、欧州委員会は、制裁金の算定の基礎となる LCD パネルの売上げの範囲を、カルテル主体（そ
の関係会社も含む）による EEA 内の第三者に対する LCD パネルの販売によるものと、カルテル主体のグループ内で IT やテ
レビの製品に組み込まれ、カルテル主体（その関係会社も含む）により IT やテレビの製品の形で EEA 内の第三者に対して販
売されたものに限定している。競争法の国際的適用範囲と制裁の基礎として考慮される売上げの範囲は密接に関連するものと
考えられるところ、かかる欧州委員会の姿勢は米国に比し、謙抑的なものと考えられる。（http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/cases/dec_docs/39309/39309_3580_3.pdf　脚注 384 参照）

10 なお、経済産業省は、本法廷に過去の日本政府のエンパグラン事件の意見書を引き、過度な域外適用とならないように慎重に
判断を求める旨の意見書を提出した。
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た解釈論を採用したものである）。その上で、原告

らの主張を前提とすれば、被告らはブラジル、イン

ド、中国市場における価格を米国市場の価格のベ

ンチマークとして利用しており、実際にも、ブラジル、

インド、中国市場における価格の上昇の直後には米

国における市場価格の上昇も認められたとして、被

告らのカルテル行為と米国への輸入取引ないし米国

内通商への影響は「合理的に近接した（reasonably 

proximate）」ものであるとした。なお、同判決に

おいては、天然資源のカルテルについては、輸出カ

ルテルについては適用除外になっているなど天然資

源輸出国においてはこれを取り締まるインセンティ

ブがない一方で、被害を受けるのは輸入国の需要

者であり、輸入国の競争法を適用することが正当で

あることが強調されている。

　また、TFT-LCD 国際カルテル訴訟においては、

LCD パネルを搭載したテレビ、ノートパソコンな

どの製品を米国において購入した販売店や消費者

らが、韓国、日本及び台湾のLCD パネルメーカー

が、国際カルテルによりLCD パネルの価格を操作

していたとして、クラスアクションにより損害賠償

請求を提起した。これに対し、被告らLCD パネル

メーカーは、被告らの製造した LCD パネルの大半

は、まずは、被告らから、米国外企業に販売され、

これら米国外企業が LCD パネルをテレビやノート

パソコンといった最終製品へと搭載し、組み立てた

後に米国に持ち込まれたものであり、被告らの行為

は、米国に「直接的」に弊害を与えるものではなく、

FTAIAの定める米国弊害例外には該当せず、米

国独禁法の適用範囲ではないと反論した。この点

について、2011年 10月に、カリフォルニア地裁判

決は、FTAIAの「直接的」との文言につき、直接

販売された場合に限定して解釈した場合には、米国

の消費者に多大な弊害を与える反競争的行為を取り

締まることができなくなり不都合であるとした。そ

の上で、LCD パネルが最終製品であるテレビやノー

トパソコンといった電器製品の主要な部品であるこ

とや、被告らが米国におけるこれら最終製品の価格

をLCDパネルのカルテル価格の指標としていたこと

が窺われることを根拠に、カルテルによるLCD パ

ネルの値上げが、何らの支障、介在事情もなく、そ

のまま最終製品であるLCD パネルを搭載するテレ

ビやモニター、ノートパソコンの値上がりにつながっ

たと評価できるとし、被告らのカルテルは「直接的」

に米国に弊害をもたらしたものといえ、米国独禁法

の適用範囲外とはいえないとした 9。その一方で、

2014 年 1月、イリノイ地裁は、米国内の最終ユーザー

ではなく、LCD パネルを搭載した製品の製造業者

が、LCD パネルメーカーに損害賠償を求めた事案

において、①原告の米国外関連会社が購入して米

国外で製品に組み込まれ、最終製品が米国内で販

売された LCD パネル、及び②原告の米国外関連会

社が購入して米国外で製品に組み込まれ、最終製

品が米国外で販売された LCD パネルの双方につい

て米国独禁法の適用範囲外であるとした 10。

　このとおり、ポタシュ国際カルテル事件判決にお

いては、米国外の市場を標的にしたカルテルであっ

ても、米国市場に価格上昇効果が波及する場合に

は、米国独禁法の適用範囲となり得ることを示した。

また、TFT-LCD 国際カルテル事件のカリフォルニ

ア地裁判決は、物流・商流ともに、間接的に米国

に持ち込まれる商品役務についてのカルテルであっ

ても、米国独禁法の適用範囲となり得ることを示

した。これに対し、イリノイ地裁判決は、米国内の



11 1976 年、米連邦控訴裁は、管轄権の行使の可否を決定するにあたり、国際礼譲を考慮の上、「管轄権上の合理性の原則」に基
づいて、反トラスト法の域外適用に対して一定の抑制的立場を採るべきである、と判示した。具体的には、①外国法又は政策
との抵触の程度、②当事者の国籍及び所在地若しくは主要な事業地、③強制執行命令の執行可能性、④他国と比較した場合の
米国への影響の相対的な重要性、⑤米国通商を阻害し、又は影響を与える意図の明確性の程度、⑥その予見性、⑦米国内で行
われた違反行為と、米国外で行われた違反行為の重要性の程度、を考慮すべきとした。
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小売店や最終消費者ではなくて、LCD パネルを搭

載した製品の製造業者が原告となる事例において

は当該製造業者が米国外で購入した分については、

たとえ最終製品が米国内で販売されたとしても、米

国独禁法の適用範囲外であると慎重な判断をした。

更に、この判決の控訴審である連邦第 7巡回区控

訴裁判所は、2014 年 11月に、米国外の製造業者

に販売された LCD パネルを搭載した最終製品のう

ち、米国外で販売された最終製品はもとより、米国

内で販売された最終製品についても米国独禁法の

適用範囲外であるという結論を支持した。原告自身

が米国内で損害を被ったか、それとも米国外で損害

を被ったのかが判断の分かれ目になったようにも思

われ、カリフォルニア地裁並びにイリノイ地裁及びそ

の控訴審を整合的に理解することも可能であるが、

連邦最高裁判所での審理等、今後の動向が注目さ

れる。いずれにせよ、米国の判決はあくまで事案毎

の事例判断にとどまるが、米国独禁法の域外適用

において様々な議論が現れている点には注意が必

要であろう。特に、ポタシュ国際カルテル事件につ

いて第 7巡回区大法廷判決は、FTAIAの「直接的」

については米国国内法の解釈の問題として「合理的

に近接した（reasonably proximate）」で足りるとし

たが、これは、国際法協会で示された国際法の観

点からの効果理論の要件である「直接の」と整合し

ているのかについては慎重な検討を要する。

　一方で、同判決は、天然資源のカルテルについ

ては輸入国の競争法により対処することも正当であ

ることを強調しているが、天然資源輸入国である我

が国にも同様の要請があてはまる点には留意が必

要である。日本の公正取引委員会も、鉄鉱石と原

料炭の最大手の生産・供給者であるBHPビリトン

社によるリオ・ティント社の買収案件（2008 年）や

両社の鉄鉱石生産ジョイントベンチャーの設立案件

（2010 年）については、効果理論の見地から企業

結合審査の対象とし、厳しい審査を実施した。

（1）「国際礼譲」と域外適用
　競争法等の国内法を域外適用することによって生

じる管轄権の抵触を巡る国際紛争を防止するため、

従来から「国際礼譲」が考慮されている。国家法

の域外適用の局面で「国際礼譲」を考慮するという

のは、相手国で行われた行為に対して、自国法を域

外適用するための管轄権があるにもかかわらず、国

際関係上の配慮に基づき相手国に一定の敬意を払っ

て、自国の管轄権の行使を抑制するという（特に英

米において伝統的な）考え方である。

　但し、国際礼譲の原則自体は、個別の条約、又

は条約上の共助枠組みにおいてそれが採用されれ

ば別であるが、積極的礼譲も消極的礼譲も国際法

上の義務ではなく各国の政策問題であり、二国間で

特に合意されていない限り、国際礼譲を払わないこ

とがあっても、道義上や政治上の非難を受けること

はあっても法的な責任は生じない。

（2）米国における国際礼譲の取り扱い
　米国では、1970 年代においては、ティムバレン

連邦控訴裁判決 11 に代表されるとおり、一律に「効

果」の発生を根拠にして域外適用を肯定する効果

主義が疑問視され、管轄権を実際に行使するにあ

たっては、「国際礼譲」を十分に考慮すべきとの考

え方が広まった。

　しかしながら、1993 年のハートフォード火災保険

最高裁判決 12 は、原則として効果主義に従って反ト

ラスト法の域外適用の可否が判断されることを確認

2．国際協調を通じた「域外適用」の謙抑への期待



12 1988 年、米国の数州の司法長官及び多数の私人の原告は、米国と英国の保険会社が英国において再保険の条件制限に合意した
ことをシャーマン法違反として、訴訟を提起した。英国の被告は、当該制限が、英国保険市場において長期にわたり確立され
た慣行であり、更に完全に米国外で、非米国人により行われた行為であり、また当該行為が行われた場所では合法であるもの
については、シャーマン法は適用されるべきではないとの理由により、彼らに対する訴えは却下されるべきであると申立てた。
しかし、1993 年、米最高裁は、外国の法律が外国人に米国反トラスト法により禁止されているやり方で行為するよう命じてい
ないならば、あるいは米国法を遵守することが外国の法律により発せられる命令に反しないならば、米国の裁判所は国際礼譲
に基づき管轄権の行使を自制してはならない、と判示した。

13 2007 年 1 月、欧州委員会は、EU のガス絶縁開閉装置（GIS）市場で国際カルテルがあったとして、日本企業を含む 11 社（う
ち 1 社はリニエンシーによる制裁金免除）に対し、総額約 7 億 5,000 万ユーロの制裁金を課した。この事件で制裁金を課された
日本企業は、違反期間とされる 1988 年－ 2004 年の間に、EU における当該製品の納入実績がほとんどない。しかし欧州委員会
は「日本企業は参入を控えることで市場競争をゆがめた」と指摘している。制裁金を課されたすべての日本企業は、この処分
を不服として欧州司法裁判所に提訴している。
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し、①外国の法律が米国法の禁止する方法で行動

することを強制している場合、②米国法を遵守する

ことが外国の法律によって発動される命令に違反す

る場合に限って、国際礼譲により管轄権の行使が

抑制されるとした。

　更に、1995 年 4 月に司法省及び連邦取引委員会

が公表した「国際事業活動に関する反トラスト法施

行ガイドライン」において、反トラスト法の域外適用

にあたって「国際礼譲」を考慮すること、反トラス

ト法執行の必要性と外交政策上の配慮との比較衡

量によって、反トラスト法を域外適用するか否かを

判定すべき旨が明記されたものの、そこでは「国際

礼譲」の範囲を狭く限定する解釈を採用したハート

フォード火災保険最高裁判決が引用されている。

　2004 年のビタミン剤カルテル訴訟における連邦最

高裁判決においては、外国で生じた損害について反

トラスト法を適用することは外国の競争法の執行権

限を実質上侵害するものであるとの日本政府を含む

関係国政府の懸念を踏まえ、同法の域外適用は否

定されたものの、米国内で生じた損害については同

判決の射程外であり、かつ、上記ガイドラインにハー

トフォード火災保険最高裁判決が引用されているこ

とに鑑みれば、「国際礼譲」に対する考慮が反トラ

スト法の域外適用を有効に抑止しえないことが依然

として懸念される。

（3）国際協調に向けた動き
　競争法の域外適用によって生じる管轄権の重複な

いし抵触の問題については、国家間で条約又は国

際協定を締結することによって実質的な解決を図る

ことが考えられる。しかし、関係国間の競争法に関

して調和が図られていない現状では、係る条約ない

し国際協定の効果にも限界がある。したがって、競

争法の執行面での国際協力と同時に、競争法その

もののハーモナイゼーションを図ることが問題解決

にあたって重要である。

　例えば、2007 年に EU において日本企業 5 社を

含む合計10 社に制裁金が課されたガス絶縁開閉装

置（GIS）カルテル事件では、国際的な競争法の制

度上の相違が浮き彫りになった。本件では、日本企

業は、EU 市場に参入しないことに合意したとされ

たが、EU 競争法では、違反行為者の直前の事業

年度における総売上高の10％までの制裁金を課す

ことができるとされていることから、これら日本企

業のEU 市場での売上がないにもかかわらず高額

の制裁金が課された 13。他方、この事例を日本の

独占禁止法に照らして考えた場合、日本の独占禁止

法では、カルテル等を行った違反企業に対し「当該

カルテルに係る売上」に一定割合を乗じた額を課徴

金として課す制度になっているため、違反の対象と

なる市場における売上が存在しない場合には、課

徴金は課されない。このように、同様の違反行為で

あっても規制する国の法制度によって制裁金（課徴

金）額の算定の考え方に差が生まれ、その結果同

種の違反行為に対して実際に課される制裁金の額

に大幅な違いが生じることになる。



14 米・EU 間では、企業結合問題について両者の協力強化に関する作業グループが設置され、初期段階からの情報交換を通じ、
緊密な協力が進められている。また、企業結合案件以外においても、協力協定の枠組みに基づいて解決されたマイクロソフト
社事件が挙げられる。これは、マイクロソフト社がとったライセンス契約締結の際の市場支配的地位の濫用行為に対し、米国
司法省と欧州委員会が協力して双方の市場の調査を行い、1994 年 7 月に同社と排他的取引慣行の排除等を内容とする和解協定
を締結したケースである。これは、競争法に違反する多国籍企業の行為に対し、協力して積極的に取り組む両当局の姿勢を示
すものと評価されている。更に、協力協定の「積極的礼譲」を踏まえて初めて行われた調査の例としては、航空券のコンピューター
予約システムに関する差別的な取扱についての調査がある。これはアメリカンエアラインズの提訴を受け、司法省が欧州委員
会に調査を依頼したものであるが、これを受けて、欧州委員会はエールフランスに対して正式調査を開始し、それを契機に当
事者間（エールフランスとアメリカンエアラインズのコンピューター予約システム SABRE 間）で改善策の合意に達し、問題
解決に至った事例（2000 年）である。

15 2014 OECD Recommendation of the Council concerning International Co-operation on Competition Investigations and 
Proceedings 

16 AGREEMENT between the European Union and the Swiss Confederation concerning cooperation on the application of 
their competition laws, OJ L 347/4 （3.12.2014）（欧・スイス協力協定）

17 欧・スイス協力協定第 7 条－第 9 条
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①競争法の執行面での国際協力

　競争法の執行面での国際協力については、1970

年代から多国間又は二国間で、通報・情報提供

等の協力に関する取り決めがなされてきた。多国

間の取り決めとしては、「国際通商に影響を及ぼす

反競争的慣行についての加盟国間の協力に関する

OECD 理事会勧告」（1979 年、1986 年、1995 年

改訂）で通報・協議手続制度の活用が明記された。

更に1998 年 3月には、ハードコアカルテルについ

て、競争法の最も悪質な違反であることを考慮し、

当該行為を禁止する各国の法律の収斂を進めること

とあわせて、執行における国際協力と礼譲を定めた

「ハードコアカルテルに対する効果的な措置に関す

るOECD 理事会勧告」が採択された。

　また、2005 年 3月には、国際的な企業結合の審

査における当局間の調整・協力等を定めた「合併審

査に係る2005 年 OECD 理事会勧告」が採択され

た。

　また、二国間の協力協定としては、米、EUを中

心に既に10 以上の協定が締結されている（米・独間

（1976 年）、米・豪間（1982 年、1999 年追加）、米・

加間（1984 年、1995 年改正、2004 年追加）、独・

仏間（1984 年）、米・EU 間（1991年、1998 年追加）、

豪・NZ 間（1994 年、2007 年改正）、米・イスラエ

ル間（1999 年）、EU・加間（1999 年）、米・ブラジ

ル間（1999 年）、米・墨間（2000 年）、加・豪・NZ（2000

年）、加・墨（2001年））。このうち、1998 年 6月に米・

EU 間で締結された協定では、相手国に競争法執行

を要請し、相手国が仮に執行活動を開始した場合

は、要請国が自らの執行活動を控えあるいは中断

する可能性がある旨の積極的礼譲プロセスが定めら

れた。これらの協定は、国際的な広がりを有する反

競争的行為に対し、関係国が、競争法の域外適用

によって生じ得る衝突を回避しつつ、協力して対処

するための枠組みを提供している14。さらに、2014

年 9月には「競争法の審査及び手続きに関する国際

協力にかかるOECD 理事会勧告」15 が採択された。

この勧告は、競争当局間における情報の自由な交

換を促進し、また、リニエンシー・アムネスティ制

度間の整合を図るよう加盟国に促すことにより、加

盟国の競争当局間の協調を一層進めるものである。

今後、本理事会勧告は加盟国の競争当局同士の協

調のあり方や二国間協定の制定や改定に影響を与え

るものと考えられる。なお、2014 年 12月に発効し

た欧・スイス間の協力協定 16 では、いわば本理事

会勧告を先取る形で競争当局間での機密情報の扱

いが定められている17。

　これらの世界的な国際協調の進展を背景に、我

が国でも、まず 1999 年 10月に、米国との間で「反

競争的行為に係る協力に関する協定」が締結され

た。この協定の発効により、国際的な広がりを有す

る反競争的行為に対する我が国競争法の執行の強

化、日米競争当局間の協力関係の発展、米国の反

トラスト法の域外適用を巡る問題への対処等が実現



18 感熱紙カルテル事件（前掲注 6 参照）については、裁判段階において日本政府より「日本企業が米国領域外で行った行為につ
き米国国内法による刑事管轄権を行使することは国際法上許容されない」と主張したが、それ以前の段階において米国政府か
らの共助要請に応じて、東京地方検察庁が捜索差押処分を行う等協力を行っている。これは、米国政府からの共助要請の時点
で、要請受入れの判断を行うにあたっては、国際捜査共助法に従って手続を行うことが定められているが、同法上は、外国か
らの共助要請を受け入れない要件として、双罰性の欠如、相互主義の保障の不在等が規定（同法第 2 条）されているにとどまり、
本件はこの要件に合致しなかったために共助が行われたと考えられる。この双罰性の判断にあたっては、抽象的双罰性で足り
るとされており、本件の場合、対象たるカルテル行為が、我が国独占禁止法上も刑法上の処罰の対象となっているということ
によって、抽象的双罰性があると判断されたと解される。

19 最近では、マリンホースの製造販売業者による談合事件（我が国の調査開始；2007 年 5 月）、テレビ用ブラウン管の製造販売
業者らによるカルテル事件（同 2007 年 11 月）、自動車用ワイヤーハーネス等の見積もり合わせの参加業者らによる談合事件（同
2010年2月）、自動車用オルタネータ等の自動車用部品の見積もり合わせの参加業者らによる談合事件（同2011年7月）において、
それぞれ米国司法省、欧州委員会等とほぼ同時期に調査を開始し、必要に応じ情報交換を行った。企業結合案件については、
パナソニック株式会社による三洋電機株式会社の株式取得（2009 年）において米国連邦取引委員会及び欧州委員会と、アジレ
ント・テクノロジーズによるバリアンの株式取得（2010 年）において米国連邦取引委員会と、BHP ビリトン及びリオ・ティン
トによる鉄鉱石の生産ジョイントベンチャーの設立（2010 年）において豪州 ACCC（Australian Competition and Consumer 
Commission）、欧州委員会、ドイツ連邦カルテル庁及び韓国公正取引委員会と、エーエスエムエル・ユーエス・インクによる
サイマー・インクの株式取得（2013 年）において米国司法省、韓国公正取引委員会等と、サーモフィッシャーサイエンティフィッ
ク・インクとライフ・テクノロジーズ・コーポレーションの経営統合（2014 年）において米国連邦取引委員会・欧州委員会と、
それぞれ必要に応じ情報交換を行った。
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した。EUとの間では、2003 年 8月に、カナダとの

間でも、2005 年 10月に、日米協定とほぼ同様の協

定が発効している。

　経済連携協定の枠組みにおいても、競争政策分

野の協力に向けた取組が行われている。具体的に

は、2002 年 11月に発効した「日・シンガポール新

時代経済連携協定」をはじめ、日・メキシコ（2005

年 4 月発効）、日・マレーシア（2006 年 7月発効）、日・

チリ（2007年 9月発効）、日・タイ（2007年 11月発効）、

日・インドネシア（2008 年 7月発効）、日・フィリピ

ン（2008 年 12 月発効）、日・スイス（2009 年 9月

発効）、日・ベトナム（2009 年 10月発効）、日・イン

ド（2011年 8月発効）、日・ペルー（2012 年 3月発効）、

日・オーストラリア（2014 年 7月署名）の経済連携

協定がそれぞれ締結されたが、これらにも、協力の

レベルに違いはあるものの、競争政策に関する締約

国間の協力規定が盛り込まれている。

　最近、反競争的行為が刑事罰の対象となる場合

には、自国の刑事手続に使用する証拠を入手する

ため、他国に協力を求める共助条約（MLAT）等

の国際捜査共助手続を利用する動きが進んできて

いる。競争法の協力協定は行政目的の達成に必要

な情報提供が行われるのに対し、国際捜査共助は

刑事事件の証拠の提供が行われるものである。日

米間においても、2003 年 8月に MLAT が締結さ

れたが、それ以前でも日本では国際捜査共助法に

基づき、米国政府からの外交ルートの要請により一

定の条件の下での捜査協力を行っている。例えば、

上述した感熱紙カルテル事件でも、米国政府から

の捜査共助依頼によって、国内事業者に対して東

京地方検察庁が捜査を行った 18。

　また、我が国と他国の競争当局との間で、必要

に応じ情報交換を行うなどの国際協力を行ってい

る19。

②競争法のハーモナイゼーション

　競争法のハーモナイゼーションについては、 

OECD・WTO 等の多国間協議の場を通じて競争

法のコンバージェンスの検討を進めるとともに、未

だ競争政策の確立していない国々に対し、技術援

助を通じ適切な競争法の導入を図ることも有益であ

ろう。これらは、不適切な競争法の設計や運用を

抑止することにもつながり得るものであり、その意

味でも重要である。

　WTO においても、1997年 7月より貿易と競争政

策の相互作用に関する作業部会において、貿易措

置が競争に与える影響等について検討が進められ

た。第 4 回閣僚会合（2001年 11月）では、競争
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政策に関するルール策定について、第 5 回閣僚会合

以降交渉を開始できるように準備作業を開始するこ

とが合意され、以後、透明性や無差別性といった

主要原則、ハードコアカルテルに関する条項、任意

での協力のためのモダリティ、開発途上国における

競争制度の漸進的強化等に焦点を絞った作業が行

われていた。しかし、第 5 回閣僚会合（2003 年 9月）

では、WTO で新たな分野を扱うことに対する開発

途上国の反発などによって交渉開始には至らず、そ

の後、2004 年 7月の枠組み合意において、貿易円

滑化、投資、競争、政府調達透明性の 4 つの新し

い交渉分野のうち、貿易円滑化を除いた競争を含

むその他の 3 分野については今次ラウンドでは、交

渉開始に向けた作業は行わないこととされた。

　また、2001年には、米・EUを中心として先進国

等 10 数か国の競争当局により、競争法及び政策の

国際的な協調、協力を目指した国際競争ネットワー

ク（International Competition Network「ICN」）

が発足し、2002 年 9月に第 1回年次総会が開催さ

れた。これは公的な機関ではなくあくまで任意に参

加した当局によるボランタリーな組織で、ここでコン

センサスに到達した場合にもそれを履行するかどう

かは各当局の自主性に委ねられるが、複数の競争

法の管轄が及ぶ事項に対する執行の機会が増大す

る中で、手続面及び実体面の問題解決に取り組み、

広く関係者の意見交換の場となることが期待されて

いる。2013 年 12 月末現在では、114 か国・地域

から129 の競争当局が参加し、カルテル作業部会、

企業結合作業部会などの作業部会を設けて検討を

続けている。

　他方、我が国の独占禁止法においても累次の法

改正の中で国際的ハーモナイゼーションに配慮した

改正事項が見られる。具体的には、2005 年の独占

禁止法改正において、米国、EU 等に比し低い水

準になっているカルテル等に対する課徴金の算定率

を 6％から10％（製造業等の場合）に引き上げると

ともに、米国・EU 等においてカルテルの摘発に成

果を上げている課徴金減免制度（リニエンシー）を

我が国においても導入するなどの制度改正が行われ

ている。また、2009 年の改正においては、諸外国

に比して低水準であった不当な取引制限（カルテル）

等の罪に係る自然人に対する罰則を、3 年以下の懲

役から5 年以下の懲役に引き上げるとともに、企業

結合審査について、株式取得の事後報告制を改め

て事前届出制を導入し、届出要件を総資産基準か

ら国内売上高基準にすること、国内売上高の算定

において企業結合集団を基本単位とすること等の改

正が行われた。さらに 2013 年 12月には、公正取

引委員会における審判制度を廃止し、同委員会によ

る排除措置命令等の行政処分に係る不服申立てを

裁判所に対し直接行うこととし、適正手続を確保す

るための手続面の改正が行われた。今後も競争法

の国際的ハーモナイゼーションに配慮した制度改正

の進展が期待される。

（1）　競争法の恣意的・差別的適用を
めぐる問題点

　競争法はアメリカで 1890 年に導入されて以降、

限られた国々にしか導入されていなかったが、自由

主義市場経済の世界的な広がりの中で、特に1990

年以降、多くの途上国でも導入されるようになった。

現在では既に100 を超える国及び地域で競争法が

導入されており、2000 年以降のアジア地域を見て

も、インドネシア（2000 年施行）、パプアニューギ

ニア（2002 年施行）、ラオス（2004 年施行）、ベト

ナム（2005 年施行）、シンガポール（2005 年以降順

次施行）、中華人民共和国（2008 年施行）、マレー

シア（2012 年施行）等、多くの国々が導入を進めて

いる。また、香港、フィリピンも導入を予定している。

　途上国が競争法の導入を進める背景には、市場

経済体制の導入で成功した国々が多く出たことがあ

ると思われる。これらの国々の成功から、企業・産

業の競争力を強化していく上で市場競争が有効で

3．競争法の恣意的・差別的な適用に対する規律
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あるとの認識が広がったと考えられる。また、途上

国が競争法を導入することへの国際社会の期待が

高まっていることも一因といえる。

　他方、競争政策の名の下に公平な審査を志向し

ながらも、実際の適用の際には国内産業保護を目

的とした判断がなされているのではないかとの懸念

を生じさせている国もみられる。個々のケースにつ

いて批判が適切か否かについては慎重な検討を要

するが、とりわけ、新興国における企業結合審査や、

知的財産権のライセンス契約に対する介入について

は、競争法的な観点に基づくものと説明されている

が、実際には国内産業保護を目的としてなされてい

るのではないかとの懸念がある。

　各国の競争法は、その特有の経済構造・市場慣

行等を前提として制度設計され運用されるものであ

り、国毎に違うことそれ自体をもって不公正である

と非難することは当報告書のアプローチではない。

しかし、ルール志向の観点からは、競争政策の名

を借りて、WTO 協定その他国際ルールに違反して

自国産業を保護する措置が取られていないか、を

注視する必要がある。本報告書は、かかる検討を

行うための枠組みを提示することを狙いとしている。

（2）　法的規律の概要
① 検討の枠組

　本文において、競争法の管轄権を超える立法・

適用の問題について検討したが、競争法に適用さ

れる国際ルールは国家管轄権の限界にとどまらな

い。競争法は、モノ・サービスの輸出入、更には投

資に影響を及ぼす可能性のある規制法令の一つと

して、WTO 協定、経済連携協定及び投資保護協

定が国内政策一般に対して規定する規律に服する。

競争法に適用されうる規律としては、内外無差別を

規定する内国民待遇義務、外外無差別を規定する

最恵国待遇義務のほか、公正衡平待遇義務、国内

政策措置の透明性を求めるGATT10 条などがあり

うる。自国産業保護のために利用されているのでは

ないか、という現時点での懸念に照らし、内国民待

遇義務を中心に概観する。

　なお、以下の分析が示すとおり、競争法について

は GATS及び TRIPS 協定（ライセンス規制）、さら

に投資協定との関係がとりわけ重要であるが、内国

民待遇義務についての基本的な考え方は、GATT

の先例においてより詳しく示されていることを考慮し

て、GATT から論じている。

② WTO協定

　WTO 協 定 に 含 ま れ る GATT、GATS 及 び

TRIPS 協定は、それぞれ産品の貿易自由化、サー

ビスの貿易自由化及び知的財産権の保護といった

観点から内国民待遇義務及び最恵国待遇義務を規

定している。それぞれの規定は、重畳的に適用さ

れることから、加盟国の競争法は、上記すべての

義務に合致していなければならない。

（a）GATT

　GATTにおいては、第 3 条が内国民待遇を規定

しており、同 4 項が、産品の販売等に影響する法

令又は要件において輸入品を同種の国産品との関係

で差別することを禁止している。先例上、産品の原

産地で取扱いを変える法的差別のみならず、形式的

には原産地では区別していなくても事実上の差別と

して内国民待遇義務違反とされる可能性があること

が認められている。チリ－酒税などの先例は、市場

において競合する輸入品及び国産品に対して異なる

取り扱いをする場合、輸入品が被る不利益の度合

いが高く、措置の客観的構造たとえばその区別の

基準が政策目的に照らして合理的ではない場合に

内国民待遇義務違反とされる余地があることを示し

ているように思われる。また、GATTには 20 条に

一般的例外の規定が設けられており、これに該当

すれば GATT 協定の適用外であるとされているが、

ここに競争政策を目的とする措置は挙げられていな

い。このことから、競争政策を目的とする措置は

20 条例外の対象ではなく、内国民待遇義務違反を

正当化する余地はない。

　例えば、自国に輸出している外国生産者間の企

業結合の審査において、外国企業の輸出が国内生
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産者に及ぼす影響を考慮して、国内生産者の製造

する産品を保護するため競争政策の観点からは合

理性を認められない条件を付すような場合、例えば、

企業結合を承認するための条件として、自国に対す

る製品の輸出量に上限を定めたり、生産量や将来

の設備投資に制限を課すことで事実上自国への輸

出量を抑制したりするような場合は、輸入品に対す

る事実上の差別としてGATT上の内国民待遇義務

違反とされる可能性は否定できないであろう（GATT

が禁止している数量制限措置にも該当すると考えら

れる）。

　なお、当該企業結合が管轄権を肯定するに十分

な関連性が自国との関係において存在しない場合

には、当該企業結合に対して条件を付すこと自体が

管轄権の過剰な行使であるとしてそもそも問題とな

り得る。この問題は本文において論じたとおりであ

る。

（b）GATS

　GATS は、第 17条で内国民待遇義務を規定して

いるが、最恵国待遇義務と異なり、全てのサービス

分野ではなく、加盟国が自ら約束したサービス分野

において、かつ約束表において定める条件及び制限

に従って内国民待遇義務を負い（ポジティブリスト

方式）、加盟国は、外国のサービス又はサービス提

供者を不利に扱ってはならないとされる。その際、

与える待遇が形式的に同一であるか異なるかにかか

わらず、競争条件が他国の同種のサービス又はサー

ビス提供者と比較して自国のサービス又はサービス

提供者が有利となる場合には内国民待遇義務違反

になり得ることが明文で認められている（17条3項）。

実質的に外国法人や外資法人を自国の法人に比して

不利に取扱った場合には、内国民待遇に違反を構

成することになる。

（c）TRIPS

　TRIPS 協定は、第 3 条 1 項で内国民待遇義務

を規定している。この義務は、「知的所有権の保護」

に関する限りにおいて適用され、他の加盟国の国

民を内国民よりも不利に扱わないというものである。

「知的所有権の保護」は、「この協定に特に取り扱

われる知的所有権の使用に関する事項を含む」と

されている。21条は、加盟国が「商標の使用許諾

に関する条件を定めることができる」とし、28 条 2

項は、特許権者は「実施許諾契約を締結する権利」

を有するものとしており、したがって、商標権又は

特許権のライセンス契約に対する競争法上の規制

は、TRIPS 協定上の内国民待遇義務の対象となる。

　例えば、国内事業者同士のライセンス契約を制限

しないが、外国事業者をライセンサーとし国内事業

者をライセンシーとするライセンス契約についてのみ

制限を課すことは、TRIPS 協定の内国民待遇義務

規定に整合していないとの疑義が生じうる。なお、

過去には、日本の独占禁止法でも国内事業者と外

国事業者との間のライセンス契約のみに届出義務を

課していたが、現在では届出義務は無くなっている。

　TRIPS 協定上の内国民待遇義務における内国民

か否かの区別については、「国籍」（nationality）を

基準とするものとされ、会社等の私法人については、

設立準拠法国、本店所在地国等当該国の法によっ

て決定されることを前提とした先例がある（EC－地

理的表示パネル報告書、EC の場合には設立準拠

法と認定された）。この先例に拠れば、ライセンス

規制が商標権又は特許権者すなわちライセンサーの

国籍、法人の場合は設立準拠法又は本店所在地な

どによって規制を加重することは法的差別として内

国民待遇義務違反となる。さらに、WTO の先例

上、TRIPS 協定 3 条の内国民待遇義務は、パリ

条約 2 条（1）の内国民待遇義務とは異なり、外国

民に対して内国民と形式的に同一の保護を付与して

いても、違反が成立する可能性があるものとされて

いる。EC－地理的表示のケースでは、EC 域外の

地理的表示をEC において登録するにあたって、当

該外国の政府の承認を得る等域内の地理的表示の

登録には必要とされていない要件が課されているこ

と等の TRIPS 整合性が争われた。EC 域外の地

理的表示を登録しようとする者は、その国籍を問わ

ず、上記要件をクリアしなければならないので形式
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的には国籍による差別をするものではないとも言え

る。また現実にも、EC 域外の地理的表示の使用

者は外国人に限定されていないし、EC 域内の地理

的表示の使用者が内国民に限定されるわけでもな

い。しかし、パネルは、GATT3 条の定める内国民

待遇義務と同じく事実上の差別も違反となるとし、

EC 域外の地理的表示を使用する者の圧倒的多数

が外国人であることを理由に、地理的表示を登録し

ようとするEC 域内国籍を有する個人と外国人との

比較において後者が不利に扱われているとして、パ

リ条約 2 条（1）の内国民待遇義務の違反は認めな

かったものの、TRIPS 協定 3 条の内国民待遇義務

違反を認めた。

　この先例に従えば、海外からのライセンス契約に

対してのみ届出義務を課し、又はライセンサーの権

利を弱める方向で規律を加重するのは、事実上の

差別としてTRIPS 協定上の内国民待遇義務違反と

される余地があることになる。外国人又は外国法人

にのみ適用されるものではないとしても、海外から

のライセンサーの多くが外国で設立された又は外国

に本店所在地を有する法人であると想定されるから

である。

　ただし、TRIPS 協定 40 条を根拠として、加盟

国は、反競争的な行為を規制することができ、内国

民待遇義務もこの規定と整合的に解釈する必要が

ある。ただし、同条は、「競争に悪影響を及ぼす知

的所有権の濫用となる」行為を規制することを許す

のみで、形式的には競争法の名の下に実質は競争

政策として合理性を説明できない規制まで許容する

ものではない。GATT上の内国民待遇義務につい

ても、チリ－酒税ケースで見られたように、措置の

構造が政策目的と合理的関係を有しないことは違反

認定の方向に働く要素として認識されている。した

がって、競争法という名称の法令に基づくものであっ

ても、実際には競争政策の観点から説明できない

規制については、TRIPS3 条の内国民待遇義務に

違反する可能性を否定できないと考える。

　また、そもそも、TRIPS 協定は、ライセンスの権

利を含め、知的財産権として保護すべき権利の内容

を規定している。競争法の名の下に実質的には競

争政策として合理性を説明できない規制によってこ

れらの権利を制限することは、TRIPS 協定 27条（商

標権の例外）及び 30 条（特許権の例外）などの例

外に該当しない限り、TRIPS 協定に違反すること

になる。

③ 経済連携協定／投資保護協定

（a）内国民待遇義務

　経済連携協定においては、貿易及び投資に関し

て内国民待遇原則が規定されており、外国産品、

外国サービス、外国サービス提供者又は外国投資

家を不利に扱うことは禁止されている。たとえば、

日本とシンガポールとの間の経済連携協定では、13

条がモノの貿易一般について、60 条がサービスに

ついて約束表における約束の範囲で、73 条が投資

について、それぞれ内国民待遇義務を規定してい

る。投資保護協定においては、投資に関して内国

民待遇義務が規定されており、たとえば外国投資家

を不利に扱うことは禁止されている。

　貿易に係る内国民待遇義務は、GATT/GATSと

同様の規定であって既に述べた検討が当てはまる。

これに対して、投資に係る内国民待遇義務は、「同

様の状況における」国内投資家との関係で外国投

資家を不利に扱わないとするものである。先例に照

らすと、同じ経済・事業分野に属する投資家同士の

取扱いは少なくとも比較されるが、異なる取扱いが

合理的な政策判断に拠るものであると立証される場

合には違反とならない可能性が高い。（本書第Ⅲ部

第 5 章「投資」＜参考1＞投資協定仲裁に係る主

要ケース②（a）において言及した各先例参照）よっ

て、ここでも、競争法の名の下に行われる規制であっ

て、形式的には投資家の国籍によって区別していな

いとしても、競争政策として合理的な説明がなされ

ない場合には事実上の差別として内国民待遇義務

違反を問う余地がないとはいえない。

　例えば企業結合審査において、国内企業間の届

出基準と外国企業が自国企業を買収する場合の届

出基準の差がある場合に、投資前の内国民待遇を
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留保無しに約束していれば、競争政策上としての合

理性を説明できない限り、内国民待遇義務違反とな

る可能性が高い。

　さらに、審査に適用される実質基準に差が有るこ

とが立証できるならば、内国民待遇義務違反を問う

ことができるであろう。

（b）公正衡平待遇義務

　我が国が締結した経済連携協定における投資章

及び投資保護協定においては、いわゆる公正衡平

待遇義務が規定されている。この義務は、内国民

待遇義務と異なり、国内投資家に付与される待遇

との関係で決まる相対的なものではなく、絶対的に

細付される待遇の水準を規定するものである。外

国投資家に対して、途上国においても先進国と同

等の処遇を与えなければいけないという原則ではな

いが、途上国であっても、当該国のレベルに即し

た、一定水準の措置をとる義務を負っており、概

ね、不合理な措置、例えば差別的又は不透明な措

置を執ってはならない義務であると理解される。例

えば、Saluka Investments BV 対チェコのケースに

おいては、投資家が明らかに矛盾した、不透明な、

不合理な又は差別的な態様で行動しないことを期

待する権利があるとされた。（本書第Ⅲ部第 5 章「投

資」＜参考1＞投資協定仲裁に係る主要ケース②（c）

において言及したその他の先例も参照）

　したがって、競争法の名の下に行われる規制で

あったとしても、競争政策としての合理性を説明で

きない場合には、国内投資家よりも不利に扱われて

いるか否かを問わず、公正衡平待遇義務違反が認

められる可能性があるということになろう。

（3）　まとめ
　前項で述べたように、WTO 協定上、輸入品、

外国サービス、外国サービス提供者又は外国の特

許権者又は商標権者が規定上不利に取り扱われて

いる場合には、WTO の内国民待遇義務に違反す

るとされる。表面上は内外無差別の措置、たとえ

ば輸入品と国産品とに対して同一の規律を課してい

たとしても、輸入品が同種の国産品よりも重い負担

を負っており、かつその差異が競争政策からは合理

的説明が困難な場合には、事実上の差別として内

国民待遇義務に違反する可能性があるのではない

か。外国投資家が相対的に重い負担を負わされる

場合も同じであり、内国民待遇義務に違反する可能

性があるのではないか。また知的財産権や外国投

資家の事業活動を競争法の名の下に実は競争政策

としては合理性を説明できないような制限を課して

いる場合にも、TRIPS 協定の関連規定や投資保護

協定の公正衡平待遇義務に違反する可能性がある

のではないか。

　他方、上記検討は、当該制度自体が独自のもの

であり、世界的に類似したものが無いことそれ自体

を問題とするものではない。競争政策として合理的

説明が可能な範囲に留まる限り、WTO 協定等の国

際ルールの問題とし難いであろう。特異な競争政策

の考え方から生じている問題に対処するには、競争

当局間その他の政府間協議によって適切な処理が

なされることを期待せざるを得ず、その観点から、

競争当局間の情報交換・協議プロセスなどの国際

ルールを整備していくことが考えられる。また適用

準則及び個別ケースにおける判断の透明性を高める

努力も有用であろう。

（1）　問題の所在
　各国の競争当局は、競争法の枠組みの中、合併

や株式取得のような各種 M&A が当該国の競争政

策上問題をもたらさないかを審査し、問題があると

判断した場合には事業の譲渡や一定の価格での供

給等を義務づける問題解消措置を命じ、あるいは、

問題となるM&Aを禁止することがある。このよう

に、一般に競争法は各種 M&A が競争政策の観点

から望ましいかを審査するための枠組みを備えてい

るが、かかる枠組みは企業結合審査と呼ばれる。

　企業結合審査を含む各国の競争法は、その国特

有の経済構造・市場慣行等を前提として制度設計・

4．企業結合審査の設計・運用上の問題



21 EU においては、申請者が当局へ届出を行うに当たり、原則として Form CO と呼ばれる様式を用いるところ、届出の正式な受
理に先立ち、届出書の記載事項に不備がないか確認するため申請者と当局との間で下書きのやり取りが要請されている（Best 
Practices on the conduct of EC merger control proceedings パラグラフ 5-7〔2004 年 1 月 20 日〕）。このやり取りを経ることで
正式な受理までに数か月から半年程度の期間を要するとされる。またこのやりとりの長短で、正式届出日が先後することがあり、
結果的にこの差が、その後の企業結合審査の帰趨に決定的な意味を持つ場合がある（Seagate による SamSungHDD 事業買収と
Western Digital による旧日立系 HDD 事業買収に関する事例を参照）。

22 我が国の企業結合審査において審査期間の上限は、届出受理から 120 日間又は全ての報告等を受理した日から 90 日間のいずれ
か遅い方となっているところ、規定上は、ブラジルでは届出受理から 330 日間、ロシアでは同じく 270 日間 , インドでは 210 日
間となっており、長期の審査期限が設けられている。ただし、国際的に適正な審査期間の相場についてコンセンサスがあるわ
けではない。

23 たとえば、日－クゥエート投資協定、日－コロンビア投資協定など。
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運用されるものであり、ルール整合性の観点から、

国ごとに制度・運用が異なること自体をもって「不

公正である」とはいえないことは当然である。もっ

とも、上記 3．「競争法の恣意的・差別的な適用に

対する規律」でも触れたとおり、競争法の設計・

運用が、恣意的・差別的な場合には、GATT や

GATS、TRPIS 協定といったWTO 協定、さらには、

経済連携協定や投資保護協定上の問題となる余地

がある。また、上記 1．でも述べたとおり、自国と

の関連性が希薄であるにもかかわらず、これに競争

法を適用する場合には、管轄権の過剰な行使とな

るという問題も生ずる。各国競争当局が採用する企

業結合審査の設計やその運用は、多くの場合は競

争法・政策として適切かという問題として解消され

るものと思われるが、一定の場合には、WTO 協定

や投資保護協定、管轄権の問題となる余地がある。

　近年、多くの新興国においても競争法の整備が

進む中、日本企業によるM&A が海外の企業結合

審査の対象となることは当然のこととなっている。

そのような中、外国政府による企業結合審査の設計・

運用のあり方を監視し、必要があれば、外国政府

に対し、設計や運用の改善を働きかけていくことも

視野に入れる必要がある。そこで、以下、企業結

合審査の設計と運用とWTO 協定や投資保護協定、

管轄権の問題の関係について整理する。

（2）　マーケット・アクセスの阻害
　M&Aプランニングにおいて、スケジュールは非

常に重要な問題である。合併によるシナジー効果を

十分に発揮するためには迅速なM&Aの実行が必

要であるし、スケジュールの遅延はしばしば費用の

増加や株価の下落をもたらす。輸出企業や国際的

に拠点を有する会社の関係するM&Aにおいては、

諸外国の企業結合審査の事前審査に服することが

通例であるが、企業結合審査が迅速に開始されな

い、企業結合審査が長期化するといった問題に直

面することがある。企業結合審査の開始の遅れや

長期化の原因が、当局の審査員の不足、企業側の

協力姿勢の欠如、複雑な競争法上の問題の分析が

必要となる場合などは、これをWTO 協定や投資

保護協定の問題と整理することは適切でないと思わ

れる。

　一方で、企業結合審査を行っている国に所在す

る企業を買収するような案件において、合理的な

理由なく企業結合審査の開始の遅れや長期化がみ

られる場合には、これを外国企業の市場参入・投

資を阻害する措置であると論ずる余地がある。実

務的に問題となり得る遅延の態様として、たとえ

ば、① M&Aの最終契約を締結するまでは審査の

届出の受理を行わない実務 20、②正式受理に先立

ち競争当局との間での長期にわたるやりとりが前提

とされている実務 21、③政治的問題がある場合に

届出を受理しない・審査を遅延する実務、④国際

的標準に照らして長期の審査期限が設けられてお

り22、合理的理由なく審査が長期間に及ぶ実務等

が考えられる。合理的理由なき遅延につき、問題と

なるM&A が、企業結合審査を遅延している国が

GATS においてマーケット・アクセスを保障してい

る分野に関係する場合には、GATS の自由化約束

に違反するのではないかを検討する余地がある。ま



24 U.S. CHAMBER　OF COMMERCE　COMPETING　INTERESTS　IN CHINA’S COMPETITION　LAW 
ENFORCEMENT：China’s Anti-Monopoly　Law　Application　and the Role of Industrial Policy 等参照
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た、企業結合審査を遅延している国との間で投資自

由化の側面を有するいわゆる自由化型の投資保護

協定が締結されている場合には 23、自由化義務に

反しないか検討する余地がある。ただし、いずれ

の場合も、遅延が生じるのみで禁止されなかった場

合にも、自由化約束に反するといえるかはさらに精

査が必要である。

（3）　外国企業に対する差別的適用の
問題

　企業結合審査の結果、競争法の観点から不合理

な禁止措置や問題解消措置が外国企業に対して差

別的に適用される場合には、保護主義的な企業結

合審査の運用が行われているのではないかが問題

となる。

　この点について、中国において、2008 年の独占

禁止法施行後、2015 年 1月末までに企業結合の禁

止決定が 2 件、条件付承認決定（問題解消措置が

課された案件）が合計 26 件それぞれ下されている

が、これらの案件全てが外国企業による買収、合

併又は合弁会社設立事案である 24。その中には、

次のとおり、競争政策の観点から合理性を欠くと思

われる決定が下されているものが含まれている。

（事例 1）Coca-Cola による匯源果汁買収（2009 年

3月 18 日決定）

　中国当局は、炭酸飲料メーカーであるCoca-Cola

が果汁飲料メーカーである匯源果汁を買収した後

に、抱き合わせ販売や排他条件付取引等により炭

酸飲料市場における支配力を果汁飲料市場に拡大

する危険性があるとして買収を禁止した。しかし、

競争政策的には、実際に抱き合わせ等が生じてか

ら規制する、もしくは、抱き合わせの禁止を条件に

承認するという選択肢もあったにもかかわらず、事

前に買収自体を禁止したのは競争政策的に合理性

を欠くのではないかとも思われる。こうしたこともあ

り、禁止決定はナショナルブランドの保護のためで

はないかとの憶測も出された。

（事例 2）三菱レイヨンによる Lucite 買収（2009

年 4月 24 日決定）

　中国当局は、三菱レイヨンに対して、5 年間、商

務部の許可なくMMAモノマー、PMMAポリマー、

キャスト板のメーカーの買収や工場の新設を行わな

い旨の条件を課した。しかし、これは生産能力の

制限を求める条件であり、生産の制限は価格の上昇

を招きかねず、かえって反競争的なものであると思

われる。

（事例 3）Novartis による Alcon 買収（2010 年 8月

13 日決定）

　中国当局は、Novartis に 5 年間中国市場で特定

の眼科抗生製品の販売を禁止し、また、上海のコ

ンタクトレンズ業者との販売契約の終了を求めた。

しかし、これは、販売量の制限や消費者の選択肢

を狭めるものであり、かえって反競争的なものであ

ると思われる。

（事例 4）グレンコアによるエクストラータの買収

（2013 年 4 月 16 日決定）／丸紅によるガビロン

買収（2013 年 4月 22 日決定）

　グレンコアによるエクストラータの買収事案では、

中国当局は、エクストラータが開発中のペルーの

銅山の第三者への売却を命じた。しかし、問題と

なった銅精鉱の市場における両者のシェアの合算は

12.1％に過ぎず、その他中国市場における競争が著

しく制限されることとなる特段の事情があったのか

も判然とせず、競争政策の観点から本当にかかる

構造措置が必要であったのか疑問視される。

　丸紅によるガビロン買収事案では、中国当局は、

丸紅とガビロンの大豆業務の中国向け輸出及び販

売の分離及び独立を維持するように命じた。しかし、

2012 年の中国輸入大豆総量は 5838 万トンである

のに対して丸紅の中国輸入大豆の取扱量は 1050 万



25 例えば、ウクライナの届出要件の概要は以下のとおり。企業結合当事者全体の世界全体の資産又は売上高合計が 1200 万ユー
ロを超え、かつ、①少なくとも 2 事業者の世界全体の資産又は年間総売上高がそれぞれ 100 万ユーロを超え、かつ②いずれか
の事業者のウクライナにおける総資産又は売上高が 100 万ユーロを超える場合。（Getting the Deal Through ? Merger Control 
2015 参照。）
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トン、ガビロンの取扱量は40 万トンであり、買収の

前後において大きな競争環境の変化があるといえな

い事案であって、競争政策の観点から本当にかか

る分離・独立維持措置が必要であったのか疑問視

される。

　競争政策の観点から不合理な禁止や問題解消措

置が課される場合には、競争政策以外の理由、特

に自国産業の保護等の保護主義的な理由で企業結

合審査が運用されているのではないかが懸念され

る。仮にそのような保護主義的な運用により、投

資家の事業活動の制限や事業の譲渡等が不合理に

求められる場合には、投資保護協定で保護の対象

となる「投資」に関する措置であり、内国民待遇

や公正公平待遇義務に反するものではないか検討

する余地がある。また、自由化型の投資保護協定

が存在する場合には M&A が不合理に禁止された

場合には自由化約束に反するものでないかを検討す

る余地がある。さらに外国企業に対して自国企業

へのライセンスアウトを条件とするような場合には、

TRIPS 協定上の内国民待遇義務に抵触しないか検

討する余地がある。

（4）　過度な域外適用の問題
　あるM&Aが自国との関連性が希薄であるにもか

かわらず、これを企業結合審査の対象とし、さらに

は、これに問題解消措置を付したり、禁止したりす

る場合には、管轄権の過剰な行使となるのではな

いかという問題も生ずる。届出に服させることだけ

で、競争法の過度な域外適用といえるかについては

さらに精査を要するが、最終的には M&A が承認

されるとしても、企業結合審査の対象とするだけで

も応じる側の企業には相当なコストがかかる点に留

意しなくてはならない。

　例えば、届出要件として内国市場との関連性につ

いては資産及び売上高とも非常に低い閾値を設ける

国などもあり25、届出要件の基準が自国市場におけ

る競争への影響という観点から適切に考慮した上

で設計されているか問題とする余地があるように思

われる。
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1 2005 年度の WTO 年次報告書（世界貿易報告書）では、「貿易、基準及び WTO の関係性」と題し、正当な政策目的と貿易障壁
の緊張関係にスポットを当てている。また、2012 年度の同報告書においても、「貿易と公共政策：21 世紀における非関税措置
の精査」と題し、TBT 協定・SPS 協定を中心に、最近の NTB を整理するとともに、NTB が貿易に与える影響や、NTB の分
野における国際協力の動向等をまとめている。

2 NTB の対象は非常に広く、内国税、国内規制措置、アンチ・ダンピング、相殺関税、原産地規制、数量制限、補助金等が含まれる（2012
年 WTO 年次報告書）。

3 締結国に限定された関税の削減や撤廃により、締結国より安い価格で財を生産できる他国からの輸入が、締結国からの輸入に転
換されるという効果。

　世界全体において、EPA/FTAの数は急激に増

加している。WTO への通報件数を見ると、1990

年には 27 件に過ぎなかった地域貿易協定（EPA/

FTA、関税同盟等）は、2015 年 1 月 8 日時点で

604 件にまで急速に増大している1。狭義の自由貿

易協定（FTA）が域内での物品関税の撤廃やサー

ビスの自由化を行うものであるとすると、経済連携

協定（EPA）は更に広く、投資環境の整備や知的

財産保護の強化、技術協力、人的交流の拡大等を

含むことを示す概念である 2。更に、これらEPA

の要素のうち、投資財産の保護、送金の自由、外

資規制への規律等を抜き出した投資協定（IIA）の

締結数も世界的に増えている。我が国は、2015 年

1 月現在、14 の国・地域との間で EPA/FTAを、

23 の国・地域との間で投資協定をそれぞれ締結し

ている。

　EPA/FTA 急増の背景としては、いくつかの要

因が考えられる。EUという巨大な域内市場の成立

とその後の拡大は、NAFTAやAFTA（ASEAN

自由貿易地域）の成立を促した。また、関税同盟

や EPA/FTAの成立は、貿易転換効果 3 によっ

て不利益を受ける非加盟国に対し、それら関税同

盟・EPA/FTA 加盟国と関税同盟・EPA/FTA等

の地域貿易協定を締結させるインセンティブをもた

らす。例えば、東アジアにおいては、ASEAN 域

内での FTA（AFTA）が 1993 年に発効した後、

「ASEAN+1」のFTA 網が形成され、2010 年 1月

までに、日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージー

ランドとASEANとのFTA（物品分野）が発効した。

（EPA/FTAを巡る世界の動きについては、次節「世

界における経済連携の動向」を参照）。

　EPA/FTAは、特定の地域間で特別な取決めを

定める協定であり、国際経済ルール上、WTO 体制

の原則である最恵国待遇義務の例外として位置づ

けられている。GATT及び GATS において、物品・

サービスに関する自由貿易協定を設立することが例

外的に許容される場合についての要件が定められて

いる（第Ⅱ部第 16 章「地域統合」参照）。

　しかしながら、WTO におけるマルチ（多国

間）の通商政策への取組と、二国間又は多国間の

EPA/FTAの取組とは、相互に補完し合うものであ

る。米国、EU、アジアの三大市場において進展す

る経済連携の取組や、アジア太平洋地域でAPEC

（アジア太平洋経済協力）において進められている

地域協力の取組は、WTO の多角的自由貿易体制

を支え、ひいては世界全体での貿易・投資の自由

化に貢献していくことが期待される。WTO のラウ

ンド交渉と比較して、EPA/FTAでは、関税やサー

ビスの自由化のみならず、WTO がカバーしていな

い投資ルールの整備、人的交流の拡大など、幅広

い分野について、経済実態に即したルール、協定を

協定締約国間で機動的に締結することが可能であ

る。

　具体的なEPA/FTAの締結によるメリットとして

は、以下の点が挙げられる。

ⅰ）域内企業間の競争と、域内での経営資源の最

適配置が可能になることにより、企業の収益力が

改善されるとともに、国内の経済構造の改革が促

進される。また、相手国・地域の我が国にとって

の直接投資先としての魅力が向上する。

1．本報告書における経済連携協定の位置づけ
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ⅱ）関税の撤廃、投資の自由化、諸制度の調和等

を通じて、我が国にとって重要な市場への優先的

アクセスが得られることにより、貿易・投資の機

会が拡大するとともに規模の経済による利益を享

受することが可能になる。

ⅲ）基本的な考え方を共有する国・地域との間で通

商ルールの策定を迅速に行うことにより、WTO

においてルールが形成されていない分野での制度

構築を先取りすることが期待できる。また、当該

ルールの浸透により、WTO での同一分野の議論

において主導権を確保しやすくなる。

　以上のようなEPA/FTAのメリットは、他国に先

んじて EPA/FTAを締結することによって得ること

ができるが、他方、第三国間で EPA/FTA が締結

されることになれば、先に述べた貿易転換効果に

より、EPA/FTAを締結していない国やその企業

はこれらのメリットから除外されることになる。した

がって、WTO 体制を支え、かつ、EPA/FTAのメ

リットを享受することが肝要である。

　本報告書の第Ⅰ部、第Ⅱ部では、WTO 協定に

基づく権利・義務の観点から主要国の貿易政策を

評価したが、世界的に急増するEPA/FTAや投資

協定で規律されるルールについても、各国政府によ

る遵守を確保するとともに、こうしたルールそれ自

体のWTO 協定との整合性を確保するよう注視して

いくことが重要である。

　こうした観点もふまえ、第Ⅲ部においては、日本

が締結した EPA/FTA 及び投資協定を中心に、国

際経済ルールの規律内容を解説し、関連する各国

の措置について検討する。第三国間で締結された

EPA/FTAや投資協定についても、最近の主要な

事例を紹介する。

2．世界における経済連携の動向

（1）世界全体の概観 4

　冷戦が終結し、新たな国際経済システムが模索

されるなかで、まず欧米が地域経済統合の動きを

加速化させた。EUの域内市場統合計画による単

一市場の形成（1992 年）、NAFTA発足（1994 年）

を軸として、欧米諸国は、まず経済関係の深い近

隣の地域内での貿易・投資の高度な自由化・円滑

化により、市場の拡大や生産拠点の効率化を通じ

た企業収益の改善、国内経済構造の改革等を目指

す取組を積極的に推進していった。

　その後、WTO シアトル閣僚会議の決裂（1999

年）は、WTO における多国間での自由貿易推進の

難しさを顕在化させ、二国間あるいは地域国間での

EPA/FTA 締結を世界的な潮流として、更に加速

させることになった。

　また、シアトル閣僚会議以降、EPA/FTAに関

して以下三点の新たな傾向が見られるようになる。

　第一には、協定において扱われる分野として、関

税・非関税障壁の撤廃のみならず、投資、競争、環境、

経済協力、人の移動など、新たな分野に関するルー

ルの整備が含まれるケースが増えたことである（従

来のFTAの要素に加えて、域内のモノ、サービス、

人、資本の移動の更なる自由化、円滑化を図るため、

水際及び国内の規制の撤廃や各種経済制度の調和

等を行うなど幅広い内容を含むEPAを我が国が結

んできたのはその一例）。

　近年の EPA/FTAの第二の特徴としては、「地

域統合」型のEPA/FTAや広域経済連携の動きが

各地域において見られることが挙げられる。WTO

のカンクン閣僚会議決裂（2003 年 9月）後の米州

における「地域統合型」のEPA/FTAの進捗は特

に著しく、メルコスール（南米南部共同市場）とア

ンデス共同体が 2003 年 12月、自由貿易地域創設

のための枠組み協定に署名した。また、米国と中

米諸国とのFTA（米国 - 中米 -ドミニカ共和国自由

貿易協定、DR-CAFTA）も2004 年 8月に署名さ

4 各国・地域別の FTA 締結状況については、WTO や JETRO のウェブサイト上に記載がある。
　http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
　http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/reports/07001093
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れ、国ごとに順次発効た。アジア太平洋地域では、

2010 年 3月に TPP（環太平洋パートナーシップ）

協定交渉が開始したほか、2012 年 11月に、東ア

ジア地域全域をカバーするRCEP（ASEAN10カ国

と日中韓印豪 NZ が参加）の交渉立ち上げ、及び

日中韓 FTAの交渉開始が、それぞれ宣言された。

　更に、第三に、近隣国間での「地域統合」型の

EPA/FTAとともに、近接しない国・地域間での

EPA/FTAを締結する動きが活発化していること

が挙げられる（1985 年の米イスラエルFTAを端緒

に、EUメキシコFTA、EFTA メキシコFTA、韓

EU・FTA、米韓 FTA、EU 南アフリカFTAな

ど）。このような EPA/FTAを締結する背景には、

経済的に重要な国・地域へのアクセスに関して有利

な条件を獲得することにより、貿易の「ハブ」とし

ての機能を獲得し、また投資先としての自国の魅力

を高めて雇用の増大などにつなげようとする狙いや、

EPA/FTA がないことにより生じた不利益を解消し

ようとする狙い、政治外交上の理由等があると考え

られる。

（2）主な地域統合の概観と各国等の
動向

　本項においては、加速化する各地域の地域経済

統合の動きを概説する。日本にとって関わりの深い

米州、EU、東アジア・アジア太平洋地域それぞれ

の地域統合・経済連携の動きを地域ごとに以下概

説する。また、米国、EU、中国、韓国をはじめと

する各国の地域統合及び主要国との経済連携強化

の取組に向けた主な動きを概説する。

① 米州
　米州においては、北米自由貿易協定（NAFTA：

North American Free Trade Agreement）、 南

米南部共同市場（MERCOSUR）、アンデス共同体

（CAN：Comunidad Andina）、太平洋同盟（Alianza 

del Pac?fi co）の 4 つの主な地域統合の動きが見ら

れる。また、本稿では、米州における地域統合に

向けた各国の動きとして米国、メキシコ、チリの 3

カ国を取り上げる。

（a）北米自由貿易協定（NAFTA：North American 

Free Trade Agreement）の概観

　カナダ、米国、メキシコの 3カ国で構成される北

米自由貿易協定（NAFTA）は、1992 年 12月に調

印され、1994 年 1月に発効した。同協定は、域内

での貿易障害の除去、国際協力の枠組みの確立等

を目的とし、モノ及びサービスの通商規則（域内関税・

数量制限の撤廃、原産地規則等）に加えて、投資、

知的財産権、競争政策の各分野のルールを規定し

ている。NAFTA 諸国は、中南米諸国との関係強

化を進めており、既にペルー・チリとの間では、カ

ナダ、米国、メキシコの 3カ国ともFTAを締結し

ている。

　

（b）南米南部共同市場（MERCOSUR：Mercado 

Comun del Sur）の概観

　1995 年 1月に発効した南米南部共同市場（メル

コスール）は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、

パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラの 6カ国で構成

される関税同盟である（ボリビアは 2012 年 12月加

盟議定書に署名し、各国議会の批准待ち。パラグ

アイは 2012 年 6月から関連会合への参加権が停止

されていた。同年 8月15日カルテス大統領就任とと

もに停止は解除されたものの、復帰はしていない）。

また、チリ、ボリビア、ペルー、コロンビア、エクア

ドルと自由貿易協定を締結し、キューバ、メキシコ

と経済補完協定を締結している。EUとのFTA交

渉については、2000 年 4 月に交渉を開始後、農産

品等の扱いで交渉が一時頓挫したが、2010 年 5月

に交渉再開が宣言された。EU がメルコスールに対

して投資・サービスに関するより大きな譲歩を求め

ている一方、メルコスールは EU に対して農産物・

食品市場の一層開放を求めている。

　アンデス共同体とは 2003 年 12月にFTAを締結

し、2005 年 6月のメルコスール首脳会合では、相

互に各加盟国を準加盟国として扱っていくことが確

認され、南米共同市場の強化を図っている。その
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他、メルコスールはイスラエル（2007 年 12月署名、

2010 年 4 月発効）、エジプト（2010 年署名、未発効）、

パレスチナ（2011年署名、未発効）ともFTA交渉

を終えているほか、中国、韓国、インド、パキスタン、

GCC（湾岸協力理事会）、モロッコ、カナダ、メキシ

コ、パナマ、キューバ、ドミニカ共和国、中米統合

機構（SICA：グアテマラ、エルサルバドル、コスタ

リカ、ニカラグア、ホンジュラス、パナマ、ベリーズ）、

カリブ共同体（CARICOM：カリブ諸国 14 カ国と

1 地域）、南アフリカとの間で特恵貿易協定（PTA）

交渉及び共同研究等を通じて、将来のFTA交渉の

可能性を視野に入れた取組を進めている。我が国

との関係では、2012 年 11月に開催された第 1回日・

メルコスール経済緊密化のための対話において、両

国のEPA/FTAの取組について情報交換を行うと

ともに、ビジネス環境改善について、日本側よりメ

ルコスール側に対して要望を行った。

　

（c）アンデス共同体（CAN：Comunidad Andina）

の概観

　1969 年に発効したアンデス地域統合協定を1996

年に改組して設立されたアンデス共同体は、コロン

ビア、ペルー、ボリビア、エクアドルの 4 カ国で構

成される関税同盟である（ベネズエラは 2006 年 4

月に脱退表明。2005 年 7月、メルコスール諸国（ア

ルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ）が

準加盟国として参加。チリは 2006 年 9月に準加

盟）。域内関税について、コロンビア、ボリビア、エ

クアドルは 1993 年までに撤廃し、ペルーは 97年か

ら引き下げを開始し、2005 年 12月末に完全撤廃

しており、2006 年 1月、自由貿易市場がスタートし

た。対外共通関税については、4 段階の新対外共

通関税を2004 年までに適用する予定であったが、

加盟国間の利害の不一致や、コロンビア、ペルー、

エクアドル 3ヵ国の対米個別 FTA交渉が開始した

ことに伴い、2006 年 2月のアンデス共同体通商大

臣会合において新対外共通関税の発効を2007 年

1月31日まで停止することで合意された。その後，

2014 年 12 月 31日まで停止期限の延長を行った。

他地域との間では、2006 年 6月に EUとの経済連

携協定の交渉開始を求めるEU 首脳宛書簡に 4 カ

国首脳が署名し、2007 年 6月に EUとアンデス共

同体とのFTA交渉が開始された。しかし、交渉は、

2009 年 1月からEUとコロンビア、ペルー、エクア

ドルとの通商協定交渉へと変化し、2010 年 3月に

EUとコロンビア、ペルーとの間でのみ大筋合意し、

2012 年 6月に EU・コロンビア、ペルー通商協定の

署名に至った。アンデス共同体域内国と米国との二

国間 FTA については、2009 年 2 月にペルーとの

FTA が発効し、2006 年に署名したコロンビアとの

FTAについても、再合意を経て 2012 年 5月に発

効した。

　

（d）太平洋同盟（Alianza del Pacífi co）の概観

　2012 年 6月に、メキシコ、コロンビア、ペルー、

チリの 4 カ国によって枠組み条約に署名された地域

経済統合協定（新規加盟国候補国の動向として、コ

スタリカは、国会手続き中、パナマは 2015 年 1月、

対コロンビアとのFTA批准の凍結を発表。）。物品、

サービス、資本、人の移動等の重層的な統合を目

指し、現在域内交渉中である。2014 年 2 月10 日

に開かれた、第 8 回太平洋同盟首脳会合において、

域内関税について 92％の品目で即時撤廃、残り8％

を最長で17年かけて段階的に完全撤廃することが、

追加枠組条約として署名された。

　また、2014 年 6月19-20 日に開かれた第 9 回同

首脳会合にて、ラテンアメリカ統合証券市場へのメ

キシコ証券取引所の機能的統合や、加盟国間の出

入国管理の円滑化などにおける進展を確認した。

　

（e）地域統合に向けた各国の主な動き

（ⅰ）米国

　米国は 1990 年代までは、前述の北米自由貿易協

定（NAFTA）及びイスラエルとの二国間 FTA 以

外には FTAを締結していなかったが、2002 年通

商法（貿易促進権限（TPA）を含む）の成立を契

機に、チリ、シンガポールをはじめとして FTA 交

渉を積極的に展開し始めた。2003 年 9月のWTO
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カンクン会合において「ドーハ開発アジェンダ」の

中間合意が達成できなかったことにより、この動き

を更に加速させた。米国は、FTAを単なる貿易自

由化にとどまらず、相手国の貧困からの脱却や経

済改革への支援、加えて安全保障やテロ対策の観

点からも同盟関係構築のツールとして位置づけてい

る。米国は、中南米、アジア・オセアニア、中東、

アフリカと全世界規模で FTAを展開する意図を示

している。中米 5カ国（エルサルバドル、グアテマ

ラ、ニカラグア、ホンジュラス、コスタリカ）及びド

ミニカ共和国とのFTA（DR-CAFTA）については、

2004 年 8月に署名、2005 年 7月に議会承認が行

われ、2009 年 1月にコスタリカとのFTA が発効し

たことにより、6カ国全てとFTA が発効している。

　また、オマーンとのFTAは、2006 年 1月に署名、

2009 年 1月に発効した。更に、アンデス諸国（コロ

ンビア、ペルー）とのFTAについては、ペルーと

の間で 2006 年 4 月署名、2007 年 12月議会承認、

2009 年 2月に発効した。2006 年に署名したコロン

ビアについても、再合意を経て 2012 年 5月に発効

した。また、パナマとのFTAについては 2007 年

6月に署名し、2012 年 10月に発効した。2007年 6

月に署名した韓国とのFTAは、当初アメリカ議会

での批准の見込みが立っていなかったが、両国間

で改めて交渉を実施した結果、2010 年 12月に再度

の交渉合意に至り、2011年 2月交換公文を取り交

わした。その後、両国議会の承認を経て、2012 年

3月に発効した。

　2015 年 2月時点では、以上の他、シンガポール、

チリ（いずれも2004年1月～）、豪州（2005年1月～）、

モロッコ（2006年1月～）、バーレーン（2006年 8月～）

との間で FTA が発効している。

　その他、米国が交渉を開始した協定として、南部

アフリカ関税同盟（SACU：ボツワナ、レソト、ナミビア、

南アフリカ、スワジランド）、タイとのFTA がある。

また、2006 年 11月には、APEC 地域におけるアジ

ア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を提案した。2009

年 11月には、オバマ大統領が TPP（環太平洋パー

トナーシップ）への関与を表明し、翌 12月には米

議会へ交渉開始を通知した。2010 年 3月には、第

1 回 TPP 交渉会合が行われ、2015 年 2月末にお

いても交渉が継続している。（TPP の動きについて

は 2. （3） ①環太平洋パートナーシップの項を参照）

　また、欧州連合（EU）との間では、2011年 11

月に設置された「FTA 交渉開始に向けた高級作

業部会」が、2013 年 2月に最終報告をとりまとめ

た。同報告は、「市場アクセス」、「規制・非関税障

壁」、「ルール」の 3 つの柱から構成され、米 EU

首脳に対し、包括的な貿易投資に関する協定の交

渉開始のための国内手続を開始するよう勧告する内

容となっている。これを受けて、同月の米 EU 首脳

共同声明にて、環大西洋貿易投資パートナーシップ

（TTIP）協定の交渉入りに向けた手続開始が宣言

され、2013 年 7月に第 1回交渉会合が開催された。

2015 年 2月末までに 8 回の交渉会合が開催されて

いる。
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（ⅱ）メキシコ

　メキシコは、2005 年 4 月に発効した日メキシコ

EPAをはじめ、これまで、米国、カナダ、EU（EU

の項参照）、EFTA、イスラエル、コロンビア、ペルー、

チリなど中南米の国 と々計 12 本のFTAを締結して

いる。現在、韓国とFTA交渉中である。韓国との

FTA 交渉については、2006 年 2 月から交渉を開

始したが、当時韓国が対米 FTA交渉に注力してい

たこともあり、2006 年 6月までの第 3 回交渉以降、

進展がみられず、2007年 8月、当初目指していた「経

済補完戦略協定」からFTAに格上げして締結交

渉を開始することを発表したものの 2008 年 6月以

降は交渉が事実上中断していた。その後、2012 年

6月の韓国・メキシコ首脳会談で、交渉再開に合意

したが、これまでのところ交渉進展についての目立っ

た発表はなされていない。

（ⅲ）チリ

　チリはこれまで、カナダ、メキシコ、コスタリカ、

エルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラ、米国、

韓国、EFTA、中国、パナマ、ペルー、コロンビ

ア、豪州、トルコ、マレーシア、ベトナム、EU、タ

イ、ベトナム等とは経済連携協定を、シンガポール、

NZ、ブルネイとは環太平洋戦略的経済連携協定

（P4）を、ボリビア、エクアドル、メルコスール、ベ

ネズエラ、キューバ等とは経済補完協定を、インド

とは部分到達協定を署名又は発効させている。ま

た、我が国とは、2006 年 2月よりEPA交渉を開始

し、2007年 3月に署名、同年 9月に発効した。

② 欧州
（a）欧州連合（EU：European Union）の概観

　1957 年 3月に調印されたローマ条約に基づき

1958年1月に発足した欧州経済共同体（EEC）は、「モ

ノ・サービス・人及び資本」の 4 つの移動の自由化

を実現した共同市場の創設を目指すもので、1968

年に関税同盟と共通農業政策を完成させた。また、

1992 年を期限とする域内市場統合計画の完成によ

る域内障壁の撤廃を経て、1993 年には経済・通貨

の統合だけでなく政治的な面での統合も促進させる

マーストリヒト条約が発効し、12カ国で構成される

「欧州連合（EU）」が発足した。その後、1995 年 1

月にはオーストリア、フィンランド、スウェーデンが

新規に加盟して 15カ国となった。更に同条約を改

正したアムステルダム条約、ニース条約がそれぞれ

H21.12.15
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1999 年 5月、2003 年 2月に発効した。また、中東

欧諸国を中心とする10 カ国、ポーランド、ハンガ

リー、チェコ、スロバキア、スロベニア、エストニア、

リトアニア、ラトビア、キプロス及びマルタが 2004

年 5月に正式加盟し、25カ国となった。また、ルー

マニア及びブルガリアが 2007年 1月に加盟した。

　拡大を続けるEU では、求心力の維持と統合の

深化を図るために、2004 年に欧州憲法条約を採択

し、同年 10月に EU 全加盟国首脳間で本条約に調

印した。各加盟国が批准することとなったが、フラ

ンス、オランダにおいて欧州憲法条約批准が国民

投票で否決された。このため2007年 6月、欧州憲

法条約の内容を基本的に継承しつつ、「憲法」的要

素を排除した改革条約案の作成に合意し、2007年

10月、リスボンにおけるEU 非公式首脳会合にお

いて、改革条約案が合意された。2007年 12月、リ

スボンにおいて改革条約（「リスボン条約」）の署名

が行われ、全加盟国による批准のプロセスを経て

2009 年 12月1日に発効した。2013 年 7月にはクロ

アチアが新たに加盟し、EU は 28カ国体制に移行

した。

　2014 年 5月には、リスボン条約発効後、初めて

の欧州議会選挙が実施された。同年 11月には、ル

クセンブルクからユンカー欧州委員会委員長が、同

年 12月には、ポーランドからトゥスク欧州理事会議

長が就任し、EUの新体制が発足した。

　

（b）EUの地域統合及び主要国との経済連携強化の

取組

　EU は、周辺諸国とのFTAを積極的に推進して

きた。1994 年 1 月に、スイスを除くEFTA 加盟

国（ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、

及び当時 EU 未加盟だったスウェーデン・フィンラ

ンド・オーストリアの計 6カ国）と、自由貿易地域

より進んだ「ヒト、モノ、資本及びサービスの自由

移動、研究開発、環境等の分野における協力の強

化、拡大」を内容とした「欧州経済地域（EEA：

European Economic Area）」を発足させた。また、

地中海諸国との間においても1970 年代に締結した

協定の代わりに、貿易自由化、投資・サービスの自

由化を規定した新たな欧州・地中海諸国の自由貿

易協定の交渉を進めており、シリアを除く地中海諸

国と連携協定を結んで自由貿易地域を創設。現在

これをさらに深化させ、サービスや投資、政府調達、

規制分野を含めた自由貿易地域を目指している。

　EU は、これら周辺諸国以外にも、広範な地域と

FTAを通じた地域協力関係の構築を進めている。

1975年からロメ協定によって経済支援関係を維持し

ていたアフリカ・カリブ海・太平洋諸国（ACP 諸国）

77カ国とは、2000 年 6月にロメ協定を改めてコト

ヌー協定を締結した。本協定に基づき2002 年 9月

からは EUとACP 諸国内の地域統合グループ（ア

フリカ4 地域、カリブ海地域、太平洋諸国地域の

計 6 地域）との交渉が開始された。2007年末まで

に ACP 内でいくつかの地域統合と中間協定を締結

し、経済連携協定の締結へ向けて交渉を行ってい

たが、合意できたのはカリブ海地域のみだった（2008

年 10月に調印）。その後、アフリカを5 地域に分け

て見直し交渉を進めた結果、西部アフリカ地域とは

2014 年 7月に署名を行い、南部アフリカ地域とは

同年同月に合意した。

　中南米諸国とは、まず政治協力も含めたメキシ

コ・EU 自由貿易協定が 2000 年 7月に発効した。

本協定は、知的財産権や政府調達、競争、投資等

を含んだ包括的なものである。市場アクセスに関し

ては、鉱工業品では 100％、サービスではオーディ

オ・ビジュアル、航空輸送、海運を除いて自由化し

た。本協定の発効により、EU は、中南米のみなら

ず NAFTAへの足がかりを作ることができた。一

方、メキシコは、米国とEUという二大市場とFTA

を締結することによって米国への過度の依存を緩和

するとともに、ハブ機能を持つことによって、更なる

貿易・投資の拡大を期待できるようになった。また、

EU は、チリとの間でも、FTAを含む経済枠組協

力協定を2002 年 11月に発効した。更に、EU はメ

ルコスールとの間で1995 年 12月に、地域間協力枠

組協定に署名した。これをうけて、技術協力の推進、

投資促進への法環境整備等を含む包括的な政治経
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済連携を目指すEU－メルコスール連合協定交渉が、

2000 年 4 月に開始された。双方の間では、農産物

市場開放に関する双方の意見の隔たりが大きく、交

渉は一時頓挫したものの、2010 年 5月に交渉を再

開した。EUがメルコスールに対して投資・サービス

に関するより大きな譲歩を求めている一方、メルコ

スールは EUに対して農産物・食品市場の一層開放

を求めている。湾岸協力理事会（GCC：バーレーン、

クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、

アラブ首長国連邦）とは、1990 年に FTA交渉を

開始し、交渉の一時中断を経て、2002 年に交渉を

再開している。2008 年には GCCにより交渉が停止

され、その後非公式な協議が行われている。

　アジア諸国については、2006 年 10 月に発表

された欧州委員会の対外戦略を記した「Global 

EUROPE competing in the world」において、韓

国、ASEAN、インドとのFTA交渉に高い優先順

位を設定している。これを受けて、韓国とは、2007

年 5月から交渉を開始し、2010 年 10月に正式署

名するとともに、2011年 7月に暫定発効した。イン

ドとは、2007年 6月に交渉を開始し、2012 年 6月

の EUインド閣僚会合では「2012 年末までに集中

的な作業計画を行うこと」に合意しており、2013 年

からは専門家会合及びハイレベルでの折衝を行って

いる。ASEANとは、2007年 5月に交渉を開始し、

これまでに 7 度の交渉を実施したが、2009 年 3月

に交渉を休止し、個別国との交渉へと移行すること

となった。まず、シンガポールとは 2010 年 3月に

交渉を開始し、2013 年 9月に多くの部分について

仮調印を行い、2014 年 10月に完全合意に達した。

マレーシアとは 2010 年 10月に、ベトナムとは 2012

年 6月に交渉を開始した。

　カナダとも、2009 年 10 月から交渉を開始し、

2014 年 9月オタワでのカナダ-EUサミットで交渉を

終了した旨宣言した。

　米国との FTA については、2011 年 11 月に設

置された FTA 交渉開始に向けた高級作業部会が

2013 年 2月に最終報告をとりまとめた。同報告は、

「市場アクセス」、「規制・非関税障壁」、「ルール」

の 3 つの柱から構成され、米 EU 首脳に対し、包

括的な貿易投資に関する協定の交渉開始のための

国内手続を開始するよう勧告する内容となっている。

これを受けて、2013 年 7月から交渉を開始した。

　なお欧州委員会は 2010 年 11月に、EUの新た

な通商政策（「貿易、成長、世界情勢」）を公表し、

① FTA 交渉中のインドやメルコスール等の主要貿

易相手国との野心的なFTA 締結、②米国、中国、

ロシア、日本等の戦略的相手国との貿易関係の深

化、③中国、ロシア、インド、カナダ、シンガポー

ル等の重要な貿易相手国との包括的な投資協定の

交渉開始について言及している。（日EU 間の動き

については 3．我が国における取組参照）
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③ アジア太平洋地域
（a）ASEAN 自由貿易地域（AFTA：ASEAN Free 

Trade Area）の概観

　AFTA は、1992 年 1 月の ASEAN 首 脳 会 議

においてその推進が合意された、東南アジア諸国

連合（ASEAN）加盟 10 カ国による自由貿易地域

である。1993 年 1 月より関税引き下げを開始し、

共通実効特恵関税（CEPT：Common Eff ective 

Preferential Tariff ）制度により、域内関税を段階的

に引き下げ、最終的には 2003 年までに 0 ～ 5％に

引き下げ、数量制限を2003 年までに撤廃するとし

ていたが、1998 年 12月のASEAN 首脳会議にお

いて、CEPT対象品目の拡大及びASEAN6カ国（フィ

リピン、タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、

インドネシア）の域内関税の引き下げを目標の 2003

年から2002 年に前倒しすることを決定した。その

結果、ASEAN6カ国については、AFTAの実施

目標より1年早め、2002 年とすることとなり、2002

年 9月のAFTA 評議会では、ASEAN6カ国につ

いては、2002 年 1月1日をもって事実上域内関税

の引き下げ目標が実現したとしている。また、1999

年のASEAN 首脳会議、経済閣僚会議では、域内

関税をASEAN6カ国については 2010 年、残りの

4 カ国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）

については 2015 年までに撤廃する目標を初めて宣

言した。さらに、2004 年 11月のASEAN 首脳会

議において、ASEAN 経済共同体（AEC）実現に

向け、優先 11 業種（木製品、自動車、ゴム製品、

繊維、農産物加工、漁業、エレクトロニクス、IT、

ヘルスケア、航空、観光）のうち、航空・観光を除

く製造業 9 業種において、当初予定より3 年間前

倒して、原加盟国においては 2007年までに、新規

加盟国においては 2012 年までに域内関税を撤廃す

ることに合意した。更に、2005 年 9月のASEAN

経済閣僚会合において、すべてのサービス分野に

おける自由化を2015 年までに終了させることに合意

している。なお、ASEANの経済統合に関しては、

2003 年に ASEAN 経済共同体を2020 年までに構

築することに合意していたが、2007年 1月には、経

済共同体を含む「ASEAN 共同体」を2015 年に前

倒しで創設することを決定した。また同年 11月に

は、法的拘束力のある「ASEAN 憲章」の署名が

ASEAN 首脳会議で行われ、2008 年 12月に発効

した。従来の緩やかな共同体を特徴付けていた「全

会一致」の原則は維持されつつも、経済関連問題

については「全会一致」によらない柔軟な方式が



596

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

取り入れられた。また、2009 年 2 月には、CEPT

協定に替わる「ASEAN 物品貿易協定（ATIGA）」

が署名されたほか、ASEAN 投資促進・保護協定

（IGA）とASEAN 投資地域枠組合意を統合・改

定した「ASEAN 包括的投資協定（ACIA）」が署

名された。2010 年 1 月から、ASEAN6カ国の域

内関税は、完全に撤廃された。尚、ASEAN では

2015 年のAEC 実現に向け、実施計画を示したブ

ループリント（行程表）を作成しており、2012 年 8

月の東アジアサミット（EAS）経済大臣会合では、

ERIA がその進捗状況をまとめた中間レビューの報

告を行った。2014 年 8月のASEAN 経済大臣会合

で、2013 年末時点で優先事業に指定された 229 事

業のうち82.1%が達成された旨報告がされた。また、

2014 年 11月のASEAN 首脳会合において、さらな

る統合の深化に向け、2015 年以降に取組むべき主

要要素を掲げた「ネピドー宣言」が発表された。

（b）ASEANを巡る動き（「ASEAN＋ 1」の取組）

　近年、ASEANの成長活力を取り込むことによっ

て経済活性化を図るべく、前述の米国及び EU、後

述する日本の他にも、中国、韓国、インド、豪州・

ニュージーランド（ANZCER）等が、ASEANとの

EPA/FTA 締結への動きを活発化させている。

（ⅰ）中国ASEAN FTA

　中国 ASEAN FTAについては、2000 年 11月の

首脳会議で、朱鎔基首相が提案し、2001年 11月

の首脳会議では、①中国 ASEAN 間の「経済協力

枠組み」を確立し、10 年以内に「中国 ASEAN自

由貿易地域（FTA）」を創設する、②自由化措置の

前倒しを行う品目（いわゆる「アーリーハーベスト」）を、

今後の協議により決定することに合意した。2002

年 1月からの実務者会合を経て、6月からの貿易交

渉委員会で議論を行い、11月の首脳会議で、10 年

以内の中国 ASEAN FTAの創設を含む「包括的

経済協力枠組み協定」に署名し、同協定は 2003

年 7月1日に発効した。2004 年 11月には、「物品

貿易協定」、｢紛争解決制度協定｣ に署名し、2005

年 7月から関税引き下げを開始し、2010 年 1月に

は ASEAN6カ国において対象品目の 9 割について

関税が撤廃された。また、2007 年 1月に署名され

た「サービス貿易協定」は同年 7月に発効、2009

年 8月に署名された「投資協定」は 2010 年 1月に

発効した。

（ⅱ）韓国ASEAN FTA

　韓国 ASEAN FTA については、2004 年 3 ～

8 月の専門家共同研究会後、2004 年 11 月の韓

ASEAN 首脳会談において、交渉を開始するととも

に、2009 年 1月1日までに全品目の 80％の関税を

撤廃することに合意した（CLMV は別途設定）。そ

の後、2005 年 2月の交渉開始以後 8 回の交渉を経

て、2005年12月の韓ASEAN首脳会談において「包

括的経済協力枠組み協定」に署名し、また、同時

期に行われた韓国 ASEAN 通商長官会談において

「紛争解決協定」に署名し、韓 ASEAN 首脳会談

において「包括的経済協力枠組み協定」に署名し

た。また、2006 年 8月、「物品貿易協定」に署名（タ

イを除く）し、2007年 6月より関税引き下げを開始

した。また、2007 年 11月に「サービス貿易協定」

に署名（タイを除く）し、2009 年 5月に発効した。

2009 年 2月には、タイの物品貿易協定に係る議定

書を署名、6月には投資協定が署名された。韓国及

びASEAN6カ国は 2012 年までにほとんどの品目

で関税が撤廃されている。

（ⅲ）インドASEAN FTA

　2002 年 11 月、ASEANとインドの初の首脳会

談において、双方が経済協力の強化で合意し、貿

易・投資の自由化を長期目標とすることなどを決定

した。その決定を受け、政府間の作業部会を立ち

上げ、2003 年 10月に枠組み協定に署名した。物

品分野において、インド側の自由化除外品目数等に

ついて交渉が難航していたが、2008 年 8月に合意

に至り、2009 年 8月に署名され、2010 年 1月から

発効した。2011年にフィリピンとカンボジアが批准

を済ませたことにより、10カ国全ての国との発効に

至った。また、インドとASEAN は、2012 年 12月

20日、サービスと投資分野のFTAの締結にも合意

し、2014 年 11月に全加盟国間で署名された。
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（ⅳ）豪州・ニュージーランド（CER）ASEAN FTA

　2002 年 9 月のASEAN・CER 経 済 大 臣会 合

において、豪・NZ（豪州・ニュージーランド経済

関係緊密化協定：Closer Economi Relations）と

ASEAN は「AFTA・CER-CEP」 共 同 閣 僚 宣

言（FTA は含まれない）に署名した。これにより

ASEANとCERの間で貿易、投資、地域経済統

合を促進するためのフレームワーク構築が合意され

た。また、2010 年までに ASEANとCER 間での

貿易と投資を2 倍にすることを目標に各分野で協力

することに合意。その後、2004 年 11月に開催され

た ASEAN̶豪・NZ 記念首脳会議の合意に従い、

ASEAN̶豪・NZ との FTA 交渉が 2005 年 2 月

に交渉を開始した。2008 年 8月に物品分野に加

え、サービス、投資、知的財産を含むFTAに合意

し、2009 年 2月に署名され、2010 年 1月に豪州、

NZ、ブルネイ、マレーシア等８カ国との間で発効し、

2012 年 1月全 ASEAN 諸国との間で発効した。な

お、2010 年 5月から開始された協定見直し交渉が、

2013 年 12 月に合意、2014 年 8 月に署名に至り、

原産地規則の統合・簡素化等が図られている。

　

（c）地域統合に向けた各国等の主な動き

（ⅰ）シンガポール

　シンガポールは積極的に EPA/FTA 締結に向け

た動きを展開している。既に、ニュージーランド（2001

年 1月）、日本（2002 年 11月）、欧州自由貿易連合

（EFTA、2003 年 1月）、

　豪州（2003 年 7月）、米国（2004 年 1月）、イン

ド（2005 年 8月）、ヨルダン（2005 年 8月）、韓国（2006

年 3月）、パナマ（2006 年 7月）、ペルー（2009 年

8月）、中国（2009 年 1月）コスタリカ（2013 年 7月）、

GCC（2013 年 9月）、台湾（2014 年 4 月）との間

で EPA/FTAを発効した。また、ブルネイ、ニュー

ジーランド、チリとの間に、環太平洋戦略的経済連

携協定（P4）を発効させており（2006 年 5月：ニュー

ジーランド、同年 7月：ブルネイ、同年 11月：チリ）、

TPP 協定交渉を主導した。EUとの間では、2010

年 3月に交渉を開始し、2013 年 9月に仮調印した。

発効は、早ければ 2015 年春ごろの見込み。さらに、

パキスタン、カナダ、ウクライナ等とは現在交渉中で

ある。また、2014 年初頭にトルコとのFTA交渉を

開始することに合意した。一方、エジプトとは交渉

開始に合意したものの交渉開始に至っていない。

（ⅱ）タイ

　タイは 2001年のタクシン政権発足から、各国と

の経済連携強化に積極的に動き出した。既に豪州

（2005 年 1月）、ニュージーランド（2005 年 7月）、

日本（2007 年 11月）との間では FTA が発効して

いる。バーレーン、ペルー、インドとの間では FTA

枠組み協定を締結したが、バーレーンとは GCC が

単独でのFTAを認めなかったことから頓挫し、ペ

ルーとは交渉を継続中（アーリーハーベスト（EH）

は署名済み）、インドとは全体交渉を継続中（EH は

実施済み）となっている。また、チリとのFTAに

ついてはタイ議会で署名が行われ（2013 年 10月 4

日）、チリ議会で承認が得られ次第発効する。米国

（2004 年 6月開始）、EFTA（2005 年 10 月開始）

とも交渉を行っている。

　2012 年 11月には米タイ首脳会談において、TPP

交渉参加への関心を表明したが、国内手続の関係

もあり、現時点では具体的に交渉参加の見込みは

立っていない。

（ⅲ）マレーシア

　マレーシアは、2004 年 1月より開始した我が国と

のEPA交渉を契機に、各国との取組を進めている。

これまでに、日本（2006 年 7月）とパキスタン（2008

年 1月）、ニュージーランド（2010 年 8月）、インド

（2011年 7月）、チリ（物品のみ、2012 年 2月）、豪

州（2013 年 1月）との間で、EPA/FTA が発効し

ている。マレーシアは、TPP 交渉に 2010 年 12月

に正式に参加したほか、2010 年には EUとのFTA

交渉も開始し、2012 年 4 月までに 7 回の交渉が行

われている。その他、2010 年 5月にトルコとの交渉

も開始し、2014 年 4月に署名した。

（ⅳ）韓国

　韓国は、世界的に EPA/FTA が拡散する趨勢に、

効率的に対応するため、2003 年「FTA 推進ロード
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マップ」を策定し、関税撤廃、サービス投資、知

的財産権、政府調達等を含む包括的なレベルの高

い同時多発的なFTAを推進する方針を確認した。

2004 年 12月には、当時の外交通商部に FTA 交

渉のための専門の担当部局を設置し、2005 年から

本格的に複数の国・地域と同時並行的に交渉を加

速させた。

　一方、2013 年 2 月に就任したパク大統領は、

FTA交渉も一巡した状況を踏まえ、これまでの「通

商交渉」中心のFTA 政策から「産業と通商の連携

強化」を目的とした FTA 戦略へ転換することとし

た。また、通商交渉権限も、従来の外交通商部か

ら産業界を所管する旧知識経済部へ移管し、新た

に産業通商資源部を設置した。同年 6月に策定し

た「新通商ロードマップ」では、従来の同時多発的

FTA 戦略から①韓中FTA、日中韓 FTA、RCEP

を中心とした東アジア経済統合、②韓米 FTAを中

心としたアジア太平洋の経済統合など、地域統合市

場獲得のためのFTAを推進するとともに、③新興

国の需要に応じた産業・資源・エネルギー協力等の

連携を通じた新興国との共生型 FTAを推進する方

向へ舵取りを変更し、新興国における韓国企業の

海外進出拡大の契機としてのFTAも積極的に推進

することとしている。

　2013 年 11月、韓国は TPP 交渉参加をめぐる公

聴会を国内で開いた後、対外経済閣僚会議におい

て、経済副首相兼企画財政部長官が TPP 交渉参

加への関心を表明し、既にTPP 交渉に参加してい

る12カ国と予備協議を行った（日本とは 2014 年 3

月に開催）。また報道によれば TPP 加盟を念頭に

置き、これまで交渉を中断していた、カナダ、ニュー

ジーランド、豪州とのFTA交渉も再開したとされる。

2015 年 2月末現在、韓国のFTA 推進状況を見る

と、8カ国（チリ、シンガポール、インド、ペルー、

米国、トルコ、豪州、カナダ）・3 地域（EFTA、

ASEAN、EU）との間で EPA/FTAを発効してお

り、コロンビアとは 2013 年 2月に署名、ニュージー

ランド、中国とはそれぞれ 2014 年 12 月、2015 年

2月に仮署名、ベトナムとは 2014 年 11月に実質的

妥結した。また、日中韓 FTA、RCEP が交渉中

である。日本（2004 年 11月以降中断）、メキシコ

（2008 年 6月以降中断）、GCC（2009 年 7月以降

中断）、インドネシア（2014 年 2月以降中断）との

交渉は依然として中断されたままであるものの、こ

の1年で 2カ国（豪州、カナダ）とのFTA が発効

し、2 カ国（ニュージーランド、中国）と仮署名、1

カ国（ベトナム）と実質的妥結するなど、他国・他

地域と比較してもFTA 推進状況は群を抜いており
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FTA 大国であることを示している。特に我が国に

とって関心の高い、2015 年 2月に仮署名された中

国とのFTAは、物品、投資等全 22 章で構成され

ており、中国が初めて金融、通信、電子商取引を

含めている。同 FTAの譲許率について、韓国側は

20 年で品目数 92.2%、輸入額 91.2%（なお、10 年

で品目数 79.2％、輸入額 77.1％）、中国側は 20 年

で品目数 90.7%、輸入額 85.0%（なお、10 年で品

目数 71.3％、輸入額 66.2％となっており、今後は上

半期中の正式署名を推進し、その後国会の批准同

意を経て発効される予定である。

　2015 年 2 月末現在、米国、EU、ASEAN、中

国などの主要貿易国・地域とのFTAを締結し（※

中国のみ仮署名）、世界におけるFTAトップラン

ナーの地位を確立している。今後の通商政策の方

向性については、2015 年 1月に産業通商資源部長

官がパク大統領へ行った今後の業務説明において、

今後さらに、中南米などとのFTA早期交渉開始と

中央アジア・アフリカなどとの共同研究を推進する

こと、TPP やRCEP 等アジア太平洋地域の地域経

済統合に積極的に対応することを発表しており、さ

らなるFTA 大国を目指している。
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（ⅴ）中国

　中国は、近年、各国地域との経済連携強化を積

極的に推進している。現在までに、香港、マカオ、

ASEAN、チリ、パキスタン、ニュージーランド、シ

ンガポール、ペルー、コスタリカ、アイスランド、ス

イスとのEPA/ FTAを発効させており、豪州と大

筋合意、韓国と仮署名に至っている。このうちニュー

ジーランドとのFTAは、15 回の交渉を経て、2008

年 4 月に締結され、中国にとって初めての先進国と

のFTAとなった。現在、GCC（湾岸協力理事会）、

ノルウェーとの間で交渉を行っているほか、SACU

（南部アフリカ関税同盟）と2004 年 6月に交渉開

始に合意し、インドとは 2007 年 10月に FTAの可

能性に関する共同研究を終了した。また、日中韓三

カ国間では2012年11月にFTA交渉開始を宣言し、

これまでに 6 回の交渉会合を行った。また、台湾と

の間では経済協力枠組協定（ECFA）が 2010 年 9

月に発効しており、同協定の対象品目（中国側：539

品目、台湾側：267品目）の関税は、2013 年 1月ま

でに全て撤廃された。

（ⅵ）インド

　インドは、2003 年 10月に ASEANと包括的経

済協力のための枠組み協定を締結し、FTA 交渉

を開始、2008 年 8月に物品分野について実質的に

合意し、2010 年 1月に発効した。また同時に、タ

イとも同様の協定を締結して FTA 交渉を開始し、

2004 年 9月から 82 特定品目についてアーリーハー

ベストが実施されている。更に、シンガポールとは

包括的経済協力協定（CECA）が 2005 年 8月に

発効している。マレーシアとは、2011年 7月に包括

的経済協力協定が発効しており、韓国とは 2010 年

1月に包括的経済連携協定（CEPA）が発効してい

る。スリランカとも、2008 年 7月に包括的経済連

携協定（CEPA）の交渉が完了しているが、署名は

まだ行われていない。また、このほか交渉中の国と

しては、EU（2007 年 6月に交渉開始）、NZ（2010

年 4 月に交渉開始）、カナダ（2010 年 11月に交渉

開始）、豪州（2011年 5月に交渉開始）などがある。

なお、我が国とは2007年1月にEPA交渉を開始し、

2010 年 9月に大筋合意に達し、10月の日印首脳会
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談で交渉完了に至った。その後、2011年 2月に署

名し、同年 8月1日に発効に至った（3．我が国に

おける取組の項参照）。

　また、2004 年 1月に開催された南アジア地域協

力連合（SAARC）首脳会議において、加盟 7カ国

が対象となる南アジア自由貿易圏（SAFTA）枠組

み協定に署名、2006 年 1 月に発効に至っており、

2016 年までに南アジア自由貿易圏を創設するとして

いる（後述）。

　インドはこの他にも、GCC、SACU（南部アフリ

カ関税同盟）、BIMSTEC（後述）との間では FTA

枠組み協定、メルコスール、アフガニスタン、チリと

の間では PTA（特恵貿易協定）を既に締結している。

また、インドは、ロシア、中国ともEPA/FTAの共

同研究を実施し、報告書をまとめて、検討を行って

いる。

（ⅶ）豪州

　豪州は各国とのFTA交渉に積極的に取り組んで

おり、これまでにニュージーランド、シンガポール、

米国、タイ、チリ、ASEAN-NZ、マレーシアとの

FTAを発効させている。最近では、2014 年 12月

に韓国、2015 年 1月に日本とのEPA が発効した。

現在も中国（2014 年 11月大筋合意）、GCC（2007

年 7月交渉開始）と交渉を継続している。2011年 5

月に交渉開始に合意したインドのFTAについては、

2014 年 11月のモディ印首相訪豪時に、首脳レベル

で 2015 年中の交渉妥結を目指すことで一致してお

り、交渉か加速化している。インドネシアとの間で

も、2010 年 11月に FTA交渉開始に合意し、更に

2011年 10月には、包括的経済連携協定（CEPA）

に向けて交渉を進めていくことで合意し、2012 年 9

月に CEPA 交渉を開始した。また、2008 年 11月

には、TPP 交渉への参加も表明、2010 年 3月から

交渉に参加している。

（ⅷ）ニュージーランド

　ニュージーランドは、これまでに豪州、シンガポー

ル、タイ、中国、ASEAN- 豪、マレーシア、香港

とのFTAを発効しているほか、シンガポール、ブ

ルネイ、チリとの間で環太平洋戦略的経済連携協定

（P4）を発効しており、2009 年 10月には GCCとの

間で最終合意済みであり、2014 年 11月に韓国との

FTAを妥結している。現在もインド（2010 年 4 月

交渉開始）と交渉を継続しているほか、2011年 2

月には、ロシア- ベラルーシ -カザフスタンとも交渉

を開始した。また、TPP 交渉についても、2010 年

3月の第 1回交渉会合から参加している。

（ⅸ）南アジア自由貿易圏（SAFTA）

　2004 年 1 月南アジア地域協力連合（SAARC）

首脳会議が開催され、加盟 7カ国（インド、パキス

タン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブー

タン、モルディブ）が対象となるSAFTA 枠組み協

定に署名し、2006 年 1月に発効している。2007年

末までに、一部の例外品目を除き、非 LDC 国（イ

ンド、パキスタン、スリランカ）が最高税率を20％

に削減、LDC 国は同様に 30％まで削減し、2016

年までに同最高税率を 0 ～ 5％に引き下げる南アジ

ア自由貿易圏を創設するとしている。

（ⅹ）BIMSTEC（ベンガル湾多分野技術経済協力

イニシアティブ）

　BIMSTEC は、バングラデシュ、インド、ミャン

マー、スリランカ、タイ、ネパール、ブータンの計 7

カ国で構成されている。2004年2月、バングラデシュ

を除き、FTA 枠組み協定を締結し、同年 6月、バ

ングラデシュを含めて再調印した。関税譲許や税関

協力、サービス、投資についてこれまでに19 回の

交渉が行われており、19 回目の交渉では、2012 年

7月1日からの加盟国間での関税譲許の実施が決定

された。サービスと投資については交渉が継続して

いる。

（3）東アジア・アジア太平洋地域の広
域経済連携

　本項では、上記で述べてきた経済連携に加え、

東アジア・アジア太平洋地域の広域経済連携の動き

を関して概説する。
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①　環太平洋パートナーシップ（TPP ：Trans-

Pacifi c Partnership）

　2005 年、シンガポール、ニュージーランド、チリ、

ブルネイの 4ヵ国は、環太平洋戦略的経済連携協定

（Trans-Pacifi c Strategic Economic Partnership：

P4）に署名した。P4 は、原則として 2015 年までに

100％の関税を撤廃するという高いレベルの自由化

を指向した FTAであり、また、サービス、知的財

産制度、協力等の幅広い項目を備えている。

　2008 年 3月、米国は P4で積み残しとなってい

た投資ルールと金融サービス交渉に参加し、その後

9月には交渉対象を全分野に拡大することを表明し

た。11月にペルーにて開催された APEC 閣僚会議

の際には、豪州、ペルーが参加を表明し、続いて

ベトナムも将来における参加を前提としたメンバーと

いう位置づけで関与を表明した。

　その後正式な交渉が開始されないまま1年近く

が経過したが、2009 年 11月、オバマ米大統領が

TPP 関係国と連携（engage）していくことを発表、

12月には議会に交渉開始を通知した。これを受け、

新たな協定の締結を目指して、2010 年 3月に P4

の 4 カ国に米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えて

TPP 協定交渉を開始し、豪州にて第 1回交渉会合

が実施された。6月には米国・サンフランシスコに

て第2回、10月にはブルネイで第3回、12月にニュー

ジーランドで第 4 回交渉会合が開かれた。第 3 回

交渉会合からはマレーシアが新規交渉国に加わり、

また、ベトナムも第 4 回交渉会合から正式に交渉国

となった。2011年に入ってからは、2月にチリで第

5 回、3月にシンガポールで第 6 回、6月にベトナム

で第 7 回、9月に米国・シカゴで第 8 回、10月にペ

ルーで第 9 回の交渉会合が行われた。11月に米国・

ハワイで行われた APEC 首脳会議の際には、交渉

参加 9ヵ国の首脳が集まり、協定の大まかな輪郭（参

考資料を参照）を達成したことを発表した。また、

同首脳会議においては、日本、カナダ、メキシコの

3カ国が、TPP 交渉参加に向けて協議に入る旨を

表明した。

　その後、12月にマレーシアで第 10 回交渉会合、

2012 年に入って 3月に豪州で第 11 回交渉会合、5

月に米国で第 12 回交渉会合、7月に米国で第 13

回交渉会合、9月に米国で第 14 回交渉会合、12月

にニュージーランドで第 15 回交渉会合が行われた。

加えて、各交渉会合の間には、分野別での議論を

行う中間会合が、随時開催されている。

　また、2012 年 9月にロシア・ウラジオストクで開

催された APEC 首脳会議の際には、TPP 交渉参

加 11カ国による首脳会合及び閣僚会合が開催され

た。首脳声明では、「我々は、交渉を早期に妥結す

るための我々の努力を新たにすることに合意する。」

と発表された。2012 年 11月にカンボジアで行われ

た TPP 参加 7カ国の首脳会合後に、ギラード豪首

相は記者会見で「来年（2013 年）10月のAPECま

でに交渉妥結を目指すことに合意した。」と発言し

ている。

　交渉参加への関心を表明していたカナダ及びメキ

シコについては、2012 年 10月にTPP 交渉への参

加が正式に認められ、11月にはメキシコが中間会

合をホストした。12月の第 15 回交渉会合から全体

交渉にも参加している。

　2013 年 3月には、シンガポールで第 16 回交渉会

合、5月にペルーで第 17 回交渉会合、7月にマレー

シアで第 18 回会合、8月にブルネイで第 19 回交渉

会合が開催された。第 18 回会合の途中から日本の

TPP 交渉への参加が正式に認められ、12 番目の

TPP 交渉参加国となった。

　同年 10月、インドネシア・バリにて開催された

APEC 首脳会議の際に、TPP 交渉参加 12カ国に

よる首脳会合及び閣僚会合が開催された。首脳声

明では、「年内に妥結することを目的に、これから

交渉官は残された困難な課題の解決に取り組むべ

きであることに合意した。」との発表がなされた。

その後、12月にシンガポールで閣僚会合が開催さ

れるも妥結には至らず、2014 年においても2月と5

月にシンガポールで、10月に豪州で閣僚会合が開

催されるなど、交渉妥結に向け断続的に議論が行

われた。11月に中国・北京で開催された APEC 首

脳会議の際に、TPP 首脳会合及び閣僚会合も開催



環太平洋パートナーシップ（TPP）の輪郭　2011年11月12日（抜粋・仮訳）参　考

　2011 年 11 月 12 日、TPP 参加 9 カ国－オースト

ラリア、ブルネイ、チリ、マレーシア、ニュージー

ランド、ペルー、シンガポール、ベトナム、アメリ

カ合衆国－の首脳は、TPP 参加国間の貿易と投資

を拡大し、イノベーション、経済成長及び開発を促

進し、並びに、雇用の創出及び維持を後押しする、

野心的で 21 世紀型の TPP の大まかな輪郭を達成し

たことを発表した。

　協定の大まかな骨格は以下のとおり。

重要な特徴

　TPP の大まかな輪郭の合意に関する首脳への報

告の中で、貿易担当閣僚は、TPP の 5 つの特徴を

特定した。これらの特徴により、TPP は、世界の

経済において TPP 参加国が競争力を高めていくた

めに、グローバルな貿易の新しい基準を設立し、次

世代の課題を包含する、画期的で 21 世紀型の貿易

協定となる。

○包括的な市場アクセス：我々の労働者とビジネス

にとっての新しい機会及び我々の消費者にとって

の即時の利益を創出するために、関税並びに物品・

サービスの貿易及び投資に対するその他の障壁を

撤廃する。

○地域全域にまたがる協定：TPP 参加国の雇用創

出、生活水準の向上、福祉の改善、持続可能な成

長を促進するという目標を支援するために、TPP

参加国間の生産とサプライチェーンの発展を促進

する。

○分野横断的な貿易課題：TPP に 4 つの新しい分

野横断的な課題を取り込むことで APEC 及び他

のフォーラムで行われる作業を発展させる。この

4 つの課題は、以下の通りである。

－規制制度間の整合性：参加国間の貿易をより継ぎ

目のない効率的なものとすることで、これら国々

の間の貿易を促進する。

－競争力及びビジネス円滑化：地域的な生産とサプ

ライチェーンの発展等を通じて、各 TPP 参加国

経済の国内及び地域の競争力を強化し、地域の経

済統合と雇用を促進する。

－中小企業：中小企業による国際的な取引を促進し

つつ、中小企業が貿易協定を理解し、利用するに

当たっての困難に取り組む。

－開発：包括的で強固な市場自由化、貿易と投資を

拡大するような規律強化、及びその他の約束（全

ての TPP 参加国が協定を効果的に履行し利益を

完全に享受するためのメカニズムを含む）により、

経済開発とガバナンスにとって重要な制度が強化

され、これによって各 TPP 参加国の経済発展上

の優先課題が前進する。

○新たな貿易課題：デジタル経済やグリーン・テク

ノロジーに関連するものを含む革新的な製品及び

サービスの貿易及び投資を促進し、TPP 地域を

通じた競争的なビジネス環境を確保する。

○「生きている」協定：将来生じる貿易の課題及び

新規参加国に伴う協定の拡大から生じる新しい課

題に対応するために、協定の適切な更新を可能と

する。
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され、首脳声明において交渉の終局が明確になり

つつあることを受けて、TPP 協定の妥結を最優先

とすることを閣僚及び交渉官に対し指示した（参考

資料を参照）。

　これを受け、12月、2015 年 1月に首席交渉官会

合が開催されるなど、早期妥結に向けて交渉が進

められている。

（日本のTPPについての取組は3. （3） ①（a）を参照）



環太平洋パートナーシップ首脳声明（仮訳）2014 年 11月 10日参　考

　我々、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、

カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュー

ジーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナ

ムの首脳は、閣僚から我々に報告があった通り、こ

の画期的な環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）交

渉を妥結へと導く過去数か月の大きな進展を歓迎す

る。我々は、閣僚及び交渉官が、昨年バリで我々が

与えた指示に従って、協定の条文案の残された懸隔

を狭め、相互に市場を開放するための野心的かつバ

ランスの取れたパッケージの完成に集中的に取り組

んでいることに勇気づけられている。終局が明確に

なりつつあることを受けて、我々は、閣僚及び交渉

官に対し、企業、労働者、農業従事者及び消費者が

できる限り早期にＴＰＰ協定による実際の実質的利

益を享受し始めることができるように、この協定を

妥結することを最優先とすることを指示した。

　我々は、交渉を妥結させるために交渉団を集める

際に、最終的な協定が、各国における経済の競争力

を強化し、イノベーションと企業家精神を奨励し、

経済の成長と繁栄を促進し、及び雇用の創出を支援

する、野心的、包括的、高い水準かつバランスの取

れた協定という我々の共通の構想を、反映すること

を確保することに引き続きコミットしている。我々

は、協定の利益が持続可能で、幅広く、及び包括

的に開発の促進に役立つこと、並びに協定が各国の

発展段階の多様性を考慮することを確保することに

従事している。我々が策定しているオープンな取り

組みが地域全体に更に幅広く拡大すれば、ＴＰＰが

各国それぞれにもたらす利益は更にもっと拡大し得

る。我々は、ＴＰＰの高い水準を採択する準備がで

きている他の域内のパートナーを加入させ得るＴＰ

Ｐの仕組みに引き続きコミットし続ける。

　このプロセス全体を通じての我々の閣僚に対する

基本的な指示は、各国それぞれに可能な限り最大の

利益を生み出す成果を得ることであった。各国政府

は、それを達成するため、各国がステークホルダー

から受け取ったインプットを交渉に反映させる作業

を行ってきた。継続的な協議は、閣僚が交渉におい

て残された課題を解決するために作業を行う際に重

要であろう。
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②  東アジア地域包括的経済連携（RCEP ：

Re g i o n a l  C omp r e h e n s i v e  E c o n om i c 

Partnership）

　東アジアの経済統合／政治協調を目指す動きは、

1991年のマレーシアのEAEC（東アジア経済協力）

構想を端緒としている。アジア通貨危機が発生した

1997年には第 1回 ASEAN+3 首脳会議が開催（以

後常設化）され、第 3 回 ASEAN+3 首脳会議に

おいて今後の東アジアにおける協力の基本方針を定

めた「東アジアにおける協力に関する共同声明」が

発出された。また、2001年に EAVG（東アジアビ

ジョングループ）が共同体実現に向けた基本理念

や制度化の方向性についてASEAN+3 首脳会議へ

報告し、2002 年には EASG（東アジアスタディー

グループ）が短期的に実現すべき17 項目、中長期

的に実現すべき9 項目の具体的方策について報告

したことで東アジア共同体形成への機運が高まっ

た。EASG 報告は、中長期的に実現すべき項目と

して「東アジア自由貿易地域（EAFTA）」を挙げ

ており、2005 年 4 月、専門家によるEAFTAの実

現可能性に係る研究会が開始され、2006 年 7月、

ASEAN+3 によるFTAの構築に向け政府間協議

を開始すべきとする報告書をまとめた。同年 8月の

ASEAN+3 経済大臣会合でこれを報告したが、政

府間協議を時期尚早とする意見が多く、2007 年 1

月の首脳会議で専門家による第 2フェイズ研究の継

続が決まった。同研究は 2007年 5月より開始され、

2009 年 8月のASEAN+3 経済大臣会合及び同年

10月の首脳会合で最終報告され、民間研究提言の

政府間検討の開始に関する経済大臣会合の決定を
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歓迎した。

　これと並行する形で、ASEAN+6 に関する構想

も進められてきた。2005 年 12月、前年のASEAN

＋3 首脳会議の合意に基づき、ASEAN+6 を参加

国とする「東アジア首脳会議（EAS）」が初めて開

催され、EAS の定期開催や、EAS がこの地域にお

ける共同体形成に「重要な役割（signifi cant role）」

を果たすことなどを確認する共同宣言が発出され

た。日本は、2006 年 8月、ASEAN+6 の経済実

態としての結びつきが強まり、ASEANと日本・中国・

韓国・インド・豪州及びニュージーランドとの「プラ

ス1」EPA/FTAの取組が進展したことから、16カ

国での広域経済連携構想「東アジア包括的経済連

携（CEPEA）」の専門家研究を提案した。2007年

1月にはフィリピン・セブ島で第 2 回 EAS が開催さ

れ、CEPEA 民間研究の立ち上げが歓迎されたほ

か、EAS の枠組みにおける初めての協力として日本

からエネルギー分野での提案等が行われた。2007

年 11月にシンガポールで開催された第 3 回 EAS で

は、「東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）」

の正式設立の合意がなされた。

　CEPEAの専門家研究については、2008 年 6月

までに計 6 回の会合を開催し、その結果報告を取

りまとめた。2008 年 8月には、ASEAN+6 経済大

臣会合でこれを報告し、継続が合意された第 2フェ

イズ研究は、2008 年 11月から2009 年 7月までの

間に計 4 回の会合が開催され、最終報告書が取り

まとめられた。2009 年 8月のASEAN+6 経済大臣

会合及び同年 10月の第 4 回 EAS において、民間

研究の成果を政府間で議論・検討するとの決定を

歓迎し、EAFTA 構想と同時並行で政府間の議論

に移行すべきことが確認された。

　2009 年から貿易円滑化の 4 分野（原産地規則、

関税品目表、税関手続、経済協力）の政府間で

のワーキング・グループが設置され、ASEAN 及

び対話国との間で、CEPEA、EAFTA等の広域

的 FTAの実現に向けて、5 つのASEAN+1FTA

の比較、分析が行われ、報告書がとりまとめられ

た。これらの 4 分野の実質的議論が進展したこと

を受け、2011年 8月のASEAN 経済大臣関連会

合において、我が国と中国は共同で「東アジア自由

貿易地域（EAFTA）及び東アジア包括的経済連携

（CEPEA）構築を加速化させるためのイニシアティ

ブ」として、貿易・投資の自由化に関する3 つ（物品、

サービス、投資）の作業部会を新たに設立すること

を提案した。日中による共同提案はこれが初めてで

あり、ASEAN及び対話国（日中韓印豪 NZ）の閣

僚により歓迎された。

　同年11月の第6回東アジア首脳会議においては、

貿易円滑化に関する 4 つの作業部会の最終報告が

歓迎されるとともに、日中共同提案を踏まえ、貿易・

投資の自由化に関する作業部会を設立することが

首脳レベルで合意された。まずは、2012 年の早期

に物品貿易の作業部会が立ち上げられるこことなっ

た。また、ASEAN 側から、これまでのEAFTA、

CEPEAの取組を踏まえ、今後の地域的経済統合

のあり方の一般原則を定めた「東アジア地域包括的

経済連携」（RCEP：アールセップ）の枠組みの提

案があり、歓迎された。

　その後、2012 年 8月のASEAN+パートナーズ

経済大臣会合において、RCEP の「交渉の基本指

針及び目的」をとりまとめ、11月の首脳会議におけ

る交渉立ち上げを目指すことで合意した。同年 11

月には、ASEAN 関連首脳会合において、RCEP の

「交渉の基本指針及び目的」を16カ国（ASEAN+

日中韓印豪 NZ）の首脳間で承認し、RCEP 交渉

の立上げが宣言された。「RCEP 交渉の基本指針及

び目的」では、物品貿易・サービス貿易・投資に加

えて知的財産、競争等も交渉対象とし、包括的協

定を目指すこと、既存のASEANとのFTAを上回

る、包括的で質の高い協定を目指すこと等が盛り込

まれている。RCEP 交渉は、2013 年早期に最初の

交渉会合を開催し、2015 年末までに交渉完了を目

指すこととされた。これまでに 2 回の閣僚会合と7

回の交渉会合を開催している。

　2008 年 6 月に設立された ERIA においても、

ASEANと日本・中国・韓国・インド・豪州及びニュー

ジーランドとのASEAN+1FTAの進捗状況や将来
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的な課題等の分析を行っており、東アジア地域全体

をカバーする経済統合に向けた本取組は 2014 年 8

月のEAS 経済大臣会合でも賞賛されている。

RCEP（東アジア地域包括的経済連携）

ASEANと日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュー

ジーランドが交渉に参加

③  アジア太平洋経済協力（APEC）

　APEC は、日本と豪州が主導して 1989 年に創設

した、アジア太平洋における地域協力枠組みである。

1994 年にインドネシアのボゴールにて開催された首

脳会議では、先進エコノミーを2010 年（途上エコノ

ミーは 2020 年）までに自由で開かれた貿易・投資

を達成することを目標として掲げた（ボゴール目標）。

FTAは本目標を達成するための有力な手段の一つ

であり、アジア太平洋におけるFTAの質を高める

ための具体的な取組として、FTA交渉の参考とな

るような文書（「FTAモデル措置」）が策定されてい

る。また、2006 年のAPEC 首脳会議では、米国

の働きかけもあり、長期展望としてのアジア太平洋

の自由貿易圏（FTAAP）を含む、地域経済統合を

促進する方法及び手段について更なる研究を実施す

ることで合意し、それ以降、APEC における地域

経済統合に関する議論が急速に進展した。翌 2007

年のAPEC 首脳会議では、その研究成果をまとめ

た報告書が提出され、既存の二国間及び多国間の

FTAについての研究等を実施していくことが承認さ

れたほか、2008 年のAPEC 首脳会議では、その

進捗が報告されるとともに、今後も継続して検討し

ていくことが合意された。

　2010 年には、我が国は APEC 議長国として、首

脳会議や閣僚級の会合から専門家レベルの会合に

至るまで一連の会合を主催し、その成果として「緊

密な共同体」、「強い共同体」、「安全な共同体」を

目指す「横浜ビジョン」がまとめられた。その中で、

2010 年時点においてボゴール目標の達成に向けた

顕著な進展を遂げたことを報告するとともに、2020

年のボゴール目標達成に向けて地域経済統合の取

組を今後とも推進していくことが確認された。また、

FTAAP の実現に向けて具体的な手段をとること

とされ、ASEAN+3、ASEAN+6、及び環太平洋

パートナーシップ（TPP）協定等の現在進行してい

る地域的な取組などを基礎として更に発展させるこ

とにより、包括的な自由貿易協定として追求してい

くことに合意した。FTAAP の実現の過程におい

て、APEC は、FTAAPに含まれるべき「次世代型」

の貿易・投資の問題を規定・整理し、対処すること

に重要な役割を果たすことにより、FTAAP の育て

の親（インキュベーター）として、貢献することとさ

れた。他にも、世界の成長センターであるアジア太

平洋地域の成長をより確たるものとするため、「均衡

ある成長」、「あまねく広がる成長」、「持続可能な成

長」、「革新的成長」及び「安全な成長」の 5 つを

達成することを目的とする、長期的かつ包括的な成

長戦略を策定した。

　2011年及び 2012 年のAPEC 首脳会議では、地

域経済統合の推進やグリーン成長の促進、イノベー

ションの活性化など、「横浜ビジョン」や「成長戦略」

の実現に向けて具体的な議論が行われた。

　地域経済統合に向けた取組としては、FTAAP

に含まれるべき次世代貿易・投資課題について、

2011年に「効果的、無差別かつ市場主導のイノベー

ション政策の推進（イノベーションと貿易）」と「中

小企業のグローバル生産網への参加強化」につい

て共通原則を策定した。特に「イノベーションと貿易」

の論点については、日本は米国と連携しつつ積極的

に関与し、上記原則中に「企業間の技術ライセンス
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契約への政府の不干渉」や、「政府調達の入札に、

国内企業が有利となるような参加資格設定の抑止」

という要素を盛り込むことに成功した。

　また、グリーン成長については、2012 年の首脳

会議で、グリーン成長及び持続可能な開発に直接

的かつ積極的に貢献する「APEC 環境物品リスト」

（太陽光発電パネル、風力発電設備を始めとする54

品目から構成）に合意し、2011年のAPEC 首脳会

議における合意（ホノルル宣言）に従い、各エコノ

ミーにおける実行関税率が、2015 年末までに 5％

以下に引き下げられることとなった。環境物品の関

税引き下げは、WTO の場でも2001年のドーハ・ラ

ウンドの立ち上げ以降、「貿易と環境」の検討の一

環として議論が行われてきたが、現在に至るまで具

体的な合意をできなかった困難な課題であり、これ

をAPEC で合意できたことは、APEC が域内の貿

易・投資の自由化推進に果たす役割を実証する顕

著な成果であると言える。また、APEC での合意が、

WTOにおける環境物品貿易自由化への取組に新た

な弾みを与えることが期待される。

　2013 年のAPEC 首脳会議では、多角的貿易体

制の支持及びボゴール目標の達成、連結性の促進

などについて議論が行われた。

　多角的貿易体制の支持については、同年 12月の

第 9 回 WTO 定期閣僚会合（MC9）に向け、バリ・

パッケージの早期合意の必要性・緊急性を共有し、

多角的貿易体制とMC9を支持する独立文書を発出

した。

　連結性の促進については、アジア太平洋地域の

連結性の強化が地域全体の経済成長に資するとい

う認識を共有し、APEC 地域において、物理的、

制度的、人と人との連結性を加速することを確認し

た。また、物理的インフラの開発・維持・刷新にお

ける協力に関して、「APEC インフラ開発・投資に

関する複数年計画」を策定した。日本からは、域

内のインフラ開発・投資について、「インフラ整備三

原則（①ライフサイクルコスト、環境への配慮、安

全性などの重視、②透明性の高い投資環境の整備、

③政府職員の能力向上）」の重要性を指摘し、その

内容が盛り込まれた。

　2014 年のAPEC 首脳・閣僚会議では、多角的

貿易体制、FTAAPを始めとする地域経済統合の

進展、インフラ開発を始めとした連結性の強化等に

ついて議論が行われた。

　多角的貿易体制については、貿易円滑化協定の

採択がなされていない状況に鑑み、WTO の交渉

機能を取り戻すように呼びかけるとともに、ITA 拡

大交渉のできるだけ早期妥結などを促し、多くの

閣僚からの支持を得た。また、新たな保護主義

的措置を導入しない約束の期限を2018 年まで延

長することを首脳に進言。アジア太平洋自由貿易

圏（FTAAP）については、TPP、RCEP 等この

地域での既存の取組を礎として可能な限り早期に

FTAAPを確立するため、「FTAAP 実現に関する

議題に係る共同の戦略的研究」の開始等を内容と

する「FTAAP 実現に向けた APEC の貢献のため

の北京ロードマップ」に合意。また、製造業関連サー

ビス・環境サービスに関する貿易投資の自由化・円

滑化に向け、2015 年中に行動計画を作成すること

に合意した。

　包括的な連結性及びインフラ開発の強化につい

ては、継ぎ目なく包括的に連結され、統合されたア

ジア太平洋を達成するため、昨年のバリ首脳会議

の合意を受け「連結性ブループリント」を策定した。

日本から、質の高い成長と持続可能な開発を実現

するためには、インフラ開発投資にあたり、ライフ

サイクル・コスト（調達・製造から廃棄までを合わせ

た生涯費用）等の「インフラの質」を勘案するとと

もに、環境社会配慮、透明性等「質の高いスタンダー

ドを確保しつつ、現地の雇用や能力構築につなげ

ていくことが重要である旨、発言を行い、これが反

映された。
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　我が国は現在、主要な貿易相手国を始めとする

幅広い国 と々戦略的かつ多角的に経済連携を進め

ている。2015 年 2 月現在、14 の国・地域との間

で EPA/FTAを発効済みであり、TPP、日 EU・

EPA、RCEP、日中韓 FTAをはじめ、3カ国 5 地

域との間で EPA/FTAの交渉が進行中である。

本節では発効済および交渉中の日本のEPA/FTA

他、我が国の経済連携の取組状況を掲載する。

3．我が国における経済連携の取組
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（1）背景
　21世紀に入り新興国経済が急速に発展し、世界

の実質 GDP に占める新興国の比率は、2000 年の

25.2%から2013 年には 38.7%に増大 5 した。一方、

我が国の相対的地位は趨勢的に低下し、世界経済

に占めるGDP の割合は 2013 年には 6.6%となって

いる 6。また、世界の貿易構造に目を向けると、我

が国を含め東アジアにおいては、域内の最適な工

程間分業により構築された生産ネットワークが構築

されている。具体的には、我が国や韓国、ASEAN

において生産された中間財が、中国に輸出されて組

み立てられ、中国から最終財が米国・EU 等の大市

場国に対して輸出されるという貿易動向が顕著に見

られる7。この東アジアでのサプライチェーンの発展

にともない、各国は自国に生産拠点を立地させるた

め、貿易・投資環境の整備に注力している。

　貿易・投資環境整備の取組としては、我が国にとっ

て WTOドーハ開発アジェンダ交渉の妥結を通じた

国際貿易ルールの強化が今後とも重要であるが、ラ

ウンド交渉は「近い将来、一括妥結に至る見込みは

少ない」8 状況にある。

　近年、ドーハ・ラウンドの停滞により、米国や韓

国は主要貿易国との間で高いレベルのFTA交渉を

推進し、2015 年 2 月時点で、両国は FTA 署名・

発効済み相手国との貿易額が貿易総額に占める割

合（いわゆる「FTA カバー率」）が、40％近くに達

している。これに対し、我が国のFTA カバー率は

23％弱に留まり、米国や韓国に大きく劣後している。

韓国は2011年7月にEUとのFTAを暫定発効させ、

2012 年 3月には米国とのFTAを発効させた。2 つ

の大市場国とのFTAにより、我が国企業は韓国企

業と比べて相対的に不利な条件で貿易を行わざる

を得ないことになった。

　2010 年秋に我が国が TPPに対する関心を表明 9

して以降、EUとのEPAや日中韓 FTAに向けた政

府間での協議、ASEAN+3、ASEAN+6 等の東ア

ジア地域での広域経済連携の議論が加速した。こ

のように EPAは相互に推進力となるものであり、今

後とも米国、EU、中国、韓国等、世界の主要貿易

国との経済連携に向けた取組を、一体として進めて

いくことが重要である。

（2）我が国がこれまでに署名・発効し
たEPA/FTA について

　我が国は、2015 年 2月現在、14 の国・地域との

間で EPA/FTAを発効済み、1カ国との間で署名

済みである。これらの国や地域との間では、我が

国企業は輸出入の際に通常よりも低い関税率（EPA

税率）を適用する事ができる。また、サービス業を

行う際の規制を緩和・撤廃、投資環境の整備、ビ

ジネス環境の整備に係る協議の場の設置等を通じ、

貿易・投資相手国におけるビジネス環境が改善する。

　カバーされている分野は協定ごとに異なり、署名・

発効済みの協定が扱っている分野は以下の通り整

理できる（分野の整理は本報告書第Ⅲ部の章立て

に従った。なお、規定の詳細に関しては本報告書

第Ⅲ部第 1章以降該当箇所を参照のこと）。

5 2014 年版通商白書（P.5）
6 2014 年版通商白書（P.5）
7 2011 年版通商白書（P.96）
8 第 8 回 WTO 閣僚会議・議長総括
9 菅総理は 2010 年 10 月に第 176 回国会所信表明演説において「環太平洋パートナーシップ協定交渉等への参加を検討し、アジア

太平洋自由貿易圏の構築を目指します。」と表明。
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　日本のEPA/FTAの歴史は日シンガポールEPA

に遡る。2002 年の11月の発効後、他のASEAN

諸国に対し日本とのEPA/FTA 締結への関心が喚

起された。2005 年 4 月には日メキシコEPA が発効

した。乗用車（大型バス・トラックを除く）に関し7

年目に関税撤廃、鉄鋼に関し即時または段階的に

関税撤廃、政府調達に関しメキシコのFTA 締結

国優遇制度による差別的待遇を解消する等、日本

の輸出品にとってメリットのある交渉結果であった。

また、2008 年には日本にとって初の広域 EPAとな

る、日・ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）協定

が発効した。二国間 EPAを締結していなかったカ

ンボジア・ラオス・ミャンマーをカバーするEPAで

あり、本協定発効に伴い、原産地規則の累積規定

を活用することにより、日本とASEAN 域内にまた

がるサプライチェーンで EPA が利用可能となった。

2015 年1月には、これまでの2国間EPAパートナー

で最大の貿易相手国となる豪州との間で EPA が発

効した。以下、署名済・発効済 EPAそれぞれにつ

いて概説する。

① 日シンガポールEPA

　2002 年 1月13日に署名、同年 11月30日に発効

した。本協定は、我が国最初の地域貿易協定（RTA）

として、貿易・投資の自由化・円滑化や経済制度の

調和により、域内貿易・投資を拡大し、ペーパーレ

ス貿易や相互承認等の分野で制度の調和を図ると

ともに、情報通信技術（ICT）や貿易・投資の促

進分野で二国間協力を充実させる等、二国間にお

ける包括的経済連携を推進するものである。なお、

2006 年 4 月に開始された協定見直し交渉が 2007

年 3月に議定書署名、同年 9月に発効に至り、更な

る自由化が図られている。

② 日メキシコEPA

　2002 年 11月より交渉を開始し、2 年近くに亘る

精力的な交渉の結果、2004 年 3月、関係閣僚間

で本協定の大筋合意に至り、法技術的な整備作業

を経て、2004 年 9月、両国首脳間で協定に正式署

名した。本協定は 2004 年 11 月に批准、2005 年

4 月1日に発効した。本協定の発効により、これま

でメキシコへの輸出品に付加されていた平均関税率

（約16％（2001年平均実効税率ベース））の大部分

が 10 年以内に撤廃され、また、投資・サービス、

政府調達等の分野で、我が国はメキシコにおいて

欧米等諸国と同等の競争環境を得ることが可能と

なった。本協定発効後、日本からメキシコへの輸出

額（2014 年）は発効前の 2004 年から約 2 倍、日

本のメキシコからの輸入額は約1.9 倍となり、投資

面では自動車関連企業による生産増強、販売拠点

設立等がみられる。また、本協定発効後は、民間

代表も参加したビジネス環境整備委員会（2013 年

までに 7 回開催）を含む、両国政府による協定下

各委員会の実施や日メキシコ関係者が協力して行っ

た投資セミナー、エネルギーセミナー、ミッション

派遣の実施等、両国間の経済連携の強化に向けた

取組が行われている。なお、2009 年に 4 月に開始

された協定見直し交渉が、2011年 2月に合意に至っ

た（同年 9月署名、2012 年 4 月に発効）。本見直し

により、物品の貿易に関する市場アクセスの条件が

更に改善し、原産地の証明の方法として認定輸出

者による原産地申告制度等が導入された。
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③ 日マレーシアEPA

　2004 年 1月より交渉を開始し、2005 年 5月に大

筋合意を確認、同年 12月13日に両国首脳間で協

定に正式署名し、2006 年 7月に発効した。

　マレーシアには多くの日系企業が現地進出してお

り、両国の経済的結びつきは深い。したがって、こ

のような両国間での経済連携協定の実現は、部品

調達、販売の円滑化を促し、両国間の貿易投資を

一層拡大させる効果がある。具体的に効果の大き

い項目としては、まず関税の撤廃・削減が挙げられ

る。また、多くの進出企業にとって、投資ルールの

整備やサービス自由化に加え、ビジネス環境向上

のために両国の官民双方が取り組む枠組みであるビ

ジネス環境の整備に関する小委員会を設置したこと

は、重要な意義を有する。同委員会は 2007年 3月

の第 1 回を皮切りに、2011年 9月までに 5 回の会

合が開催されている。ビジネス環境の整備に関する

小委員会では、同地でビジネスを行う上で様々な問

題を議論し、解決の実績が出ていることから、産

業界からも高い評価を得ている。このほか、物品、

原産地、サービス、投資、TBT（貿易の技術的障

害に関する協定）、協力分野などにおける小委員会

も開催されており、EPAの執行が進んでいる。

④ 日チリ EPA

　2004 年 11月の首脳会談において、EPAの可能

性について検討するための産学官による「共同研

究会」の立ち上げに合意し、2005 年 1 月末に研

究会を開始、以後 4 回の会合を実施した。同年 11

月、両国首脳間で、共同研究会の報告書を踏まえ、

EPA交渉を開始することに合意し、2006 年 2月か

ら9月にかけて4 回の交渉会合を実施、2006 年 9

月に市場アクセスを中心に協定の主要な要素につい

て大筋合意に至った。その後、第 5 回交渉を同年

11月に開催し、同月の首脳会談において交渉の妥

結が確認され、2007年 3月末に日チリEPAは署名

され、同年 9月に発効した。チリは、我が国と同様

に貿易立国として開放的な経済政策を積極的に推

進している。政治・経済情勢も安定しており、我が

国にとって鉱物資源の重要な供給国でもある。また、

チリは、米国、カナダ、EU、EFTA、韓国、中国等、

当時既に約 50カ国との間で FTAを締結しており、

我が国としては、EPA/FTA が存在しないことによ

る経済的不利益を解消することが重要であった。

⑤ 日タイ EPA

　2004 年 2月より交渉を開始し、2005 年 9月の大

筋合意を経て 2007年 4月3日に首脳間で署名に至

り、2007年 11月に発効した。

　本協定の締結により、タイは自動車の一部を除く

ほとんどの鉱工業品の関税を10 年以内に撤廃し、

我が国は、多くの農産品を含む包括的な関税撤廃

削減を行うこととなった。タイは、投資分野につい

ても、製造業投資の規制を強化しないことを宣言す

るとともに、サービス分野については特に、修理・

メンテナンスや小売・卸売サービス等の製造業関連

サービスの一部について、外資規制を緩和した。人

の移動分野では、タイ人スパ・セラピスト及び介護

福祉士の日本への受入並びに日本人のタイにおける

滞在及び労働許可の取得に係る条件の緩和につい

て検討するため現在協議中である。このほか我が

国は、自動車や鉄鋼等の産業協力、農業協力等を

実施している。タイは、ASEAN 内では第 1位の貿

易相手国であるが、日本からの輸出品のほとんどが

有税かつ高関税であったため、本協定の発効によ

る関税撤廃のメリットは大きい。また、タイにとって

日本は第 1位の投資国であり、多くの日本企業が進

出しており（2014 年現在、日本商工会議所加盟数

が 1552 社とASEAN で最大）ASEAN における

日本企業の中核的な生産拠点である。これら現地

進出日本企業が抱えるビジネス上の諸問題を解決す

るため「ビジネス環境の向上に関する小委員会」を

設置し、2014 年までに 5 回開催しており成果が出

始めている。投資ルールの整備やサービス自由化に

よる事業環境の整備の観点からも本協定のメリット

は大きい。
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⑥ 日インドネシアEPA

　2005 年 7月より交渉を開始し、2006 年 11月に

大筋合意を確認、2007年 8月の首脳会談で署名に

至り、2008 年 7月に発効した。

　インドネシアとの経済連携協定は、貿易障壁の削

減・撤廃に加えて、既存の法制度の整合性や各制

度の合理的な運用・透明性の確保、投資環境の改

善等の効果がある。また、インドネシアは、天然ガス、

石油など豊富な地下資源を有しており、本協定には

エネルギー・鉱物資源章が設置されている。我が

国にとってインドネシアは第 9 位の貿易相手国（2013

年）であり、両国の経済的な結びつきは深い。イン

ドネシアは ASEAN 域内で最大の人口（約 2.5 億人）

を擁しており、我が国企業にとって有望な市場への

優先的なアクセスが実現する。本協定に基づき、製

造業分野での二国間協力（14 分野 27 案件）を実施

しており、二国間経済関係の一層の強化が期待さ

れる。また、本協定により、2008 年 8月からインド

ネシア人看護師候補者及び介護福祉士候補者を受

入れている（入国者数、国家試験合格人数等の詳

細は第 3 章「人の移動」に記載）。

⑦ 日ブルネイEPA

　ブルネイとの EPA は、2006 年 5月の外相会談

での正式交渉開始の決定を受け、2006 年 6月より

交渉を開始し、同年 12月の大筋合意を受け、2007

年 6月に署名し、2008 年 7月末に発効した。

　ブルネイは、天然ガスなど、我が国にとって重要

なエネルギー供給国のひとつである。日ブルネイ

EPAでは我が国初の独立したエネルギー章が設置

されている。同章にはエネルギー分野において規

制措置をとる際の既存の契約関係への十分な配慮、

及び相手国への通報・協議の実施、環境への配慮、

協力、二国間の協議メカニズム等が盛り込まれ、エ

ネルギー分野において安定的で両国の利益となるよ

うな関係の維持・強化に資する内容となっている。

⑧ 日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）協定

　ASEAN 全体とのEPAである日・ASEAN 包括

的経済連携（AJCEP）は、2004 年 11月の首脳間

での合意に基づき2005 年 4 月より交渉を開始し、

2008 年 4 月14日に各国持ち回りでの署名を完了

し、2014 年 2月時点でインドネシアを除くすべての

参加国との間で発効している。AJCEP は、日本と

ASEAN を1つのエリアとして、人口 7.4 億人、経

済規模 8 兆 3 千億ドル（2012 年）の自由な経済圏

を制度化するものであり、日本とASEAN 双方の

経済活性化促進の観点から、非常に重要な意義が

ある。東アジア地域において、ASEAN は依然とし

て我が国との貿易・投資関係が最も深く重要な地

域であり、既存の投資による蓄積が多く存在する

ASEANの資産を有効活用する観点からも重要であ

る。更に、AJCEPは我が国とASEAN 各国との二

国間 EPAとは法的な優先関係が存在しない全く別

個の協定であり、日本とASEAN 各国との二国間

EPAでは対応が不十分な、日ASEAN ワイドで行

われている経済活動の実態により即した形での産業

競争力強化に資する。例えば、日本で製造した高

付加価値部品を用いてASEAN 域内で最終製品に

加工し、その製品を域内輸出する場合には、既存

の枠組み（二国間のEPA、AFTA）における特恵

を享受できないケースが生じるが、AJCEP で、原

産地規則における累積規定が日本及びASEAN 域

内で適用されることで、本協定における特恵を享

受する可能性を提供する。日本とASEAN 域内と

で複雑な生産ネットワークをもつ日本企業にとって

AJCEPは非常に重要である。

　

日ASEAN生産ネットワークでのEPA税率の利用
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⑨ 日フィリピンEPA

　2004 年 2月より交渉を開始し、2006 年 9月9日

の日比首脳会談において署名し、2008 年 12月に

発効した。フィリピンにとっては初の二国間 EPAで

ある本協定は、両国間の物品、ヒト、サービス、資

本の自由な移動並びに知的財産、競争政策、ビジ

ネス環境整備等の制度の調和・明確化を促進し、

双方の経済活動を発展させるとともに、知的財産、

競争政策、ビジネス環境整備、更には人材養成、

貿易投資、情報通信技術、中小企業等の分野で二

国間協力を充実させる等、二国間における包括的

経済連携を推進することを目的としている。また、

本協定により、2009 年 5月から、フィリピン人の看

護師候補者及び介護福祉士候補者を受入れている

（入国者数、国家試験合格人数等の詳細は第 3 章

「人の移動」に記載）。同 EPAの取り決めに従い、

2010年10月から一般的な見直しの交渉を開始した。

⑩ 日スイス EPA

　2005 年 4 月の首脳会談において、日スイス

EPA/FTAのメリット・デメリットを含め、先進国

間に相応しい経済連携の強化の在り方に関する政

府間での研究を立ち上げることに合意し、同年 10

月から2006 年 11月にかけて、5 回の共同研究会

合が開催された。本研究の報告を受け、2007年 1

月、両国首脳間で EPA交渉の開始に合意し、8 回

の交渉会合を経て 2008 年 9月に大筋合意、2009

年 2月に署名、同年 9月1日に発効した。日スイス

EPAは我が国にとって欧米先進国との初のEPAで

あり、先進国間 EPAのモデルとなり得る高いレベ

ルの内容を実現している。具体的には、物品貿易

における質の高い自由化（主要鉱工業品の関税即

時撤廃を含む、発効後 10 年以内で往復貿易額の

99％以上を関税撤廃等）、我が国のEPAでは初め

て原産地証明制度に関して認定輸出者による自己証

明制度の導入、同じく我が国のEPAでは初めて電

子商取引章の設置を実現している。その他、投資、

サービス、知的財産に関しても高いレベルの成果を

得ている。また、本協定の実施状況や改正につい

て議論する合同委員会を設置し、2011年 2月には

第 2 回の会合を開催した。このほか、経済関係の

緊密化、原産地分野などにおける小委員会も開催さ

れており、EPAの執行が進んでいる。

⑪ 日ベトナムEPA

　ベトナムとのEPAは、2006 年 10月の日ベトナム

首脳会談において交渉入りに合意し、2007 年 1月

に交渉開始した。その後計15回の交渉会合を経て、

2008 年 9月に大筋合意に至り、同年 12月に署名、

2009 年 10月に発効した。ベトナムにとっては初の

二国間 EPAとなる。

　ベトナムは、近年、ビジネス環境整備の枠組みで

ある日越共同イニシアティブ（2003 年開始）や日ベ

トナム投資協定（2004 年発効）の効果もあり、自

動車・電子電気関連の製造業をはじめとした日本企

業からの投資は着実に増加し、我が国産業界の関

心は非常に高い。しかし、部品・素材等の高い関

税率、裾野産業が未発達であること等が今後の課

題となっている。日ベトナムEPAは、こうした課題

に取り組むとともに、両国間の経済関係の更なる強

化に資することが期待される。本協定の締結によ

り、物品貿易分野において、ベトナム側は現地製造

業が生産に必要とする部品・素材を中心とした関税

削減及び撤廃を行う。ベトナム側は、中国 ASEAN 

FTA、韓国 ASEAN FTAでは譲許していない高

い水準の自由化を約束した。他方、日本側は鉱工

業品分野でほぼすべての品目で関税を撤廃し、農

水産品分野についても市場アクセスを改善した。人

の移動分野では、ベトナム人 IT 技術者の移動を促

進するため、現行の入管制度の範囲内で IT 技術

者に関する約束をしたほか、看護師・介護士につ

いては、将来的な受入れの可能性について、協定

の発効後の協議の結果、2011年 10月の日ベトナム

首脳会談において受入に係る覚書に署名が行われ、

2012 年 6月17日に発効した。2012 年 11 月には、

EPAに基づき、日本が受け入れるベトナム人看護師・

介護福祉士の第 1 陣候補者を対象とした訪日前日

本語研修（12ヶ月間）が現地にて始まり、2014 年
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6月には、日本語能力試験 N3 以上合格者で日本側

受入施設が確定した第 1陣候補者138 名が来日し、

同年 8月より就労中。第 2 陣候補者180 名につい

ては、2013 年 12月に訪日前日本語研修（12カ月間）

が現地にて開始された。また、裾野産業育成の協

力や食品衛生管理及び動植物検疫体制強化のため

の協力等を行うことも規定されている。

⑫ 日インド EPA

　2004 年 11月、首脳会談において両国の経済関

係強化の在り方につき包括的な観点から協議するた

めの共同研究会を立ち上げることに合意し、2005

年 7月から2006 年 6月にかけて4 回の共同研究

会を開催した。この共同研究会の報告書を受け、

2006 年 7月に開催された日インド首脳会談で、交

渉の実施に向けた事務レベルの準備を開始するよ

う指示が出された。2007 年 1月に交渉を開始し、

2010 年 9月の第 14 回交渉会合にて大筋合意、10

月の日インド首脳会談で交渉完了に至った。その後、

2011年 2月に署名に至り、同年 8月1日に発効した。

　インドは我が国からの輸出品のほとんどに対して

高関税を課しており、関税撤廃により、輸出促進だ

けではなく、製造業中心の我が国進出企業の自由

な調達活動が可能となる。投資・サービス分野につ

いては、自由で透明かつ安定したルールを策定し、

事業環境を整備することが重要である。インドへの

輸出における主要な有税品目及び 2011年時点の関

税率は、自動車部品（10％）、鉄鋼製品（5％）、織

機（7.5％）などであったが、交渉の結果、自動車

部品については 10 年で関税撤廃、鉄鋼製品につい

ては 5 年、織機は 10 年で撤廃となる。協定発効後

10 年間で往復貿易額の約94％の品目が関税撤廃さ

れることとなる。

⑬ 日ペルー EPA

　2008 年 11月の日ペルー首脳会談において、ペ

ルー側から強い希望のあった日ペルーEPAの交渉

開始に向け合意し、2009 年 1月から3月にかけて、

3 回の民間研究会を開催した。本研究の報告書を

受け、2009 年 4 月に開催された日ペルー首脳会談

にて、日ペルーEPA交渉開始が合意された。2009

年 5月から2010 年 11月にかけて 7 回の正式会合

と中間会合を開催し、2010 年 11月に交渉を完了し

た。その後、2011年 5月に署名し、両国内での批

准手続きを経て 2012 年 3月に発効した。ペルーへ

の輸出における主要な有税品目及び 2010 年時点の

関税率は、自動車（9％）、バイク（9％）、テレビ（9％）

などであったが、交渉の結果、自動車については

即時～10 年で関税撤廃、バイクについては 9 年で

撤廃、テレビは即時撤廃となる。協定発効後 10 年

間で往復貿易額の 99％以上の品目が関税撤廃され

ることとなる。

⑭ 日豪 EPA

　2003 年 7月、首脳会談において署名された「日

豪貿易経済枠組み」に基づき、貿易・投資自由化

の得失に関する政府間共同研究が実施され、本共

同研究は 2005 年 4 月に終了した。その後、同年 4

月の首脳会談において、EPA/FTAのメリット・デ

メリットを含め、先進国間に相応しい経済関係の

強化の在り方について政府間で研究することに合意

し、同年 11 月から2006 年 9月の間に、5 回の共

同研究会合が開催された。同共同研究会の最終報

告書を受け、2006 年 12月、首脳間で EPA交渉開

始が合意された。2007 年 4 月から2012 年 6月ま

でに16 回の交渉会合を開催するとともに、非公式

の実務者レベルの協議を行い、日豪両国の主張の

隔たりを埋めるべく議論がなされた。

　2014 年 4月の首脳会談において、7年越しとなっ

た日豪 EPA交渉が大筋合意に至り、同年 7月の首

脳会談で署名、2015 年 1月15日に発効した。

　豪州は我が国にとって中国、米国、韓国に次ぐ4

番目の貿易相手国であり、これまでに締結した二国

間 EPAのパートナーとしては最大である。我が国

から豪州への輸出額の 3 割未満であった無税品目

の割合が、本協定発効時に直ちに 8 割を超える水

準になり、残りも8 年目までにはほぼ全てが関税撤

廃される。特に、我が国からの輸出の約半分を占
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める自動車分野（MFN 税率 5％）では、豪州への

完成車輸出額の約 75％が即時に関税撤廃される。

残る完成車も、3 年目には関税が全て撤廃される。

　関税以外でも、天然ガス・石炭など資源・エネ

ルギーの安定供給確保、投資・サービスの自由化、

電子商取引・政府調達のルール整備、知的財産の

保護など、幅広い分野で高い水準の合意を実現し

ている。

　

⑮ モンゴル EPA（署名済）

　日モンゴルEPA交渉は、2014 年 7月の日モンゴ

ル首脳会談において、大筋合意が確認された。また、

2015 年 2月の日モンゴル首脳会談において、両国

首脳の間で日モンゴルＥＰＡ及び同協定の実施取極

への署名が行われた。豊富な天然資源に恵まれる

モンゴルと我が国の関係は極めて緊密かつ重要で

あり、本協定は、今後の両国間の貿易・投資を促

進するための重要な枠組みである。また日モンゴル

EPA はモンゴルにとって初めてのEPA/FTAとな

り、2010 年 11月の日本・モンゴル共同声明に掲げ

る「戦略的パートナーシップ」を一層強化するため

の重要なステップとなる。

　

（3）我が国が交渉中の EPA/FTA につ
いて

　本項では、我が国が交渉中の EPA/FTA につ

いて概説する。現在、日本は TPP、日EU・EPA、

RCEP、 日中韓 FTA のいわゆる 4 つの「 メガ

FTA」交渉を進めている。また、カナダ、コロンビア、

トルコの 3カ国と交渉中である（日韓 EPA 交渉は

2015 年 2月時点で交渉中断中、日GCC・FTA 交

渉はGCC側の要請により交渉が延期されている。）。

そのほか、AJCEP のサービス貿易章・投資章につ

いても交渉中である。以下、これらの背景とともに、

現在行われている交渉をそれぞれ概説する。

① 我が国の 4つの「メガ FTA」交渉

（a）環太平洋パートナーシップ（TPP）（交渉中）

　我が国は、2010 年 11月 9日に閣議決定した「包

括的経済連携に関する基本方針」（以下「基本方

針」）において、TPP については、「その情報収集

を進めながら対応していく必要があり、国内の環境

整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開

始する」こととし、12月から関係国と情報収集等の

ための協議を開始した。2011年 3月11日に発生し

た東日本大震災を経て策定された「日本再生のため

の戦略に向けて」（2011年 8月5日閣議決定）では、

「環太平洋パートナーシップ（TPP）については、被

災地の農業の復興にも関係しており、その点を踏ま

え、更に国際交渉の進捗、産業空洞化の懸念等も

踏まえ、しっかり議論し、協定交渉参加の判断時

期については、総合的に検討し、できるだけ早期

に判断する。」とした。その後、同年 11月のハワイ

APEC 首脳会議を前に、国内で活発な議論が行わ

れ、APEC に臨む総理の会見において、「TPP 交

渉参加に向けて関係国との協議に入る」旨が表明

された。

　野田総理（当時）の表明をうけ、我が国は 2012

年 1月からTPP 交渉参加国と個別に交渉参加に向

けた協議を開始した。

　2012 年 4 月に行われた日米首脳会談では、双方

が日米間協議を前進させるようお互い努力すること

で一致した。その際、米国大統領からは、自動車、

更には保険、そして従来から取り上げてきた牛肉に

ついて関心の表明があった。

　2012 年 12 月の衆議院総選挙での政権交代後、

安倍総理は就任時の記者会見において、TPPにつ

いては、「聖域なき関税撤廃を前提条件とする以上、

交渉参加に反対」との自民党の政権公約と、「国益

にかなう最善の道を求める」との自民党と公明党と

の連立合意を確認し、十分に状況・情報を分析し

ながら、総合的に検討していくことを表明した。

　2013 年 2月に行われた日米首脳会談では、①日

本には一定の農産品、米国には一定の工業製品と

いうように、両国ともに二国間貿易上のセンシティビ

ティが存在すること、②最終的な結果は交渉の中

で決まっていくものであること、③ TPP 交渉参加

に際し、一方的に全ての関税を撤廃することをあら
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かじめ約束することは求められないこと、の 3 点が

首脳間で明示的に確認された。これらの点を含め、

以下の「日米の共同声明」にある事項について首脳

間で認識が一致した。

　2013 年 3月15日には安倍総理が記者会見を行

い、我が国として TPP 交渉に参加することを表

明した。本記者会見において、安倍総理からは、

TPPに参加し、自由、民主主義、基本的人権、法

の支配といった普遍的価値を共有する国 と々共に、

アジア太平洋地域における新たなルールをつくり上

げていくことは、日本の国益となるだけではなく、

世界に繁栄をもたらす旨、発言した。加えて、日米

の二大経済大国が参画してつくられる新たな経済秩

序は、TPP の中だけでなく、RCEP やFTAAP（ア

ジア太平洋自由貿易圏）のルールづくりのたたき台

となるはずであると指摘した。

　更に 2013 年 4 月12日には、日米間の協議が成

功裡に終了したことが確認された。この日米協議

の結果、保険、透明性／貿易円滑化、投資、規

格・基準、衛生植物検疫措置 10 等を対象分野とし

て、日米間で TPP 交渉と並行して非関税措置に取

り組むことを決定した。自動車分野の貿易に関して

は、透明性、流通、基準、環境対応車／新技術搭

載車、財政上のインセンティブ等を対象事項として

TPP 交渉と並行して以下のTORに従い自動車貿易

に関する交渉を行うことを決定した 11。また、TPP

の市場アクセス交渉を行う中で、米国の自動車関税

が TPP 交渉における最も長い段階的な引下げ期間

によって撤廃され、かつ、最大限に後ろ倒しされる

こと、及び、この扱いは米韓 FTAにおける米国の

自動車関税の取り扱いを実質的に上回るものとなる

ことを確認した。

　また、日本には一定の農産品、米国には一定の

工業製品といった二国間貿易上のセンシティビティ

が両国にあることを認識しつつ、TPPにおけるルー

ル作り及び市場アクセス交渉において緊密に共に取

り組むことで一致した。

　同年 4 月に TPP 参加国の閣僚会議で日本の交

渉参加が 11カ国から承認され、4 月24日に米国政

府が日本の交渉参加について議会に通知を行った。

議会通知してから90日経った後、7月24日に、日

本はマレーシアで開催中の第 18 回交渉会合の途中

から交渉に正式に参加した。

　我が国が参加してからの交渉の概況についてはⅢ

２．（３）①を参照のこと。

10 日本及び米国は、世界貿易機関（WTO）の衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）に基づいて並行二国間交渉の
中で衛生植物検疫措置に関する事項について共に取り組む。

11 日本が TPP に参加後、2013 年 8 月 第 19 回交渉会合、9 月 首席交渉官会合、10 月 閣僚会合・首脳会合、11 月首席交渉官会合、
12 月 TPP 閣僚会合、2 月 TPP 閣僚会合を行った。



日米の共同声明参　考

　両政府は、日本が環太平洋パートナーシップ

（TPP）交渉に参加する場合には、全ての物品が交

渉の対象とされること、及び、日本が他の交渉参加

国とともに、2011 年 11 月 12 日に TPP 首脳によっ

て表明された「TPP の輪郭（アウトライン）」にお

いて示された包括的で高い水準の協定を達成してい

くことになることを確認する。

　日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品

というように、両国ともに二国間貿易上のセンシ

ティビティが存在することを認識しつつ、両政府は、

最終的な結果は交渉の中で決まっていくものである

ことから、TPP 交渉参加に際し、一方的に全ての

関税を撤廃することをあらかじめ約束することを求

められるものではないことを確認する。

　両政府は、TPP 参加への日本のあり得べき関心

についての二国間協議を継続する。これらの協議は

進展を見せているが、自動車部門や保険部門に関す

る残された懸案事項に対処し、その他の非関税措置

に対処し、及び TPP の高い水準を満たすことにつ

いて作業を完了することを含め、なされるべき更な

る作業が残されている。

自動車貿易TOR（仮訳）参　考

　日本政府及び米国政府（以下「両国政府」という。）

は、以下に従って、TPP 交渉と並行して自動車貿

易に関する交渉を行う。

・本交渉の成果は、WTO 協定に整合的なもの

とする。

・本交渉の成果は、両国政府の権限の範囲内

のものとする。

・両国政府は、交渉の結果として合意される権

利及び義務をTPP 協定に附属される日米二

国間の市場アクセスの表に組み入れ、した

がって、これら権利及び義務は、TPP 協定

の紛争解決手続の対象となる。また、この

分野における現行のMFN関税を再び課すこ

と（「スナップバック」手続）ができる特別な

加速された紛争解決手続も、交渉を通じて

定められる。

　並行交渉は、以下の事項を取り上げ、これらの事

項に対して具体的で意味のある成果をもたらすもの

とする。

　特別自動車セーフガード：自動車分野における関

税交渉の結果を考慮しつつ、自動車に関する特別

セーフガードの実質的及び手続的な要素（損害の検

証、適用期間及び補償を含む。）が取り上げられる。

　透明性：両国政府は、自動車の製造、輸入、販売

又は使用に影響を与え得る政府の規制措置の準備、

採用及び適用に関する、意味があり予見可能で強固

な透明性メカニズムの重要性について認識する。以

下を含む分野における事項が取り上げられる。

－規制措置案の十分な事前通知

－ガイドライン及び類似の措置の提案を含む規

制措置の策定に関する透明性及び無差別

－当該措置の策定及び実施の過程を通じての

意見表明のための意味のある機会

－新たな規制に適合するための合理的な期間

－規制の実施後の見直し

－その他の措置

　基準：型式認証の一層の円滑化及びコスト削減を

含む、自動車分野における任意規格、強制規格及び

適合性評価手続に関する事項並びに自動車部品を含

む関連する事項が取り上げられる。両国政府は、更

に，国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォー

ラム（WP29）で進行中の作業に特に焦点を当てつ

つ，自動車の環境性能及び安全に関する基準を調和

させるために二国間で協力することの重要性を認識

する。

　PHP：日本の輸入自動車特別取扱制度（PHP）の
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下での更なる円滑化のための実質的なステップが並

行交渉で取り上げられる。

　環境対応車／新技術搭載車：両国政府は，代替燃

料又は代替エネルギー源を利用した自動車の貿易を

円滑化することの重要性を認識し，無差別な取扱い

を確保することの必要性を含む、これらの自動車の

製造、輸入、販売及び使用に関連して生じる事項を

取り上げる。

　財政上のインセンティブ：税制の運営に関する政

府の主権的な権利を害することなく、財政上のイン

センティブ又はその他の措置が、それらが両国の市

場における競争条件に及ぼす影響に関連して、米国

車（PHP を通じて輸入されたものを含む。）に対し

て差別的な効果を与えないことを確保するため、取

り上げられる。

　流通：自動車の流通及び整備に関連する事項が取

り上げられる。

　第三国協力：自動車に関する様々な事項（他国に

おける市場アクセス及び投資を円滑化するための方

法を含むが、これに限られない。）が議論される。

　その他の事項：自動車貿易政策に関連する税関の

事項を含むその他の事項は、いずれか一方の政府の

要請に応じて提起され得るとともに、相互の合意に

より並行交渉に含まれ得る。
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（b）日 EU・EPA（交渉中）

　日本とEU は、世界人口の1割、貿易額の 2 割、

GDP の 3 割を占める重要な経済的パートナーであ

り、日EU・EPAは、日EU 間の貿易投資を拡大し、

我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・

投資のルール作りに寄与するものといえる。

　EU は、元来、GATT/WTO を中心とする多角

的な貿易交渉を通じた貿易投資自由化を重視して

おり、FTAについては、近隣諸国や旧植民地国を

中心として、政治的枠組みの構築を目指す連合協

定の一部や、既存の特恵貿易に関する協定を発展

的に改組する形で締結していた。しかし、2001年

に立ち上がったWTO・ドーハラウンド（DDA）交

渉が長引き、また、新興国の台頭に伴い世界の

経済環境が変化していることから、欧州委員会は

2006 年 10月「新通商戦略：グローバルヨーロッパ

（Global Europe: Competing in　the World）」を

発表し、WTO が引き続き世界の通商制度におけ

る重要なプラットフォームであることを念頭に置きつ

つ、FTA を通じ、欧州企業にとっての市場アクセ

スの確保・非関税障壁の改善等の利益を確保する

方針を打ち出した。優先的に FTA を締結する対

象国は、①市場潜在力（経済規模と成長性）、② 

EUの輸出利益に対する保護水準（相手国の市場

の閉鎖性や関税水準及び非関税措置に加えて、EU 

の競争相手国とのFTA 締結状況等）を総合的に

勘案して判断されており、ASEAN、韓国、南米

南部共同市場（メルコスール、2000 年から交渉開

始）をFTA 締結の優先国・地域として、また、イ

ンド、ロシア、GCC（湾岸協力理事会）（1990 年か

ら交渉中）をFTA の交渉対象候補国として特定し

た。この戦略に基づき、2007年 4 月のEU 閣僚理

事会で、欧州委員会に対し、韓国、ASEAN、イ

ンドとのFTA 交渉権限を付与する決定が採択さ

れ、同年に交渉が開始された 12。韓 EU・ FTA

は 2011 年 7月から暫定発効を開始し、2014 年

9月には先進国であるカナダとの包括的経済・貿

易 協 定（CETA: the Comprehensive Trade and 

Economic Agreement）交渉が妥結した。また、

米国とも2013 年 7月から環大西洋貿易投資パート

ナーシップ（TTIP: the Transatlantic Trade and 

Investment Partnership）交渉を行っており、先進

国とも通商関係強化に向けた動きをみせている。

　こうした中、日EU・EPA については、2009 年

5月の日EU定期首脳協議において、日EU 経済の

統合の強化に協力する意図が表明され、2010 年 4

月の日EU 定期首脳協議では、「合同ハイレベル・

グループ」を設置し、日EU 経済関係の包括的な

12　JETRO 調査レポート（2009）「EU の FTA 戦略及び主要 FTA の交渉動向」ブリュッセル・センター、海外調査部欧州課



日 EU首脳会談プレスリリース（外務省HPより抜粋）参　考

　日 EU 関係について，安倍総理から，日 EU・

EPAの2015年中の大筋合意を目指し，共にリーダー

シップを発揮し，交渉を加速させたい，日 EU・

SPA の早期妥結に向けても引き続き努力していき

たい旨述べました。これに対し，ユンカー委員長

から，日 EU は当然のパートナーであり，日 EU・

EPA 交渉を加速化させたい，2015 年中に EPA と

SPA の 2 つの交渉がまとまることを期待しており，

この目標を目指し，貴総理と共に努力していきたい

旨述べました。
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強化・統合に向けた「共同検討作業」を開始するこ

とに合意した。合同ハイレベル・グループにおける

幅広い分野での作業の結果を踏まえ、2011年 5月

の日EU定期首脳協議において、交渉のためのプロ

セスの開始についての合意がなされ、日本政府と欧

州委員会との間で、交渉の「範囲（scope）」及び「野

心（ambition）」のレベルを定める「スコーピング作業」

を実施することとなった。

　スコーピング作業は 2012 年 5月に実質的に終了

し、同年 11 月 29 日の EU 外務理事会において、

欧州委員会が加盟国より交渉権限（マンデート）を

取得した。これをうけて、2013 年 3月に行われた日

EU 電話首脳会談において、日EUの EPA/FTA

及び戦略パートナーシップ協定（SPA）の交渉開始

に合意し、日EU・EPAは、2013 年 4 月の交渉開

始以降、2015 年 2月までに、9 回の交渉会合が開

催されている。2014 年 5月から 6月にかけて、EU

側の内部プロセスとして、欧州委員会が交渉開始

1年後の見直し（レビュー）を行い、交渉の継続を

決定した。同年 11月に行われた日EU 首脳会談に

おいて、安倍総理とユンカー新欧州委員長は、日

EU・EPAに関し、2015 年中の大筋合意を目指し

て交渉を加速化させていくことで一致した。

（c）東アジア地域包括的経済連携（RCEP）（交渉中）

　東アジアでの生産ネットワークの拡大及び

ASEANと周辺各国との経済連携の進展に対応す

るため、我が国は、2006 年に ASEAN に対して日

本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド

を加えた「ASEAN＋6」の枠組みでの「東アジア

包括的経済連携（CEPEA）」についての専門家研

究実施を行うことを提案した。同専門家研究会は

2007年～ 2009 年にかけて実施され、2009 年、首

脳に対し最終報告がなされた。また、2009 年以降

政府間での検討を行っており、まずは貿易円滑化に

関し、東アジアにおける包括的経済連携が実現し

た場合のありうべき制度・手続の簡素化等について

2011年に報告がとりまとめられた。

　2011年には、我が国と中国が共同して自由化に

関する作業部会（物品貿易、サービス貿易、投資

の 3 分野）の設置を提案し、合意された（2. （3） 

②参照）。また、ASEAN 側から、これまでの

「ASEAN＋3」の枠組みでの「東アジア自由貿易

地域（EAFTA）」及び「ASEAN＋6」の枠組みで

の「東アジア包括的経済連携（CEPEA）」の取組

を踏まえ、今後の地域的経済統合のあり方の一般

原則を定めた東アジアの包括的経済連携の枠組み

（RCEP：アールセップ）の提案があり、歓迎された。

　その後、2012 年 8月のASEAN+パートナーズ

経済大臣会合において、「RCEP 交渉の基本指針及

び目的」をとりまとめ、11月の首脳会議における交

渉立ち上げを目指すことで合意した。同年 11月に

は、ASEAN 関連首脳会合において、「RCEP 交渉

の基本指針及び目的」を16カ国（ASEAN+日中韓

印豪 NZ）の首脳間で承認し、RCEP 交渉の立上

げが宣言された。「RCEP交渉の基本指針及び目的」

では、物品貿易・サービス貿易・投資に加えて知的

財産、競争等も交渉対象とし、包括的協定を目指

すこと、既存のASEANとのFTAを上回る、包括

的で質の高い協定を目指すこと等が盛り込まれてい
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る。RCEP 交渉は、2013 年早期に最初の交渉会合

を開催し、2015 年末までに交渉完了を目指すことと

された。

　2013 年 5月にブルネイで第 1回交渉会合が開催

されて以降、2015 年 2月までに 7 回の交渉会合と

2回の閣僚会合が開催されている。2014年8月にミャ

ンマーで開催された第 2 回閣僚会合では、物品貿

易に関するイニシャル・オファーの進め方やサービス・

投資の自由化方式について議論が進展した。また、

新たに電子商取引と中小企業を今後交渉分野に加

えることに合意した。現在、貿易交渉委員会（Trade 

negotiating Committee）に加え、物品貿易、サー

ビス貿易、投資、知的財産、競争、経済技術協力、

法的制度的事項、ＳＴＲＡＣＡＰ（貿易の技術的

障害）、ＳＰＳ（植物衛生検疫措置）、原産地規則、

貿易円滑化・税関手続等、幅広い分野について交

渉が行われている。

　広域の経済連携であるRCEP によって、複数の

締約国で分業生産される製品も関税優遇を受けら

れるようにしたり、東アジア地域での原産地規則等

のEPA 利用手続きを統一したりすることができれ

ば、東アジア地域の高度なサプライチェーンを反映

したルールづくりに資するものとなる。

　

（d）日中韓 FTA（交渉中）

　今後さらなる成長が見込まれるアジア太平洋地域

の中で、我が国にとって中国及び韓国の経済は極め

て重要な地位を占めている。東アジア全体に展開さ

れるサプライチェーンにおいて、三カ国間で極めて

緻密な工程間分業が構築されている。また、特に

中国は、巨大な成長市場としてますますその重要性

を増している。日本との貿易を見ると、中国及び韓

国はそれぞれ我が国の輸出入の19.7％、6.1％を占

めており、我が国にとって第 1位、第 3 位の貿易相

手国となっている（2012 年、財務省貿易統計による）。

　しかしながら、日中韓の 3カ国の間には FTAは

存在しないことから、日中韓の貿易・経済関係をよ

り緊密化することによって、日中韓さらにはアジア

太平洋地域の貿易・経済発展を図るべきとの声が高

まり、2000 年代初頭から自由貿易枠組みを研究・

模索する動きが活発になった。

　こうした状況の中、2003 年から、日本：総合研

究開発機構（NIRA）（2009 年にジェトロ・アジア

経済研究所に交代）、中国：国務院発展研究セン

ター、韓国：対外研究政策研究院が主体となって

民間共同研究が行われた。2009 年には、これまで

の民間共同研究の成果も踏まえ、日中韓サミット、

日中韓経済貿易大臣会合において、産官学共同研

究を実施することが合意され、産業界及び政府が

参加した研究が開催されることとなった。2010 年 5

月の第一回会合を皮切りに、7 回の会合が開催され、

2011年 12月に 3カ国による共同研究報告書がとり

まとめられた。

　同報告書は、「物品貿易」「サービス貿易」「投資」

「その他論点」などの章で構成され、さらに「その

他論点」章は、SPS（衛生植物検疫措置）や TBT（貿

易の技術的障害）、知的財産権、透明性、競争政策、

紛争解決、産業協力、消費者安全、電子商取引、

エネルギー・鉱物資源、産業協力、食料、政府調達、

環境の各分野から成っている。各項目には、日中韓

各国の貿易投資の状況のほか、法令・制度の概要、

さらには将来のあり得べき日中韓 FTAに向けた考

え方などが記述されている。

　同報告書は 2012 年 5月の日中韓サミットに報告

され、3カ国の首脳は、2012 年内の交渉開始につ

き一致した。その後、事務レベルの協議を経て、

2012 年 11月の日中韓経済貿易大臣会合にて、日中

韓 FTAの交渉開始を宣言した。2013 年 3月の交

渉開始以降、2015 年 2月までに、6 回の交渉会合

が開催されている。

　

② その他の我が国のEPA/FTA 交渉

（a）日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）（サー

ビス貿易章・投資章）（実質合意）

　ASEAN 全体とのEPAである日・ASEAN 包括

的経済連携（AJCEP）は、2015 年 2月時点でイン

ドネシアを除く全ての参加国との間で発効している。

継続協議となっていたサービス・投資章については
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2010 年 10月より交渉が行われ、3 年にわたる交渉

を経てルール部分について実質合意に至り、2013

年 12 月の日ASEAN 特別首脳会議において同成

果は各国首脳に歓迎された。今後は残された技術

的論点の調整や、サービス分野の市場アクセス交渉

を行っていく。

（b）日カナダEPA交渉（交渉中）

　日カナダ EPA交渉については、2011年 3月から

2012 年 1月までに 4 回の共同研究が開催され、共

同研究報告書が作成された。同共同研究の報告書

をうけ、2012 年 3月の日加首脳会談において、両

国の実質的な経済的利益に道を開く二国間 EPAの

交渉を開始することで一致した。第 1 回交渉会合

は 2012 年 11月に行われ、最近では 2014 年 11月

に第 7 回交渉会合が開催された。なお、日本から

カナダへの輸出における有税品目は総額の 43.6%

（2013 年）、カナダから日本への輸出における有税

品目は 29.6%（2013 年）となっている。また、カナ

ダへの輸出における主要な有税品目及びその関税率

は、乗用車（6.1%）、自動車部品（6 ～ 8.5%）、タイ

ヤ（6.5 ～ 7%）となっている。

　

（c）日コロンビアEPA（交渉中）

　2008 年に設立された両国産学官の代表者で構成

する「日本コロンビア賢人会」により、日本とコロン

ビアとのEPA が、2008 年にコロンビア大統領に対

し、2009 年に総理に対して提言された。コロンビ

ア政府は経済の自由開放政策を掲げるなか、発効

済みの中南米諸国・米国・カナダとのFTAに加え、

EU、韓国とのFTAに署名済みである。

　この様な状況の中、「日本コロンビア賢人会」に

よる提言をふまえて開始されたコロンビアとの投資

協定交渉は、2010 年 12月に実質合意に至り、2011

年 9月のコロンビア大統領訪日時に署名式を行っ

た。また、この機会に行われた、日コロンビア首脳

会談において日コロンビアEPAの共同研究立ち上

げが合意された。これを受け、2011年 11月から、

2012 年 5月まで共同研究が行われ、2012 年 7月に、

あり得べきEPA は両国に多大なる利益をもたらす

であろうとの報告書がとりまとめられた。

　共同研究報告書を受けて、2012 年 9月に行われ

た日コロンビア首脳会談にて、両国は EPA交渉を

開催することで一致し、同年 12月に第 1 回交渉会

合が開催された。最近では 2015 年 3月に第 10 回

交渉会合が開催された。

　

（d）日トルコEPA（交渉中）

　トルコと我が国とは、2012 年 7月に第 1回日・ト

ルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコEPA

の共同研究を立ち上げることにつき合意した。これ

を受けて、同年 11月に第 1回、2013 年 2月に第 2

回の共同研究が開催され、同年 7月に日本･トルコ

の両政府に EPA 交渉開始を提言する共同研究報

告書が発表された。

　共同研究報告書を受けて、2014 年 1月に行われ

た日トルコ首脳会談にて、両国は EPA交渉を開始

することで一致し、同年 12月に第 1回交渉会合が

開催された。

　日トルコEPAによって、欧州企業や韓国企業と

いった競合相手との競争条件の平等化を早急に図

ることを通じ、トルコへの日本企業の輸出を後押し

するとともに、周辺国への輸出・新規参入を狙うハ

ブとしての競争力を高めるべくトルコの投資環境関

連制度の改善を図ることを目指す。

（e）日GCC・FTA（交渉延期）

　バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サ

ウジアラビア、アラブ首長国連邦からなるGCC（湾

岸協力理事会）諸国とのFTAについては、2006

年 3月に物品とサービスの分野を対象とした交渉開

始に合意、4 月に総理とサウジアラビア皇太子の共

同声明で交渉入りを発表、2006 年 9月に交渉を開

始し、2009 年 3月までに 2 回の正式会合と4 回の

中間会合が実施された。しかし同年 7月に、GCC

側の要請により交渉が延期されており、現在、我が

国は交渉再開に向けて働きかけを行っている。この

地域は、我が国の原油輸入量全体の約 77％（2013
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年）を占め、また我が国からの総輸出額も約 2.3

兆円に達する（2013 年）など、同諸国との間で経

済関係を含めた友好的な関係を形成・維持すること

が、我が国のエネルギー安全保障及び貿易拡大の

観点から重要である。なお、サウジアラビア、カター

ル、UAE、クウェートとは、それぞれ二国間の対話

の場を設置し、関係の強化に努めている。

　

（f）日韓 EPA（交渉中断中）

　日韓 EPAは、2003 年 12月に交渉を開始したも

のの、2004 年 11月以降事実上中断している。そ

の後、2008 年の韓国大統領の就任を機に、日韓の

両首脳間レベルで、交渉再開に向けた動きが見ら

れるようになった。まず、2008 年 2月の総理と韓

国大統領との日韓首脳会談では、交渉再開を検討

していくことが合意され、さらに同年 4 月の首脳会

談でも、「日韓 EPA交渉再開に向けた検討及び環

境醸成のための実務協議」を開催することで一致

した。この合意に基づき、同年 6月と12月に、課

長級による実務者協議が開催されることとなった。

　2009 年 1月の日韓首脳会談では、実務者協議代

表のレベルを格上げし、検討を促進していくことが

合意され、同年 7月と12月に審議官級による実務

者協議が開催された。2010 年 5月の日韓首脳会談

では、交渉再開に向けたハイレベルの事前協議を

行うことで一致し、同年 9月と翌年 5月に、交渉再

開に向けた局長級事前協議が開催された。そして、

2011年 10月に総理と韓国大統領の間で行われた首

脳会談では、交渉再開に必要な実務的作業を本格

化させることで合意したが、現在まで交渉再開には

至っていない。

　日韓は、産業構造が比較的類似していると同時

に、国際水平分業関係にあり、アジアの経済を共

に牽引する先進国同士である。韓国側は対日貿易

赤字の是正等を主張しており、交渉再開にはまだ

至っていないが、日韓 EPAは、両国企業の国境を

越えた競争・協力を促進することを通じて両国の生

産性・効率性を向上させ、さらには二国間関係に留

まらず、アジア地域経済全体の一層の発展に貢献

するという意味で有効である。

　日韓の貿易品目を見てみると、日本から韓国へ

の輸出における有税品目は総額の 62.1％を占める

一方、韓国から日本への輸出における有税品目は

35.4％にとどまっており、韓国が、日本から輸入す

る品目の多くに関税がかけられているため、日本に

とっては、日韓 EPAにより関税が削減された場合

の、輸出拡大が期待できる。なお、韓国への輸出

における主要な有税品目及びその関税率は、自動車

（5 ～10％）、化学工業製品（1～385.7%）、一般機

械（3 ～13％）、電気機器（3 ～13％）となっている

（2012 年）。
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　EPA/FTAにおいては、通常、物品貿易の自由

化約束として、相手国産品に対する関税の、協定

発効時の即時撤廃や、実行関税率からの一定年数

による段階的撤廃等が規定される。工業製品の生

産が往々にして国境をまたぐサプライチェーンによっ

て行われている今日、国内関係者は我が国が締結

した EPA/FTAにおける関税撤廃及び削減に関す

る理解を深めることに加え、他国のEPA/FTAに

おける関税撤廃及び削減について理解を深めていく

ことが重要である。なお、EPA/FTAにおける関

税撤廃に関しては、域内の関税を実質上のすべて

の貿易について妥当な期間内に廃止しなくてはなら

ない等の、GATT 第 24 条の規律が課されている。

（GATT 第 24 条の規律については、第 II 部第 16

章を参照）。

1．関税撤廃の方式
　各 EPA/FTAにおいて、関税撤廃の方式は、品

目ごとに、撤廃期間、撤廃の基準となる税率（ベー

スレート）、撤廃の方法によって決定される。これら

は、一般的に「譲許表（Tariff  Schedule）」と呼ば

れる協定本体の附属書（Annex）及び注釈におい

て規定される。

（1）関税撤廃期間

①先進国間、先進国・開発途上国間の地域貿易協

定

　先進国間、先進国・開発途上国間のEPA/FTA

では、2001年発効のシンガポール̶NZ 協定のよう

に全品目について協定発効時に関税を即時撤廃する

ような例もあるが、多くの場合、最短で即時撤廃、

最長で GATT 第 24 条の解釈に関する了解におい

て「妥当な期間」とされる10 年間での関税撤廃とし、

さらに 3 年、5 年、7年等の中間的な関税撤廃期間

を設けることが多い。

②開発途上国間の地域貿易協定

　開発途上国間のEPA/FTAでは、授権条項（前

述）を根拠に、一般的に長期間で関税撤廃される

ことが多い。例えば、2005 年に物品貿易協定が発

効した中国アセアン協定（※一部品目については、

2004 年からアーリーハーベスト（後述）を実施）で

は、中国及びアセアン原加盟国については、原則

4 年（関税率 10％未満）又は 5 年（関税率 10％以

上）、一部の品目については 7年で関税撤廃すると

し、CLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベト

ナム）については原則 10 年、一部の品目について

は 13 年となっている。なお、CLMVの10 年超の

関税撤廃品目は各国品目数の約 4.8％まで認められ

　我が国がこれまで締結してきた経済連携協定は、

その包括性に特色があり、物品貿易に関する規定

だけでも、関税撤廃の約束の他に、産品の国籍を

決定する基準や手続を定める原産地規則、アンチ・

ダンピングについての規律、基準認証、EPA/FTA

による自由化の安全弁としての二国間セーフガード

等に関する規定が設けられている。

＜関税＞

第1章
物品貿易の諸論点
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ている。1992 年発効のAFTAについては、アセア

ン原加盟国とCLMV で具体的な年数は異なるもの

の、概ね 10 年程度で関税率 0 ～ 5％を実現し、さ

らに10 年程度をかけ関税撤廃を実現することとし

ている。

（2）撤廃の基準となる税率（ベースレート）

　ベースレートは通常、交渉時の実行最恵国（MFN：

Most Favored Nation）税率が適用される。ただし、

ベースレートを交渉当時のMFN 税率としない例も

存在する。例えば、これまでの日本の EPA にお

いて、相手国が一般特恵制度（GSP：Generalized 

System of Preferences）適用国の場合、GSP 税率

適用品目については、一部の例外を除き、GSP 税

率をベースレートとしている（これらの品目は、EPA

発効後、原則としてGSP 適用の対象外となる）。ま

た、品目のセンシティビティをベースレートに反映さ

せる例も存在する。日アセアン包括的経済連携協

定（AJCEP）や日ベトナムEPAにおいて、ベトナム

は、一部の鉄鋼・鉄鋼製品、自動車部品、化学品

などについて、各産業における投資の呼び込み・投

資計画の保護の重要性を主張し、WTO 譲許税率

を超えない範囲で、MFN税率よりも高い税率をベー

スレートとしている。なお、EPA/FTAは二国間又

は多国間での特恵関係であるが、EPA/FTA 締結

国が MFN 税率を自主的に下げたことにより、品目

によっては MFN 税率が EPA/FTA 特恵税率より

も低くなる場合が発生する（税率逆転現象）。こう

した場合を想定し、我が国が締結するEPA/FTA

では、MFN 税率が EPA/FTA 特恵税率より低い

場合に EPA 税率は MFN 税率と同じ税率になると

規定しているものもある。（日ペルーEPA 第 21条

第 3 項等）。一方、EPA/FTAは特恵関係であるか

らEPA/FTA特恵税率は MFN 税率より常に低い

ものであるべきとの考えに基づいて、例えば、EU

チリFTAやシンガポール-インドFTAにおいては、

MFN 税率が引き下げられた場合、そのMFN 税率

を新たなベースレートとして同様の法則に従い撤廃

する税率を新たなEPA/FTA 特恵税率とする方法

が採用されている。

（3）撤廃の方法

　関税撤廃の方法としては、①協定発効時に関税

を即時撤廃する方法、②段階的に均等に関税を引

き下げ撤廃する方法が基本的に適用される。但し、

①及び②以外の関税撤廃方法については③ベース

レートから数年間または関税撤廃期限まで据え置い

た上で関税撤廃する等の猶予期間を設ける方法（米

韓 FTAにおける米国側乗用車等）、④初年度に大

幅に関税を引き下げ、その後段階的に関税を引き下

げ撤廃する方法（豪タイ協定のタイ側自動車等）等、

関税の引き下げ方が均等でない方法も存在する。

関税撤廃方式の適用について、多くの地域貿易協

定においては一般的に、品目ごとのセンシティビティ

に応じて関税撤廃方法及び期間を定めている。例

えば、NAFTAにおいて原則として即時撤廃、4 年、

9 年、14 年という関税撤廃期間のカテゴリーを定

め、品目ごとにカテゴリーを決めるとともに、さらに

原則の例外となる品目については個別に関税撤廃の

方法を定めている。一方で、ベースレートによって

撤廃期間及び撤廃方法を機械的に定める場合があ

り、例えば、豪 NZFTAでは、ベースレート5％を

超えるものは 5 年以内に撤廃、5％以下のものは即

時撤廃を規定し、中国アセアンFTAではベースレー

トに応じて 5 分類（中国及びアセアン原加盟国）の

関税撤廃方式を規定している。また、開発途上国

間の地域貿易協定特有の方式として部分的に関税

撤廃及び削減を先行させるアーリーハーベスト（early 

harvest）方式がある。例えば、インド -タイFTA

においては、家電製品や自動車部品等 82 品目につ

いて 2004 年 9月からアーリーハーベストを実施し、

既に関税が撤廃されている。また台湾 - 中国の海

峡両岸経済協力枠組協議（ECFA）においても石

油化学製品や機械、繊維製品等 806 品目（中国側

539 品目、台湾側 267品目）について、2011年 1

月から2013 年 1月までにアーリーハーベスト方式で

の関税撤廃を実施した。

　また、サービス分野ではよく見られる最恵国待遇
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を関税率について約束している例が存在する。米ペ

ルーFTA では、同 FTA の交渉妥結以降（2005

年 12月）にペルーが、牛肉、豚肉、ミルク、バター、

調整食料品などの農林水産分野の一部の品目につ

いて、米国に約束した特恵税率よりも低い関税率を

第三国とのEPA/FTAにおいて約束した場合、そ

の特恵税率が自動的に米国に対しても適用されるこ

とを規定している。

2．関税撤廃の例外品目
　関税撤廃の例外品目としては、①関税撤廃は行

わず、関税引き下げのみを行う品目、②関税割当枠

にのみ関税撤廃又は削減を行う品目、③協定発効

時には関税撤廃又は削減の対象外であるが、明示

的に将来の再協議の対象としての約束をしている品

目（再協議品目）、④新規関税の導入及び関税引き

上げの禁止（スタンドスティル）を約束している品目、

⑤協定上何ら上記①～④を約束しない品目（除外品

目）に大別される。

3．その他の関連規定
輸出税

　輸出税（※第Ⅱ部第 3 章＜参考＞コラム：「資源・

エネルギーとWTOルール」参照）に関しては、

GATT 第 11条第 1項が関税その他の課徴金を明

示的に除外していることから、WTO 協定による規

律は基本的に及んでいないと考えられる。しかし、

輸出税が貿易歪曲効果を有することから、日本の

EPAでは、WTOプラスの高い規律を目指し、例え

ば日シンガポールEPA、日スイス EPA、日ペルー

EPAなどでは、輸出税を撤廃する旨を規定している。

また、日フィリピンEPA（第 20 条）では、両国が

輸出税を撤廃するために最善の努力をする旨を規定

している。

（1）ルールの背景
　原産地規則は、国際的に取引される物品の「国籍」

を判定するために用いられる国内法令又は FTA 協

定上のルールであり、特恵分野に適用されるものと

非特恵分野に適用されるものとに大別される。うち

非特恵分野に適用されるものはWTO 原産地規則

協定において規律が定められ、現在、調和作業が

進められている（詳しくは、第 II 部第 10 章原産地

規則参照）。特恵分野に適用されるものの1つであ

るFTA 原産地規則は、FTA 締約国の原産品であ

ることの認定を行い、また FTA 締約国で生産され

た産品のみならず、実質的に第三国で生産されてい

る産品が、一方の締約国を経由して他方の締約国に

輸入される場合にまで、FTA 上の特恵税率が適用

されることを防ぐ（「迂回輸入」の防止）ことを主な

目的として制定されている。

（2）法的規律の概要
　FTAにおける原産地規則は、一般的に、①原産

地規則、②原産地証明手続の 2 つから構成される。

①原産地規則

　原産地規則は、大別すると（a）産品の原産地を

認定する「原産地認定基準」と、（b）当該認定を

行う上での補助・救済を行う「救済規定」、（c）第

三国からの迂回輸入の防止規定から構成される。

（a）原産地認定基準

　原産地認定基準として採用されるものとしては、

次のようなものがある。

（ⅰ）完全生産品基準

　締約国領域内で「完全に生産される（例えば、あ

る国の中で牛を誕生させ飼育する、ある国の中の

鉱山において鉄鉱石を採掘する等）」ことを要件と

する。主に農産品や鉱物などに適用されている。

（注）また、「原産材料のみから生産される産品」

という区分もほとんどのEPA/FTA 協定で規定

されている。

（ⅱ）実質的変更基準

　産品の生産において第三国からの輸入原材料（非

原産材料）が用いられる場合に、当該産品に原産

資格を付与するのに十分な「実質的な生産・加工作

＜原産地規則＞
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業」の内容を定めたものである。実質的変更基準は、

次の 3 基準を用いて記述するのが一般的である。

（イ）関税分類変更基準（CTC rule：Change in 

Tariff  Classifi cation rule）

　非原産材料の関税分類番号と、それから生産

される産品の関税分類番号とが異なるような生

産・加工作業が締約国内で行われた場合に、実

質的変更がなされたとみなされ、原産資格を付

与するルールである。求められる変更の度合い

は関税分類番号の桁数で指定され、関税分類

番号の上 2 桁（類）の変更を CC（Change in 

Chapters）、上4 桁（項）の変更を CTH（Change 

in Tariff  Headings）、上 6 桁（号）の変更を

CTSH（Change in Tariff  Sub-Headings）と称

する。変更前の材料が、当該産品の生産工程の

より上流に遡るほど、締約国内でより広範な生産・

加工作業の実施を要求することとなり、原産資格

取得の困難度の高いルールとなる。一般的には、

CTSH が最も原産資格取得の容易なルールであ

る。

（ロ）付加価値基準（RVC ： Regional Value 

Content rule）

　締約国内において実施された調達・生産・加工

等の作業に伴って形成された付加価値を価額換

算し、当該付加価値が一定の基準値（閾値）を

超えた場合に、実質的変更がなされたとみなし、

当該産品に原産資格を付与するルールである。閾

値が高いほど原産資格取得の困難度の高いルール

となる。CTC に比べて域内での調達や産業集積

を管理しやすいと言われるが、他方で、原産性の

立証に際して、会計に関する詳細なデータの収集・

整理が必要となるなど、産業界の作業負担が大き

く、また材料の納入先に対してコスト情報の開示

が求められる場合もある等の問題も指摘される。

（ハ）加工工程基準（SP rule：Specifi c Process 

rule）

　締約国内で特定の生産・加工工程が実施され

た場合に実質的変更がなされたとみなし、当該産

品に原産資格を付与するルールである。関税分類

番号の変更では表現できない工程を具体的にルー

ルとして記述するのが特徴である。化学製品や一

部の農水産品、半導体等に採用されていること

がある。

　なお、通常のEPA/FTAにおいては、これら 3

基準による認定方法の詳細についても、併せて規

定される。また、個々の品目ごとの具体的なルー

ルは、別途「品目別規則（PSR：Product Specifi c 

Rules）」としてこれらの基準を用いつつ記述するの

が一般的である。

（b）救済規定

　原産資格の取得を容易にするため、各種救済規

定が設けられている。救済規定の主なものは、下

記のとおりである。

（ⅰ）累積

　関税分類変更基準、付加価値基準双方に適用さ

れうる救済規定であり、FTA 相手国の原産部分品

である部品・材料を輸入して他の産品の生産に使用

する場合、これらを自国の原産品たる部品・材料と

みなすもの。自国貿易を増やし、ひいては域内貿易

を促進する効果や、締約国間の分業を促進する効

果がある。

（ⅱ）ロールアップ

　産品の付加価値を計算する際、一次材料が原産

資格を有している場合、当該一次材料中の非原産

部分の価額についても原産材料の価額に切り上げる

ことができる規定である。

（ⅲ）トレーシング

　産品の付加価値を計算する際、一次材料が非原

産材料の場合、非原産材料の価額から、当該一次

材料中の原産部分の価額を除外することを可能とす

る規定である。

（ⅳ）デミニマス（僅少の非原産材料）

　産品の品目別規則（PSR）が関税分類変更基準

による場合であって、非原産材料を用いて産品を生

産したものの所要の品目別規則（PSR）を満たすほ

どの関税分類の変更が生じず、原産資格を取得でき

ない場合、当該非原産材料の産品に占める割合が

産品の価額又は産品の重量の一定割合以下であれ
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ば原産資格を付与する。つまり、僅少の非原産材料

は原産地の認定にあたって無視してもよいとの規定

である。

（c）第三国からの迂回輸入の防止規定

（ⅰ）原産資格を付与しない軽微な加工に関する規

定

　仮に、ある産品が形式的には所要の品目別規則

（PSR）を満たした場合であっても、実は締約国内

で実質的な生産・加工作業が行われていない場合、

これを原産品とは認めない趣旨を記述した規定であ

る。

（ⅱ）積送基準

　物流・運搬の事情等により、仮に FTA 締約国以

外の第三国へ寄港しても、積み替え、産品の保存

等の一定の軽微な作業では原産性を失わないこと

を定めた規定である。

②原産地証明手続

　世界のEPA/FTAにおける特恵原産地証明制度

は、主に、第三者証明制度と自己証明制度の 2 つ

の制度に大別できる。また、自己証明制度は、義

務や罰則の対象（主体）に着目すれば、認定輸出

者による自己証明制度、輸出者による自己証明制度、

輸入者による自己証明制度の 3 つに分類することが

できる。

（a）第三者証明制度

輸出国当局又は当該当局が指定する機関が輸出者

等に対して証明書を発給する制度。日本が締結して

いるEPAやAFTA（ASEAN Free Trade Area、

アセアン加盟 10 か国間の自由貿易協定）等におい

て導入されている。

≪特徴≫

・証明書を受給した者に対する義務（文書保管義

務等）や適切な罰則・制裁等を輸出国当局が措置。

・相手国税関当局による検認の要請への対応は主

に輸出国当局が実施。

（b）自己証明制度

（ⅰ）認定輸出者による自己証明制度

　輸出国当局によって認定された者が自ら原産地申

告（原産地証明書）を作成。主に EU 等において

導入されており、また、日本においても、2009 年 9

月に発効した日スイス EPA、2012 年 3月に発効し

た日ペルーEPA 及び 2012 年 4 月に発効した改正

日メキシコEPAにおいて導入されている。

≪特徴≫

・原産地申告（原産地証明書）を作成する認定輸出

者に対する義務（文書保管義務等）や適切な罰則・

制裁等を輸出国当局が措置。

・相手国税関当局による検認の要請への対応は主

に輸出国当局が実施。

（ⅱ）輸出者による完全自己証明制度

　輸出国内にいる輸出者等（要件を国内法令で規

定することが一般的）が証明書を作成。NAFTA、

韓国・チリFTA、豪州・チリFTA、環太平洋戦

略的経済連携協定（P4）等で導入されている。日

本においても、2015 年 1月に発効した日豪 EPAに

おいて導入されている。

≪特徴≫

・原産地証明書を作成する輸出者に対する義務（文

書保管義務等）等を輸出国当局が措置。

・相手国税関当局による検認の要請への対応は主

に輸出国当局が輸入国当局に協力する形で実施。

（ⅲ）輸入者による完全自己証明制度

　輸入者が証明書を作成。米国・豪州 FTA等で

導入されている。日本においても、2015 年 1月に

発効した日豪 EPAにおいて導入されている。

≪特徴≫

・原産地証明の主体は主に輸入者であり、当該者に

対して輸入国当局が義務等を措置。

・検認は基本的に輸入国当局が輸入者に対して実

施。もしくは、輸入者に原産品に係る情報を提供

した輸出者等に実施。

（3）我が国及び世界の EPA/FTA 原産
地規則

①我が国のEPA/FTA 原産地規則

　我が国がこれまでに14 の国・地域との間で発効

済み、もしくは 1カ国との間で署名済みであるEPA
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の原産地規則は、次のように、それぞれの基本要

素はほぼ同じであるが、相手国に応じて多少の違い

が存在する。

（ⅰ）日シンガポールEPA

　2002 年 1月署名、11月発効。我が国初のEPA

である日シンガポールEPAについては、一般特恵

制度（GSP）の原産地規則の影響を受け、必要最

小限の規定にとどまっていたが、その後の日マレー

シアEPA等では輸入国当局が輸出国へ情報照会・

検証訪問が行える検認規定が加わる等、より幅広

い内容が盛り込まれ、また使いやすい原産地規則と

なったことを受け、シンガポール側からの打診もあっ

たことから、2006 年 4 月より日シンガポール EPA

見直し交渉を開始し、ユーザーにとって使い勝手の

よい日マレーシアEPA等と同様の規則へ改定した。

当該改訂済の協定は 2007年 9月に発効し、品目別

規則（PSR）は日マレーシアEPAと同様、関税分

類変更基準か付加価値基準かのいずれかを選択で

きる制度を基本原則としている（Co-equalと呼ばれ

る）。付加価値基準により原産性を取得する場合、

付加価値 40％を求めている。なお、原産地証明制

度は、第三者証明制度を導入しており、各地の商工

会議所が原産地証明書の発給を行っている。

（ⅱ）日メキシコEPA

　2004 年 9月署名、2005 年 3月発効。内容的に

は NAFTAの流れをくみ、他の日本の FTAと比

べると、相対的に詳細な規定が多い。品目別規則

（PSR）は、関税分類変更基準が中心である。産

品によって異なるが、付加価値基準の主な閾値とし

て 50％を満たすことを求めている。なお、2009 年

4 月に協定見直し交渉が開始し、2011年 9月に改

正議定書署名、2012 年 4 月に発効に至り、さらな

る自由化が図られている。原産地証明制度は、これ

まで導入していた第三者証明制度（日本商工会議所

が原産地証明書の発給を行っている）に加え、当

該改正により、認定輸出者による自己証明制度が新

たに導入された。

（ⅲ）日マレーシアEPA

　2005 年 12月署名、2006 年 7月発効。日シンガ

ポールEPA、日メキシコEPAの経験を踏まえて設

計された原産地規則であり、その後のアセアン諸国

とのEPA交渉において、ベースとなる協定となった。

日マレーシアEPAは、原産地規則・証明手続とも

に、概ね基本的な要素が（上記（2）①②で記載さ

れている項目ほとんどすべてが）導入されており、

かつ規定ぶりも相対的に見ればシンプルなものと

なっている。品目別規則（PSR）は、関税分類変更

基準か付加価値基準かのいずれかを選択できる制

度（Co-equalを基本としている。付加価値基準によ

り原産性を取得する場合、主として付加価値 40％を

求めている。なお、原産地証明制度は、第三者証

明制度を導入しており、日本商工会議所が原産地

証明書の発給を行っている（以下（iv）～（xv）ま

で同じ）。

（ⅳ）日フィリピンEPA

　2006 年 9月署名、2008 年 12月発効。基本的な

構成は日マレーシアEPAと同様であるが、品目別

規則（PSR）に若干の違いがある。付加価値基準

により原産性を取得する場合、付加価値 40％を求

めている。

（ⅴ）日チリEPA

　2007 年 3月署名、9月発効。アセアン諸国との

EPA、日メキシコEPAの経験を踏まえて設計され

た。日チリEPAでは、付加価値基準の算定方法に

よって異なる閾値を定めており、主として、産品の

FOB 価額から非原産材料の価額を控除して算定す

る従来の方法（build-down方式）の場合は付加価

値 45％、原産材料の価額を積み上げて算定する方

法（build-up方式）の場合は付加価値 30％を満た

すことを求めている。

（ⅵ）日タイEPA

　2007 年 4 月署名、11月発効。基本的な構成は

日マレーシア協定と同様であるが、品目別規則（PSR）

ではタイ側からの要望により化学製品について加

工工程基準を導入している等の違いがある。付加

価値基準により原産性を取得する場合、付加価値

40％を求めている。
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（ⅶ）日ブルネイEPA

　2007 年 6月署名、2008 年 7月発効。基本的な

構成は日マレーシアEPAと同様であるが、品目別

規則（PSR）に若干の違いがある。付加価値基準

により原産性を取得する場合主として、付加価値

40％を求めている。

（ⅷ）日インドネシアEPA

　2007 年 8月署名、2008 年 7月発効。基本的な

構成は日マレーシアEPAと同様であるが、品目別

規則（PSR）に若干の違いがある。付加価値基準

により原産性を取得する場合、付加価値 40％を求

めている。

（ⅸ）日アセアンEPA

　2008 年 4 月署名、12月発効。我が国にとって初

めての多国間経済連携協定である。アセアン諸国

との二国間 EPAではカバーしきれない生産フロー

を自由化し、アセアン域内での生産ネットワークの

強化が期待される。品目別規則（PSR）は、協定

上に域内原産割合 40％又は、関税分類番号の 4 桁

（CTH）を原則として規定し、それ以外を充足する

必要がある品目については附属書の中で別途定めて

いる。

（ⅹ）日ベトナムEPA

　2008 年 12月署名、2009 年 10月発効。基本的

な構成は日アセアンEPAと同様であるが、品目別

規則（PSR）に若干の違いがある。付加価値基準

により原産性を取得する場合、付加価値 40％を求

めている。

（ⅺ）日スイスEPA

　2009年2月署名、2009年9月発効。我が国にとっ

て、欧米先進国との間の初の経済連携協定である。

なお、原産地証明制度については、従来の第三者

証明制度に加え、我が国のEPAでは初めて認定輸

出者による自己証明制度を導入している。

（ⅻ）日インドEPA

　2011年 2 月署名、8月発効。インド側に迂回貿

易の防止に対する強い懸念があり、主な品目別規則

（PSR）として関税分類番号 6 桁の変更と付加価値

35％を併用したルール（CTSH and VA 35％）を採

用しつつ、我が国が輸出関心のある多くの産品につ

いては、より貿易促進的なルールを採用している。

（ⅹⅲ）日ペルーEPA

　2011年 5月署名、2012 年 3月発効。南米諸国と

の間ではチリに次ぐ経済連携協定である。原産地

証明制度については、日スイスEPAに続き、第三

者証明制度に加え、認定輸出者による自己証明制

度を採用している。

（ⅹⅳ）日豪EPA

　2014 年 7月署名、2015 年 1 月発効。原産地証

明制度については、従来の第三者証明制度に加え、

我が国のEPAでは初めて輸出者、生産者又は輸入

者が自ら証明書を作成する自己申告制度（いわゆる

完全自己証明制度）を導入している。

（ⅹⅴ）日モンゴルEPA

　2015 年 2月署名。基本的な構成は日マレーシア

EPAと同様であるが、品目別規則（PSR）に若干

の違いがある。付加価値基準により原産性を取得す

る場合、付加価値 40％を求めている。

　

②世界の FTA原産地規則

　世界には既に、大別して下記の 3 つのFTA 原

産地規則の類型（米国が採用する米州型、EUが採

用する欧州型、アジア地域諸国の採用するアジア型）

が存在している。

（ⅰ）米州型

　関税分類変更基準をベースに、重要な品目につ

いては付加価値基準を導入している。付加価値の

算出方法については、「ネットコスト方式」により、

より精密な原産資格の計算を要求している部分もあ

る。証明方法は自己証明型を採用している（NAFTA

原産地規則の詳細については、コラム参照）。

（ⅱ）欧州型

　EEA（European Economic Area、EU 加盟国と

アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを結ぶ

地域経済協定）協定の加工工程基準、付加価値基

準がベースとなっている。証明方法は認定輸出者型

と第三者証明の併用が基本となっている。



NAFTAの原産地規則コ ラ ム

　1992 年に署名、1994 年に発効した NAFTA の原

産地規則は、原産地認定基準等に極めて精緻なルー

ルが導入されている一方で、産業界の証明作業コス

トを軽減するための措置も手厚く盛り込まれている

のが特徴。その後に締結した FTA（特に米州圏）

における原産地規則のモデルともなっている。

・概要

　NAFTA における原産地規則においては、米加自

由貿易協定（米加 FTA：USA-Canada Free Trade 

Agreement）と同様、関税分類変更基準（CTC）

が原則として採用され、一部の品目（自動車、家電

等）については、付加価値基準が、CTC と選択的、

又は単独で採用されている。また付加価値基準の計

算式について、産品の取引価額をベースとして計算

する「取引価格方式」と、材料費、人件費などを細

かく産出して計算する「総経費方式」の二通りが設

定されている。その他、アクセサリー、輸送容器、

包装材の取扱い、第三国での積み替え時の対応、間

接材料の取扱い、等の救済が定められている（これ

らの規定により、産品に付随するアクセサリー、輸

送容器、包装材の計算・判定が簡素化され、また一

定の要件の下、通関上等の理由による第三国への立

ち寄りを認められる等、企業の申請に係るコストが

軽減され、利便性が向上）。また、原産地証明制度

については、産業界の原産地証明コスト極小化の観

点から、企業の自己責任原則の下に、自己証明制度

が導入されている。

・品目別規則（PSR）について

1．繊維

　繊維製品（代表例としてアパレル製品：衣類）が

NAFTA 原産と認定されるためには、衣服製造の

実質的な最終工程である縫製工程を行うことに加

え、一部の産品を除き、衣服の材料である生地を生

産する工程と、更に生地の材料である糸を生産する

過程まで、全て NAFTA 域内で実施される必要が

あるとされている（図表Ⅲ ‐ 1 － 1）。これは、関

税分類変更基準の類型の原産地規則の中でも一般に

厳しいルールと言える。但し、これとは別途、年ご

との一定の金額枠を設けて、より緩やかなルールの

適用を認めている（いわば原産地規則を活用した“関

税割当”的アプローチ）。

＜図表Ⅲ‐ 1‐ 1＞　NAFTAにおける繊維製品の

原産地規則

2．自動車

　自動車については、関税番号の項（4 桁レベル）

の変更に加えて、一定の域内付加価値率の達成を原

産地付与の条件としている。達成すべき域内付加価

値率については、発効当初は 50％、その後段階的

に上がっていき、最終的に 62.5％の域内付加価値率

が求められている（総経費方式）。
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（ⅲ）アジア型

　ASEAN における共通市場の創設と地域の生産

拠点化を進めるために更なる貿易円滑化等を進める

べく、2010 年 5月に AFTA（ASEAN Free Trade 

Area、アセアン加盟 10 か国間の自由貿易協定）の

共通効果特恵関税（CEPT）に代わるASEAN 物

品 貿 易協定（ATIGA：ASEAN Trade in Goods 

Agreement）が発効した。ATIGAを利用する際の

原産地規則については、付加価値基準か関税分類

変更基準のどちらかを選択する方式（Co-equal）を

採用している。証明制度は、AFTAに代表される

とおり、第三者証明を採用している国が多いが、協

定によっては認定輸出者自己証明制度等の自己証明

型を採用している国も存在。
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（1）ルールの背景
　近年、FTAの締結にあたり、WTO 協定上認め

られているアンチ・ダンピング（AD）措置をはじめ

とする貿易救済措置の域内相互不適用や、AD 協

定に付加する形での規律強化を盛り込む例が見られ

る。1990 年代以降こうした規定が FTAに盛り込

まれるようになった背景には、貿易救済措置の濫用

によって FTA 締結国間における市場アクセス向上

の成果が阻害されることを避けることや、FTA 締

結国間共通の競争政策をもってAD 措置と代替させ

ることにより、地域・二国間の自由貿易を更に促進

させるといった狙いがある。

（2）WTO協定との関係
　EPA/FTA 協定におけるAD 措置の不適用は、

関税の全廃など物の貿易に関する市場の同一化、

自由貿易の確立が前提であり、WTO の目的には整

合的である。他方、AD 措置の不適用までは至らな

いが、AD の手続面及び実体面における規律の強化

（WTOプラスの規律）については、WTOのADルー

ル交渉において、規律強化を目指してなされている

提案との重なりも見られ、AD 協定の規律強化を二

国間で先取りしていると評価することも可能である。

その一方で、AD 調査や措置の発動に際し、FTA

締結国との関係でのみWTOプラスの規律で特別に

扱うことは、その内容によっては、GATTの最恵国

待遇原則に抵触する可能性があるとの指摘もある。

（3）法的規律の概要
　1990 年代以降、その内容は多様化し、変遷して

いるが、FTAにおけるAD 措置の規定は大きく以

下の 3 つの類型に分けられる（相殺関税措置の規

定についてもこれに準ずる。）。

①WTO・AD協定上の権利及び義務を確認するもの

　FTA 協定の中で、明示的に WTO・AD 協定

上の権利・義務を確認する規定があるもののほか、

FTAの総則の中で、GATT上の権利行使を妨げな

いと規定する結果として、実体上、域内でもWTO

上のAD 規律の適用をそのまま認めているものがあ

る。日シンガポールEPA等、多くのFTA がこの類

型にあてはまる。

②WTO・AD協定よりも規律を強化するもの

　最近締結された FTAなどでは、WTOプラスの

AD 規律を導入している。例えば、NZ・シンガポー

ルFTAでは、① AD 税を賦課することができない

とする僅少マージン（デミニマス）を輸出価格の 2％

から 5％へ引き上げ（第 9 条 1（a））、②上記①は

新規調査事案のみならずレビューにも適用する（同

（b））、③無視できるダンピング輸入量を3％でなく

5％とし、輸入量が 5％を下回る場合には、調査は

直ちに終了する（同（c））、④上記③の、無視できる

ダンピング輸入数量を決定する調査対象期間を、通

常少なくとも12 か月とする（同（d））、⑤ AD 税賦

課の期間を原則として 5 年から3 年に短縮する（同

（e））、などの点において規律強化が図られた。

　また、韓国インド貿易協定においては、レッサー・

デューティー・ルールの適用（AD 課税決定の際、

ダンピング・マージンと等価な税率を課さなくても国

内産業への損害を除去できる場合は、当該損害の

除去に十分な程度の税率（ダンピング・マージンより

も低い税率）を適用することの義務化）（第 2.17条）、

ゼロイング（「第Ⅰ部第 2 章　米国　アンチ・ダンピ

ング」参照）の禁止（第 2.18 条）や措置撤廃後 1

年以内の再調査の禁止（第 2.19 条）が規定される

など、WTO･AD 協定よりも規律強化が図られてい

る。

　こうした実体的な規律強化とは別に、手続的な規

律強化を定めるFTAの例もある。例えば、EU 韓

国 FTA（KOREUFTA）のように申請書を受理し

た当局が調査開始15日前に相手国に通知すること、

米韓 FTA（KORUSFTA）のように措置を適用す

る前に相手国政府との事前協議の機会を持つこと、

＜AD、相殺措置＞
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タイ豪州 FTA（TAFTA）のように AD 課税よりも

価格約束の受入れを優先するよう配慮すること等の

規定が挙げられる。

③協定締結国間での AD 措置の不適用を規定する

もの

　1990 年に豪州 NZ 経済協力協定（ANZCERTA）

では、二国間の貿易関係におけるAD 措置の適用

を終了させる一方で、国内競争法を改正整備して

AD 措置を廃止することとし、AD 措置を相互不適

用とした。また、カナダ・チリFTA においては、

2003 年以降、域内貿易に対するAD 措置を撤廃す

ることとしつつ（第 M-01～ 03 条）、これにより想

定外の状況が生じた場合の一定の協議事項を規定

している（第 M-04 条）。

　もっとも、上記のうち、AD 措置の相互不適用

を定めるFTA は極めて例外的である。大部分の

FTAは、締結国間でのWTO 協定上の権利・義務

を確認しており、市場アクセスの拡大に伴うダンピ

ングの発生・拡大や違法な補助金の供与による「国

内産業への損害」に対応する措置として、AD 措置

及び相殺関税措置の発動を認めている。

（4）我が国の EPA/FTA における AD
規律の概要

　我が国がこれまで締結した EPA において、

WTOプラスの規律が盛り込まれたのは日インド

EPAのみであり、その他のEPAではWTO 協定上

の権利・義務を確認する（域内でのWTO 協定に整

合的なAD 措置の適用を認める）のみである（図表

Ⅲ‐1－2 参照）。

　平成 23 年 8 月に発効した日インド EPAでは、

AD 措置の手続面に関するWTOプラスの規律とし

て、調査開始を求める申請書を受領した当事国が

調査開始の少なくとも10 執務日前までに相手国に

対して申請の受領を通知し、申請書の全文提供を

行うことを義務付けた規定（第 24 条）が盛り込ま

れた。これは我が国にとって、EPAにおいてAD

措置に関する具体的に強化した初の例といえる。

　これ以外の我が国 EPAにおいては、結果的には

WTO の権利義務確認を超えるAD 規律は協定に

盛り込まれなかったものの、交渉の中では AD に関

する特則や相互不適用についても検討が行われた。

例えば、日シンガポールEPAの研究会報告書（2000

年 9月）においては、競争政策の分野で協力メカニ

ズムを創設するという条件の下、AD 措置を相互不

適用とすることが選択肢として提示され、また、デ

ミニマス・無視できる輸入量の引上げやAD 税賦課

期間の短縮といった、現行AD 協定の更なる規律

強化という可能性も模索された。しかしながら、当

時のシンガポールが包括的な競争法を持たなかっ

たこと、AD 措置の不適用は国内産業に対する保

護の必要性の観点から懸念が残ること、EPAでの

AD 規律強化の水準が低いとWTO のドーハ・ラウ

ンド交渉に悪影響を与えるとの懸念も示され、結果

的に、日シンガポール EPAにおいては、AD に関

するWTO・AD 協定上の権利及び義務を確認する

（第 14 条 5（b））とのみ規定された。

　他方、協定そのものではないが、日シンガポール

EPA 署名（2002 年 1月）の際には閣僚レベルでの

共同宣言を発し、AD 措置が濫用されることに対す

る懸念を表明し、AD 措置の発動は抑制的に行う

こと及び WTO の枠組みにおけるAD 措置に関す

る規律の強化に向けて協力することを確認した（パ

ラグラフ 2）。さらに、日スイスEPA 署名にあたっ

ての共同声明（2009 年 2月）では、WTO におけ

るAD 措置の規律強化に向けた協力に加え、調査

開始前にできる限り速やかに通知及び情報提供す

べきこと、要請に基づき協議の可能性を検討すべき

ことを確認した。

　ただし、これらのEPAにおいても、域内で削減・

撤廃の対象となる「関税」（customs duty）に AD

税は含まない（域内適用可能）と明示的に規定され

ている。
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 WTO AD WTO
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＜図表Ⅲ‐ 1‐ 2＞　EPA/FTA の AD、相殺措置に関する規定概要
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（1）ルールの背景
①EPAの二国間セーフガード措置

　多くの EPA/FTAでは、当該 EPA/FTA によ

る関税譲許等の自由化に関する義務を負った相手

国産品の輸入が急増した場合に関する二国間での

セーフガード措置を規定している。これは、EPA/

FTAに基づく関税の撤廃又は引き下げの結果とし

て輸入が増加することにより、国内産業に重大な損

害が生じ又はそのおそれが発生した場合に、緊急

措置として、EPA/FTAにおける関税撤廃・削減の

約束を一時的に撤回し、GATT上の最恵国関税に

戻すことを認めるものであり、当該 EPA/FTAに、

その発動要件や手続を規定している。二国間セー

フガード措置は、EPA/FTAの自由化交渉において、

センシティブ品目を含むより多くの品目について関税

の削減撤廃を約束するための一種のセーフティーバ

ルブ（安全弁）として機能しており、EPA/FTA交

渉上重要な項目の1つである。

②二国間セーフガード措置の分類

　二国間セーフガード措置は、その内容により、以

下の 4 つに分類することができる。すなわち、（1）

主にWTO のセーフガード協定に準拠した内容の

もの（米豪、米シンガポール、日シンガポール、日

メキシコ、韓シンガポール等）、（2）主にGATT 第

19 条に準拠した内容のもの（AFTA、豪 NZ 等）、

（3）一般的な二国間セーフガード制度を有しないも

の（韓チリ等。但し、韓チリには農業についてのセー

フガードは存在）、（4）一定の条件の下セーフガード

措置の発動を認める欧州型（地域の経済悪化をもた

らすような産業への損害がある場合や、経済的、社

会的、環境的な問題などが生じた場合にセーフガー

ドの発動を認めるもの）（EFTA、EUメキシコ等）。

日本のEPAにおける二国間セーフガード措置はす

べて、第一の類型のものである。以下、第一の類型

に分類される措置を中心に、二国間セーフガード措

置の特色と具体例を概観する。

（2）法的規律の概要
①二国間セーフガード措置の特色

（a）関税引き上げ率の制限

　二国間セーフガードは、その発動要件において、

EPA/FTA に基づく関税の撤廃又は引下げの結

果として輸入が増加することを要求するが、EPA/

FTA交渉時に予見し難かった事情であることまで

は要求しておらず WTO のセーフガード措置とは性

格の異なる制度であると考えられる。またWTO

のセーフガード協定が関税措置の他に数量制限を

認めているのに対し（第 5 条第 1項）、一般的に、

EPA/FTAによる二国間セーフガード措置は関税上

の措置のみとされていることが多い。また関税の引

上げ幅についても、セーフガード協定では特段の定

めがないのに対して、二国間セーフガード措置では

EPA/FTAに基づく関税削減の停止、又は関税率

を実行 MFN 税率（二国間セーフガード措置をとる

時点における実行 MFN 税率又は協定発効の前日

における実行 MFN 税率のいずれか低い方の税率）

まで引き上げることのみとされることが多い。

　以上の特色は、二国間セーフガード措置は、二国

間EPA/FTAの貿易自由化に対するセーフティバル

ブであり、EPA/FTAによって自由化された（関税

が引き下げられた）範囲内でのみ認められるべきと

の考えに基づくものと考えられる。

（b）発動要件及び措置の制限

　EPA/FTA が関税及び非関税措置の撤廃により

自由貿易地域の設立を目指していることを踏まえ、

EPA/FTAに基づく二国間セーフガード措置の規律

はWTO のセーフガード協定よりも規律が強化され

た内容となっていることが多い。例えば、セーフガー

ド措置の発動要件を輸入の絶対的増加に限定する

規定や、二国間セーフガード措置の適用を、FPA

／ ETA発効後又は関税撤廃及び削減後の一定の

経過期間に制限するもの、また、発動期間の上限を

セーフガード協定上認められた期間より短く設定す

るもの、更には暫定措置の発動を認めないものなど

＜セーフガード＞
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が存在する。また、我が国の締結した協定ではな

いものの、セーフガード措置の適用を禁止する僅少

（デミニマス）基準を導入しているFTA（例：シン

ガポール - インド FTA）もある。

（ⅰ）発動要件及び措置が制限されている事例

　例えば、日シンガポール協定や日チリ協定では、

発動要件が輸入の絶対的増加に限られている。ま

た、措置の発動期間については、原則 2 年・最長

4 年（日シンガポール協定）や原則 4 年・最長 5 年（日

マレーシア協定）など、発動期間の上限をセーフガー

ド協定上認められた期間より短く設定しているもの

がある。更に、諸外国の協定のうち、僅少要件を

規定している例としては、調査対象産品の輸入が、

国内販売による市場シェアの 2％以下又は総輸入（調

査申請前の12 か月間）の 3％以下の場合には二国

間セーフガード措置を執ってはならないとするシンガ

ポール・インド FTA等が存在する。

（ⅱ）二国間セーフガード措置が撤廃された事例

　二国間セーフガード措置の適用を経過期間に制限

し、実際にも経過期間終了後、二国間セーフガード

措置が撤廃されているFTAも存在する。例えば、

豪州-ニュージーランド経済協力協定（ANZCERTA：

Austra l ia -New Zea land Closer Economic 

Relations Trade Agreement）では、移行期間とし

て関税、数量制限、関税割当、輸出インセンティブ、

及び貿易機会の発展を妨げる物価安定措置や補助

が存続する期間と定められていた。その後、1990

年 7月の物の貿易の完全自由化とともに移行期間も

終了し、二国間セーフガード措置は廃止された。

　また、我が国のEPAについてみると、2014 年 7

月に署名した日本・豪州 EPAでは二国間セーフガー

ドの適用を経過期間に限定するものとして、初めて

「経過的セーフガード制度」が導入されている。

　なお、我が国が締結した EPAについて、発動要

件（輸入の絶対的増加か相対的増加か）、適用期間

（経過期間のみか恒久的か）、発動期間、再発動禁

止期間、補償、リバランスの要件等の観点から整

理したものが図表Ⅲ‐1‐3 である。

②WTO協定と EPA二国間セーフガード措置の関

係について

　上述のとおり、我が国が締結した EPAにおいて

認められる二国間セーフガード措置は、EPA/FTA

に基づく関税削減の停止、又は関税率を実行 MFN

税率まで引き上げることのみを許容しており、原則

として、WTO 協定との整合性の問題は発生しない

と考えられる（GATT 第 24 条第 8 項の実質上すべ

ての貿易について廃止しなければならない制限的通

商規則該当性は議論の余地がある）。なお、我が

国の法制度上、EPA/FTAに基づくセーフガード措

置を発動している場合であっても、WTO 協定に基

づくセーフガードの発動に特段の制限（EPA/FTA

締結国をセーフガードの対象から除外する等）が加

えられることはない。



＜図表Ⅲ‐ 1‐ 3＞　これまでのEPAにおけるセーフガード制度とWTO協定におけるセーフガード制度との比較
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（1）ルールの背景
　WTO には、基準認証制度が国際貿易に不必要

な障害をもたらすことのないよう、国際的なハーモ

ナイゼーションの推進や透明性の確保等を規定し

た、貿易の技術的障害に関する協定（WTO/TBT

協定）がある（詳しくは第 II 部第 11 章参照）。

EPA/FTAにおいても、基本的に、各国の制度上

の専門性、地域の特殊性を考慮しつつ、基準認証

に関する条項が設けられている。

（2）法的規律の概要
　基準認証分野は、制度上の専門性、地域の特殊

性等の要素が非常に強いため、WTO/TBT（貿易

の技術的障害）委員会、APEC/SCSC（基準・適

合性小委員会）等の多国間における専門家間の協

議を通じて制度的な問題点の共有化を図り、各国と

共同歩調をとりながら議論を進めることにより、制

度面での透明性及び技術基準等の国際整合性の

確保等を図っていくことが適切かつ有効な手段であ

る。また、基準認証制度が国際貿易に対する不必

要な障害をもたらすことのないようにすることを確保

するというWTO/TBT 協定の目的に沿って、我が

国のこれまでのEPAでは、日インドネシアEPA 及

び日ブルネイEPAを除き、基準認証分野について

次のように規定している。

　日メキシコEPA、日マレーシア EPA、日チリ

EPA、日アセアンEPA、日スイスEPA、日ベトナム

EPA、日インド EPA、日ペルーEPA は、WTO/

TBT 協定に基づく権利義務を再確認し、また一部

の協定は、強制規格、適合性評価手続及び透明性

に関し、WTO/TBT 協定に基づく権利義務の再

確認を超えるレベルの要素を一部盛り込んでいる。

日シンガポールEPAでは、相互承認（MRA）章を

設け、電気製品等に関して輸出国側の政府が指定

した適合性評価機関が行った輸入国側の基準・手

続きに基づく適合性評価結果を輸入国側が承認す

るとしている。日本国内でのMRAの的確な実施を

確保するため、MRA 法（特定機器に係る適合性評

価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する

法律）を制定している。日タイEPA、日フィリピン

EPAにおけるMRA 章では、輸出国側の輸出国内

適合性評価機関を輸入国側の関連法令（我が国は

電気用品安全法）に基づいて「輸入国政府が」指

定し、当該機関による適合性評価結果を輸入国側

が承認する制度を規定している（なお、本章は物品

貿易に係る措置・相互承認を扱っているが、「人の

移動」に関連する措置である資格の相互認証につ

いては、第 3 章「人の移動」を参照）。

①日メキシコ EPA、日マレーシア EPA、日チリ

EPA、日アセアン EPA、日スイス EPA 、日ベ

トナムEPA、日ペルーEPA

　日メキシコEPAでは第 3 章第 3 節に、日マレー

シアEPAでは第 5 章に、日チリEPAでは第 7 章に、

日アセアンEPAでは第 5 章に、日スイスEPAでは

第 5 章に、日ベトナムEPAでは第 6 章に、日ペルー

EPAでは第 6 章に、強制規格、任意規格及び適合

性評価手続章が設けられている。これらのEPAは、

WTO/TBT 協定に基づく権利義務を再確認し、ま

た、一部のEPA は、強制規格、任意規格及び適

合性評価手続に関して、情報交換、共同研究等の

協力を行い、小委員会の設置及び両締約国政府に

よる照会所を指定すること等を規定している。

　特に日ペルーEPAにおいては、従来のEPAに

比して適合性評価手続及び透明性を中心に手続規

則を強化しており、例えば、①一方の締約国が他方

の締約国の適合性評価機関で行われた適合性評価

手続の結果の受け入れないことを決定する場合に、

要請に応じて理由を説明すること、②適合性評価

機関の認定に際して、可能な場合には、他方の締

約国における適合性評価機関に対して、自国に立地

する適合性評価機関よりも不利でない条件で認定を

行うこと、③一方の締約国が他方の締約国の適合

性評価機関の認定を拒否する場合には、要請に応

じて理由を説明すること、④また、強制規格及び適

＜基準・認証制度＞
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合性評価手続きの策定に際し、WTO/TBT 協定

に基づく通報と同時に、他方の締約国にも通報し、

公衆及び他方の締約国が書面による意見を提出す

るための期間（少なくとも60日間）を置くよう努め

ること、⑤制定された全ての強制規格及び適合性

評価手続を公式のウェブサイトにおいて無料で公開

することに努めること等を規定している。これらの

規律はWTO/TBT 協定の義務の強化・明確化を

図るものであり、我が国企業のビジネス環境の改善

を目的とするものである（WTO/TBT 協定の主要な

義務については、第 II 部第 11章参照）。

②日シンガポールEPA

　第 6 章に相互承認章を設けている。輸出国側の

政府が指定した機関が、輸入国側の基準及び手続

に基づいて適合性の評価を行った場合、その評価

結果を輸入国内で実施した適合性の評価と同等の

保証が得られるものとして相互に受け入れるもので

ある。例えば、日本政府が日本国内の機関をシンガ

ポールの国内基準との適合性を評価する機関として

指定し、当該機関での適合性評価結果をシンガポー

ルが受け入れる制度である。適用範囲は、電気製品、

通信端末機器及び無線機器である。なお、日本国

内でのMRAの的確な実施を確保するため、MRA

法（特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国

との相互承認の実施に関する法律）を制定している。

③日タイEPA、日フィリピンEPA

　日タイEPA 及び日フィリピンEPAでは、双方と

も第 6 章に相互承認章を設けており、輸出国内の

適合性評価機関の指定（登録）を輸入国政府が直

接行うことを双方で認め合うことを規定している。

例えば、フィリピン国内で日本の基準への適合性

を評価する機関を日本政府が指定し、当該機関で

の適合性評価結果を日本が受け入れる制度である。

適用範囲は、日タイEPA、日フィリピンEPAともに

電気製品である。日シンガポールEPAとの違いは、

日シンガポールEPAでは、シンガポール国内の適

※ CAB とは、適合性評価機関（Conformity Assessment Body）の略であり、認証や試験を行う機関。
・MRA とは、相互承認協定（Mutual Recognition Agreement）の略。MRA に基づく我が国の義務を履行するとともに、日本

国内での MRA の的確な実施を確保するため、MRA 法（特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に
関する法律）を制定している。
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合性評価機関を日本の電気用品安全法に基づいて

シンガポール政府が指定し、当該機関が発行した

証明書を日本政府が受け入れる制度となっており、

日本国内での的確な実施を確保するため、MRA 法

（特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国と

の相互承認の実施に関する法律）を制定している

のに対し、日タイEPA、日フィリピンEPAでは、タ

イ若しくはフィリピン国内の適合性評価機関を日本

の電気用品安全法に基づいて「日本政府が」指定し、

当該機関が発行した証明書を日本政府が受け入れ

る制度となっており、MRA 法ではなく既存の法律

（電気用品安全法）で担保されている点である。

④日インドEPA

　日インド EPAでは、第 5 章に強制規格、任意規

格及び適合性評価手続並びに衛生植物検疫措置に

ついて定められており、この中で相互承認について

は小委員会を通じて何らかの取り決めを行うことの

実現可能性について討議する旨規定されている。ま

た、第 5 章には、後発医薬品に関する協力につい

ても定められており（第 54 条）、一方の締約国の者

が他方の締約国の市場への後発医薬品の投入のた

めに要求される登録その他の承認の申請を行う場

合には、この申請が他方の締約国の法令に基づく

全ての要件を満たしている場合、関連手続きにおい

てその国の者による同種の申請に与える待遇よりも

不利でない待遇を与える旨規定している。

・日本の電気用品安全法では、日本域外の CAB を指定することができる法体系となっている。
・日フィリピン EPA タイプの相互承認においては、既存の法律（電気用品安全法）の枠内で対応可能なため、担保法（MRA 法）

は必要ない。
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（1）ルールの背景
　EPA/FTAにおけるサービス貿易に関連する規

律は、締約国間におけるサービス貿易の障壁を除去

し、サービス貿易に関する政府措置の透明性を高

めることによって自由化を促進することを内容として

いる。サービス貿易に関する国際的規律及び分野別

自由化約束の枠組みは、既に GATS（第Ⅱ部第 12

章参照）が存在し、WTO 加盟国において一定の自

由化が形成されていることから、EPA/FTAでは、

GATSでの規律及び分野別自由化の約束をベースと

しつつも、これらは所与のものとして、GATS を上

回る自由化（GATS プラス）の確保が目指される。

このような状況の下、EPA/FTAサービス章におけ

る規律の内容は、GATS で規定されるものと比し

て次第に発展してきており、また締約国のサービス

分野における自由化の方針、EPA/FTAの交渉経

緯（多国間交渉における課題や交渉国の政治情勢

等、EPA/FTA交渉に影響を与える要因）等の個

別の事情を反映して具体的規定が大きく異なるもの

もある。サービス分野の自由化約束は、譲許表に

記載する上限関税率に関して交渉を行う物品貿易

の場合とは異なり、貿易制限効果を数値で表すこと

が難しい個別分野の国内規制を扱わなければなら

ない。EPA/FTAサービス章において、そのための

自由化約束方法は、ネガティブリスト方式とポジティ

ブリスト方式の 2 つに分類される。ネガティブリスト

方式は、一般義務として内国民待遇、最恵国待遇

等の自由化義務を規律し、それらの例外とする措

置や分野をリストにおいて明示的に示すものであり、

例外分野として留保表に記載されないものは、すべ

て内国民待遇、最恵国待遇等の自由化を認める約

束方式である。ポジティブリスト方式は、内国民待

遇、市場アクセスについて自由化の対象となる分野

及び条件・制限をリストにおいて個別に明示する約

束方式であり、ポジティブリストに記載されない分

野は、内国民待遇、市場アクセスについて何ら義務

を負わないとするものである。なお約束を行う分野

は、WTO/GATS で使用されるサービスの産業分

類（WTO 事務局分類）をベースとしてリスト化する

が、締約国は自由化を行える範囲をサブセクター以

下細かく特定することが可能である。要するに、ネ

ガティブリストは締約国が自由化義務の例外分野を

特定する方式であり、ポジティブリストは締約国が

自由化を行える分野を特定する約束方式である。前

者の方が一般的にはより自由化に資する枠組みであ

ると考えられるが、当然のことながら、自由化の達

成度は、すべて約束内容次第である。

第2章
サービス貿易
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（2）法的規律の概要
　サービス貿易に関する各協定の規定ぶりは、当該

協定がネガティブリスト方式とポジティブリスト方式

とのいずれを採用しているかによって決まるところが

多い。

① 4つのモード及びモードに基づくサービス章と

投資章及び人の移動章の関係

　GATS及び EPA/FTAのサービス章は、サービ

ス貿易を4 つのモード（第Ⅱ部第 12 章参照、第 1

　越境取引、第 2　国外消費、第 3　商業拠点、

第 4　人の移動）に類型化しているが、EPA/FTA

では個々の協定により、第 3 モードの扱いが異な

る。GATS 型のEPA/FTAの場合、すべてのモー

ドが対象となる。なお、この場合、投資章でもサー

ビス分野の投資（investments in service sectors）

はそのスコープとして排除されないため、サー

ビス章の第 3 モード（trade in service through 

investments）との重複関係が生じるが、基本的に

は、サービス章での個別分野の約束について投資

章でも同じ約束（留保）が行われることにより非整

合性を生じさせないこととしている。仮に両章にお

いて非整合性の存在が明らかになった場合、その

範囲においてサービス章の規律及び約束が投資章

に優先する旨の調整規定がおかれる。NAFTA 型

の場合は、サービス章では、第 1、2、4 モードの

越境貿易のみを対象として、第 3モードであるサー

ビス分野の投資については、投資章で扱われる。

つまり子会社、支社等の一方の締約国の投資家に

よる他方の締約国へのサービス分野への投資につ

いては、投資章のスコープとなる。また、第 4モー

ドについては、入管措置は、人の移動章で扱われ、

入国後の待遇についてはサービス章で扱われる。

第 4モードそれ自体は、入管措置を含めたものであ

るが、GATS 型では、サービス章のスコープに含め

た上で、約束表において入管措置を除外（何も約束

しない）し、NAFTA 型ではサービス章のスコープ

において入管措置は適用しないと整理している。

＜図表Ⅲ‐ 2‐ 1＞　サービスにおける国際協定ＷＴＯ（GATS）と経済連携協定
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②他方の締約国のサービス提供者、他方の締約国

の法人の定義

　協定上使用される文言の意味、すなわち協定範

囲を明確にするために「他方の締約国のサービス提

供者」「他方の締約国の法人」など、基本用語の

定義が置かれるのが通常である。「他方の締約国の

サービス提供者」とは自由化約束等による協定の利

益を享受する対象であり、これを構成する主体は他

方の締約国の自然人及び法人とされる。特にサービ

ス提供の主要な主体である法人については「他方の

締約国の法人」として定義されており、サービス章

の対象範囲を定めるにあたり非常に重要である。こ

の「他方の締約国の法人」とは、多くのEPA/FTA

において、一方の締約国からみて、①第 1 及び第 2

モードを念頭に、他方の締約国の領域において設

立された法人、②第 3 モードでは、一方の締約国

の領域において設立され、他方の締約国の自然人

又は①の「他方の締約国の領域において設立され

た法人」に所有若しくは支配されている法人とされ

る。他方の締約国の領域において実質的活動を行っ

ていることを要件とするか否かは各協定によって異

なる。いずれのケースにおいても「他方の締約国の

法人」は、その法人の原産地が設立法国である他

方の締約国の領域であることが要件とされる。なお、

ここで言う所有・支配については、別途、定義規定

が置かれる。「所有」については、ある者が法人（企

業）の 50％以上の持分を所有する場合である。こ

れは直接所有を意味すると解され、上記第 3モード

の「他方の締約国の法人」の場合、他方の締約国

の領域で設立された法人（親会社とする）が、一方

の締約国の領域において設立し、直接所有する法

人（子会社）であり、当該一方の締約国の領域にお

いて、当該親会社が当該子会社を通じ間接所有す

る孫会社は「他方の締約国の法人」に該当しないと

される。なお、投資章で規定される締約国投資家

の財産としての投資には「企業」が含まれ、これは

直接間接を問わず投資家に所有されているものであ

り、協定の保護の対象となる。また、「支配」につ

いては、ある者が法人の役員の過半数を指名し又

は法人の活動を法的に管理する権限を有する場合と

定めている。

③最恵国待遇

　GATS では、WTO 加盟国間において「加盟国は

他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、

その他加盟国のサービス及びサービス提供者に与え

る待遇よりも不利でない待遇を与えなければならな

い」とする最恵国待遇義務を規定している（第 2 条）。

これにより原則として加盟国はすべての加盟国に対

し、GATS の対象となる措置に関し同等の待遇を

与える義務を負う。これは加盟国が約束表で約束

を行った内国民待遇、市場アクセスに係る待遇だけ

ではなく、一般義務として約束表で約束を行ってい

ない待遇等についてもすべての加盟国に同等の待遇

＜図表Ⅲ‐ 2‐ 2＞　投資章・サービス章・自然人の移動章の関係
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が均てんされるものである。他方、同第 5 条におい

て、特定の加盟国間で締結した EPA/FTAについ

ては、これらEPA/FTA が、相当な範囲の分野を

対象として約束する等、一定の要件を満たす場合に

限り、当該 EPA/FTAで与えられる特恵的待遇は、

当該 EPA/FTA 締約国以外の加盟国に対し付与す

る義務は負わない最恵国待遇義務の例外とするこ

とができるとされる。例えば、GATS において加盟

国 Aは小売り分野で外資出資比率 40％を約束して

いるケースで、A国が B 国と締結したEPA/FTA（同

第 5 条の要件を満たしたもの）において、同分野

で外資出資比率 50％を約束した場合、当該約束の

待遇は、B 国以外のWTO 加盟国に均てんする義

務はない。A 国は、小売り分野において B 国のサー

ビス提供者に対してのみ外資出資比率 50％を認め、

その他のWTO 加盟国のサービス提供者には 40％

のままとなる。EPA/FTAで規定される最恵国待

遇義務は、一方の締約国は、締約国外の第三国に

与える待遇よりも不利でない待遇を他方の締約国に

与えることを求めている。つまり締約国 AとB の

EPA/FTAで最恵国待遇が規定されるケースにお

いて、締約国 A は、締約国 B 国との EPA/FTA

において小売り分野で外資出資比率 40％を約束し、

第三国であるC 国と締結した EPA/FTAにおいて

同分野で外資出資比率 50％を約束した場合、締約

国 Aは、締約国 B に対し、C 国に約束している待

遇である外資出資比率 50％を付与しなければなら

ない。このような原則としての最恵国待遇義務は、

先進国のEPA/FTAに多く見られ、NAFTA、米

シンガポールFTA等で規定されている。また、日

ベトナムEPA、日スイスEPAでは、GATS 第 5 条

の要件を満たす EPA/FTAでの特恵的待遇を例外

とする最恵国待遇を原則規定しつつ、当例外に関

する協議・待遇付与努力義務規定を設けている（日

ベトナムEPAには待遇付与努力義務はない）。さら

に、原則としての最恵国待遇義務を規定せず、締

約国間において最恵国待遇確保のための見直し規

定を定めるものもある。すなわち、他の締約国との

間でより良い待遇が与えられた場合、協定を改訂し

てそれと同等の待遇をするよう検討することを義務

づけているものである。このような形式のMFN 条

項を規定するEPA/FTAとして、日タイEPA、印

シンガポールFTA等がある。

④市場アクセス

　GATSと同趣旨。主に経済的要因から課されて

いる市場参入規制措置の自由化についての規定であ

り、締約国政府が維持又は採用できない措置として

6 類型に分類している（第 II 部第 12 章「サービス

貿易」参照）。GATSの方式に倣って主としてポジティ

ブリスト形式の協定で規定されている。GATS に先

駆けて発効したネガティブリスト形式のNAFTAに

も「量的制限」という規律があり、また近年ではネ

ガティブリスト形式のEPA/FTAにおいても市場ア

クセス（ただし、第 3モードは投資章で扱われるた

め市場アクセス6 類型のうちGATS第 16 条 2（f）「外

国資本の参加の制限」は除かれる）を規律してい

るものもある（米豪州、米チリ等）。

⑤内国民待遇

　GATSと同趣旨。他方の締約国のサービス及び

サービス提供者に対して自国の同種のサービス及び

サービス提供者と比して不利でない待遇を与えると

いう原則である。ポジティブリスト方式では、内国

民待遇義務を約束する分野及びその条件・制限を「約

束表」に記載する。これに対して、ネガティブリス

ト方式では、義務の対象外とする分野及び措置を「留

保表」に記載することになる。このように、いずれ

の方式においても、透明性の向上と自由化の促進を

目指すべく、約束又は留保の範囲が明示されること

となっている。

⑥追加的な約束

　GATSと同様、市場アクセス及び内国民待遇義

務ではカバーされていない約束を約束表に記載でき

る。EPA/FTAにおいては、GATS における交渉

の成果を反映して、電気通信分野の競争促進的規

律や、金融分野の国内措置等が追加的約束として
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記載される例がみられる。なお、ネガティブリスト

方式を採用するFTAにおいては、追加的な約束が

なされた例は見当たらない。

⑦スタンドスティル義務

　ネガティブリスト方式を採用しているEPA/FTA

において、締約国が内国民待遇、最恵国待遇等、

協定上の義務の適用の留保を現行措置に対して

行っている場合、当該措置の現状（協定発効時のも

の）を維持する義務、すなわち現行措置よりも貿易

制限的な措置を採用しない義務を負うこととなる。

こうした措置の現状維持をスタンドスティル義務と

称している。なお、現行措置に基づかず留保する

分野については、締約国は、係る義務を負わず現

行措置に限定されないいかなる措置も採ることがで

きる。ポジティブリスト方式を採用しているEPA/

FTAにおいてスタンドスティル義務を定める場合

は、例えば、日フィリピンEPA 第 75 条第 3 項によ

れば、約束表において、SS（Standstill の略）のマー

クを付した分野（SS 分野）においては、記載でき

る条件及び制限につき、市場アクセス義務又は内国

民待遇義務に非整合的な現行措置に基づいてのみ

可能であるとされている。約束表に記載した分野に

おける約束内容に拘束力があることについては、SS

のマークを付されているか否かを問わないが、SS

分野においては、現行措置の現状（協定発効時の

もの）維持義務がかかることになる。なお、これは、

日フィリピンEPAのサービス交渉において、初めて

採用された方式であり、日マレーシアEPA、日イン

ドネシアEPA、日タイEPA、日モンゴルEPAで条

文上規定されている。

⑧国内規制（許可、免許、資格）

　資格要件、資格審査に係る手続、技術上の基準

及び免許要件に関連する措置等、外国のサービス

提供者だけではなく、国内事業者に対しても課せら

れる措置についての規定。これらに関連する措置が

サービス貿易の不必要な障害にならないよう、客観

的で透明な基準を設けること、サービスの質の確保

に必要な範囲を超えた負担とならないようにするこ

と、免許手続自体がサービス提供への負担とならな

いようにすること等について締約国が約束した分野

に限定して義務づけられている場合が多い。また、

GATS 第 6 条第 4 項に基づく資格等の作業の進捗

を受けて、EPA/FTAの規律を見直すことを明示的

に掲げている場合（米シンガポール、米豪州、印シ

ンガポール）もある。

⑨相互承認

　一方の締約国は他方の締約国のサービス提供者

に対して、自国の基準の全部又は一部を適用する上

で、他方の締約国内で得られた教育、経験、免許、

資格証明等に基づき、許可、免許、又は資格証明

を承認することが可能であるという規定。また一方

の締約国が、第三国に与えた承認に対する待遇に

ついて、一方の締約国は、他方の締約国に対して同

待遇を受けられるよう十分な機会を与えなければな

らない旨が規定される（GATS では第 7条に同様

の規律がある）。中にはより踏み込み、職業団体に

よる相互承認の枠組みの交渉を行うことを期限や分

野とともに明記している協定（印シンガポール）もあ

る。なお、原則として最恵国待遇が規定されている

EPA/FTAの場合、協定内における相互承認につ

いてのいかなる規定に対しても最恵国待遇の規律が

適用されない、ということを明記している。

⑩透明性

　GATSと同様に、規制の透明性確保を目的とし

て、サービス分野における国内措置の速やかな公表

や照会所の設置等が、義務又は努力義務として規

定されている。また、措置の変更や導入に際しては、

公表と導入までに一定期間を設けること、その間に

他の締約国からのコメントを受け付け、更に受け付

けたコメントを可能な限り採用することまで規定して

いる場合もある。

⑪セーフガード

　サービス分野のセーフガード措置については、
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GATS 第 10 条に基づくセーフガードに関する検討

が進んでいないことから、特段の規定を設けていな

いEPA/FTA が多い。規律がある場合には、締約

国はお互いセーフガード措置を採用しないこと、そ

のための調査を実施しないことを義務づけている場

合（豪州シンガポール、印シンガポール）、多国間交

渉での進展を踏まえ、セーフガードの扱いをレビュー

することを規定している場合（印シンガポール）等

がある。

⑫利益否認

　EPA/FTAによって、他方の締約国のサービス又

はサービス提供者に対し与えられる利益（より良い

条件での市場アクセス等）について、一方の締約国

が一定の条件の下で、特定の他方の締約国のサー

ビス又はサービス提供者等に対し、その利益を否

認できるという規定である。多くは NAFTAの規

定を踏襲しており、その利益否認の対象としては、

他方の締約国のサービス又はサービス提供者であ

るが、①一方の締約国が外交関係を有していない

第三国に所有又は支配されている他方の締約国の

法人、②第三国に所有又は支配されている法人であ

り、一方の締約国が経済制裁等により取引を禁止し

ている他方の締約国の法人であること、又は協定に

よる利益を与えることにより当該措置について違反

又は阻害されると認められる場合、③第三国の法人

に所有又は支配されており、かつ他方の締約国の領

域において実質的活動を行っていない法人などが規

定される。これらサービス又はサービス提供者が上

記要件に該当するものと一方の締約国が証明する場

合、③については他方の締約国への事前の通知及

び協議を行うことにより利益否認を行えるが、実際

に、利益否認を行うか否かは、締約国の裁量に委

ねられる。なお①及び②については事前の通知及び

協議を行うことは要件とされていない。なお GATS

では、加盟国が自国に提供されるサービスが非加

盟国からのサービス、海上輸送サービスにおける非

加盟国籍の船舶によるサービス等であることを証明

する場合、当該加盟国は、これらサービスの提供

又はサービス提供者に対して協定の利益を否認でき

るとしている（第 27条）。

⑬支払、資金移動

　GATSと同様、サービス貿易に関連する経常取

引のための支払及び送金の制限を禁止する一方、

国際収支擁護のための制限を認める規定が設けら

れている。本項での義務を、GATS のように締約

国が約束表で約束した分野に限定するのか、又は

協定の一般的義務としてすべての分野を対象とする

かについては、各 EPA/FTAで異なる。

⑭例外条項

　概ね GATS 第 14 条及び第 14 条の 2と同等の規

定であり、一般例外として公序良俗や健康・安全を

目的とする措置、安全保障上の利益保護のための

措置は義務の対象外としている。

⑮約束の見直し（レビュー規定）

　GATS ではラウンドによる漸進的自由化が規定さ

れているが（GATS 第 19 条）、EPA/FTA におい

ては協定発効から数年後に更なる自由化のためのレ

ビューを行う旨規定されることが多い。EPA/FTA

の中でも、GATS 型の協定で漸進的自由化の努力

をうたっているもの（印シンガポール）、特段の規定

を設けていないもの（米シンガポール、米豪州）、2

年ごとの見直しを規定しているもの（EFTAシンガ

ポール）等、規定内容は多様である。

（3）我が国の経済連携協定の内容
①主要規定

・市場アクセス

　日シンガポールEPA等、ASEAN 諸国とのEPA

や日モンゴルEPAでは、GATS で採用したポジティ

ブリスト形式を採用しており、これらの協定の市場

アクセスに係る規定は、GATSを踏襲。他方、日メ

キシコEPA、日チリEPAは、NAFTA 型（ネガティ

ブリスト形式）を採用し、市場アクセスは義務の対

象としていなかったが、日スイス EPAではサービ
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ス章附属書でネガティブリストを採用する我が国の

EPAにおいて、初めて市場アクセスを規定した。ま

た、日ペルーEPA、日オーストラリア EPAにも市

場アクセスが規定されている。

・内国民待遇

　日フィリピン EPA、日モンゴル EPA 及び日ブ

ルネイEPA は、GATS の規定と同じ。日メキシ

コEPA、日チリEPAもほぼ踏襲。日シンガポール

EPA、日マレーシアEPA、日タイEPA、日インドネ

シアEPA、日ベトナムEPAでは、GATS の規定に

ならった内国民待遇義務の規定を置くが、二重課

税回避を取り決めた協定の適用範囲内にある措置に

ついては、紛争処理に関する規定の適用上は上記

規定を援用できないと規定している。また日スイス

EPA、日オーストラリアEPAにおいても同様の規定

をおいている。これは二国間租税条約対象措置に

かかわる紛争処理は租税条約に拠って行うこととし

たものである。

・透明性

　日本のこれまでの全てのEPAでは、総則章（日

メキシコEPAの場合は協定実施運用章）におい

て、協定の運用に関連し又は影響を及ぼす措置に

ついてこれを公表（国内での公表のみで可）するこ

と、また、これらの措置に関して一方の国の他方の

国からの質問に対する回答義務等が規定されてい

る。これは、サービス章の規定にも及ぶものである

が、サービス章内部において透明性を担保する為に

設けられている取り決めとしては、以下の様なもの

があげられる。日マレーシアEPAでは、サービス

章において、市場アクセス及び内国民待遇義務に影

響を及ぼす規制措置の情報提供、サービス貿易に

係る白書等の提供等について規定している。日フィ

リピンEPA、日ブルネイEPA、日タイEPA、日モ

ンゴルEPAでは、特定約束の対象になっているか

どうかとは別に、市場アクセス及び内国民待遇義務

に適合しない現行措置の一覧表（透明性リスト）の

作成、相手国への送付及び公表が規定され、また、

日インド EPAでは同様のリストを作成、公表する

努力義務が規定されている。このリストは、端的に

は、規制の透明化のみを目的として作成されるもの

であり、締約国の権利・義務には影響を及ぼさない。

なお、リストの対象となる措置は、国レベルのもの

に加え、地域（日本で都道府県）・地方政府（日本

では市町村など）の措置も含まれる（日フィリピン

では地方政府措置はリスト対象に含まない）。また、

日フィリピンEPA、日インドネシアEPA、日ブルネ

イEPA、日ベトナムEPAでは、一方の締約国は、

他方の締約国のサービス提供者からの質問に対し、

コンタクトポイントを通じ、回答及び情報提供を行

わなければならない旨も規定している（総則規定と

異なり、締約国政府ではなく、サービス提供者に対

する情報提供がポイント）。日メキシコEPA、日チ

リEPA、日スイスEPA、日ペルーEPA、日オース

トラリアEPAは、ネガティブリスト形式で約束を行っ

ているため、協定の構造上、どのような分野におい

て内国民待遇等の義務に整合的でない措置が存在

するか明示され、またスタンドスティルで留保する

分野については、現行措置の具体的内容が明確化

されており、透明性のレベルは高いものとなってい

る。また、リストに掲載された分野について、協定

の実行及び運営に実質的影響を及ぼす新規措置を

導入する場合は、可能な限り、相手国に通知を行う

べき旨を規定しており、規制の透明性向上に資する

ものとなっている。

・スタンドスティル義務

　NAFTA 型ネガティブリスト形式である日メキシ

コEPA、日チリEPA、日スイス EPA、日ペルー

EPAにおいて、スタンドスティル義務の対象措置を

以下のものと規定している。

（ⅰ）連邦政府又は中央政府が維持し、留保表（現

行措置に基づき留保を行う分野のリスト）に記

載する内国民待遇等の義務に非整合的な現行

措置。

（ⅱ）日本の地域・地方政府の措置として、県レ

ベルの地方自治体が維持し、留保表（同）に
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記載する内国民待遇等の義務に非整合的な現

行措置、都道府県以外の地方公共団体（市町

村等）の地方自治体が維持する内国民待遇等

の義務に非整合的な現行措置。

（ⅲ）メキシコ/チリの地域・地方政府の措置と

して、地域（州）政府が維持し、留保表（同）

に記載する内国民待遇等の義務に非整合的な

現行措置、ならびに地方（市・区など）政府が

維持する内国民待遇等の義務に非整合的な全

ての現行措置。スイスについては、地域・地方

政府ともに留保表に記載する内国民待遇等の

義務に非整合的な現行措置のうち、政府が新

たに措置を採用することを特段留保する記述の

ないもの。ペルー、オーストラリアについては、

中央政府又は地域政府により維持され、留保

表（同）に内国民待遇等の義務に非整合的な

現行措置、地方政府により維持される内国民

待遇等の義務に非整合的な現行措置。

　ポジティブリスト形式においてスタンドスティル義

務がかかるものは、約束表において SS のマークが

付された分野である。スタンドスティルの条項は、日

フィリピンEPA、日マレーシアEPA、日タイEPA、

日インドネシアEPAで規定されているが、本章（2）

⑦で記述されているとおり、当該規定の内容は、特

定の約束について、SS のマークを付した分野の約

束は、内国民待遇等に非整合的な現行措置に基づ

く条件及び制限に限定されるというものである。

・最恵国待遇

　日本のEPAでは、日メキシコEPA、日フィリピ

ンEPA、日チリEPA、日ブルネイEPA、日ペルー

EPA、日オーストラリアEPA、日モンゴルEPAは、

一般的な最恵国待遇を付与し合うとしており、別途、

最恵国待遇を与えられない分野については、例外と

して附属書（留保表）に記載するものとなっている。

他方、日シンガポールEPA、日タイEPA、日インド

EPAでは、日メキシコEPAのように当然に最恵国

待遇が付与される規定ではなく、一方の国（例えば

シンガポール）が第三国（米国）に与えた特恵的待

遇について、他方の国（日本）は、一方の国に対し、

自国に対する当該待遇の付与を要請し、一方の国

は付与するかどうか考慮しなければならないという

規定となっている。日ベトナムEPA、日スイスEPA

では、GATS 第 5 条の要件を満たす EPA/FTAで

の特恵的待遇を例外とする最恵国待遇を原則規定

しつつ、当例外に関する協議（日ベトナムEPA）・

待遇付与努力義務（日スイスEPA）規定を設けて

いる。日マレーシアEPA、日インドネシアEPAでは、

協定上は、原則としての最恵国待遇を規定している

が、マレーシア、インドネシアは、最恵国待遇を与

えない分野を記載する附属書（MFN 留保表）にお

いて、すべてのセクターを留保し、例外の例外とし

て（all sectors except）、一部の分野について最恵

国待遇を与えている。

・利益否認

　日シンガポールEPAでは、GATS で規定される

もの（非加盟国からのサービス、海上輸送サービス

における非加盟国籍の船舶によるサービス等）に加

え、一方の締約国が利益否認できる対象として、①

他方の締約国の領域で設立された法人で、第三国

の者に所有又は支配されており、どちらかの締約

国の領域において実質的活動を行っていないもの

等、②第三国のサービス提供者が、当該一方の締

約国の領域で設立した法人で、当該締約国におい

て実質的活動を行っていないものを定めている。日

メキシコEPA、日フィリピン EPA、日チリEPA、

日ブルネイEPA、日インドネシアEPA、日ベトナム

EPA、日ペルーEPA、日オーストラリアEPA、日モ

ンゴルEPAは、NAFTAの規定をほぼ踏襲してい

る。利益否認の対象となる他方の締約国のサービス

又はサービス提供者として、①一方の締約国が外交

関係を有していない第三国に所有又は支配される法

人、②第三国の者に所有又は支配されている法人で

あり、一方の締約国が経済制裁等により取引を禁止

している他方の締約国の法人、③第三国の者に所

有又は支配され、他方の締約国の領域において実

質的活動を行っていない法人を対象とする旨を規定
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している。日マレーシアEPAでは、上記、日メキ

シコEPA、日フィリピンEPAの①②を利益否認の

対象と規定している。③を規定していないのは、日

マレーシアEPAでは、「他方の締約国の法人」の

定義において、「他方の締約国の領域において実質

的活動を行っていない法人」を協定の適用対象外と

しており、第三国の者に所有又は支配されているこ

とをもって「他方の締約国の法人」を利益否認の対

象とすることは不適当であるとしたためである。な

お、日タイEPAでは、①②で規定される法人、③

で規定される「他方の国の領域において実質的活動

を行っていない」ことを要件としない「第三国に所

有又は支配されている法人」を利益否認の対象とし

ている。日スイスEPAでは利益否認を規定してい

ない。

・支払い及び資金移動

　日シンガポール EPA、日タイEPA、日ブルネイ

EPA、日ベトナムEPA、日インド EPA は、GATS

を踏襲しており、約束した分野のみを対象としてい

る。日フィリピンEPA、日マレーシアEPA、日イン

ドネシアEPA、日スイスEPA、日ペルーEPA、日オー

ストラリアEPA、日モンゴルEPAでは、一般義務

とし、約束した分野に限定せず、すべてのサービス

貿易に関連する分野を対象としている。日メキシコ

EPAでは、例外章（協定全体においてスコープ外と

するものを規定）において、越境サービス貿易に係

る当該規制措置を課してはならない旨を規定してい

る。日チリEPAでは規定していない。

　※ サービス貿易のスコープ、モード、協定上の義

務の定義（内国民待遇、市場アクセス等）は、

GATSと重複するものが多く、これらに関する記

述は「第 II 部第 12 章サービス貿易」で触れられ

ているため、本章では詳細には記述していない。

②相手国の自由化約束の特徴

　ASEAN 諸国とのEPAではポジティブリスト方式

で約束。相手国は、製造業に関連する保守修理、

卸売業、コンピュータ関連サービス、また、金融、

通信、建設、運輸等の分野で GATS での約束を上

回る約束を行った。これら約束は、スタンドスティル

の約束も含まれており、GATS における開発途上国

の約束に多く見られるような現行法令との乖離はな

く、国際約束としての日本とのEPAと相手国の国内

現行法令に基づく規制との間の非整合性は除去され

ている。また、メキシコ、チリ、スイスとのEPAで

は、ネガティブ方式で約束。原則として内国民待遇、

最恵国待遇が義務づけられ、スイスではさらに市場

アクセスを義務づけている。留保される分野も一部

分野（基幹分野、社会政策的分野等）を除いて基

本的にはスタンドスティルでの約束を確保している。

・日シンガポールEPA

　シンガポールは、国内法令上、外資に対する参

入規制が少なく、日シンガポールEPAにおいても、

日本企業のシンガポールへの市場参入条件につい

て、業種（分野）横断的な制限は設けていない。また、

個別分野では139分野にわたり約束を行った（GATS

での約束と比較して 76 分野増）。また、これらの

分野における約束は、外資参入に係る制限を設けな

いものが多く、全体的に自由化水準が高い。特定

の分野において、GATSよりも自由化水準の高い約

束をした主な分野は次のとおり。

　―市場参入制限なし（日本資本 100％可）

　レンタル・リース、人材派遣サービス、梱包サー

ビス、流通業、環境サービス、貨物輸送代理店サー

ビス

　― 市場参入等に一定の条件を設けた上で約束を

行った主な分野

・金融分野（保険、銀行）：外資規制の緩和、貸

し付け総額規制の緩和、新サービスの自由化、

保険会社への新規免許の発行、保険会社への

出資規制（49％）の撤廃等

・電気通信分野：シンガポールが GATS におい

て留保を行っている外資制限（上限 73.99％）

の撤廃（日本資本 100％可）等、GATSよりも

自由化水準の高い約束を実現。またシンガポー

ルが GATS において参照文書上で約束してい
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る以上の電気通信分野に関する規律（コロケー

ション、認可された相互接続約款による相互接

続等）につき附属書を作成。

・観光分野：6 業種のうち「食事の給仕（ケータ

リング）サービス」等 3 業種を新たに約束。

・運輸分野：38 業種のうち「外航海運（旅客）サー

ビス」、「海運フォワーダーサービス」、「倉庫サー

ビス」等35業種を一定の制限の下、新たに約束。

その他、「船舶、航空機、自家用・物品運送

車両等に関する運転者を伴わない賃貸サービ

ス」（但しカボタージュ（国内運送の自国運送権）

を除く）について新たに約束した。

　また日シンガポールEPAは、2007 年にレビュー

交渉を実施。金融分野について以下の追加的約束

を獲得した。

○銀行分野の免許数（シンガポール側のみ）や国

境を越える証券サービス等について、金融サービ

ス部門における更なる自由化について約束

・フルバンクの免許枠を日本の銀行に対して 1行

分拡大

・ホールセール・バンクの免許発給数の制限を撤

廃

　・国境を越える証券取引の自由化を拡大

○資産運用サービスについて、我が国に所在する

サービス提供者が、集団投資スキームの持分をシ

ンガポールに所在する者に勧誘を伴って販売する

場合（第 1モード）のうち、機関投資家を相手方

とする販売、及び、資本市場関連の免許を得た

者を通じた一般投資家に対する販売が認められ

ることが、新たに約束。

・日メキシコEPA

　日メキシコEPAサービス章は、NAFTAと同様、

完全自由化の留保（内国民待遇等における留保）を

行う分野のみをリスト化するネガティブリスト方式

を採用している。本方式では、現行法令に基づい

た留保を行う分野（法令の現状維持義務あり）と、

現行法令に基づかず留保を行う分野（法令の現状

維持義務なし）に分けられる。

（ⅰ）現行法令に基づいた留保を行った分野（サー

ビス分野における投資も含む）

　通信（電気通信及び公衆電気通信網等）、教育、

建設（石油関連）、教育サービス（私立学校）、小売

業（専門施設における非食料製品の販売）、航空運

送、特殊な航空サービス、陸上運送、鉄道輸送、

水運　等

（ⅱ）現行法令に基づかない留保を行った分野（サー

ビス分野における投資も含む）

　娯楽サービス（放送、レクリエーション及び余

暇サービス）、郵便サービス及び電報サービス、電

気通信サービス及び電気通信網（航空・海事電気

通信サービス関連）、自由職業サービス（弁護士事

務所）等

　また、日メキシコEPAサービス章では、最恵国

待遇の原則付与を規定しており、我が国は、メキ

シコが最恵国待遇を留保した一部分野（電気通信、

水運等）を除いて、NAFTA等で第三国に与えた

特恵的待遇の無条件かつ自動的な均てんを受ける

ことができる。なお、メキシコは GATS において、

レンタル・リース、保守修理、音響映像サービス等

の第 3モードにおいて外資 49％という留保を行って

いるが、日メキシコEPAでの約束では、これら分

野はネガティブリストから除外されており、日系企業

は外資制限の対象とはならない。

・日フィリピンEPA

　フィリピンは、GATS における約束（約 30 分野）

を超える多くの分野で約束（約100 分野）を行った。

また、法令の現状維持を義務とするスタンドスティ

ル約束（現行法令ベースでの約束）を、日本側のリ

クエストにより65 分野にわたり行った。これにより、

これら分野におけるフィリピン市場への参入条件に

ついては、GATS における約束に見られるような国

内法令との乖離がなく、日系企業が、フィリピンの

国内法令に係る透明性と安定性の下で、事業活動

を行えることが担保されている。また、日フィリピン

EPAでは、最恵国待遇の原則付与を規定している

ことから、我が国は、フィリピンが最恵国待遇を留
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保した一部分野（商業銀行、金融会社等）を除き、

第三国に与えた特恵的待遇の無条件かつ自動的な

均てんを受けることができる。特定の分野において

スタンドスティル約束を行った主な分野（GATSより

も自由化水準の高い約束を行った分野に限る）は次

のとおり。

・コンピュータ関連サービス（ハードウェア設置コ

ンサルタント、ソフトウェア実行、データ処理）、

問屋サービス、映像ビデオ製作サービス（アニ

メのみ）

　約束内容： ①払い済み資本金が 2 万ドル以上、

②払い済み資本金が 1 万ドル以上

で 50人以上を雇用、③払い済み資

本金が 1 万ドル以上で先進的技術

を要するもの等の条件を満たす企業

について、日本資本 100％可。それ

以外は40％まで。

・ 運転者を伴わない船舶関連リース及びレンタル

サービス、エネルギー流通に付随するサービス、

電気通信サービス（ケーブルテレビを除く）、航

空機の保守・修理

　約束内容：日本資本 40％可

・広告サービス

　約束内容： 日本資本 30％可。但し、全役員は、

フィリピン国民でなければならない。

・鉱業に付随するサービス（石油、ガス、地熱、

石炭の調査・開発）

　約束内容： 日本資本 40％可。但し、日本企業

との契約締結時の条件に関する留

保あり。

・商業銀行

　約束内容：日本資本 60％可

・教育（初等、中等、成人）

　約束内容： フィリピン資本 60％以上。議会は

フィリピン資本の増資を求めること

が可。

・電気通信分野

　約束内容： フィリピンが GATS において約束

を行っていない専用線サービス、衛

星サービス、データ及びメッセージ

伝送サービス（データネットワーク

サービス、電子メッセージ及び情報

サービス）、電子メール等の付加価

値サービスの約束による自由化約束

範囲拡大等、自由化約束水準の改

善を実現。また GATS 参照文書の

モデル文書とは異なる内容を約束し

ているフィリピンの参照文書につい

て、国内法令の整備状況に従い将

来見直しを行うことを約束表上に明

確化。

・観光 / 運輸分野

　約束内容： 観光分野では「旅行ガイドサービス」

を新たに約束。運輸分野において

は、「海運代理店サービス」及び「海

運フォワーダーサービス」について、

外資制限 40％が撤廃され、完全な

自由化を約束。また、「海運フォワー

ダーサービス」等を含む観光サービ

ス・運輸サービスの多くの分野で、

将来的に規制強化を行わないことを

約束したほか、港湾施設サービス

の利用に係る約束、マルチモーダル

の利用に関する追加的約束を新た

に約束。その他、「道路貨物運送サー

ビス」、「鉄道貨物運送サービス」に

ついても、新たに約束した。

・日マレーシアEPA

　マレーシアは、サービス分野における外資政策を

主にガイドラインによって実施しており、国内政策（ブ

ミプトラ政策）として、企業に対しブミ（マレー人）

資本を30％以上入れることを要求している。このよ

うにマレーシアは、完全自由化が難しい外資政策を

採用しているが、日マレーシアEPAでは、レンタル・

リース、保守・修理等の分野において、マレーシア

が GATS 等で行った約束を上回る水準の自由化約

束を行った。
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（ⅰ）特定分野における約束（GATSプラスのもの）

・建設機器、事務機器等のレンタル・リースにつ

いて、マレーシアで生産された製品を扱う場合、

日本資本 51％可。事務機器等（コピー、ファク

シミリ、ボイラー、タービン、コンプレッサー等）

の保守・修理についても、マレーシアで生産さ

れた製品を扱い、リース業者が行う場合には、

日本資本 51％で参入可。

・外資規制について、会計（35％）、エンジニア、

市場調査（35％）、医療等に関する研究開発

（49％）、国内旅行代理店（35％）等の特定のサー

ビスについて、GATS での約束を上回る自由化

約束がなされた。

・電気通信分野においては、GATS において留

保を行っている外資制限（上限 30％）に関し、

ASP（アプリケーションサービス提供者）に対

する外資制限の 49％までの緩和を実現すると

共に、マレーシアが GATS において参照文書

上で約束していない電気通信分野に関する規律

（有限希少な資源の配分に関する規律）の新た

な約束及び GATS 参照文書のモデル文書に近

い規律の内容への修正（ユニバーサルサービス、

免許の基準の公の利用可能性、独立の規制機

関に関する規律）等の自由化約束水準の改善

を実現。

・観光分野においては、「ホテル宿泊サービス」

を外資制限の緩和を含めて新たに約束。運輸

分野においては、「外航海運における乗組員を

伴う貨物船の賃貸サービス」を一定の制限の下、

新たに約束。

（ⅱ）最恵国待遇（第三国企業との競合条件につい

て）

　建設機器、事務機器のレンタル・リース、保守・

修理の一部について、マレーシアは日系企業に対し

無条件に最恵国待遇を与えることを約束（その他の

分野については、将来マレーシアが第三国とサービ

ス貿易に関する協定を締結した場合に、我が国の

要請に基づき、マレーシア政府は当該第三国に与え

た特恵的待遇を我が国に与えることを検討しなけれ

ばならない）。

　なお、マレーシアの国内政策（EPAの枠外）で

はあるが、サービス分野の規制については暫時自由

化を進めており、2010 年 4 月に 27分野（保険・社会、

観光、運送、コンピュータ関連サービス等）自由化、

2011年 5月に新流通ガイドラインを発表し、流通

分野について一部資本規制の緩和、売り場面積規

制の一部規制緩和等が行なった。さらには 2011年

10月には、2012 年に追加で 17分野（デパート・専

門店、エンジニアリングサービス、民間病院サービス、

宅配便サービス等）の自由化を行う旨発表している。

・日タイEPA

　タイでは、外国人事業法において、外国人事業

者を定義づけ（外資 50％以上を有するもの等）、こ

れら外国人事業者のタイにおけるビジネス活動のス

コープを業種により分類して制限している。なお内

資がマジョリティを有する場合は、原則タイ企業と

みなされることになる。GATS における約束では、

業種横断約束として、外資の出資比率の上限は、

49％までとしている。日タイEPAにおける業種横断

約束では、GATS における約束と同様、外資の出

資比率の上限は49％までとしている。

（ⅰ）特定分野における約束

　製造業に関連するサービスとして、保守修理、卸・

小売業、コンピュータ関連、広告業等の分野におい

てGATSプラスの約束がなされている。

　保守修理については、そのスコープは家電製品

に限定し、①タイで生産された製品については（ア）

自社製品を扱う事業者、（イ）同一ブランドのその

グループ企業、②日本で生産された製品について

は、同一ブランドのそのグループ企業を対象として、

日本資本 60％を約束している（その他、取締役の

人数等について条件あり）。卸・小売業は、製品全

般についてタイで生産された製品をスコープとして、

（ア）自社製品を扱う事業者、（イ）同一ブランドの

グループ企業、また自動車については、日本で生産

されたものをスコープに含めており、同一ブランドの

グループ企業を対象として、日本資本 75％を約束し
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ている（その他、取締役の人数等について条件あり）。

タイは、サービス分野の国際約束は総じて制限的な

約束をしているが、これら保守修理及び卸小売りに

ついては、日本資本の過半数超を認めるが、事業

の資格要件を製造業者及びそのグループ企業がタイ

で生産した自社製品又は同一ブランドの日本を扱う

ことに限定するというものである（要するに「シング

ルブランド」の範囲で、日本資本の過半数超を約

束するというもの）。コンピュータ関連サービスは、

50％未満、広告については 50％以下を約束している

（共に貸付資本比率 3 分の1 以下の条件あり）。観

光分野においては、「ホテルサービス」について一定

の条件の下、外資上限を49％から 60％に緩和、運

輸分野においては、「外航海運（貨物）サービス」

について、タイ―中国及びタイ―ベトナム間の外航

海運（貨物）に係る貨物留保措置の撤廃の他、「海

運貨物取扱サービス」、「海運代理店サービス」等

を一定の制限の下、新たに約束した。

（ⅱ）最恵国待遇

　無条件均てんによる最恵国待遇は規定していな

い。一方の締約国（タイ）が、第三国（米国）と

EPA/FTAを締結し、他方の締約国（日本）に与

えた待遇よりも良い待遇を与えている場合、他方の

締約国は、一方の締約国に対し、その付与を求め

ることにより、一方の締約国は、その付与を検討す

るというもの。

・日チリEPA

　日チリEPAサービス章は、日メキシコEPAに続

き、ネガティブリスト方式を採用している。現行法

令に基づいた留保を行う分野（法令の現状維持義

務あり）と現行法令に基づかず留保を行う分野（法

令の現状維持義務なし）に分けられる。

（ⅰ）現行法令に基づいた留保を行った分野（サー

ビス分野における投資も含む）

　通信（国内及び国際長距離通信）、エネルギー（原

油、天然ガス、ウラン等）、鉱業、漁業、印刷・出版、

自由職業サービス（弁護士事務所）等

（ⅱ）現行法令に基づかない留保を行った分野（サー

ビス分野における投資も含む）

　衛星放送、少数民族に関する措置、文化産業、

環境サービス（飲料水、廃水処理等）等

　また、日チリEPAサービス章では、最恵国待遇

の原則付与を規定しており、日本は、チリが最恵国

待遇を留保した一部分野を除いて、第三国に与える

特恵的待遇の無条件かつ自動的な均てんを受ける

ことができる。

・日ブルネイEPA

　ブルネイの外資政策は、食料、エネルギー分野

等に関して、ブルネイ国内資本の参入が義務づけら

れているが、その他サービス分野については特に業

法による制限はない。しかしながら、外資の受け入

れにあたっては、案件ごとにブルネイ政府関係部署

の承認を要するとされ、また、我が国とのEPAも

含め、GATS、AFAS（ASEANサービス枠組協定）

等での国際約束においては、分野横断的約束で外

資の出資比率について「何も約束しない」としてい

る。日ブルネイEPAにおける約束では、約束を行っ

た分野数は 43 分野（サブセクターも含む）と他の

ASEAN 諸国と比して低い。GATSプラスの約束は

以下のとおり。

（ⅰ）特定分野における約束

　広告、調査サービスについて、日本資本 30％

を約束（AFAS でオファー予定とのこと。中／韓

ASEAN では約束なし）。観光分野においては、「ホ

テル宿泊サービス」を新たに約束。運輸分野におい

ては、「外航海運サービス」を一定の制限の下、新

たに約束。また、港湾施設サービスの利用に係る

約束についても、新たに約束した。

　建設分野については、次の自由化約束を獲得。

　①外資比率制限が WTO での約束の「50％未満」

から、「55％未満」に緩和。これにより、我が国建

設業の恒常的な経営権の安定が確保。

　②建設分野のすべてについて約束の対象とした。

（ⅱ）最恵国待遇

　無条件均てんによる最恵国待遇を規定。ただ

しMFNの留保表（例外的に MFNの免除を認め
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る分野のリスト）において、ラジオ・テレビ業、金

融業等に加え、ブルネイが加盟するTrans-Pacifi c 

Strategic Economic Partnership Agreement（通

称 P4。ブルネイ、チリ、豪州、ニュージーランドの

4 か国によるEPA/FTA）での待遇（自由化分野）

を3 年間に限り留保している。なおASEAN 例外

は設けられていない。

・日インドネシアEPA

　インドネシアは、国内法上は、投資法に基づく大

統領令により外資制限業種及び条件がリスト化され

ており、総じて規制の透明性は高い。サービス分野

における規制自体は、通信、建設、運輸等の分野

において外資の資本保有比率を限定的にしており、

また中小規模の小売業分野等では外資閉鎖の制限

的規制を課している。インドネシアの GATS での分

野横断的約束は、外資 49％としている。日インドネ

シアEPAにおける分野横断的約束は、GATS での

約束同様、外資 49％としているが、個別分野の約

束では、GATS での約束を上回るものとして以下が

約束されている。

（ⅰ）特定分野における約束

　製造業に関連するサービスとして、保守修理、卸

売業、コンピュータ関連、音響映像等の分野にお

いてGATS プラスの約束がなされている。保守修

理業は、家電機器、事務機器、建設機器、自動車（二

輪を除く）をスコープに約束。インドネシアで生産

された自社製品を扱う事業者を対象として、「現行

法令が適用。10 年間維持、その後はレビュー」と

しており、家電機器、事務機器、建設機器につい

ては、現状において外資規制が存在しないところ、

日本資本に対する制限なしで約束されている。なお、

自動車（二輪を除く）は、同内容で約束が行われて

いるが、2007 年 7月に発効した大統領令（外資規

制リスト）によると「車両メンテナンス・修理業」は

外資 49％までとされており、当該措置の維持が約束

されている。卸売業は、保守修理業と同様の範囲、

同内容で約束を行っている。コンピュータ関連サー

ビスは、「現行法令（協定発効時）が適用。3 年間

維持、その後はレビュー」とし、現状においては外

資規制が存在しないところ、日本企業は出資比率

等については制限なしにビジネスを行うことが約束

されている。金融リースについては、借入資金の上

限について、国内調達は自己資本の15 倍、海外調

達は、自己資本の 5 倍までという規制が行われて

いたが、日本側のリクエストにより、資金の調達先

について内外の差別を撤廃することを約束し（The 

Indonesian government will not differentiate 

“on-shore” and “off -shore” borrowing）、自己資

本の10 倍までに制度改正が行われた。日系の金融

リースは、資金の借り入れはほぼ海外調達であり、

この制度改正により、円滑に資金調達を行うことが

可能となった。電気通信分野においては、インドネ

シアが GATS において約束を行っていない専用線

サービス、情報及びデータベースのオンラインでの

検索等の新たな約束による自由化約束範囲の拡大

を実現すると共に、GATS において留保を行ってい

る外資制限（上限 35％）の上限 40％までの緩和等

の自由化約束水準の改善を実現。音響映像分野（映

画及びビデオテープの制作、配給、映画のプロジェ

クション）は、GATS では何も約束が行われていな

いところ、日本資本 40％の約束を行った。観光分

野においては、「旅行代理店サービス」及び「ツアー

オペレーターサービス」につき、サービス提供者の

数の緩和の他、3 分野を新たに約束。運輸分野に

おいては、「海運貨物取扱サービス」を一定の制限

の下、新たに約束。その他、「運転者を伴わない船

舶の賃貸サービス」を一定の制限の下、新たに約束。

（ⅱ）最恵国待遇

　日マレーシアEPA 同様、日本に対して最恵国待

遇を与えるセクターを限定列挙する方式を採用して

おり、金融、建設業についてのみ最恵国待遇付与

を約束している。

・日ベトナムEPA

　ベトナムの外資政策は、外国投資企業への法人

所得税の優遇等により積極的に外資の導入を推進

してきたが、2006 年 7月以降外国投資への優遇措
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置は撤廃され、同時に内外無差別で政策的に奨励

する投資分野（新素材・ハイテク製品、エコ技術の

応用、労働集約型事業、教育・訓練、医療に関す

る事業等 8 分野）が定められ、また、社会経済状

況が困窮している地域が奨励投資地域として定めら

れ、引き続き投資の促進策が講じられている。既

に日ベトナム間には、サービス分野も含む高いレベ

ルでの二国間投資協定（2004 年 1発効）やベトナ

ム国内のビジネス・投資環境整備のための対話・協

力枠組みである「日越共同イニシアティブ」（2003

年 12月より）が存在しており、加えて 2007年 1月

にWTO への150 番目の加盟国となったことから、

サービス分野の GATS への約束のレベルも総じて

高いものとなっていた。日ベトナムEPAでの約束の

概要は以下のとおり。分野横断的約束において、ベ

トナムでの商業拠点の設置については、①事業協力

契約（Business co-operation contracts）によるも

の、②合弁によるもの、③ 100％外資によるものの

3 形態についてのみ約束されており、外国企業の支

店の設置については、個別分野に特段の定めのあ

る場合を除き約束されていない。駐在員事務所は、

直接収益のある事業に従事しない限り設置可能とさ

れている。また、これら法人における管理職・役員・

専門家について、少なくとも総数の 20％がベトナム

国籍者であることを求める国籍要件が規定されてい

る。但しこれに関わらず 1 企業につき最低 3人の非

ベトナム国籍者の配置が認められている。

（ⅰ）特定分野における約束

　コンピュータ関連サービスについては、外資

100％企業の場合、2009 年 1月11日（WTO 加盟

2 年後）までは在ベトナム外資企業向けのサービス

提供のみが認められていたが、それ以降は当制限

はなくなり、また 2010 年 1月11日以降は外国企業

の支店の設置が可能となった。また、広告サービス、

市場調査サービスについては外資は 51％を超えな

い範囲でのみ認められていたが、2009 年 1月1日

以降は当制限が撤廃された。機械等の保守修理

サービス（船舶・航空機およびその他輸送機器を除

く）については 49％を超えない範囲で外資が認め

られていたが、2010 年 1 月11日には 51％、2012

年 1月11日には 100％の外資が認められた。流通

分野（卸、問屋、小売）については、2009 年 1月

1日まではベトナム法人との合弁が必要であったが、

それ以降は外資制限は撤廃され100％外資が認め

られた。また流通分野における取扱除外品目とされ

ていたセメント、タイヤ、自動車、オートバイ、紙、

鉄、音響機器等については、2009 年 1月1日に一

部緩和され、さらに 2010 年 1月11日にはこれらの

取扱品目の制限が撤廃された。但し小売分野につ

いては、2 店目以降の出店に際しては、経済必要性

テスト（Economic Needs Test）が求められること

となっており、実質的な数量規制の裁量余地が残さ

れたままである。なお、フランチャイズについては

2009 年 1月1日以降、資本制限はなくなり、2010

年 1月11日以降は外国企業の支店の設置が可能と

なった。通信分野についても、非設備事業者による

インターネット接続サービスについて、2010 年 1月

11日までは 51％を超えない範囲で合弁（ベトナム国

内で正当な事業免許を得た電気通信事業者との合

弁に限る）による参入が認められたが、それ以降

は 65％にまで上限が引き上げられ、合弁相手の制

限は撤廃された。なお設備事業者による同サービス

については、協定発効時以降、ベトナム国内で正当

な事業免許を得た電気事業者との合弁のみにつき

50％を超えない範囲で資本参入が認められた。金

融分野については、2012 年 1 月11日以降、生命

保険以外（損害保険）の分野について支店の開設

が認められた（ただし、プルデンシャル規制の余地

が残されている）。また銀行その他金融サービスに

ついても、一定の形態での商業拠点開設が認めら

れた。

（ⅱ）最恵国待遇

　日ベトナムEPAでは、一方の締約国（例：ベトナム）

が第三国に対しより特恵的待遇を与えた場合、それ

が GATS 第 5 条の要件を満たす EPA/FTAでの

特恵的待遇である限りは例外とした上での最恵国待

遇を原則規定しつつ、当例外となる特恵的待遇につ

いては、他方の締約国（例：日本）に対して待遇が



660

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

劣後しないよう協議を行う機会を与えることを義務

づけるという形で規定されている。

・日スイスEPA

　スイスは日本にとって欧米先進国で初めてのEPA

締結国で、日メキシコEPA、日チリEPAに続いて

ネガティブリスト方式を採用した 3 番目の国である。

本方式では自由化をできない分野を特定した形で

留保が行われるため、我が国がASEAN 各国と結

んできたポジティブリスト方式よりも、より広範な自

由化を約束する形式となっており、また先進国同士

のEPAでもあるため、総じて高いレベルでの自由

化が確保されている。また本協定は、今後 EUと

の経済統合協定等へのモデルケースともなりうるも

ので意義深い。

（ⅰ）スイス側が留保を行った分野（サービス分野

における投資も含む）

　流通（問屋、卸、小売）、建設、武器・弾薬・軍

事転用可能な車等の販売、医薬品・医療機器にか

かる販売、貴金属にかかる流通、パイプライン輸送、

船舶レンタル・リース、内航水運、航空サービス（人、

貨物、航空写真等）、郵便・クーリエサービス、オー

ディオビジュアルサービス（ラジオ・テレビ・ケーブ

ルテレビ等）、保険サービス（火災保険・健康保険等）、

年金サービス、銀行サービス、証券サービス、会計・

監査サービス、不動産サービス、レンタルサービス（ビ

デオ・映画）、R&D サービス、法律サービス（弁護士、

法律相談、弁理士）、広告サービス（ラジオ、テレビ、

屋外）、農業・林業関連サービスなど。

（ⅱ）最恵国待遇

　日スイスEPAでは、一方の締約国が第三国に対

しより特恵的な待遇を与えた場合、それが GATS5

条の要件を満たす EPA/FTAでの特恵的待遇であ

る限りは例外とした上での最恵国待遇を原則規定し

つつ、当例外となる特恵的待遇については、他方

の締約国に遅延なく通報する義務を規定し、同待

遇に劣後しない待遇を他方の締約国に対し与えるよ

う努力する規定が設けられている。また、当該他方

の締約国のリクエストがある場合は、当該一方の締

約国は同待遇を日スイスEPAに取り込むための交

渉に応じなくてはならないという義務を規定してい

る。

・日インドEPA

　インドは、Consolidated FDI Policy Circular 2 

of 2010（海外直接投資に関する政策、規則を統合

した文書、2010 年 10月発効、以下『FDI Policy』）

において、各サービス分野の外資制限比率や承認

手続きを規定している。インド約束表では、第3モー

ドに関し、分野別約束内容に加えて、FDI Policy

に定められる規制が適用されることが規定されて

いるが、同時に、分野別約束を無効化又は侵害し

ない限りにおいて適用されることを条件としている。

つまり、日インド EPAでは、本章（2）⑦に記載し

たようなスタンドスティル義務は規定されていない

が、FDI Policy の適用には現状維持義務が課せら

れ、仮に将来、FDI Policy が改正され約束表の分

野別約束に記載された条件・制限よりもより制限的

な規制に変更されたとしても、日インド EPAの関係

では約束表に記載された条件・制限が引き続き適用

されることになる。

　分野別約束については、インドは、GATS やこれ

まで締結した EPA/FTAにおいて約束したことが

ない内容を含む、基本電気通信の外資規制改善、

シングルブランド及びシングルブランドのフランチャ

イズについての外資参入、日本の銀行による支店設

置申請について好意的配慮を払う旨の約束、及び国

際海上運送サービスの第 1モードにおける留保の一

部撤廃等について約束を行った。特定の分野にお

いて、GATSよりも自由化水準の高い約束をした主

な分野は次のとおり。

（ⅰ）特定分野における約束

　流通サービスについて、問屋・卸売は外資 100％

まで認め、小売（シングルブランド）については外

資 51%、シングルブランドのフランチャイズについて

は外資 100%まで認めた（なお、協定による約束で

はないが 2012 年以降は、政府の個別認可取得と

一定条件を満たすことを条件に、シングルブランド
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の小売業は 100％までの外資出資、マルチブランド

の小売業は最大 51％までの外資出資が可能になっ

た。）。電気通信サービスについても外資規制比率

を 74%まで緩和。金融サービスについては、銀行

免許について、日本の銀行による支店設置申請につ

いて好意的配慮を払うことを約束（印韓 EPAにお

いても同様の約束を行っている。）。また、国際海上

運送サービスについて第 1モードの約束を改善（定

期船貨物の 40％以上は印籍船による運送によるこ

ととの留保を撤廃。）を行った。

（ⅱ）最恵国待遇

　無条件均てんによる最恵国待遇は規定していな

い。一方の締約国（インド）が、第三国とEPA/

FTAを締結し、他方の締約国（日本）に与えた待

遇よりも良い待遇を与えている場合、他方の締約国

は、一方の締約国に対しその付与を求めることによ

り、一方の締約国はその付与を検討するというもの。

また、そうした待遇の付与に際しては、双方の約束

の全体的な水準を維持すべきとされている。

・日ペルーEPA

　日ペルーEPA は、NAFTA、日メキシコEPA、

日スイスEPA、日チリEPAと同様、ネガティブリ

スト方式を採用している。この協定では両国とも、

WTOにおける約束水準を超える約束を行い、内国

民待遇等の原則の下で引き続き維持する国内措置等

をそれぞれ附属書に記載することで高い透明性を確

保している。我が国としては、同じネガリスト方式を

採用した日メキシコEPA、日チリEPA 及び日スイス

EPAと比べると、改正労働者派遣法が国会におい

て審議されていた関係上、労働者派遣業を現在留

保から将来留保に移動したことを除くほか、これま

でのEPA から留保の内容に変化はなく、新たに留

保した措置はない。ペルー側としては、ペルーがこ

れまでに締結している米・ペルー協定、加・ペルー

協定における留保と同等レベルである。また、電気

通信サービスについて章を設け、電気通信分野への

アクセスについて WTOを超えるルールを規定した。

　我が国が WTO の下で約束している水準を超え

る自由化を約束した分野としては、航空機・船舶の

レンタル・リース等がある。ペルーが WTO の下で

約束している水準を超える自由化を約束した分野と

しては、建築サービス、流通サービス等がある。

　・日オーストラリアEPA

　日オーストラリアEPAは、NAFTA、日メキシコ

EPA、日スイスEPA、日チリEPA、日ペルーEPA

と同様、ネガティブリスト方式を採用している。日

本と豪州のサービス貿易に関し，内国民待遇，最

恵国待遇、市場アクセス、現地における拠点等の

規律について規定しており、GATS の下で約束して

いる水準を超える自由化を約束している。さらに、

これまで我が国が締結済みのEPAより詳細な国内

規制に関する条項を設けることで、加盟国の措置の

うちサービスの貿易に影響を及ぼすものが合理的、

客観的かつ公平な対応で実施されることがより強く

確保されている。

　我が国が GATS の下で約束している水準を超え

る自由化を約束した分野としては、航空機・船舶の

レンタルリース等がある。豪州が GATS の下で約束

している水準を超える自由化を約束した分野として

は、保険サービス、電気通信サービス等がある。

・日モンゴルEPA

　モンゴルにとって初めての経済連携協定となった

我が国とのEPAにおいては、ASEAN 諸国と同様、

ポジティブリスト方式を採用している。市場アクセス、

内国民待遇、最恵国待遇、透明性等、サービス貿

易促進のためWTO 協定を超える規律と枠組を整

備している。

　我が国としては、自然科学の研究及び開発のサー

ビス、郵便又はクーリエサービスのうち特定信書便

事業によって提供される信書の送達のサービス等に

つきGATSと比較して分野を拡大した約束をした。

　モンゴルは、電子計算機サービス及び関連サー

ビス、不動産に係るサービス、高等教育サービス等

を新たに約束するとともに、小売り・卸売分野等の

第 3 モードについて制限を撤廃した。具体的には、
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GATS の下では小売りサービスの第 3モードについ

て「約束しない」と記載しているが、本協定におい

てはこれについて何ら条件・制限を付することなく

内国民待遇及び市場アクセスについて約束した。こ

のことにより、例えば、ウランバートルにおけるスー

バーやコンビニ市場への我が国企業の100％参入が

原則として可能となった。

2002 2007

51

51

60

50

75

51%

49

1

50

<図表Ⅲ‐ 2‐ 2>発効済対 ASEAN諸国 EPAサービス貿易章約束の比較（GATSプラスのもののみ記述。空欄はGATS同等）
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2002 11 30  2005 4 1  2006 7 13  2007 9 3

△MFN ○ MFN
MFN

△ MFN

MFN

MFN

○ MFN

○ ○ ○ ○

○GATS 16 ○GATS 16

△ ○ △ ○

○ ○ SS

SS

○

△GATS ○ ○

＜図表Ⅲ‐ 2‐ 3＞　我が国の署名・発効済み経済連携協定：サービス章の主要規定概要
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2007 11 1  2008 7 1  2008 7 31   2008 12 11

△

△ △ ○ ○

○ SS

SS

○ SS

SS

○ SS

SS

△GATS ○ △GATS ○

△ MFN
MFN

MFN

○ MFN
MFN

○ MFN
MFN

○ ○ ○ ○

○GATS 16 ○GATS 16 ○GATS 16 ○GATS 16
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2009 9 1  2009 10 1 2011 8 1

△ MFN

GATS5

EPA/FTA

△ MFN
MFN

GATS5
EPA/FTA

△

○ ○ ○

○GATS 16 ○GATS 16 ○GATS 16

○ △ ○

○
FDI Policy

○ △GATS △GATS
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2015 2 10

○ MFN

○

○GATS 16

○

○ SS

SS

○

2012 3 1  2015 1 15

○ MFN ○ MFN

○ ○

○GATS 16 f ○GATS 16

○ ○

○ ○

○ ○
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（4）諸外国におけるサービス協定の内容
　WTO 加盟国は、サービス貿易に関するFTAを

締結した場合、サービス貿易一般協定（GATS）第

5 条に基づきWTO に対して通報しなければならな

い。1993 年以前には、サービス分野の統合を含む

地域統合は 1958 年発効の欧州連合と1989 年発

効の豪州ニュージーランド経済緊密化協定の 2 件

のみで、1994 年のNAFTA 締結以降、2000 年ま

でに発効したサービス分野の統合を含む地域協定

も、10 件に過ぎなかった。しかし、2001年に 7件、

2002 年に 4 件、その後も毎年 3 ～ 7件のペースで

サービス貿易に関するFTA が発効している。ほと

んどの地域統合にサービス分野が含まれていること

も近年の特徴である。以下に、内容面で特徴的な

９協定について分析を行った。

　分析対象とした 9 協定は、大枠は共有されるも、

発効時期及び締約国の組み合わせ、締約国が既に

有していた FTAの規定内容等により内容に相違が

ある。そのうち、NAFTAのみが GATS 発効前に

発効しており、その他 8 協定は 2003 年以降に発効

したものである。これらは、約束・留保の方法によっ

て、①ネガティブリスト方式であるNAFTA、豪州

シンガポール、米シンガポール、米豪州、米韓、②

ポジティブリスト方式であるEFTAシンガポール、

豪州タイ、印シンガポール、EFTA韓に分けられる。

なお、ネガティブリスト方式の場合、基本的に、第

3 モードは投資章で扱われる（豪州シンガポールの

み、第 3 モードもサービス章で扱っている）。個別

分野の扱いに関しては、金融、通信、航空、人の

移動が別の章で規定される場合が多い。

 1994 1 1  2003 1 1  2003 7 28  2004 1 4  
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 ○  ○
 

○
 

○  

 
 

○GATS 16
 

○GATS 16
 

○GATS 16

3

 

 

○ 1

 

1
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×  ×  ○ 
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①全体構造等
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②基本原則等

　最恵国待遇について、原則付与を規定している協

定は、NAFTA、米シンガポール、米豪州、米韓で

ある。EFTAシンガポール、EFTA 韓は、原則付

与だが FTA例外を設けている。印シンガポールで

は、一方の締約国が第三国と将来結ぶ EPA/FTA

において、当該第三国に対し特恵的待遇を与える場

合、他方の締約国のリクエストにより、一方の締約

国は、他方の締約国に対し、その付与を考慮しな

ければならない旨を規定している。なお豪州シンガ

ポール、豪州タイでは、MFNの条項はないが、上

記印シンガポールと同様の規定を「約束の見直し」

に関する条項に規定している。内国民待遇について

は、全協定が規定を有している。市場アクセスにつ

いては、GATS で考案された概念であることもあり、

ポジティブリスト形式を採用するEPA/FTAにおい

ては、GATS 第 16 条と同様の規定を踏襲している

（ネガティブリスト形式である米シンガポール、米豪

州及び米韓は、第 3モードを投資章で規定するが、

GATS 第 16 条の市場アクセスのうち量的制限、形

態制限と同内容を規定している）。なお、NAFTA、

米シンガポール、米豪州及び米韓では、越境サービ

ス取引にあたって現地業務拠点の設置又は居住を

要件として課すことを原則禁止する規定がある。国

内規制は、すべての協定で規定されている。送金

（支払及び資金移動の自由）については、締約国が、

経常取引（サービス貿易に伴う資金の移動及び支

払い）に制限を課さないとする適用範囲として、ポ

ジティブリストの場合は、約束した分野に限定、ネ

ガティブリストの場合は、特段の限定は設けられて

いない。承認については、印シンガポールのように

別途の合意を受けて、職業団体による交渉分野と

実施時期を明記（「協定発効後 12 か月以内に会計、

監査、建築士、医師、歯科医師及び看護士」）する

協定や、豪州シンガポール、豪州タイのように職業

団体による交渉を行うことを慫慂する協定の他、相

互承認を「可能」とする協定と、様々である。利益

の否認については EFTAシンガポール、EFTA 韓

では規定がない。

（5）経済的視点及び意義
　サービス貿易は、「第 II 部第 12 章サービス貿易

（4）経済的視点及び意義」で述べたとおり、生産

要素の移動を伴うという特徴を有しているとともに、

金融、通信等、他の産業にとってのインフラとして

大きな波及効果を有している。そのため、二国間・

地域内におけるサービス貿易の自由化は、多国間に

おける取組と同様、一時的に既存のサービス事業

者の雇用に影響を与えることはあるものの、長期的

には、当該サービス産業の競争力強化や、他のサー

ビス分野及び製造業における生産の効率性向上に

資する効果を有していると考えられる。
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2005 1 1  2005 1 1 2005 8  2006 9 1  2012 3 15

○ MFN × △

7.6

△

3 1 2

○ ○ ○ ○ ○
Annex11.G

→
6

○ ○ ○ × ○ +

MFN
FTA

○ MFN 

○ ○ ○ ○GATS 17 ○

○GATS 16

3

○GATS 16 ○GATS 16 ○GATS 16 ○
GATS 16

3

○ 1 1

GATS 16

○

○ ○ ○ ○GATS 6 ○

○ × ○ ○
GATS

○

＜図表Ⅲ‐ 2‐ 4＞　第 3国間経済連携協定：サービス章の規定概要
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2011 7 1 1998 3 31 2007 1 14 2009 5 1  2010 1

○ MFN ×  ×  ×  ×

○ × ○ ○ ○

○GATS 16 ○Liberalization ○ ○ ○

1 ×  ×  ×  ×

○ × ○ ○ ○

○ × ○GATS 3 1
2

○ ○

○ × ○ ○ ○

 × ○ ○ ○ ○
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（1）ルールの背景
 （GATSにおける第1モード自然人の移動については、

第Ⅱ部第12章サービス貿易を参照）

　EPA/FTAにおける「人の移動」章においては、

サービス貿易の範囲でいかに当該相手国のみにつ

いてGATS プラスの内容に踏み込むかが争点とな

ることが多い。更にサービス貿易の範囲を超えた移

民政策に踏み込む例（EU・スイス）もある。GATS

第 4モードにおいては、高度な技術者から単純労

働者まで自由化約束の対象となり得るが、我が国を

含む多くの加盟国は、分野横断的約束（horizontal 

commitment）のみを行い、個別サービス分野に

おける市場アクセスについては、「各分野に共通の

約束における記載を除くほか、約束しない。」とし

ている。すなわち、一般的に、人の移動に関する

GATS の下でのこうした各国の約束は極めて限定的

であり、我が国においても、企業内転勤、自由職

業サービス、短期滞在の 3 分野において分野横断

的のみの約束をしている（第 2 章参照）。

第3章
人の移動

＜図表Ⅲ‐ 3‐ 1＞　GATSにおける分野横断的約束における主な類型（第Ⅱ部第 12 章サービス貿易より再掲）
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　したがって、EPA/FTAにおいてGATS の範囲

をいかに超えるかが論点と言える。EPA/FTAなど

では、自国と相手国との関係に応じて個別に対象範

囲を選択することが可能であり、例えば GATS の

約束を超え、専門技能や技術レベルの範囲を広げ、

新たに相手国のみに人の移動を認めることなどを

行っている。なお、ドーハ・ラウンドのサービス交

渉のリクエスト・オファーの進捗なども影響し、我

が国のように前述の 3 分野に加え EPA/FTAにお

いて、企業と個人との間での個人的な契約に基づく

サービス提供者や投資家の 2 分野、合計 5 分野に

ついての約束を行っている例も多い。我が国の出入

国管理制度は、専門的・技術的な職業に従事する

人材は積極的に受け入れるとの政府方針に基づい

ており、現時点では、我が国は、GATS における

約束の水準よりも広い範囲の外国人を受け入れてい

る。他国より特恵的待遇を与えるという観点からは、

それらの枠組みの中で、入国可能な専門職業従事

者の範囲・入国条件の個別の設定が問題であり、

我が国の約束レベルをいかに当該相手国のみに引

き上げ、条件設定を行うかが議論となる。その一方

で、継続的な専門的職業従事者の積極的な受入に

伴う、相手国への将来的な影響（例：看護師の減

少による医療サービスの低下等）を考慮し、日本と

相手国双方にとって、長期的にWin-Winの関係を

築けるような、柔軟性のある条件設定が求められる。

　上記のように約束をしている人の移動の対象は企

業内転勤者や高度技術者等に限定されており、我

が国を含む各国においても、自国の労働市場への

配慮から、「単純労働者」は約束の対象としていな

いため、EPA/FTAの締結によって、海外から自国

に大量の単純労働者が流入してくるようなことは想

定されていない。

（2）法的規律の概要
　EPA/FTA における人の移動に関する規定は、

以下の 2 つに大別することができる。1つは、EU

のような労働市場統合型、すなわちサービス貿易自

由化規定とは独立に、地域間の労働力の移動を認

めるもの、ないしこれを目標として明示するものと、

もう1つは、日シンガポール、日フィリピンEPA等

のように、サービス貿易自由化（又は物品貿易若し

くは投資自由化）規定の一部として、これらの活動

のために必要な範囲で人の移動を促進しようとする

ものである。なおEPAにおける規定は、一般に共

通規定と各締約国個別約束から成っている。本節

では、我が国が締結しているEPA/FTAの人の移

動に関する規定ならびに約束内容を概説する。更に、

次節では、主に先進国が締結している諸外国にお

けるFTAの規定について概説する。なお、EPA/

FTA等のなかで、入国審査の円滑化を規定してい

る例もあり、この点についても記述する。更に、人

の移動に密接に関連する分野として「資格の相互承

認」がある。GATS 第 7条では二国間等の取組が

通報されており、その他に複数国や地域的な取組

もあり、以下ではその点も含め記述する（図表Ⅲ‐3

‐2 参照）。

＜図表Ⅲ‐ 3‐ 2＞　我が国が締結しているEPA/FTAとGATSの人の移動における我が国の約束内容（概要）

GATS UR ○ ○ ―

○

― ―

○ ○ ○

○ ○

―
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○ ○ ―

○ ○

○ ○ ○

○ ○

―

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ―
○

―

○ ○ ○

○ ○

―

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ―
○

―

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ―

○ ○

―

○ ○ ○

○ ○
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①日シンガポールEPA

　2002年11月に発効した日シンガポールEPAでは、

我が国として初めて、「自然人の移動」を設けた（第

9 章自然人の移動及び附属書 VI）。図表Ⅲ‐3‐3

に示しているとおり、「短期の商用訪問者」、「企業

内転勤者」に加え、我が国が GATS で約束してい

ない「投資家」、GATS では滞在期間一年又は三年

としている「日本国の領域にある公私の機関との間

の個人的な契約に基づいて業務に従事する自然人」

について、GATSプラスの約束を行っている。また、

協定には規定されていないものの、口上書の交換に

より、日本側は、①日本の国家試験を英語で受験

し合格すること、②外国人のみが治療対象であるこ

と等を条件に、医師・歯科医師を受け入れることを

約束した（医師 7名、歯科医師 2 名が上限）。また、

シンガポール側は、①在留邦人のみが治療対象であ

ること等を条件に、医師・歯科医師を受け入れるこ

とを約束した（当初、医師 15 名、歯科医師 5 名が

上限であったが、2005 年の拡大により現在はそれ

ぞれ 30 名、15 名）。

②日メキシコEPA

　2005 年 4月に発効した日メキシコEPAにおいて、

「商用目的での国民の入国及び一時的な滞在」とい

う章（第 10 章）及びこれに係る附属書 10 が設けら

れている。両国は、短期商用訪問者、企業内転勤者、

投資家、公私の機関との個人契約に基づく専門的

な業務活動に従事する者について、入国及び一時

的な滞在を許可するものとし、また入国審査の際の

証明資料の簡素化、締約国における滞在期間及び

延長可能回数などが規定されている。

③日マレーシアEPA

　2006 年 7月に発効した日マレーシアEPAにおい

ては、人の移動に関する章は設けられていないが、

「サービスの貿易」章（第 8 章）及びこれに係る附

属書 6 において、我が国は短期商用訪問者、企業

内転勤者、自由職業サービスに従事する者、公私

の機関との個人契約に基づく専門的な業務活動に

従事する者に対して、また、マレーシアは短期商用

訪問者、企業内転勤者、専門家に対して入国及び

一時的な滞在に関する措置を約束している。「投資」

章（第 7 章）においては、投資家の移動の円滑化

において記述がある（第 86 条）。入管法令に従い、

締約国は、投資家、他方の締約国の企業の取締役、

理事及び役員の入国・一時的滞在を認め、また労

働の許可を与える。締約国は、一時的な滞在期間

の更新、一時的な在留資格の変更及び労働の許可

の発給の申請に係る要件や手続を可能な範囲で公

表し、また法令に従って可能な範囲で手続を簡易

化する努力義務があるとされている。なお、出入国

管理措置は投資に関する章の対象から除外されて

いる（第 73 条）。

④日フィリピンEPA

　日フィリピンEPAは、2008 年 12月に発効した。

「自然人の移動」章（第 9 章）及びこれに係る附属

＜図表Ⅲ‐ 3‐ 3＞　日シンガポールEPAにおける人の移動に関する約束
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○ 1
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書 8 が設けられ、我が国は短期商用訪問者、企業

内転勤者、投資家、自由職業サービスに従事する者、

公私の機関との間の個人契約に基づくサービスの提

供に従事する者の入国及び一時的な滞在を約束して

いるのに加え、EPAにおける我が国初の取組みと

して、一定の要件を満たす看護師・介護福祉士候

補者等の我が国への受入れを認めた（同様に、日

本人看護師・介護福祉士のフィリピン側受入れも含

まれている。）。但し、これは二国間協定という枠内

における特例的な措置として、国家資格取得を目的

とした看護師・介護福祉士候補者等を受け入れる

ということであって、外国人労働者受入政策の方針

を変更したということではない。なお、この受入れ

においては、我が国の国家資格取得のために資格

の相互承認を行っているわけではない。具体的な

受入枠組みは、図表Ⅲ‐3‐4 にある。まず、一定

の要件を満たすフィリピン人の看護師・介護福祉士

候補者の入国を認め、日本語等の研修修了後、日

本の国家資格を取得するための準備活動の一環とし

て研修・就労することを認める（滞在期間の上限、

看護師候補者 3 年、介護福祉士候補者 4 年）。国

家試験を受験後、国家資格取得者は看護師・介護

福祉士として引き続き就労が認められる。介護福祉

士候補者については、日本語等の研修修了後、課

程を修了した者に介護福祉士の国家資格が付与さ

れることとなる日本国内の養成施設へ入学する枠組

み（介護福祉士養成施設コース）も設けられてい

る。日本語の研修については、一定の日本語能力

を持つ者には免除される。日本がフィリピン側に対

し通知した受入人数は、当初の 2 年間で、看護師

400 名、介護福祉士 600 名の合計1,000 名であり、

フィリピン側もこれに合意した。本協定により、新

たな措置が取られることとなった点としては、①看

護師及び介護福祉士としての就労活動を認めたこと

（但し、国家資格取得者に限定）、②国家資格未取

得者に対しても、国家資格取得を目的として、一定

期間に限り、当該分野での研修・就労を認めたこと

と整理することができる。なお、これまでも、我が

国の看護師国家試験に合格した外国人看護師に対

しては、我が国において看護師の免許を受けた後、

最長7年間、研修目的での在留が認められていたが、

2010 年 11月、「出入国管理及び難民認定法第七条

第一項第二号の基準を定める省令」（基準省令）の

一部改正により、年数制限が撤廃された。本協定

に基づき、2009 年度は合計 310人、2010 年度は

合計128人、2011年度は合計131人、2012 年度は

合計101人、2013 年度は合計150人、2014 年度は

合計183人の看護師候補者と介護福祉士候補者が

来日し、日本語研修や看護・介護導入研修を受け

ている。

　なお、日本語能力の不足等によりフィリピン人の

看護師候補者の国家試験合格者率低迷などから、

政府は 2010 年度より、日フィリピンEPAに規定す

る義務（日本語語学研修を含む 6 ヶ月の研修）を

超えて、就労開始後に受入施設で行われる看護師・

会議福祉士候補者生に対する追加的な学習支援を

本格的に開始した。また、2011年 3月には、「経済

連携協定（EPA）に基づくインドネシア人及びフィリ

ピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延

長について」を閣議決定し、この本格的な支援が

開始される前の 2011年度に入国したフィリピン人看

護師候補者・介護福祉士候補者については、一定

の条件の下、追加的に1年間の滞在期間延長を認

める対象とすることを決定した。2011年 6月には、

人の移動に関する検討グループ（国家戦略担当大臣

の下に設置）が「経済連携協定（EPA）に基づく看

護師・介護福祉士候補者の受入れ等についての基

本的な方針」をとりまとめ、EPAによる看護師・介

護福祉士候補者受入れ枠組みを改善するため、日

本語能力等の向上に向けた取組の加速や再チャレン

ジ支援の実施等の方針を決定した。その一環として、

厚生労働省は 2012 年 6月、「経済連携協定（EPA）

介護福祉士候補者に配慮した国家試験のあり方に

関する検討会報告」をとりまとめた。報告では、わ

かりやすい日本語への改善、漢字へのふりがな付

記、試験時間の延長等を提言した。同年 8月には

2013 年度実施の看護師国家試験において、EPA

に基づく外国人看護師候補者への特例的対応とし
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＜図表Ⅲ‐ 3‐ 4＞　日フィリピンEPAにおける看護師・介護福祉士受入れ枠組み

て、試験時間を1.3 倍へ延長、全ての漢字にふりが

なを振ることを決定し、関係機関へ通知した。

⑤日チリEPA

　2007年 9月に発効した日チリEPAにおいて、「商

用目的での国民の入国及び一時的な滞在」（第 10

章）及びこれに係る附属書 13 が設けられている。

両国は、短期商用訪問者、企業内転勤者、投資家、

公私の機関との個人契約に基づく専門的な業務活

動に従事する者について、入国及び一時的な滞在を

許可するものとし、また、入国審査の際の証明資料

の簡素化、締約国における滞在期間などが規定さ

れている。

⑥日タイEPA

　2007 年 11月に発効した日タイEPAでは、「自然

人の移動」章（第 9 章）及びこれに係る附属書 7 が

設けられ、我が国は短期商用訪問者、企業内転勤

者、投資家、自由職業サービスに従事する者、公

私の機関との個人契約に基づく専門的な業務活動

に従事する者に加え、タイ料理人及び指導員の入国

及び一時的な滞在を約束した。「タイ料理人」につ

いては、公私の機関との個人契約に基づく専門的な

業務活動に従事する者として、5 年以上の実務経験

などの要件を満たせば、「タイ料理人」として「技能」

の在留資格に基づく我が国への入国及び一時的な

滞在が許可される。「5 年以上の実務経験」の要件

は、一般の料理人については実務経験 10 年以上が

「技能」の在留資格の要件とされているのに比べ、

緩和されている。また、指導員については、「タイの

古典・伝統舞踊」、「タイ音楽」、「タイ料理」、「タイ

式ボクシング」、「タイ語」、「タイ・スパ・サービス」

の指導員について、「教育」の在留資格に基づく入
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国及び一時的な滞在が許可される。また、タイ側は、

短期商用訪問者、企業内転勤者、投資家、自由職

業サービスに従事する者、公私の機関との個人契約

に基づく専門的な業務活動に従事する者及び指導員

の入国及び一時的な滞在を約束した。

⑦日ブルネイEPA

　2008 年 7月に発効した日ブルネイEPAでは、日

マレーシアEPAと同様、「サービスの貿易」章（第

6 章）及びこれに係る附属書 7において、我が国は

短期商用訪問者、企業内転勤者、自由職業サービ

スに従事する者、公私の機関との個人契約に基づく

専門的な業務活動に従事する者に対して、ブルネイ

は企業内転勤者に対して入国及び一時的な滞在に

関する措置を約束している。

⑧日インドネシアEPA

　2008 年 7月に発効した日インドネシアEPAでは、

「自然人の移動」章（第 7 章）及びこれに係る附属

書 10 が設けられ、我が国は短期商用訪問者、企

業内転勤者、投資家、自由職業サービスに従事す

る者、公私の機関との個人契約に基づく専門的な

業務活動に従事する者の入国及び一時的な滞在を

約束した。自由職業サービスに従事する者について

は、GATS で約束した活動に加え、「司法書士」、「行

政書士」、「社会保険労務士」、「土地家屋調査士」

を追加している。また、看護師、介護福祉士候補

者等の我が国への受入れを認めており、内容・受

入の枠組みとも日フィリピンEPAで約束したものと

ほぼ同じ内容であるが、介護福祉士養成施設コー

スは設けられていない点が異なる。本協定に基づき、

これまでに 2008 年度 208 人、2009 年度 362 人、

2010年度116人、2011年度105人、2012年度101人、

2013 年度 156人、2014 年度 187人の計 1235人の

看護師候補者と介護福祉士候補者が来日し、日本

語研修や看護・介護導入研修を受けている。なお、

インドネシア人の看護師候補者の国家試験合格者率

低迷などから、政府は 2010 年度より、日インドネ

シアEPAに規定する義務（日本語語学研修を含む

6ヶ月の研修）を超えて、就労開始後に受入施設で

行われる看護師・介護福祉士候補者に対する追加

的な学習支援を本格的に開始した。また、2011年

3月には、「経済連携協定（EPA）に基づくインド

ネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補

者の滞在期間の延長について」を閣議決定し、こ

の本格的な支援が開始される前の 2008 年度及び

2009 年度に入国したインドネシア人看護師候補者・

介護福祉士候補者について、滞在期間内の国家試

験に不合格だった場合は、追加的な滞在期間にお

いても受入機関との雇用契約が存在すること、国家

試験の得点が一定の水準以上の者であること等一

定の条件の下、追加的に1年間の滞在期間延長を

認める対象とすることを決定した。2011年 6月には、

人の移動に関する検討グループ（国家戦略担当大臣

の下に設置）が「経済連携協定（EPA）に基づく看

護師・介護福祉士候補者の受入れ等についての基

本的な方針」をとりまとめ、EPAによる看護師・介

護福祉士候補者受入れの枠組みを改善するため、

日本語能力等の向上に向けた取組の加速や再チャ

レンジ支援の実施等の方針を決定した。その一環

として、厚生労働省は 2012 年 6月、「経済連携協定

（EPA）介護福祉士候補者に配慮した国家試験の

あり方に関する検討会報告」をとりまとめた。報告

では、わかりやすい日本語への改善、漢字へのふ

りがな付記、試験時間の延長等を提言した。同年

8月には2013年度実施の看護師国家試験において、

EPAに基づく外国人看護師候補者への特例的対応

として、試験時間を1.3 倍へ延長、全ての漢字にふ

りがなを振ることを決定し、関係機関へ通知した。

　インドネシアは短期商用訪問者、企業内転勤者、

投資家、公私の機関との個人契約に基づく専門的

な業務活動に従事する者に加え、日本の看護師及

び介護福祉士の入国及び一時的な滞在を約束した。

⑨日ベトナムEPA

　2009 年 10月に発効した日ベトナムEPAにおいて

も、「自然人の移動」章（第 8 章）及びこれに係る

附属書 7 が設けられ、我が国は短期商用訪問者、
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企業内転勤者、自由職業サービスに従事する者、

公私の機関との間の個人契約に基づくサービスの提

供に従事する者の入国及び一時的な滞在を約束し

ている。また、日本の看護師資格を有するベトナム

人については、研修を目的とした「看護師」として、

我が国において看護師の免許を受けてから最長 7

年間の入国及び一時的滞在を認めることとし、ベト

ナムの情報処理技術に関する試験に合格したベトナ

ム人については、「技術」の在留資格に係る要件の

ひとつである学歴要件（大卒若しくはこれと同等以

上の教育を受けていること）を要しないということ

を約束した。これらは現行入管法令上、既に認めら

れている措置を約束したものである。なお、上述の

とおり、基準省令の一部改正により年数制限は撤

廃されている（④日フィリピンEPA 参照）。また、ベ

トナムは短期商用訪問者、企業内転勤者、公私の

機関との間の個人契約に基づくサービスの提供に従

事する者、業務上の拠点の設置に責任を有する者及

び看護師の入国及び一時的な滞在を約束している。

加えて、協定上の協議事項となっていたベトナムの

看護師候補者及び介護福祉士候補者の日本への受

入については、協議の結果、日本への受入を決定

し、2011年 10月31日の日ベトナム首脳会談におい

て野田総理大臣とズン首相との間で受入に係る覚書

に署名が行われた（2012 年 6月17日に発効）。既

存のインドネシアやフィリピンからの受入れと比べ

て特徴的な点は、日本語能力試験 N3（日常的な場

面で使われる日本語をある程度理解することができ

るレベル）を候補者の要件として課すことである。

2012 年 11月には、EPAに基づき、日本が受け入

れるベトナム人看護師・介護福祉士候補者を対象と

した、訪日前日本語研修（12ヶ月間）が現地にては

じまり、2014 年には 138人の看護師候補者と介護

福祉士候補者が来日し、日本語研修や看護・介護

導入研修を受けている。

⑩日スイスEPA

　2009 年 9月に発効した日スイスEPAにおいても、

「自然人の移動」章（第 7 章）及びこれに係る附属

書 8 が設けられ、我が国は短期商用訪問者、企業

内転勤者、投資家、自由職業サービスに従事する

者、公私の機関との間の個人契約に基づくサービス

の提供に従事する者の入国及び一時的な滞在を約

束している。また日本側が求めていた滞在許可証の

人数制限について、日本の特定のビジネス従事者の

スイス入国滞在には適用しない旨スイスは約束して

いる。なお、同じく日本側が求めていた在スイスの

海外現地法人の取締役の国籍要件の撤廃について

は、関連するスイス国内法令が改正される形で実現

されたため、特別に「自然人の移動」章での約束と

いう形式には表れていない。

⑪日インドEPA

　2011年 8月に発効した日インド EPAにおいても、

「自然人の移動」章（第 7 章）及びこれに係る附属

書 7 が設けられ、我が国は商用訪問者、企業内転

勤者、投資家、資格所有自由職業サービスに従事

する者、独立自由職業サービスに従事する者、契約

に基づくサービスの提供に従事する者に加え、イン

ド料理人及び指導員の入国及び一時的な滞在を約

束した。「インド料理人」については、独立自由職

業サービスに従事する者として、「技能」の在留資

格に基づく我が国への入国及び一時的な滞在が許

可される。「契約に基づくサービスの提供に従事す

る者」は、インド側の要望に応じて、我が国が初め

て約束したものである。これまで我が国が締結した

EPAにおいては、日本国にある公私の機関と自然

人の間に個人的な契約が存在することを求めていた

のに対し、我が国の公私の機関とインドの公私の機

関の間の契約であっても、当該契約において、別途、

我が国の公私の機関とインドの自然人の間で労働契

約が成立していることが認められる場合には、入国

及び一時的な滞在を許可することを新たに約束した

ものである。なお、現行の出入国管理及び難民認

定法のもとでは企業間契約に基づく入国及び一時

的な滞在を認めており、この運用を変えるものでは

ない。また、指導員については、「ヨガ」、「インド料理」、

「インド古典・伝統舞踊」、「英語」の指導員について、
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「教育」の在留資格に基づく入国及び一時的な滞在

が許可される。また、インドは商用訪問者（投資家

を含む）、企業内転勤者、契約に基づくサービスの

提供に従事する者、独立自由職業サービスに従事す

る者に対し入国及び一時的な滞在を約束した。

⑫日ペルーEPA

　2012 年 3月に発効した日ペルーEPA において

も、「商用目的の国民の入国及び一時的な滞在」章

（第 9 章）及びこれに係る附属書 8 が設けられ、短

期商用訪問者、企業内転勤者、専門家等の入国及

び一時的な滞在について協定で約束をした。特にペ

ルー側は日本企業の関心事項であった査証発給の

迅速化に合意し、ペルー側として初めて、20 執務

日以内に決定を行うこと等を約束した（第三国との

EPAにおいては、45日以内を約束）。一方、日本

側はペルー料理の国家試験の設立を条件として、ペ

ルー料理人の入国要件の緩和（10 年以上の実務経

験を5 年以上に緩和）を約束した。

⑬日オーストラリアEPA

　2015 年 1月に発効した日オーストラリア EPAに

おいても、「自然人の移動」章（第 12 章）及びこれ

に係る附属書 10 が設けられ、日本側は，短期の商

用訪問者，企業内転勤者，投資家，我が国の資格

を持った自由職業サービス提供者（弁護士，公認会

計士等），個人的な契約に基づくサービス提供者及

びそれらの者に同行する配偶者と子に分類されるそ

れぞれの豪州の国民に対し，入国及び一時的な滞

在を許可することを約束した。特に，商用目的の国

民に同行する配偶者及び子の入国及び一時的な滞

在については，これまで我が国が締結済みのＥＰＡ

において約束したことはなく，日・豪ＥＰＡにおいて

初めて約束するものである。

⑭日モンゴルＥＰＡ

　2015 年 2月に署名した日モンゴルEPAにおいて

は「自然人の移動」章（第 8 章）及びこれに係る附

属書 7 が設けられ、日本側は、短期の商用訪問者、

企業内転勤者、投資家、我が国の資格を持った自

由職業サービス提供者（弁護士、公認会計士等）、

個人的な契約に基づくサービス提供者及びそれらの

者に同行する配偶者と子に分類されるそれぞれの

モンゴルの国民に対し、入国及び一時的な滞在を

許可することを約束した。また、モンゴルの情報処

理技術に関する試験に合格したモンゴル人について

は、「技術」の在留資格に係る要件のひとつである

学歴要件（大卒若しくはこれと同等以上の教育を受

けていること）を要しないことを約束した。

（3）諸外国の FTA における人の移動
に関する措置の事例

①米国・シンガポール

　2003 年 5月に調印、翌年 1月に発効した米・シ

ンガポール自由貿易協定（United States-Singapore 

Free Trade Agreement）は、21章からなるその協

定の中で、「第 8 章　国境を越えるサービス貿易」、

「第 11章　商用者の一時的入国」及び「第 17 章　

労働」の各章で「人の移動」に関する規定を記して

いる。本協定における約束は、人の移動の自由化と

いう点でみると、米国にとっては GATS における約

束内容を大きく超えるものではない。つまり、相手

国内での求職活動を行うための人の移動は両国とも

自由化していないということである。両国は 90日の

範囲内で、労働許可なくして、相手国内において事

業活動を行うことを認めているが、当該国の労働市

場への参入を目的としないことの証明として、例えば

主たる収入源が締約相手国でないことの証明を求め

ていること（附属書 11A）、米国が、専門職業サー

ビスを提供しようとするシンガポールの商用者に対し

て、年間 5,400人までは申請を承認する義務を負う

こと（附属書 11A.3）が挙げられる。その他の特徴

的な点として、専門職業サービス提供者の資格認定

及び相互承認について相互に受け入れ可能な基準・

標準の開発を検討していること（附属書 8C）、他方、

労働法を国際労働基準に合致させる努力義務、更

に係る労働法の執行における裁量権を適切に行使す

る義務を明記していること（第 17 章）が挙げられる。
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② EU・アルジェリア

　EUとアルジェリアは、1996 年 6月よりいわゆ

る欧州地中海連合協定（Euro-Mediterranean　

Agreement Establishing an Association Between 

the European Community and Its Member 

States , of the One Part , and the People’s 

Democratic Republic of Algeria, of the Other 

Part）に関する交渉を開始し、2002 年 4 月に同協

定を締結した。連合協定は単なる貿易協定にとどま

らず、政治・安全保障対話、経済協力、社会・文

化協力、法務協力等、広範な内容を有する。この

中で「人の移動」に関する条項は、第 33 条、第

83 条及び第 84 条に含まれている。人の一時的入

国に関して、EU は、GATS において企業内転勤者

等の入国を認めており、アルジェリアとの本協定の

約束内容は GATS における約束の範囲内に留まる。

本協定で追加的に約束されているのは、不法入国

者の規制に対する協力（第 84 条）であり、域外か

らの不法入国・滞在の阻止が EUにとっての課題と

位置づけられていると考えられる。

EU・アルジェリア　不法入国の防止及び管理における協力（抜粋）

③EU・スイス

　スイスは 1972 年 12 月に EU（当時は EC）との

自由貿易協定を締結したが、EU及び EEA（欧州

経済地域）には不参加であるため、これを補完す

るために、人の移動、空運、陸運、農産品、公共

調達、科学技術協力、相互承認について、二国間

協定をそれぞれ EUと締結している（1999 年 6月調

印、2002 年 6月1日発効）。「人の移動」に関する

二国間協定（Agreement between the European 

Community and Its Member States, of the one 

part, and the Swiss Confederation, of the other, 

on the free movement of persons）は本文全 25

条、「附属書 1 人の自由な移動」、「附属書 2 社会保

障スキームの調整」及び同附属書に関する「議定書」、

更に「附属書 3 専門職業資格の相互承認」からな

る大部の協定である。この協定では、他方当事国

国民が雇用を得るため又は非経済活動のために入

国し合理的な期間滞在することを認め（第 2 条第 1

項）、更に他方当事国国民に対して、自国内におけ

る被雇用者及び自営業者の居住を許可しており、特

に短期の労働者については居住許可を不要としてい

る（第 6 条・第 12 条）。相互承認については、被

雇用者及び自営業者としての労働が容易にできるよ

うにするため、修了証書、卒業証書及びその他の

資格の相互承認に必要な措置を講ずることとしてい

る（第 9 条）。ただし、スイスは、協定発効後 5 年

間は、入国後の居住期間 4 か月以上 1年未満の者

及び 1年以上の者に関して、数量制限を行うことと

しており、係る制限は 6 年目以降に撤廃することと

なっている（第 10 条第 3 項）。毎年の移住許可数は、

前者については 115,500、後者については 15,000と

なっている（状況により若干の増加はあり）。スイス

の GATS における約束状況は、分野横断的約束に

おいて 2 つのカテゴリーを設け、第一のカテゴリー

「特定の事業所若しくは会社内においてスイスに移

動する重要人物（企業内転勤者）」については 3 年
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EU・スイス　GATSにおける約束内容を超える規定（抜粋）

間（最大 4 年まで延長可）、第二のカテゴリー「スイ

スに移動する他の重要人物」（サービス販売者、商

業拠点設置のための責任者）については 1年間のう

ち 3 か月までの滞在を認めるとともに、これらの人

物に関しては、一定の例外措置を除き内国民待遇

が保障されていることが明記されている。本協定は

GATS における約束内容を大きく超え、EUとの間

で可能な限り「人の移動」を自由化しようとする姿

勢が示されている一方、第 10 条において、協定発

効後の移行期間に数量制限を適用する権利をスイ

スに与えている点は、急速な人の移動の自由化によ

る社会的・経済的な混乱を回避するための工夫とみ

なすことができる。

④豪州・タイ

　2004 年 7月に調印し、翌 2005 年 1月に発効し

た豪・タイ自由貿易協定（Australia Thailand Free 

Trade Agreement）は、「人の移動」については、

「第 8 章　サービス貿易」において一般的な条項を

設けている他、「第 10 章　自然人の移動」で詳細

を規定している。豪州の GATSにおける「人の移動」

に関する約束では、4 つのカテゴリーを設けて入国

と一時的滞在を規定している。それは、a）経営者

及び上級管理者の企業内移転（当初 4 年間の滞在）、

b）独立の経営者（当初 2 年間の滞在）、c）サービ

ス販売者の商用訪問（当初 6 か月、最大 12 か月ま

での滞在）、d）専門家（労働市場テストを条件に当

初 2 年間、最大 4 年間までの滞在。一定の条件を

満たす場合は労働市場テスト免除）である。したがっ

て、本協定において豪州が追加的に約束した点は、

豪州が専門タイ調理師の一時的入国を認めているこ

と、タイ・マッサージ・セラピストの資格承認の協議

を行うことである。



684

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

⑤インド・シンガポール

　2005 年 6 月 29 日にインド・シンガポール間

で調印された包 括的 経 済 協力 協定（CECA：

Comprehens ive  E conom ic  C ooperat i on 

Agreement）は、第 9 章として「自然人の移動」

を設けている。商用訪問者、短期サービス提供者

という短期の一時的入国に加え（第 9.43 条）、企業

内転勤者、専門職業家の長期の一時的入国に関す

る条項を設けている（第 9.5 条）。これは、インド

が GATS において約束している内容を大きく超える

ものではないが、企業内転勤者の滞在期間（GATS

では最大 5 年）と配偶者及び扶養家族の雇用につ

いて、GATSよりも特恵的な条件を提供している。

更に、専門職業家について、システムエンジニア、

電気工、自動車整備士、科学者、医師、会計士等

の127 職種に関する在留資格の発行を約束してい

る。これらの職種は、大卒以上の学歴が必須であり、

高度人材の移動促進を目指していることがわかる。

特に、会計・監査サービス、建築サービス、医師・

歯科医師・看護師サービスの独占資格については、

協定発効後 1年以内に資格の相互承認を実施する

旨が相互承認に関する章に規定されており、入国管

理政策に影響する約束となっている。

（4）入国審査の円滑化に関する措置の
その他の事例（APEC）

①APECビジネス・トラベル・カード

　1996 年 11月のマニラにおけるAPEC 首脳会議

において、APECビジネス諮問委員会（ABAC）の

提言を受けて、APEC 域内におけるビジネス関係者

の移動を促進するためのAPECビジネス・トラベル・

カード（以下、ABTC）の試験運用を開始することが、

フィリピン大統領、韓国大統領及び豪州首相の間

で合意された。1997年5月に上記3か国（フィリピン、

韓国及び豪州）により試行が開始され、その後参

加国・地域が拡大し、現在、19 か国・地域が参加

している（豪州、ブルネイ、チリ、中国、香港、イ

ンドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュー

ジーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、

シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、ロシア）。ま

た、カナダ及び米国は暫定参加（参加準備中）して

いる。日本は、ビジネス関係者からの強い要望を受

けて、2002 年 10月にメキシコで開催された APEC

首脳会議において参加意向を表明し、2003 年 4 月

1日から運用を開始している。ABTC の発行枚数

は年々増加しており、2009 年度は 752 枚、2010 年

度は 1140 枚、2011年度は 2138 枚、2012 年度は

2195 枚となっている。ABTC は、申請者の属する

各国政府又は各地域行政府（日本の場合は外務省）

3

豪州・タイ附属書 8　約束スケジュール　豪州（抜粋）

Ⅰ．分野横断的約束

3
6 12

4 10
3 Specialist Thai chefs 4

4



685

第
Ⅲ
部第 3章　人の移動

第
３
章

人
の
移
動

が、他の参加国・地域から当該申請者について事

前審査の承認を受けた上で交付する。交付対象者

の基本要件は下記のとおりである。

　　（a）犯罪歴を有さないこと

　　（b）有効な旅券を有すること

　　（c） 商用目的でAPEC 域内を短期かつ頻繁に

移動する必要のある真正なビジネス関係者

であること

　事前審査については、申請者からの依頼後 2 週

間以内に手続を完了するよう最善の努力をすべきと

されているが、参加国・地域からの回答がそろうま

でに数か月を要することから、事前審査状況を確認

するためのウェブサイトが設けられている。ABTC

保持者は、ABTC の裏面に表示された ABTC 制

度参加国・地域に短期商用目的で入国・滞在する

際には、旅券及びABTC のみで（即ち査証なしで）

入国審査を受けることができる。入国が許可されれ

ば、その参加国・地域の法令に従い、概ね 2 か月

又は 3 か月の滞在が可能になる。ABTC の有効期

間は、ABTC の交付日から 3 年間（旅券の有効期

間の残りが 3 年未満の場合はその期間）とされる。

ABTC 保持者は、入国審査の際にABTC 専用レー

ン（日本の場合、成田国際空港、関西国際空港及

び中部国際空港に専用レーンを設置）を利用するこ

とができ、円滑な審査を受けることができる。

（5）資格の相互承認に関するその他の
事例

①ワシントン・アコード

　1989 年 11月に、豪州、カナダ、アイルランド、ニュー

ジーランド、英国、米国の参加により結ばれた協定

であり、各国の技術者教育認定機関が、それぞれ

の認定基準及び審査の手順と方法が実質的に同等

であるということを相互承認したものである。その

後、香港（1995 年）、南アフリカ（1999 年）、日本（2005

年）、シンガポール（2006 年）、韓国（2007年）、台

湾（2007 年）、2009 年にはマレーシアが加わった。

2011年 1月現在、ドイツ、インド、ロシア、スリラ

ンカ、トルコ、パキスタンが加盟準備を進めている。

GATS にも通報されている。ワシントン・アコードは、

他の加盟団体が認定した技術者教育プログラムの

修了者に対し、自国の認定機関が認定したプログラ

ム修了者と同様な専門技術者の免許交付や登録上

の特典を与える前提としての実質的同等性に関する

国際協定となっている。あくまで同等性を担保する

ものであり、これに認定されたから即在留資格が付

与されるというものではない。

②APECエンジニア

　1995 年 11月に大阪で開催された APEC 首脳会

議において、「APEC 域内の発展を促進するため

には、技術移転が必要であり、そのためには国境

を越えた技術者の移動が不可欠である」旨の決議

を受けて設けられた技術者資格相互承認の方法。

2000 年 11 月1日、APEC エンジニアの要件が取

りまとめられ、2011年 2月現在では、日本、豪州、

カナダ、香港、韓国、マレーシア、ニュージーランド、

インドネシア、フィリピン、米国、タイ、シンガポー

ル、台湾及びロシアが正式加盟し、現在は 14 か国・

地域が加盟している。APEC エンジニアでは機械、

電気・電子、情報、建築等の16 の技術分野が指定

されており、APEC エンジニアに登録されると、加

盟国内において同等性が認められる。ワシントン・

アコードと同様に、あくまで同等性を担保するもの

であり、これに登録されたから即在留資格が付与さ

れるというものではない。

③ASEANサービス分野に係る相互承認

　ASEAN におけるサービス提供者に関しては、

2001年の第 7 回 ASEAN サミットにおいてサービ

スの相互承認についての交渉が開始されることとな

り、2007 年に ASEAN 事務局より出されたブルー

プリントにおいて、エンジニア、建築、看護、測量、

会計、医療、歯科医療のサービス7分野について

相互承認を進めることとされ、2009 年までに上記

7分野について、基本原則ないし承認手続きが合意

されている。

　2014 年 8月開催のアセアン経済閣僚会合では



686

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

ASEAN 資格参照枠組み（ASEAN Qualifi cation 

Reference Framework）が合意されたものの、7

分野の相互承認については各国の批准が遅れてお

り、今年のASEAN 統合には間に合わない可能性

も生じている。この為、統合にむけた進捗管理につ

いては、全般に、従来のAEC Blueprint に代えて、

今後策定されるASEAN Community's Post2015 

Visionという枠組みの中で進められることが、上記

経済閣僚会議と同年 11月のASEAN 首脳会議で

合意されている。

④情報処理技術者試験に係る相互承認

　EPAの枠外であるが、我が国と諸外国で資格の

相互承認をしている例として、情報処理技術者試験

がある。情報処理技術者試験は、「情報処理の促

進に関する法律」に基づき経済産業省が、情報処

理技術者としての「知識・技能」が一定以上の水準

であることを認定している国家試験である（試験運

営主体は独立行政法人情報処理推進機構（IPA））。

　2000 年 10月に開催された ASEAN＋日・中・韓

経済閣僚会合において、日本が提唱した「アジア

ITスキル標準化イニシアティブ」が採択され、わが

国の 30 年以上にわたる情報処理技術者試験の経

験・ノウハウを活かして、アジア地域で IT 技術者

を対象とする試験制度を創設し、出題範囲等が同

等レベルであることを相互承認することを通じてア

ジア各国の IT人材育成を支援し、IT人材の流動

性の向上・有効活用を図ることとなった。この施策

に従って、IPAでは、これまでインド、シンガポール、

韓国、中国、フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、

台湾、マレーシア、モンゴルの11か国・地域との間

で相互承認を行い、覚書を取り交わしている。なお、

各国の試験合格者は、日本へ入国する際に必要と

なる就労ビザの取得要件が緩和される。（現在、イ

ンド、シンガポール、韓国、中国、フィリピン、ベト

ナム、ミャンマー、台湾、マレーシアが対象）

　日本とベトナム、モンゴルとのEPAにおける人の

移動章では、本制度の関連で「大学教育又はそれ

以上の教育を修了していない自然人で、情報処理技

術に関する試験に合格しており、かつ、情報処理に

関する技術又は知識を必要とする｢技術」「人文知識・

国際業務」の在留資格に基づく活動」についても約

束している。

（6）経済的視点と意義
　現在、人の移動の自由化については、先進各国

の労働市場の開発途上国への開放が最も大きな論

点である。非熟練労働者も含めた労働市場の開放

については、先進国では反対の立場、途上国は賛

成の立場を取ることが多い。特に、非熟練労働者

に対する労働市場の開放に伴い、受け入れ国となる

ことの多い先進国にとっては労働力不足の解消等の

メリットと、賃金水準の低下、社会的コストの増加

といったデメリットの両方あることから、各国とも慎

重な立場を取っている。

　開発途上国側は、先進国で働く労働者からの送

金により相当の収入を得ることができるため、賛成

の立場を取っているものと考えられる。
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（1）ルールの背景
　ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、一括受諾の一

環として TRIPS 協定が合意された。他のWTO 協

定は、原則として、貿易制限や差別的措置を禁止

するものか、例外的な貿易制限についての要件・

手続を定めるものであるが、TRIPS 協定は、加盟

国の国内の制度について直接規律をするものであ

り、それまでの協定とはその性格が大きく異なるも

のであった。その後の国際的な議論においては、

TRIPS 協定により義務化された知的財産保護制度

が自国の企業や経済の発展に寄与していないとの

認識などから、知的財産保護の強化に反対、ある

いは独自の要求をする動きが表面化し、その結果、

マルチのフォーラムにおける各国の立場の隔たりが

大きくなり、多国間での制度調和の議論を進展させ

ることが困難な状態となっている。知的財産の保護

強化、実効的なエンフォースメントといった知的財

産保護体制を構築するためには、WTO 体制の下

でのマルチによる体制構築が望ましいことはいうま

でもないが、このような現状からは、ルールメイキ

ングの場としてふさわしいマルチの場と、より迅速な

交渉が可能であるプルリ、バイ等の場を目的に応じ

てバランスよく利用して、体制構築を図って行く必要

がある。

　現状では、アジア諸国を中心として日本製品の

模倣品・海賊版等の不正商品の製造・流通による

知的財産権侵害が発生しており、日本企業が事業

を行う上での障害のひとつとなっている。これに

ついても、WTO の場での問題提起や TRIPS 協

定上の紛争解決手続きも視野に入れつつ、相手国

の事情に応じたプルリ、バイなどの個別交渉によ

り、TRIPS 協定の確実な実行を求めるとともに、

TRIPS 協定以上の義務も求めていくことが重要で

ある。

（2）法的規律の概要
　TRIPS 協定においては、第 4 条において知的財

産権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与え

る利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加

盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる、と

の最恵国待遇が規定されており、知的財産権の「保

護」は、取得可能性、取得、範囲、維持及び行使

に関する事項並びにTRIPS 協定において特に扱わ

れる知的財産権の使用に関する事項を含むことが

規定されている（TRIPS 協定第 3 条脚注）。他方、

1947 年の GATT 第 24 条や GATS 第 5 条に対応

する規定は、TRIPS 協定には設けられていない。

そのため1947 年の GATT 第 1 条に規定される最

恵国待遇の例外により特定地域内のみでの撤廃が

可能な関税等とは異なり、知的財産権に関しては、

EPA/FTAで規定された事項についてもTRIPS 協

定第 4 条で規定された範囲において最恵国待遇に

よりEPA/FTA 締結国以外のWTO 加盟国に均て

んされることとなる。

（3）我が国の EPA/FTA 知的財産章の
概要

　我が国はこれまで14 か国・地域とEPA/FTAを

締結し、日ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）を

除き、知的財産に関する規定を設けている。そこで

は TRIPS 協定以上の義務も規定しており、ここで

は、それぞれの知的財産章を概観する。現在まで

第4章
知的財産
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に締結してきた我が国の主要なEPA/FTAの知的

財産章における特徴は、大きく分類すると以下の 3

点となる。

（a）手続の簡素化・透明化

　TRIPS 協定は権利取得についての手続の詳細は

定めていないが、EPA/FTAで公証義務の原則廃

止、優先権証明書の翻訳文証明手続の簡素化など

の規定を導入することにより、特許出願などを行う

際の手続面の負担を軽減し、権利取得の容易化を

図っている。また、知的財産保護関連情報の入手を

容易にすることで、出願や権利執行などに関する予

見性の向上を図っている。

（b）知的財産の保護強化

　日本国特許庁の特許審査結果を提出することに

より、相手国で実体審査を経ずに特許取得ができ

るようにする、あるいは、相手国で早期に審査をす

るよう請求ができるようにするなどの制度により、権

利付与の迅速化を図っている。また外国周知商標

を保護する規定を盛り込むなど、知的財産保護の向

上を図っている。

（c）エンフォースメント強化

　TRIPS 協定は、第 51条において国境措置、第

61条において刑事罰につき規定しているが、義務

規定の対象とされているのは不正商標商品及び著

作権侵害物品についてのみであり、その他の知的

財産権侵害物品に関しては共に任意規定となってい

る。そこで、国境措置、刑事罰の対象となる権利を

拡大するとともに、TRIPS 協定で明示的に記載さ

れていない形態模倣行為の禁止等を明確に規定す

るなど、対象権利の拡大及び明確化による実体的

なエンフォースメント強化を行うとともに、TRIPS

協定第 57条に規定されている情報通知を義務化す

るなど、手続面での改善により、エンフォースメント

強化を図っている。

　各国とのEPA/FTAについては以下のとおり。

　

①日シンガポールEPA

　第 10 章において、①シンガポール特許取得の円

滑化、②知的財産権に関する両政府データベースの

連携、③知的財産権に関する合同委員会の設置、

が規定されているほか、知的財産権の分野におけ

る協力も定められている。そのうち、①に関しては、

日本国特許庁をシンガポール特許法上の「所定特許

機関」に指定することが規定された（同 EPA 第 98

条及び実施取極第 11条）。その結果、シンガポー

ル特許出願に対応する日本の特許出願の審査結果

をシンガポール知的財産庁に提出することにより基

本的に日本の審査結果が受け入れられ、シンガポー

ルで同国特許を取得する、という道が拓かれた。

②日メキシコEPA

　本協定には、知的財産章は設けられていないが、

第 14 章「二国間協力」の中の第 144 条（知的財産

の分野における協力）で、両締結国が知的財産分

野における協力を発展させる旨規定すると共に、情

報交換を行う事項の例示がなされている。なお、

第 3 章「物品の貿易」第 8 条（蒸留酒の地理的表

示の保護）は、附属書三に規定する蒸留酒の地理

的表示が、TRIPS 協定上保護される地理的表示

に該当することに両締約国が合意し、お互いに保

護を行うことを規定している。また、同協定の署名

時の首脳共同声明において、同協定の締結に伴い、

両国政府が知的財産権を侵害する模倣品及び海賊

版を撲滅するために必要な行動をとること、並びに

「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する

議定書」が商標の効果的及び世界的な保護に貢献

することが確認され、メキシコ政府が同議定書を批

准するためにあらゆる努力を払う意図が再確認され

ている（メキシコ政府は 2012 年 11月に同議定書を

批准、2013 年 2月に発効）。

③日マレーシアEPA

　本協定には第 112 条から第 130 条までの全 29

条からなる独立した知的財産章が設けられており、

主に『手続の簡素化・透明化』、『知的財産の保護
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強化』、『エンフォースメント強化』に係る条項から

構成されている。また、日マレーシア両国の目指す

方向性として、①知的財産の十分、効果的かつ無

差別の保護、②知的財産保護制度の効率的かつ透

明な運用の促進、③知的財産侵害に対する権利執

行措置の提供、が明確化されるとともに（第 112 条）、

協定締結後に①知的財産に関するあらゆる事項（模

倣品問題など）の協議や、②本交渉で合意できな

かった事項（条約加入など）の継続協議、などを実

施するための枠組みとして「知的財産小委員会」の

設置が定められている（第 129 条）。

　主な条項は以下のとおり。

（a）手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 国際分類の付与（第 116 条第 2項）

　特許出願、商標出願に対し、マレーシアが未加入

（日本は加入済）であるストラスブール協定、ニース

協定に基づく分類を付与することを両国で義務化し

た（EPA発効後の 2007年、マレーシアはニース協

定に加入）。

（ⅱ） 特許出願日から 18 か月後の出願公開制度の

導入（第 119 条第 5項）

　マレーシアでは、特許出願を特許登録時まで非

公開とする制度となっていたが、出願日から18 か月

後に公開する制度（出願公開制度）を規定した。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） 特許審査の迅速化（第119条第3項及び第4項）

　①自身の特許出願の審査を通常の出願よりも優先

して受けることの合理的理由（権利侵害など）があ

る場合には、その旨の請求を出願人が行うことがで

きる仕組みを導入した。②また、一方国に出願して

いる特許出願を他方国に出願している場合に、他

方国において通常の出願よりも優先して審査を受け

ることができる仕組みを導入した。

（ⅱ） 意匠の新規性阻却事由の拡大（第 120 条第 2

項及び第 3項）

　マレーシアでは、意匠の新規性阻却事由を「マレー

シアで公衆に公開済であるもの」としていたが、更

に「インターネットを通じて公開されたもの」を追加

した。併せて、「上記公開対象地域を外国にまで拡

大するよう努めること」を規定した。

（ⅲ） 周知商標の保護の強化（第 121 条第 2項）

　一方国内で周知されている商標について、他方国

において不正目的で出願された場合、当該出願を

拒絶又は取消すことを規定した。

（ⅳ） 不正競争の明確化（第 124 条第 2項）

　マレーシアでは不正競争防止法が存在しないた

め、TRIPS 協定では明記されていない「他人の商

品形態を模倣した商品の提供行為」「ドメインネー

ムの不正使用行為など」が本 EPA 協定上の不正競

争の対象に含まれることを明記した。

（c）エンフォースメント強化

（ⅰ） 権利侵害物品情報通知の義務化（第 125 条

第 2項）

　権利侵害物品の荷送人・輸入者の名称・住所を

権利者に通報することは、TRIPS 協定第 57条に

おいて任意規定とされているが、これを両国で義務

化した。

（ⅱ） 積み戻し禁止の対象拡大（第 125 条第 3項）

　侵害物品の積み戻しを禁止することについては、

TRIPS 協定第 59 条において、商標のみが保護対

象となっていたが、この対象に著作権も含めた。

④日フィリピンEPA

　本協定には第 117条から第 130 条までの全 14 条

からなる独立した知的財産章が設けられており、主

に『手続の簡素化・透明化』、『知的財産の保護強

化』、『エンフォースメント強化』に係る条項から構

成されている。また、日フィリピン両国の目指す方

向性として、①知的財産の十分かつ無差別的な保

護、②知的財産保護制度の効率的・透明性のある

運用、③知的財産侵害に対する効率的な権利執行、

が明確化されるとともに（第 117条）、協定締結後

には、知的財産に関する保護強化・模倣品問題など

を継続的に協議するための枠組みとして「知的財産

小委員会」の設置が定められている（第 130 条）。
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（a）手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 公証義務の原則禁止（第 120 条第 2項）

　知的財産権の出願その他の行政手続について、

当局に提出される書類上の署名その他の提出者を

特定する方法についての公証義務を原則として禁止

した。

（ⅱ） 優先権証明書の翻訳文証明手続の簡略化（第

120 条第 4項）

　優先権証明書の翻訳文の正確性について認証要

件を課す場合、認証に代えて、翻訳者による翻訳

が誠実かつ正確に行われた旨の書面を提出すること

により行うことができる旨を規定。

（ⅲ） 国際分類の付与（第 120 条第 5項）

　フィリピンは特許分類に関するストラスブール協

定、商標分類に関するニース協定のいずれにも加盟

していないが、これら国際分類に従った分類の付与

を可能な範囲で両国の義務とした。

（ⅳ） 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 121

条）

　知的財産権の登録情報及びこれらに関し知的財

産庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護制

度に関する情報（エンフォースメントに関する自国の

活動についての情報を含む）を公衆が容易に利用

できるようにするため、適切な措置をとることを規定

した。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） 特許早期審査請求（第 123 条）

　特許の出願人が当局に対し出願を早期に審査す

べき旨の申請を提出できることを規定した。

（ⅱ） 形態模倣行為・混同惹起行為の禁止（第 128

条第 2項）

　不正競争の対象として、TRIPS 協定に明記され

ていない、他者の商品の外観を模倣する商品を販

売する行為・競業者のサービスとの混同を生じさせ

る行為が含まれることを明記した。

（c）エンフォースメント強化

（ⅰ） 税関差止め対象権利の拡大（第 129 条第 1項）

　税関における侵害品の差止め対象をTRIPSレベ

ルの商標、著作権などから、特許権、実用新案権、

意匠権にも拡大した。

（ⅱ） 刑事罰対象権利の拡大（第 129 条第 3項）

　刑事上の手続と罰則について、対象となる権利を

TRIPSレベルの商標、著作権などから知的財産全

体（特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路配

置権、及び植物の新品種に関連する権利）に拡大

した。

⑤日タイEPA

　本協定には第 122 条から第 144 条までの全 23

条からなる独立した知的財産章が設けられており、

主に『手続の簡素化・透明化』、『知的財産の保護

強化』、『エンフォースメント強化』に係る条項から

構成されている。また、日タイ両国の目指す方向性

として、①知的財産の十分、効果的かつ無差別の

保護、②知的財産保護制度の効率的かつ透明な運

用の促進、③知的財産侵害に対する権利執行措置

の提供、が明確化されるとともに（第 122 条）、協

定締結後に知的財産の保護強化・模倣品問題など

を継続的に協議するための枠組みとして「知的財産

小委員会」の設置が定められている（第 143 条）。

　主な条項は以下のとおり。

（a）手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 国際分類の付与（第 126 条第 2項）

　タイは特許分類に関するストラスブール協定、及

び商標分類に関するニース協定ともに未加盟である

ところ、これら国際分類に従った分類の付与を可能

な範囲で両国の義務とした。

（ⅱ） 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 127

条）

　産業財産権の出願・登録情報及びこれらに関し

知財庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護

制度に関する情報（エンフォースメントに関する自国

の活動についての情報を含む）を公衆が容易に利
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用できるようにするため、適切な措置をとることを規

定した。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） 新規性阻却事由の拡大（第 130 条第 2 項、

第 131 条第 2項）

　タイ国外において公知となった発明及び意匠、並

びにインターネット等を介して公知となった発明が新

規性を喪失することを規定した。

（ⅱ） 外国周知商標の保護（第 132 条第 2項）

　外国で周知の商標であって、不正の目的をもって

使用するもの又は権利者若しくは出所についての混

同を招くものについて、当該登録を拒絶又は取消す

ことを規定した。

（c）エンフォースメントの強化

（ⅰ） 国境措置の強化（第 138 条第 3項～第 5項）

　権利侵害物品の荷受人・輸入者の名称・住所を

権利者に通報することは、TRIPS 協定第 57条に

おいて任意規定とされているが、これを両国で義務

化した。また、商標権、著作権及び著作隣接権の

侵害物品につき、税関当局が職権により水際取締り

を開始できることを確保した。更に、侵害物品の積

み戻しを禁止することについて、TRIPS 協定第 59

条においては商標のみが対象となっているが、この

対象に著作権及び著作隣接権も含めた。

（ⅱ） 刑事手続・罰則対象権利の拡大（第 140 条

第 1項、第 4項）

　刑事上の手続と罰則の対象となる権利について、

TRIPS 第 61条においては商標権、著作権及び著

作隣接権が対象となっているが、これを知的財産

全体（特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路

配置権、及び植物の新品種に関連する権利）まで

拡大した。また、特許権・実用新案権・意匠権・

商標権及び植物の新品種に関連する権利の侵害を

非親告罪とした。

⑥日インドネシアEPA

　本協定には第 106 条から第 123 条までの全 18

条からなる独立した知的財産章が設けられており、

「手続の簡素化・透明化」、「知的財産の保護強化」、

「エンフォースメント強化」に係る条項から主に構成

されている。また、日インドネシア両国の目指す方

向性として、①知的財産の十分、効果的かつ無差

別の保護、②知的財産保護制度の効率的かつ透明

な運用の促進、③知的財産侵害に対する権利執行

措置の提供、が明確化されるとともに（第 106 条）、

協定締結後に知的財産の保護強化・模倣品問題な

どを継続的に協議するための枠組みとして「知的財

産小委員会」の設置が定められている（第 123 条）。

　主な条項は以下のとおり。

（a）手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 公証義務の原則禁止（第 109 条第 2項）

　産業財産権の出願その他の行政手続について、

当局に提出される書類上の署名その他の提出者を

特定する方法についての公証義務を原則として禁止

した。

（ⅱ） 優先権証明書の翻訳認証の禁止（第 109 条

第 4項）

　優先権証明書の翻訳文に対する認証を要求する

ことを禁止する旨を規定した。

（ⅲ） 「包括委任状制度」の導入（第 109 条第 5項）

　産業財産権の出願その他の行政手続について、

手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわ

たる複数の事件に対する包括的な代理権の授与を

可能とする包括委任状制度を導入する旨を規定し

た。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） 特許において「審査・審判結果の提供に基づ

く早期審査制度」の導入（第112条第3項、第4項）

　一方国に出願している特許出願を他方国に出願

している場合に、他方国において通常の出願よりも

優先して審査を受けることができる仕組みを導入し

た。
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（ⅱ） 意匠において「部分意匠制度」の導入及び「類

似意匠」の保護（第 113 条第 3項、第 4項）

　意匠権の範囲を、同一のみならず類似の意匠にま

で拡大。また、独立した製品として取引の対象とさ

れず流通をしない物品の部分に係る意匠を、意匠法

の保護対象とする制度を導入した。

（ⅲ） 商標において「外国周知商標制度」の導入（第

114 条第 2項）

　一方国内で周知の商標について、他方国において

不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶又は

取消すことを規定。

（c）エンフォースメントの強化

（ⅰ） 国境措置の強化（第 119 条第 1項、第 3項）

　税関における侵害品の差止め対象をTRIPSレベ

ルの商標、著作権等の輸入品から、輸出品にも拡大。

また、侵害物品の積み戻しを禁止することについて

は、TRIPS 協定第 59 条において、商標のみが対

象となっていたが、この対象に著作権も含めた。

（ⅱ） 刑事罰対象権利の拡大（第 121 条）

　刑事上の手続と罰則について対象となる権利を

TRIPSレベルの商標、著作権等から知的財産全体

（特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路配置権、

及び植物の新品種に関連する権利）に拡大。

⑦日チリEPA

　本協定には第 158 条から第 165 条までの全 8 条

からなる独立した知的財産章が設けられており、主

に『手続の簡素化・透明化』、『知的財産の保護強化』、

『エンフォースメント強化』に係る条項から構成され

ている。

　主な条項は以下のとおり。

（a）手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 国際分類の付与（第 159 条第 2項）

　チリは特許分類に関するストラスブール協定、及

び商標分類に関するニース協定ともに未加盟である

ところ、これら国際分類に従った分類の付与を両国

の義務とした。

（ⅱ） 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 160

条）

　知的財産保護制度に関する情報（エンフォースメ

ントに関する自国の活動についての情報を含む）を

公衆が容易に利用できるようにするよう、適切な措

置をとることを規定した。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） 商標に対する異議申立て機会の確保（第 161

条）

　TRIPS 協定上は任意規定となっている商標の出

願又は登録に対する異議申立ての機会を確保するこ

とを義務化した。

（c）エンフォースメントの強化

（ⅰ） 税関差止め対象権利の拡大（第 164 条第 1項）

　侵害品の差止め対象を TRIPSレベルの商標、

著作権の侵害輸入品から特許権、実用新案権、意

匠権にも拡大、加えてこれらの権利の侵害輸出品に

も拡大した。

⑧日ブルネイEPA

　本協定には、知的財産章は設けられていないが、

第 8 章「ビジネス環境の整備」中に知的財産権に

関する規定が盛り込まれている。

（a）知的財産の保護（第 97条）

　知的財産の保護をビジネス環境整備の要素として

位置づけ、両国が取り組むべき知的財産関連事項と

して以下を規定。

（1）知的財産保護の改善努力

（2）知的財産関連国際協定の遵守義務

（3）未加盟である知的財産関連国際協定への加

盟努力

（4）透明かつ簡素化された知的財産関連行政手

続の確保努力

（5）適切かつ効果的な知的財産権エンフォースメ

ントに向けた努力

（6）知的財産保護に関する公衆啓発の促進努力
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（b）協議メカニズムの設置（第 99 条）

　政府関係者及び必要に応じ民間関係者が参加す

るビジネス環境整備小委員会を設置。

⑨日ベトナムEPA

　本協定には第 80 条から第 98 条までの全 19 条

からなる独立した知的財産章が設けられており、主

に「手続の簡素化・透明化」、「知的財産の保護強化」、

「エンフォースメント強化」に係る条項から構成され

ている。また、日ベトナム両国の目指す方向性とし

て、①知的財産の十分、効果的かつ無差別の保護、

②知的財産保護制度の効率的かつ透明な運用の促

進、③知的財産侵害に対する権利執行措置の提供、

が明確化されるとともに（第 80 条）、協定締結後に

知的財産の保護強化・模倣品問題などを継続的に

協議するための枠組みとして「知的財産小委員会」

の設置が定められている（第 97条）。

　なお、主な条項としては、以下の内容が盛り込ま

れた。

（a）知的財産関連手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 公証義務の原則禁止（第 83 条 2項）

　産業財産権の出願その他の行政手続について、

当局に提出される書類上の署名その他の提出者を

特定する方法についての公証義務を原則として禁

止。

（ⅱ） 包括委任状制度（第 83条 5項）

　産業財産権の出願その他の行政手続について、

手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわ

たる複数の事件についての代理権の授与を可能とす

る制度（包括委任状制度）を実施する旨を規定。

（ⅲ） 不正競争の明確化（第 92条 3項）

　不正競争の対象として、TRIPS 協定では明記さ

れていない「ドメイン名の不正使用行為等」について、

本 EPA 協定に含まれることを明記。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） 特許の優先審査制度（第 86 条 3項）

　特許出願公開後に第三者が当該発明を実施して

いるときには、当該第三者による実施の証拠または

他国に出願された実質的に同一の発明についての

サーチ・審査結果等のいずれかを提出することによ

り、通常の出願よりも優先して審査を受けることが

できる仕組みを規定。

（ⅱ） 特許の訂正審判制度（第 86条 4項）

　特許権の付与後、請求項の範囲を減縮するため、

明細書、請求項の範囲、または図面の訂正を請求

することができる旨を規定。

（c）権利行使の強化

　裁判所による相当な損害額の認定（第 94 条 2 項）

知的財産権の侵害訴訟において、実際の経済的損

害の証明が事案の性質上著しく困難なときは、可能

な範囲で司法当局が損害額の認定権限を有する旨

を規定。

⑩日スイスEPA

　本協定は、既にTRIPS 協定等既存の国際約束

に規定された水準を上回る知財保護制度を有する

先進国同士の協定であり、今後の欧米先進国との

EPA交渉に先んじて、知財保護の包括的かつハイ

レベルな規定を設けたモデルケースとして位置づけ

られる。本協定には知的財産保護に関して第 107

条から第 129 条まで全 23 条の独立した章が設けら

れ、エンフォースメントの強化において TRIPS 協

定の保護を超える規定が盛り込まれた点が特徴。

また、知的財産に関する協議メカニズム（知財小委

員会）を設置している。

（a）手続の簡素化・透明化（第 112 条）

　知的財産保護の透明性を高めるため以下の規定

が盛り込まれている。

（1）特許出願及び付与、実用新案及び意匠登録、

商標出願及び登録、集積回路の配置に関する

登録、植物新品種の出願及び登録に関する情

報を公開すること。

（2）国境措置として取締当局による知的財産侵害

物品の差止めの申立てに関する情報を公開する
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こと。

（3）その他の知的財産保護制度に関する情報を

公開すること。

（b）知的財産の保護強化

（1）知的財産権保護の対象が特許権、商標権、

実用新案権、意匠権だけでなく、植物新品種

の保護（第 118 条）及び不正競争の防止（第

120 条）にまで及んだ包括的な保護を規定。

また、立体商標も保護対象とすることを明記（第

115 条）。

（2） 地 理 的 表 示（GI）（ 第 119 条） につき、

TRIPS 協定で規定されている範囲の保護に加

え、関連する表示（サービスにかかる表示、国

名、州名、紋章、国旗等）について我が国の

現行法令の範囲内で可能な限り保護する規定

を設けている。また、両国でそれぞれ保護さ

れている地理的表示を参考として、章末に付属

書の形で表示している。

（c）エンフォースメントの強化

（ⅰ） 国境措置の強化（123 条）

　侵害品の差止め対象をTRIPSレベルの商標権、

著作権等の侵害輸入品から、特許権、実用新案権、

意匠権にも拡大、加えてこれらの権利の侵害輸出品

にも拡大した。

（ⅱ） 刑事手続・罰則対象権利の拡大（125 条）

　刑事上の手続きと罰則について対象となる権利を

TRIPSレベルの商標権および著作権等から、知的

財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、集積回

路配置利用権、及び植物新品種に関する権利）、営

業秘密の不正開示及び不正競争行為に拡大。また、

対象となる行為として、輸出入し、又は通過させる

行為を規定。さらに、刑事罰の法人重課や、組織

的犯罪集団による特許権、商標権、著作権等の侵

害に対する司法当局の収益及び財産を没収する権

限についても規定。

（d）その他の規定

　インターネット上の知的財産権の保護を促進する

ために、インターネット・サービス・プロバイダが、

過度の責任を負うことなく、ウェブサイト上に掲載

された侵害要素を削除や、侵害要素の発信者の身

元を権利者に開示するための要件について規定（第

126 条）。

⑪日インドEPA

　本協定には第 102 条から第 109 条までの全 8 条

からなる独立した知的財産章が設けられており、主

に『手続の簡素化・透明化』及び『知的財産の保護

強化』に係る条項から構成されている。インドがこ

れまで締結した EPAにおいては、TRIPS 協定水

準を超える規定は設けられていなかったにもかかわ

らず、TRIPS 協定水準を超える要素を持つ、知的

財産の十分にして効果的かつ無差別な保護を確保

したことには意義がある。

（a）手続の簡素化・透明化

（ⅰ） 優先権証明書の翻訳認証の禁止（第 103 条

第 2項）

　翻訳の正確性に合理的な疑義を有する場合を除

き、優先権証明書の翻訳文に対する認証を要求す

ることを禁止する旨規定した。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） コンピュータ・プログラムを含む発明の特許

可能性（第 105 条第 1項）

　特許出願に係る保護の対象がコンピュータ・プロ

グラムを他のものとともに含むという理由のみで特

許出願を拒絶することを要求してはならない旨規定

した。

（ⅱ） 周知商標の更なる保護（第 106 条第 1項）

　商標が「他方の締約国において周知の場合」、又

は、「双方の締約国において周知の場合」のいずれ

か又は双方の場合に、適当な場合には他の関連す

る要因を考慮した上で、締約国は当該商標を周知

商標であることを決定する旨規定した。
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（ⅲ） 商標早期審査請求（第 106 条第 2項）

　商標の出願人が当局に対し、他の出願に優先し

て審査することの要請を提出でき、当局は当該要請

を考慮して、他の出願に優先して審査するよう努め

る旨規定した。

⑫日ペルーEPA

　本協定には、第 167条から第 188 条までの全 22

条からなる独立した知的財産章が設けられており、

知的財産の十分にして効果的かつ無差別的な保護

の確保、権利取得に係る手続の簡素化の措置をと

る旨が規定されている。また、知的財産の保護に関

し、コンピュータ・プログラムを含む発明の特許保

護可能性、部分意匠の保護、不正商標商品や著作

権侵害物品の輸出差止め等、TRIPS 協定の水準

を超える知的財産保護を規定している。

（a）手続事項の簡素化・調和

　国際分類の使用義務（第 170 条第 2 項）

　特許出願、商標出願に対し、ペルーが未加入（日

本は加入済）であるストラスブール協定、ニース協

定に基づく分類を付与することを両国で義務化し

た。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ） コンピュータ・プログラムに関連する発明の

特許可能性（第 174 条）

　特許出願に係る保護の対象がコンピュータ・プロ

グラムに関連する、という理由のみで、特許出願を

拒絶することを要求してはならない旨規定した。

（ⅱ） 部分意匠の保護可能性（第 175 条）

　意匠登録出願人の求めがあったときには、審査

における登録性について、物品の全体の意匠ではな

く、部分の意匠に基づいて判断しうることを確保す

る旨規定した。

（c）エンフォースメントの強化

（ⅰ） 国境措置の強化（第 182 条第 1項、第 2項）

　輸入または輸出されようとしている不正商標商品

または著作権侵害物品について、権利者の申立て

により、または職権により、税関当局が解放を国境

で停止する手続を定める旨規定した。また、国境措

置が行われた際、荷送人、荷受人、輸入者、輸出

者の名称・住所を場合に応じて権利者に通報する旨

規定した。

（ⅱ） インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）

（第 185 条第 1項、第 2項）

　ISPが著作権及び関連する権利を侵害するコンテ

ンツを削除することを奨励するため、ISP の責任を

制限する法的枠組みを設ける旨規定した。また、著

作権・関連する権利の権利者が、正当な理由があ

る場合に、ISP から、侵害を行った疑義のある者を

特定する情報を迅速に入手することができるように

する手続を、両国が設けることを義務化する旨規定

した。

⑬日オーストラリアEPA

　本協定には、第 16.1 条から第 16.21条までの全

21条からなる独立した知的財産章が設けられてお

り、知的財産の十分にして効果的かつ無差別的な

保護の確保、権利取得に係る手続の簡素化の措置

をとる旨が規定されている。また、知的財産の保護

に関し、立体商標の保護、商標権または著作権も

しくは関連する権利の侵害物品についての、職権に

よる輸出差止め等、TRIPS 協定の水準を超える知

的財産保護を規定している。また、知的財産に関す

る協議メカニズム（知財小委員会）を設置している。

（a）手続の簡素化・透明化（第 16.6 条）

　知的財産保護の透明性を高めるため以下の規定

が盛り込まれている。

（1）特許出願及び付与、意匠登録、商標出願及

び登録、植物新品種の出願及び登録に関する

情報を公開すること。

（2）国境措置として取締当局による知的財産侵害

物品の差止めの申立てに関する情報を公開する

こと。

（3）その他の知的財産保護制度に関する情報を
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公開すること。

（b）知的財産の保護強化

（ⅰ）立体商標の保護（第 16.9 条）

　文字や図形といった平面的なもののみならず、立

体的形状についても商標として登録することができ

る旨規定した。

（ⅱ） 著作権等集中管理団体の業務促進（第 16.12

条第 2項）

　著作権等の集中管理団体の業務につき、利用料

の徴収・分配の透明性、公正性等を確保すること、

徴収・分配の記録を行うことを奨励する旨規定した。

（c）エンフォースメントの強化

（ⅰ） 国境措置の強化（第 16.18 条）

　輸入または輸出されようとしている商標権または

著作権もしくは関連する権利を侵害する疑いのある

物品について、職権により、税関当局が解放を国境

で停止する手続を定める旨規定した。また、国境措

置が行われた際、荷送人、荷受人、輸入者、輸出

者の名称・住所を場合に応じて権利者に通報する旨

規定した。

（ⅱ） インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）

（第 16.16 条）

　ISP が著作権を侵害するコンテンツを削除するこ

とを奨励するため、ISP の責任を制限する措置を設

ける旨規定した。

（4）諸外国の動向
①米国の FTAにおける知的財産章の概要

　米国のFTAにおける知的財産戦略は、2002 年

通商法に見られるように、米国の国内法の保護水

準を相手国において担保することを目指していると

考えられる。米国 FTAにおける知的財産条項は、

図表Ⅲ‐4 のように 3 つの柱に大別することができ

る。これは、著作権関連産業、医薬品産業といっ

た米国において、競争力が強く、知的財産について

関心の高い産業分野を反映していると言えよう。
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　二国間協定においては、TRIPS 協定で任意とさ

れている事項を義務化したり、規定されていない事

項について新たな規律を導入したりすることが考え

られるが、米国 FTAの知的財産章はこの側面を

積極的に推進していると言える。なお、TRIPS 協

定では最恵国待遇（MFN）義務が規定されており、

当該協定の対象であって TRIPS 協定の対象となっ

ている知的財産に関するEPA/FTAの条項に基

づく措置は、EPA/FTA 締約国の国民のみならず

WTO 加盟国の国民全体に適用しなければならな

い。但し、TRIPS 協定の対象とならない知的財産

権及び MFNの例外として同協定に限定列挙された

ものについては、MFN 義務は及ばないことになる。

　TRIPS 協定を超える義務を課す規定として、具

体的には以下の例が挙げられる。

（a）著作権保護期間の延長

　著作権分野において、TRIPS 協定第 9 条第 1項

が引用するベルヌ条約第 7条は、著作物について

著作者の死後 50 年、TRIPS 協定第 14 条第 5 項

では実演家及びレコード製作者について実演又は

固定から50 年の保護期間を規定している。これに

対して、例えば、米豪 FTAでは、著作権、実演家

及びレコード製作者の権利に、70 年の保護期間を

規定している。

（b）テストデータ保護

　TRIPS 協定第 39 条第 3 項は、「新規性のある

化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の

販売の承認の条件として、作成のために相当の努力

を必要とする開示されていない試験データその他の

データの提出を要求する場合には、不公正な商業

的使用から当該データを保護する」と規定している。

これに対し、米国 FTAでは、提出データの排他的

な利用期間を規定するなど、より明確かつ具体的な

規定を導入している。

（c）技術的手段の回避の禁止

　著作権侵害防止のため、著作物、実演、レコー

ドその他保護された対象に対するアクセスをコント

ロールする、または著作物を保護するための効果

的な技術的手段の回避を禁止する規律を導入してい

る。

（d）国際消尽

　TRIPS 協定は第 6 条において、最恵国待遇及び

内国民待遇に関する規定以外は、紛争解決上、国

際消尽（並行輸入の許容）の問題を取り扱うために

当該協定のいかなる規定も用いてはならない旨を規

定している。これに対し、例えば、米豪 FTAでは、

特許医薬品を並行輸入することを制限する規定が設

けられている。

②EUの FTAにおける知的財産章の概要

　従来、EUのFTA 知的財産章への取組は、米国

のそれとは異なり、一般規定、条約への加盟義務

が中心の簡潔な規定となっていることが多かった。

これに対して、EU 韓 FTAなど、近年締結された

FTAは従来よりも詳細な規定となっており、EUの

今後のFTAの進め方が注目される。

　EU 韓 FTAにおけるTRIPS 協定を超える義務

を課す規定には、米国 FTAの規定と重複するもの

も多く存在するが、以下のように特徴的な規定も見

られる。

（a）地理的表示の保護

　TRIPS 協定第 22 条は、「消費者の誤認混同」を

要件に地理的表示を保護する旨を規定しているが、

特にぶどう酒（ワイン）及び蒸留酒（スピリッツ）に

関する地理的表示に対しては、同第 23 条において、

他の産品に比べて強力な保護（追加的保護）を規

定している。これに対し、EU 韓 FTAにおいては、

この追加的保護の対象を、ぶどう酒及び蒸留酒に

加え、農産品及び食品にも広げることを規定してい

る。また、EUについては 162 種類、韓国について

は 64 種類の地理的表示を保護対象とすること、そ

の対象は合意により拡大することについても規定し

ている。



知的財産権関連の国際条約コ ラ ム

世界知的所有権機関（WIPO）

　WIPO は、特許権、意匠権、商標権、著作権など

の知的財産に関する国連の専門機関である。各国制

度の調和などを目的とする条約の策定、技術協力を

通じた開発途上国における保護水準の引き上げ、情

報化の推進によって知的財産保護の国際的な促進を

図り、知的財産権に関する条約、国際登録業務の管

理・運営を行っている。本部はジュネーブにあり、

加盟国は 188 か国（2015 年 1 月現在）である。

　WIPO で管理されている条約は以下のものがあ

り、世界の EPA/FTA には、これらの条約への加

入義務などを規定している協定も存在する（参考の

協定参照）。

1．知的財産保護

・工業所有権の保護に関するパリ条約（1883 年）

・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条

約（1886 年）

・虚偽又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関

するマドリッド協定（1891 年）

・実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関

する国際条約（ローマ条約）（1961 年）

・許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作

者の保護に関する条約（レコード保護条約）（1971

年）

・衛星送信される番組伝送信号の伝達に関する条約

（ブラッセル条約）（1974 年）※日本は未締結

・オリンピック・シンボル保護に関するナイロビ条

約（1981 年）※日本は未締結

・視聴覚著作物の国際登録に関する条約（フィルム

登録条約）（1989 年）※日本は未締結

・集積回路についての知的所有権に関する条約

（1989 年）※未発効、日本は未締結

・商標法条約（TLT）（1994 年）

・著作権に関する世界知的所有権機関条約（WCT）

（1996 年）

・実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条

約（WPPT）（1996 年）
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（b）未登録意匠の保護

　TRIPS 協定に関連規定のない未登録意匠（デザ

イン）について、その使用を防止する法的手段を規

定しなければならないとしている。

（c）国境措置の対象の拡大

　TRIPS 協定第 51条では、商標権及び著作権を

侵害する物品に対しての国境措置を規定している。

これに対し、EU 韓 FTAにおいては、国境措置の

対象を、特許、意匠、地理的表示及び植物新品種

の育成者権まで拡大している。

（5）経済的視点及び意義
　第 II 部第 12 章知的財産に記入したとおり、国際

的に適切な知的財産の保護は、自由貿易の更なる

推進及び健全な発展のために不可欠であり、技術

力のある国にとっては、当該国企業が海外市場に安

心して投資を行う際の前提となる。他方、技術力を

もたない開発途上国にとっても円滑な技術移転の促

進などを通した経済的発展が期待できる。

（6）主要ケース
　我が国が、EPAの知的財産に関する義務規定か

ら具体的な法令や通達改正を迫られたものはない。

このことは、我が国の立場から見ると、EPAの知

的財産規定が、専ら相手国の知的財産制度の強化

という役割を有していることを意味している。EPA

上の紛争解決手続に関しても、知的財産に係る権

利義務については、相手国の義務履行を問う場とし

て利用されることになると考えられる。今後の具体

的ケースの積み重ねにより、その実用性などについ

ての検証がなされることになろう。



偽造品の取引の防止に関する協定（ACTA：Anti-Counterfeiting Trade Agreement）の経緯と意義コ ラ ム

【経緯】

　知的財産権の執行を強化するための新しい国際的

な法的枠組みである「偽造品の取引の防止に関する

協定」（以下、「ACTA」）は、2005 年 G8 サミット

において我が国が提唱し、我が国の他、米国、EU、

スイス、カナダ、韓国、メキシコ、シンガポール、オー

ストラリア、ニュージーランド、モロッコが参加し、

計 11 回の交渉会合を経て、2010 年 10 月に大筋合

意に至った。ACTA は 2011 年 5 月 1 日から署名の

ために開放されており、2011 年 10 月には、東京に

て署名式が開催され、我が国をはじめ、米国、カナ

ダ、韓国、シンガポール、オーストラリア、ニュー

ジーランド、モロッコの計 8 カ国が署名した。2012

年 1 月には、EU 及び EU 加盟国（全 27 か国中 22

か国）が、同年 7 月にはメキシコがそれぞれ東京に

て署名した。また、我が国は、2012 年 10 月 5 日に

受諾書を寄託し、ACTA の最初の締約国となった。

ACTA は 6 番目の批准書等が寄託された日の後 30

日で発効することとされている。

　なお、2012 年 7 月、EU では ACTA の締結が欧

州議会において否決された。2015 年 2 月末現在、

ACTA を締結した国は我が国のみにとどまってお

り、発効に必要な 6 カ国が締結する状況には至って

いない。

【ACTA の背景：模倣品・海賊版の世界的な拡散と

新しい国際的なアプローチ】

　模倣品・海賊版の世界的な拡散は、耐久性の低い

自動車部品や、発火の危険のあるリチウム電池の模

倣品等の流通により、消費者の安全や健康の直接的

な脅威となっている。更には模倣品・海賊版の製造

及び流通が、犯罪組織の安易な資金源になっている

可能性がある点も指摘されている。これらの問題は、

一つの国や二国間の取組だけでは必ずしも十分に解

決することは困難であり、より多くの国での取組が

求められている。知的財産権保護に係る現行のマル

チの国際規律として WTO/TRIPS 協定があるもの

の、近年の知的財産権侵害の手法の高度化、デジタ

・特許法条約（PLT）（2000 年）※日本は未締結

・商標法に関するシンガポール条約（2006 年）※

日本は未締結

・視聴覚的実演に関する北京条約（2012 年）※未

発効

・盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害の

ある者が発行された著作物を利用する機会を促

進するためのマラケシュ条約（仮称）（2013 年）

※未発効、日本は未締結

2．国際的保護制度

・標章の国際登録に関するマドリッド協定（1891

年）※日本は未締結

・意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ

改正協定（1925 年）

・原産地名称の保護及び国際登録のためのリスボン

協定（1958 年）※日本は未締結

・特許協力条約（PCT）（1970 年）

・特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関する

ブダペスト条約（1977 年）

・標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する

議定書（1989 年）

3．分類

・標章登録のための商品及びサービスの国際分類に

関するニース協定（1957 年）

・意匠の国際分類を定めるロカルノ協定（1968 年）

・国際特許分類に関するストラスブール協定

（IPC）（1971 年）

・標章の図形要素の国際分類を設定するための

ウィーン協定（1973 年）※日本は未締結
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ル技術の発展等により、主に海賊版及び模倣品によ

る知的財産権の侵害が増大したため、知的財産権に

関する執行のためのより効果的な法的枠組みの構築

が必要であるとの認識が高まった。そして 2005 年

の G8 グレンイーグルズ・サミットにおいて我が国

より、模倣品・海賊版防止のための法的枠組み策定

の必要性を提唱、その後、日米共同のイニシアティ

ブとして ACTA の交渉が開始された。

【ACTAの内容】

　ACTA は、TRIPS 協定における執行に関する枠

組みを更に発展させた「民事上の執行」、「国境措

置」、「刑事上の執行」、「デジタル環境における知的

財産権に関する執行」について規定している。例え

ば「国境措置」では、税関の職権による水際取締り

について、TRIPS 協定では任意規定にとどまって

いたが、ACTA では、被疑侵害物品の解放を税関

当局が職権により停止する手続を不正商標商品及び

著作権侵害物品の輸出入について義務づけた。また、

ACTA は、効果的な法的枠組みの構築にとどまら

ず、締約国の執行能力強化や締約国間の国際協力に

ついても規定している。

【ACTAの意義と展望】

　ACTA の意義は、第一に、締約国自身の知的財

産権保護に関する法的枠組みが強化される点にあ

る。第二に、締約国間の意見調整の場である委員会

設置やベストプラクティス共有等、締約国間の協力

を通じた執行の体制強化・質の向上も期待される。

第三に、ACTA の内容がエンフォースメントに関

する国際的規律の新たな標準モデルとなり、様々な

国際協定に取り込まれていくなど、ACTA 締約国

の範囲を超えて、知的財産エンフォースメントの強

化に向けた役割を果たすことも期待される。ACTA

締約国としては、二国間・複数国間協議など様々な

機会を利用して協定への理解を深めるとともに、ア

ジア地域を始めとした諸外国に対して協定への参加

を促していくことが期待される。
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第 5章　貿易政策・措置の監視

（1）ルールの背景
①海外直接投資の増加

　1980 年代以降、世界の海外直接投資は急速に

拡大しており、世界経済の成長を牽引する大きな役

割を果たしている。海外直接投資残高の対 GDP比

は、1980 年には対外直接投資額で 5.8％、対内直

接投資額で 5.3％であったことに対し、2013 年には

それぞれ 34.3％、35.4％に伸びている（UNCTAD

「World Investment Report 2014」）。我が国の国

際収支を見ても、証券投資収益及び直接投資収益

の受取の増加を反映して、2013 年の所得収支は約

16.5 兆円の黒字となる一方、貿易収支は約11.5 兆

円の赤字となり、所得収支が経常収支を支えている。

②二国間投資協定及び投資章を含む自由貿易協定

締結の傾向

　各国は、自国の投資家とその投資財産を投資受

入国において差別的扱いや収用（国有化も含む）な

どから保護するため、1950 年代末から二国間投資

協定（BIT：Bilateral Investment Treaty）を締結

してきた。海外直接投資の拡大等を受けて、1990

年代に飛躍的に増加し、2013 年末現在でその数は

2,902（投資章を含む自由貿易協定なども加えると

3,236）に達する。

第5章
投　　資

③OECDにおける取組

　海外直接投資の拡大が加速するにつれ、投資後

の投資財産の保護だけでなく、相手国に投資を行

う段階も含めて協定で規律しようとする動きが出始

めた。具体的には、外資規制など、国境を越えた

自由な投資を阻む障壁を削減しようとするものであ

る。1995 年、OECD において多数国間投資協定

（MAI：Multilateral Agreement on Investment）

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 1＞　世界の投資協定の数の推移

1．ルールの概観
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の交渉が開始された。これは、投資の自由化及び

保護に関し、包括的で拘束力のある多数国間の協

定をOECD加盟国間で策定しようとするものであっ

た。しかし、環境規制などの国家の規制権限が

MAIによって侵害されるといった NGO や加盟諸国

の懸念等を背景に交渉は行き詰まり、1998 年にフ

ランスが交渉脱退を決定したことをきっかけにして

決裂した。MAI は成立しなかったが、OECD では

早期から投資に係る国際取決めの策定に取り組ん

できた。例えば OECD 成立時（1961年）に成立し

た資本移動自由化規約（Code of Liberalization of 

Capital Movements）では、特定の留保以外は原

則として資本取引を自由化することが定められた。

また、1976 年には、世界経済の発展に大きな影響

を有する多国籍企業の行動に対して加盟国政府が

責任ある行動をとるよう勧告する多国籍企業行動指

針（「多国籍企業ガイドライン」）が作成され、その後、

世界経済の発展や企業行動の変化などの実情に合

わせ、環境、労働関係、情報開示の事項の追加や、

贈賄防止、消費者利益配慮について新たな章を設

けるなど、5 回の改訂が行われている。2011年の改

訂では、（1）自らの活動が直接は悪影響の一因となっ

ていなくとも、取引関係によって悪影響が自らの事

業等に関係する場合にそれを防止・緩和するための

デュー・デリジェンスの実施を求めること、（2）人

権に関する章の新設、（3）各国に置かれた連絡窓口

（NCP：National Contact Point）における処理期

間の目安設定などが行われた。この行動指針自体

には法的拘束力はなく、その実施は各国・企業の自

主性に委ねられている。

④エネルギー憲章条約（ECT）

　個別分野での取組としては、エネルギー分野の貿

易・投資・輸送の規律、特に旧ソ連圏諸国における

それらの規律の確保を目的として作成されたエネル

ギー憲章条約（ECT：Energy Charter Treaty）が

ある。同条約は欧州主導で交渉が開始され、1994

年に署名開放、1998 年に発効した。エネルギー憲

章条約は投資の規律を条約の3 つの柱の1つとして

いる。エネルギー分野に限定されてはいるが、一部

の投資自由化規定も含めて、主要な投資ルールが盛

り込まれている。日本は 1995 年に署名、2002 年

に批准している。多くの旧ソ連圏各国が参加する中、

ロシア（1994 年署名）は、暫定的適用の状態が継

続していたが、2009 年 10月18日に暫定的適用が

終了した。同国の暫定的適用期間中に ECT 加盟

国の投資家が投資した投資財産については、当該

適用終了の効力が生じた後 20 年間保護されること

となっている（45 条 3 項（b））。

⑤WTOにおける取組

　WTO では 1996 年シンガポール閣僚会合で、貿

易円滑化、政府調達の透明性、競争とともに、投

資分野を、新分野として WTO 体制の中に取り込む

か否かについて検討することが決定された（いわゆ

る「シンガポール・イシュー」）。その後、OECD に

おけるMAIの議論の進捗をにらみつつ（1998 年に

挫折）WTO において「貿易と投資」の交渉化に向

けた議論が行われ、ドーハ開発アジェンダの開始を

決定した 2001年の第 4 回閣僚会議では、「貿易と

投資」の交渉モダリティについて「明確なコンセン

サスを2002 年の第 5 回閣僚会議で得られれば交

渉を開始する」旨が合意された。2002 年 4 月から

貿易と投資作業部会（投資ワーキンググループ）が

開催され、ドーハ宣言に盛り込まれた要素（例：範

囲と定義、透明性）等について議論が行われたが、

投資ルールをWTO に設けることに対する開発途上

国の強い反対があった。結局、カンクンで行われた

第 5 回閣僚会合では交渉化への合意は達成されず、

ドーハ開発アジェンダの交渉項目に含まれないこと

になった。
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海外投資収益の還流と新興国等における課税問題コ ラ ム

1．はじめに

　世界の需要が新興国を中心として拡大する中、日

本経済が持続的な成長を維持するためには、日本企

業の海外事業展開を促進し、海外で獲得した収益を

円滑に国内へ還流させることが重要である。実際、

日本企業は中国、インドを始めとした新興国等での

事業を拡大しているところであるが、同時に、この

ような進出先国において、自国産業の育成や外貨獲

得のため、自国外の企業に対して実態と乖離した強

引な税務執行がなされる、あるいは自国企業に有利

な条件での技術導入や収益の自国内での再投資を自

国外企業に求めるといった事案が数多く報告されて

いる。その結果、予期せぬ追徴課税等により二重課

税等の問題が生じ、場合によっては事業を進出先国

で継続していくことが困難になるケースもある。こ

うした新興国等における問題は、日本企業の海外事

業展開及び国内への資金還流の阻害要因となり得る

ものであり、政府としても早急に対処することが必

要となる。

2．二重課税の問題

　企業がグローバルに活動する場合、例えば国境を

またいだ同一の取引に係る所得に対して日本と進出

先国の双方が課税を行うことで、二重課税が発生す

る可能性があり、これが企業にとっての大きなリス

クとなっている。

3．国際租税上のルール

（1）租税条約

　租税条約とは、国際的な二重課税の回避、脱税及

び租税回避行為への対処等を通じ、二国間の健全

な投資・経済交流の促進に資するものである。2015

年 2 月末現在、日本は 64 の租税関連条約を締結し、

89 か国・地域との間で適用されている。租税条約

の主な内容は以下のとおりである。

①進出先国の課税権の範囲に関する規定

　日本企業が進出先国で獲得する事業利得に対する

進出先国の課税は、日本企業が進出先国において支

店や事務所、工場などの事業を行う一定の場所等で

ある恒久的施設（PE, Permanent Establishment）

を有する場合のみに限定されている。また恒久的施

設を有する場合においても、進出先国において課税

対象となる事業利得は、日本企業が得た利得のうち、

恒久的施設に帰属するものに限るとしている。

　また、日本企業の海外子会社が日本企業に対して

配当、利子などの投資所得を支払う場合には、日本

企業は、海外子会社の居住地国（進出先国）におい

て、当該国の国内法令に基づき、源泉税等の納税義

務を負うことがある。租税条約では、こうした投資

所得に対する進出先国における課税について、税率

の上限（限度税率）を設ける、又は免税とすること

で、国際的な二重課税の縮減を図っている。

②紛争解決（相互協議、仲裁）に関する規定

　一般的に、租税条約の規定に適合しない二重課税

等の問題が生じた場合、納税者は、両国の税務当局

間の協議による解決（相互協議）を求めることがで

きる。

　また、条約によっては、税務当局間の協議の一環

として第三者（仲裁人）の関与を得る「仲裁規定」

が設けられている。この場合、納税者は税務当局間

の協議の開始から一定期間内に合意が成立しなけ

れば、当該事案のうち未解決部分を仲裁に付託する

ことを要請することができる。仲裁規定は一定期間

内で結論を出すことが定められているため、税務当

局間の協議の円滑化・実効性の向上につながり、納

税者の二重課税排除に資する制度である。なお、日

本は、香港（2011 年 8 月発効）、オランダ（2011 年

12 月発効）、ポルトガル（2013 年 7 月発効）、ニュー

ジーランド（2013 年 10 月発効）、スウェーデン（2014

年 10 月発効）、英国（2014 年 12 月発効）との租税

条約において仲裁規定を導入しており、米国との

租税条約（2013 年 1 月署名、未発効）においても、

仲裁規定が設けられている。
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（2）移転価格税制

　関連企業間（例えば親会社と海外子会社）におい

て取引価格を恣意的に操作することにより、本来で

あれば一方の国に帰すべき所得を他方の国に移転す

ることが可能となる。このような租税回避行為を防

止するため、日本を含む多くの国において移転価格

税制が整備されている。

　移転価格税制は、海外の関連企業との取引が通常

の取引価格（独立企業間価格：ALP, Arm's Length 

Price）で行われたものとみなして所得を計算し、

課税をする制度である。

　なお、納税者の予見可能性を高める制度とし

て、「 事 前 確 認 制 度（APA：Advance Pricing 

Arrangement）」がある。これは税務当局から ALP

の算定方法等について事前に確認を受け、その内容

に基づき申告を行っている限り移転価格課税が行わ

れないという制度であり、日本にも導入されている。

しかしこの APA は、新興国を始めとして整備され

ていない国や、整備されていても十分に機能してい

ない国があるのが現実である。

4．新興国等における国際課税問題の例

（1）移転価格課税

　新興国等においては、日本企業の海外子会社の所

得について、自国の税収確保等を目的として移転価

格課税を行うケースが増えてきている。

①画一的なみなし利益率の適用による課税所得の増

額

　機能とリスクが限定的な海外子会社は、金融危機

等の特殊要因に関係なく、一定の利益水準を確保す

べきとされ、その結果実際よりも高い利益率が適用

され、追徴課税を受けることがある。（中国等）

　また、個別の取引毎の実態に即した利益率を算定

することが実質的に認められず、業種毎に一律の高

い利益率の水準が適用される国もある。（ブラジル

等）

②業態が異なる取引の利益率の適用による課税所得

の増額

　ある会社が行う利益率の低い事業に対して、同社

が行う別の利益率の高い事業の利益率が適用され、

追徴課税を受けることがある。（インド等）

（2）PE認定

　新興国等においては、PE の範囲を拡大解釈する

傾向があり、その結果、日本企業が予期せぬ課税を

受けるリスクが高くなっている。

①駐在員事務所のPE認定

　駐在員事務所とは、本来、親会社（日本企業）の

ために情報収集、連絡業務を行うためのものであり、

営業活動を目的とするものではないことから、PE

認定されないことが一般的である。しかしながら、

一部の新興国等においては、PE の範囲の拡大解釈

により、実際に営業活動を行っていない駐在員事務

所について PE 認定する場合がある。（新興国一般）

②海外子会社のPE認定

　一般的に、日本企業の海外子会社であることのみ

を理由に PE 認定が行われることはない。しかしな

がら、税務当局から「全ての決定は親会社が行って

おり、子会社は何ら独自の経営判断を行っていな

い」、「子会社は何らリスクを負っておらず、親会社

の取り次ぎに過ぎない」等の理由で海外子会社が日

本企業（親会社）の PE であると認定され、日本企

業が新興国等において課税を受けるケースがある。

（インド等）

（3）ロイヤリティの問題

　日本企業が、海外子会社に技術提供を行い、その

対価としてロイヤリティを受け取る場合、新興国で

はその料率や契約期間の上限を実質的に制限する等

の規制や行政指導が存在する場合がある。（ブラジ

ル等、新興国一般）

　また、ロイヤリティは利益を生じさせるための対

価であるという考え方から、「海外子会社が赤字や

利益が十分でない場合には技術提供の便益を享受し

ていない」という理由により、その支払いの損金処

理を否認される場合がある。（新興国一般）
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（2）法的規律の概要
①伝統的投資保護協定とNAFTA型投資自由化協定

　従来、二国間投資協定は、投資受入国（ホスト国）

による収用や法律の恣意的運用などのリスクから守

り投資国の投資財産や投資家を保護する目的で締

結されてきた。これらは「投資保護協定」と呼ばれ

る伝統的な協定であり、投資後の内国民待遇・最

恵国待遇、投資財産に対する公正衡平な待遇、収

（4）その他

　以下のように、進出先国における税制やその執行

等が、国によっては企業負担を強いている場合もあ

る。

①税制が複雑で頻繁に改正がなされる、新たな規定

が即日施行・遡及適用される。

②担当官や地方政府ごとに執行が異なる。

③行政訴訟や裁判制度が実質的に機能していない、

訴訟期間が長期にわたり、裁判費用や事務負担等

がかかる。

④税還付制度は存在しても、還付金の受取までに相

当な日数を要する。

5．対応の方向性

（1）国際ルールの整備・活用

　国際的な二重課税への対応については、租税条約

の整備が効果的である。租税条約の未締結国との新

規締結を進めるとともに、既存条約を改正すること

で、PE の範囲の明確化、相互協議の実効性を高め

る仲裁規定の導入等を図り、更なる租税条約ネット

ワークの拡充を図っていくことが重要である。

　また、進出先国における送金規制やロイヤリティ

に関する規制・行政指導が問題の根源となっている

場合には、投資協定が規定する送金の自由や WTO

／ TRIPS 協定が規定する内国民待遇義務との整合

性など、多面的な観点から是正を求めていくことが

考えられる。投資協定仲裁においては、課税措置は

一般に国家の正当な権限行使として条約違反を構成

しないとされるが、特定の企業を狙い撃ちする課税

処分等が公正衡平待遇条項違反や直接又は間接の収

用を構成するとされたり（RosInvest 対ロシアなど

一連のYukos関連事例やTza Yap Shum対ペルー、

Bogdanov 対モルドバ）、実質的に外国企業にのみ

課税される場合には内国民待遇義務違反が生じると

されたり（ADM 対メキシコなど）、投資受入国国

内法に基づく免税措置が正当な理由なく撤回される

場合には公正衡平待遇義務違反が生じるとされたり

(Goetz 対ブルンジ ) している。

（2）新興国等における制度・執行の改善に向けた

働きかけ

　進出先国の税制上の問題を解決することは当該国

の対内投資の環境整備にもつながるため、二国間・

多数国間の枠組み等を活用した政府レベルでの相手

国政府（場合によっては地方政府）への改善に向け

た働きかけ、産業団体等からの申し入れを行ってい

くことが重要である。

（3）日本企業の税務リスクに関する啓発

　政府としては、関係省庁、現地大使館、JETRO、

現地日本商工会議所等の関係機関の連携構築により

情報共有体制を強化させるとともに、実際に生じて

いる課税事案やその対応策等を企業へ周知し、税務

リスク等について啓発していくことが重要である。

また、企業においては、まずは進出先国における

法令に従い、自らの納税義務を適切に履行すること

が重要であることは言うまでもないが、その上で、

JETRO、現地商工会議所、税理士法人等によるセ

ミナーや相談会、ニュースレター等を活用し、税務

担当のみならず営業等他部門やマネジメント層にお

いても進出先国における税務リスクを十分に認識

し、事業計画の設計や体制整備、適切な文書管理等

を行うことで問題の発生を未然に防ぐことが必要で

ある。さらに、問題が生じた場合には、専門家への

相談や国内法令・条約等により定められた適切な救

済措置を活用することが重要である。
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用補償、送金の自由、締約国間の紛争処理、投資

受入国と投資家との間の紛争処理などを主要な要

素とする協定である。現在世界で約 2,900 ある投資

協定の大半が「投資保護協定」である。これに対し、

投資後の待遇を保護するのみでなく、外資規制など

投資の参入障壁についても投資協定で扱うべきであ

るとする考えが 1990 年代から起こり、これを取り

入れて、投資後に加え投資許可段階を含めた内国

民待遇・最恵国待遇や、投資を歪曲する効果があ

るとされる「パフォーマンス要求」禁止の規定を盛

り込んだ投資協定が結ばれ始めた。NAFTAの投

資章が代表的である。これらは「投資保護・自由

化協定」と呼ぶことができる。

②投資協定における主要規定

　投資協定には、いわゆる「投資保護協定」と、

投資保護及び自由化の双方の要素を含んだ「投資

保護・自由化協定」の 2タイプがあることは前述の

とおりであるが、ここでは後者の「投資保護・自由

化協定」の主要要素を概説する。なお、投資協定

に含まれる要素は協定ごとに様々であり、必ずしも

あらゆる投資協定にこれらの要素すべてが含まれる

わけではない。

（ⅰ）投資財産及び投資家の定義

　投資協定においては、通常その冒頭で、協定の

適用対象となる投資財産及び投資家の定義が規定

される。

　投資財産については、「投資家により、直接又は

間接に所有され、又は支配されているすべての種類

の資産」などのように、比較的広範な定義がなされ

ることが多い。とりわけ重要なのは、現地子会社等

の出資会社・支店である。なお、「間接」に「所有」

されるというのは、親会社―子会社―孫会社の関

係のように、資本関係が連続している場合の親会社

と孫会社の関係等を意味し、第三国を経由するか

同一国内で資本関係を有するかを問わない。なお、

米国及びそれに影響を受けた南米諸国の投資協定

（米型）では、具体的な要件として、資本その他の

資源の出資、収益又は利得の期待、リスクの引受

けの 3 つを要件として例示して規定することが多い。

　投資家については、「締約国の法令によりその国

籍を有する自然人」又は「締約国の企業」と定義と

することが多く、こちらも広範な規定が多い。ただ

し、協定によっては、投資家が「実質的な事業活動

を行っていること」を条件としたり、実質的な事業

活動を行っていない投資家について、第三国企業に

支配又は所有されている場合には、投資家と認めら

れるとしてもなお「協定上の利益を否認することが

できる」旨規定したりすること（利益否認規定）も

ある。

　なお、投資家及びその投資財産が当該投資協定

の保護を受けるか否かは、しばしば仲裁において

争いとなる。

（ⅱ）内国民待遇（NT）・最恵国待遇（MFN）

　条文の書きぶりとしては、一般に、「締約国は“投

資財産の設立、取得、拡張、経営、管理、運営、

維持、使用、享受、売却その他の処分”という一

連の投資活動に関し、他方の締約国の投資家又は

その投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇

を与える」、と規定される。投資保護協定の場合は、

投資が既に投資受入国に対して行われた後の段階

にのみ内国民待遇・最恵国待遇を付与するため、「設

立、取得、拡張」の部分が除かれ、「投資財産の

経営、管理…その他の処分について内国民待遇・

最恵国待遇を付与する」と規定されることが多い。

　最恵国待遇は、複数加盟国を持つWTO 協定で

は、加盟国の物品・サービス等について、等しい待

遇を与えることを意味するが、二国間投資協定の場

合は、投資家又はその投資財産に対して、最も有利

な待遇が与えられている第三国の投資家又はその投

資財産の待遇と同一の待遇を確保することを意味す

る。最恵国待遇については、通常の投資協定で第

三国に付与している待遇を与えることはもちろんであ

るが、それを超えて FTA/EPAや関税同盟を通じ

て締約国が第三国に付与している待遇も与えるかど

うかが交渉において問題となり、FTA/EPAや関税
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同盟での待遇は MFNの例外となる場合がある。

（ⅲ）公正衡平待遇（Fair and Equitable Treatment）

　我が国が締結したものを含め多くの投資協定が、

投資財産に対して「公正かつ衡平な待遇（fair and 

equitable treatment）」及び「十分な保護及び保障

（full protection and security）」を与える義務を定

める。この規定は、投資受入国が投資財産に対し

て一定の待遇を与えることを目的としており、内国民

待遇や最恵国待遇が他の投資家に対する待遇との

関係で相対的に内容が決定されるのに対し、公正

衡平待遇は絶対的に維持すべき待遇の水準を規定

する。

　公正衡平待遇が具体的にどのような待遇を指す

かについては、条文の文言やその文脈、協定の目

的、個別具体的な事情等によって決まるが、仲裁

では、公正衡平待遇が、慣習国際法による最低基

準を指すのか、あるいは慣習国際法による最低基

準以上の待遇を指すのかが議論されてきた。条文

の文言上は、「慣習国際法に従って（in accordance 

with customary international law）」と明示的に

規定するものもあれば、慣習国際法との関係を何も

規定しない結果、協定上の独自の水準を定めるもの

と解釈されるものが見られる。なお、NAFTA 第

1105 条第 1 項は、「国際法に従って」公正衡平待

遇を与える義務を規定するが、Pope and Talbot 事

件で、NAFTA が北米三国間により一層強固な経

済関係を築く目的で締結されたものであることなど

から、慣習国際法上の義務のみでなく、これに付

加的なものを含むとの判断が下されたこと、また、

S.D. Myers 事件では NAFTA 上の他の規定に違

反する場合には、必然的に公正衡平待遇義務にも

違反するとの判断が下されたことから、米国を中心

にこの規定の解釈について批判の声があがり、これ

を受ける形で 2001年 8月1日に NAFTA自由貿易

委員会（NAFTA Free Trade Commission）は、

公正衡平待遇義務は慣習国際法上の最低基準を付

与するものであり、それ以上の待遇を求めるもので

はないこと、NAFTA 上又は他の国際協定の公正

衡平待遇義務以外の義務の違反があったことによっ

て、公正衡平待遇義務違反があったこととはならな

いことを確認する覚書（Notes of Interpretation of 

Certain Chapter 11 Provisions）を公表し、この

義務の範囲に制限をかけるような試みが行われ、そ

の後のNAFTAの仲裁事件はこの覚書の解釈に事

実上従っている。ただし、慣習国際法上の最低基

準の理解次第では、いずれの立場をとっても実際に

はあまり変わらないことになる。

　公正衡平待遇の具体的な内容としては、外国投

資家の投資財産保護に関する相当な注意、適正手

続、裁判拒否の禁止、恣意的措置の禁止、投資家

の正当な期待の保護等が挙げられてきた。

（ⅳ）国が投資家との関係で引き受けた義務の遵守

義務（アンブレラ条項）

　現地子会社等の投資財産と投資受入国政府との

間で契約（例えば、インフラプロジェクトや資源開

発に関するもの）が締結される場合のように、投資

受入国が個別の投資に関して負った義務を履行す

るよう投資協定において義務づける規定である。投

資受入国が負う義務を包括的にカバーするという意

味で、アンブレラ（傘）条項と呼ばれる。投資契約

上の義務などの違反が、同時に協定上の義務違反

を構成することになるため、たとえば契約違反の有

無をめぐって投資家と投資受入国間で紛争が発生し

た場合には、契約に関する紛争解決手続きに加え

て、協定上の紛争解決手続き（投資家対国家の仲

裁など）も利用可能となることが、投資家にとって

の利点である。アンブレラ条項は多くの投資協定に

盛り込まれてきたが、近年、投資受入国が負う義務

のどの範囲がアンブレラ条項によってカバーされる

か否かが仲裁判断で問題となっている。

（ⅴ）特定措置の履行要求（パフォーマンス要求、

PR（Performance Requirement））の禁止

　締約国が、他方の締約国の投資家の投資及び事

業活動の条件として、輸出要求、現地調達要求、

技術移転要求等の、投資家の自由な投資活動を妨
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げる特定措置の履行要求（パフォーマンス要求）を

行ってはならない旨を規定する。

　第一に、輸出制限、ローカルコンテンツ要求（原

材料や物品・サービスの現地調達要求）や輸出入

均衡要求は、WTO の TRIMs 協定で「貿易歪曲

効果の強い投資措置」として禁止されているが、投

資協定ではさらに、輸出要求、国内販売制限要求、

技術移転要求、役員国籍要求、自国民雇用要求、

事業本部要求、研究開発要求、独占的供給要求も「パ

フォーマンス要求」として禁止されることがある。こ

の概念は締結を見ずに頓挫した OECD のMAI 交

渉での議論を引き継いでいる。

　また、パフォーマンス要求は絶対禁止項目と、利

益付与の条件としての要求であれば許容される項目

の 2 種類あり、TRIMs 協定で厳格に禁止されてい

るローカルコンテンツ要求、輸出入均衡要求につい

ては、WTOとの整合性を確保するために前者がと

られ、その他の自国民雇用要求や技術移転要求な

どの項目については、投資誘致政策の余地を締約

国に残すために後者が採用される場合が多い。

　加えて、近年締結された日モザンビーク投資協定

及び日ミャンマー投資協定での交渉においては、新

たに、技術契約におけるロイヤリティに関する規制

を禁止する条項を含めるなど、当該条項の一層の充

実を図っている。

（ⅵ）自由化義務の形式

　自由化義務を確認する形式には、締約国が例外

として列挙した分野以外はすべて NT、MFN及び

PR 禁止の義務を認める方式（ネガティブリスト方式）

と、「約束表」に記載した分野と内容のみ自由化義

務を負う方式（ポジティブリスト方式）がある。

　「投資保護協定」では投資後の段階を扱うため、

自由化約束を付けないことが一般的である。「投資

保護・自由化協定」では、我が国、米国、カナダ、

シンガポールなどの先進国は、透明性と法的安定性

のより高いネガティブリスト方式を採り（NAFTA 投

資章ほか）、途上国の一部は、外国投資規制の政策

的余地を残す観点から、WTO・GATSと同様のポ

ジティブリストを指向することが多い（豪タイFTA

投資章、印星CECA 投資章印側約束表ほか）。

　ネガティブリストの場合、一般に、NT、MFN及

 

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 3＞　ネガティブリストの例（現状維持義務ありの場合）



710

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

び PR 禁止義務に適合しない措置を「維持」又は「採

用」できる、「現状維持義務（スタンドスティル）な

し」のリストと、協定発効時に存在するNT、MFN

及び PR 禁止義務に非整合的な措置を「維持」で

きるが、これを協定非整合的な方向に改訂すること

や、新たな協定非整合措置を採用すること、一度措

置を協定に整合的な方向に緩和した場合に再度措

置の強化ができないこと（ラチェット義務。一方向

にしか回転しない歯車 Ratchet に由来）を規定する

「現状維持義務・ラチェットあり」のリストの 2 種類

を作成することが一般的である。

　可能な限り多くの分野に現状維持義務をかけるこ

とにより、投資家が直面しうる法制度面でのリスク

（国内制度が変更されるリスク）を軽減することが

できる。その一方で締約国は、武器産業や原子力

産業など、国の安全保障にかかわるような特にセン

シティブな分野を「現状維持義務なし」のリストに

登録し、そうでないものは「現状維持義務・ラチェッ

トあり」のリストに登録することによって、必要な規

制を行う余地を残しつつ、自国の外資政策に法的

安定性を持たせている。特に、NAFTA 投資章等

で採用しているネガティブリストには、①分野（小

分野）、②関連する義務、③措置の法的根拠、④

概要が記載され、投資受入国の法令の透明性確保

に資するものとなっている。例えば、日ウズベキスタ

ン投資協定では、日本は次の分野を留保しており、

他国との協定における留保分野もほぼ同じ内容と

なっている。

　銀行業、熱供給業、情報通信業、医薬品製造業、

皮革及び皮革製品製造業、船舶の国籍に関する事

項、鉱業、石油業、農林水産業及び関連するサー

ビス、警備業、運輸業、上水道業

　（現状維持義務（スタンドスティル）なし）

　公的企業等の持分・資産の移転又は処分、電信

サービス・郵便サービス等の自由化等に係る措置、

補助金、航空宇宙産業、武器・火薬産業、エネルギー

産業（電力、ガス、原子力）、漁業、放送業、土地

取引、法の執行等に係るサービス・社会事業サービ

ス（所得保障、社会保障、社会福祉、初等及び中

等教育、公衆のための訓練、保健、保育等）

（ⅶ）収用及び補償

　投資家の投資財産を締約国が収用（国有化も含

む）する場合、①公共目的であること、②無差別

の措置であること、③迅速に補償が支払われるこ

と、④正当な法手続に則って行われること、⑤補償

は収用時の公正な市場価格とすることが条件として

規定される。国家による財産権の移転を伴う直接の

収用のみでなく、「収用と同等の措置」によるもの（間

接収用）を含む。

　間接収用とは、締約国による恣意的な許認可の

剥奪や生産数量の上限設定といった政策措置によっ

て投資財産の利用や収益機会が阻害され、投資財

産の財産権が締約国に移転することはないものの、

結果的に収用と同じ結果をもたらす措置を指す。間

接収用については、1990 年代後半の仲裁事例（例

えば NAFTA にもとづくMetalclad 事件。メキシ

コ州政府の執った環境規制措置が間接収用を構成

するとして協定義務違反に問われたもの。詳細は「投

資を巡る紛争処理」にて後述。）がきっかけとなり、

締約国のとる規制措置がどの程度まで補償（又は賠

償）の必要な「収用と同等の措置」とみなされる

かが議論されるようになった。これらの仲裁判断を

受けて、近年米国の締結するFTA/BIT などでは、

間接収用について、ケースバイケースの検討が必要

であり、その検討にあたっては、特に「①締約国の

措置が投資財産に不利な経済的効果を与えたとし

ても、それのみでは間接収用を構成しないこと、②

締約国の行為が投資財産から生じる明確で正当な

期待を妨げた範囲、③締約国の措置の性質」とい

う3 つの要素を考慮すること、④公衆衛生、安全、

環境等公共の福祉を守る目的で立案された無差別

の規制措置については、稀な例外を除いて間接収

用に該当しない旨が規定されている。もっとも、そ

のような規定がなくとも、仲裁判断例においては、

国家の規制権限の正当な行使が「収用と同等の措

置」とされたことはない。
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（ⅷ）争乱からの保護

　武力紛争、国内争乱、革命等によって投資財産

が損害を被った場合に、損害賠償及びその他解決

に関して、投資受入国投資家や第三国投資家に劣

後しない待遇を保証するものである。

（ⅸ）代位

　投資財産に損害が生じた場合に発生する投資家

の請求権に関し、締約国又はその指定する機関に

よる代位等について定める規定である。例えば、自

然災害や現地企業の倒産などによって投資家が何

らかの損害を被った場合、当該投資家は保険機関

等から保険契約等に基づき支払いを受ける。この

場合、投資家に支払いを行った当該保険機関等が、

投資家が持っていた権利を引き継いで行使できる旨

を規定したもの。我が国では、独立行政法人日本

貿易保険や株式会社国際協力銀行が提供する保険

および保証契約に適用される。

（ⅹ）資金の移転

　他方の締約国の投資家の投資財産に関連するす

べての支払等が、遅滞なく自由に移転されることを

確保するよう締約国に義務づける規定。この規定が

あることで、本国から投資受入国への送金や、投

資受入国で上げた収益を本国に送金するなどの自由

を確保し、円滑な事業環境が保証されることになる。

（ⅺ）国家間紛争処理

　協定の解釈又は適用について締約国間で争いが

生じた場合、まずは締約国間で協議を行うが、協

議によっても解決に至らなかった場合は、当該紛争

は仲裁裁判所に付託することが可能となる。二国間

投資協定と異なり、EPA/FTAにおいては、国家

間の紛争処理規定は投資章も含めた EPA/FTA 協

定全体に係るために、通常、投資章でなく協定全

体に係る章で規定される（詳細は「第 8 章国家間に

おける紛争解決」にて後述）。

（ⅻ）投資家対国家の紛争処理（ISDS）

　投資家と投資受入国との間で紛争が起こり、協

議によっても解決されなかった場合、投資家が投

資紛争をICSID（投資紛争解決国際センター）や

UNCITRAL（国際連合国際商取引法委員会）の

仲裁規則に則った仲裁に付託できる旨を定める（詳

細は「投資を巡る紛争処理」にて後述）。EPA/

FTAでは投資章で規定される。

（xiii）一般的例外及び安全保障例外

　締約国は、たとえば、公の秩序の維持、人・動

物又は植物の生命又は健康の保護、自国の安全保

障上の重大な利益の保護のために必要な場合には、

協定とは整合的でない例外的な措置をとることがで

きる旨規定される。仲裁廷において、どのような措

置がこのような例外措置に該当するか否か（例えば、

経済危機の状況下における政府の措置は例外措置

にあたるか否か）等が争われており、この点に関連

し、近年では、慣習国際法上の緊急避難と本条と

の関係性（射程、要件、法的性質等の差異）が問

題になることも多い。

（3）我が国の投資協定締結の現状（EPA
投資章含む）

　2015 年 1月末現在、我が国では 25 の投資協定

と10 の二国間 EPA 投資章が発効している（署名済

であるが発効していない協定として日モンゴルEPA

がある）。EPA 投資章の内容は二国間投資協定の

内容とほぼ同一である。したがって実質的には合計

35 の投資協定が発効していることとなる。

　（投資協定）

　①エジプト　　　　　　：1977 年 1 月署名

　 　　　　　　　　　（1978 年 1 月発効）

　②スリランカ　　　　　：1982 年 3 月署名

　 　　　　　　　　　（1982 年 8 月発効）

　③中国 　　　　　　　　：1988 年 8 月署名

　 　　　　　　　　　（1989 年 5 月発効）

　④トルコ　　　　　　　：1992 年 2 月署名

　 　　　　　　　　　（1993 年 3 月発効）
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　⑤香港 　　　　　　　　：1997 年 5 月署名

　　　　　　　　　　　　　（1997 年 6 月発効）

　⑥パキスタン　　　　　：1998 年 3 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2002 年 5 月発効）

　⑦バングラデシュ　　　：1998 年 11 月署名

　 　　　　　　　　　（1999 年 8 月発効）

　⑧ロシア　　　　　　　：1998 年 11 月署名

　 　　　　　　　　　（2000 年 5 月発効）

　⑨モンゴル　　　　　　：2001 年 2 月署名

　 　　　　　　　　　（2002 年 3 月発効）

　※  2015 年 2 月署名の日モンゴル EPA が発効

する時点で終了予定。

　⑩韓国 　　　　　　　　：2002 年 3 月署名

　 　　　　　　　　　（2003 年 1 月発効）

　⑪ベトナム　　　　　　：2003 年 11 月署名

　 　　　　　　　　　（2004 年 12 月発効）

　 ※  2008 年 12 月に署名した日ベトナム EPA に

組み込まれている。

　⑫カンボジア　　　　　：2007 年 6 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2008 年 7 月発効）

　⑬ラオス　　　　　　　：2008 年 1 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2008 年 8 月発効）

　⑭ウズベキスタン　　　：2008 年 8 月署名

　 　　　　　　　　　（2009 年 9 月発効）

　⑮ペルー　　　　　　　：2008 年 11 月署名

　 　　　　　　　　　（2009 年 12 月発効）

　※  2011 年 5 月に署名した日ペルー EPA に組

み込まれている。

　⑯パプアニューギニア　：2011 年 4 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2014 年 1 月発効）

　⑰コロンビア　　　　　：2011 年 9 月署名

　⑱クウェート　　　　　：2012 年 3 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2014 年 1 月発効）

　⑲中国・韓国　　　　　：2012 年 5 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2014 年 5 月発効）

　⑳イラク　　　　　　　：2012 年 6 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2014 年 2 月発効）

　㉑サウジアラビア　　　：2013 年 4 月署名

　㉒モザンビーク　　　　：2013 年 6 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2014 年 8 月発効）

　㉓ミャンマー　　　　　：2013 年 12 月署名

　　　　　　　　　　　　　（2014 年 8 月発効）

　㉔カザフスタン　　　　：2014 年 10 月署名

　㉕ウルグアイ　　　　　：2015 年 1 月署名

　㉖ウクライナ　　　　　：2015 年 2 月署名

（経済連携協定）

　※①日シンガポール EPA：2002 年 1 月署名

　 （2002 年 11 月発効）

　※②日メキシコ EPA ：2004 年 9 月署名

　 （2005 年 4 月発効）

　※③日マレーシア EPA ：2005 年 12 月署名

　 （2006 年 7 月発効）

　※④日フィリピン EPA ：2006 年 9 月署名

　 （2008 年 12 月発効）

　※⑤日チリ EPA ：2007 年 3 月署名

　 （2007 年 9 月発効）

　※⑥日タイ EPA ：2007 年 4 月署名

　 （2007 年 11 月発効）

　※⑦日ブルネイ EPA ：2007 年 6 月署名

　 （2008 年 7 月発効）

　※⑧日インドネシア EPA：2007 年 8 月署名

　 （2008 年 7 月発効）

　※⑨日スイス EPA ：2009 年 2 署名

　 （2009 年 9 月発効）

　※⑩日インド EPA ：2011 年 2 月署名

　 （2011 年 8 月発効）

　※⑪日豪 EPA ：2014 年 8 月署名

　 （2015 年 1 月発効）

　※⑫日モンゴル EPA　  ：2015 年 2 月署名

　

（注 ）日ベトナム EPA、日ペルー EPA では、二国間

投資協定を準用している。
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＜図表Ⅲ‐ 5‐ 4＞　我が国の投資協定の要素
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（5）EUの国際投資ルールに関する取
組

　EU 加盟国は、これまでに1200 以上にのぼる二

国間投資協定を締結し、諸外国における投資保護

ルールを整備してきた。他方、EU は、他国との通

商条約の中で投資自由化に関する内容は規定してき

たが、投資保護に関する規定はほとんどおいてこな

かった。しかし、2009 年 12月1日に発効したリス

ボン条約により、EUが直接投資保護についての通

商交渉権限を持つことが明確化された。

　2010 年 7月に欧州委員会が発表した文書 では、

投資保護に関する規定として「公正衡平で無差別な

待遇の保障、十分な保護と安全、収用への補償、

資金移転の自由、投資家対国家の紛争解決（ISDS）」

（4）諸外国における投資協定（EPA/FTA 投資章を含む）

（注1）署名後6ヶ月以内にASEAN事務局へ留保表を提出することを規定。
（注2）留保表、MFN及びTRIMsプラスのPR禁止について、協定発行後5年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、NT、MFN、役員国籍要求

の禁止は、未適用。なお、TRIMsは協定発効時からラオスを除いて適用（第27条）
（注3）フィリピンとの紛争をICSIDへ付託する場合は書面の合意が必要

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 5＞　諸外国における投資協定の要素
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を含める方針が述べられている。また、EUの投資

政策は、環境保護、健康や労働の安全、消費者保

護、文化的多様性、開発政策、競争政策など、他

の政策に適合するものでなければならず、投資家の

権利保護だけではなく、社会福祉に貢献する投資

を進めることが目的であるとしている。さらに、当

面は、インド、シンガポール、カナダ、メルコスール

とのFTA交渉の中で、投資保護の要素も含めるこ

とを目指していくとしている。

　その他の論点においても、EUと加盟国の権限の

抵触が問題となりうる。例えば、EC 設立条約（現・

EU 運営条約）には資本移転の制約を規定している

一方、EU 加盟国の二国間投資協定の中には、送金

の自由を制約する事由を定めていないものがあった

ため、欧州司法裁判所は、オーストリアやスウェー

デン、フィンランドの締結していたそれらの投資協

定が EC 設立条約違反であると認定した。また、中

東欧諸国が EU 加盟交渉をした際には、これらの

国々が第三国と締結していた投資協定とEC 設立条

約の関係が問題となり、例えば、チェコは米国と締

結していた協定を改訂することとなった。

　我が国とEUとの間のEPAに関しては、交渉の

対象範囲などを定めるスコーピング作業が 2012 年

5月に終わり、欧州委員会は同年 11月に加盟国か

ら交渉権限を取得し、2013 年 4 月に日EUEPA交

渉の第 1回会合が開催された。2014 年末までに合

計８回の会合が開催されている。

　2014 年には、交渉が先行していた EUカナダ

FTA（CETA）やEUシンガポールFTA が合意に

至り、投資ルールを含めた条文が公開された。現在、

シンガポールとのFTAについて、EU が単独で締

結するのか、EU 加盟国と共に締結する（混合協定）

のかについて欧州司法裁判所で審理中である。

（1）ルールの背景
　地域貿易協定（EPA/FTA）及び二国間投資協定

（BIT）では、協定の適用・解釈を巡り争いが生じ

た場合、一方の当事国が他方の当事国を相手取り、

仲裁やその他の紛争解決手続に判断を求めうること

を規定している。しかし、EPA/FTAやBITにお

いて利用されることは極めて稀である。

　一方、大多数の EPA/FTAの投資章及び BIT

は、「投資家対国家（投資受入国）」の紛争解決手

続（ISDS）を設けている（注）。これは、投資受入

国が協定の規定に反する行為を行ったことにより投

資家が損害を被った場合、投資家が投資受入国と

の紛争を仲裁に付託することを認めるものであり、

仲裁廷が投資受入国の協定違反を認定した場合に

は、投資家が投資受入国から金銭等による賠償を

受けることができる。ISDSが存在しなければ、通常、

投資家は投資受入国との紛争を当該投資受入国の

国内裁判所に提起する以外の法的紛争処理手段が

なく、外国企業であるが故に不利な判断を被る可能

性や司法制度が未発達なために公正な審理を受け

られない可能性がある。また仲裁の利用を試みたと

しても、通常、仲裁付託には当事者間の合意が必

要であり、紛争が起きてから国家が仲裁付託を認め

ることは想定しがたい。そこで、多くのEPA/FTA

及び BITの ISDS 条項は、仲裁付託への事前の包

括的な同意を予め締約国が与えることによって、実

際に紛争が起きた際に相手国政府の仲裁付託同

意を個別に取り付けることなく、投資家が即座に仲

裁へ付託できることになる。このように、投資家が

公平な審理を受ける機会を確保することによって、

ISDS は外国投資に起因するリスクを低減させる役

割を果たしている。

　さらに、投資についてはWTO のような多国間の

紛争処理ルールがない中、国家間で合意したルー

ルにもとづいて投資家と国家間の紛争を処理するこ

とは、当該紛争が国家間の紛争に発展することを防

ぐ役割を果たすとともに、投資保護を保証すること

で投資を誘致したい投資受入国と自国投資家を保

2．投資を巡る紛争処理
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護したい投資家母国相互の利益につながると考えら

れる。

（注）米豪 FTAなど、投資家対国家の紛争解決規定が

ない協定も存在する。ただし、米豪 FTAは、一方当

事国が、紛争処理に影響する事情に変化があったこ

とを理由に投資家による仲裁申立て手続の設置を検

討すべきと考える場合、相手国とその旨協議を行うこ

とができる旨規定している。（第 11.16 条 1項）。

（2）ルールの活用状況
①仲裁付託された案件数の推移

　投資を巡る「投資家対国家」の紛争手続（ISDS）

は、各国において BIT が締結され始めた 1960 年

代には、既に協定に盛り込まれていた。しかし、当

初は、協定による事前の包括的な仲裁への同意の

可能性は認識されておらず、協定に基づく仲裁付託

件数は 1990 年まで 0 であった。1990 年に協定に

基づく「投資家対国家」の仲裁が初めて成立したこ

と（AAPL 事件）、1996 年、NAFTAにおける「Ethyl

事件」（米国企業が、カナダ政府による環境規制が

NAFTA 上の「収用」に該当するとして主張）にお

いて仲裁が申し立てられ、カナダ政府が米国企業に

金銭を支払って和解したことが注目を集めた（本件

は、カナダの州政府によるカナダ国内の手続によっ

て、連邦政府の環境規制が国内法に違反すると判

断された結果、カナダ政府が当該規制を撤廃した。

この判断を受けて、カナダ政府は米国企業と和解し、

NAFTAにもとづく手続は終了した）こと、また、

時期を同じくして、1995 年から開始された OECD

における多国間投資協定交渉において投資協定仲

裁が大きな問題になったこともあって、投資協定仲

裁への関心が高まった結果、1990 年代後半からは

仲裁手続への付託件数が急激に増加した。

　各国の協定において指定されている主な仲裁規

則としては、ICSID（投資紛争解決国際センター）、

UNCITRAL（国際連合国際商取引法委員会）、ICC

（国際商業会議所）及び SCC（ストックホルム商業

会議所仲裁協会）の各仲裁規則が挙げられる。上

記手続のうち最も活用されているのは、1966 年発

効の「国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解

決に関する条約」に基づき、世界銀行グループの国

際機関として設立された ICSID での仲裁手続であ

り、同機関に付託された案件の数は過去に提起され

た仲裁案件の 6 割以上を占める。

（UNCTAD Recent Development in Investor-State Dispute Settlement, IIA Issues Note No.1（2014））

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 6＞　主要仲裁手続への付託案件の割合（～ 2013 年末 /全 568 件）
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②仲裁案件に関与した国

　UNCTAD のまとめによると、2013 年末までに提

起された「投資家対国家」紛争案件 568 件のうち、

274 件が終了しており、そのうち、国家の主張が認

められた割合は約 43%、投資家の申立が認められ

た割合は約 31%、和解が約 26%となっている。最

も多くの仲裁が提起された国はアルゼンチン（53 件）

であり、次にベネズエラ（36件）、チェコ共和国（27件）、

エジプト（23 件）、カナダ（22 件）、エクアドル（22 件）、

メキシコ（21件）、ポーランド（16 件）、米国（15 件）

が続く。他国と比較してアルゼンチンの被提訴案件

が際立って多い理由は、2001年末以降の財政危機

における政策的混乱にある。同様に、チェコ共和国

についても、同国において 1997年の通貨危機を契

機に表面化した、金融分野の不良債権問題に原因

が求められる。一方、メキシコ及び米国、カナダに

ついては、NAFTA 11章（投資章）に基づく事件

が大きな注目を集め、投資家がその効用を深く認識

したことがこれら三国を被申立国とする案件が多い

原因と推察される。

③企業による仲裁手続の利用状況

　ICSID のまとめによると、仲裁手続を利用して

いる産業セクターとしては、石油・ガス・鉱山業が

26％と最も多く、電力等エネルギー産業が 14％、

運輸業 10％、建設 7％、金融業 7％が続く。エネ

ルギー資源の開発は莫大な投資を要する一方、資

源産出国の大半は開発途上国であり、社会的・政

治的安定性に欠ける場合が多いことから、投資保

護の需要が高いものと推察される。そのため、こ

のようなエネルギー分野における投資保護について

は、EPA/FTA 及び BITにおける規定のほか、近

年は、多国間国際条約である「エネルギー憲章条約」

（Energy Charter Treaty）の紛争処理規定も活用

されている。

（UNCTAD Latest Development in Investor-State Dispute 
Settlement, IIA Issues Note No.1（2014））

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 7＞　被申立国となった回数
　　　　　　　　　　（～ 2013 年末）



721

第
Ⅲ
部

第
５
章

投　

資

第 5章　貿易政策・措置の監視

（3）規律の概要
①EPA/FTA・BIT における投資家対国家の紛争処

理手続の概要

　BIT、EPA/FTA 投資章における投資家対国家

の仲裁の手続は協定によって様々であるが、概ね以

下のプロセスを踏むよう規定されている。

（ⅰ）対象となる投資紛争

　締約国が収用補償義務や公正衡平待遇義務など

の協定義務に違反し、これにより投資家が損害を

被った場合、当該紛争は投資家対国家の紛争処理

手続の対象となる。BIT の中には、対象となる紛

争を「投資家と締約国の間で生ずるあらゆる投資に

関する意見の相違」と広く規定するものあるいは逆

に「収用が起きた場合の補償額」のみ紛争処理対

象として限定するものもある。

（ⅱ）投資家と相手国政府（紛争当事国）による協

議

　紛争発生後、すぐに仲裁に紛争が付託されるの

でなく、通常は 3 か月から 6 か月程度の協議期間

が設定される。

（ⅲ）仲裁付託

　協議によって解決しない場合、投資家は仲裁へ

付託できる旨規定されるのが一般的である。協定

がない場合、投資紛争の仲裁付託には個別に紛争

当事国の同意が必要であるが、多くの協定ではこの

仲裁付託への同意を予め協定において付与している

（事前の一括同意）。投資家は、ICSID（投資家の

母国と紛争当事国の双方が ICSID 加盟国の場合）、

ICSID Additional Facility Rule（投資家の母国又

は紛争当事国のどちらかのみが ICSID 加盟国であ

る場合）、UNCITRAL 仲裁規則に則った仲裁の内

いずれかを選択できるように規定されていることが

多い。これに、ICC 仲裁規則や SCC 仲裁規則（下

記「主な仲裁機関・仲裁ルールの概要」参照）等

を加える場合もある。また、仲裁付託にあたっては、

同一の紛争を国内裁判所に訴えていないことが条

件となることが一般的である。同様に、仲裁付託後

に同一案件を国内裁判所に訴えることは通常できな

い。

（ⅳ）仲裁人の選任・仲裁廷の設置

　仲裁機関やルールの選定後、仲裁人の選任（多く

の場合、3人の仲裁人により仲裁が行われる。3 名

石油・ガス・鉱山業, 26%

電力等エネルギー産業, 14%

運輸, 10%建設, 7%

金融, 7%

上下水道、治水, 6%

情報通信, 6%

農林水産業, 4%

観光, 4%

サービス・貿易, 3%

その他, 13%

（ICSID, The ICSID Caseload - Statistics （20154-1））

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 8＞　ICSID における産業別の仲裁利用状況（～ 2014 年 12 月末）
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の選任方法は、紛争当事者である投資受入国及び

投資家がそれぞれ1 名ずつを選び、3 番目の仲裁

長は原則として両者の合意により選定される。）を

経て仲裁廷が設置される。ここからは投資家が選

択したそれぞれの仲裁手続に則って仲裁が進めら

れるが仲裁の経過・結果などを示す書類の紛争当

事者となっていない締約国への送達や、複数の請求

の併合など、必要な修正が協定で加えられているこ

とがある。

（ⅴ）仲裁管轄権の判断

　仲裁廷設置後、付託された投資紛争について仲

裁廷が判断する管轄権があるかどうかがまず判断さ

れる。管轄権の有無は、（i）で述べた対象となる投

資紛争の定義とも関連して、大きな争点となること

がある。

（ⅵ）本案の判断

　仲裁廷に管轄権があると判断された場合、いよい

よ実際の協定義務違反の有無の本案について判断

される。

（ⅶ）賠償額の判断

　協定義務違反が認められた場合、金銭賠償の額

についても判断される。

（ⅷ）仲裁判断の取消

　ICSID 仲裁の場合、一方の当事者が特別委員

会に仲裁判断の取消等を申し立てることができる

（ICSID 条約第 51 条、第 52 条にて規定。）また、

ICSID 以外での仲裁判断については、仲裁地の裁

判所がその国の法令にもとづき仲裁判断を取り消す

ことがある。なお、一般に、仲裁は、仲裁人の選

任等の手続に双方が関与した上で、その結論を受

け入れることにより迅速に事案を処理することを目

的としているため、上訴の仕組みはない。

（ⅸ）仲裁判断の執行

　仲裁判断は最終的で、かつ当事者に対する拘束

力を持つ。仲裁判断は、投資協定上、被申立国に

は遵守義務があるが、これに加えて、ICSID 条約

にも仲裁判断の執行についての規定が置かれている

（ICSID 条約第 53 ～ 55 条）。ICSID 条約以外の

仲裁手続に基づく場合は、各国国内法に基づく承

認執行が可能である他、外国仲裁の承認執行に関

するニューヨーク条約に従い執行されることも可能

である。投資協定仲裁の仲裁判断はほとんどが自

発的に履行されている。

（ⅹ）仲裁手続の透明性

　投資協定仲裁は公益を扱うものであるため、その

手続は透明化される傾向にある。仲裁廷に提出さ

れる文書の公開などについて協定中に明記される例

が増えているほか、2013 年にはUNCITRAL 透明

性規則が採択され、2014 年 4 月以降に署名された

投資協定に基づいて UNCITRAL 仲裁規則による

仲裁がなされる場合には、仲裁手続に関する大幅

な情報公開が導入されることとなった。ICSID 条約

に基づく仲裁の場合も、2006 年の ICSID 仲裁規

則改正により、一定の情報公開がなされるようになっ

ている。

投資協定仲裁の活用についてコ ラ ム

　投資協定仲裁は、平均して解決までに 2 ～ 4 年を

要し、訴訟費用はだいたい数千万円～数億円かかる

と言われる。そのため、実際に投資家が紛争案件を

投資協定仲裁に付託するか否かの決断は、こうした

費用対効果も勘案して決められることになり、結果

としてインフラ・資源開発など巨額投資が絡むケー

スの付託が比較的多くなっている。また実際に仲裁

に付託しなくても、投資協定仲裁の存在を交渉を有

利に進めるためのレバレッジとして使い、和解に持

ち込むケースも多いとされる。なお、日系企業が実
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際に投資協定仲裁を使ったケースは、公表されてい

る中では「Saluka 事件」のみである。また、海外

投資に際して、優遇税制等に加えて、投資協定の存

在を考慮して第三国企業経由で投資する企業も存在

する。

　ICSID 条約に基づく仲裁と UNCITRAL 仲裁規則

等に基づく仲裁とを比較すると、ICSID 仲裁は、世

界銀行グループの国際機関ということもあり、会議

室、仲裁人候補名簿、標準料金（例えば仲裁申立

ての ICSID 仲裁登録費用は 25,000 ドル、仲裁廷設

置後の運営費として 20,000 ドル、仲裁人の報酬は

1 人あたり 1 日 3,000 ドル等）などが整備されてお

り、利便性が高い。また、ICSID 仲裁の場合、仲裁

判断を受入国政府が履行しない場合には、世銀ロー

ン停止などの可能性があるため、仲裁判断はこれま

でのところほとんどすべて履行されている。なお、

ICSID 仲裁における仲裁判断の取消しは ICSID 条

約に基づいてのみなし得る。

　他方、UNCITRAL 仲裁規則等に基づく仲裁は、

通常の商事仲裁と同様、判断の取消しについて仲裁

地の国内裁判所の介入が予定されている。仲裁人の

選任等は ICSID 仲裁に比べてやや柔軟に行え、費

用は実際の手続の進行次第で ICSID 仲裁より高く

も安くもなるが、ICSID 仲裁には事務局があるため

一定の工程管理が行われるのに対し、UNCITRAL

仲裁規則では事務局が予定されていないため、常設

仲裁裁判所（PCA）などに事務局を依頼すること

が多い。これら仲裁の諸費用を、仲裁手続当事者（投

資家と受入国政府）がどのように負担するかについ

ては、当事者が特別の合意をしなければ仲裁廷が決

定することになり、敗訴者に全額負担させた例もあ

る（UNCITRAL 仲裁の場合は原則敗訴者負担）。

投資協定仲裁以外の問題解決の手段について

　上記のとおり、投資仲裁に訴える場合には相当の

コストや期間を覚悟する必要があり、二の足を踏む

企業は多い。また、現地で引き続き事業を営む場

合は、現地政府との関係悪化やメディアでの報道に

よって他の事業に悪影響が及ぶ可能性も考慮に入れ

る必要がある。そのため、EPA 投資章や二国間投

資協定に違反する行為があった場合の問題解決の手

段は、必ずしも投資仲裁に限定されるものではな

い。まず、投資仲裁に至る前に受入国政府との和解

に至る場合がある。一般的には、ICSID 等への投資

仲裁の申立てに先立ち通報（notice of intentの提示）

を受入国政府に行う前後に、弁護士を交えて交渉す

ることが多い。具体的な事例が公表されることは少

ないが、例えば、米国のエネルギー企業とエクアド

ルとの間で、約 8,000 万ドルの和解金が合意された

などの事例が報道された例がある。また、近年では、

わが国の結ぶ EPA 等には「ビジネス環境整備小委

員会」を設置する例が増えており、投資協定仲裁の

場合とは違って、紛争になる前に企業が関与して投

資受入国のビジネス環境の改善に向け議論する枠組

みが構築されている（詳細は第 III 部第 8 章「ビジ

ネス環境整備」参照）。同委員会には、受入国政府

のみならず、協議事項に携わる現地業界、投資母国

の政府、JETRO 等の関係機関が一堂に会し、1 社

で提起しにくい問題や、業界全体、進出企業全体に

かかる問題をまとめて提起できる。また、取り扱い

得る案件は、投資章に限らず、産業インフラの整備、

行政手続きの簡素化・透明性向上、知的財産権の保

護など、ビジネス上の様々な問題点にわたる。投資

受入国政府は、EPA 等の規定により同委員会を通

じて挙げられた要請に対して適切な対応をとること

が求められる。現在、「ビジネス環境整備小委員会」

は、タイ、マレーシア、メキシコ、チリとの EPA

に基づき会合の開催実績がある他、日ペルー投資協

定では、協定の適用範囲内の投資に関連する事項で

あって、投資環境の改善に関係するものについて情

報交換や討議等を行うことを目的とした「投資環境

改善小委員会」が設置されている。さらに、ブラジ

ルとの間では、政府間協定に基づかない枠組みとし

て、「日伯貿易投資促進合同委員会」が 2008 年 7 月

に設置されている。
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投資家対国家紛争解決手段のオプション―仲裁の課題と調停の活用可能性を中心に―コ ラ ム

Ⅰ．はじめに

　投資家と国家の間の紛争解決手段には多様な選択

肢が存在する。近年、投資協定や EPA に根拠を有

する投資協定仲裁が、多く活用され、一定の成果を

上げ、注目を集めてきた。本報告書においても投資

協定仲裁につき紙面を割き、その制度的概要や、実

際の紛争案件の解説を掲載している。一方で、投資

協定仲裁にも、紛争解決に長期間を要する、多大な

コストがかかる、さらには、稀ではあるが損害賠償

を命じられた投資受入国が仲裁判断に従わない場合

の仲裁判断の執行が困難であるなど一定の課題があ

ることが意識されるようになってきている。

　他方、投資家対国家の紛争解決手段の中には、よ

り和解的な解決を志向する調停も存在する。ICSID

は、投資協定仲裁の課題や仲裁申立数の増加を踏ま

え、調停の活用を推奨し始めている 1。日本企業の

中には、必ずしも正面からの対立型紛争を好まない

企業も多くあるとされるが、調停という和解的な解

決はかかる日本企業のメンタリティに適合する場合

もあろう。そこで、このコラムでは、投資家対国家

の紛争解決手段としての仲裁の直面する課題を概観

するとともに、調停のメカニズムを解説し、そのメ

リットやデメリットを整理し、紹介することとする。

ただし、仲裁の過程の中で和解的解決を模索するこ

とも可能であり、実際にも仲裁の過程で相当数の和

解がなされている 2。

　また、本報告書では、EPA 等に基づき設置され

るビジネス環境整備委員会においても、話し合いに

より、投資家が直面する問題の解決を図ることが可

能であることを解説している。そこで、本コラムで

は、和解的解決を志向する調停とビジネス環境整備

委員会との比較にも簡潔に触れることとする。

Ⅱ．投資家対国家紛争解決手段としての仲裁の課題

及び限界

1．時間と費用の問題

　ICSID は、仲裁にかかる時間と費用の点を挙げ、

その年次報告において調停の活用を推奨した 3。こ

の点について、国際連合貿易開発会議（UNCTAD）

の研究は、仲裁手続きにかかる費用が非常に高額で

あり、中でも弁護士費用がその 6 割を占めると問題

提起をしている 4。同じ研究は、仲裁にかかる時間

について、当事者が管轄についても争うことが常態

化し、また、いったん判断が出ても取消手続き等を

頻繁に活用するに至り 5、紛争解決にかかる時間の

長期化が顕著にみられ、平均でも 3 年から 4 年を要

すると指摘している 6。また ICSID 仲裁についてい

えば、その平均期間は、取消手続きを除いたとして

1 ICSID 年次報告書 2004 年、2005 年参照。なお、2007 年以降、国際法曹協会（International Bar Association）、
The Centre for Eff ective Dispute Resolution（CEDR）や国際連合貿易開発会議（UNCTAD）といった機関におい
ても紛争の和解的解決の促進を模索、提案し始めている（Margrete Stevens & Ben Love, Investor State Mediation: 
Observation on the Role of Institutions, paper presented at the 2009 Conference on Global Resolution: Cost-
eff ective Settlement in International Arbitration, November 26, 2009 参照）。

2 ICSID 紛争統計（2015-1）によれば、仲裁に持ち込まれた案件のうち、36％が和解そのほかの理由で手続きが終了して
いる。ICSID, The ICSID Caseload―Statistics 2015-1, Chart 7 参照

　（https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/PublishingImages/Caseload% 20Stats-2015-1-ENG.png
にて入手可能）。

3 ICSID 年次報告書 2004 年、2005 年事務局長の導入の辞を参照。
4 UNCTAD, Investor―State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration （2010）, 17-18 参 照（http://

unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf にて入手可能）。
5 なお、投資協定仲裁における上訴メカニズム一般についての利点、問題点についての考察として、経済産業省投資協定

仲裁研究会平成 21年度報告書所収の玉田大「投資仲裁における上訴メカニズム」参照
　（http://www.meti.go.jp: 8080/policy/trade_policy/epa/pdf/FY21BITreport/ISDS% 20review.pdf にて入手可能）。
6 UNCTAD, Investor?State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration （2010）, 18 参照
　（http://unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf にて入手可能）。
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も 3.6 年であると指摘されている 7。こうした時間

及び費用の点は、仲裁の当事者となる投資家及び投

資受け入れ国の双方にとって大きな負担として意識

されている。

2．国家による仲裁判断不履行の問題

　こうした課題に加え、投資協定仲裁の活用が進む

につれ近時はさらに以下のような実務的限界が意識

されるようになってきている。ICSID 条約 53 条に

おいては、仲裁判断は仲裁の当事者に対し拘束力を

有し、仲裁当事者は仲裁判断に従うべきことが規

定されている。しかし、国家は仲裁判断において賠

償を命ぜられた場合にはこれに従うことが大多数で

あるものの、仲裁判断に従わないケースも散見され

るようになってきている。例えば、アルゼンチン政

府は、CMS Gas Transmission Company（およそ 1

億 3000 万ドルの賠償を命ずる 2005 年の仲裁判断）、

Azurix Corporation（およそ 1 億 6 千万ドルの賠償

を命ずる 2006 年の仲裁判断）、Vivendi Universal

（およそ1億ドルの賠償を命ずる2007年の仲裁判断）

に対する賠償を命ずる仲裁判断などになかなか従わ

ず、ようやく 2013 年に投資家との間で和解が成立

した 8。アルゼンチンの他に、カザフスタン、キル

ギス、ロシア、タイ、ジンバブエ、コンゴといった

国々も投資家に対する賠償を命ずる仲裁判断の履行

に従わなかった例があるとされる 9。

　これらの多くでは、最終的には国家が賠償を履行

したが、そこに至るまでには投資家による国家の財

産差し押さえや投資家の母国政府による外交的介入

といった追加のコストや労力が投入された模様であ

る。投資家の母国の介入の例として注目されたのが、

米国によるアルゼンチンへの特恵的関税待遇（GSP）

の停止である。なお、投資家の母国の外交的介入は

必ずしも投資家に有利なものばかりではない。ドイ

ツの投資家がロシア政府による賠償の履行の確保の

ため、ドイツにおいて開催された航空イベントのた

めにロシア政府が持ち込んだ航空機に対する差し押

さえを申し立てた事案では、ドイツ政府は外交問題

となることを恐れ当該投資家に対してかかる差し押

さえの申し立てを取り下げるよう働きかけたとされ

る 10。

　なお、世界銀行の業務マニュアルには、加盟国

が、収用や対外債務に関する紛争を抱え、適切な是

正措置を講じる意思が見受けられない場合、又は紛

争の解決に向け合理的な努力を怠る場合には、新規

貸付を停止することを検討するとある 11。国家によ

る仲裁判断の不履行もこうした場合に該当すること

になると思われるところ、世界銀行の貸し付けの停

7 Anthony Sinclair, ICSID Arbitration: How Long Does it Take?, GAR JOURNAL, Vol. 4, Issue 5 参照
　（www.GlobalArbitrationReview.comにて入手可能）。この分析においては、2009 年 7月1日までに仲裁判断（award）

が下された 115 件が対象となっている。なお、取消手続きに移行した場合には、取消手続きは典型的には 2、3 年かかる。
もし、仲裁判断が取り消された場合には、再度の仲裁手続きが開始される（ICSID 条約 52 条（6））。そうなると、全体
の手続きについて 10 年以上かかることもあり得る。

8 http://online.wsj.com/article/BT-CO-20131018-705467.html
　http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Argentina-settles-fi ve-investment-treaty-awards.aspx
9 Luke Eric Peterson, How Many States Are Not Paying Awards under Investment Treaties?, May 7, 2010, 参照
（www.iareporter.comにて入手可能）; Luke Eric Peterson, Deadline Lapses Without Payment by Kazakhstan on 
BIT Award, May 7, 2010, 参照（www.iareporter.comにて入手可能）; Luke Eric Peterson, Zimbabwe Not Paying 
ICSID Award, May 7, 2010, 参照（www.iareporter.comにて入手可能）。

10 Luke Eric Peterson, How Many States Are Not Paying Awards under Investment Treaties?,  May 7, 2010, 参照。
11 World Bank Operational Manual : OP 7.40 - Disputes over Defaults on External Debt, Expropriation, and 

Breach of Contract 参照
　（http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/

0,menuPK:64701763̃pagePK:64719906̃piPK:64710996̃theSitePK:502184,00.htmlにて入手可能）
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止の可能性は仲裁判断不履行に対する抑止力となり

得る。アルゼンチンが 2013 年に投資家との和解に

応じたのも、世界銀行からの圧力があったためだと

言われている。

3．仲裁判断執行の困難性（主権免除の問題）

　国家が任意に賠償を命ずる仲裁判断に従わない場

合には、投資家は仲裁判断の執行のために当該国家

の財産を差し押さえるなどの法的手段をとること

ができる。ICSID 条約は ICSID 仲裁判断の実効性

を確保する観点から、金銭賠償を命ずる ICSID 仲

裁の仲裁判断につきこれが加盟国における最終確

定判決と同様の効力を有することを規定している

（ICSID 条約 54 条 1 項）12。仲裁判断の執行は、賠

償を命じられている国家以外の第三国にて申し立て

られることが常であるが、ICSID 条約 54 条 1 項で

いう加盟国とは仲裁当事国のみならず執行を申し立

てられた加盟国も含む。したがって、賠償を命ずる

ICSID 条約に基づく仲裁判断は ICSID 加盟国にお

いては自動的に執行される 13、14。

　もっとも、これは、投資家が直ちに国家の資産を

差し押さえることができることを意味しない。慣習

国際法上、主権免除の一内容として国家の資産は執

行から免除されるところ、ICSID 条約においては、

加盟国において有効な法に基づく主権免除の原則が

引き続き妥当することが確認されている（ICSID 条

約 55 条）15。また、慣習国際法上、国家による仲

裁合意は必ずしも執行段階における主権免除の放棄

を意味しない。そのため、賠償を命じられている国

家は、差し押さえが申し立てられた当該国家の資産

につき、主権免除を援用し、差し押さえを阻む余地

が残されている。近時、国際司法裁判所（ICJ）は、

国家の資産が政府的非商業的な活動のために利用さ

れていない場合など一定の場合には国家の資産につ

き主権免除の原則が適用されないと判断したが 16、

依然として主権免除が適用されない範囲は限られて

いる。差し押さえが申し立てられた資産がもっぱら

商業的利用に供されていれば差し押さえの余地が出

てくるものの、政府自体がかかる商業的活動を行う

ことはそれほど多くなく、また、公的な資産が商業

的な利用に供されている場合であっても仲裁判断の

名宛人となる政府とは別の法人の支配下にあること

が多い。これらの場合には差し押さえの申し立ては

拒絶されることとなる。また、世界の金融活動の中

心である米国や英国の主権免除に関する法律におい

ては、外国の中央銀行をはじめとする金融当局の資

産は商業的利用であるかどうかにかかわらず主権免

除の対象であることが規定されている 17。これらの

ハードルに鑑みれば、投資家が国家の資産につき有

効に差し押さえることは実務的にかなり難しいとい

え、実際の事案においても投資家の差し押さえの試

みはしばしば不成功に終わっている 18。

　むろん、主権免除により資産に対する執行が排除

されたとしても国家が仲裁判断に従う法的義務を負

12 金銭賠償以外の特定行為の履行や原状回復、差止め等についてはかかる自動執行の対象とはならない。
13 もっとも、ICSID 条約の定める仲裁判断取消手続きが存在し、これが円滑な賠償判断の執行を阻むことがある点につ

きICSID自体が指摘していることは上述のとおりである。
14 これに対して、ICSID 条約に基づく仲裁判断以外の仲裁判断の場合には、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約
（ニューヨーク条約）が適用され得るが、ニューヨーク条約においては、さまざまな執行拒絶事由が規定されている。頻
繁に援用される執行拒絶事由としては、執行が申し立てられた国の公序違反がある。

15 かかる主権免除を規定した加盟国の法の例としてはたとえば、米国の Foreign Sovereign Immunities Act や英国の
State Immunity Act がある。

16 Jurisdictional Immunities of the State  （Germany v. Italy: Greece intervening）, I.C.J., Judgment （Feb. 3, 2012）, 
para.118 参照。

17 Foreign Sovereign Immunities Act 1611条（b）（1）、State Immunity Act14 条（4）
18 水島朋則「投資仲裁判断の執行に関する問題」RIETI DP 13-J-078
　http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/13120005.html)
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うことには変わりがない。ICSID 条約上、仲裁判断

の不履行に対して、投資家の母国は外交的保護を求

めることができ（ICSID 条約 27 条）、国際司法裁判

所への提訴をすることができる（ICSID 条約 64 条）。

4．投資受け入れ国による投資協定仲裁の回避

　また、近時、投資受け入れ国が投資協定仲裁を避

ける動きも見られるようになった。これは投資協定

仲裁が投資家救済の観点から一定の成果をあげた

ことの裏返しでもあるが、この傾向が将来における

投資協定仲裁の活用の余地が狭めることが懸念され

る。これらの国家は、投資協定仲裁に投資家寄りの

制度的なバイアスが存在すると主張し、国家主権や

柔軟な政策幅を確保する必要があることを根拠とし

て挙げている。

　具体的には、2012 年末現在までに、ボリビア、

エクアドル、ベネズエラが ICSID 条約 71 条に基づ

き ICSID 条約から脱退している。また、アルゼン

チンにおいても ICSID 条約からの脱退を目指す立

法が試みられている 19。ただし、脱退通知後直ちに

脱退の効力が生じるわけではなく、通知から 60 日

後に脱退の効力が生じる（ICSID 条約 71 条）。また、

ICSID 条約から脱退しても、個別の投資協定の効力

は影響がなく、仲裁判断の執行についても典型的に

はニューヨーク条約により保護されることが多くあ

る。

　さらに、個別の投資協定から脱退する動きとし

て、2013 年末現在までに、ボリビアが米国との間

の投資協定を終了させることを通知し、エクアドル

が 10 カ国との間の投資協定を破棄し（さらに 5 カ

国との投資協定の破棄を議会が承認済み）、ロシア

がエネルギー憲章条約の暫定的適用を終了させ、ベ

ネズエラがオランダとの間の投資協定を破棄してい

る。ただし、通知から一定期間は投資協定の効力が

存続するよう定められているのが通常である。たと

えば、エネルギー憲章条約 45 条（3）b 項は、暫定

的適用期間中に加盟国からなされた投資について

は、暫定的適用終了の効力発生後 20 年間はエネル

ギー憲章条約上の一定の保護の効力が残存する旨規

定している。

　また、インドは、EU、オーストラリア、ニュージー

ランド等と締結交渉中の投資協定から仲裁条項を除

外することを検討しているとされる 20。

Ⅲ．投資家対国家紛争解決手段としての調停のメカ

ニズムおよびそのメリットとデメリット

1．調停の概要

　一般に仲裁（arbitration）とは、中立の第三者機

関から紛争当事者に対し、法に基づく拘束力のある

決定を下すことを目的とした裁判的手続きである。

これに対し、調停（conciliation）とは、紛争当事者

の合意による紛争解決を目的とした非裁判的手続き

であり、仲裁に比し非公式かつ柔軟な方法で進めら

れる 21。

　ICSID 条約 28 条から 35 条及び ICSID 調停ルー

ル（ICSID Conciliation Rule）は、手続きをはじめ

とする ICSID 調停に関するルールを規定している。

ICSID 条約加盟国ないし加盟国の国民である紛争

当事者の一方が調停の開始を ICSID 事務局長に要

請することから調停手続きが開始し、紛争の他方

当事者は調停手続きの開始を阻むことはできない

（ICSID 条約 28 条（1））22。その後、調停の当事者

19 アルゼンチン議会の法案（2012 年 4 月21日）は
　http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1311-D-2012 にて入手可能。
20 “BIT of Legal Bother,” Business Today, May 27, 2012
　（http://businesstoday.intoday.in/story/india-planning-to-exclude-arbitration-clauses-from-bits/1/24684.htmlにて入手可能）。
21 なお、同じく和解による解決を志向する手続きとして仲介（mediation）が存在する。厳密には、調停においては調停

人が解決案を示すのに対し、仲介の場合は仲介人による解決案提示はない。ただし、調停と仲介とが互換的に用いら
れる場合も多い。

22 なお、ICSID 非加盟国及びその国民も、Additional Facility Rules の下で、ICSID 調停を活用できる。
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は紛争の解決を支援する調停委員会を合意により設

立する（ICSID 条約 29 条）23。当事者が人選に合

意できない場合には ICSID Administrative Council

の議長により調停委員会が設立される（ICSID 条

約 30 条）。調停委員会の役割は、紛争の争点を明確

にすることであり、紛争当事者が和解できるように

支援することである（ICSID 条約 34 条（1））。調停

委員会は必ずしも事実認定や法適用のあり方を決す

る必要はない。調停手続きは仲裁に比し柔軟である

が一定程度対立当事者型構造が維持されており、調

停委員会は口頭弁論において紛争当事者の言い分を

聴取する（ICSID 調停ルール 22 条）。当事者は、調

停委員会の設立後 30 日以内に、それぞれの言い分

を記載した書面を提出しなくてはならない（ICSID

調停ルール 25 条）。それ以降でも、いずれの当事者

も、紛争に関連し有益であると思われる書面を提出

することができる（ICSID 調停ルール 25 条（1））。

調停委員会の側も、適宜当事者に対して口頭での説

明、書面そのほかの情報の提出、当事者以外の証人

からの証拠の提出等を求めることができる（ICSID

調停ルール 22 条（3））。調停委員会は、理由を示し

て、当事者に対し一定の和解案を勧告し、当事者に

対し紛争が悪化しないよう特定の行為を慎むよう勧

告することができる（ICSID 調停ルール 25 条（2）、

ICSID 条約 34 条（1））。かかる勧告には強制力はな

いものの、当事者は勧告を真剣に考慮する義務があ

る（ICSID 条約 34 条（1））。調停委員会は、和解が

成立した場合も不調に終わった場合も、調停手続き

の終了とともに、調停委員会は紛争が調停手続きに

関するレポートを作成する（ICSID 条約 34 条（2））。

なお、もし当事者が仲裁手続きに移行した場合には、

当事者は仲裁手続きを改めて始めからやることとな

り、その際には調停委員会の作成したレポートは当

事者の請求や主張内容の基礎とはならない（ICSID

条約 35 条）。このように当事者が行った調停段階で

の譲歩等が後の仲裁において足を引っ張らないよう

に配慮されている。

2．調停の件数

　2013年末現在、ICSID調停は9件活用されており、

そのうち 2 件は現在進行中である 24。調停手続きが

終了した 7 件については、少なくとも 3 件について

は和解が成立した模様である 25。なお、同時点にお

いて ICSID 仲裁は 450 件活用実績があり 26、調停

に比して圧倒的に仲裁の活用件数が多いことがわか

る。

3．ICSID 調停のメリット及びデメリット

（1）時間とコストの節約

　ICSID 調停の大きなメリットとしてまず考えら

れるのが、仲裁に比して時間と費用が節約できると

いう点である。上記に ICSID 調停が活用されてい

る 9 件のうち 7 件について調停手続きが終了してい

ると記載したが、当該 7 件についていえば、調停の

開始から終了までの期間は 8 ヶ月から 25 ヶ月であ

る。一方、先述したとおり ICSID仲裁の平均期間は、

23 なお、ICSID 仲裁とは異なり紛争当事者の国民であってもかまわない。
24 なお、Additional Facility Rules 下の 2 件を含む。ICSID, Cases 参照（ https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/

cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?apprl=CD20,CD19;CD21,CD19 にて入手可能）。
　また、ICSID が半期ごとに公表している紛争統計においても件数が公表されている
　（ https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Pages/ICSID-Caseload-Statistics.aspxにて入手可能）。
25 TG World Petroleum Limited v. Republic of Niger  （ICSID Case No. CONC/03/1） （2005）; SEDITEX 
Engineering Beratungsgesellschaft für die Textilindustrie m.b.H. v. Democratic Republic of Madagascar 
（ICSID Case No. CONC/82/1）（1983）; Tesoro Petroleum Corporation v. Trinidad and Tobago  （ICSID Case No. 
CONC/83/1）（1985）。最後のケースにおいては、調停委員会の勧告に基づき和解が成立したとされる。CHRISTOPH H. 
SCHREUER ET AL ., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY 445, 449 （2d ed. 2009）参照。

26 なお、Additional Facility Rules 下の 37 件を含む。ICSID 紛争統計（2014-1）Chart 2 参照
　（ https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/resources/Documents/2014-1% 20English.pdf にて入手可能）。
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取消手続きを除いたとしても3.6年であるとされる。

調停においては調停人が争点の明確化や和解に向け

て主導権を発揮することとなるが、その過程で当事

者が争う論点が絞られ、時間及びコストの節約につ

ながる。また、仲裁においては、米国のディスカバ

リー手続きほどではないとしても、依然として当事

者間で膨大な量の証拠をはじめとする書面の交換を

行われることが常であり、これがかかる時間及び費

用を大幅に押し上げている。これをふまえ、調停に

おいては、調停人が書面の交換の範囲を限定するこ

とが期待される。もっとも、デメリットとしては、

調停が不調に終わった場合には調停にかかった時間

と費用は無駄になるとして、投資家としては、はじ

めから仲裁に臨むことを好むことも十分に考えられ

る。

（2）早期の紛争解決と関係の修復・継続

　調停の仲裁にはない大きなメリットとして考えら

れるのは、早期の和解により、投資家と投資受け入

れ国との間の関係の継続、復縁が可能となり、紛

争後も投資活動を継続することが期待できるという

点である 27。そのため、当事者がすでに現在進行形

の長期にわたるプロジェクトに取り組んでおり、か

つ、すでに大きなサンクコストを負担しているよう

な場合には、調停のメリットが大きいと考えられる。

典型的には、石油やガス開発事業、ガスのパイプラ

インによる輸送事業、鉱物資源の開発事業、インフ

ラ整備事業におけるジョイントベンチャーや長期契

約がこれに該当しよう 28。調停による解決が実現し

た Tesoro Petroleum Corporation v. Trinidad and 

Tobago 事 件（ICSID Case No. CONC/83/1） や

TG World Petroleum Limited v. Republic of Niger

事件（ICSID Case No. CONC/03/1）はいずれも石

油開発事業に関する紛争であった。また、現在調停

手続きが進行中の 2 件もいずれも石油・ガスの探索

及び開発事業に関する紛争である。ただし、冒頭で

述べたとおり、仲裁の過程で和解的解決を模索する

ことも可能である。

　一方で、投資家と投資受け入れ国との間の対立が

決定的になってしまっていると調停による解決の可

能性は低く、投資家としてははじめから仲裁に持ち

込むことが合理的ともいえる。 同様に、投資家が

すでに交渉そのほかの友好的な方策を尽くしてもな

お紛争が解決していない場合には、調停による解決

が期待できないとして、仲裁を選択することが合理

的とも思われる。

（3）秘密性

　調停は仲裁に比して秘密性が高い。仲裁の場合、

紛争手続きや当事者の主張、仲裁判断が一定程度公

開されることにより、投資受け入れ国としては、投

資家の主張に伴うレピュテーションの低下を懸念す

ることが考えられる。一方、投資家としては株価の

低下等を懸念することが考えられる 29。通常の仲裁

は秘密性が高いものの、投資協定仲裁の場合に秘密

性がそれよりも低くなるのは、多大の賠償金を支払

うことも想定され、その根拠がきちんと公表されて

いる必要があるからである。

　もっとも、調停は仲裁に比し紛争解決の透明性が

損なわれるきらいはある 30。

27 KENNETH J. VANDEVELDE, BILATERAL INVESTMENT TREATIES 437 （2010）; CHRISTOPH H. 
SCHREUER ET AL ., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY 445 （2d ed. 2009）等参照。

28 Linda C. Reif, Conciliation as a Mechanism for the Resolution of International Economic and Business Disputes, 
14 FORDHAM INT’L L.J. 578, 635 （1991）。

29 Jack J. Coe, Jr., Toward a Complementary Use of Conciliation in Investor-State Disputes-A Preliminary Sketch, 
12 U.C. Davis J. Int’l L. & Pol’y 7 2005-2006, 23 参照。

30 Jack J. Coe, Jr., Toward a Complementary Use of Conciliation in Investor-State Disputes-A Preliminary Sketch,  
12 U.C. Davis J. Int’l L. & Pol’y 7 2005-2006, 27 参照。
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（4）関係者への説明責任

　調停人から提案された和解提案は、仲裁判断に比

べフォーマルでなく、なぜそのような和解内容に

至ったのかについての理由の説明も乏しいため、和

解の内容が賠償を伴う場合には、国家予算からの出

費を正当化できず、投資受け入れ国が和解に応ずる

ことをためらうとの指摘もある 31。さらに、投資紛

争はしばしば投資受け入れ国の公益や重要な経済政

策や資源政策に関するものであるところ、投資受け

入れ国の世論に配慮し、投資受け入れ国が和解をた

めらう可能性も考えられる。投資家側としても、投

資家が企業である場合、仲裁廷と異なり拘束力のな

い調停による和解提案を受け入れることを株主にど

のように説明するか、という問題を抱える。

（5）和解の法的拘束力と執行の問題

　ICSID 調停の結果の和解については、ICSID 条

約及び ICSID 調停ルール上当事者に対する法的拘

束力があるとは明記されていないものの、学説上は

ICSID 調停の結果合意された和解には法的拘束力が

あるとされる 32。ただし、先述したとおり、ICSID

仲裁においては、仲裁判断が加盟国の確定判決と同

等の効力を有することを ICSID 条約が規定してお

り、仲裁判断の執行の自動性が確保されている。し

かし、ICSID 調停の結果の和解についてはかかる執

行段階における拘束力は認められていない。そこで、

調停の当事者は、和解で規定された義務の不遵守の

事態に対応するために別途仲裁ないし裁判で争い直

すことを余儀なくされる場合もある。裁判が望まし

くないのであれば、和解条件の中に、和解で規定さ

れた義務の遵守を巡る紛争については仲裁にて解決

することを定めた仲裁条項を設けることが求められ

る 33。この点が調停のデメリットと考えられるかも

しれない。もっとも、ICSID 調停に基づく和解は当

事者の合意によりその内容が定まることから、そも

そも和解の不遵守のリスクは仲裁判断の不遵守のリ

スクに比べて小さいと思われる。

Ⅳ．ビジネス環境整備小委員会における問題解決と

の比較

　ビジネス環境整備小委員会とは、日本が締結す

る EPA 等に基づき設置される二国間の官民対話の

ための委員会であり、投資家が投資受け入れ国に対

して、様々なビジネス環境の改善に向けた議論を提

起することができるフォーラムである。日本は、タ

イ、マレーシア、メキシコ、チリ、ペルーとの間で

ビジネス環境整備小委員会の開催実績がある。ビジ

ネス環境整備小委員会は、広く投資家の母国の政府

や JETRO、投資受け入れ国政府、現地の業界の関

係者により構成される。中立の第三者が介入しない

点で仲裁や調停とは異なる。ビジネス環境整備小委

員会では、多くの投資企業に影響を与えるような一

般的なビジネス環境の改善について議論される。そ

の中には、必ずしも、調停や仲裁での解決になじま

ない問題もある。過去に、治安の向上、出入国手続

きの円滑化、輸送インフラの整備・改善、模倣品対

策、同等性認定といった公的な問題についてビジネ

ス環境整備小委員会が活用されている。

31 Barton Legum, The Difficulty of Conciliation in Investment Treaty Cases: A Comment on Professor Jack 
C. Coe’s “Toward A Complementary Use of Conciliation in Investor-State Disputes- A Preliminary Sketch,” 
MEALEY’S International Arbitration Report Vol. 21, #4 April 2006, at 2 参照。もっとも、かかる指摘は比較的ガ
バナンスが厳しい米国での経験を基になされている。

32 CHRISTOPH H. SCHREUER ET AL ., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY 451 （2d ed. 2009）; 
Nassib Ziadé, ICSID Conciliation,  NEWS FROM ICSID, Vol. 13/2, at 3, 6 等参照。

33 UNICITRAL の調停ルールは、その脚注において、和解中に仲裁条項を入れることを検討すべきとしている。
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②主な仲裁機関・仲裁ルールの概要

注： 投資協定によっては、これら仲裁規則のいずれかに基づいて仲裁手続がなされると定めつつ、当該仲裁規則

と異なる手続を定めることがある（例、仲裁人の選任、仲裁地、情報公開）。その場合、投資協定による変更

を加えた上で、指定された仲裁規則が適用される。

ICSID ICSID 

International Centre for Settlement of 
Investment Disputes ICSID

D.C.
ICSID 1966 2014 159

150
ICSID

Arbitration Rules

ICSID Additional Facility Rules
1978 ICSID

ICSID

ICSID 

C

1 2 25 1 2 (a)

36 1

ICSID
36 3

C 2

C 4

37 2 (a) b

37 2 (b)
3

90

38
40 1

90

38
40 1

39
3

C 6 1

C 6 1
C 9

90

C 6 4 7 2

90

C 6 4 7 2

C 7 1
3

＜図表Ⅲ‐ 5‐ 9＞
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ICSID ICSID 

ICSID
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42 1

1 2
ICSID

ICSID
22 1

39

32 2

place of arbitration
C 20 1

C 19

C 54 1

1 2
ICSID

ICSID
C 30 1

C 46

C 39 2

48 1

53 1

52 53 1

53 1

C 24 1

C 52 4
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UNCITRAL ICC

United Nations Commission on International 
Trade Law UNCITRAL 1966

UNCITRAL

UNCITRAL 1976
2013

2013 2014
2014 4

UNCITRAL

International Chamber of 
Commerce ICC 1923

130 7,400
2012 1

--

3 1 2 4 2

30

3 7

appointing authority

(PCA)
6 1 2

UNCITRAL

9 1

30

9 2

30
8

2 9 3

30

8 1
8 2

6 7

12 2

30

12 3

12 4
5

13 5



734

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

UNCITRAL ICC

18
1

18 2

18 2

35 1

35 3
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1

26 1

28 3

18
1

18 3

18 2
UNCITRAL

21 1

21 2

20

28

26 3
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33 1

33 2

34 2

31 1

34 6

terms of reference
6

30 1 2

23

33
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SCC KLRCA

The 
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber 
of Commerce SCC Institute

1917
Arbitration Rules of the Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce 2010 1 1

Kuala Lumpur 
Regional Centre for Arbitration:KLRCA 1978

Asian-African 
Legal Consultative Organization:AALCO

KLRCA UNCITRAL
2013

UNCITRAL 2010

EPA
1 85 4 a

--

2 4 2 1 2

12

13 3

10

13 2

13 5

4 4

30
4 5

4 6
(a)

30

4 6 (b)

30
4 6 (c)

20 1

20 2

20 2
UNCITRAL

22 1

21 1

6
1

6 2

6 2
UNCITRAL

Part II
UNCITRAL 35 1

Part II UNCITRAL 35 3
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SCC KLRCA
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27 3

Appendix II
ICC

Part 
II UNCITRAL 19 1

Part II UNCITRAL 26 1

Part II UNCITRAL
28 3

< > 
Schedule 2

ICC

35 1

40

6

37 18

Part II UNCITRAL 33
1
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UNCITRAL 33 2

Part II UNCITRAL 34 2

3
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1 2
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SIAC HKIAC

Singapore 
International Arbitration Centre SIAC 1991

2013 4 5

Hong Kong International 
Arbitration Centre HKIAC 1985

2013 11

--

3 1 3 4 1 2

6 1

21

7
1 2

8 1
14

8 2

8 3

6 1

30

7 1 (a) 2

30
7 1 (b) 2

8 1 (a)

15

15

8 1 (b)

30
8 1 (c)

18 1

18 2

18 2
UNCITRAL

27 1

14 1

14 2

14 2
UNCITRAL

35 1
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SIAC HKIAC
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VIAC CIETAC

Vietnam International 
Arbitration Centre VIAC 1993

2012 1

China International 
Economic and Trade Arbitration Commission
CIETAC 1956

2012

2014 11 2015 1

CIETAC
4 3
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6
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7
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7
11 3
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7
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VIAC CIETAC

20
1

20 2

20 2
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22 1

22 2
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③我が国が締結している EPA投資章における投資

家対国家の紛争解決規定

　投資家対国家の紛争解決規定（「国家対国家」の

紛争に関連する規定については第 7 章を参照）我

が国が締結している多くのEPAは、投資章におけ

る紛争解決手続として、①まずは紛争当事者が解

決に向けた協議を行い、②協議により問題が解決

しない場合は仲裁手続に案件を付託し、③仲裁判

断に基づき、被申立国は金銭賠償（又は補償）を

行う、との共通したプロセスを規定している。この

ようなプロセスは、我が国関連 EPAのみならず、

他国において結ばれている地域貿易協定とも共通す

るものであるが、個別具体的な規定ぶりは様々であ

る（投資協定における「国家対国家」の紛争に関す

る規定は EPAの規定と比較して簡潔であることが

多い）。以下では、「日シンガポールEPA」、「日メキ

シコEPA」、「日マレーシアEPA」、及び、参考とし

て NAFTA 投資章の紛争解決手続（投資家対国家）

をフロー図（図表Ⅲ‐5‐10）で掲示する。
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＜図表Ⅲ‐ 5‐ 10 ＞
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　投資協定に基づく仲裁判断は先例として拘束力の

あるものではないが、後の仲裁判断に大きな影響を

与えてきた。以下に、2014 年に仲裁判断が出た事

例のうち情報収集が可能であったものについて紹介

したい。一般的には、仲裁廷においては管轄権に

ついて抗弁が提起されることが多く、管轄権が認

められれば、その後に本案についての判断が出さ

れる。両判断は別々に出されることもあれば、一体

として出されることもある。本案についての判断は、

義務違反と賠償額の判断が一体として出されること

もあれば、別々に出されることもある。仲裁廷の管

轄権が肯定された後に、和解に至るケースが多いと

言われていることに示されるように、管轄権判断は

投資家と国家との交渉に大きく影響する。

　なお、以下に要旨を紹介する個々の判断は、具

体的な事実関係とそれに対応して参照された個々の

投資協定の文言を前提に下されたものであるため、

他の事例にそのまま妥当するとは限らないことに注

意されたい。

1．管轄権判断
（1）投資家の国籍

○ National Gas S.A.E. v. Arab Republic of 

Egypt, ICSID Case No. ARB/11/7, エジプト・

アラブ首長国連邦 BIT、仲裁判断、2014 年 4

月 3日。（表の①）

　申立人（エジプト法人）は、エジプト石油公社と

結んだコンセッション契約を巡り発生した契約紛争

について、エジプト国内の国際商事仲裁機関で下さ

れた判断が遵守されないことが、BIT の収用条項

違反に当たると主張し、ICSID に仲裁を申し立てた。

　申立人（エジプト法人）はUAE 法人であるC 社

に株式の 90%を保有されているが、C 社の株式を

100%保有する親会社 R 社（UAE 法人）は、申立

人の経営者であるG 氏（エジプトとカナダの二重国

籍者）に完全所有されている。ICSID 条約 25 条（2）

（b）によれば、「紛争当事者である締約国［注：本

件ではエジプト］の国籍を有していた法人であって

外国人が支配しているために両当事者がこの条約

の適用上他の締約国［注：本件ではUAE］の国民

として取り扱うことに合意したもの」については同条

約上「他の締約国の国民」として扱われる。エジプ

トは、この条項は、外国人が支配していること（客

観的要件）と、両当事者が他の締約国の国民とし

て取り扱うことに合意したこと（主観的要件）とい

う二つの要件を課すものであると解釈した上で、主

観的要件は BIT10 条（4）が ICSID 条約 25 条（2）

（b）を適用すると明示的に定めていることから充た

されるが、申立人は実際のところエジプト人に支配

されるエジプト法人であって、客観的要件は充たさ

れていないため、人的管轄が成立しないと主張した。

仲裁廷は、上記エジプトの主張を認め、管轄権を

否定した。

　当該論点に関しては、投資受入国の国籍をも有

する二重国籍者が株式の過半を保有して取締役に

就任していた会社につき、当該二重国籍者本人が

ICSID 条約第 25 条 2 項（a）によって申立人とな

ることができないことを指摘し、それにも拘わらず

《参考》
最近の投資協定仲裁事例
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当該二重国籍者が支配する企業が同項（b）により

外国企業として取り扱われることはおかしいとして

人的管轄を否定した事案（Burimi SRL and Eagle 

Games SH. A v. Republic of Albania, ICSID Case 

No. ARB/11/18、管轄権判断、2013 年 5月29日）

がある。

（2）投資財産の存否

○ Emmis  In te rna t iona l  Ho ld ing ,  B .V . , 

Emmis  Rad io  Opera t ing ,  B .V . ,  MEM 

Magyar Electronic Media Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. v. The Republic of Hungary, 

ICSID Case No. ARB/12/2, ハンガリー・オ

ランダ BIT 及びハンガリー・スイス BIT、仲

裁判断、2014 年 4月 16 日。（表の②）

　申立人ら（前二者はオランダ法人、後者はスイス

人が支配するハンガリー法人）が完全所有するハ

ンガリー法人 Sláger 社は、FMラジオ放送のため

の周波数帯を利用する免許を落札し、ハンガリーの

ラジオ・テレビ放送協会との間で上記免許を付与す

る放送契約を締結し、契約で定められた当初の免

許期間 7年、更新後の追加の免許期間 5 年を満了

した。Sl?ger 社の免許期間の満了を受けて新免許

交付のための再入札が実施されたが、Sláger 社は

落札に失敗した。申立人らは、この入札過程に違

法性や政治圧力による歪曲があり、それにより投資

財産が違法に収用されたと主張し、ICSID に仲裁

を申し立てた（なお、両 BITに基づく仲裁申立の対

象は収用条項にかかる紛争に限定されていた）。

　仲裁廷は、収用条項を適用するにはそもそも収用

対象たる資産が存在する必要があるとし、投資受

入国法（ハンガリー法）に則り、所有・評価・譲渡

可能な資産であることが財産権成立の必須要件で

あることを確認した上で、期間を満了した上記放送

契約は新免許の付与に関して何ら定めておらず、新

免許交付入札への参加者としての権利も財産性を欠

くことから、Sláger 社は収用対象たる資産を有して

いないと判断し、管轄権を否定した。

（3）政府機関が株式を保有する機関の行為に関す

る国家への責任帰属

○ Tulip Real Estate and Development 

Netherlands B.V. v. Republic of Turkey, 

ICSID Case No. ARB/11/28, オランダ・トル

コBIT、仲裁判断、2014年 3月 10日。（表の③）

　申立人（オランダ法人）は、イスタンブールにお

ける住居・商業施設複合開発プロジェクトの一部に

つき、政府機関 TOKI が株式を保有する不動産投

資信託会社 Emlakとの間で建設請負契約を結んだ

Tulip JV 社（トルコ法人）の株式を間接保有してい

たが、Tulip JV 社による建設作業が遅滞し、契約

期日までに完成されなかったことから、Emlak社は

契約の終了を宣言し、再入札を実施した。申立人

は、トルコ側の各機関（Emlak社、TOKI 等）が諸々

の妨害行為をなし、最終的には契約を終了せしめ

ることによって申立人の投資財産を剥奪したことは、

公正衡平待遇・収用・義務遵守・十分な保護及び

保障の各条項違反であると主張し、ICSID に仲裁

を申し立てた。

　Emlak社による行為についてトルコへの責任帰属

が認められるかに関して、仲裁廷は、同社は国家

責任条文草案第 4 条の「政府機関」ではなく、統

治機能を行使していないことから第 5 条の基準も満

たさないとし、第 8 条についても、株式の過半が

TOKI によって所有されることをもって国家による

指示・指揮・命令に従った行為であるとは認定できず、

指示・指揮・命令が認められるためには、統治権

限の行使が必要であることを確認した上で、同社は

商業的関心に基づいて独立した決定をなしているの

みであり、その要件を満たさないとして、仲裁廷に

Emlak社の行為はトルコに帰属しないと判断した。

（4）利益否認条項

○ Guaracachi America, Inc. and Rurelec 

PLC v. The Plurinational State of Bolivia, 

UNCITRAL, PCA Case No. 2011-17, ボリビ

ア・英国BIT及びボリビア・米国BIT、仲裁判断、

2014 年 1月 31 日。（表の④）
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　ボリビアの電力部門の民営化に際し、発電部門

を担う電力会社 EGSA 社の株式を落札した米国法

人は、持ち株会社 GAI 社（申立人、米国法人）を

通して過半数の株式を保有していた。後に GAI 社

は、英国法人 Rurelec 社（申立人）の子会社であ

るBirdsong 社（英国法人）の完全子会社となっ

た。ボリビア政府は、1995 年 7月に EGSA 社に

対して 2038 年を期限とする発電事業に関する免許

を与えていたが、規制枠組みの度重なる変更を経

て、2010 年には EGSA 社の完全国有化を宣言し、

補償の支払いも拒否した。そこで、両申立人は、

収用及び公正衡平待遇等の各条項違反を主張し、

UNCITRAL 仲裁規則に基づく仲裁を申し立てた。

　GAI 社について、ボリビアが、第三国（英国）の

国民が所有していること、米国において実質的な事

業活動を行っていないことを根拠に、米国・ボリビ

ア BIT 第 12 条（利益否認条項）に基づく利益否

認の主張を行ったところ、仲裁廷はこの主張を認め、

管轄権不成立と判断した。

　なお、利益否認条項に関して、エネルギー憲章

条約 17 条については Plama v. Bulgaria（ICSID 

Case No. ARB/03/24、 管 轄 権 決 定、2005 年

2 月 8 日 ） 及 び Veteran Petroleum v. Russia

（UNCITRAL PCA Case No. AA228管轄権判断、

2009 年 11 月 30 日）、Stati v. Kazakhstan（SCC 

Arbitration V （116/2010）、仲裁判断、2013 年 12

月19日）が、同条を適用するためには、投資受入

国（被申立国）が紛争発生前に投資家に対して同

条を援用しておかなければならず、紛争発生後に援

用された場合には同条を援用することはできないと

判断している一方で、中米ドミニカ自由貿易協定の

利益否認条項については Pac Rim Cayman v. El 

Salvador（ICSID Case No. ARB/09/12、管轄権

判断、2012 年 6月1日）が、本件と同様に紛争発

生後の利益否認条項の援用を認めている。

（5）協定義務違反に関する「一応の立証（prima 

facie case）」

○ Achmea B.V. v. The Slovak Republic, 

UNCITRAL, PCA Case No. 2013-12, オラン

ダ・スロバキア BIT、管轄権判断、2014 年 5

月 20 日。（表の⑤）

　スロバキアでは公的健康保険分野が民営化され、

申立人（オランダ法人）は規制当局から運営許可を

得て子会社（スロバキア法人）を設立し、事業を

開始したが、政権交代を機に、全利益の健康管理

目的以外への使用を禁じた法令（Ban on Profi ts）、

保険証券の名義変更を禁止し、破産の場合は国営

保険会社のみへの無償譲渡を義務付ける法令（Ban 

on Transfers）など、法的枠組みに対して諸々の

変更が加えられたことにより、事業拡張を停止する

ことになり、国際仲裁を申し立て、公正衡平待遇条

項及び送金の自由条項違反を認める判断が下された

（Achmea I 事件、PCA Case No. 2008-13、2012

年 12月7日仲裁判断）（スロバキアは判断の取り消

しを求めて提訴しており、2014 年 5月時点で仲裁

判断が命じた賠償の支払いはなされていない）。

　上記仲裁手続と並行してスロバキア内では Ban 

on Profi ts の違憲及びヨーロッパ人権条約違反を訴

える訴訟が提起され、最高裁判所はこれを認め、

一度は両法令の無効化が宣言されたが、再度の政

権交代の後に、国営の単一保険事業者制度の導入

を目指した議論が開始され、民間会社の株式の国

営の新事業体への売却や、売却合意に失敗した際

の収用措置の実施等を記した実施計画が閣議決定

された。この閣議決定がされた段階で、申立人は、

スロバキアに対して収用を行わないよう命じることを

求めるとともに、公正衡平待遇義務違反を主張し、

UNCITRAL 仲裁規則に基づく仲裁を申し立てた。

　スロバキアが、申立人には被申立国による協定義

務違反に関する「一応の立証（prima facie case）」

を行う義務があり、その義務が果たされない場合

には管轄が認められず、現実に収用措置が採られ

ていない段階で仲裁申立てがなされた本件では、

協定義務違反を問うことのできる事実が提示されて
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いないことから、管轄権成立要件を満たしていない

と主張し、仲裁廷は、過去の類似の ICJ・仲裁判

断を参照しつつ、この主張を認め、本件では申立

人が主張する事実をそのまま認めたとしてもBIT 違

反は生じないとして管轄権を否定した。

（6）先行する管轄権に関する仲裁判断の既判力

○ Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. 

United States of America, ICSID Case No. 

ARB（AF）/12/1, NAFTA, 仲裁判断、2014

年 8月 25 日。（表の⑥）

　ジェネリック薬の製造を行うApotex Inc. 社（カ

ナダ法人）は、米国規制当局（FDA）による薬の

販売承認（ANDAs）を受ける要件として、自社工

場への立入検査を受けた。当該検査において複数

の基準違反が認められたために、FDAは同社工場

で製造された薬の輸入を禁止する輸入警告を発し

た。その結果、Apotex Holding 社（カナダ法人）

が間接所有するApotex-US 社（米国法人）は販売

品目の大半を占めるApotex Inc. 社製の薬の輸入

が出来なくなり、また新薬承認作業も停止されたこ

とで、損害を被ったとして、内国民待遇・最恵国待

遇・待遇の最低基準（公正衡平待遇義務等を含む）

の各義務違反を主張し、ICSID 追加的制度仲裁規

則に基づく仲裁を申し立てた。

　Apotex Inc. 社は先に同様の事案について仲裁

を申し立てたが、その事案では仲裁廷の管轄権を

否定する判断が下された（Apotex Inc. v. United 

States of America、UNCITRAL、管轄権判断、

2013 年 6月14日）が、本件では、同社に加えて

親会社 Apotex Holdings 社も申立人になった。仲

裁廷は、NAFTA 1136 条 1 項は先例拘束の原則

を否定するものであって、既判力の原則を否定する

ものではないとした上で、既判力の原則に基づき、

ANDAs の投資財産性及びApotex Inc. の投資家

としての地位を否定した前件仲裁判断が、前件の当

事者との関係では本件仲裁廷の判断を拘束すること

を認め、Apotex Inc. による申立て、及びApotex 

Holdings によるANDAs に関する申立てについて

は本件仲裁廷も管轄権を有さないと判断した。

2．本案判断
（1）収用

（a）事業会社の国有化（肯定）

○ Guaracachi America, Inc. and Rurelec 

PLC v. The Plurinational State of Bolivia, 

UNCITRAL, PCA Case No. 2011-17, ボリビ

ア・英国BIT及びボリビア・米国BIT、仲裁判断、

2014 年 1月 31 日。（表の④）

　上記 1（4）の事実関係のもと、Rurelec 社の請

求につき審理がなされた。本件において EGSA 社

の収用がなされたことには争いはなく、争点は補償

の要否であった。ボリビアが、EGSA 社は債務超

過状態にあり、負の価値しか有しておらず、上記国

有化に対する補償は必要ないと主張したが、仲裁

廷は、EGSA 社は債務超過状態ではなく、正の価

値を有しており、補償を支払う必要があったと評価

し、収用条項違反を認定した。

（b）恣意的な課税措置及び経営者に対する刑事訴

追行為等（肯定）

※  3 つの事案は同一の事実関係を扱い、仲裁廷

構成は同一であり、判断もほぼ一字一句共通

することから、併せて紹介する。

○ Hulley Enterprises Ltd. v. The Russian 

Federation, UNCITRAL, PCA Case No. 

AA226, エネルギー憲章条約、本案判断、2014

年 7月 18 日。（表の⑦）

○ Yukos Universal Ltd. v. The Russian 

Federation、UNCITRAL、PCA Case No. 

AA227、エネルギー憲章条約、本案判断、

2014 年 7月 18 日。（表の⑧）

○ Veteran Petroleum Ltd. v. The Russian 

Federation, UNCITRAL, PCA Case No. 

AA228, エネルギー憲章条約、本案判断、2014

年 7月 18 日。（表の⑨）

　ロシア法人OAO Yukos Oil Company（Yukos）

社の支配株主である申立人ら（Hulley 社及び VPL
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社はキプロス法人、YUL 社はマン島法人）は、

Yukos 社が破産に至るまでにロシア政府が採った

経営者の刑事訴追や多額の追徴課税等の措置が、

エネルギー憲章条約の収用条項等違反であると主

張し、UNCITRAL 仲裁規則に基づく仲裁を申し立

てた。

　仲裁廷は、ロシアによるYukos 社に対する納税

状況調査・経営者の刑事訴追・追徴課税・中核部

門の競売・破産手続等という一連の措置は、税の

徴収というロシアが主張する目的とは均衡しない甚

大な損害をYukos 社に及ぼすものであったこと、上

記一連の措置は恣意的な意図に基づいた不当なも

のであったこと等を根拠に、ロシアの収用条項違反

を認定した（本件仲裁判断で命じられた賠償額は三

社あわせて 500 億米ドルを超える金額であり、投資

協定仲裁判断の過去最高の賠償金額として注目を集

めた）。

　なお、本件に関する管轄権判断において、ロシア

に対してエネルギー憲章条約が適用の可否が問題と

なったが、仲裁廷は、エネルギー憲章条約の 45 条

2 項に基づく適用除外の受け入れ否認宣言の存否

は適用除外の存否に関連しないこと、暫定適用条項

（45 条 1項）は、エネルギー憲章条約の各条項と対

応するロシア憲法・法令の条項ごとの抵触の存否の

判断を求めるものではなく、特定の暫定適用の実行

とロシア憲法・法令との抵触の有無の検討を意味す

るものであり、当該抵触が認められない以上、管轄

権が成立すると判断した（ロシアの暫定的適用期間

中にエネルギー憲章加盟国の投資家が投資財産の

保護に関しては 702頁参照）。

（c）原油価格高騰による利益への課税及び契約解

除（肯定）

○ Perenco Ecuador Ltd. v. The Republic of 

Ecuador and Empresa Estatal Petr?leos del 

Ecuador （Petroecuador）, ICSID Case No. 

ARB/08/6, エクアドル・フランス BIT、仲裁

判断、2014 年 9月 12 日。（表の⑩）

　申立人（バハマ法人。但し、フランス人が株式保

有を通じて支配する）は、エクアドルのアマゾン川

流域（ブロック7及び 21）での炭化水素資源探査・

採掘に関する政府との参加契約（契約者が採掘活

動を行い、生産物の一定量を受け取る）に加わっ

ていた。その後、原油価格の高騰を受けて、エクア

ドル政府は受取分の割増を断行する法改正（契約

時の月間平均原油価格以上になった場合、契約時

の条件で得られる収入との差額分の 50%をエクア

ドルが受領することを定めた Law 42、及び 99%を

エクアドルが受領することを定めた Decree 662）を

行い、この法改正による申立人に追加的な支払義

務が生じたが、申立人はこの追加支払いを行わず、

エクアドル政府との交渉も決裂した。政府は追加支

払い分の強制徴収を通告し、裁判所の差押え命令

を経て両ブロックの操業権を物理的に奪取し、そ

の後契約終了を宣言した。申立人は BIT 第 9 条（株

式の過半が締約国の国民又は法人に所有されてい

る企業は、ICSID 条約第 25 条 2 項（b）における「他

の締約国の国民」とみなす規定）に基づき、公正

衡平待遇条項又は収用条項違反を主張し、ICSID

に仲裁を申し立てた（申立人は契約違反に基づく請

求も併せて行っていた）。

　仲裁廷は、まず契約違反に関し、Law 42 につ

いては、契約中に租税変更規定（税制改正の際に

契約者に契約内容の修正交渉を求める権利を与え

る）があることを理由に、エクアドル側の契約違反

には当たらないと判断した一方、Decree 662 によ

る99%への割増は増収分の衡平な配分とは言えず、

契約終了宣言は不必要であったことを理由に、契約

違反を認めた。続いて、仲裁廷は、契約違反に関

する判断に基づき、Decree 662 及びその後の契約

終了宣言に至る一連の措置を公正衡平待遇義務違

反と認めた。また、仲裁廷は、収用条項について

は、差額分の 50%の引渡しは投資財産の「相当程

度の剥奪」には当たらないこと、差額分の 90%の

引渡し後も申立人は操業を続けており、投資財産の

所有権又は支配権は害されていないことを理由に、

間接収用となる水準ではないとしたが、他方で、本

件仲裁判断の提示前に一方的に契約終了宣言を行
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い、申立人の契約上の権利を剥奪したことについて

は、間接収用に当たると判断した。

　なお、上記事案と同じ法令が問題となった

事 案（Burlington v. Ecuador, ICSID Case No. 

ARB/08/5、米・エクアドルBIT、仲裁判断、2012

年 12月14日）において、増収分の 50%及び 99%

の引渡しにつき、この税の導入により投資家の収入

は減少したが、投資財産の価値がなくなったほどで

はないとし、収用条項に違反しないと判断した（適

用される米・エクアドルBIT では、課税措置に関し

ては義務遵守条項と収用条項のみが適用されると

定められていたため、公正衡平待遇義務条項違反

の有無は判断されなかった）。

（d）資産状況が悪化した銀行への金融監督当局の

措置（否定）

○ Renée Rose Levy de Levi v. Republic of 

Peru, ICSID Case No. ARB/10/17, フランス・

ペルーBIT、仲裁判断、2014 年 2月 26 日。（表

の⑪）

　ペルー金融監督当局（SBS）は、申立人（フランス人）

が間接所有するペルー法人であるBNM 銀行に対し

て、①資産状況（不良債権の状況等）が法令に定

められた水準を充たすべきとの改善措置を講じるこ

とを指示し、その改善措置の履行が不確実である

ことを公文書で指摘する、②レポートにて、BNM

の流動性リスクが高いこと、銀行側の不良債権の格

付けに誤りがあり、実際の状況はより悪いこと、内

部監査が機能していないことを指摘した上で、早急

な対応が必要であることを警告する、③ BMNから

の増資計画を却下する、④金融機関の再編成を内

容とする金融業強化計画に関する緊急令に基づき、

BNMを管理下に置く、⑤ BNMの解散・清算を命

じた一連の措置を講じた（ペルー国内では BNM 銀

行の支配株主により解散命令の取消訴訟が行われ

たが、最高裁判所で却下された）。申立人は、この

一連の措置につき、公正衡平待遇・内国民待遇・

十分な保護及び保障・収用の各条項違反を主張し、

ICSID に仲裁を申し立てた。

　仲裁廷（多数意見）は、公正衡平待遇義務につ

いては、申立人が違反を主張した諸措置はいずれも、

法令に則った実体的にも手続的にも適切な措置で

あったとし、内国民待遇については、申立人が比較

対象とした国内銀行はBNM銀行と規模や顧客層な

どに鑑み「同様の状況」にあるとは認められないと

し（商業銀行である以上「同様の状況」にあるとの

反対意見あり）、十分な保護及び保障義務について

は、当該義務は単なる身体的保障にとどまらず、投

資家の権利の保護及び保障を含むとした上で、ペ

ルーの司法制度はそのための十分な救済手段を提

供しているとし、間接収用については、いずれも正

当な規制権限の行使の範疇にあるとして、義務違

反は認められないと判断した。

（e）契約が定める要件を充足しないことを理由と

する契約終了（否定）

○Vigotop Limited v. Hungary, ICSID Case No. 

ARB/11/22, キプロス・ハンガリーBIT、仲裁

判断、2014 年 10 月 1日。（表の⑫）

　申立人（キプロス法人）はハンガリーでカジノや

ホテル等からなるリゾート開発事業に着手し、予定

地とした国有地を取得するために、申立人の株主の

保有地との交換を内容とする土地交換契約をハンガ

リー当局との間で結んだ（但し、当該国有地の一部

区画は、政府が一定の土地の所有権を維持すること

を定めたハンガリー法の適用対象であり、その手続

きが未了であったため、所有権の移転登記はなされ

なかった）。その後、申立人は、政府から優遇措置（補

助金の供与や減税等）の約束を得た後、子会社（ハ

ンガリー法人）を介して政府との間でカジノの建設・

運営に関するコンセッション契約を結んだが、ハン

ガリー国内では上記土地交換契約の適法性が政治

争点化しており、当局が評価額の誤りを理由に土地

交換契約の無効を宣言する事態となっていた。この

ような状況を踏まえて、コンセッション契約では、期

日までに申立人側が用地を正当に所有することを証

明できなかった場合、政府は契約を終了させる権利

を得ることが定められていたところ、ハンガリー政
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府は、この要件が満たされなかったことを理由に、

上記コンセッション契約の終了を通告した。申立人

は、これらのコンセッション契約の終了に至る一連

の措置が収用条項違反であると主張し、ICSID に

仲裁を申し立てた（本件 BIT では仲裁申立が可能

な事項は収用を巡る紛争に限定されていた）。な

お、政府は土地交換契約の契約無効を訴えてハン

ガリー裁判所に提訴しており、契約終了措置が採ら

れた後になって最高裁で無効が確定している。

　仲裁廷は、上記コンセンション契約終了措置が間

接収用に該当するかの判断に際しては、①契約終了

の決定が主権者としての公共政策的動機からなされ

たか、②併せて契約上の根拠も存在するか、③前

2 項が共に認められた場合、契約上、当該措置が

正当と認められるか、という三段階の手順を踏むと

し、①については、当時の政権が、土地交換契約

の締結時の汚職を疑い、糾弾対象としていたこと、

新たな環境・観光政策に基づき本件予定地でのプ

ロジェクトの実施に関して反対姿勢をとったことを理

由に、契約終了の決定は公共政策的動機に基づく

主権者としての行為であったと認め、②については、

ハンガリー最高裁による土地交換契約の無効判決

を支持し、同契約が成立していない以上は申立人

側による用地の所有権の証明はなされ得ず、これは

契約終了の根拠となるとし、③については、コンセッ

ション契約締結時において既に土地交換契約の有

効性に疑義が表明されていたことなどに鑑み、契約

終了措置は契約上の権利の濫用であるとの申立人に

よる主張を却下し、収用条項違反は認められない

と判断した。

○ Tulip Real Estate and Development 

Netherlands B.V. v. Republic of Turkey, 

ICSID Case No. ARB/11/28, オランダ・トル

コBIT、仲裁判断、2014年 3月 10日。（表の③）

　上記 1（3）記載の事実関係の下で、行為の国家（ト

ルコ）への責任帰属が否定された Emlak社以外の

機関の行為につき、本案判断がなされた。仲裁廷は、

契約上 Emlak社が広範な裁量を有することなどに

鑑み、恣意性のある行為は認められず、契約の終了

は公正衡平待遇義務違反を構成せず、収用につい

ても、契約終了の適法性を理由として、義務違反は

認められないと判断した。

（2）公正衡平待遇

（a）採掘権に関する契約終了等（肯定）

○ Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic 

of Venezuela, ICSID Case No. ARB（AF）

/09/1, カナダ・ベネズエラ BIT、仲裁判断、

2014 年 9月 22 日。（表の⑬）

　申立人（カナダ法人）は米国子会社を介して、ベ

ネズエラ政府より金・銅・モリブデンの採掘権（20

年期限、期間満了の 6 ヶ月前の通知により10 年間

の期間を2 回延長可能とされていた）を与えられた

Brisas 社（ベネズエラ法人）を間接所有していた。

申立人は採掘事業を実施する上での要件である鉱

業省及び環境省からの諸々の承認を受けてきた。

しかし、チャベス大統領の就任後に得た採掘事業

に必要なインフラの建設に関する許可（建設許可）

では、申立人が一定の条件に従っていることを公式

に認める文書に環境省が署名することが建設開始

の要件になっていたところ、環境省は当初、申立人

側が上記条件を満たしているにも拘らず、追加要件

を課して文書への署名を拒んだ。その後環境省は、

申立人が追加要件に従ったことを受けて文書への

署名は行ったものの、直後に建設許可の無効を宣言

の上で取り消した申立人はこれらの措置が BIT の

公正衡平待遇・最恵国待遇・収用の各条項違反で

あると主張し、ICSID 追加的制度ルールに基づく

仲裁を申し立てた。

　仲裁廷は、本件建設許可取消は、本件仲裁手続

き中に被申立国が主張するに至った環境保護のため

のみによるものではなく、主として鉱物資源の権利

回復というチャベス大統領を含む政府高官による政

策変更に基づくものであると指摘し、事業報告の承

認等を通して 20 年近くに亘り事業活動に支持を与

えてきたことで、申立人に採掘権はその間有効であ

り、採掘に必要な許可も得られるであろうとの正当
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な期待を抱かせていたこと、理由を開示しないまま

に追加要件を課し、申立人の意見を聴取することな

く建設許可を取り消した点に透明性の欠如があるこ

となどから公正衡平待遇義務違反を認定した。

（b）原油の生産及び輸出量の制限（肯定）

○ Venezuela Holdings, Mobil Cerro Negro 

Holding, Mobil Venezolana de Petróleos 

Ho ld ings ,  Mobi l  Cer ro  Hegro ,  Mobi l 

Venezolana de Petróleos 対 ベ ネ ズ エ ラ、

ICSID Case No.ARB/07/27、オランダ・ベネ

ズエラBIT、仲裁判断、2014 年 10 月 9日。（表

の⑭）

※ 本件の当初の申立人（6 社）の株式保有関係は下

図参照

　本件仲裁は、ベネズエラでの 2 件の石油開発プ

ロジェクトに関するものである。Cerro Negro 地域

での超重質原油の採掘事業（Cerro Negroプロジェ

クト）は、1997 年 10月に結ばれたベネズエラ国有

企業とMobil Cerro Negro 社等との契約に立脚す

る。La Ceiba 地域での軽中質原油の採掘事業（La 

Ceibaプロジェクト）は、1996 年 7月に結ばれたベ

ネズエラ国有企業とMobil Venezolana 社等との契

約に立脚する。両プロジェクトとも、採掘料の減額

措置等の優遇措置が約束されていたが、チャベス

大統領の就任後、ベネズエラ政府は、両プロジェク

トについて、採掘料の増額、新税の導入、所得税

率の引き上げ、生産・輸出量の制限等の措置が講

じられた後、国有化宣言が下されたが、これに対

する補償は支払われていない。申立人らは、これら

の措置が BIT の公正衡平待遇及び収用の各条項

違反であると主張し、ICSID に仲裁を申し立てた。

　仲裁廷は、公正衡平待遇の主たる判断対象となっ

た、新税導入及び生産・輸出量の制限のそれぞれ

について判断した。仲裁廷は、前者について、課

税措置に関する特別条項であるBIT 第 4 条の存在

により、公正衡平待遇条項の適用対象外であるとし、

後者について、契約で日産生産量とその変更手続き

が定められていることから、これが申立人の正当な

期待であり、それに反する一方的な減産措置は義

務違反に当たると判断した。また、収用については、

収用行為の存在自体は争われておらず、仲裁廷は、

手続きは適正であったこと、石油産業に対する政府

の主権が制限されないことが契約上確認されている

こと、補償未払いのみで違法収用となるわけではな

く、補償額交渉の際の不適切な行為が存在する必

要があるが、申立人はこれを立証していないことを

理由に、収用条項違反はないと判断した。補償義

務は残るが、申立人が同一事実から生じた契約上

の紛争を扱った ICC 仲裁において既に十分な額の

支払いがなされているため、二重払いを避けるため

本件仲裁では補償は命じないとした。

　なお、2010 年 6月に示された管轄権判断では、

時間管轄について、企業再編の目的が権利侵害か

らの投資財産の保護であったとしても、再編後に生

じた紛争に関しては権利の濫用に当たらないとして、

それらの紛争に関する請求につき、仲裁廷の管轄

権を認めた。
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（c）政府による金融機関に対する企業への貸付け

の一時停止の要請等（否定）

○ David Minnotte & Robert Lewis v. Republic 

of Poland, ICSID Case No. ARB （AF）/10/1, 

米・ポーランド BIT, 仲裁判断、2014 年 5 月

16 日。（表の⑮）

　本件の申立人（米国人）は、ポーランド保健省よ

り血漿分画施設の建設及び運営事業者として指定さ

れた Nedepol 社（ポーランド法人）が設立した子会

社 LFO 社への出資を行い、同社の株式を保有して

いた。1997年にポーランド保健省とLFO 社との間

で血漿分画事業に関する契約が締結された。LFO

社はポーランド財務省からの保証を得た上で金融機

関との間で貸付合意を締結して融資を受けていた。

ポーランド財務省は、LFO 社が 1998 年後半に税

務当局による査察対象となると、金融機関に対して

LFO 社の財務状況の問題及び建設遅延等を指摘

した上で貸付の一時停止を要請する文書を提示し、

金融機関が貸付を停止する事態を生じた。また、ポー

ランド保険省が、2000 年にも、LFO 社との間で血

漿分画事業に関する契約を締結したが、その契約

締結に際して、LFO 社が外部投資家から十分な財

政的支援等を受けていることの証明を提出すること

を義務付け、その証明書類が期限までに提出され

なかったことから、契約が自動的に失効する事態が

生じた。その後、金融機関からLFO 社に対する貸

付残高の返済要求、LFO 社による裁判所への債務

整理のための手続の申立て、金融機関によるLFO

社との間の貸付合意の終了、ポーランド保健省によ

る施設の未完成を理由とする2000 年の契約の終了

の通告等を経て、LFO 社は破産に至った。これら

一連の事態を受けて、申立人ら（LFO 社株主）は、

収用・公正衡平待遇・義務遵守の各条項違反を主

張して ICSIDに仲裁を申し立てた。

　仲裁廷は、ポーランド当局の行為は規制当局とし

ての正当な権限行使であって収用条項及び公正衡

平待遇条項違反はなく、ポーランドは申立人らが主

張した契約上の義務を負っていないことを理由とし

て義務遵守条項違反はないと判断した。

（d）製品の輸入を禁止する輸入警告発出に関する

事前通告の懈怠等（否定）

○ Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. 

United States of America, ICSID Case No. 

ARB（AF）/12/1, NAFTA, 仲裁判断、2014

年 8月 25 日。（表の⑥）

　上記 1 （6）記載の事実関係の下で、先行する仲

裁判断の既判力により管轄権を否定された申立て以

外の申立て（Apotex Holding 社の投資財産である

Apotex-US 社に損害が生じたことに関する申立て）

について本案判断がなされ、仲裁廷は、内国民待

遇義務及び最恵国待遇義務については、申立人が

比較対象とした米国法人及び第三国法人は申立人

と「同様の状況」にあるとは認められないとし、最

低限の待遇義務（NAFTA 上の公正衡平待遇義務）

については、申立人は、自らが主張するFDAによ

Mobil Corporation

100%

Venezuela Holdings

100% 100% 

Mobil Cerro Negro Holding Mobil Venezolana de Petr leos Holdings

100% 100% 

Mobil Cerro Negro Mobil Venezolana de Petr leos

41 2/3%                    50% 

Cerro Negro      La Ceiba 
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る手続上の瑕疵（薬の輸入を禁止する輸入警告発出

時に事前通告を行わなかったこと等）につき、それ

が慣習国際法上の義務違反であることを示す国家

実行も法的信念も証明しておらず、義務違反はない

と判断した。
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第 6章　競争、政府調達、貿易円滑化

（1）ルールの背景
　我が国のEPA/FTAの競争関連規定は、（a）反

競争的行為を規制することにより貿易・投資自由化

の効果を最大化すること、及び（b）反競争的行為

取り締まりの必要性について EPA 締結相手国にお

ける共通認識と協力枠組みを確立することを目的と

している。下記に見るとおり、前者の目的が WTO

における議論と問題意識を同じくしている一方、後

者については、むしろ二国間協力・共助協定同様、

EPA/FTA 締結相手国との連携・協力を主眼とし

ていると言えよう。以下では、ルールの背景として、

① WTO における「貿易と競争政策」及び②二国

間協力・共助協定についてそれぞれ概観する。

①WTOにおける「貿易と競争政策」

　WTO では 1996 年のシンガポール閣僚宣言に基

づき、いわゆるシンガポール・イシューとして「貿易

と投資」、「政府調達の透明性」、「貿易円滑化」と

併せて「貿易と競争政策」について調査・検討が

行われてきた。WTO における競争政策に関する検

討は、関税引き下げにより得られた貿易自由化の効

果が「国際的な反競争的行為」により歪曲される可

能性があるという問題意識に基づく。なお、WTO

における「貿易と競争政策」に関する議論はカンク

ン閣僚会合後に凍結されている。

②二国間協力・共助協定

　他方、1990 年代から主として先進国の競争当局

間で締結されてきた二国間協力・共助協定は、①

消極的礼譲（法適用を差し控える可能性も含め相手

国の利益を配慮して自国の競争法を適用すること）、

②積極的礼譲（自国に影響が及ぶ反競争行為が他

国で行われた場合に、相手国競争当局に対して法

執行を要請すること）、③協議・通報、④情報交換・

執行協力を内容とする。これは、二国間協力・共

助協定が、貿易歪曲効果の是正ではなく、むしろ（1）

競争法の域外適用による主権衝突の解決、及び（2）

同一事実・事件への国ごとの法適用によって発生す

る矛盾の回避等を目的としていることによる。なお

我が国は、米国（1999 年）、EU（2003 年）、カナダ

（2005 年）の三か国の競争当局と同種の協定を締

結しており、実際にも、マリンホースカルテル (2007

年 )・高圧電線カルテル（2009 年）・ワイヤーハーネ

スカルテル (2010 年 ) 等、国際的な情報交換をベー

スとして、各国当局間で同時に調査開始が行われる

国際カルテル事案も増加している他、協力協定を締

結していない韓国の公正取引委員会等とも、BHP 

Billiton 社とRio Tinto 社との間の合併審査（2008

年）及び鉄鉱石生産 JV 案件の審査（2010 年）、

ASML 社とCymer社の統合計画の審査 (2013 年 )

などでも密接な情報交換を行うなどしている。な

お、このような問題意識に基づいた議論は二国間で

の枠組みに加えて、OECD、UNCTAD、APEC、

そして 2001年に各国競争当局を中心として設置

された国際競争ネットワーク（ICN：International 

Competition Network）等の多国間枠組みにおい

ても継続されている。

第6章
競争、政府調達、貿易円滑化



758

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

（2）法的規律の概要
①EPA/FTA における競争政策関連規定

　上述のとおり、我が国におけるEPA/FTAの競

争関連規定は、貿易自由化を目的とするEPA/FTA

の一部分を構成することもありWTO における議論

と問題意識を共有する一方、二国間協力・共助協

定同様、EPA/FTA 締結相手国との連携・協力も

併せて重視している点が特徴と言えよう。本節では、

WTO における議論及び二国間協力・共助協定それ

ぞれの目的・趣旨の違いを念頭に置きつつ、これま

でに我が国が締結した EPA/FTAの競争政策関

連規定を概観する。なお後述のとおり、EPA/FTA

や地域協定の競争関連規定は、（a）NAFTAのよ

うに条約・協定自体で実体的規制規定（共通競争

法）を持たず、域内での競争問題解決のために実

体規定についてどのように扱うかを定めるタイプと、

（b）EUのように条約・協定自体に加盟国法から独

立した禁止・規制の共通競争法＝実体規定を持つタ

イプに分類される。EU・EEAの場合には、単なる

FTA 以上に市場統合度が高いことが、このような

共通競争法の背景にある。概観にあたっては我が

国が締結した EPA/FTAの競争政策関連規定は前

者（a）に属することを踏まえ、シンガポール、メキ

シコ、マレーシア、フィリピン、チリ、タイ、ブルネイ、

インドネシア、ベトナム、スイス、インド、ペルー、オー

ストラリアそれぞれと我が国が締結した経済連携協

定を、目的規定関連部分、実体規定関連部分、手

続規定関連部分の 3 つの観点で分析する。

②日シンガポール EPA（2003 年 1 月署名、同年

11 月発効）

（a）目的規定関連部分

　日シンガポールEPAでは、第 1章「総則」第 1条「目

的」（x）項において、協定の目的として「反競争的

行為に対する効果的な規制を奨励し、及び反競争

的行為の分野における協力を促進すること」と規定

している。

（b）実体規定関連部分

　実体規定関連部分は、競争章で規定されている。

すなわち、第 12 章「競争」第 103 条「反競争的行為」

第 1項において「各締約国は、自国の関係法令に従

い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに両締

約国間の市場の効率的な機能を円滑にするため、反

競争的行為に対して適当と認める措置をとる」と規

定する。あくまでも、反競争的行為が行われた国の

当局が、自国法に基づいて執行するという枠組みが

とられている。なお、同 2 項では、協定締結時にシ

ンガポールに国内競争法が存在しなかったこともあ

り、「各締約国は、必要な場合には、反競争的行為

を効果的に規制するため法令を見直し及び改正し又

は制定するよう努める」との規定も設けられている。

（C）手続規定関連部分

　手続規定関連部分については、第 12 章第 104

条第 1 項において「両締約国は、それぞれ自国の

法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲

内で、反競争的行為の規制の分野において協力す

る」との規定が置かれ、実体規定関連部分同様、

締約国執行当局が自国法に基づいて執行する枠組

みが採られている。また同 2 項では「協力の分野、

細目及び手続は、実施取極で定める」とされ、実

施取極では①「通報」（実施取極第 5 章第 17条）、

②「情報交換」（同第 18 条）、③「技術支援」（同

第 19 条）、④「情報提供における条件」（同第 20

条）、⑤「刑事手続における情報の使用」（同第 21

条）、⑥「適用範囲」（同第 22 条）、⑦「見直し及

び協力の拡大」（同第 23 条）、⑧「協議」（同第

24 条）、⑨「連絡」（同第 25 条）について定めて

いる。なお、「通報」及び「情報交換」の「適用

範囲」は「電気通信、ガス及び電気の分野」に限

定されている（実施取極第 22 条）。また日シンガ

ポール EPAでは「（a）執行活動の調整、（b）積

極礼譲、（c）消極礼譲」といった、先進国間の二

国間協力・共助協定と同じ内容が、将来の「見直

し」の対象としてではあるものの、盛り込まれてい

る点も注目される。なお、競争章を協定本体の紛
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争解決手続の適用対象外とする（第 105 条）枠組

みは、他国との経済連携協定と同一である。なお

シンガポールでは、2004 年に「2004 年競争法（The 

Competition Act 2004）」が成立し（2006 年 1 月

1日より施行）、翌年、同法に基づきシンガポール

競争法委員会（CCS：Competition Commission 

of Singapore）が設置された。これをうけ、2007

年に合意された同実施取極を改正する議定書にお

いても、シンガポール側の所管官庁名の修正等が

行われている。

③日メキシコ EPA（2004 年 9 月署名、2005 年 4

月発効）

（a）目的規定関連部分

　日メキシコEPAにおいても、第 1章「目的」第 1

条「目的」（d）において、同協定の目的として「各

締約国における競争法の効果的な執行のための協

力及び調整を促進すること」と定められている。他

の経済連携協定との比較では、協定締結時にメキ

シコに既に執行当局が存在したことを踏まえ、「協

力」に加え、「調整」が目的として明記されているこ

とが注目される。

（b）実体規定関連部分

　日シンガポールEPA 同様、日メキシコEPAにお

いても競争章が設けられている。同章では実体規

定関連部分として、「各締約国は、自国の関係法令

に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに

自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、反

競争的行為に対して適当と認める措置をとる」と定

めており、日シンガポールEPA 同様、締約国競争

当局が自国法に基づいて執行するという枠組みが採

られている。但し、協定締結時にメキシコに競争法

及び競争当局が存在していたこともあり、反競争的

行為を規制するための「法令見直し・改正・制定」

に関する規定は存在しない。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、日シンガポール

EPAと類似する規定が散見される。第 132 条第 1

項において「両締約国は、それぞれ自国の法令に

従い、反競争的行為の規制の分野において協力す

る」と定めるとともに、同 2 項において「この条の

規定に基づく協力の詳細及び手続は、実施取極で

定める」とする構成は日シンガポールEPAと同じで

ある。また、他の協定同様、競争章は協定本体の

紛争解決手続の適用対象外である（第 135 条）。他

方、日シンガポールEPAとは異なり、上記規定に

続いて「無差別待遇」（第 133 条）及び「手続の公

正な実施」（第 134 条）が明記されている。なお、

実施取極においては、①「通報」（実施取極第 2 条）、

②「執行活動における協力」（同第 3 条）、③「執行

活動の調整」（同第 4 条）、④「一方の締約国の領

域における反競争的行為であって他方の締約国政府

の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力」（同第

5 条）、⑤「執行活動に関する紛争の回避」（同第 6

条）、⑥「技術協力」（同第 7条）、⑦「透明性」（同

第 8 条）、⑧「協議」（同第 9 条）、⑨「情報の秘密

性」（同第 10 条）、⑩「連絡」（同第 11条）に関す

る規定が置かれている。特に、日本・メキシコ両国

共に協定締約時に競争法及び競争当局が存在した

ことを反映し、先進国執行機関間の二国間協力・共

助協定の「消極的礼譲」や「積極的礼譲」等と同

旨の規定が設けられている。

④日マレーシアEPA（2005 年 12 月署名、2006 年

7月発効）

（a）目的規定関連部分

　日マレーシアEPAの競争関連規定も、上記二つ

の協定と同様、目的規定関連部分、実体規定関連

部分、手続規定関連部分という構成がとられてい

る。まず目的規定関連部分であるが、第 1章「総則」

第 1条「目的」（e）において、「反競争的行為に対

する効果的な規制を奨励し、及び反競争的行為の

分野における協力を促進すること」を協定の目的の

1つとして掲げている。これは日シンガポールEPA

の目的規定関連部分と同一の文言である。
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（b）実体規定関連部分

　実体規定関連部分としては、第 10 章「反競争的

行為の規制」第 131条に、「各締約国は、自国の関

係法令に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ

並びに両締約国間の市場の効率的な機能を円滑に

するため、反競争的行為に対して適当と認める措置

をとる」（第 1項）、そして「各締約国は、必要な場

合には、反競争的行為を効果的に規制するため法

令を見直し及び改正し又は制定するよう努める」（第

2 項）と、日シンガポール EPAと同じ規定を設け

ている。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、日マレーシア

EPA は日シンガポールEPAと同じ規定となってお

り、「両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、か

つ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的

行為の規制の分野において協力する」（第 132 条第

1項）、また「協力の分野、細目及び手続については、

実施取極で定める」（同第 2 項）と規定されている。

競争章を協定本体の紛争解決手続の適用対象外と

する構成（第 133 条）も、日シンガポールEPA（及

び日メキシコEPA）と同じである。なお「協力の分

野、細目及び手続」について定める実施取極にお

いては、①「透明性」（第 12 条）、②「技術協力」

（第 13 条）、③「討議」（第 14 条）について規定が

置かれている。他方、シンガポールと同様に協定締

結時にマレーシアには国内競争法がなかったことも

あり、日メキシコEPAに置かれていた「情報交換」、

「通報」、「礼譲」といった先進国の二国間協力・共

助協定の根幹をなす項目が含まれておらず、競争法

制定後に競争章に基づく協力内容を「見直す」旨の

規定（第 15 条）を置くにとどめられている。なお、

マレーシアでは 2010 年に「競争法 2010」が成立し、

2012 年 1月から施行されている。

⑤日フィリピン EPA（2006 年 9 月署名、2008 年

12 月発効）

（a）目的規定関連部分

　日フィリピンEPAにおける競争政策関連規定も、

上記三協定同様、目的規定関連部分、実体規定関

連部分、手続規定関連部分に分類される。まず目

的規定関連部分であるが、第 1「総則」第 1条「目的」

（f）に、「反競争的行為に対する取組によって競争

を促進し、及び競争の分野において協力すること」

との規定が置かれている。日シンガポールEPA 及

び日マレーシアEPAと比較すると、「反競争行為に

対する効果的な規制を奨励」するという文言に代え

て、「反競争的行為に対する取組によって競争を促

進」するという規定になっている。なお、日メキシ

コEPAで規定された「競争法の効果的な執行のた

めの……調整」について言及されていないのは、日

シンガポールEPA 及び日マレーシアEPAと同じで

ある。

（b）実体規定関連部分

　実体規定関連部分については、競争について定

めた第 12 章第 135 条第 1項前段において、「各締

約国は、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに

自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自

国の関係法令に従い、反競争的行為に対する取組

により競争を促進するために適当と認める措置をと

る」と規定する。同規定の内容は、日シンガポール

EPA 及び日マレーシアEPAとほぼ同一である。ま

た「法令の見直し及び改正を行い、又は法令を制

定する」（同第 2 項）との規定も、フィリピンも協定

締結時に国内競争法を有しなかったこともあり、協

定締結時に競争当局が存在しなかった上記二協定

と同じである。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、日シンガポール

EPAと日マレーシアEPAと基本的に同じ内容となっ

ている。すなわち第 136 条第 1項は、「自国の法令

に従い、かつ自己の利用可能な資源の範囲内」で
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協力すると規定し、締約国執行当局が自国法に基

づいて執行するという枠組みが取られている。また

協力の詳細については「実施取極」で規定するとし

（同第 2 項）、競争章の規定を協定本体の紛争解決

手続の対象外とする点（第 137条）も、上記二協定

と同じである。一方、上記二協定と異なる点として

は、第 135 条第 1項後段で「このような措置は、透

明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に

従ってとられなければならない」と定められている

点が挙げられる。また「実施取極」も、日マレーシ

アEPA 同様、限定的な内容にとどまっている。す

なわち①「技術協力」（第 13 条）、②「透明性」（第

14 条）、③「討議」（第 15 条）について定めるのみ

であり、競争法制定後に競争章に基づく協力内容を

「見直す」との規定（第 16 条）のみが置かれている。

⑥日チリEPA（2007 年 3月署名、同年 9月発効）

（a）目的規定関連部分

　日チリEPAの競争関連規定は、目的規定、実体

規定、手続規定ともに、日メキシコEPAに沿った

内容となっている。まず目的規定については、日チ

リEPA 第 1 章「総則」第 2 条「目的」（f）は、他

の協定同様、「各締約国における競争法令の効果

的な執行のための協力及び調整を促進すること」と

規定している。このようにメキシコ同様、協定締約

時にチリには既に競争当局が存在するため、「協力」

に加えて協定の目的として「調整」が明記されている。

（b）実体規定関連部分

　日チリEPAでは第 14 章が「競争」章となっている。

特に実体規定に関しては、第 166 条に、以下の規

定が置かれている。「各締約国は、自国の法令に従

い、かつ、この章の規定に適合する方法により、貿

易及び投資の自由化により利益が反競争的行為によ

り減損され、又は無効にされることを回避するため、

反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」。

左記規定の内容自体は、他のEPAの実体規定とほ

ぼ同旨である。なおメキシコ同様、協定締約時に競

争法及び競争当局が既に存在するチリとのEPAに

は、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置

かれていない。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、日チリEPAは日

メキシコEPA 同様、「協力」（第 167条）、「無差別

待遇」（第168 条）、「手続の公正な実施」（第169 条）、

「透明性」（第 170 条）、「紛争解決手続の不適用」（第

171条）に関する規定が置かれている。なお上述の

とおり、「礼譲（調整）」については「目的」として

総則部分に規定されているにもかかわらず、手続規

定に明示的な規定は置かれていない。また日メキシ

コEPAを含む他のEPAとは異なり、日チリEPA

には「競争」に関する「実施取極」は置かれていない。

⑦日タイEPA（2007 年 4月署名、同年 11 月発効）

（a）目的規定関連部分

　目的規定については、日タイEPA 第 1章「総則」

第 1条「目的」（h）が「公正かつ自由な競争を反競

争的行為の禁止によって促進し、及び公正かつ自由

な競争の分野において協力すること」と規定してい

る。他のEPAの目的規定と規定振りは異なるもの

の、規定内容自体はほぼ同旨となっている。

（b）実体規定関連部分

　日タイEPAでは第 12 章が「競争」章となっている。

特に実体規定に関しては、第 147条に、以下の規

定が置かれている。「各締約国は、両締約国間の貿

易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機

能を円滑にするため、それぞれ自国の法令に従い、

自国において反競争的行為を禁止することにより公

正かつ自由な競争を促進する」。左記規定は、他の

EPAの実体規定とほぼ同じ規定振りとなっている。

なお、日メキシコEPA 及び日チリEPA 同様、協

定締約時においてタイには競争法及び競争当局が

すでに存在することから、「法令見直し・改正・制定」

に関する規定は置かれていない。
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（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、競争当局がすで

に存在するメキシコ及びチリ同様、日タイEPAには

「協力」（第 148 条）、「無差別待遇」（第 149 条）、「手

続の公正な実施」（第 150 条）、「紛争解決手続の

不適用」（第 151条）に関する規定が置かれている。

また「協力」に関しては、他の EPA 同様（但し日

チリEPAを除く）、実施取極に詳細規定が置かれ、

①「通報」（実施取極第 4 章第 12 条）、②「情報交

換及び調整」（同第 13 条）、③「透明性」（同第 14

条）、④「技術協力」（同第 15 条）、⑤「協議」（同

第 16 条）、⑥「見直し」（同第 17条）、⑦「秘密情

報の取り扱い」（同第 18 条）、⑧「刑事手続におけ

る情報の使用」（同第 19 条）、⑨「連絡」（同第 20 条）

について定めている。なお「礼譲」については、「消

極的礼譲」及び「積極的礼譲」の双方に関して明

示的な規定を置いた日メキシコEPAとは異なり、日

タイEPAでは「両締約国政府の競争当局は、適当

な場合には、相互に関連する事案に関し、それぞ

れの執行活動を調整することについて検討する」（同

第 13 条）と、総則的な規定を置くにとどめている。

⑧日ブルネイ EPA（2007 年 6 月署名、2008 年 7

月発効）

　日ブルネイEPAには、競争関連章及び規定は置

かれていない。

⑨日インドネシア EPA（2007 年 8 月署名、2008

年 7月発効）

（a）目的規定関連部分

　日インドネシアEPAは目的規定として、第 1章「総

則」第 1条「目的」（e）に、「反競争的行為に対す

る取組によって競争を促進し、及び競争の促進に

関して協力すること」と規定している。日メキシコ

EPA 及び日チリEPAのように「調整」に関する言

及がない点を除くと、他のEPAの目的規定と内容

自体はほぼ同旨となっている。

（b）実体規定関連部分

　日インドネシアEPAでは第 11章が「競争」章と

なっている。特に実体規定に関しては、第 126 条に、

「各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑

にするため、自国の法令に従い、反競争的行為に

対する取組により競争を促進する」と規定され、他

のEPAの関連規定とほぼ同旨となっている。なお、

インドネシアにも協定締約時において競争法及び同

当局が既に存在していることを受け、「法令見直し・

改正・制定」に関する規定は置かれていない。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、競争当局がすで

に存在する国との EPA 同様、「協力」（第 127条）、

「無差別待遇」（第 128 条）、「手続の公正な実施」

（第 129 条）に関する規定が置かれている（注）。

また「協力」に関しては、（日チリEPAを除く）他

の EPA 同様、実施取極に詳細規定が置かれ、①

「通報」（実施取極第 5 章第 12 条）、②「情報交換」

（同第 13 条）、③「執行活動の調整」（同第 14 条）、

④「技術協力」（同第 15 条）、⑤「透明性」（同第

16 条）、⑥「協議」（同第 17条）、⑦「見直し」（同

第 18 条）、⑧「情報の秘密性」（同第 19 条）、⑨「連

絡」（同第 20 条）について定めている。なお「礼譲」

（執行活動の調整）については、日タイEPA 同様、

総則的な規定振りにとどまっており（同第 14 条）、

「消極的礼譲」及び「積極的礼譲」の双方に関し

て明示的な規定は置かれていない。

（注）「紛争解決手続の不適用」に関しては、第 14

条（紛争解決手続）において、第 11 章（競争）

を紛争解決手続の適用対象外とする（第 138 条）

旨、明記されている。

⑩日ベトナム EPA（2008 年 12 月署名、2009 年

10 月発効）

（a）目的規定関連部分

　日ベトナムEPAは目的規定として、第 1章「総則」

第 1条「目的」（c）に、「各締約国における競争法

の効果的な執行のための協力及び調整を促進する
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こと」と規定し、日チリEPA等、他のEPAの目的

規定と内容自体はほぼ同旨の規定を置いている。

（b）実体規定関連部分

　日ベトナムEPAでは第 10 章が「競争」章となっ

ている。特に実体規定に関しては、第 99 条に、「各

締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にす

るため、自国の法令に従い、反競争的行為に対す

る取組により競争を促進する」と規定され、他の

EPAの関連規定とほぼ同旨となっている。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分については、協定締約時にベ

トナムには競争当局がすでに存在したものの、他の

EPAと比較すると、簡素な規定振りとなっている。

具体的には、「協力」（第 101条）、「技術協力」（第

102 条）の 2 条が割かれているのみであり、透明性

や無差別原則等については、実体規定を定める第

99 条に「このような目的のためにとられる措置は、

透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則

に従ってとられなければならない」との規定が置か

れるに留まっている。また、他のEPAと異なり、「競

争」に関する実施取極は置かれておらず、「雑則」（第

104 条）に「この章の規定を実施するための詳細な

取決めは、両締約国の競争当局間で行うことがで

きる」と規定されるのみとなっている。

⑪日スイス EPA（2009 年 2 月署名、2009 年 9 月

発効）

（a）目的規定関連部分

　目的規定については、日スイスEPA 第 1章「総則」

第 1条「目的」（c）が「各締約国における競争法令

の効果的な執行のための協力及び調整を促進する

こと」と規定し、他のEPAの目的規定とほぼ同旨

となっている。

（b）実体規定関連部分

　日スイスEPAでは第 10 章が「競争」章となって

いる。特に実体規定に関しては、第 103 条に、以

下の規定が置かれている。「各締約国は、反競争的

行為が貿易及び投資の自由化による利益を無効に

し、又は侵害することがあること並びに反競争的行

為が自国の市場の効率的な機能を妨げ得ることを認

識して、自国の法令に従い、反競争的行為に対して

適当と認める措置をとる」。左記規定は、他のEPA

の実体規定とほぼ同じ規定振りとなっている。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分についても、スイスには協

定締約時に競争当局が存在したこともあり、他の

EPA同様、日スイスEPAには「協力」（第104条）、「紛

争解決手続の不適用」（第 106 条）に関する規定

が置かれているうえ、「透明性」、「無差別待遇」、「手

続の公正な実施」については、第 103 条に規定さ

れている。また「協力」に関しては、他のEPA 同様、

実施取極に詳細規定が置かれ、①「通報」（実施

取極第 10 条）、②「執行活動における協力」（同第

11条）、③「情報の交換」（同第 12 条）、④「執行

活動の調整」（同第 13 条）、⑤「一方の締約国の領

域における反競争的行為であって、他方の締約国政

府の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力」（同

第 14 条）、⑥「執行活動に関する紛争の回避」（同

第 15 条）、⑦「透明性」（同第 16 条）、⑧「協議」（同

第 17条）、⑨「情報の秘密性」（同第 18 条）、⑩「刑

事手続のための情報の使用」（同第 19 条）、⑪「両

競争当局間の連絡」（同第 20 条）について定めて

いる。特に、日メキシコEPA 同様、先進国執行機

関間の二国間協力・共助協定の「消極的礼譲」や「積

極的礼譲」等と同旨の規定が設けられている点は、

注目される。

⑫日インドEPA（2011 年 2月署名、同年 8月発効）

（a）目的規定関連部分

　日インド EPAでは、第 1 章第 1条の「目的」部

分において、「各締約国における競争法の効果的な

執行のための協力を促進すること」を規定している。



764

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

（b）実体規定関連部分

　日インド EPAでは第 11章が「競争」章となって

いる。反競争的な行為に関し，両締約国が自国の

法令に従って適当と認める措置をとること及び規制

の分野における協力を行うことにつき定めるほか，

競争法令の適用に関する国籍による無差別の原則

などについて定める。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分については、第 120 条で「手

続の公正な実施」、121条で「透明性」が定められ

ている。また、122 条で「第 14 章の規定の不適用」

が規定され、紛争解決手続はこの章の規定には適

用しない旨定められている。

⑬日ペルー EPA（2011 年 6 月署名、2012 年 3 月

発効）

（a）目的規定関連部分

　日ペルーEPAでは、目的規定は置かれていない。

（b）実体規定関連部分

　日ペルーEPAでは、第 12 章が「競争」章となっ

ている。特に実体規定に関しては、第 189 条に、

以下の規定が置かれている。「各締約国は、自国

の法令に従い、自国の市場の効率的な機能を通じ

て両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にする

ため、反競争的行為に対して適当と認める措置をと

る」。なお、ペルーにも競争法及び同当局が既に存

在していることを受け、「法令見直し・改正・制定」

に関する規定は置かれていない。

（c）手続規定関連部分

　手続規定関連部分については、「反競争的行為の

規制に関する協力」（第 190 条）、「無差別待遇」（第

191条）、「手続の公正な実施」（第 192 条）、「透明

性」（第 193 条）に関する規定が置かれている。ま

た、第 194 条で紛争解決手続きが「競争」章の規

定については適用されない旨定めている。

　

⑭日オーストラリア EPA（2014 年 7 月署名、

2015 年 1月発効）

（a）目的規定関連部分

　日オーストラリアEPAでは、第 15 章が「競争及

び消費者の保護」章となっており、第 15.1条の「目

的」部分において、「競争の促進及び消費者の保護

に関する協力を通じて経済効率及び消費者の福祉

を向上させること」を規定している。

（b）実体規定関連部分

　実体規定に関しては、第 15.3 条 1項に、以下の

規定が置かれている。「各締約国は、自国の法令に

従い、特に反競争的行為に対する取組により競争

を促進するために適当と認める措置をとる」。なお、

オーストラリアにも競争法及び同当局が存在してい

ることを受け、「法令見直し・改正・制定」に関する

規定は置かれていない。

　また、第 15.4 条に、政府が国有企業に対する競

争上の利益を与えないことに関する、以下のような

努力規定が置かれている。「両締約国は、前条の規

定に加えて、競争の促進と他の政策目的との間の関

係に留意しつつ、企業が国有企業であるという理由

のみで政府が当該企業に対し競争上の利益を与える

ことのないようにすることを確保するよう努めること

が競争の促進に寄与し得ることを認める」。

　

（c）手続規定関連部分

　手続規定については、第 15.3 条 2 項に、反競争

的行為に対する取組を促進するために適当と認める

措置は、「透明性、無差別待遇及び手続の公正な

実施の原則に適合するものでなければならない」と

する規定が置かれている。また、第 15.5 条で「反

競争的行為に対する取組に関する協力」、第 15.6 条

で「消費者の保護に関する協力」、第 15.7条で「協

議」、第 15.8 条で「情報の秘密性」、第 15.9 条で「紛

争解決の規定の不適用」の規定が置かれている。
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⑮日モンゴルEPA（2015 年 2月署名）

（a）目的規定関連部分

　日モンゴルEPAでは、第 1章「総則」1.1条「目的」

において（e）「各締約国における競争法の効果的な

執行のための協力及び調整を促進すること」と規定

し、他のEPAの目的規定とほぼ同旨となっている。

（b）実体規定関連部分

　実体規定に関しては、第 11.1 条 1項に、以下の

規定が置かれている。「各締約国は、自国の市場の

効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資

の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適

当を認める措置をとる」。なお、モンゴルにも競争法

及び同当局が存在していることを受け、「法令見直し・

改正・制定」に関する規定は置かれていない。

（c）手続規定関連部分

　手続規定については、第 11.2 条で「反競争的行

為の規制に関する協力」、第 11.3 条で「無差別待

遇」、第 11.4 条で「手続の公正な実施」、第 11.5 条

で「透明性」に関する規定が置かれている。また、

第11.6条で「第1.8条2及び第16章の規定の不適用」

が規定され、紛争解決手続はこの章の規定には適

用しない旨定められている。

　また、「協力」に関しては、他のEPA 同様、実

施取極に詳細規定が置かれ、①「通報」（実施取

極第 3.3 条）、②「執行活動における協力」（同第 3.4

条）、③「情報の交換」（同第 3.5 条）、④「執行活

動の調整」（同第 3.6 条）、⑤「一方の締約国の領

域における反競争的行為であって、他方の締約国政

府の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力」（同

第 3.7条）、⑥「執行活動に関する紛争の回避」（同

第 3.8 条）、⑦「技術協力」（同第 3.9 条）、⑧「透

明性」（同第 3.10 条）、⑨「協議」（同第 3.11条）、

⑩「情報の秘密性」（同第 3.12 条）、⑪「刑事手続

のための情報の使用」（同第 3.13 条）、⑪「連絡」（同

第 3.14 条）について定めている。

（3）小括
　地域貿易協定における競争条項の書き方として

は、NAFTAなどのように「各締約国は反競争的行

為を禁止するために適切な措置をとる」というよう

な規定ぶりのものと、EUや南アフリカ等、関税同

盟の国のように共通の実体規定を置くものがある。

　最近の競争法を巡る世界の状況としては、競争

法の「拡大」と「深化」が挙げられる。1990 年代

以降、競争法を導入する国・地域が増加（拡大）し

ており、特に先進国の競争当局間の具体的な法執

行での協力の強化（深化）が進んでいる。競争法の「拡

大」は、国際的な案件に対し、自国競争法を適用

する可能性のある競争当局が増加することを意味す

る。他方、「深化」は、二国間の独禁協力協定や、

EPAの競争章などに記載されるように、各国間の

協力体制が確立されていくことを意味する。

　しかし、こうして競争法が拡大していくと、自国

以外の第三国間の企業同士による企業結合や国際

カルテル等の事案に対して、競争当局が、自国の市

場に効果が及ぶことを理由に自国の競争法を適用

し、制裁を課すといったケースが多く発生してきて

いる。また、国際的に活躍する日本企業にとっては、

外国で活動する場合に、当該国の競争法についてよ

く研究しておかなければ問題となる事態については

以前より指摘されていた。このような事態へ対応す

るために、各国が共通の基盤に立つ競争法を持つ

こと、すなわちカルテル規制や単独行為規制、企業

結合規則に関する各国のハーモナイゼーションが必

要とされ、近年、国際競争ネットワーク(ICN) 等の

取り組みにおいて進められている。
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（1）ルールの背景
　GDP の10％から15％を占めるとも言われる政府

調達について、自由な物・サービスの貿易の観点

から一定の規律を課す意義は大きく、WTO 協定

は既に複数国間協定（プルリラテラル協定）として

WTO 政府調達協定（以下、特段時期を明記してい

ない場合には、一般的な意味でのWTO 政府調達

協定のことを GPAと表記する。）を設けている（詳

しくは、第 II 部第 14 章参照）。しかし、GPA 加

盟国は先進国を中心としたわずか 43 か国・地域に

とどまっていることから、EPA/FTAにおいて政府

調達について規律を設けることは、相手方が GPA

加盟国でない場合に特に意義があるほか、相手方

が GPA 加盟国である場合でも、対象基準額の引

き下げや対象機関の拡大等によって規律を強化でき

る等の意義がある。GATT や GATSとは異なり、

GPAには地域貿易協定に関する規定がない。GPA

の最恵国待遇条項（改正協定第 4 条第 1項（b））は、

加盟国は他の加盟国の産品及びサービス並びに供

給者に対して、「当該他の加盟国以外の加盟国の産

品、サービス及び供給者に与えられる待遇」よりも

不利でない待遇を与える旨規定している。したがっ

てGPA 加盟国間の地域貿易協定で、GPAでカバー

される政府調達についてGPAより有利な待遇を約

束した場合は、上記最恵国待遇条項により、その

待遇が GPAのすべての加盟国に付与される。一方、

上記最恵国待遇条項の規定によれば、GPA 加盟

国と非加盟国との間の地域貿易協定において政府

調達に関する規定を設ける場合には、GPAに拘束

されることなく、自由に内容を定めることができる。

これは、GPAの規律が及んでいない政府調達市場

の自由化につながり、意義が大きい。例えば我が

国が締結した EPA/FTAにおいて、GPA 加盟国は

シンガポール及びスイスの 2 国だけであり、他の相

手国はすべてGPAに加盟していない。非 GPA 加

盟国との間で政府調達の市場アクセスについて合意

がなされた場合（例えば、オーストラリア・チリ・メ

キシコなど）、我が国は、新たな追加的な開放の約

束を行わない限り、国内法的に既に開放しているこ

とをEPA/FTAの相手国との間で約束するだけで、

相手国の政府調達市場の開放を得ることができる、

つまり、実質的には現状のままで、相手方からだけ

譲歩を得ることができるため、大きな成果を得るこ

とができるといえる。

（2）法的規律の概要
　一般に、地域貿易協定において政府調達に関す

る規定を設ける場合は、GPAを準用する場合が多

い。交渉上の主な論点は、内国民待遇、最恵国待遇、

公平な調達手続、苦情申立て制度、民営化機関の

適用除外、オフセット等である。我が国のこれまで

のEPAでは、以下のように規定している。

①日シンガポールEPA

　第11章に政府調達についての規定を設けている。

ここでは、附属書 VIIB に掲げる両締約国の機関

が行う附属書 VIIAに特定する産品及びサービスの

10 万 SDR 以上の調達について、一部の条項を除く

GPAの規定を準用することが規定されている。なお、

SDR（Special Drawing Rights）とは国際通貨基金

（IMF）における特別引出権である。GPAと異なる

点は、最恵国待遇の規定がない点と、地方政府機

関、建設工事等のサービスは適用対象外としている

点である。また、本協定では対象基準額を1994 年

に合意した旧政府調達協定の基準額であった13 万

SDR から10 万 SDR に引き下げ、同 GPA 上の義

務を上回る内容を規定した。その他、附属書 VIIB

に掲げる機関が民営化された場合には、本章の規

定は当該機関には適用しないこと、政府職員が政

府調達に関する情報交換を行うことなどが規定され

ている。

②日メキシコEPA

　第 11章に 1994 年に合意した旧政府調達協定と

＜政府調達＞
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ほぼ同一の規定を設けている。但し、最恵国待遇

の規定はない。適用範囲に地方政府機関及び民営

化された機関は含まれない。メキシコは GPA 非加

盟国であり、メキシコの政府調達制度においては、

メキシコと自由貿易協定を締結している国の企業（以

下「メキシコFTA 国の企業」を、締結していない

国の企業（以下「非メキシコFTA 国の企業」）と区

別して有利に扱っている。例えば、入札価格の評価

にあたって、メキシコFTA 国の企業は非メキシコ

FTA 国の企業に比べてその入札価格が 10％ディス

カウントされる制度があり、また、大規模な入札は「自

由貿易協定の規定に従って行われる国際公共入札」

として行われるが、この入札には、非メキシコFTA

国の企業は参加することができない。このため日本

の企業はこれまで不利な状況におかれていた。日メ

キシコEPAにより、メキシコの政府調達において、

日本企業も米国、カナダなどのメキシコFTA 国の

企業やメキシコの企業と同等の待遇を享受できるこ

ととなった。

③日マレーシアEPA

　マレーシアは GPAの非加盟国であるため、我が

国は EPAにおいて政府調達に関する規定を設ける

よう主張したが、交渉の結果、こうした規定を設け

ることはできなかった。なお、マレーシアは 2012

年 7月に政府調達委員会のオブザーバー国となっ

た。

④日フィリピンEPA

　フィリピンは GPAの非加盟国であるため、同国

の政府調達への規律の適用及び市場アクセスの確

保を期待し、第 11章において政府調達についての

規定を設けた。ここでは、（i）両締約国が政府調

達に関する措置について、内国民待遇及び最恵国

待遇の付与の重要性を確認し、（ii）一方の締約国

が第三国へ有利なアクセス又は待遇を付与する際

は、他方の締約国に同様の待遇を付与するための

交渉に同意すること、（iii）本章の効果的な実施及

び運用のために小委員会を設立すること、及び、（iv）

両締約国における政府調達市場の自由化のために、

遅くとも協定発効後 5 年以内に追加的な交渉を行う

旨を定めている。

⑤日チリEPA

　第 12 章において政府調達についての規定を設け

ている。チリは政府調達委員会のオブザーバー国で

あるため、同国の政府調達への規律の適用及び市

場アクセスの確保を期待し、本章を規定した。具体

的には、他方の締約国の物品、サービス及び供給

者に対する内国民待遇及び無差別待遇の付与、苦

情申立て手続の設置、一方の締約国が政府調達市

場へのアクセスに関する追加的利益を第三国に与え

る場合における他方の締約国との追加的交渉等に

ついて定めている。本章により、我が国企業は、チ

リにおける中央・州・県レベルの基準額以上の調達

案件に内国民待遇及び無差別待遇で入札できること

が担保され、また政府調達に関する問題が生じた

際には苦情申立て手続を利用できることとなった。

⑥日タイEPA

　第 11章において政府調達についての規定を設け

ている。タイは GPAの非加盟国であるため、我が

国がタイの政府調達制度についての理解を深め、将

来的に国際水準に合致するよう協力を行い、その結

果として日本企業が便益を得る環境が形成されるこ

とを期待し、本章を設置した。具体的には、両締

約国の政府調達に関する法令、政策、慣行及び現

行の政府調達制度の改革についての情報交換、並

びに本章の効果的な実施及び運用のための小委員

会の設置について規定している。

⑦日ブルネイEPA

　ブルネイは GPAの非加盟国であるため、我が

国はブルネイの政府調達への規律の適用を期待し、

同国とのEPAにおいて政府調達に関する独立章を

設ける方向で検討していた。しかし、ブルネイ側か

ら独立章化に強い難色が示されたため、交渉の結

果、ビジネス環境整備章（第 8 章）において政府
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調達に関する諸原則を規定することとなった。具体

的には、他方の締約国の物品、サービス及び供給

者に対する最恵国待遇の付与、政府調達に関する

措置の透明性の増進及びその公正かつ効果的な方

法での実施について、両締約国に努力義務を課して

いる。

⑧日インドネシアEPA

　第 10 章において政府調達についての規定を設け

ている。インドネシアはGPAの非加盟国であるため、

我が国がインドネシアの政府調達制度についての理

解を深め、将来的に国際水準に合致するよう協力を

行い、その結果日本企業が便益を得る環境が形成

されることを期待して、本章を設置した。具体的に

は、日タイEPAと同様に、両締約国の政府調達に

関する法令、政策、慣行及び現行の政府調達制度

の改革についての情報交換、並びに本章の効果的

な実施及び運用のための小委員会の設置について

規定している。なお、インドネシアは 2012 年 10月

に政府調達委員会のオブザーバー国となった。

⑨日アセアンEPA

　交渉の結果、アセアン側から受け入れられず、政

府調達に関する規定を設けることはできなかった。

⑩日ベトナムEPA

　政府調達に関する諸原則はビジネス環境整備章

（第 11章）において規定している。ベトナムは GPA

の非加盟国であるため、政府調達に関する措置の

透明性の増進及びその公正かつ効果的な方法での

実施について、両締約国に努力義務を課している。

なお、ベトナムは 2012 年 12月に政府調達委員会

のオブザーバー国となった。

⑪日スイスEPA

　日・スイス両国ともGPA 加盟国であり、EPAに

おいても政府調達章（第 10 章）を設け、両国の権

利義務が GPAに従うこととしている。また、両国

間の政府調達に関する連絡を促進するための窓口と

して政府部局を指定すること、EPAの合同委員会

で相互の理解促進のための検討を行うこと、第三

国に相手国より良い政府調達市場アクセスを与えた

場合は、相手国から要求がなされた場合は、相互

主義のもとその利益を相手国にも均等に及ぼすべく

交渉することを規定している。

⑫日インドEPA

　日インド EPAにおいては、第 10 章が政府調達

章となっている。両締約国が自国の法令に従って透

明性を確保すること及び情報交換を行うことにつき

定めるとともに，他の締約国の物品，サービス及び

供給者に対し，自国の法令に従って非締約国の物

品，サービス及び供給者に与える待遇よりも不利で

ない待遇を与えることを定める。また、インドは政

府調達委員会のオブザーバー国ではあるが、加盟

国ではない。このため、将来インドが GPAの加盟

国となる意図表明を行った時に本章を包括的な章と

するための交渉を開始することを規定している。

⑬日ペルーEPA

　日ペルーEPAにおいては、第 10 章が政府調達

章となっている。ペルーは GPAの非加盟国である

が、同国の政府調達への規律の適用及び市場アク

セスの確保を期待し、本章を設置した。両国の政

府調達市場規模や政府調達制度に係る国内法令等

を考慮し、意義ある政府調達章の作成を目指した

結果、両国が締結済の高いレベルのEPA ／ FTA

と同等の要素を含めた政府調達規律を定めている。

両国は、内国民待遇、無差別待遇、調達の効果を

減殺する措置の禁止、透明性の確保等に関して規

定している。

⑭日オーストラリアEPA

　日オーストラリアEPAにおいては、第 17 章が政

府調達章となっている。オーストラリアは GPAの非

加盟国であり、政府調達委員会のオブザーバー国で

あるが、政府調達の規模がオーストラリア経済の重

要な部分を占めており、GDP のおよそ11％を占めて
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いることから、両国が第三国と締結しているEPA

／ FTAにおいて規定する措置を検討することが有

益であるとし、本章を設置した。政府調達市場へ

の参加を促進するため、内国民待遇及び無差別待

遇、入札等の調達手続、調達の効果を減殺する措

置の禁止、透明性の確保、苦情申立手続、追加的

な交渉等について規定している。

⑮日モンゴルEPA

　日モンゴルEPAにおいては、第 13 章が政府調

達章となっている。モンゴルは GPAの非加盟国で

あり、政府調達委員会のオブザーバー国であるが、

モンゴルの政府調達に関する国内法令が協定に対

応したものではないことから、政府調達手続の透明

性の確保、情報交換及び無差別原則等の条文を規

定している。また、モンゴルが将来 GPAの加盟国

となる意思表明を行った際に政府調達章を包括的

な章とするための交渉を開始することも規定してい

る。

（3）評価
　以上のように、これまで我が国が締結した EPA

においては、日マレーシアEPA、日アセアンEPA

を除いて政府調達に関する条項を盛り込んでいる。

シンガポール、スイス以外の我が国のEPA 相手国

は GPA 非加盟国であるため、我が国は、EPAによ

り初めてこれらの国 と々の間で政府調達に関する規

定を設けることに成功した。ただし、国によっては

努力義務にとどまるなど、EPAごとに規定のレベル

に差はあるが、これは我が国が相手国の政府調達

市場の成熟度に応じて柔軟な姿勢を取ってきたため

である。今後の我が国のEPA交渉においても、相

手国の政府調達市場の成熟度も考慮しながら、特

にGPA 非加盟国に対し、政府調達に関する規律の

遵守及び市場の一層の解放を求めていくことが望ま

しい。

＜貿易円滑化＞

（1）ルールの背景
　WTO では DDAにおいて包括的なルールを策定

する交渉が行われているが（資料編第 1章 VII．貿

易円滑化（シンガポール・イシュー）参照）、他方で、

日本が締結した EPAにおいては、経済連携を進め

る際には、二国間レベルで協力して個別・具体的な

問題を解決し、貿易円滑化を促進することが重要

であるとの観点から、税関手続の予見可能性、透

明性の向上や税関手続の簡素化を図るための規定

を設けるのが通例である。

（2）法的規律の概要
　基本的には、税関手続章などが設けられ、関税

関係法令の公表等による税関手続の透明性の向

上、国際基準への調和、情報通信技術の利用等に

よる税関手続の簡素化等の規定が盛り込まれてい

る。また、貿易の円滑化に向けた税関当局間の協

力及び情報交換、税関当局間での小委員会の設置

や、関税法令違反の防止を図るため、不正薬物、

けん銃等の密輸入や知的財産権侵害物品の水際

での取締りのための税関当局間の協力・情報交換

の推進についても規定されている（日シンガポール

EPA第4章、日メキシコEPA第5章第3節、日マレー

シアEPA 第 4 章、日フィリピンEPA 第 4 章、日タ

イEPA 第 4 章、日チリEPA 第 5 章、日ブルネイ

EPA 第 4 章、日インドネシアEPA 第 4 章、日ベト

ナムEPA 第 4 章、日スイスEPA 第 3 章、日インド

第 4 章、日ペルーEPA 第 4 章、日オーストラリア

EPA 第 4 章、日モンゴルEPA 第 4 章）。

　以上に加えて、日シンガポールEPA、日フィリピ

ンEPA 及び日タイEPAの貿易取引文書の電子化

章においては、ペーパーレス貿易の実現・促進に関

する意見・情報交換を通じた協力、ペーパーレス貿

易に関する活動に従事する民間団体間の協力の奨
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励、そしてペーパーレス貿易の実現方策に関する両

締約国の検討について規定されている（日シンガポー

ルEPA 第 5 章、日フィリピンEPA 第 5 章、日タイ

EPA 第 5 章）。

　また、日スイス EPAの電子商取引章（第 9 章）

においては、全ての貿易関連文書を電子的に公表

する努力規定、電子的に提出された貿易関連文書

を紙の文書と同等のものとして受け入れる努力規

定、電子化された貿易関連文書の受入促進のため

の国際的な協力について規定されている。

　我が国 EPAの典型的な税関手続章では、適用

範囲、定義、透明性、通関、一時輸入及び通過物

品、協力及び情報の交換、小委員会等を定めてい

る。協力の内容については実施取極で別途定める。

特徴的な点は以下のとおり。

●世界税関機構（WCO）における改正京都規約の

趣旨を踏襲する。

●抽象的な規定にとどまり、数値的な目標は入って

いない。

●急送貨物、機密保持に係る規定はない。

●規定の実施及び運用の見直しを行う小委員会の

設置規定が存在する。
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（1）ルールの背景
　国際通商の自由化を基本原理とするWTO では、

銅、ニッケル、レアアース等の鉱物資源のみならず、

天然ガス、原油、石炭等のエネルギー資源もその

例外ではなく、それらの囲い込みを禁止し、自由な

取引を確保することにより、エネルギー・鉱物資源

の適切な配分を確保しようとしているものと理解さ

れる。しかし資源に恵まれない日本にとって、エネ

ルギー・鉱物資源の安定供給を確保することは重要

な課題の1つである。WTO の規律に違反しない

範囲でこれらの要請を満たすため、日本のEPA/

FTAにおいてもエネルギー・鉱物資源の安定的供

給の強化に取組んでいる。

（2）EPA/FTA による日本の取組
　日本がこれまでに締結した EPA/FTAの中では、

特にエネルギー・鉱物資源分野において我が国と関

係の深いブルネイ、インドネシア及び豪州とのEPA

において、エネルギー・鉱物資源について独立した

章を設けており（いずれのEPAも発効済み）、エネ

ルギー・鉱物資源分野での国家間連携を更に深化

させるための試みを推進しているところである。

①インドネシア

　インドネシアは、日本にとって上位の液化天然ガス

（LNG）輸入相手国であると同時に、有数の原油及

び石炭の輸入相手国である。そのため、2007年 8

月に署名された日インドネシアEPAでは、第 8 章に

エネルギー・鉱物資源章を設けている。同章は、日

インドネシア両国の持続的な経済成長のため、エネ

ルギー・鉱物資源が戦略的に重要であることを踏ま

え、当該分野における投資及び貿易の促進を通じ

て、エネルギー・鉱物資源の安定的供給強化に貢

献することを目的としている。係る目的の下、具体

的な規律としては、政策的透明性の向上、政策対

話の強化、協力の推進等を行うこととしている。具

体的には、以下の規律を定めている。

（a）定義（第 97 条・附属書 11）

　天然ガス、原油、石炭等のエネルギー資源に加え、

銅、ニッケル等の鉱物資源について、同章の対象と

することを規定。

（b）投資の促進及び円滑化（第 98条・附属書 12）

　投資の促進及び円滑化のため、協議、情報交換、

投資促進活動の支援等の実施を規定。

（c）輸入及び輸出の制限（第 99 条）

　輸出入規制導入の際の早期通報等の義務を規

定。

（d）輸出許可手続及びその運用（第 100 条）

　輸出許可手続の採用・維持に際し、その運用等

に関する情報提供などの義務を規定。

（e）エネルギー・鉱物資源規制措置（第 101 条）

　規制導入の際の既存契約の尊重、規制に関する

早期通報等の義務を規定。

（f）環境上の側面（第 102 条）

　環境への悪影響の回避・極小化の重要性を確認

し、環境への配慮義務を規定。

（g）地域社会の開発（第 103 条）

　投資家による地域社会開発への貢献について、

第7章
エネルギー、環境、労働、電子商取引
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両国政府が歓迎する旨を規定。

（h）協力（第 104 条）

　インドネシアにおける政策立案、キャパシティ・ビ

ルディング、技術移転の 3 分野について協力を行う

ことを規定。

（i）エネルギー及び鉱物資源に関する小委員会（第

105 条）

　情報交換、レビュー等の場としての小委員会の設

置を規定。同委員会においては、エネルギー安全

保障、開かれた競争的市場などについての議論も

実施する旨規定。

②ブルネイ

　ブルネイは、有数の LNG 生産国であるととも

に、日本にとっては上位のLNG 輸入相手国である。

2007 年 6月に署名に至った日ブルネイEPAでは、

我が国のEPA/FTAとして初めてエネルギーに関

する章を設置した（日ブルネイEPA 第 7 章）。その

中では、規制措置に関する規律の導入、協力の実

施、対話の枠組みの設置等により、エネルギー分

野において安定的で両国の利益となるような関係を

維持・強化することとしている。具体的には、以下

の規律を定めている。

（a）基本原則（第 89 条）

　エネルギー分野における安定的かつ互恵的な関

係を強化することの重要性を両国が認識することを

規定。

（b）定義（第 90 条）

　天然ガス及び原油を同章の対象とすること等を規

定。

（c）輸入及び輸出の制限（第 91条）

　輸出入規制措置適用時の既存契約への十分な考

慮、規制導入時の書面通報、相手国から要請があっ

た場合の当該規制に関する協議等の義務を規定。

（d）エネルギー規制措置（第 92条）

　エネルギー規制措置適用時の既存契約への悪影

響最小化の努力、規制導入時の書面通報、相手国

から要請があった場合の当該規制に関する協議等

の義務を規定。

（e）環境上の側面（第 93条）

　エネルギーに関連する活動によって生じる環境上

有害な影響を、経済上効率的な方法で最小にする

よう努める旨を規定。

（f）協力（第 94 条）

　エネルギー分野における安定的かつ互恵的な関

係を強化するため、政策立案・人材養成・技術開

発等の分野での協力を促進することを規定。

（g）エネルギーに関する小委員会（第 95 条）

　情報交換やレビュー等の場として小委員会を設

置。

③豪州

　豪州は、日本にとって鉄鉱石、石炭、天然ガスの

主要な輸入相手先国である。2014 年 7月に署名さ

れた日豪 EPAでは、第 8 章にエネルギー・鉱物資

源章を設けている。両国にとってのエネルギー及び

鉱物資源分野の重要性に鑑み、これらの資源の安

定的な供給のために妥当な措置をとることを約束す

るとともに、WTO 協定（GATT 第 11 条 2（a）及

び同第 20 条（g））に基づく輸出禁止・制限措置を

導入しないよう努めることを約束する旨規定してい

る。更に、輸出許可手続き及び新たな規制措置を

講じる際の事前通報等措置の透明性を確保するとと

もに、相手国の要請ある場合に協議に応じることも

規定している。

　具体的には、以下の規律を定めている。

（a） 基本原則（第 8･1 条）

　エネルギー・鉱物資源分野における安定的かつ互

恵的な関係を強化することの重要性を両国が認識す

ることを規定。

（b）定義（第 8･2 条）

　エネルギー・鉱物資源分野を同章の対象とするこ

と等を規定。

（c）エネルギー及び鉱物資源の安定的な供給（第

8･3 条）

　エネルギー・鉱物資源の供給に重大かつ継続的

な中断又は懸念が生じる時は、相手国に協議を要

請できること等を規定。
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（d）輸出制限（第 8･4 条）

　エネルギー・鉱物資源に関する輸出禁止・制限措

置を導入しないよう努めることを規定。また、規制

導入時は必要な範囲に限定するとともに、規制導入

時の書面通報、相手国から要請があった場合の当

該規制に関する協議等の義務を規定。

（e）輸出許可手続き及びその運用（第 8･5 条）

　エネルギー・鉱物資源に関する輸出許可手続きの

導入時における透明性等の手続きを規定。

（f）エネルギー・鉱物資源規制措置（第 8･6 条）

　エネルギー・鉱物資源規制措置を導入する際の事

前通報等、同分野における措置の透明性を確保す

るとともに、相手国から要請あった場合の当該規制

に関する協議等の義務を規定。

（g）協力（第 8･7 条）

　エネルギー・鉱物資源分野における安定的かつ互

恵的な関係を強化するため、両国間の協力を促進

することを規定。

（h） エネルギー・鉱物資源に関する小委員会（第

8･8 条）

　情報交換やレビュー等の場として小委員会を設

置。

　

④カナダ

　カナダは、エネルギー、金属・鉱物等の天然資

源に関して世界の主要輸出国の一つである。カナダ

から日本への輸入量のうち、石炭・燃料関係、鉱

物関係（鉄鉱石・銅鉱石等）が、輸入量の約 3 割

を占める。

　2012 年 3月にまとめられた「日加経済連携協定

（EPA）の可能性に関する共同研究報告書」におけ

る「3．15 その他（エネルギー、鉱物及び食料）」では、

日加両国は、あり得べきEPA が、これらの分野に

おける両国の通商関係に特別な注目を払うべきであ

るとの認識を共有した。

　日加 EPA は 2012 年 11月から、正式交渉が開

始されている。

（3）国際的なエネルギーに関する取り
決めへの参加の取組み

①エネルギー憲章条約

　1998 年に発効したエネルギー憲章条約は、ソ連

の崩壊に伴い、旧ソ連及び東欧諸国におけるエネ

ルギー分野の市場原理に基づく改革と企業活動の

促進を目指すものである。

　我が国が 1995 年に署名した同条約は、我が国と

の関係では 2002 年に発効している。同条約は、エ

ネルギー分野における投資の自由化及び保護につい

て規定するとともに、エネルギー原料・産品の貿易

及び通過の自由についての規律を定めている。

　第一に、貿易について、エネルギー原料・産品の

貿易が、WTO 非加盟国によるものであっても、基

本的にGATTによって規律される旨を規定している

（第 29 条）。これは、条約発効当時 WTO 非加盟

国であったロシアや現在なおWTO 非加盟国である

旧ソ連・東欧等の諸国が、GATT/WTO 体制にソ

フトランディングできるようにする、いわば WTO 加

盟への準備規定と言うことができよう。エネルギー

原料・産品は AnnexEM で定義されており、ウラン

鉱、石炭、石炭ガス、タール、石油、精製油、天

然ガス、瀝青、アスファルト、電力、薪、木炭等が

含まれる。

　第二に、エネルギー原料・産品の通過の自由に関

し、その出発地及び仕向地等による差別又は不合

理な制限等を行ってはならない旨を規定している。

通過については第 7条第 10 項で定義しており、基

本的には、3 つ以上の地域（国）にまたがるパイプ

ラインによる石油及び天然ガスの輸送や送電設備に

よる電力の送電を想定している。

　これらに加えて、同条約は競争の促進にむけた

努力義務（第 6 条）や、加盟国間での技術移転の

促進（第 8 条）、環境への悪影響を最小化するとと

もに、世論啓発や協力等を行う努力義務（第 19 条）

等を規定するとともに、紛争処理手続（PartV）や

署名国への暫定適用（第 45 条）等を定めている。

　エネルギー憲章条約の締約国・機関の数は、

2014 年 10月現在で東欧やEU 諸国等 47 か国及び
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1国際機関であり、2015 年 2月にはヨルダンが条約

に加盟することが発表された。なお、ロシアや豪州

は署名はしたものの未批准であり、また、オブザー

バー参加にとどまる国（米国、カナダ、中国、韓国、

サウジアラビアなど）も存在する（詳細は、http://

www.encharter.org/を参照。エネルギー憲章条約

はこの他に、エネルギー分野における投資について

も規定しているが、これについては第Ⅲ部第 5 章投

資を参照）。

　また、エネルギー分野における国際的な法的枠

組みとして、同条約の普及を目指す動きが EU主導

で進められており、2015 年 5月には同条約について

の閣僚会議が開催される予定である。

（4）他国におけるエネルギー（及び鉱
物資源）に係る法的規律（条約）の
例

　エネルギー・鉱物資源分野の実体規律として国際

的に合意されたルールの例として、NAFTAを紹介

する。

　NAFTA は第 6 章（エネルギー及び基本石油化

学品（Basic Petrochemicals））で、次のような規律

を定めている。

（a）原則（第 601 条）

　自国憲法の遵守、エネルギー・基本石油化学品

が果たす役割の強化・持続的自由化が望ましいこと、

当該分野の競争力を高めることが各国の利益に適う

こと、を確認している。

（b）定義（第 602 条）

　第 6 章の対象範囲の定義として、ウラン鉱、石炭、

コークス、タール、ナフサ、石油、瀝青油、石油ガス、

石油コークス、ウラン化合物、酸化重水素、エタン、

ブタン等をHSコード4 桁～ 6 桁で規定。

　なお、Annex 602.3 において留保及び特則につ

いて規定があり、天然ガス及び基本石油化学品に

ついての供給契約のための交渉を許可すべきこと

や、原油・天然ガスの採掘、基本石油化学品の生産、

原油の貿易等の戦略的活動についてのメキシコによ

る留保、及びメキシコにおいて企業は自家消費のた

めの発電設備を設けることができること等を規定し

ている。

（c）輸出入制限（第 603 条）

　輸出入制限についてGATT上の規律を確認。特

に、最低・最高輸出価格規制等を禁止するとともに、

NAFTA 域外国からのエネルギー・基本石油化学

品の輸入禁止に関し、他のNAFTA 締約国が協議

できる旨を規定。なお、同種の規定が物品一般に

適用される第 3 章でも設けられている（第 309 条）。

（d）輸出税（第 604 条）

　輸出税の賦課を禁止（他のすべての締約国への

輸出及び自国消費に対して一律に課税される場合を

除く）。なお、物品一般に適用される第 3 章でも、

同旨の規定がある（第314条。ただし、Annex 314で、

メキシコにおける卵、塩、小麦粉等の基本食糧を

例外としている）。

（e）その他の輸出規制（第 605 条）

　輸出規制について、本来であれば GATT 第 11

条 2（a）項又は第 20 条（g）、（i）、（j）項で正当化

されるはずのものであっても、次の 3 つの条件を満

たさなければならない旨を規定。すなわち、第 1に、

当該産品の、輸出規制国における総供給に占める、

相手方締約国への総輸出の割合が、直近 36 か月

の代表値と比べて減じられないこと。第 2 に、相手

方締約国への輸出に際し、国内価格よりも高い輸

出価格を課さないこと。第 3 に、当該輸出規制が、

相手方締約国への通常の流通経路を攪乱しないこ

と、また、例えば原油と精製石油など、個々の産品

間の通常の輸出比率を攪乱させないこと、である。

この条文は米カナダ間にのみ適用され、メキシコは

適用除外とされている（Annex 605）。また、物品

一般に適用される第 315 条にも同旨の規定があり、

同様にメキシコは適用除外とされている（Annex 

315）。

（f）エネルギー規制措置（第 606 条）

　エネルギー規制措置の適用に際し、可能な限り、

エネルギー規制当局が契約関係を攪乱（disrupt）

しないようにすべきとの努力義務を規定している。
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＜環境＞

（1）ルールの背景
　EPA/FTAにおいて環境に関する規律を設ける

例が増えている。環境問題に対する近年の各国の

意識の高まりを反映したものと捉えられるが、その

経済的背景として第一に考えられるのは、NAFTA

がそうであると思われるように、相手方当事国にお

いて環境規制が守られなければ自国産業が競争上

不利になり、結果的に環境規制の緩和合戦が起こ

るのではないか（“race to the bottom”）との懸念

に対応するというものである。投資協定等において、

環境規制を緩和することによって投資を誘致（又は

貿易を促進）することは適切でない旨を確認する規

定が置かれることが多いが、これも同様の理由に

よるものと考えられる。第二の背景として、EPA/

FTA相手国内で各企業による環境規制の遵守状況

に差があるような場合に、こうした差をなくすことに

よって、公平な競争環境を整備しようとする狙いが

ある場合も考えられる。多国籍企業の中には、事

業活動を行っている進出先国の環境規制のレベルに

かかわらず、世界中で同一の高いレベルの環境配慮

を行っている例も多い。こうした場合には、進出先

国の産業の発展度合いに応じて環境規制のレベル

を高いものとすることが、より公平な競争環境の整

備につながるであろう。また、環境規制自体はレベ

ルの高いものが整備されている国であっても、その

エンフォースメントが実効的に行われていない場合

には、同様の状況が生じうる。現地資本企業が環

境規制を十分に遵守していないにもかかわらず、外

国資本企業はコンプライアンスや企業の社会的責任

の観点から当該環境規制を遵守しているような場合

には、環境規制の実効的なエンフォースメントを確

保することが、公平な競争環境の整備につながるで

あろう。なお、上述のような背景の下、EPA/FTA

相手国に対して環境規制の整備・執行を要請するに

当たっては、EPA/FTA 相手国から技術指導など

「協力」の要請を受けることも考えられる。一般的

に、環境問題に対応する技術や経験を有する国と、

環境問題が深刻な国とが違っている場合、両国が

協力して環境問題に取り組むことは、世界全体の利

益につながる。地球環境への負荷を減らすとともに、

これまでの公害防止・省エネルギーに関する経験や

技術力を活かして地球規模での環境保全に積極的

に貢献していくことは、我が国の重要課題であり、

こうした協力を、アドホックな二国間協力にとどまら

ず、EPA/FTA 上の協力と位置づけることで、より

積極的な取組を進めることが期待される。

（2）法的規律の概要
　日本がこれまで締結した EPA/FTAでは独立し

た環境章を設けたことはないものの、環境について

これまでに締結された協定では次のように取り組ん

でいる。共通する要素としては、例えば、環境規制

を緩和することで投資を促進してはいけないこと（投

資章）、環境に関する協力（協力章）、相互認証との

関連で自国が適切と考える環境規制をとることは妨

げられないこと（相互承認章等）、などがある。

　下記の他、現在交渉中の協定においても環境関

連の規定が議論されている。

①日シンガポールEPA

　環境に関連する規定は、相互承認章（第 6 章）

において、同章の一般的例外として、自国が適切と

考える環境規制をとることは妨げられない旨を規定

している（第 54 条）。実施取極第 31 条において、

科学技術に関する協力分野として環境を明記してい

る。

②日メキシコEPA

　 投 資 章（ 第 7 章 ） で は、PR（performance 

requirement）禁止の条文において、技術移転要求

禁止のうち、一般的な環境規制を充たすような技術

の使用を義務づけることは違反ではないとし（第 65

条 1（f））、また、環境規制を緩和することで投資を

促進してはいけないこと（第 74 条）、投資家対国家
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仲裁において環境について専門家の鑑定書を要請

できること（第 90 条）を規定している。協力章（第

14 章）では、環境に関する協力を行う旨を規定して

いる。協力には、情報交換、能力向上、環境物品・サー

ビスの貿易促進などを含むことができるとしている。

また、協定の実施及び運用章（第 16 章）では、環

境保全のための緊急の措置の場合に、パブリックコ

メントの手続を不要とする旨を規定している（第 161

条）。

③日マレーシアEPA

　環境関連規定は 2 つのみである。1つは、投資章

（第 17 章）において、環境規制を緩和することで

投資を誘致しない旨の規定であり（第 90 条）、もう

1つは、協力章（第 12 章）において、協力分野とし

て環境を明記している（第 140 条（g））。

④日フィリピンEPA

　物品章（第 2 章）で、環境規格メカニズムの活

用についての両国の協力を規定しているほか（第 27

条）、協力章（第 14 章）では、協力分野として（エ

ネルギー及び）環境を明記している（第 144 条（d））。

また、相互承認章（第 6 章）では、同章の一般的

例外として、自国が適切と考える環境規制をとるこ

とは妨げられない旨を規定しており（第 66 条）、投

資章（第 8 章）では、環境規制を緩和することで投

資を促進してはいけない旨を規定している（第 102

条）。また、外務大臣間で書簡を交換し、バーゼル

条約に従って、両国の国内法で定められ、また禁

止される有害廃棄物は、日本からフィリピンに輸出

されないこと、及び日比経済連携協定における関連

条文が、両国の既存の及び将来の法令や規則の下

でのそのような措置の採用や実施を妨げないことを

確認した。

⑤日チリEPA

　前文で、経済的開発、社会的開発及び環境保護

が相互に依存しており、かつ、持続可能な開発に関

する相互に補強しあう柱であること並びに戦略的な

経済上の連携が持続可能な開発を促進する上で重

要な役割を果たすことができることを確認している。

また、投資章（第 8 章）で、環境規制を緩和するこ

とにより投資を促進しないこと（第 87条）を規定し

ている。更に、協定の署名に際し、環境について

政治宣言を採択し、高いレベルの環境保護を追求

する意図の確認、世論啓発を行うこと、クリーン開

発メカニズム（CDM）での協力等を宣言している。

⑥日タイEPA

　相互承認章（第 6 章）で、同章の一般的例外として、

自国が適切と考える環境規制は妨げられない旨を規

定している（第 68 条）。また、投資章（第 8 章）で

は、環境規制を緩和することで投資を促進しない旨

を規定している（第 111条）。更に、協力章（第 13 章）

では、協力の分野として環境を明記し（第 153 条（f））、

署名の際の政治宣言には、科学技術・エネルギー・

環境分野での協力の促進が明記されている。実施

取極第 10 章では、環境協力の内容や、科学技術・

エネルギー・環境分野の協力に関する小委員会を

設置することなどを規定している。また、外務大臣

間で書簡を交換し、バーゼル条約の権利義務を確

認し、バーゼル条約に従って有害廃棄物の輸出入

を厳格に規制すること、関税撤廃にかかわらず、バー

ゼル条約に従って有害廃棄物の輸出入に関する措

置を適用することができること、また、環境保護の

ために協力する旨を再確認している。

⑦日ブルネイEPA

　前文で、経済発展、社会発展、環境保護が相互

依存であり、持続可能な開発を相互に補強する要

素であり、経済連携が持続可能な発展の促進にお

いて重要な役割を持つことを認めている。また、投

資章（第 5 章）では、投資を促進するために環境

規制を緩和しない旨を規定し（第 71条）、エネルギー

章（第 7 章）では、エネルギーに関する活動の環境

への悪影響を最小限とする努力義務、エネルギー

政策の実施・形成過程において環境を考慮する義

務、知的財産権の十分かつ効率的な保護に合致し
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つつ環境保護に貢献する技術の移転・普及を考慮

することを奨励し、エネルギー活動の環境への影響

に関する世論啓発の義務を規定している（第 93 条）。

更に、協力章（第 9 章）では、協力の分野として環

境を明記している（第 102 条（h））。

⑧日インドネシアEPA

　投資章（第 5 章）では、投資を促進するために

環境規制を緩和しない旨を規定している（第 74 条）。

また、エネルギー及び鉱物資源章（第 8 章）では、

エネルギー及び鉱物資源に関するすべての活動にお

ける環境への悪影響を最小限とすること、エネル

ギー及び鉱物資源政策の実施・形成過程において

環境を考慮する義務、知的財産権の十分かつ効果

的な保護に適合しつつ環境保護に貢献する技術の

移転・普及を考慮することを奨励し、エネルギー及

び鉱物資源活動の環境への影響に関する世論啓発

の義務を規定し（第 102 条）、協力章（第 13 章）では、

協力の分野として環境を明記している（第134条（i））。

更に、実施取極第 7 章では、環境分野における協

力の範囲やその形態を規定している。

⑨日アセアンEPA

　物品章（第 2 章）では、この章のいかなる規定も

バーゼル条約又は関連する他の国際協定を締結して

いる締約国がこれらの国際約束に従って自国の法

令に基づく有害廃棄物又は有害物質に関する措置

を採用・実施することを妨げるものと解してはなら

ないことを規定している（第 16 条）。また、任意規

格、強制規格及び適合性評価手続章（第 5 章）で

は、同章の一般的例外として、この章のいかなる規

定も環境の保全のために必要な限度において、任

意規格及び強制規格の立案・制定・適用する締約

国の権利を制限するものではないことを規定し（第

44 条）、協力章（第 8 章）では、協力の分野として

環境を明記している（第 53 条（k））。

⑩日ベトナムEPA

　任意規格、強制規格及び適合性評価手続章（第

6 章）では、同章の一般的例外として、自国が適切

と考える環境規制は妨げられない旨を規定している

（第 51条）。協力章（第 12 章）では、協力の分野

として環境を明記しており、実施取極第 10 章にお

いて、環境分野における協力の範囲やその形態を

規定している。

⑪日スイスEPA

　総則章（第 1 章）では、環境保護と開発の目標

達成のための製品、技術を普及するために環境物

品及び環境サービスの貿易を促進することとしてい

る（第 9 条）。投資章（第 9 章）では、投資を促進

するために健康、安全、環境規制を緩和することは

不適当である旨を規定している（第 101条）。

⑫日インドEPA

　総則（第 1章）で、我が方からの要望により，両

締約国が環境保護に取り組む旨の独立の条文を設

けた（第 8 条）。投資章（第 8 章）では、投資を促

進するために環境規制を緩和することは不適当であ

る旨を規定している（第 99 条）。また、協力章（第

13章）では、協力の分野として環境を明記しており（第

129 条）、その範囲及び形態については実施取極で

定めることができるとしている。

⑬日ペルーEPA

　前文で、環境の保護及び保全に適合した方法で

協定を実施することを決意しているほか、政府調達

章（第 10 章）において、各締約国は、環境を保護

するために、技術仕様を立案し、制定し、又は適

用することができる旨を規定している。さらに、協

力章（第 14 章）では、協力の分野として環境を明

記しており、実施取極第 3 章第 25 条において、環

境分野における協力の範囲やその形態を規定してい

る。また、協定の署名に際し、貿易と環境に関する

共同声明を発表し、生物多様性条約及び気候変動

枠組条約や、持続可能な森林経営の重要性を再確

認し、貿易と環境の分野において協力すること等を

確認している。
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⑭日豪 EPA

　投資章（第 14 章）において、同章の一般的例外

として、「人、動物又は植物の生命又は健康の保護

のために必要な措置」に関し、環境に関する措置

であって、人、動物又は植物の生命又は健康の保

護のために必要なものを含むと規定されている他、

政府調達章（第 17 章）において、締約国は、天然

資源の保全を促進し、又は環境を保護するために、

技術仕様を立案し、制定し、又は適用することがで

きる旨を規定している。

⑮日モンゴルEPA

　投資章（第 10 章）において、それぞれ自国の環

境に関する措置の緩和を通じて投資を奨励すること

を差し控える旨を規定している。また、協力章（第

15 章）において、協力の分野として環境を明記し（第

15.1 条）、実施取極第 5.10 条では、環境分野にお

ける協力の範囲やその形態を規定している。

⑯エネルギー憲章条約

　FTAではないが、エネルギー資源の移動と投資

保護についての国際条約であるエネルギー憲章条約

では、経済効率的な態様で環境への悪影響を最小

限に抑える努力義務を規定するとともに、汚染者負

担の原則（汚染者が汚染によるコストを負担すべき

との原則）を確認した上で、締約国（または、当事者）

の義務として、エネルギー政策全般を通して環境に

配慮すること、市場経済に根付いた価格形成と環

境への便益負担の十分な反映を促進すること、国

際環境基準の分野における協力、エネルギー効率

の改善や再生可能エネルギー資源等に特に留意する

こと、環境意識の啓発、早期段階での透明な環境

アセスの促進等を詳細に列記している（第 19 条第

1項）。また、当該条文の解釈・適用に関する紛争

について、他に適切な国際的な対話の場がない場

合に限り、締約国の要請に基づき、憲章会議で解

決に向けた検討をすることができるとしている（第

19 条第 2 項）。

（3）各国の EPA/FTA における環境の
取組

　他国が結んでいるEPA/FTAの中には、環境保

護のためにより積極的な取組をしているものがある。

①米国の取組

　米国が結んだ多くの貿易協定に独立した環境章

が立てられている。例えば、NAFTAの環境協定

（North American Agreement on Environmental 

Cooperation between the government of Canada, 

the government of the United Mexican States 

and the government of the United States of 

America）は、定期的に環境報告を公表する義務（第

2 条）や、国内法制によって高い環境保護水準を確

保し、その向上に向けて継続的に努力すること（第

3 条）、法律等の公開（第 4 条）、環境法制の有効

な履行確保（第 5 条）等が規定されている。また、

理事会、事務局、合同小委員会で構成される環境

協力委員会（commission）を設置しており（第 8 条）、

事務局は、理事会の指示に従って環境協力委員会

の年次報告書を作成する他（第 12 条）、自主発案

の報告書を作成することができるとしている（第 13

条）。また、非政府組織や個人からの、環境法制

の有効な履行確保を怠っているとの指摘を受け、事

実報告書を作成することになっている。当該報告書

は理事会の決定に従って公表される（第 15 条）。各

締約国は、他の締約国が環境法制の有効な履行確

保の義務を怠っている場合、協議を求めることがで

きる（第 22 条）。協議では解決しなかった場合、環

境法制の履行確保の欠如が、締約国間で取引され

る物やサービスを提供する工場や企業を巻き込む状

況に関係する場合に限り、パネルが設置される（第

24 条）。また、米シンガポール、米チリ、米豪州、

米バーレーン、米モロッコ、米韓など近年のものにも、

環境問題に関する協力を促進し、国内の環境法令

の執行を監視するための組織的枠組みが設けられ

ている。
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② EUの取組

　EU が結ぶ地域貿易協定では、EU 運営条約11

条に定められる環境統合原則及び EU 条約第 21条

2 項に規定される対外関係における目的規定に基づ

き、持続可能な発展の促進及び確保のために、環

境協力の原則と範囲が分野横断的なテーマとして定

められている。例えば、EUチリ協定では、環境協

力の目的は、環境の保護及び改善、天然資源と生

態系の汚染及び悪化の防止、持続的開発のための

生態系の有効活用であり、これに関連して、貧困と

環境の関係、経済活動の環境への影響、環境問題

と土地利用管理、チリの環境体制や政策を強化す

るための試み、環境の標準・モデル・訓練・教育な

どの分野における情報・技術・経験の交換、国民

をより関与させるための環境教育や環境訓練、技術

支援や合同地域調査プログラムが特に重要であると

している（第 28 条）。EU 韓国協定やEUカナダ包

括的経済貿易協定（CETA）では、高い環境保護

水準の追求、多国間環境条約の遵守、環境物品・サー

ビスに対する貿易投資促進、環境法の執行、環境

規制緩和の禁止、環境分野での協力、協議メカニ

ズム、専門家パネルへの問題の付託などについて規

定している。

③その他の国の取組

　カナダは、NAFTAのモデルに従ってチリやコス

タリカと協定を結んでいる。また、環太平洋戦略

的経済連携協定（P4：ブルネイ、チリ、シンガポー

ル、ニュージーランドの 4 か国による経済連携協定）

は、補完協定として環境協力協定（Environment 

Cooperation Agreement among the parties 

to the Trans -Paci f ic Strateg ic Economic 

Partnership Agreement）を持つ。さらに、メルコ

スールでは、国際環境条約の履行に係る協力を行う

ことを規定している（第 5 条）。

＜労働＞

（1） ルールの背景
　労働に関しても、EPA/FTAにおいて関連の規

定を設ける例が増えている。環境問題と同様の経済

的背景が労働問題に対する各国の意識の高まりに

もつながっているものと考えられる。すなわち、第

一に、相手方当事国において労働規制を遵守してい

る自国産業が競争上不利になり、結果的に労働規

制の緩和合戦が起こるのではないか（“race to the 

bottom”「底辺への競争」）との懸念に対応するた

め、労働規制を緩和することによって投資を誘致（又

は貿易を促進）することは適切でない旨を確認する

規定が置かれることが多い。また第二に、EPA/

FTA 相手国内で各企業による規制の遵守状況に差

があるような場合について、環境問題と同様、労働

問題についても、こうした差をなくすことによって、

公平な競争環境を整備しようとする狙いを背景とす

る規定が置かれる場合がある。特に、現地資本企

業が労働規制を十分に遵守していないにもかかわら

ず、外国資本企業はコンプライアンスや企業の社会

的責任の観点から当該労働規制を遵守しているよう

な場合には、労働規制の実効的なエンフォースメン

トを確保することが、公平な競争環境の整備につな

がるであろう。

　このように、類似する経済的背景を有する環境

と労働の問題については、米国やＥＵなどのＦＴＡ

では「持続可能な開発」（Trade and Sustainable 

Development）として同じ章の中で一体として扱

われ、特に紛争処理等について、後述（（3）各国の

FTAにおける労働の取組参照）のように他の分野

とは異なる独自の手続きを設けることがある。

（2） 法的規律の概要
　上記のような問題関心から、労働規制の緩和によ

る投資誘致が適切でない旨を確認する規定や、労

働者保護の促進を求める規定が EPA/FTAに置か

れるようになっている。特に次節（３）で紹介する

ように、米国やEUが結ぶ FTAには、労働者権利

の保護や強化を求める条文が規定されている。
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　以下では、日本が結んだ各 EPAについて労働関

連の規定を紹介する。日本の場合、投資章、サー

ビス章、政府調達章に労働関連の規定がみられる。

これまで締結した EPAでは、労働規制の緩和によ

る投資誘致が適切でない旨を確認する規定が、日

フィリピンEPAと日スイス EPA 及び日モンゴルＥ

ＰＡに置かれている。そのほかの労働関連規定は、

例えば、EPAの規律が各国の刑務所労働などの労

働関連措置の適用を妨げないこと、サービス章での

規定は雇用市場へ参入しようとする者に影響を及ぼ

す措置や恒常的雇用に関する措置には適用されな

いこと、サービス分野における雇用総数を制限しな

いこと等を求める定めがある。

①日シンガポールEPA

　物品貿易章において、恣意的な差別や隠された

貿易制限となるようなものを除き、同章の規定が刑

務所労働の産品に関する措置の適用を妨げるもので

はない旨を規定するとともに（第 19 条第 1項（e））、

投資章でも同様に投資章の規定が刑務所労働に関

する措置の適用を妨げない旨を規定している（第 83

条第 1項（d））。

②日メキシコEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒

常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

ている（第 97条第 2 項（h））。商用目的での入国及

び一時的滞在を定めた章の規定において、この章

の規定が、両国の労働力及び永続的な雇用を保護

する必要性を反映する旨規定し（第 113 条第 1項）、

雇用市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置

や恒常的雇用に関する措置には適用されない旨を

規定している（第 114 条第 2 項）。政府調達章の規

定において、政府調達章の規定が、刑務所労働の

産品・サービスに係る措置の適用を妨げない旨を規

定している（第 126 条第 2 項（d））。また、協力を

進めるべき分野として、技術・職業の教育訓練につ

いてのベストプラクティスに関する情報交換を挙げ、

労働政策を含むとしている（第 143 条（a））。

③日マレーシアEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒

常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

ている（第 94 条第 2 項（d））。

④日フィリピンEPA

　投資章において、投資と労働に関する規定を設け

ている。労働規制を緩和することにより投資を促進

することは適切でないとし、結社の権利、団結権及

び団体交渉権、児童及び若年層の労働に関する保

護、最低賃金・労働時間並びに職業上の安全及び

健康に関して受入可能な労働条件といった、国際的

に認められた労働者の権利を弱めるような措置をと

らないよう努力する義務を規定している。また、仮

にそのような投資促進措置がとられていると考えら

れる場合には、協議を要請することができることと

している（第 103 条）。

⑤日チリEPA

　サービス章、金融サービス章において、これらの

章の規定が、雇用市場へ参入しようとする者に影

響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 106 条第 2 項（f）、

第 117条第 4 項（d））。また、商用目的での入国及

び一時的滞在を定めた章の規定において、この章

の規定が、両国の労働力及び永続的な雇用を保護

する必要性を反映する旨規定し（第 129 条第 1項）、

雇用市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置

や恒常的雇用に関する措置には適用されない旨を

規定している（第 130 条第 2 項）。政府調達章にお

いては、刑務所労働の産品・サービスに係る措置の

適用を妨げない旨を規定している（第 151条（d））。

⑥日タイEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒
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常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

（第 72 条第 2 項（e））、サービス貿易の市場アクセ

スに係る約束を行った分野において、特定のサービ

ス分野における雇用総数を制限してはならない旨規

定している（第 74 条第 2 項（d））。また、人の移動

章において、人の移動章の規定が、雇用市場へ参

入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用

に関する措置には適用されない旨を規定している（第

115 条第 2 項）。

⑦日ブルネイEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒

常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

（第 73 条第 2 項（d））、サービス貿易の市場アクセ

スに係る約束を行った分野において、特定のサービ

ス分野における雇用総数を制限してはならない旨規

定している（第 75 条第 2 項（d））。

⑧日インドネシアEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒

常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

（第 76 条第 2 項（e））、サービス貿易の市場アクセ

スに係る約束を行った分野において、特定のサービ

ス分野における雇用総数を制限してはならない旨規

定している（第 78 条第 2 項（d））。また、人の移動

章において、人の移動章の規定が、雇用市場へ参

入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用

に関する措置には適用されない旨を規定している（第

92 条第 2 項）。

⑨日ベトナムEPA

　サービス章においては、GATS における原則を踏

襲する形で、雇用市場へ参入しようとする自然人す

なわち労働力の提供そのものは「サービス」とは捉

えず、よってそのような自然人に影響を及ぼす措置

や永続的な国籍・居住・雇用に関する措置にはサー

ビス章の規定が適用されないと規定している（第 57

条 2 項（d））。また、サービス貿易の市場アクセス

義務に関する約束を行った分野において、特定の

サービス分野における雇用総数を制限してはならな

い旨規定している（第 59 条第 2 項（d））。また人の

移動章においても、雇用市場へ参入しようとする自

然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・居住・

雇用に関する措置には人の移動章の規定が適用さ

れないと規定している（第 74 条第 2 項）。

⑩日スイスEPA

　投資章において、国内の労働基準を緩和すること

により投資を促進することは適切でないとしている。

サービス章においては、GATS の原則を踏襲する形

で、雇用市場へ参入しようとする自然人すなわち労

働力の提供そのものは「サービス」とは捉えず、よっ

てそのような自然人に影響を及ぼす措置や永続的な

国籍・居住・雇用に関する措置にはサービス章の規

定が適用されないと規定している（第 50 条第 2 項）。

また、サービス貿易の市場アクセス義務に関し留保

をしていない分野において、特定のサービス分野に

おける雇用総数を制限してはならない旨規定してい

る（第 46 条 2 項（d））。また人の移動章においても、

雇用市場へ参入しようとする自然人に影響を及ぼす

措置や永続的な国籍・市民権・居住・雇用に関する

措置には人の移動章の規定が適用されないと規定し

（第 62 条第 2 項）、かつ人の移動章は各締約国に

おける国内労働力と永続的雇用を保護する必要性

を反映したものであるとの原則が提示されている（第

63 条第 1項）。

⑪日インドEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒

常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

（第 57条第 2 項（c））、人の移動章においても、雇

用市場へ参入しようとする自然人に影響を及ぼす措

置や永続的な国籍・居住・雇用に関する措置には人

の移動章の規定が適用されないと規定している（第

74 条第 2 項）。
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⑫日ペルーEPA

　サービス章において、サービス章の規定が、一方

の締約国の雇用市場への進出を求める他方の締約

国の国民又は一方の締約国において永続的に雇用

される他方の締約国の国民に関し、一方の締約国

に対し、いかなる義務をも課するものではなく、ま

た、雇用市場への進出又は雇用に関し、当該国民

に対し、いかなる権利をも与えるものではない旨規

定している（第 104 条第 4 項）。また、同じくサービ

ス章の第 106 条（d）では、特定のサービス分野に

おいて雇用され、又はサービス提供者が雇用する自

然人であって、特定のサービスの提供に必要であり、

かつ、当該提供に直接関係するものの総数の制限

となる措置を維持・採用してはならない旨、規定し

ている。

　また、商用目的での入国及び一時的滞在を定め

た章の規定において、この章の規定が、両国の労

働力及び永続的な雇用を保護する必要性を反映する

旨規定し（第 133 条第 1項）、永続的雇用に関する

措置には適用されない旨を規定している（第 134 条

第 2 項）。政府調達章においては、刑務所労働によ

る産品・サービスに関する措置の適用を妨げない旨

を規定している（第 161条第 2 項）。

⑬日豪EPA

　サービス章において、サービス章の規定が、雇用

市場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒

常的雇用に関する措置には適用されない旨を規定し

ている（第 9.1条第 2 項（d））。また、同じくサービ

ス章の第 9.3 条第 1項（d）では、特定のサービス

分野において雇用され、又はサービス提供者が雇

用する自然人であって、特定のサービスの提供に必

要であり、かつ、当該提供に直接関係するものの総

数の制限となる措置を維持・採用してはならない旨、

規定している。

　また、人の移動章においても、雇用市場へ参入

しようとする自然人に影響を及ぼす措置や永続的な

国籍・居住・雇用に関する措置には人の移動章の

規定が適用されないと規定している（第 12.1条第 2

項）。政府調達章においては、刑務所労働による産

品・サービスに関する措置の適用を妨げない旨を規

定している（第 17.20 条 2 項（d））。

　

⑭日モンゴルEPA

　投資章において、国内の労働基準を緩和するこ

とにより投資を促進することは適切でないとしている

（第 10.17条）。また、サービス章において、サービ

ス章の規定が、雇用市場へ参入しようとする者に影

響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 7.1条第 2 項（f））

とともに、第 7.5 条第 2 項（d）では、特定のサー

ビス分野において雇用され、又はサービス提供者

が雇用する自然人であって、特定のサービスの提供

に必要であり、かつ、当該提供に直接関係するもの

の総数の制限となる措置を維持・採用してはならな

い旨、規定している。

　加えて、人の移動章においても、人の移動章の規

定が各締約国の国内労働力及び永続的な雇用を保

護する必要性を反映したものであること（第 8.2 条

第 1項）、雇用市場へ参入しようとする自然人に影

響を及ぼす措置や永続的な国籍・居住・雇用に関

する措置には人の移動章の規定が適用されないと

規定している（第 8.2 条第 2 項）。

（3） 各国の FTAにおける労働の取組
1）米国の取組

①NAFTA

　NAFTA 本文においては労働政策等に関する規

定はないが、前文において、本協定が新規の雇用

機会を創出し、労働条件と生活水準を向上するとと

もに、労働基本権を保護・強化・実施することを目

指すものである旨を明記している。

② NAFTA の 並 行 労 働 協 定（North American 

Agreement on Labor Cooperation）

　1993 年 8月、北米自由貿易協定（NAFTA）を

労働者保護の面で補完する補完協定の締結がアメ

リカ、カナダ、メキシコの 3 か国間で合意され、同
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協定は 1994 年 1月NAFTAとともに発効した。補

完協定の締結は、アメリカ労働総同盟・産別労組会

議（AFL-CIO）等が、NAFTAにより賃金等労働

条件の低いメキシコへの工場移転が進み、厳しい

状況にある国内の雇用情勢が更に悪化するとして

NAFTAに反対していることに対応したものである。

補完協定のうち労働問題に関する規定の概要（原則

的事項）は以下のとおりである。

（ア）労働原則の実現

　米、カナダ、メキシコの3国は、各国の国内法に従っ

て、1）結社の自由、2）団体交渉の権利、3）スト

権、4）強制労働の禁止、5）年少者労働の禁止、6）

雇用最低基準、7）労働差別の撤廃、8）男女給与

均等化、9）労働災害の防止、10）労働災害に対す

る補償、11）移民労働者の保護等の労働原則の実

現を促進する。 

（イ）協定による一般的義務の確立

　その上で、協定は、1）労働条件・生活水準の向上、

2）労働法の実効的適用の促進、3）協定の原則を

促進するための協力・協調、4）各国労働法、機構、

法体系の相互理解を促進するための出版・情報交

換等の一般的義務を確立する。

（ウ）「労働に係る協力のための委員会」の設置

　また、協定により、閣僚会議、国際調整事務局

及び国内運営事務所からなる「労働に係る協力のた

めの委員会」が設立される。閣僚会議は、協定実

施の監督、事務局の監視等を行う。国際調整事務

局は、常設機関として、閣僚会議への技術的援助

等を行うほか、定期的に報告書を作成して閣僚会

議に提出する。国内運営事務所は、各国に設けられ、

情報提供や窓口としての業務を行う。

（エ）紛争処理の手続

1）安全・衛生、幼児労働、最低賃金等の問題

に関して紛争が生じた場合、まず、国内運営事

務所を通じた情報交換等が行われる。その後、

閣僚会議が加盟国（最低 1 国）の要請により

開催され、問題解決のための専門評価委員会

が召集される。専門評価委員会は、当該問題

に関する調査を実施し、報告書を作成して閣

僚会議に提出する。当該問題が構造的なもの

で、閣僚会議が解決できない場合は、加盟国

（最低 2 国）の要請により、専門家による仲裁

パネルが設置される。 

2）仲裁パネルの審査の結果、被提訴国の労働

行政が不十分であると委員会が判断したとき

は、被提訴国は、60日以内に問題を解決する

ための行動計画を策定し合意しなければなら

ない。期限内に合意できない場合は、更に 60

日以内にパネルが同行動計画を評価、又は対

案を提示することができる。 

3）行動計画の実施状況を審査するため、仲裁

パネルは随時会合を開催することができ、行

動計画を遵守しない被提訴国に対しては、金

銭的貢献を課することができる。被提訴国が

金銭的貢献を行わず、引き続き労働行政の実

施を怠っているとパネルが判断したときは、パ

ネルは、アメリカ及びメキシコについては、支

払うべき金額の範囲内（最高 2,000 万ドル）で

NAFTAの恩恵を停止し、一方、カナダについ

ては、支払いと行動計画の実施を行うようカナ

ダ連邦裁判所に提訴することができる。 

③その他の米国の FTA

　米ヨルダン FTA は、第 6 条で労働について規

定している。本条は、両国の ILO 加盟国としての

義務を再確認するとともに、団結権、団体交渉権、

強制労働の禁止、児童労働者の最低賃金、最低賃

金や労働時間等の労働環境等の、国際的に認めら

れた労働者の権利が、国内法で保護されるよう確

保する努力義務を定めている（第 1項）。また、貿

易を促進する目的で国内労働規制を緩和すること

が適切でないことを認め、相手国との貿易を促進

するために労働法から逸脱することがないことよう

確保する努力義務に加え（第 2 項）、各国の労働基

準が国際的に認められた労働者の権利に合致する

よう確保する努力義務を定めている（第 3 項）。更

に、労働法を効果的に執行する義務を定めるととも

に（第 4 項（a））、資源配分の制約に由来する各国
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の裁量の余地を認め（第 4 項（b））、また、両国に

よる合同委員会で協力の機会を検討すべき旨を規

定している（第 5 項）。

　その他の米国のFTAでも、労働について同様の

条文を設けている（米シンガポール、米パナマ、米バー

レーン、米豪、米チリ、CAFTA‐DR 等）。近年

締結した米韓 FTA（2012 年 3月発効）では、第

19 章で労働についての規定が設けられており、両

国の ILO 加盟国としての義務の再確認及び遵守（第

19.1 条、第 19.2 条第 1 項）、両国間の貿易・投資

に影響を与えるため労働規制を緩和しないこと（第

19.2 条第 2 項）、労働にかかる協力メカニズム（留

保表 19-A）等が定められている。

2）EUの取組

　EUのFTAでは、協力の枠組みによって労働問

題に対処していると言える。例えば、EUチリ協定

（2003 年発効）では、経済発展と連携した社会的

発展の重要性を認め、雇用の創出と基本的社会権

の尊重に優先順位を与えることとし、特に団結の自

由、団体交渉権、差別の撤廃、強制労働・児童労

働の撤廃、男女平等等を担保するILO の関連規約

を促進するとしている（第 44 条第 1項）。優先すべ

き措置として貧困の削減や差別との戦いを促進する

こと、経済的社会的発展過程における女性の地位

を向上させること、労使関係、労働条件、社会保

障及び職務保証を発展・近代化させること、職能訓

練・人材育成を促進すること、中小・零細企業にお

ける雇用創出機会を生み出すためのプロジェクトを

促進すること等を列記している（同第 4 項）。また、

EUエジプト協定（2004 年発効）でも、相手国から

適法に入国している労働者への公正な待遇が重要

であると再確認し、相手国の求めに応じて、これら

労働者の労働条件等に関し対話を設けることがで

きる旨を規定している（第 62 条）。また、社会問題

について定期的対話を行うよう義務づけるとともに、

労働者の移動、同一待遇、及び相手国から適法に

入国している労働者の社会的統合について進展を

見るための方策を探す機会とすべきことが規定され

ている（第 63 条）。

　その後、2009 年 12月1日に発効したリスボン条

約により、EU 条約 21条に対外行動における諸原

則の一つとして人権と基本的自由の普遍性・不可分

性が明示的に規定された。

　近年締結した韓国とのFTA（2011年 7月発効）

では、「持続可能な開発章（第 13 章）」として環境

と労働を扱った章が設けられており、両国の ILO

加盟国としての義務の再確認（第 13.4 条第 3 項）、

国内諮問機関の設置（第 13.12 条第 4 項、第 5 項）、

市民社会対話メカニズムの設置（第 13.13 条）、独

立した紛争解決のメカニズム（第 13.14 条、第 13.15

条、第 13.16 条）等が規定されている。また、署名

には至っていないものの、カナダとのFTA（CETA）

においても、労働について定めた独立章が規定され

る見込である。

＜電子商取引＞

1．概要
　WTO 第 2 回閣僚会議（1998 年 5月）において「グ

ローバル電子商取引に関する宣言」が採択されて以

降、WTO、OECD、UNCITRAL、APEC におい

て、電子商取引が如何なる法的規律もしくは規制枠

組の対象となり得るのかについて、議論がなされて

きた。かような国際的枠組みにおいては、未だに結

論には至っていない一方、豪シンガポールFTA（2003

年 2月署名）において「電子商取引章」が設けられ

て以降、EPA ／ FTAにおける実効的な法的規律

の設定が進んでいる。

　電子商取引に関する法的規律については、主に「電

子商取引の概念」、「デジタルコンテンツの分類」「関

税不賦課」が議論されてきた（図表Ⅲ‐7－1）。

（1）電子商取引の概念
　「電子商取引」という概念は、未定義若しくは個

別の用語・定義で用いられている（図表Ⅲ‐7－2
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参照）。EPA ／ FTAにおいて設置されている「電

子商取引章」についても、“electronic commerce”

の定義はなされていないものの、電子商取引を構成

する以下の特徴が挙げられている。

①　技術中立性

　電子商取引は伝統的に行われてきた商取引との

比較において、手段・技術に差はあるものの、それ

以外の要素は中立であるとする考え方。

　具体的には、商取引にまつわる意思表示の手段

（書面、電子メール等）、国際的なサービスの提供

手段（書面の郵送、ファクシミリでの送付、電話に

よる報告、電子メール等）、ソフトウェアなど無形製

品の媒介手段（CD、DVDなどの形態による物品と

しての貿易、放送用電波やインターネット等の通信

網）が手段として挙げられている。

②　経済的発展機会

　電子商取引による国際取引の利点の維持発展に

向け国際的に一致した取組を推進すべきだという考

え方。電子商取引における貿易円滑化効果を重視す

る。

③　取引信頼環境

　詐欺や情報流出機会増大などのリスク面に注目

し、回避もしくは軽減のために国際的に一致した取

組を推進すべきだという考え方。

（2）デジタルコンテンツの分類
　デジタルコンテンツを売買する際に生じる代価に

ついて、物の購買料か、サービスの対価か、または

知的財産権の使用料のいずれか分類するかに応じ

て、WTO 協定において適用される規律が GATT、

GATS、または TRIPSとそれぞれ異なる。「電子

商取引章」を有するEPA ／ FTAを締結している

国のうち、米国、豪州及び日本は、当該分類論に

特段の見解を持たない立場を貫いている。具体的に

は、WTO における議論には中立の姿勢を保持する

とともに、「電子商取引章」においては附註等の形

で言及している。

（3）関税不賦課
　インターネット上で海外のサイトから、ソフトウェ

アを有料でダウンロードしても、関税は賦課されな

い。これは、電子的送信を捕捉して関税を賦課する

ことが、現状の技術では不可能という側面もあるが、

法的にも電子的送信に関税が賦課されないことは国

際的に合意されている。

　WTO においては、第 2 回閣僚会議（1998 年 5月）

以降、「電子的送信に対する関税を賦課しないとい

う現行の慣行を継続」（関税不賦課のモラトリアム）

が断続的に継続している。第 9 回閣僚会議（2013

年 12月）においても、次回閣僚会議までの継続が

決定された。二国間 EPA ／ FTAにおいても、米

国や豪州が締結した FTAにおける電子商取引章で

は、関税不賦課を恒久的な法的義務として規定し

ている。

　ソフトウェアを含むキャリアメディアの関税賦課の

あり方については、WTO 発足以前から GATT の

関税評価委員会において議論されてきた 1。同委員

会では、「ソフトウェアを有線や衛星によって送信で

きれば、関税の問題は生じない」ことが、ソフトウェ

アの関税評価における固有の考慮すべき事情とされ

ている。

　将来的に電子的送信の捕捉が技術的に可能と

なった場合、関税不賦課のモラトリアムが終了する

と共に電子的送信に対し課税を開始するWTO 加

盟国が現れる恐れがある。このリスクに備えること

が二国間 FTAにおける本規定の目的である。

　しかし、締約国からの電子的送信であっても、そ

れが締約国から発信されたものか、非締約国から

発信されたものが締約国を経由しているだけなの
1　1984 年東京ラウンドで採択された関税評価委員会の決定（VAL/8）とその議論（VAL/M/10）において、ソフトウェアを搭

載した運搬用媒体に対する関税の課税評価について、ソフトウェアのコストや価格を差し引いた運搬用媒体のみの価格を対象
とする評価方法も GATT7 条（関税評価）と整合するとの解釈がなされた。この評価方法は、WTO 発足後も GATT7 条の実施
に関する協定の解釈等に関する WTO 決定 6 でも参照されている。
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か、電子的送信の発信地を特定することも困難であ

る。すなわち締約国二国間に限定した関税不賦課

の政策的恩恵の実施は不可能となる可能性は高い。

　したがって、本規定の目的は、二国間 EPA ／

FTAの増加に伴い事実上発生する「関税不賦課コ

ミュニティ」が、技術的不可能性の終焉とともに実

効性を持った区分として確立されることを目指した

ものであるとする考え方も存在する。

2．国際機関における議論
（1）WTO
　米国が電子的送信物に関税を賦課しないことを

提案したWTO 一般理事会（1998 年 2月）後、ジュ

ネーブで開催されたWTO 第 2 回閣僚会議（1998

年 5月）において「グローバルな電子商取引に関す

る閣僚宣言」が採択された。この中で、電子商取

引に関するすべての貿易関連の問題について検討す

るための作業計画の策定及び電子的送信に対する

関税不賦課原則が合意された。WTO での電子商

取引に関連する議論は、当初から既成貿易枠組（サー

ビス、物品、知的財産、開発）の観点からなされ

るに留まり、既存枠組を超えた横断的な視点にお

ける検討は重要だと認識されつつも議論は進展しな

かった。香港での第 6 回閣僚会議（2005 年 12月）

においては、主に関税不賦課とデジタルコンテンツ

の分類が焦点となった。

　また、我が国は、2001年 6月に公表した経済産

業省提案において、「先進国と途上国双方の利益と

なるE-Commerce 関連の国際的枠組の基礎」の確

立の重要性と、「消費者及び企業の利益をバランス

良く反映した正当な（legitimate）政策を実行し続

けること」の重要性等を“eQuality”というコンセプ

トに集約させ、WTO で取組むべき諸課題と検討体

制の提案を行っている。

（WTO における議論については、第Ⅱ部第 12 章コ

ラム「電子商取引の議論と主要論点」及び 2．（2）

を参照）

（2）OECD
　OECD によるガイドラインは、EPA ／ FTAにお

いても援用されている。「OECD 電子商取引閣僚級

会議」（1998 年 10月）にて採択された「OECD 電

子商取引行動計画」では、以下の 4 原則が提示さ

れている。

①ユーザー・消費者との信頼構築

　消費者保護については、「電子商取引に関する消

費者保護ガイドライン」（1999 年）において、「透明

で有効な消費者保護」「公正な営業・広告・販促行

為」「オンラインでの情報開示」「確認プロセス」「支

払」「紛争解決と救済」「プライバシー保護」「啓蒙・

周知」の 8 原則を挙げると共に、その実施とグロー

バルな協力を推奨・提案している。「国際詐欺防止

ガイドライン」（2003 年）では、「公正な営業・広告・

販促行為」の原則がより具体化された。

　プライバシー保護については、「プライバシー保護

及び個人データの国家間送受信に関するガイドライ

ン」（1980 年）に基づきプライバシー保護向上の技

術検証や利用者意識向上などの活動を推進してい

る。本ガイドラインは、2013 年に改訂された。

　情報セキュリティと認証については、「情報システ

ムの安全性に関するガイドライン」（1992 年）及び「暗

号政策ガイドライン」（1997年）が制定されている。

前者は「情報システムおよびネットワークの安全性に

関するガイドライン」（2002 年）として改訂された。

②デジタル市場の基本ルール確定

　税制については、1997年に電子商取引課税の基

本的枠組について議論が行われた「トゥルク会議」

以降の検討成果として、「OECD 電子商取引閣僚級

会議」（1998 年 10月）では「電子商取引の税制枠

組条件」が制定された。ここでは、電子商取引に

関する税制の基本原則として中立性、効率、確実性・

平明さ、効果・公平さ、柔軟性などの原則が必要だ

と提唱されている。これら原則実施のための税制枠

組としては、納税者向けサービス、税務行政（納税

者個人情報や納税者認証等）、収税、消費税、国
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際税制と協力という要素を特定している。

　貿易政策と市場アクセスについては、2000 年 12

月、当時の各国 GATS 約束表を特にオンラインサー

ビス提供の視点から分析して報告している。

③電子商取引のための情報インフラの強化

　「情報インフラへのアクセスと利用」については、

ネットワークサービス価格の在り方や電気通信規制

や事業者相互接続について、主に通信技術面での

市場動向と政策含意についての検討がなされてき

た。電子商取引との関係については、「ローカルアク

セス価格と電子商取引」（2000 年）において、国際

的なネットワーク普及度の差異がもたらす「国際デジ

タル・ディバイド」への認識と政策的対応が取り上

げられている。

　「インターネット管理とドメイン名システム」につ

いては、2005 年 5月に国連傘下のインターネットガ

バナンス作業部会に対し統計情報提供等の報告を

行っている。

④電子商取引がもたらす利益の最大化

　「経済・社会へのインパクト」、「電子政府」、「中

小企業」、「教育・技能」、「僻地開発と情報通信技術」、

「開発協力」、「グローバル参加」が議論されてきた。

OECD では、整合性の高い国際統計を整備するた

めに、電子商取引の定義や各種指標を提案しつつ、

調査報告書を発表している。

（3）UNCITRAL
　1966 年に創設されたUNCITRAL（国際連合国

際商取引法委員会）においては、電子商取引及び

電子署名に関するモデル法が採択されている。

①電子商取引に関するモデル法

　1996 年に採択され、翌年 1月に国連総会決議と

して採択された。意思伝達や情報蓄積の手段として、

書面に替わって電子的手段を利用することに対する

法のモデルを各国に提供することを目的とする。

　「情報は、それがデータメッセージの形体である

ことのみを理由として法的効力、有効性または執行

力を否定されてはならない」（第 5 条）、「契約の成

立に関しては、当事者が別段の合意をしないかぎり、

申込および申込の承諾はデータメッセージによって

表示することができる」（第11条）などを内容とする。

1998 年に改正された。

②電子署名に関するモデル法

　「電子商取引に関するモデル法」における電子署

名に関する規定（第 7条）をベースに、その後の技

術発展を反映させた電子署名に関するモデル法とし

て、2001年に採択された。

　電子署名と手書き署名との同等性の認定に関し

て技術的信頼性に関する基準が設定されると共に、

電子署名に使用される個別の技術製品のいずれに

対しても立法上の優位性を与えないという技術中立

性の保証が明示された。

（4）APEC
　電子商取引の持つ大きな潜在力と重要性に対す

る認識は、「21世紀へのビジョン」（1997 年）及び

「電子商取引に関する活動青写真」（1998 年）とし

て首脳宣言において共有されてきた。1999 年には、

APEC 高級実務者特別タスクフォースとして電子商

取引運営グループ（ECSG：Electronic Commerce 

Steering Group）が設置され、データプライバシー

やペーパーレス貿易などについて議論が行われてい

る他、EPA/FTAのモデル章の一つとして電子商

取引章モデルも策定されている。

①データプライバシー

　APEC 加盟国間での情報流通が不必要に妨げ

られることを防ぐため加盟国で一貫した情報プライ

バシー保護の取組みを推進することを目的として、

2005 年 11月のAPEC 首脳会議において「APEC

プライバシーフレームワーク」が承認された。この中

では、1980 年の OECD のガイドラインを踏襲しつ

つ、新たな要素として「被害の防止」を盛り込んだ

原則が掲げられている。更に、同フレームワークを
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ベースに、国境を越えて個人情報を取り扱う組織に

対するルールとして「クロスボーダープライバシールー

ル」（CBPR）の策定が進められた。

　2007 年に APEC 閣僚会合ならびに首脳会合で

採択された「APEC データプライバシーパスファイン

ダー」に基づき2008 年から開始された「パスファイ

ンダープロジェクト」を通じて、事業者向け自己査

定ガイドラインの策定や、越境プライバシー執行の

ための協力取決め（CPEA）の採択が行われた。

　CBPR は、2011年 11 月に閣僚会合及び首脳会

合においてとりまとめられた。

②ペーパーレス貿易

　第 16 回 APEC 閣僚会議（2004 年 11 月）にお

いて承認された「国境を超えたペーパーレス貿易環

境に向けての戦略と行動」に基づき、2020 年まで

に APEC 域内での貿易関連情報の電子的送信を可

能にするという作業（電子的な原産地証明書、電子

的インボイス、電子文書及び）電子貿易ファイナン

シング）が推進中。

3．EPA/FTA の電子商取引章
　適用範囲、デジタル・プロダクトの無差別待遇と

非関税、電子署名と認証、消費者保護などから構

成される。

（1）　適用範囲
①　電子的サービス提供における技術中立性

　技術的手法の違いに対しサービス貿易規律は中

立的であるべきという技術中立性の原則に基づき、

サービスの提供は、電子的手段またはその他手段と

も等しくサービス貿易規律の適用を受けることにつ

いて、電子商取引の観点から確認している。

②適用除外事項の明記

　機微事項として適用除外とする方法については、

電子商取引章全体から除外する場合と、実体規律

個別に除外する場合に分けられる。

　除外対象としては、内国税、補助金・政府調達、

放送・音響映像サービス、GATT・GATS における

一般例外・安全保障例外措置、投資における非整

合措置などが挙げられる。

（2）他章との調整規定
　物品貿易章、サービス貿易章、投資章、知的財

産章など他章との重複適用を前提としている場合、

「非整合の範囲内で規律不適用」という形式での調

整がなされている。

（3）デジタル・プロダクトの無差別待
遇

　WTO におけるデジタルコンテンツ分類論が膠着

する一方、EPA ／ FTAにおいては、デジタルコン

テンツに相当するものとして「デジタル・プロダクト」

を定義した上で、内国民待遇と最恵国待遇を設定

している。

①デジタル・プロダクトの定義

　米シンガポールFTAにおいて「コンピュータ・プ

ログラム、文章、動画、静止画、音声録音、そして

その他の製品で、デジタル符号化がなされているも

の」として定義されて以降、デジタル・プロダクトを

定義するほとんどのEPA ／ FTAにおいては、本

定義が援用されている。

　ただし、「電子的に転送されるものであるか、キャ

リアメディアに固定されたものであるかを問わない」

とする場合と「キャリアメディアに固定されたものは

含まない」が存在する。

②内国民待遇

　物品やサービス貿易における内国民待遇と同様の

概念として、デジタル・プロダクトは産地や製作者な

どの国籍によって内外差別を受けない。

③最恵国待遇

　物品やサービス貿易における内国民待遇と同様の

概念として、デジタル・プロダクトは産地や製作者な

どの国籍によって非締約国との間に差別を受けない。
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（4）関税
　第 2 回 WTO 閣僚会議（1998 年）以降、断続的

に継続されている「関税不賦課のモラトリアム」を

恒久的な法的拘束力を与えたもの。

　「デジタル・プロダクトの輸出入に関して」「内国

税を除き、関税、費用その他の課徴金を」賦課し

ないという米国型と、WTO モラトリアムの文言を援

用して「締約国は、締約国間での電子的送信に関税

を賦課しないという現在の慣行を維持する」として

いる豪州型とがある。

　米国型に「キャリアメディアに固定されたもの」も

含むデジタル・プロダクトの定義を組み合わせると、

CDやDVDの物品貿易としての輸出入されていたソ

フトウェアや映像作品などについても関税不賦課を

法的に義務化したことになる。

（5）コンピュータ関連設備の所在地に
関する要求の禁止

　いわゆるクラウド・コンピューティングのサービス

を提供している業者にとって、各国からその国の区

域内にサーバやデータセンターの設置を求められる

ことは、設備のグローバルな最適配置を妨げられる

要因となる。また、かかるサービスを利用する側の

企業にとっても、グローバルなサービス提供者をパー

トナーとして海外展開するに当たって、進出先で国

内サーバの利用を義務づけられれば、不必要なコス

トを負うこととなる。本規定は、こうした要求を締

約国が行うことを原則的に禁止するものであり、近

年急速に発展し拡大する電子商取引市場に合わせ

て、新たなルール作りが必要となってきているとい

うニーズを踏まえ、我が方のEPAのうち、日モンゴ

ルEPA電子商取引章において初めて規定された。

　なお、日モンゴルEPAにおいては、取り扱われ

る情報が安全保障に関する場合等、サーバやデー

タセンターを国内に設置することが必要となるケー

スが想定されるため、そのような正当な政策目的の

達成のために必要であれば国内への設置要求を許

容する規定を設けている。

（6）ソース・コード
　過去に中国やインドにおいて機器に組み込まれた

ソフトウェアのソース・コードの開示を求める措置が

採用・検討されたことがありWTO の場において各

国からこうした措置の見直しを求める声があった。

　一部の国において保護主義的政策が見られる中、

国内産業振興策、その他経済政策等により、今後、

いずれかの国がかかる規制を導入する可能性は排除

できない。このような状況は域内の ICT デバイスの

生産者、サービス提供者、投資家にとって潜在的な

懸念であり、かかる要求を予防的に牽制する規定す

るため、ソフトウェア自身やソフトウェアを組み込ん

だ機器について、その輸入や販売等の条件として、

政府がソース・コードの移転及び開示を要求しない

ことを義務づけている。本規定は、（5）コンピュー

タ関連設備の所在地に関する要求の禁止と同様、

我が方の EPAのうち、日モンゴル EPA 電子商取

引章において初めて規定された。　

　なお、日モンゴルEPAにおいては、本規定の対

象となるソフトウェアには、中枢的な基盤のために

利用されるソフトウェア等を含まないとの例外規定

を設けている。

（7）国内規制
　規制負荷の最小化や産業主導による電子商取引

の発展などを原則として明記したもの。UNCITRAL

「電子商取引に関するモデル法」、APECモデル章、

GATS 国内規制条項を援用する例などがある。

（8）電子署名と認証サービス
　公開鍵基盤（PKI）に関する締結国間における相

互運用性の追求、行政サービスに関連して発行する

電子証明書についての相互承認の追求、従来手法

の署名と電子署名との間における法的効果の同等性

と署名手法の選択における技術中立性の保証、電

子取引の法適合性について取引当事者が法廷で立

証する機会を妨げる立法の防止などが一般的であ

る。

　国内法上、電子署名の定義が異なる二国間にお
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いては、相互運用や相互承認などの議論が困難と

なるケースが多い。

（9）ペーパーレス貿易行政
　原産地証明書から通関・検疫・入国関連書類まで、

貿易行政に関する書類を電子的書式で公的に利用

可能な状態とすること、政府はメールなど電子的に

提出された貿易行政書類について紙ベースの書類と

して提出されたものと法的に同等であるとして受領

することなどが規定されている。

　法的拘束力が強い義務規定としている場合は例

外事項が設定してあり、既存の国内法および国際

法上の要請がある場合、電子化が貿易行政の効率

を落とすような場合にはこれら義務は適用されない

としている。

（10）オンライン消費者保護
　OECD「電子商取引に関する消費者保護ガイドラ

イン」（1999 年）における原則「各国が消費者保護

に関する措置の採用・維持を行う際にはそれが透明

で効果的でなくてはいけない」を反映させた規定。

協定によっては、消費者保護団体間での協力、迷

惑メールの対策、プライバシー保護などに関する規

定が盛り込まれているケースが存在する。

　なお、プライバシー保護の必要性については、

APEC「プライバシーフレームワーク」（2005 年）及

び OECD「プライバシー保護及び個人データの国家

間送受信に関するガイドライン」（1980 年）遵守の

必要性や国際標準等への考慮が盛り込まれている。

（11）民間の参画
　APECモデル章における「国内規制枠組」中の「産

業界主導の原則」を豪州が EPA ／ FTAにおいて

援用していた部分を条項化したもの。

　日スイスEPAでは、APECモデル章において「協

力」として整理されていた民間の自主規制を推奨す

るという規定も当条項内に盛り込まれている。

（12）協力
　APEC「電子商取引に関する活動青写真」におい

て盛り込まれた中小事業者の電子商取引利用促進、

先進技術や商慣習に関する情報共有、国境を越え

る情報流通の維持、国際的フォーラム等における議

論への積極的な参加などが盛り込まれている。

4．個別協定の特徴（図表Ⅲ‐ 7－ 3
参照）

（1）豪シンガポール FTA（2003 年 2
月署名、2003 年 7月発効）

　第 14 章「電子商取引章」として、前文、目的と

定義（1条）、透明性（2 条）、関税（3 条）、国内規

制枠組（4 条）、電子認証と電子署名（5 条）、オン

ライン消費者保護（6 条）、オンライン個人データ保

護（7条）、ペーパーレス貿易（8 条）、例外（9 条）、

紛争解決規定の不適用（10 条）から構成されている。

　「関税」について、対象を「二国間での電子的送

信に関して」とした上で「関税不賦課慣行維持が法

的義務とされているが、電子商取引章の関税は物品

貿易章の定義と同じ意味である」と定義されている。

すなわち内国税は除かれ、関税は物品に対して課さ

れるものとされている。

　他章との調整規定は存在しないものの、例外条

項において、サービス貿易章の一般例外ならびに安

全保障例外規定が適用されると規定されている。

　紛争解決の不適用の対象として、国内規制枠組、

電子認証と電子署名、オンライン消費者保護、オン

ライン個人データ保護が指定されている。

（2）米シンガポール FTA（2003 年 5
月署名、2004 年 1月発効）

　第 14 章「電子商取引章」として、総則（1 条）、

電子的サービス提供（2 条）、デジタル・プロダクト（3

条）、定義（4 条）から構成される。

　「電子的」については「コンピュータ処理を利用

するもの」と定義されている。他章との関係では、

電子商取引章の規定が金融プルデンシャル措置に

は及ばない（金融サービス章）や、一般例外条項
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（GATS14 条）が電子商取引章の規定にも適用され

るとの規定（総則最終章）が置かれている。なお、

GATS の例外条項を電子商取引に援用することが

「デジタル・プロダクトがモノかサービスかの分類に

は予断を与えない」という脚注が付されている。

　個別の例外規定は、デジタル・プロダクトの無差

別待遇は、越境サービス章・金融サービス章・投資

章で設定されている非整合（留保）措置には及ばな

い、関税不賦課及びデジタル・プロダクトの無差別

待遇は放送サービスに及ばないとされている。

　デジタル・プロダクトの無差別待遇は、内国民待

遇及び最恵国待遇として規定されている。デジタル・

プロダクトを「電子的に転送されるものであるか、キャ

リアメディアに固定されたものであるかを問わない」

として定義。

　関税不賦課については、「デジタル・プロダクトの

輸出入に関して」「内国税を除き、関税、費用その

他の課徴金を」賦課しない規定されている。恒久

的関税不賦課規定の対象は、「電子的送信」を介す

るもののみとされている一方、「キャリアメディアに

固定された」形で輸入されるデジタル・プロダクトの

課税価額は、「キャリアメディアだけでのコストもし

くは価値によって決定され、キャリアメディアに記録

されているデジタル・プロダクトのコストや価値には

関係がない」とされている。

（3）米チリ FTA（2003 年 6 月署名、
2004 年 1月発効）

　第 15 章「電子商取引章」として、一般規定（1条）、

電子的サービス提供（2 条）、デジタル・プロダクト

への関税（3条）、デジタル・プロダクトの無差別（4条）、

協力（5 条）、定義（6 条）から構成される。協力に

おいて、「越境情報流通の維持」が初めて盛り込ま

れた。

　デジタル・プロダクトの無差別待遇では、「デジタ

ル・プロダクト」の定義が米シンガポールFTAとは

異なり、キャリアメディアに固定されたものが除外さ

れている。その分類論に関しても、国内法上の扱

いやWTOにおける議論との距離を置く脚注が付さ

れている。

　関税不賦課については、「他方の締約国のデジタ

ル・プロダクトには関税を賦課しない」となっている。

関税以外の費用に関しては規定されていない。内国

税に関しては米シンガポールFTAと同様に対象外

である。

　協力については、中小企業の課題解決支援、サ

イバーセキュリティなど先進技術分野における情報・

経験共有、越境情報流通の維持、民間の自主規制

等の推奨、そして各種国際機関等における協調など

が盛り込まれた。本条の書きぶりは、APECモデ

ル章にそのまま採用されている。

（4） 米 豪 FTA（2004 年 5 月 署 名、
2005 年 1月発効）

　第 16 章「電子商取引章」として、総則（1 条）、

電子的サービス提供（2 条）、関税（3 条）、デジタル・

プロダクトの無差別（4 条）、認証とデジタル証明書

（5 条）、オンライン消費者保護（6 条）、ペーパーレ

ス貿易（7条）、そして定義（8 条）から構成される。

　デジタル・プロダクトの無差別待遇については、

知的財産章と非整合の範囲内において適用が及ば

ず、越境サービス章・金融章・投資章で設定されて

いる非整合（留保）措置には及ばず、補助金や政

府権限の発動としてのサービスにも及ばず、放送サー

ビス並びに音響映像サービスに関しても及ばないと

されている。内国民待遇、最恵国待遇ともに米シン

ガポールFTAと同等の内容である。

　デジタル・プロダクトの定義には「モノかサービス

かの分類には予断を与えない」という脚注がある一

方、「モノの構成部分であり得るし、サービスの提

供にも用いられ得るし、また単体でも存在しうる」

という脚注も挿入されている。

　関税不賦課は「デジタル・プロダクトの輸出入に

関して」「内国税を除き、関税、費用及びその他の

課徴金を」賦課しないとされている。この規定では

「電子的に送信された」ものか、「キャリアメディア

に固定された」形で輸入されるものかを区別せず、

等しくデジタル・プロダクトとして関税不賦課を義務
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化しており、電子的送信のみを対象とする米シンガ

ポールFTAとは異なる。不賦課の対象となる関税

の定義は総則章において規定され、物品貿易章だ

けでなく電子商取引章にも適用される。関税の範囲

から内国税は除くとともに、関税は物品に対して課

されるものとなっている。

　認証とデジタル証明書については、豪シンガポー

ルFTAとほぼ同じ内容となっている。ただし、一

般的に使用されるデジタル証明書に関する規定と

なっているため、デジタル署名について規定した豪

シンガポールFTAより範囲は広い。

　オンライン消費者保護については、OECD「電子

商取引に関する消費者保護ガイドライン」（1999 年）

から援用とした「消費者保護に関する措置の透明性・

効果の保証）が規定されている。

　ペーパーレス貿易は、豪シンガポールFTAの一

部に類似しており、後のAPECモデル章と同様の

内容となっている。

（5）インド・シンガポール包括経済連
携協定（2005 年 6 月署名、2005 年
8月発効）

　第 10 章「電子商取引章」として、総則（1 条）、

定義（2 条）、電子的サービス提供（3 条）、デジタ

ル・プロダクト（4 条）、例外（5 条）そして透明性（6

条）から構成される。米シンガポールFTAとほぼ

同等の内容であるが、透明性規定が GATSを援用

していること、デジタル・プロダクトに対する最恵国

待遇が規定されていないこと等に相違がある。

　例外措置については、米シンガポールFTAにお

いてはデジタル・プロダクトに関する規律中におけ

る例外とされていたのに対し、本協定では、当章全

体に対する例外として、一般例外、安全保障例外、

他章での非整合（留保）措置、放送サービスが挙

げられている。

（6） 米 韓 FTA（2007 年 6 月 署 名、
2012 年 3月発効）

　第 15 章「電子商取引章」として、総則（1 条）、

電子的サービス提供（2 条）、デジタル・プロダクト（3

条）、電子認証と電子署名（4 条）、オンライン消費

者保護（5 条）、ペーパーレス貿易（6 条）、電子商

取引のためのインターネットへのアクセス並びに使用

の原則（7条）、越境情報移動（8 条）、定義（9 条）

から構成される。

　米豪 FTAをおおむね踏襲しているがデジタル・

プロダクトの内国民待遇について「二国間貿易」と

いう文脈が強調されている点等に特徴が認められ

る。

　デジタル・プロダクトの関税不賦課については、

「キャリアメディアに固定されたデジタル・プロダクト

のうち原産品であるもの」及び「電子的に送信され

るデジタル・プロダクト」を対象としている。全ての

デジタル・プロダクトを対象としている米豪 FTAや

電子的送信のみ対象とする米シンガポールFTA他

との比較では、両者の中間に位置している。

　オンライン消費者保護については、米ペルー

FTAと同様に消費者保護に関する措置の透明性・

効果の保証に加え、「越境電子商取引に関係して活

動する双方締約国の国民消費者保護当局間の協力

の重要性認識」、「電子商取引における詐欺や虚偽

の事例に対応する強制執行当局間の協力」が規定

されている。

　米豪 FTAには存在しない条項としては、「電子

商取引のためのインターネットへのアクセス並びに使

用の原則」及び「越境情報流通」が挙げられる。

（7）日スイスEPA（2009 年 2月署名、
2009 年 3月発効）

　第 8 章「電子商取引章」として、適用範囲（70 条）、

総則規定（71条）、定義（72 条）、デジタル・プロダ

クト無差別待遇（73 条）、サービス無差別待遇（74

条）、市場アクセス（75 条）、関税（76 条）、国内規

制（77条）、電子署名と認証サービス（78 条）、ペー

パーレス貿易行政（79 条）、オンライン消費者保護（80

条）、民間の参加（81条）、協力（82 条）、例外（83

条）から構成される。

　デジタル・プロダクトは、「コンピュータ・プログラ
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ム、文章、地図、設計書、動画、静止画、音声録

音若しくはそれらの組み合わせ」と定義されている。

米チリFTAと同様、キャリアメディアキャリアメディ

アに固定されたデジタル・プロダクトは含まれず、電

子的に転送されたものに限定すると共に、キャリア

メディアキャリアメディアに固定されたデジタル・プ

ロダクトは、物品貿易章の規定が適用されるとの附

註が設けられている。

　内国民待遇については、GATT・GATS の規定

を援用し「他の締約国のデジタル・プロダクトに対し

て、自国の同種デジタル・プロダクトに対して与える

待遇よりも劣る待遇を与える措置を導入してはいけ

ない」という規定となっている。

　最恵国待遇については、措置の導入と維持の両

方を義務として「他方の締約国のデジタル・プロダク

トに対して、第三国の同種デジタル・プロダクトに対

して与える待遇よりも劣る待遇を与える措置を維持・

導入してはいけない」と規定されている。

　デジタル・プロダクトの原産性の認定については、

「無差別待遇規律の運用実施において、締約国は誠

実に、かつ透明、客観的、理性的及び公正な方法

で、デジタル・プロダクトが一方の締約国のものか、

他方締約国のものか、あるいは第三国のものかに

ついて決定しなくてはいけない」「他方の締約国か

ら要求があった場合、締約国は無差別待遇規律の

運用実施においてどのようにデジタル・プロダクトの

原産地を決定しているのかを説明しなくてはいけな

い」「締約国はデジタル・プロダクトの原産地の決定

基準の開発を助成するために、国際機関やフォーラ

ムで協力する」「両締約国が特に合意しない限りは、

協定発効 5 年後に当条項を見直す」とされている。

　関税については、「WTO モラトリアムを確認する」

とされており、その義務化は「WTO の枠組で両国

が協働して実現されるべき」とされている。内国税

については、電子商取引章の例外条項に規定する

ことにより、他のEPA ／ FTAと同様に不賦課の

対象である関税の範囲から除外されている。

　国内規制については、GATS の国内規制条項

（GATS 6 条）を援用し「電子商取引に関する措置

の運用は透明、客観的、理性的かつ公平なやり方

で実施され、不必要に重荷となってはいけない」と

いう原則を打ち出している。

　電子署名と認証サービスについては、米韓 FTA

と同様に「正当な政府目的もしくはそのような目的の

達成に実質的関連」する例外事項を追加で設定し

ている。「取引に重要な関係がある通信」に使用さ

れる電子署名についても、取引の一部として利用さ

れる可能性があることから、技術中立性が適用され

る対象として含むこととしている。

　ペーパーレス貿易行政は、米豪 FTA・米韓 FTA

と同様に、国際フォーラムでの協力規定を追加した

内容となっている。

　オンライン消費者保護については、「消費者保護

に関する措置採用・維持の透明性と効果保証」の

原則に加え、プライバシー保護の規定も盛り込んで

いる内容となっている。

　その他の内容は、上記「3．EPA ／ FTAにおけ

る電子商取引章」を参照ありたい。

（8）韓 EU・FTA（2010 年 10 月署名、
2011 年 7月発効）

　独立章ではなく、第 7 章「サービス貿易、投資設立、

電子商取引」としてサービス貿易等と一括して記載

する構成となっている。第 7 章のセクションFに「電

子商取引」のタイトルが付されており、2 条のみで

構成されている。本構成は、電子商取引に関するルー

ルが規定された EPA ／ FTAにおいては特異であ

り、「電子商取引に関する議論はサービス貿易の規

律で全てカバーできる。そのためデジタル・プロダ

クトという概念は不要である」とするEUの立場に

呼応したものと考えられる。米韓 FTAにおける韓

国の立場を踏まえ関税不賦課の条文には「電子的な

配信をサービスとするか物品とするかに関する韓国

の立場を予断しない」との脚注が付されている。

　7.48 条は、セクション設置の目的、国際的なデー

タ保護基準の遵守、電子的配信に対する関税不賦

課が盛り込まれている。「電子商取引の発展は国際

的データ保護基準に則ってなされなければならな
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い」からはデータ保護に関するEUの姿勢が窺える。

7.49 条は、協力のための政府間対話について規定し

ている。電子署名、サービス・プロバイダの責任、

迷惑メール対策、消費者保護、貿易文書の電子化

などが対象とされ、立法やその運用に関する情報

交換を行うこととしている。

（９）日オーストラリア EPA（2014
年 7月署名、2015 年 1月発効）

　第 13 章「電子商取引章」として、基本原則（1条）、

定義（2 条）、関税（3 条）、デジタル・プロダクトの

無差別待遇（4 条）、国内規制（5 条）、電子署名（6

条）、消費者の保護（7条）、個人情報の保護（8 条）、

貿易実務に係る文書の電子化（9 条）、協力（10 条）

から構成される。

　デジタル・プロダクトについては、定義において、

｢コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像

及び録音物又はそれらの組合せから成るものであっ

て、デジタル式に符号化され、電子的に送信され、

及び商業的販売又は流通のために生産されるもの｣

とされ、｢キャリアメディアに固定されるものを含ま

ない｣ と規定する。また、デジタル・プロダクトには、

｢金融商品をデジタル式に表したもの（金銭を含む。）

｣ を含まないとの注釈があるほか、｢この章のいか

なる規定も、電子的な送信によるデジタル・プロダ

クトの貿易がサービスの貿易又は物品の貿易のいず

れに区分されるべきかについての各締約国の見解に

影響を与えるものとみなしてはならない｣ との注釈を

置くことで、ＷＴＯにおけるデジタル・プロダクトの

分類論に関し、立場を予断しないこととしている。

　デジタル・プロダクトの無差別待遇条では、一定

のデジタル・プロダクトが他の同種のデジタル・プロ

ダクトと比して不利な取り扱いをしてはならない事由

等を規定している（第 4 条 1、2）点等、これまでの

ＥＰＡにはない要素が含まれている。

　一定のデジタル・プロダクトに対し ｢他方の締約

国の区域内において、創作され、生産され、出版

され、保存され、送信され、契約され、若しくは委

託されたこと又は商業的な条件に基づき最初に利用

可能なものとなったこと｣ ｢著作者、実演家、制作者、

開発者又は配信者が、他方の締約国の者であるこ

と｣ 及び ｢自国の区域内において、創作され、生産

され、出版され、保存され、送信され、契約され、

若しくは委託された他の同種のデジタル・プロダクト

又は商業的な条件に基づき最初に利用可能なもの

となった他の同種のデジタル・プロダクトに保護を与

えることを目的とすること｣ の事由に基づいて、他

の同種のデジタル・プロダクトよりも不利な待遇を与

えてはならないと規定している。

　尚、二国間の貿易を促進するという両締約国の目

的を認識し、無差別待遇の対象となる「一定のデジ

タル・プロダクト」は、｢他方の締約国の区域内に

おいて創作され、生産され、出版され、契約され、

若しくは委託されたデジタル・プロダクト又はその著

作者、実演家、制作者若しくは開発者が他方の締

約国の者であるデジタル・プロダクトのみを示す｣ と

の注釈が置かれている。

　その他、本協定では，関税については、｢電子的

な送信に対して関税を賦課しないという慣行を維持

する｣ ことを規定し（ＷＴＯモラトリアムの恒久化）、

国際的に受け入れられている基準に基づく電子署名

の利用の奨励に関する規定（6 条 3），国際機関の

主催の下で作成される国際的な基準又は方式を考

慮することに関する規定（第 9 条 3），電子商取引に

おける詐欺的な又は欺まん的な商慣行に対する法

律の執行における協力に関する規定（10 条 5）を設

けている。

（10）日モンゴル EPA（2015 年 2 月
署名）

　第 9 章「電子商取引章」として、一般規定（1条）、

定義（2 条）、関税（3 条）、デジタル・プロダクトの

無差別待遇（4 条）、電子署名（5 条）、消費者の保

護（6 条）、要求されていない商業上の電子メール（7

条）、貿易実務に係る文書の電子化（8 条）、国内規

制（9 条）、コンピュータ関連設備の所在地に関する

要求の禁止（10 条）、ソース・コード（11条）、協力（12

条）、電子商取引に関する小委員会（13 条）から構



韓 EU文化協力議定書参　考

　韓 EU・FTA の一部として存在する議定書。そ

の発効に当たっては、EU の批准手続きに加えて、

全ての EU 加盟国の批准が必要であり、さらには、

韓国による文化多様性条約の批准が条件とされてい

る。

　目的としては、両国の文化産業の経済的、社会的

重要性を認識し、また、双方の経済・通商・文化協

力を促進するため、双方の文化産業の強化と独立性

の強化、ローカルコンテンツの推進、文化多様性の

保護、文化遺産の保護、独自性の担保の推進を目指

している。

　内容としては、主に文化面での協力事項を定めて

おり、音響映像分野の共同制作時の作品を双方の市

場で自国作品と同等と扱う可能性について協議し推

進することを定めている。

　特に、「その他音響映像分野における協力」にお

いて、放送分野での協力が明記されていることが注

目に値する。具体的には、「文化交流を目標とした

放送分野における当該官庁同士の政策、法令体系や

その考え方についての情報交換を行うことを推進」

するため、「放送産業界同士の協力や交流を促す」「音

響映像作品の交流を促す」「文化交流強化に貢献す

ることを目的に、国際標準・地域標準の使用の促進

に努め、音響映像技術の互換性・相互運用性を確保

する」と明記されている。

　その他、「音響映像作品の創作や記録をするため

に必要な機材のレンタルやリースの促進」「過去の

音響映像作品のデジタル化の促進」が盛り込まれて

いる。

　なお、本議定書では音響映像分野の市場参入の自

由化には触れておらず、「その他の音響映像分野の

協力」での規定項目も努力義務規定であることから、

電子商取引上における実効性は限定的と考えられる

ものの、韓国内において EU の音響映像作品が撮影

されることに伴う宣伝効果は少なくないものと予想

される。
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成される。

　デジタル・プロダクトについては、定義において、

「コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像、

録音物その他のものであってデジタル式に符号化さ

れたもの」であり、キャリアメディアに固定されるも

のであるか電子的に送信されるものであるかを問わ

ないこととされている。日本がこれまでに締結した

スイス、オーストラリアとのEPAでは同定義におい

て「キャリアメディアに固定されるもの」は含まない

と規定されていたものの、同協定ではキャリアメディ

アに固定されているものも含めて、同章の規律が及

ぶこととなっている。

　デジタル・プロダクトの無差別待遇条項において

は、日スイスEPAと同様、GATS の規定を援用し

「他の締約国のデジタル・プロダクトに対して、自国

の同種デジタル・プロダクトに対して与える待遇より

も劣る待遇を与える措置を採用し又は維持してはい

けない」という規定となっている。

　最恵国待遇については、措置の導入と維持の両

方を義務として「他方の締約国のデジタル・プロダク

トに対して、第三国の同種デジタル・プロダクトに対

して与える待遇よりも不利な待遇を与える措置を維

持・導入してはいけない」と規定されている。

　また、同協定には日本の持つ既存 EPAとしては

初めて、相手国から、その国の区域内にサーバや

データセンターの設置を求められることを原則禁止

する「コンピュータ関連設備の所在地に関する要求

の禁止」や、ソフトウェア自身やソフトウェアを組み

込んだ機器について，その輸入や販売等の条件とし

て，政府がソース・コードの移転及び開示を要求し

ないことを義務づける「ソース・コード」条項が規定

された。



共同製作協定参　考

　映画、ビデオ、テレビ番組などのコンテンツ作品

について、締約国間の共同制作に関するルールを定

める協定。締約国との共同制作作品に対し、自国作

品相当、あるいは、それに近い特恵的待遇を与える

こととし、共同制作作品と認める条件について規定

する。

　2005 年 12 月にユネスコにおいて可決された「文

化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約」（文

化多様性条約）は、批准国間での共同制作協定の締

約を促進している。文化多様性条約を批准し、その

理念を重視する各国は、こうした共同制作協定の特

恵を、サービス貿易の自由化約束における内国民待

遇や最恵国待遇の例外とし、EPA ／ FTA を通じ

た均てんを回避する傾向にある。

　電子商取引章では、「ネットワーク越しに供給さ

れる音響映像コンテンツ」に関する条項や自由化義

務に対するセンシティビティとして顕在化してお

り、米国等のコンテンツ輸出国との間で懸隔を生じ

る要因となっている。

　我が国は、文化多様性条約の採択に当たって賛成

する一方で、同条約を批准していない。共同制作協

定については、唯一カナダとの間で結ばれた「日本

及びカナダの間の映画、テレビ、ビデオ作品の共同

制作に関する共通政策声明（1994年 7月 20日署名）」

のみである。
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情報通信技術（ICT）サービス通商原則
　EPA ／ FTA の電子商取引章と電気通信サービ

ス章に規定されている約束内容を一般化した上で、

理念を整理したもの。合意した内容に法的な拘束力

はないが、「国際通商交渉を通じて理念を第三国に

広めること」を狙いとしている。2011 年に米国と

EU 間で、2012 年に日本と米国の間で合意された。

　「米 EU・ICT サービス通商原則」（2011 年 4 月

4 日公表）は、米国通商代表部が欧州委員会との間

で合意した初めての ICT サービス通商原則である。

他の国々との協力の下、ICT ネットワークとサー

ビスの世界的な発展を支援し、サービス・プロバイ

ダが対等な立場で相手国の同業者との競争を可能に

することを目的としている。

　「日米 ICT サービス通商原則（2012 年 1 月 27 日

公表）は、「日米経済調和対話」の枠組みにおいて

策定された。規制の透明性の確保、ICT サービス

における貿易の促進に係る考え方を共有し、共同し

て他国にその内容を働きかけることを目的としてい

る。米 EU に 2 項目が追加され、12 項目から構成

されている。

　両原則の内容を、比較すると（図表Ⅲ ‐ 7 － 4

参照）、共通する 10 項目については、ほぼ差異は見

当たらないものの、米 EU の前文では、文化多様性

の向上に向けた公的基金や助成を原則の例外として

明示していることから文化多様性を重視する姿勢が

強く反映されている。

　ICT サービス通商原則や EPA ／ FTA（電子商

取引章）の策定に当たっては、各国が採用する個人

情報保護やプライバシー保護の政策が、「国境を越

える情報流通」「現地基盤」、「現地拠点」と対立す

ることが予想される。

　国境を越えた自由な情報流通を確保すべきとの考

え方は、個人情報保護の措置が不十分な国への個人

情報の移動を制限して、自国民のプライバシー保護

レベルを確保する政策とは相容れない。同様に、現

地基盤設置要求を禁止する項目を遵守することは、

自国民の個人情報が外国へ持ち出されないようにす

るために、個人情報を取り扱う海外のサービス業者

に対して自国内にデータセンターを設置するよう要

請するプライバシー保護政策を採用することは困難

となる。

　ICT サービス通商原則は、前文においてプライ

バシー等を保護する政策や立法を対象外としている

が、原則に明記された項目との間でどのようにバラ

ンスをとるかは明確ではない。規制によるプライ

バシー保護を重視する欧州と、個人情報保護も業者

の自主的な提案と市場原理とに委ねるべきと考える

米国の間で、その最適なバランスの見解は大きく異

なっている。2012 年に欧州が提示した EU データ

保護規則案と、同年に米国が提示したプライバシー

に関する権利章典とに、その違いが如実に表れてお

り、今後の通商交渉における新たな二極対立の構図

となることが見込まれる。

コ ラ ム
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APEC
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CBPR

FTA
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FTA
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FTA

TPA
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FTA

FTA

EPA

EU FTA

FTA

＜図表Ⅲ‐ 7‐ 1＞　電子商取引に関する主要な国際的取組みの系譜
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1998 9 WTO 1.3 1  Exclusively for the purposes of the work 
programme, and without prejudice to its outcome, the term 
“electronic commerce” is understood to mean the production, 
distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by 
electronic means.  

1997 1
UNCITRAL Model 
Law on Electronic Commerce

2  Noting that an increasing number of transactions in 
international trade are carried out by means of electronic data 
interchange and other means of communication, commonly 
referred to as “electronic commerce”, which involve the use of 
alternatives to paper-based methods of communication and storage 
of information, 

1997 1 OECD ”Measuring 
Electronic Commerce”

Electronic commerce refers generally to all forms of transactions 
relating to commercial activities, 
including both organisations and individuals, that are based upon 
the processing and transmission of 
digitised data, including text, sound and visual images. 

2001 OECD
Summary Record of the 2001 meeting 

[DSTI/ICCP/IIS 2001 M]

An electronic transaction is the sale or purchase of goods or 
services, whether between businesses, households, individuals, 
governments, and other public or private organisations, conducted 
over computer-mediated networks. The goods and services are 
ordered over those networks, but the payment and the ultimate 
delivery of the good or service may be conducted on or off-line. 

2001 OECD
Internet transaction Summary Record of the 

2001 meeting [DSTI/ICCP/IIS 2001 M]

An Internet transaction is the sale or purchase of goods or services, 
whether between businesses, households, individuals, 
governments, and other public or private organisations, conducted 
over the Internet. The goods and services are ordered over the 
Internet, but the payment and the ultimate delivery of the good or 
service may be conducted on or off-line.  

2009 OECD / An e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or 
services, conducted over computer networks by methods 
specifically designed for the purpose of receiving or placing of 
orders. The goods or services are ordered by those methods, but the 
payment and the ultimate delivery of the goods or services do not 
have to be conducted online. An e-commerce transaction can be 
between enterprises, households, individuals, governments, and 
other public or private organisations. 

＜図表Ⅲ‐ 7‐ 2＞　“Electronic Commerce”に関する諸定義原文

801

第
Ⅲ
部

第
７
章

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
環
境
、
労
働
、
電
子
商
取
引

第 7章　エネルギー、環境、労働、電子商取引



○ WTO

○ 1
○ 9
○ 10

○ 14 1
○ 14 2
○ 14 4
○GATS

21 1 2
○

10 10
1/2

○ 15 1
-

○ 15 2

○ 15 6
○GATS

23 1 2
○

12 10
1/2

○ 16 1
○ 16 2

○ 16 8
○GATS

22 1 2
○

13 10
1/2

○
17

16 4 3 c

NT= MFN=
○ 14 3

3/4
-

NT MFN
-
-

○
15 4

- NT MFN

- 1

○
16 4

-
NT MFN

-

-

-

○
3

○ 14 3
1/2

-

-

○
15 3

-

○ 16 3
-

○ 4

○ 5 ○ 16 5

○ 8 ○ 16 7

○ 6
○ 7

○ 16 6

- OECD

○ 4

○ 15 5

○ 15 5 c
- APEC

○ 2

＜図表Ⅲ‐ 7‐ 3＞　二国間協定で具体的に規定されている内容

802

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定



○ 1101
○ 1109

○ 10 1
○ 10 8

○ 10 1
○ 10 3

○ 10 2
○ 10 5

-
-
-

-

○ 15 1
○ 15 2

○ 15 9
○GATS 23

1 2
○

13 10
1/2

○ 70
○ 71
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○ 83

-GATS/GATT

-

○

71 3
○ 10 4

3/4
-

NT
-
-

○
15 3 2/3

-
NT MFN

NT

-
-

- NT

○
73

- NT MFN
NT

-

-

- 5

○
1102

○
10 2

○ 10 4
1/2

-

-

○
15 3 1

-

-

○WTO
76

○ 1103 ○ 10 3 ○ 77
-GATS6

○
1104

○ 15 4

-

-

○ 78

-

-

○ 1107 ○ 10 6 ○ 15 6 ○ 79

○ 1105

○
1106

○ 10 4

○
10 5

○ 15 5

-OECD

-

○ 80
-

○ 1103 ○ 10 3 ○ 81

○ 1108 ○ 10 7 ○ 82

○ 15 8
-

APEC

○ 82 2 b
○ /

9 1
a

○ 10 6 ○

15 7
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○ 1
○ 2

○ 7 48 1
○

7 4
1 7 10
- EU

○ 15.1
○ 15.2

○ 15.3

○ 1
○ 2

○ 10

○
4

○

○

○ 7 48 3
-

/

○ 15.4 ○ 3

○ 3 ○ 15.5 ○ 5

○ 5 ○ 7 49
1 a

○
15.6

○ 6

○ 8
○ 9

a

○ 7 49
1 e

○ 15.9 ○ 9

○ 6
○ 7

○ 9
c

○ 7.48 2
-

○ 15.7

○
15.8

○ 7
○ 8

○ 9
g

○ 10

○ 9 ○ 7 49

○ 9
c

○ 7 49
1 c / d
-

○
15.10

○ 3 ○ 7 49
1 b
- /

○ 1
○ 2

○
1

○
4

○

○

○ 3

○ 9

○ 5

○ (8
)

○ 6

○ 12

○
13
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ICT EU ICT

2012 1 27 2011 4 4

EU

WTO / GATS WTO / GATS

1

EU 1
1

EU 2

3

EU

3
2

EU 4
GATS

9

5

EU 6 ICT

4

EU 7 ICT 5

EU 8

6

9

EU 10
7

EU 11

8

EU 12
10

＜図表Ⅲ‐ 7‐ 4＞　ICT サービス通商原則の比較
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＜国家間における紛争解決＞
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（1）ルールの背景
　一般的に、地域貿易協定（自由貿易協定（FTA：

Free Trade Agreement）、経済連携協定（EPA：

Economic Partnership Agreement）等）や二国

間投資協定（BIT：Bilateral Investment Treaty）

には、協定の解釈及び適用に関する国家間の争い

を解決するための規定が設けられている。このよう

な規定は、実際の紛争に解決の手段を与えるだけ

ではなく、締約国による協定の履行を促すことをもっ

て協定の実効性を担保することに加えて、紛争解決

の過程を通して協定の解釈を明確にするといった重

要な役割を担っており、我が国が締結したすべての

EPA/FTA 及び BIT には、何らかの国家間紛争

の解決に関する条項が置かれている。このEPA/

FTA 及び BIT における「国家対国家」の紛争解

決手続は、「投資家対国家」の紛争と比較するとそ

の利用頻度は高くないが、国家間の紛争を解決す

る有効なツールと考えられている。多くの協定の紛

争解決条項においては、WTO における紛争解決

手続と同様、国家間で争いが生じた場合、①当該

紛争案件について当事国が協議を行い、②協議に

より問題が解決しない場合は、協定の定める紛争

解決手続に当該問題を付託して判断を求め、③紛

争解決機関は問題を審理して拘束力のある決定（判

決）又は勧告を下し、④被申立国は当該決定に従

い協定違反とされた措置の是正又は賠償を行う、

又は勧告を前提に協議を再開するとの仕組みが採

用されている。一方で、このような紛争解決条項の

個別具体的な規定ぶりは、締約国間における様 な々

政治的・経済的な背景を反映し、多種多様であり、

それら条項の個別的規定及び全般的傾向を正確に

把握することは、我が国の貿易投資政策の観点の

みならず、多角的な海外展開を活発に行う我が国

企業にとっても重要である。そのため、以下では、

主に米国、EU 等主要な市場経済国及び新興国が

締結しているEPA/FTA 及び BIT の紛争解決条

項を分析するとともに、我が国が締結している協定

と比較する（分析を行った協定の一覧については後

掲図表Ⅲ‐8-1を参照）。

（2）法的規律の概要
①国家間紛争解決に関する手続の形態とその類型

　国家間の紛争解決手続に関する条項を、EPA/

FTAとBITというカテゴリーに即して比較した場

合、全体的な傾向としては、EPA/FTA が手続を

比較的詳細に規定しているのに対し、BIT にはか

なり簡略な規定しか置かれておらず、個別事項の規

定ぶりを見ても、EPA/FTAには規定されているが

BITには規定がない項目が少なくない。しかしなが

ら、紛争解決手続の中核的な規定である、締約国

が単独で当該紛争について紛争解決手続を用いて

拘束力のある決定を求める権利は、多くの協定にお

いて規定されており、この点が数あるEPA/FTA

及び BIT の間での重要な共通項となっている。一

方、紛争解決手続の利用のあり方については、当

該紛争解決手続の性格や利用可能な手続の仕組み

によっていくつかの類型に分類することが可能であ

る。以下では EPA/FTA 及び BIT のそれぞれに

第8章
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1 上記 Agreement on the Common Eff ective Preferential Tariff  Scheme for the ASEAN Free Trade Area の 8 条においては理
事会型が採用されているが、当該協定に関して生じた紛争に対しても上記 ASEAN Protocol が適用されているところ（ASEAN 
Protocol1 条 1 項、同 Appendix I の 15）、この ASEAN Protocol においては仲裁型が採用されている。元の理事会型手続が廃
止されたことを明確に示す資料は見当たらないため、両者が併存するとの理解の下、あえて ASEAN をハイブリッド型に分類
した。
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ついて分類を試みる。

（a）EPA/FTA

　EPA/FTAにおいて紛争解決機関が拘束力のあ

る判断を行う手続については、大別して 3 つの類型

がある。第一の類型は、NAFTA（北米自由貿易協

定）に代表されるように、案件ごとに設置されるパ

ネル（案件ごとに選任される仲裁人によって構成さ

れる）の判断を求める権利が各締約国に認められ

ている「仲裁型」の手続である。我が国が締結し

ているEPA/FTA はすべてこの形式を採用してい

る。他国におけるEPA/FTAで典型的な例として

は以下のものが挙げられる（括弧内の条項は該当す

る規定）。

○ NAFTA（米国、カナダ、メキシコ）（2004 条、

2008 条）

○韓国－シンガポール（20 章 20.6 条）

○豪州－シンガポール（16 章 4 条）

○タイ－ニュージーランド（17 章 17.4 条）

○ CARIFORM-EU（206 条）　

　これに対して、第二の類型は、締約国政府の代

表者から構成される機関（Council, Commission 等）

に問題を付託し、当該機関が問題を検討して決定

又は勧告をする「理事会型」の手続である。典型

的なEPA/FTAとしては以下のものが挙げられる。

○バンコク協定（バングラデシュ、インド、韓国、

ラオス、スリランカ、中国）（16 条）

○ SAARC（南アジア地域協力連合：インド、パ

キスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、

ブータン、モルディブ、アフガニスタン）（20 条）

　第三の類型は、第一・第二両類型の中間的な存

在である。具体的には、第二の類型のように加盟

国政府の代表者から構成される機関をまず前置し、

そこで解決されない紛争について、第一の類型と同

様に、仲裁手続等の司法的な紛争解決手続を設け

るとする、いわば「ハイブリッド型」の手続である。

典型的な EPA/FTAとしては以下のものが挙げら

れる。

○ US－ヨルダン（17条 1項（b）及び（c））

○ EC－モロッコ（86 条 2 項及び 2 項）

○コトヌー協定（EU及びACP（アフリカ・カリブ海・

太平洋）諸国）（98 条 1項及び 2 項）

○ EFTA（ヨーロッパ自由貿易連合：ノルウェー、

リヒテンシュタイン、アイスランド、スイス）（47

条及び 48 条）

○ EEA（欧州経済領域：EU及びアイスランド、

リヒテンシュタイン、ノルウェー）（111条 1項）

○ CACM（中米共同体市場：エルサルバドル、

グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、コスタ

リカ）（26 条）

○Andean Community（アンデス共同体：ボリ

ビア、コロンビア、エクアドル、ペルー）（47条

及びTreaty establishing the Court of Justice 

24 条）

○ ASEAN（東南アジア諸国連合：インドネシ

ア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タ

イ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、

カンボジア）（8 条。司法的手続については

ASEAN Protocol on En-hanced Dispute 

Settlement Mechanism）に規定 1）

　

　上に挙げた事例の多くは、締約国政府の代表者

から構成される機関において問題を解決できない場

合に、アドホックに設置される仲裁廷に問題を付託

できるとする。これに対して、Andean Community

及び EEA（文言上は、EEC 条約等と実質的に同

一の規定が問題となる場合に限定されている）は、

係る機関において問題を解決できない場合は、域
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内に設置された常設裁判所に提訴できるとしてい

る。なお、Andean Community では協定上の紛

争事項を解決する常設裁判所、EEAでは欧州司

法裁判所（the Court of Justice of the European 

Communities ）を指定（但し、EFTA 諸国に関す

る紛争は EFTA 裁判所に付託）している。このよ

うに、EPA/FTAの紛争解決条項は、紛争解決機

関を、アドホックに選択される仲裁人で構成される、

より司法化された組織とするもの（仲裁型）、締約

国の代表者から構成される政治色の強い組織とす

るもの（理事会型）及び政治的機関において解決で

きなかった場合にのみ仲裁人による仲裁に移行する

ことを認めるもの（ハイブリッド型）の三類型に大

別できるが、全体的な動向としては、多くのEPA/

FTAは「ハイブリッド型」を採用する傾向にある。

例えば、米国において、典型的な仲裁型である

NAFTA はむしろ例外であり、これ以外の協定は

すべてハイブリッド型を採用している。また、EUの

締結した協定においても、1980 年代までは理事会

型が中心であったが、1990 年代以降に締結された

協定の大多数はハイブリッド型を採用している。日

本のすべてのEPAにおいて、必ずconsultation が

前置されており（日本－マレーシア（日マレーシア）

13 章、日本－メキシコ（日メキシコ）15 章、日本 -

シンガポール（日シンガポール）21章、日本－フィリ

ピン（日フィリピン）15 章、日本 - チリ（日チリ）16

章、日本－タイ（日タイ）14 章、日本－ブルネイ（日

ブルネイ）10 章、日本－インドネシア（日インドネ

シア）14 章、日本－ASEAN 包括的経済連携（日

ASEAN）9 章、日本－ベトナム（日ベトナム）13 章、

日－スイス（日スイス）14 章、日－インド（日インド）

14 章）、日本－ペルー（日ペルー）15 章）、日本－オー

ストラリア（日豪）19 章）、日本－モンゴル（日モン

ゴル）第 16 章、また、他国が結んでいる協定と比

べ、比較的詳細な手続規定が置かれている。この

ように司法化された紛争解決手続を指向する特徴

は、我が国と同じく2000 年前後からEPA/FTA

締結に向けた取組を強化しているシンガポール、韓

国にも見ることができる（チリ－韓国（19.6 条 1項）、

韓国－シンガポール（20 章 20.6 条）、シンガポール

－ニュージーランド（61条 1項）、豪州－シンガポー

ル（16 章 4 条）、チリ－ブルネイ－ニュージーランド

－シンガポール（Trans-Pacifi c Strategic Economic 

Partnership Agreement）（15.6 条 1項）等）。

（b）BIT

　一般的に、BITにも国家間の紛争解決手続が規

定されている。手続の類型としては、仲裁型（協議

及び仲裁手続）が規定されているケースが大半であ

る。

②個別的な手続の特徴

　前述のとおり、国家間の協定において、国家間の

紛争を解決するための手続としては、①当事国間協

議、②仲裁手続への紛争付託、③仲裁裁判所によ

る拘束的決定、④被申立国による措置是正又は賠

償、という国際仲裁裁判の手続が採用されているが

（WTO 紛争解決手続との類似性は協定ごとに異な

る）、個々の手続の規定ぶりは協定により様々であ

る。以下では、WTO 紛争解決手続においても手

続の実効性・機能性を担保する上で特に重要な要

素である下記の個別手続について、各国協定の特

徴とその類型を分析するとともに、我が国が締結し

ている協定との比較を行う。



＜分析を行った個別協定の各側面＞

（a）紛争解決手続に付託できる案件

（b）協議前置義務の有無

（c）紛争解決手続に適用されるルール

（d）時間的制限

（e）他の協定上の紛争解決手続との優先劣後

（f）パネリスト・仲裁人の選定方法

（g）紛争解決機関（パネル又は締約国の代表者か

ら成る機関）が決定を行う際の方法

（h）上訴手続

（i）仲裁判断の履行担保手続

（j）対抗措置

（a）紛争解決手続に付託できる案件

（ⅰ）EPA/FTA

　EPA/FTA における紛争解決機関に付託できる

案件については、以下のとおり大別できる。

①「当該協定の解釈及び適用に関する案件」との

み規定するもの（CACM（26 条）、コトヌー協

定（98 条 1 項）、ASEAN（8 条 2 項）等）

②協定の解釈・適用に加えて、当該協定に違反し

ない措置についても、当事国の協定上の利益が

無効化されているとして、当該措置に関する案

件を付託すること（いわゆる非違反申立て）を

認めるもの（CARICOM（187 条）、NAFTA（2004

条、ただし分野に制限あり）、「韓国－シンガポー

ル」（20 章 20.2 条 1 項、ただし分野に制限あり）

等）

　我が国の締結している EPA（日スイス、日チリ、

日豪を除く）は、仲裁裁判所の設置要請について、

被申立国が協定に基づく義務の履行を怠った結果又

は義務に反する措置をとった結果、申立国の協定に

基づく利益が無効化・侵害されたことを条件として

いることから（つまり、非違反措置については申立

てができない）、上記①の類型に該当する。上記の

とおり付託事項の射程を定める一方、締約国にとっ

てセンシティブな分野又は司法的解決がなじまない

分野を留保するため、特定の問題については紛争解

決手続を適用しないとの規定を置く協定も多い。日

本が締結している EPA においても、一部の規定に

ついて、紛争解決手続きに関する規定を適用しない

ものと規定してい。

　このほか、締約国の事情から、特定の分野につい

て特別の紛争解決手続規定を置いている協定があ

る。例えば、NAFTA はアンチ・ダンピング及び

相殺関税に関する問題について、別途パネル手続を

規定している（19 章）。

（ⅱ）BIT

　BIT においては EPA/FTA と異なり、非違反申

立てを認める規定は存在しない。また、少数の例外

を除き、多くの協定は申立ての対象分野を特に限定

していない。なお、一部の協定では、既に投資家と

国家との間の紛争として国際仲裁機関に係属し、そ

の時点で係争中の紛争については、国家間の紛争と

して国際仲裁裁判所に提訴することはできない旨規

定している（チリ－トルコ 12 条 10 項、南アフリカ

－トルコ 8 条 8 項等）。

（b）協議前置義務の有無

　大多数の EPA/FTA が、拘束力を有する紛争解

決手続に訴える前に当事国間で協議の場を持つこと

を義務づけており、我が国の締結している協定も、

同様の規定を置いている。また、BIT においても、

すべての協定が、仲裁手続を開始する前に協議その

他の友好的な方法による紛争解決を試みることを義

務づけている。

（c）紛争解決手続に適用されるルール

（ⅰ）EPA/FTA

　パネル・仲裁廷などにおいて紛争を処理するため

には、準拠すべき手続ルールが必要である。手続ルー

ルの定め方については、以下の 2 つに大別できる。

①既存の機関の定立した手続ルールを利用するこ

ととしているもの（EFTA（附属書Tの1条6項）
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及びコトヌー協定（98 条 2 項（c））は、当事

国が別段の合意をしない限り PCA（Permanent 

Court of Arbitration：常設仲裁裁判所）のルー

ルを採用）

②独自の手続ルールを定めることを前提としたも

の

　大多数の協定は②に類似する方式を採用してい

る。さらに、②については、すべての案件に適用さ

れるルールを規定する協定（NAFTA（2012 条 1 項）、

FTAA（23章16条1項）、US－ヨルダン（17条3項）、

韓国－シンガポール（20.9 条 1 項）等）と、各パネ

ル又は仲裁廷が、当該案件ごとに手続ルールを定め

ると規定する協定（CARICOM の仲裁手続（200 条

1 項）、豪州－シンガポール（16 章 6 条 4 項）、タイ

－ニュージーランド（17.7 条 11 項）等）に分かれる。

そのほかには、極めて例外的であるが、抽象的に国

際法によるとのみ規定するものもある（CARICOM

の Caribbean Court of Justice における手続（217

条 1 項））。

　我が国についても②の方式を採用しており、手

続規則に関する条項を有する EPA（日メキシコ、

日チリ、日フィリピン、日豪）では、当該 EPA/

FTA に基づき設置された合同委員会が、仲裁手続

全般に適用される手続規則を定めるものと規定して

いる（日メキシコ 159 条、日チリ 187 条、日フィリ

ピン 159 条、日豪 19.16 条）。また、その他の協定

は協定内に仲裁手続きを規定しているほか、例え

ば、日 ASEAN 及び日ベトナムでは、紛争当事国

は、仲裁裁判所（仲裁廷のこと）と協議の上、協定

中の手続規定と反しない追加的な規則及び手続を採

択することにつき合意することができると規定して

いる。

（ⅱ）BIT

　BIT においても、既存の手続ルールを利用する

とした協定は少なく（但し、米国を締約国とする協

定の一部に、仲裁手続は UNCITRAL ルールによる

との規定がある）、各パネル又は仲裁廷が、当該手

続限りのものとして手続ルールを定めるとしている

協定が大多数を占める。

（d）時間的制限

（ⅰ）EPA/FTA

　紛争解決機関に拘束力のある判断を求める権利が

締約国にあると規定されていても、最終判断を得ら

れるまでの時間が長かったり、相手国によって恣意

的に手続が長引いたりするようでは実効的な紛争解

決は望めない。我が国が締結している EPA を含め、

分析の対象とした協定の多くにおいて、紛争解決手

続の各段階についてそれぞれ期限が定められていた

が、一部に手続の進行に関する時間的制限を明確に

規定していない協定（CACM、CARICOM、EC －

エストニア、EC- モロッコ等）も散見された。

（ⅱ）BIT

　対照的に、BIT においては、最終的な仲裁判断

がなされるべき期限を規定しているものは非常に少

なく、分析を行った BIT のうちでは、US －チェコ、

カナダ - エルサルバドル、南アフリカ－トルコの 3

協定のみであった。

（e）他の協定上の紛争解決手続との優先劣後

（ⅰ）EPA/FTA

　個々の EPA/FTA と WTO 協定に実質上同一ま

たは類似する権利義務を定める規定があるために、

WTO 協定上の紛争解決手続と EPA/FTA あるい

は BIT 上の紛争解決手続との双方を利用し得る状

況が生じる場合がある（カナダ産軟材への AD・

CVD 措置を巡る米加紛争が代表的な例）。EPA/

FTA の一部は、こうしたケースにおける他の協定

上の紛争解決手続との関係について規定を置いてお

り、その内容は以下のとおり 3 つに大別できる。

① FTA 上の紛争解決手続が優先する場合があり

得るとするもの

② WTO 協定（又は GATT）上の紛争解決手続

が優先するとするもの
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③申立国が自ら WTO 協定（又は GATT）上の

紛争解決手続と FTA 上の紛争解決手続のいず

れをも選択し得ることとしているもの

　①の例としては NAFTA がある。同協定は、

NAFTA 及び GATT の同一規定から生じる紛争

について NAFTA 締約国が他の NAFTA 締約国

を WTO 紛争解決手続に訴えようとする場合には、

事前に NAFTA 締約国であって被申立国に予定

されていない国に通報し、当該国がそれについて

NAFTA 紛争解決手続に訴える意思のある場合に

は、WTO 又は NAFTA のいずれで処理するかに

ついてこれらの国の間で協議し、協議が整わない場

合には NAFTA 紛争解決手続で原則として処理す

ることを規定する（2005 条 2 項）他、NAFTA 上

の「環境及び省資源協定関連」規定や「衛生及び植

物衛生措置」及び「規格関連措置」に関連する規定

が適用される紛争については、被申立国の意思次第

では WTO 紛争解決手続ではなく NAFTA 上の紛

争解決手続が利用される旨規定している（2005 条

3 項、4 項）。②の事例として、EC －チリは、紛争

案件が WTO 協定の対象にもなりうる場合には、当

該案件は WTO の紛争解決手続に付託されるとの包

括的な WTO 優先手続を規定している（189 条 4 項

（c））。また、US －ヨルダンは、サービス貿易及び

知的財産権に関する紛争については、WTO 協定上

の紛争解決手続の対象となり得ない範囲においての

み当該 FTA 上のパネル手続に付託できると規定し

ている（17 条 4 項（a）及び（b））。また、③の事

例としては、FTAA（23 章 8 条 1 項）及び「韓国

－シンガポール」（20.3 条 1 項）があり、これらの

協定の場合は、いずれの手続をも自由に選択できる

と解される。なお、いずれも選択できるとしている

場合に、一方を選択した場合には他の手続を利用す

ることはできないとされていることが多い（例え

ば、韓国－シンガポール（20.3 条 2 項））。日本が締

結している EPA は上記③のタイプに該当し、他の

国際協定により利用可能な紛争解決手続を利用する

各締約国の権利に何ら制限は加えられていないが、

EPA 上の紛争解決手続及び他の国際協定上の紛争

解決手続の双方を使える紛争について、いずれかを

選択した場合には、当該紛争に関しては他の手続を

利用することはできない旨が明文で規定されている

（ただし、我が国が締結した EPA には、当事国が

合意する場合は先行手続優先の原則を適用しない旨

が規定されているものもある（日シンガポール 139

条4項、日フィリピン149条4項、日タイ159条4項）。

（ⅱ）BIT

　BIT 上の紛争については、EPA/FTA のように

WTO 協定等他の国際協定上の紛争解決手続と競合

することは想定されていないために、当該 BIT 上

の紛争解決手続と他の国際協定上の紛争解決手続と

の関係について規定しているものは見あたらない。

（f）パネリスト・仲裁人の選定方法

（ⅰ）EPA/FTA

　仲裁手続が規定されている場合、パネリスト・

仲裁人の選定方法が問題となる。まずロスター

（roster：候補者名簿）が作成され維持されている

場合とそうでない場合がある。ロスターを作成する

と規定している協定は、CARICOM（205 条 1 項）

及び MERCOSUR である。NAFTA も、AD 及び

CVD に関するレビューパネルのパネリスト候補者

（附属書 1901.2 及び 1905 条 4 項）及び通常の紛争

解決手続のパネリスト候補者（2009 条）について、

それぞれロスターの作成及び維持を規定している。

我が国の EPA/FTA はロスターを作成するとの規

定は置かれていない。次に、パネリスト・仲裁人の

具体的な選定方法についてもいくつかのパターンが

ある。いずれの協定においても、3 人から成るパネ

ルの場合には各当事国が 1 人ずつ、5 人から成るパ

ネルの場合は各当事国が 2 人ずつ選任するものと規

定されていることが多いが、最後に選任されるパネ

リストの選任方法は以下のとおり分かれる。

①既に選任されたパネリストらの合意により選任

されると規定しているもの（US －ヨルダン（17
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条 1 項（c））等）

②両当事国の合意により選任されると規定するも

の（NAFTA（2011 条 1 項（b）及び同条 2 項

（b））等。最後のパネリストについて合意に至

らなかった場合、くじ引きでパネリストを選出

（2011 条 1 項（d）及び同条 2 項（d）））

③既に選任されたパネリストらの合意により選任

されるが、彼らが合意に至らなかった場合は最

後のパネリストの選任を外部機関（例えば、タ

イ－ニュージーランドでは ICJ 所長（17.5 条 1

項及び同条 3 項）、コトヌー協定では PCA（常

設仲裁裁判所）所長（98 条 2 項（b））に委任

するとしているもの

　砂糖の市場アクセスを巡る米墨間の NAFTA 紛

争において、米国によるパネリスト選出の遅滞によ

り、申立てから 6 年以上経過してもパネル審理が行

われていない事例があるなど、当事国間合意に重き

を置く手続には実施面で問題が生じる可能性があ

る。我が国の EPA は、3 人の仲裁人のうち 2 人が

それぞれ 1 人ずつ各締約国により選任された後、議

長となる 3 人目の仲裁人を選任するにあたり、各締

約国が候補者を一定人数ずつ挙げて調整を図る、と

の点で上記②に該当しているものの、両国が期限ま

でに合意に達しなかった場合の最終的な第三仲裁人

選定方法については、各協定で WTO 事務局長への

選任依頼やくじ引きによる方法が規定されている。

（ⅱ）BIT

　BIT においては、仲裁廷は 3 人の仲裁人から構

成され、そのうち 2 人については両締約国が 1 人ず

つ選任し、議長となる 3 人目の仲裁人の選任方法に

ついては、先に選任された 2 人の仲裁人の合意によ

ると規定するものが一般的である。

（g）紛争解決機関（パネル又は締約国の代表者か

ら成る機関）が決定を行う際の方法

（ⅰ）EPA/FTA

　パネル又は締約国の代表者から構成される機関が

仲裁判断を決定する際の決定方法の類型は以下のと

おりである。

①全員一致を原則とするが意見の一致を見ない場

合には過半数の賛成により決定するとするもの

（韓国－シンガポール（附属書 20A の 20 項）、

豪州－シンガポール（16 章 6 条 3 項）、タイ－

ニュージーランド（17.6 条 3 項））

②最初から過半数の賛成により決定できるとする

協定（通常の多数決）（EFTA（附属書 T の 1

条 7 項）、CARICOM の仲裁手続（207 条 7 項）、

欧州協定の仲裁手続（114 条 4 項）、EC －モロッ

コ（86 条 4 項））

　我が国の EPA について見れば、日メキシコ（154

条 7 項）を除き、全ての EPA において、仲裁廷の

裁定は全員一致で行うよう努めるものとするが過半

数の賛成により決定することもできると規定されて

いる。

（ⅱ）BIT

　仲裁廷が仲裁判断の採択その他の決定を行う方法

については、特段の規定を置いていない協定も散見

された。これは、前述のとおり分析を行った大多数

の BIT において、手続については仲裁廷が当該案

件にのみ適用されるルールをその都度定めるという

規定になっていることが原因である。なお、規定が

あるものは、いずれも過半数の賛成により決定する

（多数決）ものと定めている。

（h）上訴手続

（ⅰ）EPA/FTA

　紛争の迅速な解決という観点からは、第一次的な

審理を行う仲裁廷又は締約国の代表者から成る機関

における手続で判断が確定する方が望ましい。一方

で、より慎重に検討できるという観点からは必要に

応じて上訴できる仕組みが必要となる。大多数の協

定は上訴手続を規定していない。日本が締結してい

るいずれのEPAにも上訴手続に関する規定はなく、

仲裁廷の裁定は「最終的」なものであるとされてい
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る。なお、上訴手続を明確に規定しているものとし

ては SAARC がある（20 条 9 項）。これに対し、当

事国が上訴することはできないという点を明示的

に規定している協定もある（韓国－シンガポール

（20.13 条 1 項））。

（ⅱ）BIT

　BIT には、上訴（appeal）を規定する協定はない。

（i）仲裁判断の履行担保手続

　前述のとおり、多くの EPA/FTA 及び BIT は、

仲裁廷は拘束力のある決定をするとし、また締約

国の代表者から成る機関についても拘束力のある決

定を行えるとするものがあり、その場合、問題とさ

れた措置について何らかの是正・賠償を行うべしと

の決定を受けた被申立国は、その判断を誠実に履行

する義務を負うこととなる。一般的に、EPA/FTA

には被申立国による仲裁判断の内容の履行を確保す

るための規定が設けられている。一方、BIT の中

でこうした履行を担保するための規定を置いている

ものは極めて少ない（カナダ－エルサルバドルは、

履行がなされない場合、申立国は相手国から補償を

受けるか、又は仲裁判断の対象となった利益と同等

の利益の相手国への適用を停止することができる旨

規定（13 条））。

（ⅰ）履行期限

　履行期限に関する規定の類型は以下のとおりであ

る。

①最終判断が出されてから履行までの期間を規定

しているもの

②最終判断が出されてから履行方法及び期限等に

関する当事国間の合意が成立するまでの期間を

規定し、当該期間内に当事国間の合意が成立し

ない場合には元の紛争解決手続を遂行したパネ

ルに履行期限を定めるよう要請できると規定し

ているもの（韓国－シンガポール（20.13 条 2

項（b））、豪州－シンガポール（16 章 9 条 1 項））

　我が国の EPA は上記②に該当する。具体的には、

被申立国は申立国に対し仲裁廷の裁定から一定日以

内に仲裁判断の内容の実施に要する期間を通知する

ものと規定しており、申立国が被申立国から通知さ

れた期間を不服とする場合には、協議を経た上で、

または協議を経ずに、それぞれ各締約国は仲裁廷に

対し期間の決定を要請できるとしている。

（ⅱ）履行状況の監視

　被申立国がパネル又は各締約国の代表者から構成

される機関の最終判断に従った措置を履行してい

るか否か、また履行している場合の履行の状況に

ついて、その監視に関する規定を明確に設けている

協定は少ない（紛争解決について規定した ASEAN 

Protocol は、被申立国は自らの履行状況について

ASEAN Senior Economic Offi  cials’Meeting に 報

告しなければならない旨規定（15 条 4 項））。我が

国が締結している EPA のいずれも、履行監視に関

する明確な規定を置いていない。

（ⅲ）履行方法

　履行方法については、WTO 協定の DSU19 条 1

項において見られるように、紛争解決機関にその提

案を行う権限を付与しているかどうかが 1 つのポイ

ントとなる。一般的には以下の 2 つに大別可能であ

る。

①履行方法（resolution）についてはもっぱら当

事国の合意に委ねるもの

②パネルが履行方法につき勧告できるとする規定

を有するもの（US －ヨルダンは、当事国が求

めた場合、パネルは、仲裁判断で認定した違反

を是正する方法について勧告することができる

旨規定（17 条 1 項（d））

　我が国においては、仲裁廷は被申立国による履行

の方法に関する提案を裁定に含め、これを両締約国

による考慮に付することができると規定する方式

（上記②）を採用しているものもある一方、このよ

うな規定がないものもある。
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（j）被申立国が仲裁判断等の内容を履行しない場合

　の対抗措置

　被申立国が仲裁判断又は最終報告書において定め

られた措置を履行しない場合、あるいは仲裁判断又

は最終報告書に基づき当事国間で合意した措置を履

行しない場合の対抗措置については、以下の 2 つに

分類される。

①被申立国に対する利益の適用を停止するという

対抗措置を執ることができるとするもの

②申立国は被申立国から補償的調整を受けられる

とするもの（EFTA（附属書 T の 3 条 1 項（a））

なお、同条項（b）は上記①をも規定しており、

申立国は①及び②のいずれをも選択できる）

　①については更に、申立国が一方的に対抗措置

を実施できると規定するもの（NAFTA（2019 条

1 項）、韓国－シンガポール（20.14 条 2 項）及びタ

イ－ニュージーランド（17.11 条 1 項）等※被申立

国は対抗措置の程度に関する仲裁申請可能）と、パ

ネル又は締約国の代表者から構成される機関から対

抗措置を執る権限を付与されるまでは対抗措置を

実施できないとするもの（SAARC（20 条 11 項）、

Bangkok Agreement（16 条）、豪州 - シンガポール

（16 章 10 条 2 項））がある。我が国が締結済みの

EPA については、上記①の方式を採用している。
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（3）国家間紛争解決手続に関する課題
　我が国においては発効済みの EPA は 14 協定、

BITは 21協定と、他の先進国と比較して比較的少

ない数にとどまっているが、近年の東アジア経済連

携に向けた動きともあいまって、今後、我が国と他

国による地域・二国間協定の締結数が増加すること

が期待される。これまでのところ、我が国に関連す

るEPA 及び BIT の国家間紛争解決条項に基づい

て紛争が手続に付されたことはない。しかし我が国

がより広範な国 と々協定を結び、より多くのビジネス・

セクターがその特恵の下、活発な事業活動を展開す

るようになれば、EPA 及び BIT の解釈・適用を巡

る紛争が生じる可能性はそれだけ高まる。そのよう

な事案が生じて初めて現実味を帯びる問題として、

当該紛争案件をどのフォーラムで解決すべきか、具

体的には、EPA 及び BITの定める手続に拠るのか、

あるいはWTO における手続を選ぶのか、との問

題が出てくる可能性がある。

　特に EPAにおいては、EPAとWTO の対象とす

る事象は、双方が貿易・経済活動の促進を目的と

した協定であり、EPA が WTO の規定を借用して

いる場合等、紛争がいずれの協定にも関係する場

合があることから、この問題が生じる可能性が高い。

このため、同一の事実に関する同一当事国間の案

件が、EPA 及び BITとWTO 双方のフォーラムに

付託されることも可能性として否定できず、このよう

な場合は法的に困難な問題が生じる可能性がある。

このとき、既判力の原則や二重訴訟禁止の原則等

は、すべて紛争の同一性（国際法上、2 以上の紛

争が同一であるためには、それらの当事国、事実、

請求原因が同一でなければならない）を前提として

おり、EPA 及び BIT の紛争とWTO の紛争では

問題となっている協定が異なるので、これらの原則

は適用できない。その結果、異なるフォーラムが実

質的に同一の案件について相反する判断を下す事

態が生じうる（例えば、アルゼンチン－鶏肉 AD 事

件（DS241）においては、WTO のパネルは、アル

ゼンチンの措置は AD 協定に反すると判断したが、

先行するMERCOSURのアドホック法廷（AdHoc 

Tribunal）はブラジルの請求を斥けた。）が、それ

ぞれの協定上の問題である以上、特別な場合以外

は法的には問題にならないと考えられる。

　もちろん、同一事実に関するものでないにしても、

相互に密接な関連性を持った事案が、異なるフォー

ラムに付託された場合には、大きな文脈での二国間

紛争の一斉解決の観点から問題になりうる場合が

あることは否定できない。例えば、米国－メキシコ

間における甘味料紛争（DS308）では、メキシコは、

メキシコ産砂糖に対する米国の市場アクセス義務違

反をNAFTA パネルへ、米国は、米国産甘味料（及



1. North American Free Trade Agreement NAFTA NAFTA 

2. Free Trade Agreement of Americas FTAA Third Draft Agreement FTAA 

3. Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of 
Jordan on the Establishment of a Free-Trade-Area 

US

4. 1980 Treaty of Montevideo Instrument Establishing the Latin American Integration 
Association LAIA

LAIA 

5. Additional Protocol to the Treaty of Asunción on the Institutional Structure of 
MERCOSUR 

MERCOSUR 

6. General Treaty on Central American Economic Integration between Guatemala, El 
Salvador, Honduras and Nicaragua Signed at Managua, on 13 December 1960 

CACM

CACM 

7. Revised Treaty of Chaguaramas Establishing the Caribbean Community Including 
the CARICOM Single Market and Economy 

CARICOM 

8. Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation between the Caribbean 
Community CARICOM  and the Government of the Republic of Colombia 

CARICOM

9. Andean Community DECISION 563: Official Codified Text of the Andean 
Subregional Integration Agreement Cartagena Agreement Treaty Creating the 
Court of Justice of the Cartagena Agreement 

Andean Community 

10. Agreement on the European Economic Area EEA 

11. AGREEMENT between the European Economic Community and the Kingdom of 
Norway 

EC

12. EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the 
European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of 
Morocco, of the other part 

EC

13. Europe Agreement establishing an association between the European Communities 
and their Member States, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other 
part 

Europe Agreement 

14. Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific 
Group of States of the One Part, and the European Community and Its Member 
States, of the Other Part, Signed in Cotonou on June 23, 2000 

＜図表Ⅲ‐ 8‐ 1 ＞　本章において分析を行った地域貿易協定（自由貿易協定（FTA：Free Trade 

Agreement）、経済連携協定（EPA：Economic Partnership Agreement）等）及び 二国間投資協定（BIT：

Bilateral Investment Treaty）
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びそれを使った飲料）に対するメキシコの報復的な

内国税賦課をWTO パネルへ付託したが、双方の

紛争の関連性から、単一のフォーラムで解決される

べきであったとの指摘もある。

　しかし、それぞれの協定上の紛争解決手続は、

あくまでそれぞれの協定の解釈適用についてのもの

である以上、複数の条約に関係する「争い」がそ

れぞれの手続で別々に処理され、全体的な「争い」

の解決までに時間がかかる場合が出てくるのは、国

際法の多元的構造に由来していることであって不可

避であり、我々が考えなければいけないのは、それ

らの複数の手続をどのように活用するかである。こ

の問題に対しては、上記のとおり、個々の協定にお

いて他の協定上の紛争解決手続との優先劣後につ

いて調整規定を設けることが通常である。優先関係

として、① FTAに基づく紛争解決手続を優先適用

するもの、② WTO に基づく紛争解決手続を優先

適用するもの、そして、③いずれかを紛争当事国が

選択できるが、実質的に同一の問題について他の協

定下で矛盾する結論が出ることを回避するため、あ

る一の手続を選択した場合にその他の手続の使用

を禁止するもの、の３つに大別され、我が国が締結

した FTA/EPAでは、③の類型が用いられてきた。

国家間紛争解決手続の競合については、今後とも

注視していくことが重要である。



15. Convention Establishing the European Free Trade Association Annex to the 
Agreement Amending the Convention Establishing the European Free Trade 
Association EFTA

EFTA 

16. Agreement on Free Trade between the Government of the Republic of Kyrgyzstan and 
the Government of the Russian Federation 

17. Central European Free Trade Agreement CEFTA CEFTA 

18. The United Economic Agreement between the Countries the Gulf Cooperation Council 
GCC

GCC 

19. Agreement on South Asian Free Trade Area SAFTA SAARC 

20. First Agreement on Trade Negotiations among Developing Member Countries of the 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Bangkok Agreement

Bangkok Agreement 

21. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the 
Association of South East Asian Nations and the People s Republic of China 

ASEAN

22. Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Korea and the 
Government of the Republic of Singapore 

23. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free 
Trade Area AFTA

ASEAN 

24. Singapore-Australia Free Trade Agreement SAFTA

25. Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement 

26. Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement ANZCERTA ANZCERTA 

27. South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement SPARTECA SPARTECA 

28. East African Community Free Trade Agreement EAC 

1. 1991 10
22 2003

US
US

2. 5002 11  US

3. 5991 11 30

4. 6791 8 11

5. 9891 11 10

6. 3002 12 1

7. 1991 3 15

8. 3002 12 22

9.  1999 6 6

10. 2002 11 12

11. 2002 4 4

12. 8991 8 21

13. 5991 8 30

14. 4002 12 15

15. 4991 3 31

16. 5991 10 14

17. 3002 11 3

18. 2002 6 24

19.  2006 3

20. 2002 4 4

21. 0002 6 23
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2 日メキシコ EPA では「ビジネス環境整備委員会」、日スイス EPA では「経済連携緊密化小委員会」、日ペルー EPA では「ビ
ジネス環境の整備に関する小委員会」等、規定される EPA ごとに呼称が異なる。本報告書では総称として、「ビジネス環境の
整備に関する委員会」と表記する。

818

第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定

（1）ルールの背景
　我が国企業の海外進出の進展等、企業の国際

的活動の深化に伴い、進出先における現地法人を

始めとする日本企業が抱える国際ビジネス展開上の

様 な々問題点（諸外国における産業インフラの整備、

行政上の手続・決定並びに司法上の決定における

透明性の向上、行政手続の簡素化・円滑化、治安

の向上、知的財産権の保護等）も多様化している。

こうした中、企業の抱える相手国政府のビジネス環

境に関する課題について、適切に相手国政府関係

者に改善を求めていくことが重要である。こうした

ビジネス環境の整備に関する課題について包括的に

話し合う場は、従来特定の協議体が設定されてい

るケースは少なく、課題ごとに企業又は業界団体等

が個別に相手国政府と協議するか、又は政府間で

の様々な協議の場において取り上げるといった対応

が取られていた。政府間では、従来から二国間で

定期的・非定期的に開催される各種の経済関係協

議（規制改革対話、両国関係省庁間の定期協議等）

や、また随時機会を捉えて協議を行っていたが、特

に既存のフォーラムが十分に整備されていない国と

の間においては、二国間の貿易・投資環境を中心と

した相手国におけるビジネス環境を向上させるため

に政府関係者等と緊密な協議を行う場の設置が望

まれていた。また個別の紛争を解決するために常時

利用可能な場としては、WTO その他において法的

に解決する手続が発展してきたが、協定整合性が

問題でない案件を対象とできないという限界があっ

た。たとえば、日本国政府を通じて相手国政府の

政府措置の是正を求める手続として、WTO の紛争

解決手続、経済連携協定（EPA）の紛争解決手続

があり、また政府の行為によって被った損害の賠償

を企業が求める場合には、当該国の国内裁判所の

ほか、投資協定の仲裁手続が利用可能であるが、

協定上の手続については協定整合性を問題とする

場合にのみ利用可能である。

　このような考慮から、両国政府・企業が共に参加

し、相手国の貿易・投資関連制度やその実施状況

を集中して議論できる機会を設けるため、我が国の

ほとんどのEPAにおいては、「ビジネス環境の整備」

章を設置し、相手国のビジネス環境の整備・改善に

向けた議論の場である「ビジネス環境の整備に関す

る委員会 2」の設置等について規定している。

　本委員会は双方の官民から参加可能であり、本

委員会を通じて、我が国企業にとっては、各社が抱

える問題、1社では提起しにくい問題、業界全体も

しくは進出企業全体の問題などを含めて、とりまと

めて各国政府が提起することが可能である。

　日メキシコEPA、日マレーシア EPA、日チリ

EPA、日タイEPA、日フィリピン EPA、日スイス

EPA、日インド EPA、日ペルーEPAの枠組みでは、

すでに委員会の開催実績があり、双方の政府から

相手国政府に対して要望を提起している（但し、日

タイEPAの下の枠組みでは日本側のタイ政府に対す

る要望のみ提起し議論）。委員会において取り上げ

ることのできる事項は、貿易・投資・現地法人の活

動等に関する幅広い要望をカバーしており、我が国

から相手国に行った要望は、不公正貿易措置の疑

いのある措置に対する改善要望の他、電力品質の

向上、ガス供給不足の改善といった先方のインフラ

整備環境向上の要望、通関・税務手続の改善、模

倣品対策、ビザ・ワークパーミットや基準認証分野

の手続迅速化の要請等多岐に渡る。企業が投資協

定に基づいて仲裁に付託することは、国際投資仲裁

に伴うコストやリスク（費用、時間、相手国との関係）

を考慮すると困難なことが多いという現状を踏まえ

れば、ビジネス環境整備の場において、投資協定

との整合性を問題提起することにより、投資協定に

＜ビジネス環境整備＞
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基づく救済が事実上得られることは重要である。委

員会では双方合意の下に議事録が作成されるととも

に、相手国に要求された内容については、次回会

合において対応の進捗についてフォローアップする

ことを約束させて確認を行うこととなっている。

　

（2）制度の概要
　我が国が締結済みのほとんどのEPAは、ビジネ

ス環境の整備章において、ビジネス環境の整備に

関する課題に協力して取り組むために締約国政府間

でビジネス環境の整備に関連する幅広い事項を議

論できる協議メカニズムである「ビジネス環境の整

備に関する委員会」を設置することを規定している。

本委員会の機能は、詳細な規定ぶりは各 EPAにも

よるが、概ね以下の通りである。1） ビジネス環境

の向上に関連する議論を行う、2） 各国に対し委員

会の所見を報告し、勧告を行う、3） 適切な場合に

は、勧告に対する各国における実施のレビューを行

う、4） 適切な場合には、勧告を公開する、5） 勧告、

並びにビジネス環境整備規定の実施および運用に

関するその他の所見を協定の下の合同委員会へ報

告する。本委員会の参加者は、両国政府代表者か

ら構成されるが、合意により業界団体等の代表者も

招聘することを可能としており、協議事項に携わる

企業関係者が相手国政府関係者と直接議論を行う

機会ともなることが大きな特徴である。また、本委

員会は随時各国の要請に応じて調整し合意の上開

催される。また、本枠組みの下でそれぞれの政府

内に連絡事務所（リエゾン・オフィスないしコンタク

トポイント）を設置することとなっており、ビジネス

環境の整備に関する委員会開催時以外であっても、

企業は、相手国政府の法令、規則等に関して照会、

要望等を申し入れることができることとなっている。

協定は、連絡事務所の役割を、企業から照会、要

望等を受領し、これを政府関係部局に伝達し、回

答を取り付け、要望等を行った相手に回答を伝達す

ることと規定している。このように、本枠組みでは、

相手国政府に照会窓口が存在し、窓口が要望等を

政府内の適切な担当部局へ伝達してくれること、連

絡事務所を通じて担当部局から回答を得られること

が特徴である。また、連絡事務所は所見を委員会

へ報告することとなっている他、自国政府の関係部

局と情報交換を行っている。各国政府はこれらの所

見も元にして委員会で取り上げる課題を選定してい

くことが想定されている。日マレーシアEPA、日ベ

トナムEPA、日スイスEPA、日ペルーEPAにおい

ては、これに加え、企業等が連絡事務所へ円滑に

連絡を取ることができるよう、企業からの要請等を

受けて各国連絡事務所に伝達する連絡円滑化機関

を指定することができることとなっている。これらビ

ジネス環境整備章で規定されているビジネス環境の

整備に関する枠組みの概要は、以下の図のようにな

る。



 

＜図表Ⅲ‐ 8‐ 3＞　ビジネス環境の整備に関する枠組み（日マレーシアEPAの例）

 

＜図表Ⅲ‐ 8‐ 4＞　ビジネス環境の整備に関する枠組み（日ペルーEPAの例）
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（3）発効済 EPA のビジネス環境の整
備に関する委員会の規定ぶりと開催
実績

　日本の13 カ国 1 地域との間で発効済み EPA/

FTAのうち、日シンガポールEPA 及びAJCEPを

除く12カ国との二国間 EPA/FTAにおいて、ビジ

ネス環境の整備に関する委員会が設置されている。

以下、各発効済み EPA/FTAのビジネス環境の整

備に関する委員会の設置に係る規定ぶりおよび開催

実績を概説する。また、図表Ⅲ‐8‐5 において、
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第 8章　国家間における紛争解決、ビジネス環境整備

2014 年 3月～ 2015 年 2月開催されたビジネス環境

の整備に関する委員会の開催実績を示す。

① 日メキシコEPA

　ビジネス環境の整備章（第 13 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する委員会の設置を規定して

いる。また本章は紛争解決章の適用除外としてい

る。ビジネス環境整備委員会は日本政府（外務省、

経済産業省、在メキシコ日本大使館）、ジェトロ・メ

キシコ事務所、日本経団連（日墨経済委員会）、メ

キシコ日本人商工会議所、日系マキラドーラ協会、

メキシコ政府（経済省）等が参加し開催されている。

2005 年 4 月に第 1 回が開催され、直近では 2013

年 8月に第 7 回を開催している。本委員会において

は、日本側からメキシコ側に対しては、経済ルール

に関する事項として、模倣品等への取締強化を求め

た結果、工業所有権庁（IMPI）とメキシコ日本商

工会議所との間で模造品対策に関するホットライン

（担当者指名）が設置された。さらに、日本側が、

通関・税務手続改善要求を行い、その結果、中央

税関のホットライン（担当者指名）が設置されている。

また、日本側は、医療機器に関する「日本の薬事

登録の同等性認定」を求めた結果、同制度が設定

され日系企業が活用している。この他、治安向上（商

品輸送の盗難対策、観光地警備強化、メキシコ治

安省窓口の設置）、観光関係の環境整備、インフラ

整備につき要求を行い、環境改善を得ている。ま

た、メキシコ側からは、農産物品の輸入に係る手続

改善、中小企業支援、直行航空便の就航要求があり、

2006 年 11月よりアエロメヒコ航空が成田－メキシコ

シティ間に直行便が就航している。過去、既に7 回

開催されたビジネス環境整備委員会であるが、現地

日系企業からは高い評価を受けており、引き続き開

催が求められるところである。また、この会合で築

き上げられたメキシコ政府関係者とのパイプを生か

して、メキシコ経済の競争力強化への貢献など様々

な観点から更なる関係強化が図られている。

② 日マレーシアEPA

　ビジネス環境の整備章（第 11章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置、さら

に現地法人等からの要望等を受領する連絡事務所

の指定が義務づけられた。更に、実施取極第 5 章

においては現地法人からの要望を先方政府の連絡

事務所に取り次ぎ、また先方連絡事務所からの回

答を現地法人に伝達する連絡円滑化機関の指定が

想定されている。また本章は紛争解決章の適用除

外としている。ビジネス環境整備小委員会は日本政

府（外務省、経済産業省、在マレーシア日本大使館）、

ジェトロ・クアラルンプール事務所、マレーシア日本

人商工会議所、マレーシア政府（国際貿易産業省等）

などが参加し開催されている。2007 年 3月に第 1

回会合が開催され、直近では、2011年 9月に第 5

回会合が開催されている。本小委員会においては、

日本側からは、電力・ガスの安定供給、環境規制（電

化製品リサイクル規制（策定中）・省エネ優遇税制）

の規律改善、電気亜鉛メッキ鋼板の輸入免税枠制

度の運用改善（詳細は第 I 部第 3 章を参照）、模倣

品対策（別途、知的財産小委員会を開催）、治安向

上（トラックハイジャック対策）、サービス産業の更

なる自由化等の改善要望を行い、種々の具体的な

対応が得られている。また、マレーシア側からは、

自動車協力事業、農産品・食品の衛生検措置、グ

ラスウールに関するJIS 取得措置等に対する改善要

望があった。

③ 日チリ EPA

　ビジネス環境の整備章（第 15 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置を規定し

ている。また本章は紛争解決章の適用除外として

いる。ビジネス環境整備小委員会は日本政府（外務

省、経済産業省、在チリ大使館）、ジェトロ・サン

ティアゴ事務所、日智経済委員会、日智商工会議

所、チリ政府（外務省、税関）、チリ製造業振興協

会等が参加し開催されている。2008年4月に第1回、

2009 年 4 月に第 2 回を行っている。本委員会にお

いては、日本側からは、滞在許可手続きや運転免
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許証切替え手続きの利便向上、湾岸使用料の改善

等を要望し、いくつか前向きな回答を得ている。ま

た、チリ側からは、投資環境改善に関するセミナー

の開催、デジタル原産地証明制度の導入といった要

望があった。

④ 日タイ EPA

　実施取極中、ビジネス環境の向上の分野におけ

る協力章（第 7 章）において、ビジネス環境の向上

に関する小委員会の設置、現地法人等からの要望

等を受領する窓口となる連絡事務所の指定を規定し

ている。また本章は紛争解決章の適用除外として

いる。ビジネス環境の向上に関する小委員会は日本

政府（外務省、経済産業省、在タイ日本大使館）、ジェ

トロ・バンコク事務所、バンコク日本人商工会議所、

タイ政府（投資委員会及び日本側提案議題にかかわ

る関係省庁・機関）が参加し開催されている。バ

ンコクにて、2008 年 9月に第 1回会合が開催され、

直近では 2013 年 11月に第 5 回会合が開催された。

本小委員会では開催地側が相手国から要望を受け

る形で行われることとなっているため、これまでの

会合では日本側からタイ側に要望を出してきている。

第 5 回会合では、外国人事業法における外資規制

の緩和や、洪水関係の対応、知的財産、税関手続き、

労働政策、鉄鋼政策、ビジネスインフラの改善等に

関する諸問題に関して要望を行い、タイ側から対応

状況の説明及びいくつかの前向きな回答を得た。

⑤ 日インドネシアEPA

　ビジネス環境整備章（第 12 章）において、ビジ

ネス環境の整備に関する小委員会の設置、各国政

府内で現地法人からの要望等の窓口となる連絡事

務所の指定を規定している。また本章は紛争解決

章の適用除外としている。なお、実際の運用につい

ては、投資環境整備のための枠組みである「日イン

ドネシア経済合同フォーラム」（2010 年開始）と調

整しつつ行っていくことになる。

⑥ 日ブルネイEPA

　ビジネス環境の整備章（第 8 章）において、ビジ

ネス環境の整備に関する小委員会の設置について

規定している。また本章は紛争解決章の適用除外

としている。

⑦ 日フィリピンEPA

　ビジネス環境の整備章（第 13 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置及び、

ビジネス環境整備についての協議グループの設置、

現地法人等からの要望等を受領する連絡事務所の

指定を規定している。また本章は紛争解決章の適

用除外としている。ビジネス環境整備小委員会は日

本政府（外務省、経済産業省、在フィリピン対大使

館）、ジェトロ・マニラ事務所、在フィリピン日本商

工会議所、フィリピン政府（貿易産業省等）が参加

し開催されている。これまで、2009 年 6月に第 1

回会合、2015 年 1月に第 9 回会合が開催された。

本委員会においては、第 1 回開催から、本協定に

基づく鉄鋼関税割当に係る関税還付制度の実施と

適切な執行、自動車部品関税率の適切な執行、道

路、空港、鉄道及び港湾のインフラ整備及び改善、

電力改革法に基づく発電資産及び電力公社の早期

民営化、送電線の脆弱性の改善、中古車、石油製

品の密輸対策及び関税局の電子化システムの強化

などを要望してきた。フィリピン側も日本の要望に

対して改善するべく対処している。直近の第 9 回会

合においては、日本からの投資の動きが高まってい

ることに留意し、税に関する問題、安価で安定的な

電力供給に関する問題、バタンガス港及びスービッ

ク港の有効活用に関する問題、スービック湾都市開

発庁（SBMA）による追加的な課徴金の問題、産

業人材育成等について議論を行った。

⑧ 日スイス EPA

　経済連携緊密化章（第 13 章）において、経済連

携緊密化小委員会の設置、現地法人からの要望等

の窓口となる連絡事務所の指定、実施取極におい

て連絡事務所と現地法人との間の連絡円滑化機関
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第 8章　国家間における紛争解決、ビジネス環境整備

の指定が可能であることを規定している。また本章

は紛争解決章の適用除外としている。

　2010 年 6月に東京で開催された第 1回会合では、

両国間経済関係の一層の拡充のための意見交換を

実施した。

⑨ 日ベトナムEPA

　ビジネス環境の整備章（第 11章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置、現地

法人からの要望等の窓口となる連絡事務所の指定、

連絡事務所と現地法人との間の連絡円滑化機関の

指定が可能であることを規定している。また本章は

紛争解決章の適用除外としている。なお、実際の

運用については、投資環境整備のための枠組みで

ある「日越共同イニシアティブ」（2003 年開始）と

調整しつつ行っていくことになる。

⑩ 日インド EPA

　第 12 章で、両締約国の間の貿易及び投資を促進

するために、双方の民間部門及びその他の関係機

関の参加を得つつ、各締約国が、自国の法令に従い、

自国の区域内において事業活動を遂行する他方の

締約国の企業のためのビジネス環境を一層整備する

ための適当な措置をとることを定める。

　2012年10月に東京で開催された第1回会合では、

日本側から配当分配税や移転価格税制、最低代替

税、商品サービス税、最大小売価格の表示添付、

対外商業借入、保険業への外資出資比率上限の他、

物流、インフラ、土地収用、強制規格等におけるビ

ジネス環境の改善を申し入れた。またインド側から

はインド産エビの輸入に際しての検査や水産物の貿

易手続き、ジェネリック医薬品、IT 技術者の就労

ビザに関する改善の要望があった。

⑪ 日ペルー EPA

　ビジネス環境の整備章（第 13 章）において、ビ

ジネス環境の整備に関する小委員会の設置を規定し

ている。更に、現地法人からの要望を先方政府の

連絡事務所に取り次ぎ、また先方連絡事務所から

の回答を現地法人に伝達する連絡窓口の指定が想

定されている。また本章は紛争解決章の適用除外

としている。ビジネス環境整備小委員会は日本政府

（外務省、経済産業省、在ペルー大使館）、ジェト

ロ・リマ事務所、日秘経済委員会、日秘商工会議所、

ペルー政府（通商観光省、外務省、内務省等）、日

秘経済協議会等が参加し開催されている。

　これまで 2012 年 11月に第 1 回会合、2014 年 9

月に第 2 回会合が開催された。直近の第 2 回小委

員会において、日本側からは、基盤インフラの改善、

法制度の改善、行政手続きの透明化、税制度の簡

素化、雇用・労使問題の改善、出入国管理諸手続

の迅速化、治安問題の改善等の要望を行い、ペルー

側各担当省庁より個別案件の対応現況、今後の対

応計画等の詳細説明を受けた。またペルー側から

は、日本へ輸出するペルー農産品の植物検疫承認

の迅速化、濃縮ミルクの輸入割当に関する要望が

あった。

⑫ 日豪 EPA

　経済関係の緊密化章（第 18 章）において、両締

約国間の経済関係の緊密化を目的として、貿易及び

投資の促進に関する協議の在り方を規定している。

これまでのEPAと同様、両締約国の政府関係者に

加え、政府以外の関係団体の代表者も招請するこ

とができる小委員会を設置すること等を規定してい

る。

⑬ 日モンゴルEPA（署名済）

　ビジネス環境の整備章（第 14 章）において、両

締約国は自国の法令に従い、① ビジネス環境を一

層整備するために適切な措置をとること、② ビジネ

ス環境を一層整備するための協力を促進すること 

を基本原則としている。また、その効果的な実施・

運用のために、「ビジネス環境の整備に関する小委

員会」の設置を規定している。これまでのEPAと

同様、両締約国の政府関係者に加え、政府以外の

関係団体の代表者も招請することができること等に

ついても規定している。



2 EPA 
( :2014 9 ) 

9 EPA 
( :2015 1 ) 

AT

PEZA PEZA

SBMA

＜図表Ⅲ‐8‐5＞ビジネス環境の整備に関する委員会における日本側からの主な改善要望事項と成果（2014

年 3月～ 2015 年 2月に開催されたビジネス環境の整備に関する委員会の開催実績）
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第 8章　国家間における紛争解決、ビジネス環境整備

（4）ビジネス環境の整備に関する事項
が取り上げられるその他会合

　経済連携協定や投資協定等で規定する会合以外

にも、ビジネス環境の整備に関する事項が取り上げ

られる会合が多数存在する。

　例えばブラジルと日本との間では、協定に基づか

ない「日伯貿易投資促進合同委員会」を2009 年よ

り6 回開催し、双方の貿易・ビジネス環境の改善に

ついて議論を行い、商用査証有効期限延長、技術

移転契約の期間延長等の成果を挙げている。2013

年には、産業協力をテーマに加え、「第 1回日伯貿

易投資促進・産業協力合同委員会」を開催した。

また、日越共同イニシアティブでは、日越経済連携

協定ビジネス環境整備章と連携し、ベトナムの投資

環境上の問題について行動計画を作成し、進捗を

フォローする取組を行っている。インドネシアと日本

の間では、日インドネシア経済合同フォーラムを開

催し、インフラ整備、投資・ビジネス環境整備を促

進するための枠組みを提供している。

　企業が輸出先・進出先国の政府措置その他にお

ける問題に直面した場合、現地政府に対して直接に

要望・申入れを伝えるほか、日本政府を通じて要望・

申入れを伝えることもしばしば行われている。経済

連携協定等が規定するビジネス環境整備に関する

政府間会合のほか、定期又は不定期に行われる政

府間会合は、そうした問題が政府に取り上げられる

機会を提供している。
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第 1章　ドーハ開発アジェンダの動向

1．交渉の立ち上げから 2004 年 7 月
枠組合意までの動向

　2001 年 11 月にカタール・ドーハでの第 4 回

WTO閣僚会議において新ラウンド（ドーハ開発ア

ジェンダ）の立ち上げが宣言された。ドーハ開発ア

ジェンダは、WTOの前身であるGATT（ガット）

時代から数えると通算 9回目のラウンドであり、農

業、非農産品市場アクセス（NAMA）、サービス、

アンチ・ダンピングのほか、1996 年の第 2回シンガ

ポールWTO閣僚会議から議論が開始されたシン

ガポール・イシュー（貿易円滑化、投資、競争、政

府調達透明性の 4つの新しい交渉分野の総称。そ

の後、2004 年 7月の枠組み合意において、貿易円

滑化のみが交渉対象とされた）、環境や開発途上国

問題といった新たな時代の要請に対応した幅広い

分野を取り扱う包括的な内容となっている。

　加盟国は 2002 年初頭より実質的な交渉を開始

し、2003 年 9月のカンクン閣僚会議において、ラウ

ンド合意に向けた土台となる主要事項につき合意す

ることを目指したが、多くの分野について加盟国間、

とりわけ先進国と開発途上国との間の対立を解消す

ることができず、決裂した。その後、軌道に戻す取

組が模索され、10月のAPEC閣僚会合及び非公式

首脳会合では、ラウンドの成功裡の終結に向けて努

力することを閣僚及び首脳レベルで確認し、個々の

論点について立場の違いはあるが、カンクンで採択

されなかった閣僚宣言案を基礎として議論を積み上

げるべきことで一致した。

　2004 年初頭より、米通商代表や欧州委員による

各国への働きかけなどを通じ、2004 年をラウンド

にとって「失われた年」としてはならず、交渉を軌

道に戻すべく年央までに交渉の枠組みについて合意

を目指すべきとの雰囲気が醸成されていった。2月

に開催された一般理事会では、我が国の大使が一

般理事会議長に選ばれたほか各交渉会合等の議長

が新たに選出され、農業、NAMA、サービス、ルー

ル（アンチ・ダンピング等）などの交渉グループの

会合が順次再開された。また、OECD閣僚理事会（5

月）、WTO 非公式閣僚会合やAPEC 貿易大臣会

合（6月）、G8 サミット（7月）においても、交渉の

主要分野における7月末までの枠組みの合意に向

けた政治的意志が改めて確認された。

2．2004 年 7 月枠組合意から 2005 年
12 月香港閣僚会議までの動き

　2004 年 7月31日の一般理事会において、ドーハ

開発アジェンダの交渉の枠組みが合意された（通称：

枠組合意）。非農産品の市場アクセスについての交

渉の枠組みが合意されたほか、貿易円滑化の交渉

開始を決定した。また、サービス、ルール、開発

等の分野の今後の交渉の方向性が示されたことで、

今後の包括的ラウンドの重要な基礎が作られ、カン

クン閣僚会議以来、脱線状態にあったラウンドが再

び軌道に乗ることとなった。

　7月の一般理事会の結果を受けて、2004 年末か

ら2005 年初頭にかけては、各交渉会合（NAMA、

農業、ルール、サービス、貿易円滑化等）で技術

的作業が進展した。2005 年 1月には、スイス・ダ

第1章
ドーハ開発アジェンダの動向

〔1〕ドーハ開発アジェンダにおける交渉枠組みの検討
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ボスで開催された世界経済フォーラム年次総会（通

称：ダボス会議）の際に、スイス主催でWTO 非

公式閣僚会合が開催された。同会合では、2006 年

中に交渉を終結させるべきであり、NAMA、農業、

サービス、開発、貿易円滑化を含むルールの主要 5

分野について、2005 年 12月の香港閣僚会議に向

けて、夏休み前までに「モダリティ（関税削減の方

式等に関する詳細な取り決め）たたき台」を発出す

べきとの認識が共有された。

　ダボスでの議論は、2月にジュネーブでの高級事

務レベル会合や貿易交渉委員会等を通じて、ほぼ

全加盟国の共通認識となった。また、3月にケニア・

モンバサで行われたWTOミニ閣僚会合（ケニア・

モンバサ）では、夏前の「モダリティたたき台」の

作成及び香港閣僚会議に向けての段取りが一定程

度明らかになった。

　4月には、ドーハ開発アジェンダの進展、特に

NAMA分野の進展に貢献する観点から、経済産

業大臣が、東アジアの主要国・地域の閣僚等を招き、

千葉県幕張でNAMA非公式閣僚会合を主催した。

関税削減方式（フォーミュラ）に関し、新たな開発

と成長の機会につながる現実の市場アクセス改善を

実現するため、開発途上国への配慮を考慮しなが

ら、野心の水準を高くすることが必要であり、各国

とも交渉に積極的に貢献する必要があること等につ

き認識が共有された。

　5月から7月にかけてOECD閣僚理事会・WTO

非公式閣僚会合（5月）、APEC 貿易大臣会合（6月）、

中国主催非公式閣僚会合（大連）（7月）が開催さ

れ、我が国を含む20 ～ 30 の主要国の閣僚が集ま

り、交渉の前進を図るべく交渉が重ねられた。我が

国は、これらの閣僚会合の機会を使って、東アジア

諸国の閣僚等を集め、4月のNAMA閣僚会合のフォ

ローアップ会合を開催し、6月のAPEC 貿易大臣会

合において野心の高い関税削減方式（スイス・フォー

ミュラ）支持への合意形成に大きく貢献した。

　しかしながら、農業、NAMAなど主要分野にお

いてWTO加盟国間の立場に収斂がみられなかっ

たため、7月末の一般理事会では当初目標としてい

た「モダリティたたき台」は作成されず、各交渉分

野の現状報告が行われるとともに、WTO 事務局長

から交渉全体の状況報告がなされ、12月の香港閣

僚会議に向けて各国の結束が呼びかけられるに止

まった。

　その後夏休みを挟んで、9月1日にWTO 事務局

長が交替し、交渉が再開・本格化した。

　交渉再開後、主要国閣僚レベルで調整が行われ

る最初の機会として、10月初頭にチューリヒで米国

主催非公式閣僚会合が開催された。同会合では、

焦点の1つとなっていた農業交渉において、米国が

これまでの立場から一歩踏み込んだ国内支持につ

いての新たな提案を提出した。これに呼応する形で

EU、G20、G10 から提案が一通り出され、膠着状

態にあった農業交渉に進展がみられた。11月中旬

にはAPEC 閣僚会合が開催され、各国閣僚が香

港閣僚会議の成功のために最大限努力を払っていく

ことで認識が一致した。

　こうした動きの中、少数国による交渉も活発化し

た。11月初頭に、WTO交渉主要関係国である米国、

EU、インド及びブラジルの 4か国が構成するG4グ

ループに我が国が初めて加わる形でインド主催少数

国閣僚会合がロンドンで開催された（我が国からは、

経済産業大臣及び農林水産大臣が出席）。同会合

では、農業、NAMA、サービス等の主要交渉分野

のそれぞれにつき集中的な議論が行われるとともに

分野横断的な観点から全体的な野心の水準につい

ても議論された。これを機に、我が国は主要少数

国の一員として交渉に深く関与していくことになった

（11月後半以降は、G4に加え、我が国と豪州が参

加した形（＝G6）での少数国閣僚会合が開催され

るようになった）。

　一方、各分野の交渉会合においては、10月後半

から11月後半にかけて、香港閣僚宣言案、交渉の

現状報告案等につき具体的な議論を行い、各交渉

議長は閣僚宣言案の素材となる交渉の状況報告を

WTO 事務局長に提出した。11月26日には、各交

渉議長から提出された報告を合体した形の香港閣

僚宣言草案がWTO 事務局長より発出された。そ
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の後、主に、農業、NAMA及び開発について各国

による文言調整が行われ、一部に空欄を残した形

で12月2日の一般理事会で承認され、香港閣僚会

議に提出された。

　2005 年 12月13日から18日まで、香港にて開催

された第 6回閣僚会議は、18日に閣僚宣言を採択

し閉幕した。我が国からは、経済産業大臣、農林

水産大臣、外務大臣他が出席した。会議では、ドー

ハ・アジェンダの成功へ向けた確実な土台が築か

れるとともに、特に開発途上国に対する開発支援策

（「開発パッケージ」）が合意され、交渉の進展に大

きな弾みがもたらされた。各交渉分野では、①農

業において、国内支持、関税の階層削減の方式の

具体化を推進、②非農産品（NAMA）においてス

イス・フォーミュラに合意、③サービスにおいて分野

別複数国間交渉の導入を含め交渉の具体的な進め

方に合意、④ルールにおいて今後の交渉の範囲と目

的等を確認、⑤開発において後発開発途上国（LDC）

産品に対する原則無税無枠化に合意するなど、多方

面で前進が見られた。

　なお、開発に関しては、閣僚会議直前に総理大

臣自らが、我が国の開発途上国への開発支援策で

ある「開発イニシアティブ」を発表し、ラウンドへの

貢献に対する強い決意を世界に対し発信し、多くの

開発途上国から評価の声が寄せられた。

　香港閣僚宣言では、2006 年 4月末が NAMA及

び農業のモダリティ確立期限、7月末が譲許表案提

出の期限とされていた。2006 年 1月末にスイス･ダ

ボスで開催されたWTO非公式閣僚会合では、年

内妥結に向けての強い決意が表明され、期限どお

りに成果を出すべく、全分野にわたって積極的に取

り組むことで一致した。また、同会合に先駆けて、

G6 閣僚会合が開催され、メンバーが密接に連携し

て交渉を進めていくことで意見が一致した。

3．香港閣僚会議以後　～ 2006年 7月
から 2007年 1月の交渉中断を経て

　香港閣僚会議で決められた 2006 年 4月までの

モダリティ確立の期限に向け、閣僚会合・二国間協

議が続けられてきたが、農業の市場アクセス、農

業の国内支持（農業補助金）、NAMAの 3分野に

おける主要国のスタンスが攻めと守りで交差するい

わゆる「三角形」の膠着状態に陥り、4月末の期限

を守ることができなかった。5月にパリで行われた

OECDの閣僚理事会や 6月にベトナムのホーチミン

で行われたAPEC 貿易担当大臣会合でも、農業及

び非農産品市場アクセス（NAMA）のモダリティを

6月末までに合意するために取り組む旨が確認され

た。この流れを受けて、6月29日から7月1日まで

ジュネーブで開催された非公式閣僚会合では、農業

とNAMAのモダリティ確立を目指して交渉が行わ

れた。我が国からは、経済産業大臣及び農林水産

大臣が参加し、G6 諸国を中心として合意を模索し

たが、各国の立場の乖離が縮まることはなく、モダ

リティ合意を果たすことはできなかった。

　7月に入り、膠着状態を打開するため、WTO 事

務局長の主要国訪問による調整、G8 首脳による「1

か月以内の農業とNAMAのモダリティ確立を目指

す」旨の政治的意思の表明（サンクトペテルブルク・

サミット）、G6 閣僚によるジュネーブでの緊急会合

といった努力が続けられ、7月23日よりG6 閣僚会

合を集中的に開催することが決定された。23日の同

会合においては、約14 時間に及ぶ議論が行われた

ものの、各国の立場の違いが埋まるには至らなかっ

た。現状では議論の進展は見込めないとの判断か

ら、WTO 事務局長は 24日の非公式貿易交渉委員

会においてラウンド交渉を中断する旨発表し、年内

の交渉妥結は困難と表明した。我が国をはじめとす

る各国とも遺憾の意を表明しながらも、事務局長の

提案を了承した。

　交渉中断後、夏から秋にかけて各国・地域にお

いて交渉再開にむけての働きかけが行われた。

　8月の日中韓アセアン経済大臣会合においては、

経済産業大臣より、遅くとも11月中旬からの交渉

再開を目指し 2007年の早期に農業・NAMAのモ

ダリティを確立することを内容とする「交渉再開にむ

けた 5つの行動」を提案し、各国より支持を得た。

9月のG20閣僚会合（9～10日）、ASEM首脳会合（10
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～11日）ケアンズ閣僚会合（20 ～ 22日）でも、首脳・

閣僚レベルで交渉の早期再開を目指す取組が続け

られた。この間、我が国の経済団体による主要国

へのミッションの派遣などに代表されるよう、民間

からも交渉再開を求める声が上がった。

　06 年 11月にベトナムで開催されたAPEC閣僚・

首脳会合で、再開に向けた大きな一歩が踏み出さ

れた。WTO 事務局長も参加した閣僚会合で各国

から交渉再開を求める声が相次ぎ、APEC 首脳に

よる「突破口の確保に向けて必要な柔軟性と野心を

確認する」との強い意志を示した独立宣言文が発

出された。これを受け、WTO 事務局長は事務レベ

ルでの作業の再開を宣言し、停滞していた各交渉

議長を中心とする作業が開始された。

　2007年に入り、米・EU首脳会談を皮切りに、主

要国の首脳・閣僚レベルでラウンド妥結へのコミット

メントが相次いで示された。我が国も総理大臣の欧

州訪問の際、英国首相、欧州委員会委員長との間

で、WTOの早期妥結に向け相互に連携していくこ

とを確認した。経済産業大臣や農林水産大臣も訪

米・訪欧や電話会談等を通じ、主要国の担当閣僚

との議論を活発に実施した。

　1月27日にスイス・ダボスで開催されたWTO非

公式閣僚会合では、ラウンド交渉を元に戻す必要

性、ジュネーブでのフル・スケールの活動を早期に

再開する必要性、すべての交渉分野を含む包括的

なアプローチを取る必要性、透明性あるマルチのプ

ロセスの必要性、ドーハ・ラウンド交渉の開発側面

の重要性等について各国の認識が一致し、1月31

日にジュネーブにおいて開催された非公式貿易交渉

委員会を経て、交渉が本格的に開始されることと

なった。

4．2007 年 6 月の G4 決裂から議長テ
キスト発出による交渉加速へ

　2008 年の米大統領選開始を控え、各国は 2007

年中の交渉妥結が重要であるとの認識を持ち、ま

た 2007年 6月末で米国において行政府に通商交

渉の包括的な権限を与える貿易交渉権限（TPA：

Trade Promotion Authority）が失効することから、

夏前のブレークスルーに向けて各国が交渉進展のた

めの努力を行った。

　1月末の交渉再開直後しばらくは、主要国の二

国間協議を中心に議論が進展した。特にG4（米、

EU、伯、印）/G6（G4＋日、豪）の各国の間で、

SOMレベル、閣僚レベルで二国間協議が集中的に

行われ、我が国も二国間協議のプロセスを積み重

ねた。4月には、前年 7月の交渉中断以来 9か月ぶ

りとなるG6 閣僚会合がインド・ニューデリーで開催

され、年内妥結に向けた強い決意を表明したコミュ

ニケが発表された。それまで、交渉期限を設定する

ことに対する根強い慎重論があったが、年内妥結

という目標をG6で公に合意した意味は大きく、そ

の後のマルチの動きの本格化を後押しする事となっ

た。

　この頃から、夏休み前の大きな進展を目指し、二

国間プロセス、G4/G6といった少数国間プロセスと

ジュネーブでのマルチのプロセスの 3つが並行して

活発に動いた。二国間、少数国間では、5月中旬に

パリで開催されたOECD閣僚理事会の機会を利用

し、同地にて4月のニューデリーの会合に引き続き、

G6閣僚会合が我が国主催で開催された。同時並行

で行われていた、ジュネーブでのマルチの動きとし

ては、4月末、5月上旬に農業交渉議長のペーパー

が 2回にわたって発出され交渉会合の活性化をもた

らした他、6月の非公式貿易交渉委員会にてWTO

事務局長は農業及び NAMAのテキストは 6月後半

に同時に発出し、7月後半に閣僚ベースの交渉を行

い、農業・NAMAのモダリティ合意を目指す旨を

表明。夏休み前の進展に向けた議論の加速化を促

した。

　6月初旬にはG8 サミットが開催され、各国首脳

より交渉の早期妥結に向けて積極的なコミットメン

トが示された。G4/G6 等の主要国は、主要国間の

意見の収斂に向けた努力を続けながら、その成果

を反映させる形で、夏休み前のNAMA、農業のモ

ダリティ合意を目指したが、6月後半にドイツ・ポツ

ダムで開催されたG4閣僚会合が意見の収斂を見ず
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に決裂したため（これに伴いG6 閣僚会合も中止）、

各国はジュネーブにおいてWTO 事務局長、各交

渉議長の下でのマルチのプロセスを進めていくこと

となり、事務局長の指示で、農業・NAMAの議長

テキストが発出されることになった。こうした状況

の中、7月初旬に豪州ケアンズで開催されたAPEC

貿易担当大臣会合では、交渉の年内妥結を改めて

確認する旨の特別声明が採択された。

　前述のAPECをはじめ、各国のマルチのプロ

セスへの支持を受け、7月17日、農業交渉議長、

NAMA交渉議長により、農業、NAMAのモダリティ

に関する議長テキストが発出された。個別の論点に

ついては、我が国も含めた各国にとってその時点で

同意できるものではなかったが、文書をたたき台と

しつつ、マルチの場で議論を積極的に行っていくこ

とが肝要との認識が多くの関係国に共有され、テキ

ストそのものを拒絶するような強い否定的反応は見

られなかった。テキスト発出後に行われたジュネー

ブでの農業交渉会合、NAMA交渉会合でも、両

議長テキストは、概ね 9月以降の交渉のたたき台と

なることが確認された。

　夏休み明けの 9月初めにシドニーで開催された

APEC首脳会議では、年内に交渉が最終局面に入

ることを確保するとの声明が発出された。同時期に

ジュネーブでは、農業を皮切りに交渉グループごと

の交渉が再開された。年内にモダリティ合意をする

ことはできなかったが、年末の一般理事会におい

て、WTO 事務局長は、2008 年の早い時期に農

業・NAMAのモダリティに合意することができれば

2008 年末までに交渉を妥結することができると前

向きな発言を行った。

5．2008年7月の閣僚会合開催と決裂・
12月の定期閣僚会合不開催

　2008 年 1 月 26 日、スイス・ダボスにおいて、

WTO非公式閣僚会合が開催された。同会合にお

いて、主要国の政治情勢を勘案し、交渉の年内妥

結を目指すこと、そのため農業・NAMAの改訂議

長テキスト発出後、大使・高級実務者会合を経てイー

スター（3月23日）前後に閣僚会合でモダリティ合

意とその他の分野での進展を図ることを目指して取

り組むことが確認された。これを受け、WTO 事務

局長が、1月末の非公式貿易交渉委員会において、

「年内妥結の必要性」、「2月4日の週に包括的な改

訂テキストを発出後、農業・NAMAの水平的なプ

ロセスを行い、その後農業・NAMAのモダリティ

合意を目指す、また、交渉全体の妥結の前に譲許

表作成作業で 6～ 8か月が必要というスケジュール

感」を示した。

　その後、2月8日、農業・NAMA両交渉議長により、

農業及び NAMAのモダリティに関する改訂議長テ

キストがそれぞれ発出された。しかし主要な数字に

ついては 7月時点のテキストと同じ幅のある案が基

本的に維持され、今後の議論に決着が委ねられた

形となった。また、2月12日には「サービス交渉の

終結に必要な要素」に係る議長報告が発出された。

　これを受けて 3月には水平的議論に向けて

WTO 事務局長が調整を本格化した。各国閣僚レ

ベルでも電話会談、書簡等を通じて閣僚会合に関

する議論が行われ、4月に入ってからは、英豪首脳

会談、日仏首脳会談、G7、英米首脳会談、G8ビジ

ネスサミット等で首脳レベルからも交渉加速のメッ

セージが多数発出された。

　スイス・ジュネーブにおける分野毎の交渉が長引

いたため、再改訂議長テキストの発出がずれ込ん

だが、5月19日、農業・NAMAの再改訂議長テキ

ストが発出された。閣僚会合の日程についてはその

後の調整に委ねられたが、WTO 事務局長が 5月7

日の一般理事会で「年内妥結のためには、今後数

週間でモダリティに合意する必要あり」と発言した

ことを受け、5月下旬から 6月の閣僚会合が引き続

き目指された。また、5月26日にはサービス交渉議

長から議長報告の改訂版、28日にはルール交渉議

長から作業文書が提示された。

　6月1日～ 5日にかけてフランス・パリで開催され

たOECD閣僚会合の機会を捉え、豪州貿易大臣の

主催によるWTO非公式閣僚会合が開かれた。こ

こでは、ドーハ・ラウンドの年内妥結に向けて、以
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後数週間集中的な議論を行い、閣僚会合の開催を

目指すことで合意した。

　その後、テキスト発出を受けたスイス・ジュネー

ブにおける一連の次官級の会合の結果、6月25日

の少数国大使級会合において、ついに、WTO 事

務局長が 7月21日から閣僚会合を開催することを

発表した。

　7月7日～9日に行われた先進8ヵ国首脳会合（G8

北海道洞爺湖サミット）では、成果文書に、①野心

的でバランスのとれた包括的なラウンド妥結の重要

性、②すべてのWTO加盟国に対する実質的な貢

献の呼びかけ、③ 7月21日から始まる閣僚会合の

招集を歓迎し、同じ機会に行われるサービス貿易に

関するシグナリング会合を開催することを支持するこ

と、が盛り込まれ、閣僚会合を前にした主要国首脳

の決意が示された。

　閣僚会合の日程が発表された後、閣僚レベルで

主要な数字に合意してモダリティ合意を目指すため

の土台として、7月10日に農業・NAMA両議長に

より、農業及び NAMAの再々改訂議長テキストが

発出された。個別論点については、依然として各国

間の意見の収斂が得られていない点も多かったが、

閣僚会合での議論の土台として各国に受け入れられ

た。

　6月の発表通り、7月21日より、スイス・ジュネー

ブにてWTO 非公式閣僚会合が開催された。25

日にWTO 事務局長より提示された裁定案では、

NAMAについて各国の要望を反映した提案も盛り

込まれるなど一定の進展も見られた。また、サービ

ス分野では閣僚レベルでのシグナリング会合が開催

され、各国からの積極的なオファーも見られた。し

かし、主に農産品の輸入に係る途上国向け特別セー

フガード措置（SSM）を巡って米国とインド・中国

が対立し、立場の違いは最後まで埋まらず、閣僚

会合はモダリティ合意に至らないまま29日に決裂し

た。

　閣僚会合の決裂に対し、多くの各国は失望感を

示すと共に、これまでの議論を土台として早急に

交渉を再開すべきであるとの見解を示した。8月に

はラウンドのモメンタムを維持するための努力が、

バイ会談等の場で各国によって行われ、8月末の

ASEAN貿易大臣会合では、ラウンドの成功裡かつ

早期の妥結のために引き続き努力していくことが謳

われた。

　9月に入ると、ジュネーブにおいて農業・NAMA

それぞれの事務レベルでの交渉が再開した。

　一方、9月15日には米国のリーマン・ブラザーズ

が破綻し、世界の金融市場に衝撃を与えた。この

米国発の金融危機が世界の実体経済に波及し急速

な景気後退をもたらしていることが認識されるにつ

れ、1930 年台に世界恐慌が保護主義の連鎖を生み、

やがて世界大戦にまで至った過去を繰り返してはな

らないとの声が国際的に高まった。

　米国・ワシントンDCで 11月15日に開催された

主要 20 か国による「金融・世界経済に関する首脳

会合（G20）」では、首脳宣言の中に、以後 12ヶ月間、

貿易や投資に対する新たな障壁を設けないことの誓

約と共に、「WTOドーハ開発アジェンダが、志が高

く、かつ、バランスのとれた成果を得て、成功裡に

妥結することに導くようなモダリティに、年内に合意

に至るよう努める。我々は、この目標を達成するよ

う自国の貿易担当大臣に指示するとともに、必要に

応じて自らが直接に支援する用意がある」との文言

が盛り込まれた。また、これに続きペルー・リマに

て開催されたAPEC首脳・貿易大臣会議の機会に

おいても、11月22日に、同様の趣旨の「世界経済

に関するAPEC 首脳リマ声明」が発出された。こ

のように、世界経済危機を受けて立て続けに首脳レ

ベルで年内モダリティ合意への強い政治的決意が示

されたことは、ラウンド交渉の気運を高めた。

　主要国首脳からの力強い声明を受け、年内閣僚

会合開催の可能性を探るべく、多くの国が首都や

ジュネーブでの意見調整に努め、12月 6日には、

農業・NAMA両議長が 4回目となる改訂議長テキ

ストを発出した。各国からは、テキスト自体につい

てはおおむね良好な反応が示されたが、閣僚会合

については 2度目の失敗を犯すことがないよう、成

功の可能性を最大化させてから行うべきであるとの
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意見も多く聞かれた。WTO 事務局長は、3つの分

野、すなわちNAMAの分野別関税撤廃と農業の

SSM、綿花について閣僚会合を開催する前に十分

な政治レベルでの意志の確認を行う必要があるとの

認識から、閣僚会合開催について慎重な検討を行っ

た。主要各国の閣僚レベル、ジュネーブの大使レベ

ルで様々なコンサルテーションが行われ、調整が続

けられたが、12月12日、WTO 事務局長は、分野

別関税撤廃とSSMについて合意に必要な各国の政

治的意志が欠けているとして、年内の閣僚会合開催

を見送ると決定した。

　その後、12月19日にはルール改訂議長テキスト

が発出された。本テキストは、各国の立場にある

程度収斂のある点のみ、条文改正案を提示し、各

国が対立するゼロイングやサンセットなどの論点は、

各国の見解とともに項目名のみを記載した。

　こうして、2008 年には計 4回の農業・NAMAの

議長テキストが改訂され、年末にはWTO閣僚会

合開催が検討されながらも、年内モダリティ合意を

達成することが出来ず、その後の交渉の見通しがな

いまま米国の政権交代の年を迎えることとなった。

6．2009 年 9 月のインド主催閣僚会合
を契機とする交渉打開の模索

　2009 年 1月31日には、スイス・ダボスにおいて

WTO非公式閣僚会合が開催された。各国閣僚が

保護主義を抑止することの必要性で一致し、ドーハ・

ラウンド交渉について、残された問題の難しさを認

めつつも早期妥結への決意を再確認した。また、

20日に発足した米国新政権に対して、保護主義を

抑制し、現在のラウンド交渉の枠組みとこれまでの

交渉の積み重ねを維持して進展させるべきであると

いう、各国からの強いメッセージが示された。

　その後、3月18日に、米国通商代表部（USTR）

の代表が議会で承認された。世界経済の後退を受

けて米国内でドーハ・ラウンドに後ろ向きな声が聞

かれる中で、我が国を含め各国は、USTRに対し

交渉を推進するよう働きかけた。4月2日にイギリ

ス・ロンドンにて行われた第 2 回 G20 では、首脳

は、前年 11月の貿易や投資に対する新たな障壁を

設けないことの誓約を2010年末まで延長するととも

に、合意に反する措置を早期に是正することを約束

した。また首脳は、「急務であるドーハ・ラウンドの

志の高く、バランスのとれた妥結」を現在までの進

展に立脚して達成することへのコミットメントを示し

た。

　また、4月から 5月中旬にかけて、WTOの主要

プレーヤーの一つであるインドで総選挙が行われ、

与党連合の圧勝により、第2次シン政権が発足した。

2 期目に伴う内閣改造の結果、WTO交渉を担当す

る商工大臣は前年の交渉で米国と激しく対立した大

臣から交代した。

　6月7日～ 9日には、インドネシア・デンパサール

にて農業輸出国と主要国の閣僚によるケアンズ・グ

ループ閣僚会合が開催された。米国・インドの新閣

僚が初めて出席するWTO関係閣僚級会合となっ

た本会合では、両国を含めた主要国がラウンドの早

期妥結を目指すことで一致、共同声明では高級事

務レベル交渉の夏休み前の再開が明記された。米

国通商代表は、通商交渉の評価は終えたと明言し、

2010 年中の交渉妥結を目指し、主要国と二国間で

交渉を開始する意向を表明、インド商工相も9月の

G20 首脳会合前に貿易担当大臣会合を自らの地元

で主催することを提案するなど、新閣僚による積極

的なコミットメントが示された。

　同月末の 6月25日には、OECD閣僚理事会に合

わせWTO非公式閣僚会合が開催された。会合で

は、残された論点を整理するため、ジュネーブで夏

前に高級事務レベル会合を再開し、閣僚が継続的

にこれを支援することが決定され、交渉妥結を目指

す機運が高まりはじめた。同 7月8日～10日には、

イタリア・ラクイラにおいてG8 サミットが開催され

た。G8に新興国が加わった会合後に採択された首

脳宣言では、ドーハ・ラウンドの 2010 年中の妥結

という交渉期限目標が明記されるとともに、9月の

G20ピッツバーグ・サミット前に貿易担当閣僚会合を

開催することが合意された。続いて、7月21日には

APEC 貿易担当大臣会合が開催され、尼・豪が議
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論を主導した。本会合では、2010 年までに最終合

意を目指すこと、9月の G20 サミット前に具体的進

展がみられるよう、閣僚から事務レベルに具体的な

指示を出すこと、等に概ね支持が得られた。

　夏休み前の高級事務交渉の再開はかなわなかっ

たものの、2010 年中の交渉妥結に向けた、一連の

首脳・閣僚レベルの強い政治的コミットメントを受け、

WTO 事務局長は 7月末の非公式貿易交渉委員会

において、秋は全ての交渉グループにとって非常に

忙しい時期になるだろうと述べ、今後の各交渉分野

におけるロードマップを示した。

　夏休みが明けた 9月、インドが事前のアナウンス

どおり、WTOにおける主要国ないし途上国グルー

プの代表約 35カ国を招待し、デリーで非公式閣

僚会合を主催した。会合では、ラクイラ・サミットで

「ドーハ・ラウンド交渉の 2010 年までの妥結の追求」

が合意されたことを受け、その実現のために今後ど

のように交渉を進めていくべきかについて専ら議論

された。会合後のインド商工大臣による総括では、

① 9月14日の週にジュネーブにおいて高級事務レ

ベルによる会合を開催し、作業工程を詰めていくこ

と、②交渉は、昨年 12月までの成果を交渉の土台

としていくこと、③マルチを主たるプロセスとして議

論の透明性を確保しつつ、他のやり方（二国間・複

数国間の協議）を通じて各国間の理解を深めていく

こと、④ LDCに配慮すること、⑤ 2010 年までの

妥結に向けて閣僚は引き続き進捗状況をレビューし

ていくこと、が本会合における成果のポイントとして

示された。

　閣僚からの指示を受け、9月15日からジュネーブ

にて開催された高級事務レベル会合でも、主に交渉

プロセスに焦点をあてた議論がなされ、翌 10月か

ら12月まで毎月高級事務レベル会合を開催し、交

渉の進捗を図ることが決定された。

　9月24日、25日の G20ピッツバーグ・サミットで

は、2010 年中のドーハ・ラウンド妥結を目指し、多

国間交渉に加えて二国間協議を促進すること、その

成果を2010 年初頭まで刈り取ることを各国貿易大

臣に要請することが合意された。その後、11月14日、

15日に開催されたAPEC首脳会議でも、保護主義

的圧力に対抗し、世界経済の回復をするためには、

2010 年内の志の高くバランスの取れたドーハ・ラウ

ンドの交渉妥結が最も有効な手段であること、交渉

を加速し、最終的なパッケージを得るため、可能な

限りの柔軟性を示し可能な限りのあらゆる手段を活

用する用意があることが確認され、ラウンドを成功

裡の妥結に導くためになすべきことについて緊密に

協力し、2010 年初めまでに進捗を評価することが

閣僚に指示された。

　11月 30 日から12月 2日には、4 年ぶりとなる

WTO定期閣僚会議が開催され、我が国から経済

産業大臣、農林水産大臣、外務副大臣が出席した。

本会議で交渉の中身についての議論はなされなかっ

たが、ドーハ・ラウンドが途上国における経済回復

及び貧困削減にとって重要であることが再確認さ

れ、2010 年中の交渉妥結及びそのための翌年第 1

四半期のストック・テーキング（進捗評価）の必要性、

これに向け高級事務レベルのロードマップを準備す

ることについて支持があった。

7．2011 年中の妥結を目指した交渉の
再活性化へ

　2010 年 1月30日には、スイス・ダボスにおいて

WTO非公式閣僚会合が開催され、我が国から経

済産業大臣、農林水産大臣が出席した。3月に開

催される予定の進捗評価会合は実施レベル（閣僚

又は高級実務者）を予断せず、2月・3月に高級実

務者で集中的に議論を行い、閣僚が判断すべき論

点を絞り込むことで概ね一致がみられた。また、同

日の昼食会では「貿易と環境」についての議論も行

われ、気候変動と貿易との関連については、当面、

COP（気候変動枠組条約締約国会議）での議論を

見極めつつ対応していくべきとの意見が多数示され

るとともに、WTOとしても、「貿易と環境」交渉に

おいて行われている環境物品・サービスの自由化交

渉を引き続き進めていくことの重要性が確認された。

　2月の高級実務者会合の結果、進捗評価会合は

高級事務実務者で実施されることとなった。3月22
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～26日に開催された高級事務レベルによる進捗評

価会合では、これまでの交渉状況を全般的に評価

されたが、交渉期限については特段議論が行われ

ず、ドーハ・ラウンド妥結に向けて全ての分野で交

渉を続けていくことで合意された。今後はWTO 事

務局長が提示したカクテル・アプローチ（①各交渉

グループ議長主導のプロセス、②透明性と包摂性

のための貿易交渉委員会、③少数国・バイによる

個別分野・分野横断的議論、の 3 つのプロセスの

組み合わせによる交渉）に沿って、これまでの成果

を基礎に実務的協議が進められることとなった。

　進捗評価会合では、カクテル・アプローチによる

交渉の継続が表明されたものの、具体的な交渉の

進め方は決められていなかった。閣僚会合決裂以

降の交渉停滞の主因は、2008 年 7月の合意案に加

えて、新興途上国（中国、インド、ブラジル）に更

なる市場アクセスを要求する米国と、これに反発し、

途上国への配慮を強調する新興途上国の対立が解

決されないことであった。しかし、不在が続いてい

た米国のジュネーブ大使が着任した 5月以降、交渉

打開の糸口を探るべく、ジュネーブにおいて実務レ

ベルの様々な交渉形態が模索された。5月19 ～ 20

日に開催されたEU・インド主催のG19 高級事務レ

ベル会合（最終的には 20ヶ国が参加）はその一例

である。

　こうした中、一連の首脳／閣僚級の会合で、ドー

ハ・ラウンドに関する議論が行われた。5月27日に

は、OECD閣僚理事会に合わせてWTO非公式閣

僚会合が開催された。同会合では、各国からラウン

ドの停滞が指摘され、最終的な着地点に関する大

きな認識の差を埋めるべく、分野横断的な議論を

推進し、政治的機運を高める必要性が共有された。

　翌週 6月 5日及び 6日には、札幌で外務大臣及

び経済産業大臣が議長を務めるAPEC 貿易大臣

会合が開催され、「多角的貿易体制の支持と保護主

義の抑止に関する閣僚声明」を閣僚声明と切り離

した独立声明として発出した。声明ではラウンド妥

結の期限は明示されなかったものの、ラウンドを可

能な限り早期に妥結すべきとの決意が改めて確認さ

れた。また、開かれた貿易により裨益するAPEC

エコノミーとして交渉の主導的役割を担い、11月の

APEC 首脳会議で進捗報告を行うことが合意され

た。続いて、同月26日及び27日のトロントG20サミッ

トにおいて、首脳から、ラウンド交渉を早期に妥結

すべきこと、11月のソウル G 20 サミットで交渉の

進捗状況を報告すべきことが指示された。

　トロントG20 サミットの後、7月7～ 8日に行わ

れたEU・インド主催のG23 高級事務レベル会合に

おいて、今後の進め方について問題提起がなされた。

これを受け、個別論点ごとに交渉ではなく問題解決

を目指した議論を行うための会合として、G11の大

使を中心としたブレインストーミング会合を開催する

アイディアが提示された。7月中に試験的に実施さ

れた漁業補助金と開発についての会合が新たなダイ

ナミズムとして評価されたことを受け、夏休み明け

の 9月から、G11各国に論点毎に異なる数カ国を加

えて大使級ブレインストーミング会合が実施された。

同会合は、大使レベルで相互理解を深め、問題点

を洗い出すプロセスとして有益だと評価されたが、

交渉の実質的進展を目指したものではなく、この結

果を具体的な交渉の進展に繋げることが求められ

た。

　2010 年 11月には、横浜APEC閣僚会議（10 ～

11日）、ソウル G20 サミット（11～ 12日）、横浜

APEC首脳会議（13～14日）が開催された。一連

の会議では、ラウンドをバランスのとれた野心的な

妥結に導くとの決意が改めて確認され、2011年を

極めて重要な「機会の窓」として、最終段階に向け

た包括的な交渉を行う決意が示された。「機会の窓」

とは、2012 年には米国の大統領選挙をはじめ各国

の政治日程が重なるため、2011年が早期妥結のチャ

ンスであるとの認識から生まれた言葉である。さら

に、G20 サミット及びAPEC では、首脳から交渉

担当者へ積極的かつ実質的な交渉に関与するよう

指示し、権限を付与することが表明された。

　こうした G20 サミット及びAPECの結果は、11

月30日の非公式貿易交渉委員会において、WTO

事務局長から2011年中のラウンド妥結に向け強
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い政治的メッセージが発出できたと評価された。

WTO 事務局長は 2011年夏前までの実質合意を目

指し、1月から各交渉グループで集中的に議論を行

い、改訂議長テキストを発出する作業計画を示し、

各国もこれに同意した。12月 6日には、それまで

大使レベルの会合であったG11に高級実務者が参

加し、その後の具体的な交渉の進め方が議論され

た。この会合により、2011年内の妥結に向け、年

明けから農業、NAMA、サービスなどの分野横断

的な議論を開始することになった。

　翌 2011年、例年より早い1月10日から交渉会

合が開始され、2011年の「機会の窓」を活かすべく、

改訂議長テキスト発出に向けて交渉官レベルで集中

的議論が行われた。1月24日にはG11大使・高級

実務者会合で初めて農業、NAMA、サービスの市

場アクセスに関する実質的な議論が行われた。

　閣僚レベルでは、1月28日に、例年のダボスに

おけるWTO非公式閣僚会合に合わせてEUが G7

閣僚夕食会を主催し、我が国からは経済産業副大

臣が出席した。G7各国の担当閣僚のほとんどは

2008 年 7月の閣僚会合の決裂以降に交代しており、

主要国の現閣僚間で信頼関係を構築する貴重な機

会となった。

　翌 29日のスイス主催のWTO 非公式閣僚会合

では 23ヵ国・地域の閣僚が集まり、我が国から

は経済産業大臣及び農林水産副大臣が参加した。

WTO 事務局長より、2010 年 11月のAPEC及び

G20 サミットにおける首脳の合意を受けて 1月から

行われている集中的交渉を加速し、4月のイースター

までに改訂議長テキストを発出し、7月の実質合

意を目指すべきとのスケジュールが提示された。大

半の国は 2011年中の妥結を目指すことに賛同し、

WTO 事務局長の提示した交渉スケジュールが共有

され、その後、ジュネーブにおいて主要国大使・高

級実務者レベル等による会合・バイ会談が集中的に

行われた。

8．交渉の危機表明と第 8回定期閣僚
会議

　2011年 4月 21日、各交渉議長から、現在の交

渉状況を反映した形での議長報告書（一部は改訂

テキスト）が発出された。全交渉分野でまとまった

文書が初めて揃うことになり、妥結に向けた包括的

な検討材料として評価できる一方、文書は概ね交

渉の現状を反映した報告書に留まり、当初目指して

いた 7月の実質合意に向けた叩き台となるようなテ

キスト発出には至らなかった。また、WTO 事務局

長は冒頭文書で、鉱工業品の関税交渉を巡り現状

では「橋渡しできない」明確な政治的ギャップがあ

ると指摘し、「ラウンドにとって危機的状況である」

と明言、今後の進め方について熟考するよう問題提

起を行い、各方面で 2011年の交渉の新たな着地点

を巡る議論が始まった。

　続く5月3日の一般理事会にて、WTO 事務局

長は、ドーハ・ラウンドのみでなく多国間貿易体制

全体のために、加盟国全体で責任を共有した上で

努力をすべきであり、12月の定期閣僚会議に向け、

2011年中に成果を出すため、これまでのやり方を

超えたアプローチが必要との認識を示した。具体的

には、まず 5月の一連の閣僚プロセスから、ジュネー

ブに政治的インプットがもたらされることが期待さ

れた。閣僚プロセスとしては、5月19日に米国モン

タナ州ビッグスカイでAPEC 貿易担当大臣会合が、

5月26日にフランス・パリでWTO非公式閣僚会合

（豪州主催）が開催され、年内妥結は困難との認識

が共有された。パリでは、最終的な一括受諾の目

標を諦めることなく、12月の定期閣僚会議に向けて

一定の成果を出すべく、今後の進め方につきジュネー

ブで事務レベルの議論を進めることで概ね合意され

た。

　一連のまとめとして、WTO 事務局長は 5月31日

に非公式貿易交渉委員会会合を開催し、12月の定

期閣僚会議の成果として、① LDC 案件を優先さ

せること、②開発要素を含むLDC 案件以外の要素

（LDCプラス）が必要であること、③NAMA、農業、

サービスの市場アクセス、貿易救済措置、TRIPs
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関連事項は成果の候補とは見られていないことを明

らかにした。加盟国とのコンサルテーションの結果、

WTO 事務局長は翌 6月22日の非公式貿易交渉委

員会で、ドーハ宣言パラ47にのっとった部分合意

の成果を12月までに追求することとし、成果の候

補として LDCプラスのパッケージ案を示した。パッ

ケージ案は、他のイシューを排除するものではない

としつつも、LDC 案件として 2005 年の香港閣僚

宣言にも含まれている無税無枠（DFQF）、原産地

規則、綿花、サービスLDCウェーバー（サービス

貿易のLDC向け特恵制度）が、「プラス」の候補

案件として貿易円滑化、農業の輸出競争、S&Dモ

ニタリングメカニズム、漁業補助金、環境物品・サー

ビスが示され、交渉を開始するよう呼び掛けられた。

その後、WTO 事務局長が主催する少数国大使会

合を中心に、ジュネーブ大使レベルでイシュー毎の

議論が集中的に行われたが、議論はまとまらず、夏

前の最後の非公式貿易交渉委員会（7月26日）に

て、12月までにLDC プラスのパッケージに合意す

ることは困難との結論を得た。9月以降は、12月

の定期閣僚会議に向けて、ドーハ・ラウンド以外の

WTOの定常作業計画と、ドーハ・ラウンドの12月

以降の行動計画に関する議論を中心に進めることと

なった。

　まず 9月7～ 9日にカナダのサスカトゥーンで開

催されたケアンズ・グループ閣僚会合には、ケアンズ・

グループ（豪、加など農産物輸出国 18ヵ国）の他、日、

米、EU等が参加し、交渉の停滞状況を憂慮しつつ、

率直な議論を通じ、前進のための明確かつ現実的

な道を開く必要性を共有した。

　続いて11月の G20カンヌ・サミットでは、交渉を

進めるために斬新で、信頼性のあるアプローチを追

求する必要性を共有した。閣僚に対して、年末の第

8回WTO定期閣僚会議（MC8）でこのようなアプ

ローチに取り組むよう、また、グローバル化する経

済の中での多角的貿易体制に対する課題及び機会

に関する議論を行い、2012年のG20メキシコ・サミッ

トまでに報告することを指示した。さらに同月に米

国ハワイで開催されたAPEC閣僚・首脳会合でも、

ドーハ・ラウンドの新たな斬新で信頼あるアプロー

チの探求を、MC8で開始する決意が確認された。

同時に、貿易等の新たな障壁を引き上げない措置

の約束（スタンド・スティル）を2015 年まで延長す

るなど、保護主義抑止の重要性が再確認された。

　ジュネーブでは、LDCプラスのパッケージの合意

が困難との結論が出てから、MC8に向け、ドーハ・

ラウンドに限らず、WTOに基づく多角的貿易体制

の機能強化、保護主義抑止への取組等、幅広いイ

シューに関して議論が重ねられた。

　12 月 15日～ 17日、ジュネーブで開催された

MC8 には、我が国から経済産業大臣、外務大臣

政務官、農林水産大臣政務官が出席した。MC8

では、閣僚決定として、サービスLDCウェーバーな

ど 7つの合意がなされたほか、①多角的貿易体制

とWTOの強化、②貿易と開発、及び③ドーハ・ラ

ウンドに関する政治的ガイダンスを含む議長総括が

発表された。③について、近い将来の合意は困難

であることを認めつつも、交渉をあきらめず、新た

なアプローチを見出す必要性を共有し、進展が可能

な分野で、先行合意を含め議論を進めることが約

束された。また、保護主義抑止について、経済産

業大臣を始め複数の閣僚から、新たな貿易制限措

置を控えるスタンドスティル約束と、既に導入された

措置を是正するロールバックを決意することが主張

され、議長総括（議論の総括部分）に反映された。

さらに、MC8では、WTO 非加盟国のうち最大の

経済大国であるロシアのWTO加盟が承認されたほ

か、14 年間に渡った政府調達協定改正交渉が大筋

合意に至り、自由貿易体制の一層の強化に貢献す

るものとなった。

9．第 9 回定期閣僚会議に向けた先行
合意分野の模索

　2012 年 1月28日、MC8 終了後、初めて主要国

閣僚が集まる機会となったダボスにおけるWTO非

公式閣僚会合には、経済産業大臣及び農林水産副

大臣が出席した。会議ではMC8で合意されたドー

ハ・ラウンドの「新たなアプローチ」に焦点が当てら
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れ、現実的に、プラグマティックに進めるべきとの

共通見解が得られ、具体的にはジュネーブでの技

術的作業に委ねられた。

　4月19日～20日にかけてメキシコ･プエルトバジャ

ルタで開催されたG20 貿易大臣会合では、OECD、

WTOからグローバル･バリュー･チェーンについて

の研究報告がなされ、貿易円滑化の重要性につい

て参加国間で一致し、貿易円滑化は進展が見込ま

れる有望分野であるとの共通認識が形成され、他

の交渉分野とリンクさせずに進めることで一致した。

その後、5月23日にフランス･パリで開催された豪

州主催WTO非公式会合、6月4日～ 5日にロシア・

カザンで開催されたAPEC 貿易担当大臣会合、9

月5日～ 6日にロシア・ウラジオストクで開催された

APEC閣僚会議等を通じて、主要国間で貿易円滑

化交渉の技術的議論を進展させることで一致する一

方で、一部の途上国からは貿易円滑化の進展には、

農業分野での成果が必要と強く主張された。

　こうした情勢も踏まえて、貿易円滑化交渉では、

統合テキスト案（事実上の貿易円滑化協定案）につ

いて具体的かつ技術的な議論が継続的に重ねられ、

徐々に進捗が見られた。農業交渉については、新

興国を中心とする開発途上国グループが、9月には

ブラジルが主導する形で関税割当枠の透明性の確

保や運用方法の規律強化に関する提案を行うととも

に、11月にはインドが主導する形で途上国による食

料安全保障目的の公的備蓄制度を政府支払い削減

義務の対象外とする提案が行われ、これらについ

て進展可能な項目であるとして合意を求めた。

　2013 年 1月 26日、スイス･ダボスで開催され

たスイス主催WTO非公式閣僚会合には我が国か

ら経済産業大臣、農水副大臣が出席し、第 9 回

WTO定期閣僚会議（MC9）で目指す成果とその

達成方法について議論がなされた。同会合では、

MC9 の成果として貿易円滑化、一部の農業関連提

案、開発分野が挙げられ、春頃に進捗状況を評価

することで一致した。

　4月11日に開催された非公式貿易交渉委員会

（TNC）において、WTO 事務局長（当時）は、貿

易円滑化、農業の一部、開発の分野の進捗が

MC9で成果を得るには不十分であり、各国は柔軟

性を示すべきと報告し、一部の国からはMC9 が

失敗に終わればドーハ・ラウンドは失敗に終わると

現状への強い懸念が示された。その後ジュネーブ

で続けられたMC9に向けた交渉の進捗は芳しくな

かったものの、4月20日～ 21日にインドネシア･ス

ラバヤで開催されたAPEC 貿易大臣会合、5月30

日にフランス・パリで開催された豪州主催WTO非

公式閣僚会合等を通じて、貿易円滑化、農業の一

部、開発からなるMC9 の成果（バリ・パッケージ）

への閣僚のコミットメントが繰り返し確認された。

10．第 9回定期閣僚会議
　2013 年 9月のWTO新事務局長就任以降、MC9

の成功を目指し、10月末までのバリ・パッケージ妥

結を目標に交渉が加速され、10月4日～ 8日にイン

ドネシア・バリで開催されたAPEC 閣僚・首脳会

議においても、バリ・パッケージの交渉をMC9 開

始前にまとめるべく一層努力することが確認された。

貿易円滑化、農業、開発の 3分野のうち、政治的

対立が比較的少ない開発については進展が見られ

たものの、貿易円滑化と農業については交渉が難航

した。貿易円滑化については、論点を全て収束させ

ることができず、また、農業の途上国による食料安

全保障目的の公的備蓄提案については、政府支払

い削減義務に違反した場合であってもWTO 紛争

解決機関に持ち込むことを自制する適用期間に関し

て、恒久的な解決策を求めるインドとそれに反対す

る米国が折り合わなかったため、合意に至らなかっ

た。WTO 事務局長は交渉期限を順次延長し、ジュ

ネーブでの交渉を続けたものの、最終的には 11月

26日に開催された一般理事会において、最終合意

目前に迫りながら合意に至らず、｢MC9 において閣

僚間で交渉することは現実的ではないが、今後の

対応について加盟国間で議論をして欲しい｣ と報告

して、ジュネーブでの交渉を終了した。

　このWTO 事務局長の報告を受け、多くの国か

ら同事務局長の交渉妥結に向けた努力を支持し、
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MC9 最終日まで交渉妥結に向けた努力を続けるべ

きとの声があがるとともに、その後、貿易円滑化の

途上国支援については LDCグループと主要関心国

との間で合意が成立するなど一定の進展があった。

一方で農業分野は合意に至らず、MC9においてバリ・

パッケージに合意できるか否か不透明なまま12月3

日からMC9に突入した。

　MC9 開会後は、食料安全保障目的の公的備蓄

提案に関するインドと米国の交渉動向に注目が集

まった。インドはステートメントにおいても食料安全

保障について恒久的な解決が必要である旨強く主

張するなど引き続き自国の立場を堅持し、バリ・パッ

ケージ成立が危ぶまれた。会合中、米印間の水面

下での交渉が当初の会議予定を超過し最終日（12

月 6日）の深夜まで続けられた結果、最終的には

WTO紛争解決機関に持ち込むことを自制する適用

期間を定めないことで合意に至った。最終案に対

して一部の国による強硬な反対も見られたが、最終

的にはWTO 事務局長の精力的な調整によって翌 7

日午前の閉会式で全会一致で合意に至った。

　MC9 で合意された貿易円滑化は、税関手続の

簡素化及び透明化を通じて我が国企業のグローバ

ルな活動を支えるものであると同時に、協定が発効

すれば 1995 年のWTO設立以来初の全加盟国に

よる協定となるものである。MC9は、停滞していた

ドーハ・ラウンド交渉において画期的な成果を挙げ、

WTOの交渉機能の信認維持に大きく貢献した。

＜バリ・パッケージの合意内容＞

（1）貿易円滑化（本章「Ⅳ . 貿易円滑化」参照）

• 税関手続の透明性向上及び迅速化等のため、

各国が実施すべき措置を規定（貨物到着前の

申告･審査に係る制度の整備、事前教示制度

の整備等）

• 開発途上国に対し実施までの猶予期間を認め

るとともに、実施が困難な場合は、先進国等

からの支援を条件とした猶予期間を認めること

を規定

（2）農業（本章「Ⅱ . 農業」参照）

①食料安全保障目的の公的備蓄に関する閣僚決定

• 恒久的解決が得られるまで、食料安全保障を

目的とした公的備蓄制度がWTO農業協定上

削減対象となる国内支持であっても、紛争解

決処理に持ち込むことを自制する

•  上記合意は暫定的な位置付けとして、第 11回

WTO閣僚会議までに公的備蓄問題の恒久的

解決を得るために合意すべく交渉する

②関税割当の運用に関する了解（閣僚決定）

• 関税割当の割当手続の透明性の向上等を通じ

て運用改善を図る

③輸出競争に関する閣僚宣言

• 農業の輸出補助金を最大限抑制する旨の政治

宣言

（3）開発（本章「Ⅴ . 開発を巡る問題」参照）

•  綿花

•  LDC向け特恵制度の原産地規則ガイドライン

•  LDC向けサービス分野の優遇措置

• LDC向け無税無枠措置

• 途上国配慮条項（S&D）の履行モニタリング制

度

11．第 9回定期閣僚会議後のドーハ・
ラウンド交渉及び貿易円滑化協定に
関する議定書の採択

　バリ閣僚宣言（バリ合意）では、バリ・パッケー

ジに加え、残るドーハ・ラウンドの交渉事項の進め

方について 12 か月以内に作業計画（ポスト・バリ作

業計画）を策定することについても合意し、作業計

画策定の際にはバリ・パッケージで法的拘束力が得

られなかった農業、開発について優先的に議論さ

れることとなった。2014 年 1月25日にスイス･ダボ

スで開催されたスイス主催WTO 非公式閣僚会合

には、我が国から経済産業大臣と農林水産大臣が

出席し、MC9 後のWTO交渉の進め方について議
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論が開始された。同会合ではポスト･バリ作業計画

について、農業、非農産品の市場アクセス、サービ

スなどの分野間の相互関連性を考慮すること、プロ

セスの透明性及び包括性が重要であること、実現

可能性と野心のバランスに注意を払うべきこと等に

ついて発言があった。これを踏まえ、2月10日の貿

易交渉委員会（TNC）では、「開発が中心」、「実現

可能性」、「分野間の相互関連性」、「創造性」、「透

明性及び包括性」、「危機感」からなる6つの交渉

指針が事務局長から提示され、加盟国間で引き続

き議論を続けていくこととなった。

　その後の議論を通して、農業、非農産品の市場ア

クセス、サービスの 3分野がポスト・バリの中心で

あり、農業が全体の野心の水準を定め得るとの一

定の共通認識が生まれた。しかし、新興国に応分

の負担を求める先進国と、その他の途上国以上の

責任を拒否し、途上国優遇を盛り込んだ 2008 年の

議長テキストの維持を主張する新興国が、議論の入

り口で対立した。5月7日にフランス・パリで開催さ

れた豪州主催WTO非公式閣僚会合において、事

務局長は、問題解決に向けた具体的な対話・協議

を行う第 2ステップに移行すべきと述べ、各国が譲

歩できる余地について協議することを求めた。

　5月17日～18日、中国・青島で開かれたAPEC

貿易担当大臣会合では、6つの交渉指針の支持や

作業計画の年内策定へのコミットメントなどが表明

されたほか、MC9で合意された 7月末の期限まで

に貿易円滑化協定をWTO協定に追加するための

改正議定書を採択することも確認された。同協定の

形式的文言に関する法的整理も5月に完了し、議

定書の作成作業が進められた。

　しかし、7月に入ると、協定履行に係る支援への

不安等から採択を憂慮していた一部途上国に同調

する形で、インドが、食料安全保障目的の公的備

蓄に関する作業が遅れているとして、途上国にとっ

ての問題が解決されない限り議定書のコンセンサス

に参加できないと主張するようになった。7月19日

に豪州・シドニーで開催されたG20 貿易大臣会合

ではバリ合意の完全実施で一致したものの、7月

24日から開催された一般理事会において、インドは、

食料安全保障目的の公的備蓄制度に関する恒久的

解決の期限について、MC9で合意された「2017年末」

ではなく「2014 年末」までに結論を得るべきであり、

それまでは議定書の採択を延期すべきと新たに主

張した。係る要求はバリ合意の内容を変更しかねな

いことから、日米 EUのみならず、中南米、アセア

ン、アフリカなど多数の途上国も深い懸念を示した

が、インドの立場は変わらなかった。結果、7月31

日深夜、一般理事会は議定書の採択を行わずに終

了し、事務局長は、期限内に採択が行われなかっ

たことは単なる作業遅延でなく、他のすべての作業

に重大な結果をもたらし得るものであると説明する

とともに、今後の作業の進め方について、各国とも

首都で検討した上で議論を行うことを呼びかけた。

　9月15日の貿易交渉委員会（TNC）や10月 21

日の一般理事会などにおいて、状況を打開するため

の議論が交わされたものの、特段進展は見られな

かった。11月 7日～ 8日、11月10日～11日にそ

れぞれ中国・北京で開かれたAPEC閣僚会議及び

APEC 首脳会議では、WTOの交渉機能の信認に

影響を与えているとして、貿易円滑化協定の実施に

関する行き詰まりに対し重大な懸念が表明され、全

てのバリ合意事項を軌道に戻すべく他の加盟国とと

もに作業を進めていくことで一致した。

　こうした中、11月13日、米国とインドが、二国

間で貿易円滑化協定に関する議定書の採択に合意

するとともに、食料安全保障目的の公的備蓄の扱い

について相互理解に達した旨発表した。この進展を

受けて、議定書の採択に向けた最終的な調整が行

われ、11月27日に開催された一般理事会において

全会一致で以下の合意が成立した。

　

＜2014年11月27日の一般理事会決定（計3件）＞

①食料安全保障目的の公的備蓄について、各国

はWTOの紛争処理手続に提訴しないとする

措置が、恒久的解決が採択されるまで継続す

ることを確認（期限の明確化）。恒久的解決を

2015 年末までに得るよう最大限努力する。
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②貿易円滑化協定をWTO協定に追加するため

の改正議定書を採択。今後、同協定は全加盟

国の3分の 2 以上の受諾で発効する。

③ポスト・バリ作業計画を2015 年 7月末までに

策定する。

12．ポスト・バリ作業計画策定に向け
て

　上記一般理事会決定を受けて、7月以降停滞し

ていたポスト・バリの議論が再開された。2015 年

1月24日にスイス･ダボスで開催されたスイス主催

WTO非公式閣僚会合には、我が国から経済産業

大臣と農林水産副大臣が出席し、2015 年 7月末ま

での作業計画策定に向けた交渉の進め方について

議論された。同会合では、設立 20 周年にあたる

2015 年が WTOにとって極めて重要な年であり、

12月の第 10 回定期WTO閣僚会議（MC10）では

具体的な成果が必要との認識が共有された。作業

計画については、新たな方法の検討や野心の水準

の再調整などへの言及があり、今後議論を加速さ

せていくことで一致した。

　

〔２〕各交渉分野における議論の進捗状況

Ⅰ．非農産品市場アクセス

1．議論の背景
　農産品以外のすべての品目（鉱工業品及び林水

産物）を含む非農産品の貿易は、世界貿易の約 9

割を占めており、市場アクセスの改善は世界経済活

性化の鍵である。累次ラウンドを通じて、先進国の

関税は全体として低水準となっているが、なお一部

の品目において高関税が残存し、また開発途上国

の中には全体として高関税の国も少なくない。

　こうした状況を踏まえ、2001年 11月のドーハ閣

僚宣言では、一般に新しい貿易の創造による開発

のための市場アクセスの改善の役割が強調され、特

に非農産品市場アクセスの分野では、関税・非関税

障壁の削減又は撤廃について交渉を行うことに合意

した。

　その後、2003 年のカンクンにおける第 5回閣僚

会議は決裂に終わり、非農産品市場アクセス交渉も

暫く停滞したが、2004 年 7月の一般理事会で採択

された「枠組み合意」において、カンクン閣僚会議

の際に議論された閣僚宣言案（「デルベス・テキスト」）

を基本とした枠組みにより交渉を行うことに合意し、

交渉は再び動き始めた。

　2005 年 1月末にスイスのダボスで開催された非

公式閣僚会合において、同年 12月の香港閣僚会

議におけるモダリティ合意と同夏までの「モダリティ

たたき台」の作成という交渉の進め方が話し合わ

れ、また、関税引き下げ方式（フォーミュラ）に関

する新たな提案が示されたことを契機に、フォーミュ

ラの具体的なあり方についての議論が本格化した。
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同年 4月に我が国が幕張で開催したNAMA 東ア

ジア閣僚会合、6月に韓国で開催されたAPEC 貿

易担当大臣会合、7月上旬に大連で開催された非公

式閣僚会合等を通じて、スイス・フォーミュラ（後述）

支持が大勢となっていったが、新興市場の関税引き

下げに高い関心を有する先進国と、開発事情への

特別な配慮を求める開発途上国の間の立場の違い、

また農業交渉の難航等により、12月までのモダリ

ティ合意は実現せず、香港閣僚会議では、スイス・

フォーミュラの採用、非譲許品目についてノン・リニ

ア・マークアップ方式の採用等に合意する香港閣僚

宣言を採択し、2006 年 4月末にモダリティ確立を

目指す新たなスケジュールが設定された。

　2006 年に入り、フォーミュラによる関税削減効果

に関するシミュレーション結果を参照しつつ、モダ

リティの中核的な要素（フォーミュラの係数、開発

途上国向けの柔軟性、非譲許品目に関するかさ上

げ幅）について、交渉会合等で議論されたが、先

進国と開発途上国の立場の違いは収斂に向かうこ

となく、2006 年 4月末までのモダリティ確立には至

らなかった。

　同年 6月、NAMA交渉会合議長は、2004 年の

「枠組み合意」及び香港閣僚宣言において既に合意

された事項に、交渉の現状を反映して可能な範囲

で一部文言を付け加えて作成したモダリティ・テキ

スト案に、議長のコメントを付した報告書を発出し

た。6月末の閣僚会合及び 7月下旬のG6 閣僚会合

では、農業とNAMAのモダリティ合意に向けて議

論されたが、農業交渉における各国の立場の隔たり

のため議論が膠着し、WTO 事務局長は、交渉の

中断を宣言した。

　しかしその後、ラウンドの早期再開の機運は徐々

に高まり、11月の貿易交渉委員会において、WTO

事務局長は、2007年末までに交渉を終結すること

を目指して、各交渉議長の下での事務的作業を進

めるべきとの考え方を表明した。

　2007年に入って、交渉は本格化し、NAMA交

渉会合においても技術的な論点から議論を再開し

て、6月までに一通り議論がなされ、論点の整理

は進んだものの、具体的な関税削減効果を決める

フォーミュラの係数については収斂に至らなかった。

7月にはNAMA交渉会合議長から、これまでの交

渉経緯に鑑み、議長として考えるNAMA交渉のモ

ダリティ案をまとめたテキストが発出された。

　これに対し、NAMA交渉において強硬な立場を

とる開発途上国グループ等は、10月 9日に開催さ

れた一般理事会において、議長テキストに対する批

判的な立場を主張、これに続いてフォーミュラによ

る関税削減に対する柔軟性拡大を求める一連の提

案が開発途上国から提出された。他方で、NAMA

交渉でより高い成果を求める先進国は、7月の議長

テキストは NAMA交渉のマンデートを反映したも

のであることを強調し、議長テキストで示されている

フォーミュラにおける開発途上国の係数を支持する

とともに、途上国の柔軟性拡大に反対する共同文

書を提出するなど、各グループが積極的な動きを見

せたが、いずれも合意につながらなかった。

　2008 年に入って開催された交渉会合では、改訂

議長テキスト発出に向けてすべての論点が議論され

るとともに、二国間・複数国間でも非公式な協議が

精力的に行われた。

　2月の一般理事会において、WTO 事務局長は、

年内の交渉妥結のため、イースター前後を目処にモ

ダリティを確立すべきとの考えを表明。NAMA交

渉議長は 2月8日、2007年 7月以降の交渉の現状

を反映した議長テキストの改訂版（第 1次改訂議長

テキスト）を発出した。第1次改訂議長テキストでは、

2004 年の枠組み合意以来記載されていた、途上国

の柔軟性にかかる数字を削除・空欄化し、柔軟性

を巡る議論において、加盟国間のコンセンサスが無

かったことを正確に反映した。

　その後、事務レベルでの協議を重ね、同年 5月

20日にNAMA交渉議長は、2月以降の議論を反

映した第 2次改訂議長テキストを発出した。第 2次

改訂議長テキストでは、係数と柔軟性の組み合わせ

として 3つの選択肢を提示し、関税削減率が高い

ほど柔軟性が拡大するスライディング・スケールの考

え方が盛り込まれた。
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　更なる事務レベルでの協議を経て、6月25日、

WTO 事務局長は 7月閣僚会合の開催を表明し、7

月10日、NAMA交渉議長は、閣僚会合の議論の

土台となる第 3 次改訂議長テキストを発出した。第

3 次改訂議長テキストでは、前回テキスト発出以来

の精力的な議論の成果を反映し、調整中であること

を示すブラケット（括弧書き）の数が大幅に減少し

た。

　7月21日より開催されたWTO 非公式閣僚会合

では、2日目から日・米・欧・豪・印・中・伯の主要 7ヶ

国の閣僚により集中的な議論が行われた。6日目に、

先進国と途上国の歩み寄りを促す事務局長提案が

提示され、合意の姿が見えそうになった瞬間もあっ

たが、とりわけ途上国の特別セーフガード（農業分野）

発動基準を巡って、あと一歩のところで収斂を見い

だせず、11日間にわたる夜を徹しての交渉も空しく、

モダリティ合意には至らなかった。

　8月12日、NAMA交渉議長は、7月閣僚会合

における議論の積み重ねを記録したプログレス・レ

ポートを発表した。同レポートには、閣僚会合の結

果、第 3 次改訂議長テキストに示された論点のうち、

フォーミュラの係数及び柔軟性、反集中条項等の多

くの論点について意見の収斂が見られたことが記述

された。

　秋以降、NAMA交渉では、分野別関税撤廃の

進め方を中心に事務レベルでの協議が行われた。

11月15日、G20 の金融・世界経済首脳会合宣言に、

年内にモダリティ合意に至るよう努力する旨盛り込ま

れたことを受け、交渉が加速化し、12月 6日には

第 4 次改訂議長テキストが発出された。第 4 次改

訂議長テキストは、フォーミュラの係数及び柔軟性

等について 7月閣僚会合で収斂した数字を反映し、

分野別関税撤廃と一部の途上国にフォーミュラ適用

の例外事項を設ける特定国（アルゼンチン、南アフ

リカ、ベネズエラ）の特別扱い等が残された論点で

あることを明示するとともに、その他の論点につい

ては、交渉の進捗を踏まえ、議長が着地点と考え

る内容を提示した。

　12月 8日、WTO 事務局長は、分野別関税撤廃

（NAMA）、途上国の特別セーフガード（農業分野）、

綿花の 3分野について関係国と協議を行い、その

結果次第で閣僚会合を開催する旨表明した。しかし

ながら、WTO 事務局長による閣僚レベルでの調整

にもかかわらず、分野別関税撤廃と途上国の特別

セーフガードについて、対立する主要国の間の溝は

埋まらず、閣僚会合の開催は見送られ、2008 年内

のモダリティ合意は実現しなかった。

　2009 年に入ってからは、1月31日スイスのダボス

で開催されたスイス政府主催WTO非公式閣僚会

合において、主要国閣僚により、残された課題の難

しさを認めつつも、ラウンド交渉の早期妥結に向け

た各国の決意を再確認すると同時に、ラウンドがま

とまることこそ、厳しい環境でも国際協調が可能な

ことを示し、最大の経済対策になるとの認識が共有

された。

　2009 年は、米国の政権交代により米国通商代表

（USTR）以下主要な交渉担当者の指名人事が遅れ

た等の事情も相まって、米国のラウンド交渉に対す

る姿勢が定まらないまま、各国間での交渉は政治

的に対立する論点を避け、2008 年 12月の第 4 次

改訂議長テキストを土台として実務レベルでの技術

的な議論が続けられた。

　NAMAに関しては、分野別関税撤廃、非関税

障壁（NTB）、途上国の柔軟性の適用、特定国の

特別扱い、特恵浸食などを主要論点として交渉が

行なわれた。分野別関税撤廃では、交渉会合にお

いて大きな動きはなかったものの、提案国が主導

して参加国との調整を行うアウトリーチ活動を継続

し、一部の提案では新たな共同提案国が参加する

こととなった。NTBでは個別提案毎に議長主催の

少数国会合を開催し、実務者間での詳細な議論が

開始された。特に 2009 年 9月からほぼ毎月開催さ

れたNAMA交渉会合においては、参加国から提

案内容への質問やテキストの修正提案が提出され、

個別提案毎に集中的な議論が行なわれた。途上国

の柔軟性の適用に関しては、適用品目に関する市場

アクセスの透明性を高めるべく先進国と新興国の間

での二国間協議が実施されたが、より効果的な関
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税削減を求める先進国と、適用品目の選択は自ら決

定するものと主張する途上国との間の隔たりに大き

な変化はみられなかった。特定国の扱いや特恵浸

食等についても途上国から提起されたものの議論は

進展しなかった。

　7月にはG8、G20 サミットにおいて 2010 年中の

最終合意の実現が約束され、2010 年第一四半期に

は議論の進捗を確認（ストックテイク）することも合

意された。これを受けて、高級事務レベル会合（SOM：

Senior Offi  cials Meeting）と各交渉分野の実務レ

ベルでの会合が頻繁に開催された。9月以降の高級

事務レベル会合では、第 4 次改訂議長テキストの

モダリティ案におけるフォーミュラ以上の関税削減を

求める米国と、同モダリティ案のバランスを維持す

べきと主張する中・印・伯等の新興国の意見の溝が

埋まらず、関税削減に関する議論は進まなかった。

2009 年 11月末から12月初頭にかけてジュネーブ

で開催されたWTO定例閣僚会合においても、ラウ

ンド交渉に関しては、2010 年中の交渉終結及びそ

のための来年第一四半期のストックテイクの必要性

を確認するにとどまっている。

2．現在の概況
　2010 年に入ってからも、NAMA 交渉会合では

NTBを中心とした実務レベルでの議論が継続して

いる。1月末にダボスで開催されたWTO 非公式

閣僚会合において 2010 年中のラウンド合意を再確

認した後、3月にはストックテイク会合が開催され、

NAMA交渉議長からは NTBの進捗を含む現状

評価が行われるとともに、今後の交渉会合での作

業として、最終的なモダリティ案にリーガルテキスト

の形で反映させるべくNTBに重点を置いていくこ

と、また分野別関税撤廃等の追加的な市場アクセ

スについては、二国間の協議を関心国が主導して進

める必要があるとの見通しが示された。

　分野別関税撤廃については、米国を中心とする

先進国と途上国の間で膠着状況が続いていたが、

状況を打開すべく、5月にパリで開催されたWTO

非公式閣僚会合及び 6月に札幌でのAPEC会合の

機会に開催された高級事務レベル会合において、我

が国から分野別関税撤廃の野心の水準を維持しつ

つも各国のセンシティビティに配慮し、製品分野毎

に柔軟な条件設定を行うことで合意案を探る「バス

ケット・アプローチ」を提案した。7月以降は、各

分野別提案の共同提案国による大使級会合を我が

国が開催し、本提案についての理解を得つつ、途

上国との対話を進めていくための各国の協力を求め

た。10月から11月にかけては、交渉分野毎に大使

級の会合（ブレーン・ストーミング会合）が開催され、

現状の論点整理等を通じて具体的な交渉に入るた

めの準備が整えられていった。分野別関税撤廃に

ついても、新興国を中心に、追加的な市場アクセス

の議論を行うことに対する慎重な意見があったもの

の、主要貿易国が参加してバスケット・アプローチ

に基づく議論を行っていくことについて概ね共通理

解が得られ、これまで膠着していた分野別の議論に

ついてもようやく進展の兆しが見られた。

　しかしながら、当初約束された年内の最終合意

は実現されず、11月に横浜で開催されたAPEC

首脳会合及び閣僚会合、またソウルで開催された

G20 サミットにおいては、各国の政治日程等も考

慮すれば 2011年が重要な「機会の窓（window of 

opportunity）」であるとして、2011年中のラウンド

最終合意に向けて切迫感を持って交渉を進めるこ

とが確認された。NAMA交渉においても、これを

受けて 11月以降、NTB 各提案について議長が主

導して少数国での集中的な議論が行われ、テキスト

改訂に向けた詰めの作業が進められていった。ま

た、分野別関税撤廃についても、各分野の提案国

が主導してバイ・マルチの議論が加速され、バスケッ

ト・アプローチに基づく品目毎のセンシティビティや

輸出関心についての情報交換や、各分野別提案に

おける関税削減の条件等の検討が進められた。

　2011年に入り、1月末にダボスで開催された

WTO 非公式閣僚会合において、WTO 事務局長

より、4月のイースターまでの改訂議長テキスト発出

と、夏前にモダリティ合意を実現するとのスケジュー

ルが示された。これを受けて、1月以降は継続的に
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NTB の少数国会合やNAMA交渉会合、分野別

関税撤廃の関係国会合等が開催された。4月に公

表された改訂議長テキスト等では、関税交渉に関し

て、スイス・フォーミュラの係数についてリオープン

しないこととしたが、分野別関税撤廃については、

“橋渡しの出来ない政治的なギャップがある”とし

た。他方、非関税交渉に関しては、2009 年以降の

作業内容を受けた内容となった。

　5月のAPEC 貿易大臣会合及びOECD閣僚会合

では、ドーハ・ラウンド交渉の停滞に懸念が示され

るとともに、同交渉の妥結に向けて様々なアプロー

チを探求していくことが表明された。その後もNTB

の少数国会合等が継続的に開催されたものの、具

体的な進捗は見られなかった。

　このような状況を受けて、11月のAPEC 閣僚・

首脳会合において新たな斬新で信頼のあるアプロー

チの探求が確認され、12月の第 8回WTO定期閣

僚会議で、進展が可能な分野での先行合意を含め

た新たなアプローチを進めることが約束された。

　2012 年に入り、1月末にダボスで開催された

WTO非公式閣僚会合において、日本より、新たな

アプローチを進めるために技術的作業を行うことを

提案した。

　なお、2012 年 7月に前議長が退任し、同年 11

月に新議長（スイス大使）が、就任した。

　モダリティの中核をなす主要要素の交渉概況は以

下のとおり。

（1）関税引き下げ方式（フォーミュラ）
　フォーミュラとは、個別品目ごとに適用される関

税引き下げ方式であり、NAMA交渉全体の成果の

水準に直結することから、交渉の最大論点となって

いる。「枠組み合意」において、高い関税率ほど引

き下げ幅の大きい方式（非直線形）を採用すること

に合意していたが、具体的には大きく分けて、各国

共通の方式（係数）を志向する「スイス・フォーミュラ」

と、各国ごとに現行平均譲許税率を基準として方式

（係数）を定める「ABIフォーミュラ」の二つが対立

してきた。後者は、現行譲許税率の高い一部開発

途上国（ブラジル、インド等）が強く主張してきたが、

後者では現行の各国間の関税水準格差が改善され

ないことから支持は広がらず、香港閣僚会議におい

て、複数の係数を持つスイス・フォーミュラを採用す

ることが合意された。

　2006 年に入り、先進国向け・開発途上国向けの

2 係数の水準、開発途上国向けの柔軟性の幅及び

非譲許品目のかさ上げ幅について、一定の作業仮

説の下、実際のデータを用いて関税削減効果につい

てのシミュレーションも試みられた。

　実際の貿易拡大による開発の成果を生む観点か

ら実行税率の削減効果を評価すべきとする先進国

と、これに反発し「関税削減における相互主義の軽

減」とは譲許税率の削減率の平均が先進国におい

て開発途上国よりも大きい係数とすべきとする開発

途上国との間で議論が重ねられ、2008 年 7月の閣

僚級会合において、係数及び柔軟性の数字につい

て、議長提案で一定の収斂が見られ、2008 年 12

月の第 4 次改訂議長テキストに反映されている。な

お、アルゼンチン、南アフリカ等一部の途上国は、

フォーミュラ適用による関税の引き下げを緩和する

特別な取扱いを要求しているが、合意には至ってい

ない。

（2）開発途上国向けの柔軟性
　枠組み合意において、開発途上国については一

定の限度内で、フォーミュラ適用による関税引き下

げの軽減又は免除が認められている。開発途上国

はこの関税引き下げにおける柔軟性の確保・拡大を

主張する一方、先進国は、この柔軟性が適用され

ると、高関税品目が温存されるおそれがあるとして

これを必要以上無制限に認めるべきではないと主張

し、先進国と開発途上国の主たる対立点となってい

た。

　関税削減率が高いほど柔軟性が拡大するスライ

ディング・スケールの考え方と関税分類の各章ごと

に柔軟性の適用を制限する反集中条項が導入され、

2008 年 7月、先進国と途上国の歩み寄りを促す議

長提案に対して収斂がみられた。
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（3）非譲許品目の扱い
　非譲許品目は、関税引き下げの困難な品目である

ことが多いことから、各国の間で議論が対立してき

たが、2005 年 6月のAPEC 閣僚宣言を受け、原

則としてすべての品目の譲許、フォーミュラ適用によ

る関税引き下げ、低関税率の品目への配慮という三

つの原則について、一部の国を除き、広範な共通理

解が得られた。同年12月の香港閣僚会議では、非

譲許の低関税品目に配慮するための方式として、基

準年（2001年）の実行税率に一定のかさ上げ（マー

クアップ）をした上でフォーミュラを適用する「ノン・

リニア・マークアップ方式（非線形かさ上げ方式）」

の採用について合意した。これを受けて、具体的な

かさ上げの幅について交渉が行われた結果、25%ポ

イントのかさ上げ幅とすることで収斂がみられた。

（4）分野別関税撤廃
　分野別関税撤廃は、産業分野を特定してフォー

ミュラ適用による関税引き下げを超える関税撤廃・

関税率の調和を行おうとするものであり、現在、電気・

電子や化学等、14 の分野が提案されている。分野

別関税撤廃の成立要件としては、各分野における世

界貿易の主要割合（クリティカルマス）を占める加

盟国が参加することとされているため、参加国を増

やすべく、各分野の主導国を中心にアウトリーチ活

動が行われている。我が国は、電気電子及び自動車・

自動車関連部品の分野別関税撤廃の議論を主導し

ている。

　なお、分野別関税撤廃について第 4 次改訂議長

テキストでは、モダリティ合意後に参加の条件等に

ついて具体的に交渉することとされているが、加盟

国間の立場の違いを踏まえ、交渉にかかる予見可能

性を高める観点から、モダリティ合意時に交渉への

参加国と参加する分野を明示する案と、モダリティ

合意時には交渉参加国が具体的にどの分野の交渉

に参加するかを明示しない案の 2 案が提示されて

いる。また、分野別関税撤廃への参加は交渉全体

の成果にかかるバランスを取る観点から重要である

との主張と、香港閣僚宣言に基づき分野別関税撤

廃への参加は非義務的なものであるべきとの主張と

が対立しており、現時点ではクリティカルマスが成立

している分野別関税撤廃提案はまだない。

　前述のように、2010 年に我が国がバスケット・ア

プローチの考えを提案し、分野毎に、参加を予断

しない形で、野心の水準は維持しつつ製品分野毎

に各国の輸出関心やセンシティビティに配慮し、よ

り柔軟な条件設定を行うことでクリティカルマス達

成を目指すべく、実務レベルでのバイ・マルチの議

論が進められた。

（5）非関税障壁
　非関税障壁（NTB：Non Tariff  Barrier）とは、

技術規格、表示義務、輸入規制その他関税によら

ない貿易障壁を指し、テーマ・分野毎に提案国が

主導し、その撤廃に向け議論が行われている。

　2008 年 12月のNAMA交渉議長テキストでは、

非関税障壁に関し、13 の提案が附属書に記載され

ている。これらの提案は、大きく分けて電気電子、

自動車、繊維等の個別分野に係る国内規制や認証

制度の調和志向、透明性の強化等を提案する「分

野別」の提案と、NTB解消に向けた二国間の協議

を促進するための手続き等を定める提案などの「水

平的」な提案が含まれている。我が国も、希少資

源等の輸出規制措置の透明性向上（加盟国への通

報義務の新設等）に係る水平的提案を主導してい

るほか、再製造品に係る輸入規制等の解消に向け

た分野別提案に参加している。

　2009 年 9月からは非関税障壁を議論の中心とし

たNAMA交渉会合が定期的に開催され、各分野

を横断的に扱おうとする新しい提案の提出や、優先

検討事項とされたものを中心に各国から修正提案が

示されるなど、実務レベルで提案内容の議論が行

われてきた。

　2010 年末からは、優先検討事項とされた提案の

一部について、各国からの修正提案の内容を統合

したテキスト案を作成すべく、議長主催で 10 か国

程度の少数国で構成されるコンサルテーションが行

われており、各国間の意見の収斂と論点の整理が進
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められている。

　2011年は、コンサルテーションの結果を受けて透

明性提案や繊維ラベリング提案に関して集中的に議

論が進められた。

　2012 年は、1月末のWTO非公式閣僚会合を受

けて、技術的な作業の進め方について議論が行わ

れた。

　なお、我が国が主導する輸出規制透明性強化

提案については、各国への参加働きかけを精力的

に行っており、2008 年 4 月に米国、7月に台湾、

2009 年 3月に韓国、2010 年 2月にウクライナ、7

月にコスタリカ、9月にチリが共同提案国として参加。

引き続き、各国からの支持を拡大すべく二国間での

協議が進められた。

　

Ⅱ．農業

1．議論の背景
　現在行われているWTO農業交渉は、ウルグアイ・

ラウンド合意に基づき、「助成及び保護を実質的か

つ漸進的に削減する」という長期目標に向けた改革

を継続するため、2000年3月に開始された。その後、

2001年 11月のドーハ閣僚宣言において、農業交渉

も他の分野と同様にドーハ・ラウンドのシングル・ア

ンダーテイキング（一括受託）の一部をなすものとし

て位置づけられたが、交渉のモダリティの確立期限

とされた2003年3月までには合意が得られず、また、

同年 9月にメキシコ・カンクンで開催された閣僚会

議もシンガポール・イシューを中心に先進国、開発

途上国間の立場の違いが埋まらず、農業交渉を含

め何ら具体的な合意のないまま閉会した。交渉は

2004 年 3月から農業委員会特別会合が再開され、

精力的な交渉が行われた結果、同年 7月の一般理

事会において枠組合意が成立した。2004 年 10月

から、追加的な政治的意思決定を必要としない技

術的問題を中心とした議論が行われたが、議論は

収斂せず、2005 年 7月末のモダリティ（詳細な取極

め）のたたき台の提示や、同年 11月中旬までに提

示することとなっていたモダリティ案の作成は見送

られた。同年 12月13日から18日に香港で行われ

た第 6回閣僚会議では、WTO 事務局長及び一般

理事会議長から閣僚会議に送付された閣僚宣言案

について少しでも内容の「上積み」を図る努力をす

べき、との観点から、活発な議論が行われ、結局、

輸出補助金の撤廃期限について、輸出国側が主張

する2010 年ではなく2013 年とすること、また、輸

出競争分野の並行的なモダリティが確立してはじめ

てこの撤廃期限が確定するとの条件をつけることが

合意された。

　香港閣僚宣言を踏まえ、2006 年初めから、モダ

リティ合意等に向けて精力的に交渉が行われたが、

各国の意見の収斂が見られず、7月下旬にはWTO

事務局長の判断により、農業分野を含むすべての

交渉が一時中断された。同年 9月以降、閣僚レベ

ルで交渉再開に向けた動きが示され、農業分野で

も農業交渉議長が非公式農業少数国会合（ファイ

ヤーサイドチャット）等を開催し、精力的に技術的

議論を行った。

　2007年 1月末ダボス会議を経て交渉が本格的に

再開し、7月には NAMAと共に議長テキストが発

出され、農業テキストについては、開発途上国を含

め、各論では異論はあるものの、今後の交渉の議

論のベースとして受け入れ可能であるという意見の

下、マルチの場で議論を積極的に行っていくことと

なった。

　その後の議論を踏まえて、2008 年 2月、5月、7

月にそれぞれ議長テキストが改訂された。7月の閣

僚会合の際には、モダリティ合意に向けてWTO 事

務局長が調停案を提示したものの、農業分野にお

ける開発途上国向けの特別セーフガード措置（SSM）

を巡り、一部の開発途上国と先進国が対立し、こ

れらが原因となって交渉は決裂した。その後、事務

レベルでの協議が再開され、12月には閣僚会合開

催の機運が高まり、議論のたたき台となり得る改訂

議長テキストが再び NAMAと同時に発出された。

閣僚会合の開催に向けて調整が行われたものの、

一部の開発途上国と先進国との溝が埋まらず、これ

らが原因となって閣僚会合の開催は見送られた。



850

資料編

　2009 年以降は、各種閣僚級会合における、ラウ

ンド交渉の早期妥結に向けた各国の政治レベルで

のコミットメントを受け、改訂議長テキストのうち10

の未解決論点（①青の政策、②綿花、③重要品目、

④上限関税、⑤関税割当（TRQ）新設、⑥関税簡

素化、⑦途上国向け特別品目、⑧途上国向け特別

セーフガード措置（SSM）、⑨熱帯産品、⑩特恵浸

食）に関する議論が行われるとともに、テキストの

曖昧論点の明確化や、モダリティ確立時に必要とな

るデータの整理、モダリティ確立後に各国が作成す

る譲許表等の様式の整備等の技術的な作業も重ね

られた。しかし、非農産品市場アクセス（NAMA）

交渉における米国等先進国と新興国の対立を背景

に、農業分野においても、未解決論点について特

段の進展は見られなかった。

　2010 年 11月に行われた G20 サミットやAPEC

首脳会議においては、2012 年は米国大統領選挙の

年である事を踏まえ、2011年がドーハ・ラウンド妥

結の「機会の窓」とされ、交渉の早期妥結への意

思が確認された。これを受け、2011年 1月のダボ

ス非公式閣僚会合では、4月までに全分野の改訂

テキストを揃え、7月までに実質合意を目指すことが

確認された。農業交渉においても、1～ 4月の間、

テキスト改訂に向け市場アクセス、国内支持、輸出

競争分野について集中的な議論が行われたものの、

各国の意見の隔たりが大きかったことから、農業テ

キスト改訂は行われず、我が国が重視する「重要品

目」、「上限関税」、「関税割当の新設」を含めテキ

ストを改訂するまでの進展はないとした議長報告書

を発出するにとどまった。

　農業を含め主要分やのテキスト改訂に至らなかっ

たことから、WTO 事務局長は、年末までの一括合

意を断念し、部分合意を目指すことを表明、部分

合意の候補として、農業の輸出競争を含めた 9 項目

をパッケージとして提案し、各国で議論が行われた。

しかし、各国の主張の隔たりを埋めることはできず、

7月の非公式貿易交渉委員会にて、年末までに部分

合意のパッケージを合意するのは難しいと表明する

とともに、年末の閣僚会議に向け交渉以外の事項

等について議論を継続することとなった。

　その後、交渉以外の事項の1つとして、同年 6

月の G20 農業大臣会合で合意された「食料価格乱

高下及び農業に関する行動計画」に基づき、人道

目的の食料援助を輸出規制の対象外とすることを

WTOとして宣言すべきとEUが提案し、我が国を

含む13ヶ国が共同提案国となり議論が行われたが、

インド、中国等の反対により合意には至らなかった。

12月の閣僚会議の議長総括には「ドーハ・ラウンド

交渉については、その行き詰まりを認めつつ、部分

合意も含め新たな手法により打開の道を探るべきこ

と」が盛り込まれた。

2．現在の概況
　2012 年前半には農業交渉に特段の動きは見られ

なかったが、第 9 回閣僚会議ではDDAに関し何

らかの成果が必要との認識が高まる中、農業交渉

においても2012 年から2013 年にかけて、第 9 回

閣僚会議に向けてモダリティ案の一部を先行合意す

るものとして、新興国を中心とする途上国グループ

から現行モダリティ案（2008 年 12月の改訂議長テ

キスト）の一部を先行合意する提案が出された。こ

うした状況を踏まえ、農業分野においては、途上国

の農業分野の市場開放について柔軟な扱いを主張

するG33（インドネシア、インド、フィリピン等、途

上国に柔軟な扱いを求めるグループ）から①途上

国の食料安全保障目的の公的備蓄を国内支持の削

減対象から除外する提案が出され、先進国農業政

策の大幅削減を主張するG20（ブラジル、インド、

中国等、先進国の農業支持の大幅削減と途上国へ

の配慮を求める主要途上国のグループ）から、②

関税割当運用改善の提案、③ 輸出補助金抑制の

提案が出され、農業以外の分野として税関手続等

を簡素化する貿易円滑化、開発等の計 3分野を合

わせたパッケージとして交渉が進められた。特に公

的備蓄提案について米国とインドの対立が大きく交

渉は難航したが、第 9 回WTO閣僚会議において

異例の閣僚レベルの実質的交渉が続けられ、日程

も延長された結果、「バリ・パッケージ」が合意された。
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　また、バリ閣僚宣言では、貿易交渉委員会にお

いて1年以内に農業を含むDDAの残された課題に

ついて、作業計画を作成することとされた。

　バリでの部分合意を踏まえ交渉が続けられていた

ところ、インドがバリ･パッケージに含まれた公的

備蓄について議論が進んでいないことを問題視し、

バリで合意されていた貿易円滑化協定の採択期限

である2014 年 7月末を迎えたにもかかわらず採択

に反対した。このことにより、バリ・パッケージの

実施及び DDA全体の議論が宙に浮いた状態が続

いた。その後、米国とインドとの二国間合意を受け、

同年 11月27日の一般理事会において貿易円滑化

協定が採択されるとともに、公的備蓄の恒久解決

に向けた議論の加速について決定がなされた。あ

わせて、DDAの残された課題に関する作業計画の

作成についても、2015 年 7月末を新たな期限として

議論を進めることとされた。我が国としては今後と

も、「多様な農業の共存」を基本理念とし、引き続

き輸出国と輸入国のバランスのとれた貿易ルールの

確立を目指して交渉に取り組んでおり、食料輸入国

としての我が国の主張が適切に反映されるよう引き

続き最大限の努力を行っていく。

Ⅲ．地域貿易協定

1．議論の背景
　RTA（Regional Trade Agreement： 地 域 貿

易協定）は、WTO 協定においてはMFN（Most-

Favored-Nation Treatment：最恵国待遇）原則

の例外として認められている。WTOの基本原則

であるMFN原則の空洞化を防ぐため、その要件

として、モノの貿易についてはGATT 第 24 条に

おいて、地域貿易協定の締結により、関税及びそ

の他の通商規則が締結以前よりも高度なもの又は

制限的なものとならないこと（第 5 項）、並びに関

税その他の制限的通商規則を「実質上のすべての

貿易（substantially all the trade）」について廃止

すること（第 8 項）等を定めている。また、サービ

ス貿易についてはサービス協定（GATS）第 5 条に

おいて、「相当な範囲の分野（substantial sectoral 

coverage）」を自由化の対象とすること（第 1項 a）

等を求めている（第 II 部第 1章「最恵国待遇」及

び第 16 章「地域統合」を参照のこと）。

　上記の要件の具体的解釈については、GATT時

代から解決していない「システミック・イシュー」と

して、1996 年に設立されたCRTA（地域貿易協定

委員会）において議論されてきたが、各国の主張

の対立から合意は得られなかった。2001年 11月の

WTOドーハ閣僚会議において、RTAの規律強化

を交渉事項とする旨、宣言案文に入れるよう香港等

が働きかけ、これに明確に反対する国もなかったこ

とから、最終的に閣僚宣言で交渉事項として決定さ

れた。

　ドーハ閣僚宣言では、「RTAに適用される既存

のWTOルールに基づく規律及び手続の明確化及

び改善に関する交渉」がうたわれ、具体的には、

①実体的規律（GATT第 24 条、サービス協定第 5

条及び授権条項）の解釈の明確化及び②手続的規

律（通報、CRTAにおける審査手続等）の改善が

論点となっている。

2．現在の概況
　本件交渉は、WTOのルール交渉グループにおい

て行われており、2002 年 5月の第 1回会合以降、

豪州、EU、中国、我が国等が論点ペーパーを提出

している。これら各国提案等を通じて、これまでの

会合では、実体的問題として、① GATT第 24 条

第 8 項の「実質上のすべての貿易」の判断基準（タ

リフラインをベースとすべきとの主張、質的要素及

び量的要素の双方をベースとした基準を設けるべ

きとの主張、量的アプローチをとるべきとの主張等

種々の提案がなされている）、② GATT第 24 条と

授権条項との関係等が論点として取り上げられてい

る。

　手続的規律については合意に至り、2006 年 12月

14日の一般理事会において、地域貿易協定透明性

メカニズムが採択された。ドーハ宣言パラグラフ47

の「アーリーハーベスト」として暫定的に適用されて
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いる（詳しくは、第 II 部第 16 章「地域統合」参照）。

なお、運用開始一年後にその運用を踏まえてシステ

ムを見直し、恒久的なメカニズムとすることが予定

されていたが、審査実績が十分に蓄積されていない

ことから、2013 年 2月時点で見直しは見送られて

いる。

　我が国においては、2002 年 11月にシンガポール

との間で、自由貿易協定の要素を含む最初の経済

連携協定が発効した。以降、メキシコ（2005 年 4

月）、マレーシア（2006 年 7月）、チリ（2007年 9月）、

タイ（2007年 11月）、インドネシア（2008 年 7月）、

ブルネイ（2008年7月）、アセアン（2008年12月）、フィ

リピン（2008 年 12月）、スイス（2009 年 9月）、ベ

トナム（2009 年 10月）、インド（2011年 8月）、ペ

ルー（2012 年 3月）との間での経済連携協定が発

効した。現在は、豪州等と交渉中であり、更に今後

も、WTO 体制を補完するものとして、積極的に各

国と経済連携協定の締結を目指していくこととして

いる。したがって、我が国としては、我が国及び世

界各国が結ぶ RTAのWTO協定整合性を明確化

する観点から、現在のラウンド交渉で行われている

RTAの規律についての議論に対し、今後も積極的

に取り組んでいくこととしている。

　

Ⅳ．貿易円滑化

1．背景
　WTOにおける貿易円滑化交渉は、GATT 第 5

条（通過の自由）、第 8 条（輸出入に関する手数料・

手続）及び第 10 条（貿易規則の公表・施行）を明

確化、改善、この分野における途上国に対する技

術支援及びキャパシティ・ビルディングの強化を目的

とした交渉であり、その成果として、税関手続を含

む貿易関連手続の透明性、簡素化、標準化が促進

され、ひいては物流の迅速化、貿易関連コストの低

減が図られる等、先進国、開発途上国、民間、行

政等を問わず、すべての貿易関係者が利益を享受し

うるものである。

2．これまでの経緯
（1）シンガポール・イシューの交渉先
送り

　貿易円滑化交渉は、1996 年にシンガポールにて

開催された第 2回閣僚会議での合意に基づき、シ

ンガポール・イシュー（投資、競争、政府調達の透

明性、貿易円滑化の 4分野）の一つとして、物品

貿易理事会において議論されていた。しかし、一

部の開発途上国からの強い反対を受け、2003 年の

カンクンにおける第5回閣僚会議の際に、シンガポー

ル・イシューの交渉開始は先送りされた。

（2）貿易円滑化交渉の開始
　その後、貿易円滑化については、開発途上国に

も利益をもたらすことが共有され、2004 年 7月の

一般理事会において、シンガポール・イシュー4分

野のうち貿易円滑化のみ交渉を開始し、残る3分

野はドーハ・ラウンドでは交渉しないことが合意さ

れた。

　2004 年 10月の一般理事会では、交渉グループ

の初代議長に在ジュネーブ・マレーシア大使が選出。

同年11月に第一回交渉会合が開催され、以後、貿

易円滑化関連のガット第 5 条、第 8 条、第 10 条の

明確化・改善等に関する各国の提案に基づき議論

が行われた。

　2005 年 7月の一般理事会に際しては、議長の責

任で、それまでの交渉の進捗状況、技術支援やキャ

パシティ・ビルディング、開発途上国に対するS＆D

（特別かつ異なる待遇）の重要性について言及した

報告書が作成された。その後、2005 年 12月の香

港閣僚会議では、貿易円滑化交渉グループ報告に

示された勧告が承認され、採択された閣僚宣言に、

これまで各国から提出された各種措置が列挙され

たほか、香港閣僚会合後速やかに条文ベースの交

渉に移行する必要性、技術支援やキャパシティ・ビ

ルディング、開発途上国に対するS＆Dの重要性

等が盛り込まれた。
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（3）交渉の中断から再開までの動き
　2006 年 2月の一般理事会において、交渉グルー

プの 2代目議長に、在ジュネーブ・香港常駐代表が

選出され、他の交渉分野と同様に、年内の期限ま

でに交渉を終結させることを目途に交渉が行われ、

同年 2月より、加盟国から貿易円滑化措置に関する

提案が提出され議論を行った。更に、同年 5月か

らは加盟国より条文ベースの提案が提出され、同年

7月中の議長テキスト策定に向けた議論が行われて

いたが、一部開発途上国の反対もあり、貿易円滑

化の議長テキストは作成されなかった。同年の 7月

末には、ラウンド交渉の中断をWTO 事務局長が

発表し、ラウンド交渉の一部である貿易円滑化交渉

も中断された。

　その後、2007年 1月31日の非公式貿易交渉委

員会において、一旦中断されたラウンド交渉が本格

的に再開。2007年 2月7日の一般理事会において、

現在の交渉グループの議長である在ジュネーブ・グ

アテマラ大使が選出された。

3．現在の概況
　2007 年 11 月以降、各国から提出された条

文提案をWTO 事務局が取りまとめた編集文書

（compilation paper）をもとに、交渉マンデートで

ある、GATT第 5、8、10 条の明確化、改善、途

上国が措置を実施するに際してのS＆D（含む技術

支援及び人材育成（注）のための支援）付与等の

条文交渉が行われてきた。

　我が国は、産業界において、特に途上国におけ

る貿易関連手続の透明性向上や手続の簡素化につ

いての関心が高いことから、GATT 第 10 条に関

する提案を提出し、他の加盟国と協力しつつ、改

訂提案の作成、類似の提案の統合作業等を行うな

ど、交渉の進展に貢献してきた。2009 年 12月に

は、今後の交渉のベースとなる統合テキスト案（Draft 

Consolidated Negotiation Text）がまとめられ、

2010 年 2月から、このテキスト案に基づいて条項ご

との交渉が開始された。2013 年 12月のバリ閣僚会

合においてバリ・パッケージとして合意され、WTO

内に貿易円滑化協定準備委員会を設置し、2014 年

７月末までに同テキスト案のリーガル･スクラブ（法

的精査作業）及び議定書の策定及び採択をするこ

とになった。しかし、7月末の時点で一部の加盟国

が採択に応じなかったため採択に至らなかったが、

同年 11月27日WTO一般理事会で全会一致で採

択された。今後は、WTO 全加盟国の 3分の 2 以

上の批准で正式に発効する。

　（注）開発途上国が貿易円滑化交渉に参加するこ

と、交渉終了後に円滑に貿易円滑化関連措置を着

実に実施に移すこと等を支援するため、WTO 事務

局が世界税関機構（WCO）等関係国際機関と協力

し、途上国のニーズ・アセスメント（貿易円滑化交

渉で提案されている措置をどの程度実施出来ている

か、を診断）を実施しているところ。

Ⅴ．開発を巡る問題

1．議論の背景
　今次ドーハ・ラウンドは「ドーハ開発アジェンダ」

という正式名称にもあるとおり、開発がその中心的

課題に位置づけられており、また、2004 年 9月の

第 5回カンクン閣僚会議の前後から開発途上国の

存在感の拡大に伴い、開発途上国の開発問題への

対応が交渉の行方を左右する要因の1つとなってい

る。開発に関し、具体的な検討･作業項目としてドー

ハ閣僚宣言において合意されているのは、実施問題、

S&D（特別かつ異なる待遇）、キャパシティ･ビルディ

ング、貿易と債務・金融に関する問題、貿易と技術

移転の問題、小規模経済国の貿易への配慮、後発

開発途上国（LDC）への対応、である。このほか、

先に述べた各交渉分野においても、開発途上国へ

の配慮が大きな論点となっている。

　2005 年 12月の香港閣僚会議においても開発途

上国の開発問題は大きな論点となったが、開発途

上国支援、とりわけLDC支援の必要性につき全加

盟国間で認識が共有され、以下の成果が得られた。

①後発開発途上国（LDC）向け無税無枠措置

　LDC が強く求めていた、すべてのLDCの全産
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品に対する無税無枠の供与については、以下のとお

り合意された（香港閣僚宣言附属書 F）。

̶すべてのLDCの全産品に対して、持続的方法に

よって、2008 年若しくは遅くとも（ドーハ・アジェ

ンダ合意の）実施期間の始まりまでに無税無枠を

供与。

̶現時点で供与に困難を有する国は、2008 年若し

くは遅くとも（ドーハ・アジェンダ合意の）実施期

間の始まりまでに最低でも品目ベースで 97％以上

のLDCを原産とする産品に対し、無税無枠を供

与。更に、上記の義務を漸進的に達成。

②「貿易のための援助」等

　閣僚宣言において「貿易のための援助」（詳細は

後述）の重要性が確認され、事務局長の下に設置

される作業部会が、2006 年 7月までに「貿易のた

めの援助」を実施する方法に関する勧告を行うこと

となった。その他、小規模経済国への配慮、S&D（詳

細は後述）、実施問題（詳細は後述）についてもそ

の重要性が確認され、更なる作業を継続することと

なった。

③開発途上国開発支援策（開発パッケージ）

　香港閣僚会議で開発に大きな焦点が当たったこと

を受け、開発途上国が貿易自由化による利益をより

多く享受できるよう、先進各国は自発的に貿易のた

めの開発支援策（開発パッケージ）を次々に発表し

た。我が国は、他国に先駆けて、香港閣僚会議直

前の 2005 年 12月に総理から、一村一品運動の経

験等を生かした開発途上国の輸出能力向上支援を

含む「開発イニシアティブ」を発表し、開発途上国

から高い評価を得ている。我が国のほか、米国及

び EUの開発パッケージの内容は以下のとおり。

̶我が国：2005 年 7月のグレンイーグルズでの G8

サミットに向けて発表した開発支援策の一環とし

て、今後 3 年間に、貿易・生産・流通インフラ関

連で、合計100 億ドルの資金協力を行い、また、

この分野での技術協力として合計1万人の専門家

派遣・研修員受入を行うことを目標とする。この「開

発イニシアティブ」を通じて、開発途上国からの

貿易の「生産」、「流通・販売」、「購入」という3

つの局面において、「知識・技術」、「資金」、「人」、

「制度」にわたって支援を行う。具体的には、我

が国発の「一村一品」運動の経験等を活かした

輸出能力向上支援やLDC産品の市場アクセスの

原則として無税無枠化等が含まれている。

̶米国：2010 年までに貿易関連支援のため年間 27

億ドルの水準までを拠出を増加させる。

̶EU：2010 年までに貿易関連支援のため年間 10

億ユーロまで拠出を増加させる。

　さらに、2013 年インドネシア・バリ島で行われた

閣僚会合において、開発分野について以下のような

成果が得られた。

① 後発開発途上国（LDC）に対する優遇措置

(a)　綿花貿易について、半年毎に綿花小委員会

を開催し、香港閣僚会議で合意された市場ア

クセス拡大、国内支持及び輸出補助金の削減

について検証する。また、綿花の開発支援側

面の重要性を再確認し、「貿易のための援助」

や関連国際機関による技術協力・能力構築の

実施に際し、LDCが開発パートナーとの対話

や開発戦略により特定したニーズにフォーカス

することが慫慂された。

(b)　原産地規則についてガイドラインが作成され

た。ガイドラインでは、原産性を判定する際の

付加価値基準の閾値や加工工程基準等につい

て、LDCが要望する水準が盛り込まれている

他、自己証明制度の導入等の書類の簡素化が

求められている。また、原産地規則委員会は、

本ガイドラインに基づき年次レビューを実施、

一般理事会への報告を行い、WTO 事務局は

これらレビューの結果をLDC 小委員会に年 1

回報告する。

(c)　サービス分野における優遇措置の運用につ

いて、サービス貿易理事会は優遇措置の運用

を目指したプロセスを開始し、同措置の運用に

ついて定期的にレビューする。LDCは自らの輸

出関心のあるサービス分野やモード（形態）を

特定した集団リクエストを提出し、その 6ヶ月

後にサービス貿易理事会はハイレベル会合を開
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催する。同会合で、自主的に優遇措置を実施

する先進国及び途上国は、優遇する分野やモー

ドを提示する。

(d)　無税無枠措置について、品目ベースで 97％

の無税無枠供与を達成していない先進国は、

第 10 回閣僚会議までに改善に努めることが合

意された。

② 途上国配慮条項（S&D条項）の履行モニタリン

グ制度

　履行モニタリング制度は S&D条項の実施に関す

る分析とレビューを最低年 2回行う。レビューの結

果、S&D条項の実施に問題がある場合はその改善

策の検討を、条項自体に問題がある場合は交渉の

開始を、当該協定を所管する機関に勧告する。

2．各論
（1）我が国が実施している主な開発途
上国開発支援策（開発パッケージ）
の現状

　我が国は、「開発イニシアティブ」の発表後、世

界各地の開発途上国にある我が国大使館に有望産

品・優良案件の発掘について指示を発出し、各国

において「開発イニシアティブ」の実施に着手した。

また、貿易面の措置としては、特に以下の取組を開

始している。

①後発開発途上国（LDC）向け無税無枠措置

　LDCの輸出拡大や経済発展を支援する観点か

ら、一定のLDC産品について限度枠を設けずに関

税無税で我が国への輸入を認める、LDC向け無税

無枠措置を実施している。

　LDC産品の市場アクセスを原則無税無枠化する

ことを表明した「開発イニシアティブ」（2005 年 12月）

や、WTO 香港閣僚宣言（同）におけるコミットメン

トに基づき、2007年度以降、LDC 無税無枠措置

の対象品目割合は約 86％から約 98％に拡大されて

いる。

②国際版「一村一品」運動

　2006 年 2月から、経済産業省が中心となり、開

発途上国の産品の紹介を通じて開発途上国の商品

開発・輸出力向上に対する支援を行うために、国際

版「一村一品」運動を展開している。

　具体的には、日本貿易振興機構（JETRO）との

共催により、成田国際空港、関西国際空港に開発

途上国の有望産品を我が国をはじめとする消費者

に紹介するための展示販売コーナー「一村一品マー

ケット」を設置・運営するほか、JETRO 等の関係

機関と協力しながら、開発途上国からの我が国へ

の輸出支援等の協力支援を行っている。

（2）実施問題、S&D、キャパシティ・
ビルディング、貿易のための援助及
び IF（統合フレームワーク）を巡る
議論の状況
＜ⅰ）実施問題＞
　実施問題とは、既存WTO協定上の義務履行が

困難であるため、義務の緩和・免除等を開発途上

国が求めている問題である。

　この問題は、1999 年のシアトルでの第 3回閣僚

会議の際、インド等の開発途上国が先進国主導で

の新ラウンド立ち上げを阻止しようとして提起したも

のである。具体的には、WTO協定上の義務履行

を開発途上国については更に遅らせる、より開発途

上国を優遇させるよう既存の協定の改正をする等、

実に101項目の要望から構成されていた。

　2001年 11月のドーハでの第 4回閣僚会議におい

ては、ドーハ閣僚宣言本体に加え、「実施の問題に

関する決定」という別立ての合意文書が成立し、ドー

ハに持ち越された 101項目の要望のうち、42 項目

が一定の解決に至った。他方、ドーハ閣僚宣言でも、

「実施の問題に関する決定」でも取り扱われなかっ

た「未解決の実施問題」（59 項目）のうち 34 項目（農

業、AD等）は各交渉会合で検討し、2004 年末（ドー

ハ閣僚宣言で設定されたドーハ開発アジェンダの交

渉期限）までに結論を出すことになった。2003 年

6月、ドーハ開発アジェンダに引き継がれた 59 項目

のうち、交渉項目とならなかった 25 項目（地理的

表示（GI）拡大を含む）については、今後の進め

方に関し、WTO 事務局長から提案がなされたが、
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インド、ケニア等が各項目の交渉化を求めて受け入

れを拒否し、また、「地理的表示（GI）拡大」の交

渉化を目指すEU等もこれに同調した。2005 年の

香港閣僚宣言では、すべての未解決の実施問題に

ついて協議を加速化することとされたが、現在のと

ころ意見の収斂は見られていない。

＜ⅱ）S&D（特別かつ異なる待遇）問
題＞

　S&Dとは、Special and Diff erential Treatment

（特別かつ異なる待遇）の略で、現行WTO協定内

に存在する開発途上国への特別な配慮に関する規

定を指す。

　これまで合意されたWTOの各種協定の中には、

開発途上国への配慮という観点から種々のS&D規

定が設けられているが、開発途上国からはこれら

の規定が十分に機能していないことから、より実効

性を持たせるために強化すべきとの主張がなされて

いた。

　2001年ドーハ閣僚会議の閣僚宣言において、

WTO協定の「すべての特別のかつ異なる措置の規

定が、強化され、より詳細で効果的かつ実施に適

したものにするために見直されること」が合意され、

S&Dに関する交渉が開始された。これを受けて、

開発途上国から88 項目の個別協定に関する提案が

提出され、WTO 貿易と開発委員会（CTD）特別

会合及び関連交渉会合・関連委員会において議論

が行われてきた。2003 年 5月に一般理事会議長は

88 項目の提案を3つのカテゴリー（注 1）に分類する旨

提案し、その後、カテゴリーIを中心に議論を進め、

28 項目についてほぼ合意に達していたが、2003 年

9月のカンクン閣僚会議での決裂に伴い議論が頓挫

した。2004 年 2月、南アフリカ代表が CTDの新

議長に指名され、28 項目の扱いを含め S&Dの議

論を前進させる方法等につき検討を再開、その後、

度々集中的に議論が行われたが、結局合意に至ら

なかった。

（注 1）提案の3つのカテゴリー分類（合計 88 項目）

・カテゴリーⅠ：合意済み又は合意に近いと

思われる項目（38 項目）

・カテゴリーⅡ：交渉中の分野に関する提案

又は関連委員会等で検討中

の項目（38 項目）

・カテゴリーⅢ：合意困難と考えられる項目

（12 項目）

　2005 年 5月からは、CTD特別会合において「LDC

に関する個別の 5 提案（LDC5 提案）（注 2）」を集中的

に議論が行われた。LDCとその他の関係国との立

場の溝がなかなか埋まらなかったが、香港閣僚会

議で開発途上国支援、とりわけLDC 支援が重要

であるとの認識が全加盟国間で共有され、ようやく

合意に至った。

（注 2）LDC5 提案

・提案 23：LDCに対する義務の免除

・提案 36：無税無枠の市場アクセス、原産

地規則、資金・技術支援

・提案 38：LDCが開発、財政、貿易上の必

要性と合致しない義務、譲許を

要求されないことの確認等

・提案 84：TRIMs協定（貿易に関連する投

資措置に関する協定）の適用免

除

・提案 88：LDC が開発上の必要性等や能

力と合致した義務のみを負うこと

の確認、資金・技術支援

　

　香港閣僚会議後は、CTD 特別会合議長の方針

に従い、残り16 提案のうち、所謂カテゴリーⅠの 6

つの個別提案（注 3）に加えカテゴリーⅢの1つを中心

に議論されているが、現在のところ合意は得られて

いない。

（注 3）7つの個別提案

　88 項目からCTD 特別会合以外の場で議

論されているカテゴリーⅡ（38 項目）、カンク

ンで合意した28項目（うち1項目はカテゴリー

Ⅱに属する）。LDC5 提案及び繊維協定関係

の提案 2 項目を引いた 16 項目のうち、カテ
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ゴリーⅠに属する6つの提案及びカテゴリー

Ⅲに属する1つの提案を指している。

・提案 13：経済開発計画を実施するにあ

たってのWTO協定義務の緩和

・提案 24、25：開発途上国の SPS（衛生植

物検疫措置の適用に関する

協定）義務の免除

・提案 28、29、30：輸入許可手続に関する

開発途上国配慮

・提案 79：開発途上国の SPS（衛生植物検

疫措置の適用に関する協定）義

務の免除

　このような中、現在 CTD 特別会合では、S&D

の実施状況をモニタリングするシステム（モニタリン

グ・システム）に議論の基軸を移し、作業を行って

いる。

＜ⅲ）キャパシティ・ビルディング（能
力構築）＞

　キャパシティ・ビルディングとは、研修、セミナー

等様々な形で開発途上国のWTO履行能力や交渉

能力の構築・向上を図るとともに、WTO協定実施

のための国内体制整備の支援を行うことである。

　従来、開発途上国に対する「技術支援」（technical 

assistance）の一環としてWTO協定に関するキャ

パシティ・ビルディングが行われていたが、1999 年

のシアトル第 3回閣僚会議の失敗を契機として、よ

り一層その重要性が強調されるようになった。すな

わち、シアトルで開発途上国は、既存のウルグアイ・

ラウンド合意でさえ実施する能力が不足しているた

め新たなラウンドによる義務の増加には対応できな

いとの立場をとったことから、開発途上国への対応

の重要性があらためて認識され、開発途上国のラ

ウンド参加を促進するためのWTO関連のキャパシ

ティ・ビルディングが有効と考えられるようになった。

その結果、2000 年以降、先進国は開発途上国に

対してWTO関連のキャパシティ・ビルディングを一

層精力的に実施することとなった。

　WTOにおいては、技術支援／キャパシティ・ビ

ルディングに関し、以下のような取組が行われてい

る。

̶毎年度、WTO 事務局が技術協力計画を作成

し、技術協力基金（GTF）（注 1）を使って各種の

技術支援／キャパシティ・ビルディングを実施。

̶ジュネーブ及び地域セミナー・ワークショップ、

貿易政策クリニクス（注 2）の他、他の国際機関と

連携した IF（統合フレームワーク：詳細は後述）・

JITAP（注 3）のスキームを通じて技術支援／キャ

パシティ・ビルディングを実施。

（注 1）技術協力基金（GTF）：

　2002 年 1月にWTO事務局長がWTOキャ

パビルのための基金を設立。各国から拠出が

行われたており、我が国からは、2002 年度か

ら2007年度にかけて約 553 万スイスフランを

拠出。

（注 2）貿易政策クリニクス：

　各国のニーズに応じて、様 な々段階で貿易政

策のキャパビルを実施。

（注 3）共同統合技術支援プログラム（JITAP）：

　WTO、UNCTAD、ITCによる対アフリカ

貿易関連共同イニシアティブ。人的資源開発、

貿易自由化に対する国内法やインフラ整備のた

めの技術支援を行う枠組み。

＜ⅳ）貿易のための援助（Aid for Trade）
及び統合フレームワーク（IF）＞

　2005 年 12月の香港閣僚宣言においては、技術

支援・キャパシティ・ビルディングにつき多くの分

量が割かれ、その重要性が指摘された。とりわけ、

世銀・IMF が提示した「貿易のための援助（Aid 

for Trade）」、更には、そのうちのLDC 支援の枠

組みである統合フレームワーク（IF）等が、それぞ

れ、閣僚宣言の中で独立した項目として記されてお

り、その実行の重要性が強調されている。

①貿易のための援助（AFT: Aid for Trade）

　「貿易のための援助」（注）については、2006 年 2月

に作業部会が設置され、2006 年 7月に報告書が取
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りまとめられた。「貿易のための援助」は 2006 年

7月の交渉中断の対象外として取組みが継続され、

2006 年 10月には一般理事会で同報告書が採択さ

れた。

　2007年 11月には、同報告書を踏まえ、WTO 事

務局からの具体的提案を受け、グローバル・レビュー

会合が開催された。

　本会合では、主に先進国側からは、開発途上国

側の援助政策において貿易を主流化、すなわち、

貿易によって開発を進めることを基本方針として打

ち出すべきである、という考え方、また、被援助

国自身の開発参加意識の重要性についての指摘が

あった。他方、主に開発途上国側からは、援助の

追加性、すなわち、どの程度 AFTに関する援助

が実際に積み増されるのか検証すべきである、と

いった考え方が示され、また、AFTが如何に行わ

れているか推移を確認するモニタリングの重要性、

人材育成の必要性が指摘された。

　本会合では今後のステップとして以下が提言され

た。

̶地域レビュー会合を通じてなされた次の提言を実

施

　・各国・地域の課題、優先分野を特定

　・受益国、地域としての行動計画を特定

　・地域におけるAFTのネットワークを形成

　・実施に向けたロードマップを設定

̶2008 年前半におけるAFTのモニタリング／評価

に関するシンポジウムの開催、AFTの実施に向

けての専門家レベルでの会合の開催、更に官民

協力の推進やデータベースの整備等を、次回のグ

ローバル・レビュー会合に向けて進めていく。

なお、グローバル・レビュー会合に至るまでに、

WTO貿易と開発委員会（CTD）の他、関連する国

際機関・フォーラム、特にOECDにおけるAFTの

モニタリングに関する議論、その他、世銀、IMF、

国連、IFといった場における議論に加え、ラ米・カ

リブ海地域、アジア・太平洋地域、アフリカ地域に

おいて地域レビュー会合が開催された。

　2009 年 7月に第 2 回グローバル・レビュー会合

が開催され、貿易の援助に関し、

・約束から実施へ

・国家及び地域の開発戦略の主流化

・世界的な経済不振の中での支援の継続

・貿易のための援助、その効果の調査

を柱とする議論を行った。我が国からは、「貿易の

ための援助」の具体的な形として、国際版一村一

品運動を2006 年以来実施していることを紹介した。

（注）「貿易のための援助」（Aid for Trade）：開

発途上国が十分に貿易の利益を享受するために

克服することが必要な課題（情報、制度、インフ

ラ、人材等における制約）を解消することを目的

とした包括的な援助の構想。WTOの他、世銀、

IMF、OECD、国連等の場でも議論が行われて

いる。具体的には、① LDCを含む開発途上国

が供給サイドの制約を克服し、国際市場への参

入を可能とするための支援、及び②貿易自由化に

伴う調整コストの問題への対応を可能とするため

の支援を行うことを目標としている。

　また、最近では2011年7月に第3回グローバル・

レビュー会合が開催され、

・援助、効果、状況及び将来

・回復の強化・成長の促進

・多国間開発銀行が経済危機で果たした役割

・南南協力

・貿易のための援助へのモニタリングと評価

等の議論を行い、2009 年に引き続き我が国の一

村一品運動の取組みについても紹介した。

　最近では、2013 年 7月に第 4回会合グローバル・

レビュー会合が開催され、

　・南南協力

　・インフラ整備支援

　・LDCのグローバルバリュー・チェーン化

　・官民協力

　等の議論を行い、過去 2回に引き続き、日・カン

ボジア・ADB主催のサイドイベントにおいて我が国

の一村一品運動の取組みについても紹介した。
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②統合フレームワーク（IF）

　「貿易のための援助」の一環として重要性が強調

されているIF（注 1）については、2005 年 11月に設立

した IF 強化タスクフォースにおいて IFの強化が議

論され、2006 年 7月に同タスクフォースの勧告案（注 2）

が IF運営委員会において承認されている。

　同勧告を踏まえ、2006 年秋より、IF 移行チーム

において、その下で 3つのクラスター（資金、実施

問題、マネジメント）ごとに議論が行われ、2007

年 5月の IF運営委員会において IF 移行チームの

提言（追加的で予測可能性の高いリソースの確保、

現地実施プロセスの強化、ガバナンスの強化等）が

承認され、同年 9月のストックホルムにおけるハイ

レベル拠出会合において、強化された IF（EIF：拡

大統合フレームワーク）への移行が指示された。

（注 1）IF：Integrated Framework（統合フレー

ムワーク）の略称。WTO、UNCTAD、ITC、

UNDP、IMF、世銀の 6つの国際機関が共同で

LDCの供給サイドの制約等を調査し、当該 LDC

が多角的貿易体制に統合していくための政策提

言やキャパシティ・ビルディングを行うもの。

（注 2）IF 強化タスクフォースからの勧告の主な内

容

　　①対象・実施

基金の再編、貿易診断調査の改善、IF

の対象範囲は LDC。

　　②ガバナンス、全体管理、事務管理

独立した権限を持った事務局をWTO 事

務局内に置かれる。運営委員会が任命する

事務局最高責任者（CEO）が率いる。事務

局は信託基金の財務管理を行う。

　　③モニタリングと評価

モニタリング及び評価システムの改善。独

立監査人を任命。

　　④基金

　経費見積もりとしては、5 年間、実施経費

及び事務局経費を含めた経費として約 4億ド

ルとの額が示されている。3～ 5 年間の多数

年度を対象とする基金の提示。

＜ⅴ）LDC 向け原産地規則のガイド
ライン＞

　LDC向け特恵制度の原産地規則は、特恵付与国

それぞれが独自の規則を運用しているが、LDCか

ら統一の規則制定を求める動きがあり、2013 年 12

月にインドネシア・バリで開催されたWTO第 9 回

閣僚会議において、LDC 特恵制度の原産地規則ガ

イドラインが合意された。同ガイドラインは、原産

地規則の簡素化・透明化を目的としており、強制力

を持っていない。
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1995 年のWTO 発足以降、ソ連崩壊後の市場経

済化へ移行が進む過程で、　キルギス、バルト三

国（ラトビア、エストニア、リトアニア）、グルジア、

モルドバ、アルメニアの旧ソ連諸国がたて続けに

WTO加盟を果たし、2001年 11月のWTOドーハ

閣僚会議において中国及び台湾のWTO加盟が承

認され（中国、台湾の加盟議定書はそれぞれ同年

12月、2002 年 1月に発効）、2006 年 11月にベトナ

ム（2007 年 1月に加盟議定書発効）、更に、2008

年 5月にはウクライナ、2012 年 8月にはロシアが

WTO加盟を果たす等、2014 年 3月現在の加盟国

は 159ヵ国となっている（WTOに加盟している国・

地域については、「WTO加盟の状況」中の図表を

参照）。

　WTO への加盟交渉を通じて、申請国の（ⅰ）物

品（モノ）やサービス貿易における国内市場アクセ

スの改善、（ⅱ）法制度、政策等のWTOルール整

合化による透明性・予見可能性の確保、（ⅲ）貿易・

投資環境の整備・推進、（ⅳ）通商摩擦の解決に際

しての共通ルールの確保等が図られる。一般的に、

WTO加盟による市場開放は、特に、市場経済移

行国にとっては、WTO協定への整合性を図るため

に国有企業の改革の必要性が生じるとともに、外国

資本進出による国内企業の事業活動の割合が低下

する等（これらは、国家が一手に貿易を行っていた

国々に生じる問題）、申請国にとって多くの改革を伴

うため、WTO加盟交渉は決して容易ではない。し

かし、WTO加盟を契機に国内規制制度改革の促

進、貿易・投資の拡大、それに伴う技術移転が促

進されることから、より多くの国々がWTOのメン

バーに加わることは、それぞれの国の発展のみなら

ず、世界規模での多角的貿易体制の維持・発展に

繋がると考えられる。

　本章では、WTO加盟手続、現段階でのWTO

加盟国・申請国の概観について述べる。

第2章
WTO加盟交渉の現状

1．はじめに
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2．WTO加盟手続について

（1）加盟交渉の手続
　WTO加盟交渉は、二つの交渉が並行して進め

られる。第一の交渉は、申請国と既加盟国との間

で行われる多国間交渉で、申請国の国内法制度の

WTO協定整合性の審査及び申請国の加盟に際し

ての条件について話し合われる。はじめに、加盟を

希望する国からWTO 事務局長に対して加盟申請

が行われ、一般理事会での承認に基づき、加盟申

請国の加盟作業部会（WP：Working Party）が設

置される。その後、WPでの多国間交渉を通じて、

申請国の経済・財政・金融政策、投資体制、行政

機構等の包括的事項に亘る審査の他、輸入許可手

続、補助金措置、貿易投資関連措置（TRIMs）、

基準・認証制度、衛生植物検疫措置（SPS）、知的

財産権保護制度（TRIPS）、政府調達等の様 な々分

野ごとにWTO協定との整合性が審査され、それ

らの審議の結果は「WP 報告書」にまとめられる。

また、申請国がWTO協定を遵守するコミットメン

トを含む加盟に際する諸条件をまとめた「加盟議定

書」が作成される。

　そして、第二の交渉は、申請国と同申請国との交

渉を希望する既加盟国の間で行われる二国間交渉

である。申請国の市場アクセス改善のため、物品（モ

ノ）の分野における個別品目の譲許税化及び譲許

税率の引き下げ、また、サービス貿易の分野におけ

る自由化を目指して、申請国、加盟国がそれぞれオ

ファー（提案）とリクエスト（要望）の提示を繰り返し、

リクエストとオファーのレベルがそれぞれ一致する

まで交渉が進められる。このような市場アクセス交

渉のほかに、自国の通商に大きな影響のある問題

についても二国間の交渉でとりあげられることがあ

る。二国間交渉の結果は、二国間で作成された関

税譲許表及びサービス約束表を確認する文書（同文

書に「関税譲許表」及び「サービス約束表」として

添付）に署名が行われた後、WTO 事務局に通報

される。なお、このように申請国が加盟国と個別に

行う二国間交渉の結果、各分野、各産品で最も高

い水準の自由化の約束が、最恵国待遇（MFN）原

則に基づき、すべてのWTO加盟国に適用されるこ

ととなる。

　すべての二国間交渉が終了した後、WPにおける

加盟文書の採択、WTO閣僚会議又は一般理事会

における加盟承認、申請国内での加盟議定書の受

諾（批准）の手続を経て、WTOの加盟国となるこ

とができる（別掲「WTO加盟交渉フローチャート」

参照）。

　WTO加盟国は、1995 年にWTO協定が発効す

る以前に旧 1947年の GATT締約国であった原加

盟国（WTO設立協定第 11条）と、WTO 発足後

に上述の加盟交渉を経て加盟国となった国（同第

12 条）で構成され、前者は更に、①旧 1947年の

GATTの原加盟国、② 1947年の旧 GATT発効後

に加盟のための交渉を経てGATTの加盟国となっ

た国、③加盟国である旧宗主国の宣言による提唱

で旧 1947年の GATTに加盟した国（例：香港）に

分かれる。それぞれが異なる経過を経てWTO加

盟国となっており、同レベルの経済発展段階にある

国でも容易に加盟を果たした国も存在するが、近年

は交渉が長期にわたるケースが多い。

（2）WTO加盟国・申請国の状況
　2003 年 9月のWTOカンクン閣僚会議における

加盟承認を経て、2004 年 4月にネパール、同年 10

月にカンボジアがそれぞれ正式にWTO加盟を果た

した。2005 年 11月11日のWTO 一般理事会で、

サウジアラビアの加盟が承認され、12月11日に正

式にWTO加盟国となった。これら3か国は 12月

のWTO 香港閣僚会議に正式加盟国として出席し

た。また、トンガはWTO 香港閣僚会議において

加盟が承認され、2007年 7月に正式なWTO加盟

国となった。ネパール及びカンボジアの平均譲許税

率は、ネパール 26％、カンボジア 22％と、サウジ

アラビア10％、トンガ 17％よりも比較的高い税率と

なっている。また、ネパール及びカンボジアよりも先
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に加盟を果たした、例えば、2000 年に加盟を果た

したオマーンの14％、2001年に加盟を果たしたリト

アニアの 9％、中国の10％との比較でも高い平均譲

許税率となっている。これはネパール及びトンガが

ともに後発開発途上国（LDC）に位置づけられるた

め、LDC 加盟ガイドライン（注 1）に基づいて、経済発

展段階に応じた交渉が行われた結果によるものであ

る。

　2006 年 11月に開催されたWTO一般理事会に

おいて、ベトナムの加盟が承認され、同国内での

WTO加盟議定書の批准を経て、2007年 1月11日

に同国は正式なWTO加盟国となった。

　2007年 12月に開催されたWTO 一般理事会で

はカーボヴェルデの加盟が承認され（2008 年 7月正

式加盟）、また 2008 年 2月に開催されたWTO一

般理事会ではウクライナの加盟が承認された（2008

年 5月正式加盟）。それ以降、約 3 年間新規加盟

が実現しなかったが、2011年に入り、バヌアツ、サ

モア、ロシア、モンテネグロが相次いで加盟が承認

され、2012 年 4月29日にモンテネグロ、5月10日

にサモア、8月22日にロシア、8月24日にバヌアツ

が正式加盟を果たした。さらに、2012 年 10月の一

般理事会でラオス、12月10日の一般理事会でタジ

キスタンの加盟が承認され、2013 年 2月2日にラオ

ス、3月2日にタジキスタンの正式加盟が実現した。

2013 年 12月の一般理事会でイエメンの加盟が承認

され、2014 年 6月 26日に正式に加盟した。2014

年 12月の一般理事会でセーシェルの加盟が承認さ

れ、2015 年 4月 26日に正式加盟を果たした。現

在WTO加盟国は 161 か国・地域となり、世界貿

易に占める割合は 97％以上となる。現在、22 か国

がWTOに加盟申請中であり、その内訳はアジア・

中東地域 6か国、欧州地域 7か国、米州地域 1か

国、アフリカ地域 9か国となっている。

　我が国は、加盟申請国のモノ、サービス市場アク

セスの改善が図られる、加盟の進展によりWTOが

より普遍的な国際機関となりWTO協定ルールが一

層安定したものになる等の観点から、各国の加盟を

支持し、積極的に加盟交渉に臨んでいる（「WTO

加盟の状況」参照）。

（注 1）後発開発途上国（LDC）加盟ガイドライン

　2002 年 12 月のWTO 一般理事会において、

LDC 小委員会から報告を受けた「LDC 加盟ガイド

ライン」が採択された。同ガイドラインは、LDC諸

国の円滑な加盟推進を目的に作成されており、既加

盟国は、LDC 諸国のWTO加盟交渉においては、

他のLDC諸国でWTOに加盟している国の市場ア

クセス状況、WTO協定上の約束内容等を考慮し、

要求を抑制（restrain）すべきとされている。



1 WTO
 

2/3
 

2 30
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（1）交渉段階
　　（A）加盟作業部会（WP）未開催（6か国）：

リビア、イラン、サントメ・プリンシペ民主共和国、コモロ、赤道ギニア、シリア

（B）WPは開催しているが二国間交渉のオファー未提出（2か国）：

バハマ、イラク

　　（C）二国間交渉のオファー提出済（5か国）： 

アンドラ、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、エチオピア、リベリア

　　（D）WP報告書案審査中（9か国）： 

カザフスタン、アルジェリア、ブータン、レバノン、ベラルーシ、スーダン、セルビア、ボスニア・ヘルツェ

（参考1）加盟申請中の国（22か国）



 WP   

 

 
D  

1999.1 
WP  1999.4 

7 2002.10 2009.10  

4 2003.12 2009.11  
2009.4 2007.4 

 
LDC  
D  

1999.9 
WP  1999.10 

2007.12 
4 2004.11 2008.1  

4 2005.10 2008.1  
2007.5 2005.8 

   

 
B  

2004.9 
WP  2004.12 

2 2007.5 2008.4  

 
 

 
LDC  
D  

2004.11 
WP  2004.12 

2013.10 
4 2011.1 2013.7  

4 2012.12 2013.7  
2013.7  

 
A  

1996.9 
WP  2005.5 

 
 

 
A  

2001.1 
WP  2010.5 

 
 

8

 
 

D  
1996.1 

WP  1996.2 
2008.6 

18 1997.3 2013.11  

15 1998.10 2005.6  
2005.11  

 
D  

1993.9 
WP  1993.10  

7 1997.6 2005.5  

8 1998.4 2009.6  
2006.5 2009.4 

 
C  

1997.7 
WP  1997.10  

1 1999.10  

 
1999.9 1999.9 

 
 

D  

1999.5 
WP  1999.7  

2013.5 
13 2003.11 2013.6  

5 2004.12 2011.1  
2011.2 2011.2 

2011.9  

 
C  

1994.12 
WP  1994.12  

3 2002.7 2005.10  

 
2005.9 2005.9 

 
C  

1997.6 
WP  1997.7  

9 1997.10 2012.2  
2012.2 2011.10 

11 2002.6 2014.2  

6
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ゴビナ、アフガニスタン

　　（E）加盟承認待ち（0か国）

　　（F）加盟議定書受諾手続中（0か国）：

（2）我が国との二国間交渉を終結：
　カザフスタン（2005.6）、セルビア（2010.3）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（2011.9）、

　アフガニスタン（2013.7）

（3）その他
　・2001年に旧ユーゴスラビア加盟作業部会が設置されていたが、当該国の申請により、2005 年 2月の一

般理事会にてセルビアとモンテネグロと別々の加盟手続を踏むことで、了承された。



 WP   

 
D  

2004.12 
WP  2005.2 

2012.10 
13 2005.10 2013.6  

5 2005.10 2009.12  
2011.9  

 
F  

2004.12 
WP  2005.2 

8 2005.10 2011.12  
2011 12 

4 2005.10 2008.12  
2008.12  

1

 
B  

2001.5 
WP  2001.7 

2 2010.9 2011.  

1 2010.9  
 

 

 
D  

1987.6 
WP  1987.6 

2013.2 
11 1998.4 2013.4  

10 2002.5 2008.1  
2013.2  

2013.1 

 
LDC  
D  

1994.10 
WP  1994.10 

2004.9 
2 2003.7 2004.3  

2 2006.12 2007.7  
2007.10 2004.6 

   

 
LDC  
B  

2003.1 
WP  2003.2 

3 2011.5 2012.3  

 
2012.2 

 
A  

2004.6 
WP  2004.7 

 
 

 
 

LDC A  

2005.1 
WP  2005.5 

 
 

 
LDC A  

2007.2 
WP  2007.10 

 
 

 
LDC  
A  

2007.2 
WP  2007.2 

 
 

 
LDC  
C  

2007.6 
WP 2007.12 

 

1 2012.7  
2014.11 2014.12 

8
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　※地域・国の下の（A）～（F）は前ページにおける交渉段階を表す（2014 年 3月現在）。



     

 WP  1996.7 
4 1996.10 1999.7 1999.7 1999.10 2000.6 

 WP  1993.12 
8 1996.4 2000.7 2000.7 2000.7 2000.9 

 WP  1991.10 
5 1993.6 1996.6 1996.6 1996.7 1997.1 

 WP  1996.4 
6 1997.3 1998.7 1998.7 1998.10 1998.12 

 WP  1993.12 
7 1995.3 1998.9 1998.9 1998.10 1999.2 

 WP  1994.3 
11 1994.11 1999.4 1999.4 1999.5 1999.11 

 WP  1994.1 
6 1996.10 1999.11 1999.11 1999.12 2000.4 

 WP  1996.6 
5 1997.4 200.7 2000.7 2000.10 2000.11 

 WP  1993.10 
9 1996.4 2000.6 2000.6 2000.7 2000.11 

 WP  1994.2 
9 1995.11 2000.10 2000.10 2000.12 2001.5 

 WP  1993.12 
6 1997.6 2001.2 2001.2 2001.5 2001.7 

 

WP  1987.3 
38 1987.3 2001.9  

1997.9  
1999.7
1999.11  
2000 5 EU

2001.9 2001.11 
 2001.12 

 

WP  1992.9 
11 1992.11 2001.9  

1997.2  
1998.2  
1998.7 EU

2001.9 2001.11 
 2002.1 

 WP  1992.9 
7 1996.1 2002.11 2002.11 2002.11 2003.2 

 WP  1994.12 
6 2000.7 2002.9 2002.9 2002.10 2003.4 

 
LDC  

WP  1989.6 
3 2000.5 2003.8 2003.8 2003.9 

 2004.4 

 
LDC  

WP  1994.12 
5 2001.5 2003.7 2003.7 2003.9 

 2004.10 

 
WP  1993.7 

14 1996.5 2005.10 2005.10 2005.11 2005.12 

 WP 1992.9 
7 1993.7 1995.7 1995.7 1995.8 1996.1 

 WP  1986.11 
7 1991.7 1996.7 1996.9 1996.10 1996.12 

 WP  1991.10 
5 1994.4 1996.9 1996.9 1996.10 1996.12 
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（参考 2）WTO設立後正式な加盟交渉を経てWTOに加盟した国（33か国・地域）



     

 WP 2005.2 
8 2005.10 2011.12 2011.12 2011.12 

 2012.4 

 WP 1998.7 
2 2002.3 2011.10 2011.10 2011.12 

 2012.5 

 WP 1993.6 
31 1995.7 2011.11 2011.11 2011.12 

 2012.8 

 WP 1995.7 
3 1996.7 2011.5 2011.5 2011.10 2012.8 

 WP 1998.2 
11 2004.10 2012.9 2012.9 2012.10 2013.2 

 WP 2001.7 
9 2004.3 2012.10 2012.10 2012.12 2013.3 

 WP  1995.1 
14 1998.7 2006.10 2006.10 2006.11 2007.1 

 WP  1995.11 
2 2001.4 2005.11 2005.12 2005.12 

 2007.7 

 WP 1993.12 
17 1995.2 2008.1 2008.02 2008.02 2008.5 

 
WP 2000.7 

4 2004.3 2008.1 2007.12 2007.12 2008.7 

 
 

WP 2000.7 
11 2000.7 2014.9  

2013.9 
 

2013.12 
 

2014.6 
 

 
 

WP 1995.7 
7 1997.2 2014.10  

2014.11 2014.12 2015.4 
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※　中国・台湾はカタールでの第 4回WTO閣僚会議で加盟承認がなされ、カンボジア・ネパールはカンク

ンでの第 5回WTO閣僚会議で、トンガは香港での第 6回WTO閣僚会議で、モンテネグロ・サモア・

ロシアは第 8回WTO閣僚会議で加盟承認がなされた。その他は一般理事会。
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第3章
紛争案件一覧

（WTO発足後の紛争案件）



( WTO
DS )

1.

AP-Approved 
Perm it

 1995/ 1/10
 3/16

 7/19

No Objection Letter
GATT 11

GATT 
10 11

18

2. (4). 

(2) 
(4) 

EU

1995/ 1/24
 3/25
 4/10 5/31 DS4

1996/ 1/29
 2/21
 4/22
 5/20

GATT 1
3 TBT 2

GATT 20
3 4

GATT 20 (g)

GATT 
1 3

22

2 14
TBT

3.

 1995/ 4/ 4
GATT 11

GATT 
3 11

SPS 
2 5
TBT 

5 6

4.

 1995/  4/10  
 5/19  
 5/31  ( DS2 )

GATT 
1 3

TBT 
2

5.

 1995/ 5/ 3
 7/31 TBT SPS

GATT 
3 11

SPS 
2 5
TBT 

2

6.  1995/ 5/17
 6/28
 7/19

1974 301 304

GATT 1 2

GATT 
1 2

15

7. (12) (14). EU

(7) 

(12) 

(14) 

1995/ 5/19 DS12 7/18
DS14 7/24

 7/ 7 DS12
9/14 DS14 9/13

 7/19 10/11 DS12
DS14

1996/ 7/ 5

GATT TBT

GATT 
1 3
TBT 

2

8. (10) (11). 

EU(8) 
 (10) 

(11) 

1995/ 6/21 7/7 DS10
DS11

 9/14
 9/27 DS10

DS11
1996/ 7/11

 8/ 8
10/ 4
11/ 1

1987 11 GATT

GATT 3
GATT 3

GATT 
3

2

9. EU

 1995/ 6/30
 9/14
10/11
11/29

GATT 2 7
24

6 TQ

GATT 
2 7

10.
 1995/  6/21  

 9/14  
 9/27  ( DS8 )

GATT 
3

2

11.
 1995/  6/21  

   9/14  
 9/27  ( DS8 )

GATT 
3

2

12. EU

 1995/  7/18  
  9/14  

   10/11 DS7

GATT 
1 3

TBT 
2 12

13. EU
 1995/ 7/19

 9/28
1997/ 4/30

2 7
24 6

TQ

GATT 
1 2

7 10
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( WTO
DS )

14. EU

 1995/  7/25  
 9/13  
 10/11 DS7

GATT 
1 3

TBT 
2

15. EU 1995/ 8/18
 9/18

1994 9
MFN EU

GATT 
1 3

17

16. EU

1995/ 9/28 96/2/5
2012/11/ 8

EU ACP MFN GATT 
1 3

1 3
GATS 

2 16
17

17. EU
 1995/10/ 5 EU GATT 1 MFN

2 7
GATT 

1 2
7

18.

EU
1995/ 10/ 5   
1997/ 3/ 7

 4/10
1998/ 6/12

 7/22
10/20
11/ 6

1999/ 7/15 DSU 22

 7/27 DSU22.6

1999/ 7/28
1999/ 9/ 7
2000/ 2/18

 3/20

GATT
11 13 SPS

SPS 2.2
2.3 5.1

5.5
5.6

5.6

1999 7

DSU 21.5

GATT 
11 13

SPS 
2 3

5

19.  1995/ 9/28
1996/ 9/11

EU
GATT 1 24

GATT 
1 24

20.

 1995/ 11/ 8
1996/ 5/ 6

6 GATT 
3 11

SPS 
2 5
TBT 

2

21.

EU
1995/ 11/20
1999/ 5/11

 6/16
11/ 8

2000/ 10/27

GATT
11 13 SPS

GATT 
11

SPS 
2 5
7 8

22.

EU
1995/ 11/30
1996/ 2/ 5

 3/ 5
10/17
12/16

1997/ 2/21
 3/20

GATT 1 2 6.3 6(a) 13

1994 GATT 6

GATT 
6

13

23.
OCTG AD

 1995/ 12/ 5
1997/ 5/ 6

AD AD AD
1 3

4 5 6
12 16
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( WTO
DS )

24.

1995/ 12/22
1996/ 2/22

 3/ 5
11/ 8
11/11

1997/ 2/10
 2/25

SG 2.4 6.2
6.4 6.6(d) 6.7 6.10 8

6.2
2.4 6.4 6.6(d) 6.10

SG

2 6
8

25. EU  1995/12/14 EU GATT 1 MFN
2 7

GATT 
22

26. (48). EU

(26) 

(48) 

1996/ 1/26 DS48 6/28
 4/25 DS48

9/17
 5/20 10/16 DS48

1997/ 8/18
 9/24 EU

1998/ 1/16
 2/13

1999/ 5/17 DSU 22

 6/ 2 EU DSU 22.6

 7/12 22.6
 7/26 22.6

2008/12/22 EU

2009/ 5/13 DSB 9/25
EU EU

0
EU

EU
GATT 3

11 SPS TBT

EU SPS 3.1
5.1

5.5
SPS 5.1

3.1 5.5
3.1

SPS
3.3

EU 15
EU

DSU 22.2
1999 7

DSB 1 1680
1130

2004
11 EU

DSU
DSU

DS320 DS321
DS320 321 2008 3 31
10 16

SPS 
2 3 5

TBT 
2

GATT 
3 11

11
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( WTO
DS )

27. EU

1996/ 2/ 5
 4/11
 5/ 8

1997/ 5/22
 6/11 EU
 9/ 9
 9/25
12/15

1999/ 1/12
 1/14 DSU 22

 1/29 EU DSU 22.6

 4/ 9 22.6
4/12

 4/19 22.6
 5/ 6
11/ 8 DSU 22

11/19  EU 22.6

2000/ 3/24 22.6

 5/18 22.6
2001/ 4/30 EU
2006/ 11/16
2007/ 2/23

11/12
2008/ 4/ 7

/
 5/19

/
 9/ 9

11/26

12/22

EU
GATT 1 2 3 10 11 13

1 3 TRIMS 2 5 GATS 2
4 16 17

GATT 1 1 3 4 10 3 13 1
1 3 GATS 2 17

GATT 13 1

GATT 10

DSB

21 5
DSU9 3 21 5

ACP
GATT13 21 5

EC GATT

GATT 
1 2

3 10
11 13

1 3

19
TRIMS 

2 5
GATS 

2 4 16
17

1
15

16

28.
 1996/ 2/ 9

1997/ 1/24
TRIPs 14 TRIPS 

3 4
14 61
65 70

29.

 1996/ 2/12 GATT 11 13 GATT 
11 13

24

2

30.
 1996/ 2/23

GATT 1 2 6 13
(a)

GATT 
1 2

6

13

31.

 1996/ 3/11
 5/24
 6/19

1997/ 3/14
 4/29
 6/30
 7/30

GATT 11
GATT 3

GATT 3 2

V 1 GATT 3 2 1 2
GATT 3 8 (b)

GATT 
3 11

32. EU

1996/ 3/14
 4/17

1996/ 4/25
2 6 8 2 6

8

33.

EU
1994/ 12/30
1996/ 3/14

 6/24
1997/ 1/ 6

 2/24
 4/25
 5/23

SG
ATC 2.4 6

2.4 6 ATC

1996 11 22

2 6
8

DSU 
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( WTO
DS )

34.

EU
1996/ 3/21
1998/ 2/ 2

 3/13
1999/ 5/31

 7/26
10/21
11/19

GATT 11 13
2

GATT 11 13 2 4
GATT 24

GATT
24

GATT 
11 13

24

2

16

35.
SCM 

1996/ 3/27
1997/ 1/ 9

 2/25
 7/30

SCM 3.3
5

3

36.  1996/ 4/30
 7/ 4

1997/ 2/28
TRIPS 27 65 70

TRIPS 
27 65

70

37.  1996/ 4/30
10/ 3

TRIPS
33 65 70

TRIPS 
33 65

70

38.

EU 1996/ 5/ 3
10/ 3
11/20

1997/ 4/21 EU
1998/ 4/22

GATT 1 3
5 11 13 GATS 1 3 6 16 17

EU

GATT 
1 3

5 11
13

GATS 
1 2

3 6 11
16 17

39. EU

EU 1996/ 4/17
 6/19

1996/ 7/15

EU
GATT 1 2 23 3 22 23

EU

GATT 
3 22

23
DSU 

3 22
23

40. EU 1996/ 5/ 9
1997/ 10/29 GATT 3 17

EU

GATT 
1 3

17

41.

 1996/ 5/24
GATT 3 11 SPS 2 5 8 TBT
2 5 6 4

GATT 
3 11

SPS 
2 5

8
TBT 

2 5
6

4

42. EU 1996/ 5/24
28

TRIPS 14.6
70.2 EU

TRIPS 
14 70

43.
 1996/ 6/12

1997/ 1/ 9
 2/25
 7/14

GATT 3 GATT 
3

44.

EU
1996/ 6/13

 9/20
10/16

1998/ 3/31
 4/22

GATT 3 10

GATT 3 10

GATT 
3 10

23

15

45.
 1996/ 6/13

 9/20
GATS 3 6 16

17
GATS 

3 6
16 17

23
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( WTO
DS )

46.

EU
1996/ 6/19

 9/16
10/ 3

1998/ 7/10
 7/23

1999/ 4/14
 5/ 3
 8/ 2
 8/20
11/23
12/ 9

2000/ 5/ 9

 5/10
 5/22

 7/21

 8/ 4

 8/28

12/12

2001/ 1/22

 2/16
 7/26

 8/23

PROEX SCM 3 27.4 27.5

SCM 3.1(a) 27.4
SCM (k)

SCM

DSU 21.5
PROEX

SCM

PROEX DSU 21.5
PROEX SCM

3.1(a) OEUD
(k)

2

SCM 
3 27

47.

 1996/ 6/20 GATT 1 2 11
13 2

GATT 
1 2

11 13
24

2

48. EU

 1996/  6/28  
 9/17  
10/16  DS26

SPS 
2 3

5
TBT 

2 5
GATT 3

11

11

49.
AD

 1996/ 7/ 1 AD
GATT 6 10 AD 2 3 5 6 7.1

GATT 
6 10

AD
2 3

5 6 7

50.

EU
1996/ 7/ 2

11/ 7
11/20

1997/ 9/ 5
10/15
12/19

1998/ 1/16

TRIPs 27 63 65 70.8 70.9

TRIPs
63.1 63.2 70.8(a) 70.9

70.8(a) 70.9
63

TRIPS 
27 65

70

51.

 1996/ 7/30 GATT 1 3
11 TRIMS GATS 2 SCM 3 27.2 27.4

GATT 
1 3

11
TRIMS 

2
SCM 

3 27

52.

 1996/ 8/ 9 GATT 1
3 TRIMS 2 SCM 3 27.4

GATT 
1 2

3 23
TRIMS 

2
SCM 

3 27

53.
EU 1996/ 8/27 NAFTA

GATT 24 5 (b) EU

GATT 
24
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( WTO
DS )

54. (55) (59) (64). 

EU(54) 
(55) 
(59) 
(64) 

(54)

1996/ 10/ 3 DS55 10/4
DS59 10/8 DS64 11/29
DS64 DS55

1997/ 5/12 DS55
4/17 DS59 6/12 DS64
4/17

7/30 DS55
DS59 DS64

1998/ 7/ 2
 7/23

GATT 1 3 TRIMS 2 SCM 3
6 28 TRIPS 3 65.5

GATT 1 2 TRIMS 2 SCM 5
SCM 28.2

TRIPS 3 65.5

1999 6

GATT 
1 3
TRIMS 

2
SCM 

1 2
3 6
TRIPS 

55.

1996/  10/4  
  4/17 

7/30 DS54

GATT 
1 3

10
TRIMS 
2 5
SCM 

3 28
TRIPS

56.

EU
1996/ 10/ 4
1997/ 1/ 9

 2/25
11/25

1998/ 1/21

 3/27
 4/22

GATT 2 7 8 10 TBT
2 1 8 7

GATT 2 8

GATT 2

1999 1 1
0.5% 1998 10 19

35%

GATT 
2 7

8 10
TBT 

2

1 2
3 4 5

6 7
8

7

57.  1996/ 10/ 7 SCM SCM 3 SCM 
3

58.

EU

1996/ 10/ 8
1997/ 1/ 9

1/30
 2/25

 4/10

1998/ 5/15
 7/ 3
10/12
11/ 6

2000/ 10/23
2001/ 6/22

10/22

11/21

GATT 1 11 13

GATT 20 GATT 11 1

20 (g)
20 (g)

20
GATT

GATT 
1 11

13 20

3

59.

1996/  10/8  
1997/  6/12  
1997/  6/30  ( DS54 )

GATT 
1 3
TRIMS 

2
SCM 

1 2 3
6 27 28

TRIPS

65
3 20

60.

AD

1996/ 10/15
1997/ 2/ 4

 3/20
1998/ 6/19

 8/ 4

11/ 2
11/25

AD AD 2 3 5
7.1

AD 5.3

DSU 6.2

AD
2 3

5 6 7

878
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( WTO
DS )

61.

 1996/ 10/25
GATT 1 2 3 8 11 13 TBT

2

GATT 
1 2

3 8 11
13

TBT 
2

62. (67) (68). EU

1996/ 11/ 8 DS67
DS68

1997/2/14
1997/ 2/11 DS67

DS68 3/7
 2/25 3/20 DS67

DS68
1998/ 2/ 5

 3/24 EU
 6/ 5
 6/22

GATT 2
GATT 2 1

GATT 2 1

31

GATT 
2

63.
AD

EU 1996/ 11/28 AD
AD 9 11 EU

AD
9 11

64.

 1996/ 11/29  
1997/  4/17  
1997/  6/30  ( DS54 )

GATT 
1 3

10
TRIMS 

2
SCM 

1 2 3
5 6

7 28
TRIPS 

65.

 1997/ 1/10 DS52
GATT 1 3 TRIMS 2

SCM 3 27.4

GATT 
1 3
TRIMS 

2
SCM 

3 27

66.

EU 1997/ 1/15 GATT 1
10.3 13 9

11 EU

GATT 
1 10

13

67.  1997/  2/14  
1997/  3/7   
1997/  3/20  ( DS62 )

GATT 
2 23

68.  1997/  2/14  
1997/  3/7  
1997/  3/20  ( DS62 )

GATT 
2 22

23

69. EU

1997/ 2/24
 6/12
 7/30

1998/ 3/12
 4/29
 7/13
 7/23

EU
1994 GATT 10 27 1

3

4 5

5
5 1 b 5 5

GATT 
2 3

10 13
28

1 3

4 5

70.

EU
1997/ 3/10
1998/ 7/10

 7/23
1999/ 4/14

 5/ 3
 8/ 2
 9/ 6
11/23
12/ 9

2000/ 5/ 9

 5/22

 7/21

2000/ 8/ 4

SCM 3

CA
TPC

SCM 1.1(b)

DSU 21.5 TPC
CA

DSU 21.5 TPC

SCM 
3

71.  1997/ 3/10 DS70 SCM 5
SCM 7

SCM 
5
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( WTO
DS )

72. EU

1997/ 3/24
11/ 6
11/18

1999/ 11/11

EU
GATT 2 10 11 TBT 2

3

GATT 
2 3

10 11
TBT 

2

3

73.
EU 1997/ 3/26

 7/31
1 6(3) 7(2) EU

3 6
12

74.

 1997/ 4/ 1
1998/ 3/12 1994 GATT 3 10 11 4

1 3 TRIMS 2 5

GATT 
3 10

11

4

1 3
TRIMS 
2 5

75.

EU 1997/ 4/ 4
 9/10
10/16

1998/ 9/17
10/28

1999/ 1/18
 2/17

1994 GATT 3 2 EU

1994 GATT 3 2

GATT 
3

76.

EU
1997/ 4/ 7

10/ 3
11/18

1998/ 10/27
11/24

1999/ 2/22
 3/19

2001/ 8/23

SPS
GATT 11 4

SPS 2.2
5.6

B

1999 12

2001 8
DSB

SPS 
2 4

5 7 8

GATT
11

4

77.

EU 1997/ 4/17
 9/10
10/16

1998/ 7/29
1999/ 7/29

GATT 2 7 TBT
14.1 EU

GATT 
2 28

7
TBT 

2

78.

 1997/ 4/28 SG SG
2 4 5 9 12 GATT 2 13 14

SG
2 4

5 9 12

GATT 
2 11

13 19

79.

EU 1997/ 4/28
 9/ 9
10/16

1998/ 8/24
 9/22

TRIPS 70.8 70.9 EU

TRIPS 70.8(a) 70.9

TRIPS 
27 65

70

80.
 1997/ 5/ 2

GATS 2 6 8 17 EU
GATS 

2 6
8 17

81.

EU 1997/ 5/ 7 1997 3
GATT 1 3 SCM 3

5 27.4 TRIMS 2
EU

GATT 
1 3

10 13
23
SCM 

3 5
27

TRIMS 
2
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( WTO
DS )

82.

 1997/ 5/14
1998/ 1/ 9

 2/13
2000/ 11/ 6

TRIPS
9-14 63 65 70

TRIPS 
9 10

11 12
13 14
41 42
43 44
45 46
47 48
61 63
65 70

83.  1997/ 5/14
2001/ 6/ 7 TRIPS 50

63 65

TRIPS 
50 63

65

84.

1997/ 5/23
 9/10
10/16

1998/ 9/17
10/20 DS75

1999/ 1/18
 2/17

1994 GATT 3 2

1994 GATT 3 2

GATT 
3

85.

EU 1997/ 5/23
1998/ 2/11 2.4 4.2 4.4 4.2

GATT 3 TBT 2 EU
2 4

2
GATT 

3
TBT 

2
86.  1997/ 5/28

1998/ 12/ 2 TRIPS 50
63 65

TRIPS 
50 63

65

87. (110). 

EU 87

EU 110

1997/ 6/ 4 DS110 12/15
10/ 3 DS110

1998/3/9
11/18

DS110 1998/3/25
DS87

1999/ 6/15
 9/13
12/13

2000/ 1/12

EU

GATT 3
DS87

EU GATT
DS110

GATT 3.2

2001 2 DSB

GATT 
3

88. (95). 

Eu(88) 
(95) 

1997/ 6/20 DS95 7/18
1998/ 9/ 8 DS95

9/8
10/21 DS95

1999/ 2/10
2000/ 2/11

8 B 10 13
EU

3 8
13 22

14

89.

AD

1997/ 7/10
11/ 6

1998/ 1/ 5

 9/22

AD
GATT 6 AD 1 2 3 4 5 11

GATT 
6

AD
1 2

3 4 5
11

90.

 1997/ 7/15
10/ 3
11/18

1999/ 4/ 6
 5/26
 8/23
 9/22

2,700
GATT 11 18

4 2 3

GATT 11 18.11

4.2

2001 4 DSB
DSB

GATT 
11 13

18

4

91.
 1997/ 7/16

1998/ 3/23
DS90. GATT 

11 18

4
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( WTO
DS )

92.
 1997/ 7/16

1998/ 3/25
DS90. GATT 

11 18

4

93.
 1997/ 7/16
1998/ 9/14

DS90. GATT 
11 18

4
94.  1997/ 7/18

1998/ 2/23
DS90. 93. GATT 

11 18

95.  1997/  7/18  
1998/   9/8  
1998/  10/21 ( DS88 )

3 8
13 19

14

96.

EU 1997/ 7/21
1998/ 4/ 7

DS90. SPS
2 3 5

GATT 
11 13
17 18

4
SPS 

2 3
5

97.  1997/ 8/ 5
SCM 11

SCM 
11

98.

EU 1997/ 8/12
1998/ 1/ 9

 6/10
 7/23

1999/ 6/21
 9/15

12/14
2000/ 1/12

SG
SG 2 4 5 12 GATT 19

EU
SG 4.2 SG

SG 5

GATT 19.1

SG
2 4

5 12
GATT 

19

99.
DRAM AD

 1997/ 8/14
1998/ 1/16
1999/ 1/29
2000/ 3/19

 4/25
 9/21
10/20

DRAM AD AD
6 11

AD
2 3

5 6 11
17

100.

EU 1997/ 8/18 EU GATT 1 3
10 11 SPS TBT EU

GATT 
1 3

10 11
SPS 

2 3
4 5 8

TBT 
2 5

101.

AD

 1997/ 9/ 4 AD
AD 5 6

AD
2 4
5 6

102.

 1997/ 10/ 7
1998/ 3/12

(DS74. 1997
8

GATT 
3 10

11

4

1 3
TRIMS 
2 5
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DS )

103 (113). 

(103) 

113) 

EU

1997/ 10/ 8 ( DS113
1997/12/29) 

1998/ 2/ 2 ( DS113
1998/3/12) 

 3/25 DS113

 5/17
 7/15

1999/ 10/13
10/27

2001/ 2/16 (
 3/ 1 (
 7/11 (
 9/ 4 (

12/ 3 (
12/ 6 (
12/18

(
2002/ 7/26 (

 9/23 (

12/20 (

2003/ 1/17 (

 5/15

GATT 2 3 9 SCM 3
1 3

9
10

DSU 21.5

SCM 
3

GATT 
10 11

13

3 4
8 9 10

104. EU
 1997/ 10/ 8 EU SCM 8

9 10 11 SCM 3 8 9
10 11

SCM 
3

105. EU  1997/ 10/24 EU
WTO

106.

SCM             

 1997/ 11/10
1998/ 1/22

 6/11
SCM 3

      

SCM 
3

107. EU 1997/ 11/ 7 EU
EU

WTO

108.

EU 1997/ 11/18
1998/ 7/ 1

 9/22
1999/ 10/ 8

11/26
2000/ 2/24

 3/20
11/17 DSU 22

11/27 DSU 22.6

12/ 7 EU (

12/20 (
2001/ 8/20 (

10/15 (

2002/ 1/14 (
 1/29 (

2005/ 1/13 EU (

 2/17 (
 9/30 (

11/24 (

2006/ 2/13
(

FSC
SCM 3.1 GATT 3.4 16

EU
SCM 3.1

FSC
ETI 1 DSU 21.5

DSU 21.5
DSU 21.5

SCM 4.7
ETI
2 DSU 21.5

DSU 21.5

SCM 
3

GATT 
3 16

7

109.
 1997/ 12/11

GATT 3 2
GATT 

3

110.

EU 1997/  12/15 
1998/  3/9   
1998/  3/25  ( DS87 )

GATT 
3
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( WTO
DS )

111.

 1997/ 12/19 GATT 2 10 12
1 4 15 2

1

GATT 
2 10

13

1 4
15

2

1
112.

CVD

 1997/ 12/23 CVD
SCM 11 13.1

SCM 
11 13

113.

 1997/  2/14  
1997/  3/7   
1997/  3/20  ( DS103 )

SCM 
GATT 

10
3 8

9 10

114.

EU 1997/ 12/19
1998/ 11/11
1999/ 2/ 1
2000/ 3/17

 4/ 7

TRIPS 7 8 27.1 28
30 33 EU

55.2(2) TRIPS 28

TRIPS 30
TRIPS 28.1

TRIPS 
27 28

33

115. EU

 1998/ 1/ 6
 1/ 9

2000/ 11/ 6

EU TRIPS 9-14
63 65 70

TRIPS 
9 10

11 12
13 14
41 42
43 44
45 46
47 48
61 63
65 70

116. EU 1998/ 1/ 9
3 5 EU 3 5

117. EU 1998/ 1/20
GATS2 3 EU

GATS 
2 3

118.
EU 1998/ 2/ 6 GATT 1 2 3 8 10

1994 GATT 2 1 (b)
EU

GATT 
1 2

3 8 10

119.
AD

 1998/ 2/20
 5/13

AD
AD 3 5

AD
3 5

120.
EU 1998/ 3/16

2000/ 10/12
EXIM

GATT 11
EU

GATT 
11

121.

EU 1998/ 4/ 3
 6/10
 7/23

1999/ 6/25
 9/15
12/14

2000/ 1/12

2 4 5 6 12
GATT 19 EU

SG 2.4
SG 2.4 SG

GATT 19 SG
SG 2.1 GATT 24

SG

SG
2 4

5 6 12

GATT
19

8

884
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( WTO
DS )

122.
AD

EU
1998/ 4/ 6
1999/ 10/13

11/19
2000/ 9/28

10/23
2001/ 3/12

 4/ 5

AD
AD 2 3 5 6

(a)

AD 3.2 2 3.1 (b) AD 3.4

AD 3.4 3.1 (c) (a) (b)

AD 3.5 3.1
AD 3.1 AD 17.6(i)

AD 3.2 3.4 3.5

AD
2 3
5 6

123.

 1998/ 4/23
1999/ 4/15

 5/10
2 4 5 6 7

12 GATT 19

SG
2 4

5 6 12

GATT 
19

124. EU  1998/ 4/30
2001/ 3/20

TRIPS 41 61

TRIPS 
41 61

125.  1998/ 4/30
2001/ 3/20

TRIPS 41 61

TRIPS 
41 61

126.

EU
1998/ 5/ 4

 6/11
 6/22

1999/ 5/25
10/ 4 (

10/14 (
2000/ 1/21 (
2000/ 2/11

2000/ 7/24

SCM 3

3
90

DSU 21.5

SCM 
3

127.
SCM

 1998/ 5/ 5
SCM 3

SCM 
3

128.
SCM

 1998/ 5/ 5
SCM 3

SCM 
3

129.
SCM

 1998/ 5/ 5
SCM

3

SCM 
3

130.  1998/ 5/ 5

SCM 3

SCM 
3

131.  1998/ 5/ 5

SCM 3

SCM 
3

132.

AD

1998/ 5/ 8
10/21
11/25

2000/ 1/28
 2/24
10/12

10/23 (
2001/ 6/22 (

 7/24

10/22 (
11/21

AD AD 2 7 9
10 12

AD 3.1 3.2 3.4 3.7(i) 7.4
10.2

10.4
12.2 12.2.2 AD

DSU 21.5 AD 3.1
3.4 3.7 3.7 (i)

DSU 21.5

AD
2 3

4 5 6
7 9

10 12
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( WTO
DS )

133.

 1998/ 5/11

GATT 1 3 5 10 11 SPS 5
5

GATT 
1 3

5 10
11
SPS 

5

5

134. EU

 1998/ 5/28 1997 7 EU
CRS(cumulative recovery system)

GATT 1 2 3 7 11
1-7 1

1 3 TBT 2 SPS 2 4

GATT 
1 2

3 8 11

1 2
3 4 5

6 7
11

1 3
TBT 

2
SPS 

2

4

135. EU

 1998/ 6/28
1998/ 10/21

11/25
2000/ 9/18

10/23
2001/ 3/12

 4/ 5

SPS 2 3 5 TBT 2
4

GATT
TBT
TBT

GATT 3.4

3.4
GATT 20 (b)

EU

SPS 
2 3

5
TBT

2

4
GATT 

3 11
20 23

2

136. 1916
AD

EU 1998/ 6/ 9
11/11

1999/ 2/ 1
2000/ 3/31

 5/29
 8/28
 9/26

2002/ 1/ 7 EU
2004/ 2/24

1916 AD 1930
GATT 3 6 WTO 16 (4)

AD 1 5 EU
1916 AD (a)

GATT 6.1 (b) AD
GATT 6.2 (c) (a)

(b) WTO 16.4 (d)
AD 1 4 5.5

AD
1 2

3 4 5

GATT 
3 6

WTO
16

137. EU

 1998/ 6/17 EU
GATT 1 3 11 SPS

2 3 4 5 6 TBT 2

GATT 
1 3

11
SPS 

2 3
4 5 6

TBT 
2

138.

EU 1998/ 6/30
1999/ 1/14

 2/17
12/23

2000/ 1/27
 5/10
 6/ 7

SCM 1.1 10 14 19.4
EU

SCM 
1 10

14 19
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( WTO
DS )

139 (142). 

(139) 
EU(142) 

1998/ 7/ 3 DS142 8/17
11/12

1999/ 2/ 1 DS142
2000/ 2/11

 3/ 2
 5/31
 6/19

FTA

GATT 1.1
3.4 24 TRIMS 2 SCM 3 GATS2 6
17 EU

GATT 1.1
24

GATT 3
SCM 3.1

GATS 2 17

GATS 2

2001 2

GATT 
1 3

24
TRIMS 

2
SCM 

3
GATS 

2 6
17

1

140. EU

AD

 1998/ 8/ 3 EU AD

AD 2 3 5 6 12 15
GATT 1 6

AD
2 3

4 5 6
7 9

12 15

GATT 
1 6

141. EU

AD

1998/ 8/ 3
1999/ 9/ 7

10/27
2000/ 10/30

12/ 1 EU
2001/ 3/ 1

 3/12
2002/ 3/ 8

 5/ 7
 5/22
11/29

2003/ 1/ 8

 4/ 8

 4/24

EU AD
AD 2 3

5 6 12 15 GATT 1 6

EU (a)
AD 2.4.2 (b)

AD 3.4
3.4

(c)AD
AD 15

AD 2.4.2
EU SG A

2.2.2(ii)
DSU 21.5 EU AD AD DSU

DSU 21.5
DSU 21.5

AD 3.1 3.2

AD
2 3

4 5 6
12 15

GATT 
1 6

142.

EU 1998/  8/17  
1999/  1/14  
1999/  2/1   ( DS139 )

GATT 
1 3
TRIMS 

2
SCM 

3
GATS

6 17

1

143.  1998/ 9/19 1998 9
GATT 1 2

4

GATT 
1 2

4

144.

 1998/ 9/25

SPS 2 6 13 B C TBT
2 3 5 7 4 GATT 1 3 5 11
24.12

DSU 4.8

SPS 
2 3

4 5 6
13

TBT 
2 3
5 7

4
GATT 

1 3
5 11

24

145.
EU

EU 1998/ 9/23 EU
SCM 11.11 18

SCM 10 EU

SCM 
10 11
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( WTO
DS )

146 (175). 

EU(146) 

(175) 
EU

1998/ 10/ 6 DS175 1999/
5/ 1

2000/ 10/12 DS175
2000/5/15

11/17 ( DS175
)

2001/ 12/21
2002/ 1/31

 3/14

 3/19
 4/ 5

GATT
3 11 TRIMS 2

EU

GATT 3.4
GATT 11

GATT 3.4

2002 8

GATT 
3 11
TRIMS 

2

9

147. EU 1998/ 10/ 8

1.6 3.5(g)(h)(i)(j) SCM 6
EU

1 3
SCM 

6

148.

 1998/ 10/12 1998 10

GATT
1 2 4

DSU 4.8

GATT 
1 2

4

149.

EU 1998/ 10/29 GATT 3
10 11 13 17 4.2

1 2 3 GATT 20 21
EU

GATT 
3 10

13 17
20 21

4

1 2
3

150.
EU 1998/ 10/30 1975 1

GATT 2.1(b) 3.2
EU

GATT 
2 3

151.

EU 1998 / 11/19
2000/ 7/30 ( 85. )

2.4 4.2 4.4
4.2 GATT 3 TBT 2

EU

2 4

2
GATT 

3
TBT 

2

152. 1974
301 310

EU 1998/ 11/25
1999/ 1/26

 3/ 2
1999/ 12/22
2000/ 1/27

EU EU
1974

1 (301 310 305 306 )
DSB

DSU 23

SAA(Statement of ADministrative Act)
WTO

301
DSB

DSU

DSU 
3 21

22 23

153. EU  1998/ 12/ 2 EU
TRIPS 27 1

TRIPS 
27

154. EU
 1998/ 12/ 7 EU

GATT 1

GATT 
1
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( WTO
DS )

155.

EU 1998/ 12/23
1999/ 5/31

 7/26
2000/ 12/19
2001/ 2/16

GATT
11.1 10.3 (a)

GATT 3.2
EU

GATT 11

GATT 10.3 (a)

GATT 3.2
GATT

20 (d)

GATT 
3 10

11

156.

AD

EU
1999/ 1/ 5

 7/15
 9/22

2000/ 10/24
12/12

AD AD 1 3 5 7 12 18
GATT 6

AD 5.3 5.8 5.5
12.1.1

6.1.3 6.1.2 6.4
6.2

I(2)
6.5 6.5.1

6.9 6.8
3.1 3.2 3.4 3.5

AD
1 2

3 5 6
7 9

12 18
GATT 

157.

AD

EU 1999/ 1/14 AD
18 AD

1 5.10 EU

AD
1 5

158. EU

1999/ 1/20 EU
WTO 6 6

159.  1999/ 1/21
GATT 119

GATT 
1 19

SG

160.
110 (5) 

EU 1999/ 1/26
 4/15
 5/26

2000/ 6/15
 7/27

2002/ 1/ 7 EU
2002/ 2/26
2003/ 6/23

110 (5)

1 21
TRIPS 9.1

EU
110 (5)(B) TRIPS

13
TRIPS 9.1

11 2(1)(ii) 11 (1)(iii)

TRIPS 
9

161 (169). 

161

169

1999/ 2/ 1 DS169 4/13)
 4/15 DS169

7/12) 
 5/26 7/26 DS161

2000/ 7/31
 9/11
12/11

2001/ 1/10

GATT 2 3 11 17 3 4 6 7
1 3

GATT 3.4
7.2

GATT

GATT 
2 3

10 11
17

1 3

3 4
6 7

2

162. 1916
AD

EU
1999/ 2/10

 6/ 3
 7/26

2000/ 5/29
 5/29
 8/28
 9/26

2002/ 1/ 7
 2/27

1916 AD

AD
GATT 3 6 11

AD
1916 AD (a) 

GATT 6.1 (b) AD
GATT 6.2 AD 18.1

(c)
AD 4.1 5.1 5.2 5.4 (d) (a)

(c) AD 18.4 WTO 16.4

AD
1 2

3 4 5
9 11

18
GATT 

3 6
11

WTO
16
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163.

EU
1999/ 2/16

 5/11
 6/16

2000/ 5/ 1
 6/19

(KOACA)

1 (1)

KOACA

1 3
8 11
20 22

164.
1999/ 3/ 1

 7/15
 7/26

1506

5 (1) 7 (4) 12

SG
5 7

12

165. EU

EU 1999/ 3/ 4
1999/ 5/11
1999/ 6/16
2000/ 7/17

 9/12 EU
12/11

2001/ 1/10

DS27 EU

DSU 3 21 22
23 GATT 1 2 8 11 EU

DSB
DSU 3.7 DSB

23 22.6

GATT 1
2

GATT
DSU 23

23.2 (a) DSB
23.2(c)

DSB 3.7 22.6

DSU 
3 21

22 23
GATT 

1 2
8 11

166.

EU 1999/ 3/17
 6/ 3
 7/26

2000/ 7/31
 9/26
12/22

2001/ 1/19

1998 6 1
2 4 5

8 4 (2) GATT 1 19
EU

SG 4.2(a) 4.2(b)

SG 4
SG 4.2(a)

SG 4.2(b)

SG
SG 2.1 4.2

12.1(a) 12.1(b)
12.1(c)

SG
2 4

5 8 12

4
GATT 

1 19

8

167.

 1999/ 3/19 1998 12 22
SCM 1 2 10 11

12 13

SCM 
1 2

10 11
13

13

168.

AD

 1999/ 4/ 1 1997 3 26
AD AD 2 3 6 GATS 1

6

AD
2 3

6 12
15

GATS 
1 6

169.

1999/  4/13  
1999/  7/12  
1999/  7/26  ( DS161 )

GATT 
2 3

10 11
16 17

1 3

3 4 6
7

2
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170.

 1999/ 5/ 6
 7/15
 9/22

2000/ 5/ 5
 6/19
 9/18
10/12

1989 10 1
17 TRIPS

33 62 65 70

TRIPS 70.2 TRIPS

TRIPS
20 TRIPS 33

TRIPS 
33 65

70

171.  1999/ 5/ 6
2002/ 5/31

TRIPS 65 5

TRIPS 
27 39
65 70

172. EU
 1999/ 5/21 EU

1 4
GATT SCM

GATT 
23

SCM 
1 2
5 6

173.
 1999/ 5/21 EU

1 4
GATT SCM

GATT 
23

SCM 
1 2
5 6

174 (290). EU

(174) 
(290) 

1999/ 6/ 1 DS290
2003/4/17

2003/ 8/18 DS290

10/ 2
2005/ 3/15

 4/20

EU GI
GI

TRIPS
GATT

EU GI
EU GI

TRIPS 3.1
GATT 3

GI
TRIPS 16.1

17

TRIPS 
GATT 

175.

EU
1999/ 6/ 2
2000/ 5/15

 7/27 (DS146
)

2001/ 12/21
2002/ 1/31

 3/14
 3/19
 4/ 5

GATT 3 11
TRIMS 2

GATT
3.4 GATT

11

GATT 
3 11
TRIMS 

2

9

176.
211

EU 1999/ 6/ 8
2000/ 6/30

 9/26
2001/ 8/ 6

10/ 4 EU
2002/ 1/ 2

 2/ 1

211

TRIPS 2 2 3 4 15 16
21 41 42 62 EU

211 (a)(2)
TRIPS 42

211 TRIPS 42

TRIPS 2.1 8 3 4

TRIPS 
2 3

4 15
16 17
18 19
20 21
41 42

62

177 (178). 

(177) 
(178) 

EU

1999/ 7/16 DS178 7/30
10/14 DS178

11/19 DS178

2000/ 12/21
2001/ 1/31

5/ 1
 5/16

SG 2 3 4 5 11
GATT 1 2 19

GATT 19.1(a)

SG 4.1(c)

ITC SG 4.1(c)
SG 4.2(a)

ITC

SG
2 3

4 5 11
12

GATT 
1 2

19

8
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178.

1999/  7/30  
1999/ 10/14 
1999/ 11/19 ( DS177 )

SG
2 3 4

5 6
8 11 12

GATT
1 2 19

8

179.

AD

EU
1999/ 7/30

10/14
11/19

2000/ 12/22
2001/ 2/ 1

GATT AD

(a) AD
2.4.1 (b)

AD 2.4
(c)

2.4.2 1

GATT 
6 10

AD
2 6

12

180.
 1999/ 9/ 6

GATT 2
4

GATT 
2

4
181.  1999/ 9/ 7

10/27
1998 10

2
6

2 6

182.

AD

 1999/ 10/ 5 AD
AD GATT

AD
1 2

3 4 5
6 7

9 12
18

GATT 
6

183.

EU 1999/ 10/14
GATT

EU

GATT 
2 8

10 11

4

1 3
5 8

184.
AD

EU

1999/ 11/18
2000/ 2/11

 3/20
2001/ 2/28

 4/25
7/24

 8/23
2005/ 7/20

AD

GATT AD

AD 6.8

2.1

9.4 18.4 WTO 16.4

1930
AD 3.1 3.4

AD
2 3

4 6 9
10 18

GATT
6 10

3

185.  1999/ 11/18 AD
1996

AD

AD
2 3

5 6 12

186. 1930
337

EU 2000/ 1/12 337 1994

TRIPS
EU

GATT 
3

TRIPS 
2 3

9 27
41 42
49 50

51

187.

AD

 2000/ 1/17
AD AD

AD
1 2

3 5 6
7 10

12 18
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188.

EU

2000/ 1/17
 3/27
 5/18

1999 GATT 
1 2
GATS 

2 16

189.

AD

EU 2000/ 1/26
 9/14
11/17

2001/ 9/28
11/ 5

2002/ 12/20

AD AD
EU

AD 6.8

AD 6.10

AD 2.4

AD
6.9

AD
2 6

190. 2000/ 2/11
 3/20
 6/30

2
6 8

2 6
8

191.
 2000/ 3/15

AD AD 1 9 12 18
AD

1 2
3 4 5

6 7
9 12

18

192.

EU
2000/ 4/ 3

 6/19
2001/ 5/31

 7/ 9
10/ 8
11/ 5

6
2 3 4 7

6.2

6.4

DSU 11

2 6

193.
EU 2000/ 4/19

11/ 6
12/12

2003/ 11/12
2007/ 12/13

165
GATT 5

11 EU

GATT 
5 11

194.

EU
2000/ 5/19

 8/ 4
 9/11

2001/ 6/29
 8/23

SAA Statement of ADministrative Action

SCM 1.1 10 11 17 19 32.1
32.5 16.4

SCM 1.1(a)
1930

771(5)(B)( ) SCM 1.1

SCM 
1 10

11 17
19 32

195.

MVDP

2000/ 5/23
10/12
11/17

8 SCM 4 30
SCM 

4 30

196.

 2000/ 5/30
2002/ 5/31 TRIPS 27 28 31

34 39 50 62 65 70

TRIPS 
27 28
31 34
39 50
67 65

70

197.

 2000/ 5/30 1
7 12 1 3

2 7 4 2
1 2

3 4 5
6 7
12

1 3

2 7

4
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198.

 2000/ 5/30
2001/ 9/26 1 7

12 4 2 2 7
1 2

3 4 5
6 7
12

2 7

4

199.
2000/ 5/30
2001/ 1/ 9

 2/ 1
 7/19

1996 TRIPS
27 28

TRIPS 
27 28

200. 1974
306

EU 2000/ 6/ 5 1974 306 CBI
407

DSU 3
2 21 5 22 23 EU

DSU 
3 21

22 23
GATT 

1 2
11

201.  2000/ 6/ 6 1999

GATT 1 2 GATS 2 16

GATT 
1 2
GATS 

2 16

202.

EU

2000/ 6/15
 9/14
10/22

2001/ 10/29
11/19

2002/ 2/15
 3/ 8

2003/ 3/18 SG

SG
SG 2 3 4 5 7

8 9 12 GATT 1 13 19

GATT 13:2 19 SG 3.1 4.2(b) 4.2(c)
8.1 9.1 12.3

ITC SG
SG SG

NAFTA

SG NAFTA
SG 2 4

GATT 
1 13

19
SG

2 3
4 5 7

8 9
11 12

8

203.

 2000/ 7/10 1999 10
AD

SPS TBT AD

SPS 
2 3

5 7 8

4
TBT 

2 5
AD

3 12

204.

EU
2000/ 8/17

11/10
2002/ 4/17
2004/ 4/ 2

 6/ 1

GATS

1.1

2.2(b)

GATS 
6 16

17 18

12

205.

 2000/ 9/22
GATT 1 11 13 SPS 2

3 5 B

GATT 
1 11

13
SPS 

2 3
5
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206.

EU
2000/ 10/ 4
2001/ 6/20

 7/24
2002/ 6/28

 7/29

AD DOC
ITC

FA DOC GATT
AD SCM WTO

DOC FA
AD

6.8 3
FA 1930 776 (a) 782

(d) (e) AD 6.8

AD
1 2

3 5 6
9 12
15 18

SCM
10 11
15 22

27
GATT 

6 10
WTO

16

207.

EU

2000/ 10/ 5
2001/ 1/19

 3/12
2002/ 5/ 3

 6/24
 9/23
10/23

2005/ 12/29 ( )
2006/ 1/20 ( )

12/ 8 ( )
2007/ 2/ 5 (

)
 5/ 7 ( )
 5/22 (

)

SG
GATT 2 4 SG
GATT 19

4.2 GATT 2
SG

GATT 19.1(a) SG 2 4 5
SG

GATT 2
DSU 21.5

4.2 DSB
DSU 21.5

4

4
GATT 

2 19
SG

2 3
4 5 6

12

208.

 2000/10/ 9 AD

GATT 6
AD 2 3 5 6 15

GATT 
6

AD
1 2

3 5 6
12 15

209. EU  2000/ 10/12 EU
GSP 1999 1
GATT

GATT 
1

210.

2000/ 10/12
2001/ 1/19

 3/12
 7/26
12/18

1997 7
TBT 1 2

3 4 5
6 7

10 14
16

TBT 
2 3

5 6 7
9

4

211.
EU

2000/ 11/ 6
2001/ 5/ 3

 6/20
2002/ 8/ 8

10/ 1

AD
GATT AD

AD 3.4

2
FA AD 6.8

6

AD
2 3

6
GATT 

10

212. EU

EU 2000/ 11/10
2001/ 8/23

 9/10
2002/ 7/31

 9/ 9
12/ 9

2004/ 3/19 (
 9/27 ( )

2005/ 8/17 ( )
2005/ 9/27

SCM 1 10
14 19 21 EU

10 14 19 21.1 21.2 21.3

DSU 21.5 SCM

SCM 
1 10

14 19
21 32

GATT 
6
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213.

EU 2000/ 11/10
2001/ 8/10
2001/ 9/10
2002/ 7/ 3

 8/30
11/28

2002/ 12/19

1993 2000 8

SCM 10 11 21 EU

21.3

SCM 
10 11
21 32

214.
EU 2000/ 12/ 1

2001/ 8/ 8
 9/10

1974 201 202

4 5 NAFTA
311 2 4 5

EU

SG
2 3

4 5 8
12

GATT 
1 19

215.

 2000/ 12/15 AD

AD 2 3 5 6 7 9 12

AD
2 3

5 6 7
9 12

GATT 
6

216.  2000/ 12/20 2000 7
AD AD 5 2 3

8 6 8 7 1

AD
2 3

5 6 7

217 (234). 
1930

EU

(217) 

(234) 

EU

2000/ 12/21 DS234
2001/5/21

2001/ 7/12 DS234
8/10

 9/10 DS234
2002/ 9/16

10/18
2003/ 1/16
2004/ 1/15 DSU 22

EU

 1/23 DSU 22.6
2004/ 8/31

11/10 7 EU

11/26
12/ 6
12/17
12/23

2005/ 1/ 7
 1/11
 4/29 EU

 8/18
2006/ 4/28 EU

 8/22

2007/ 4/19 EU

2007/ 8/23 2007/9/1

2008/ 8/29 2008/9/1

2009/ 8/14 2009/9/1

2010/ 8/25 2010/9/1

2011/ 8/26 2011/9/1

2012/ 8/23 2012/9/1

2013/ 8/23 2013/9/1

AD
AD SCM GATT

WTO
AD SCM
AD 18.1 18.4 SCM 32.1 32.5

GATT 6.2 6.3 WTO 16.4
AD

AD 5.4 SCM 11.4
AD

AD 5.4 SCM 11.4
AD 18.1 18.4 SCM 32.1 32.5

WTO 16.4

AD
1 5

8 18
SCM

4 7
10 11
18 32

GATT 
6 10

23
WTO 
16

3

218.
 2000/ 12/21

SCM 1 10
11 14 19 21

SCM 
1 10

11 14
19 21
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219. EU

2000/ 12/21
2001/ 6/20

 7/24
2003/ 3/ 7

 4/23
7/22

 8/18

AD AD 1 7 9
11 12 15 GATT 6

AD 2.4.2
AD 12.2 12.2.2

AD 6.2 6.4

AD
1 2

3 4 5
6 7
9 11

12 15

220.

 2001/ 1/ 5

GATT2 4
2 3 4 5 68 12

GATT 
2 19

4
SG

2 3
4 5
6 8
12

221.

129 (c)(1) 

 2001/ 1/17
 7/13
 8/23

2002/ 7/15
 8/30

(URAA)
(SAA) DSB WTO

AD
DSB

AD CVD
DSU AD SCM

GATT

URAA SAA

WTO

DSU 
3 19

21
GATT 

6
SCM 

10 19
21 32

222.

EU
2001/ 1/22

 3/ 1
 3/12

2002/ 1/28
 5/23 SCMSCM 4.10

DSU 22.2

12/23

2003/ 2/17

2003/ 3/18

SCM 3

SCM (k)
SCM 3.1(a)

SCM 4.7 90

2

SCM 
1 3

223. EU
 2001/ 1/25 EU DSB

SG 8 GATT 1 2 14

SG
8

GATT 
1 2

19

224.

 2001/ 1/31 18
TRIPS

27 28 TRIMS 2

TRIPS
27 28

TRIMS 
2

GATT 
3 11

225. EU 2001/ 2/ 5 2000
11 DOC AD

AD 5.8 11.1 11.3 18.4 16.4
EU

AD
5 11

18
WTO

16

226.

 2001/ 2/19 1
SG

GATT19
SG 2 4 6 12

GATT 
19
SG

2 4
6 12

227.

 2001/ 3/ 1
 5/ 3
 6/24
 7/12

1999 9

GATT 3 2

GATT 
3
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228.

 2001/ 3/15 2000 1
11 SG 2

3 4 5 7 9 12 GATT 19

SG
2 3

4 5 7
9 12

GATT 
19

229.

 2001/ 4/ 9 AD

AD

GATT 6 10 AD
WTO 16

GATT 
6 10

AD
1 2

3 5 6
11 12
17 18

WTO
16

230.

 2001/ 4/17

SG 2 3 4 5 7 9 12 GATT 2 19 28

SG
2 3

4 5 7
9 12

GATT 
2 19

28

231. EU

2001/ 3/20
 6/20
 7/24

2002/ 5/29
 6/28 EU
 9/26
10/23

2003/ 7/25

EU
Sardina pilchardus

preserved sardines
Sardinops 

sagax
TBT 2 12 GATT 1 3

11.1
EU
Codex

TBT 2.4
EU

2.4
EU

GATT 
1 3

11
TBT

2 12

11

232.

 2001/ 5/21
2004/ 2/ 2

TBT 1 2 5
1 3 5

TBT 
1 2

5

1 3
5

GATT 
3

233.

 2001/ 5/25
annexI II

TBT 2 5 12
WTO 16.4

TBT 
2 5

12
GATT 
1 3

WTO
16

234. 1930

 2001/   5/21  
2001/  8/10  
2001/  9/10  ( DS217 )

AD
1 5 8

18
SCM 

5 10
11 18

32
GATT 

6 10
23

WTO 
16

3

235.

 2001/ 7/11
2002/ 1/11

3 1 4 2(b) 5 2(a) 7
4 12 1(b) 1(c) 3

SG
3 4

5 7 12
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236.

EU
2001/ 8/21

10/25
12/ 5

2002/ 9/27
11/ 1

2006/ 10/12

2001 8

GATT 6 3 SCM 1 2 10 14
17 10 21

GATT 3 SCM
10 19 21 32 DSU
4 8

SCM 1.1(a)
SCM 1.1(b) 10

14 14(d) 17.1(b)

SCM 
1 2

3 10
14 17
19 20
21 32

GATT 
6

7

237.

EU

2001/ 8/31
2002/ 6/14

 7/29
11/22

GATT
2 3 8 10 11 SPS 2.3 8 B
C 1 4 GATS
6 17

GATT 
2 3

8 10
11
SPS 

2 7
8

1

4
GATS 

6 17

238.

EU
2001/ 9/14

12/ 6
2002/ 1/18
2003/ 2/14

 4/15
2004/ 1/23 2003/12/31

SG

SG 2 3 4 5 12
GATT 19.1

GATT
19.1(a)

GATT
19.1(a) SG 2.1 4.2(a)

GATT
19.1(a) SG 2.1 4.1(b) 4.2(a)

SG
2 3

4 5 12

GATT
19

239.  2001/ 9/17
11/ 1 9

AD 2

0.5 AD 5.8 11.1 18.3

AD
5 11

240.

 2001/ 10/18
11/27
12/20

2001 7

GATT 11 1

GATT 3

DSU 4 8

GATT 
3 11

241.

EU

2001/ 11/ 7
2002/ 2/25

 4/17
2003/ 4/22

 5/19

AD AD
AD 1 6 9 12

1 7 GATT 6

AD

AD 2.4 2.4.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 5.1 5.8
6.1.1 6.1.3 6.8 12.1

AD
1 2

3 4 5
6 9
12

1 7
GATT 

6

242. EU

 2001/ 12/ 7 2001 11 14 2002 1
2004 12 EU GATT 1

GATT 
1
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243.

EU

2002/ 1/11
 5/ 7
 6/24

2003/ 6/20
 7/21

(URAA) 334

2 (b)(c)(d)(e)

2 (b)

URAA334
334 2 (c)

2

244.

EU

2002/ 1/30
 4/ 4
 5/22

2003/ 8/14
 9/15
12/15

2004/ 1/ 9

AD DOC
ITC

AD
GATT 6 10 AD

2 3 5 6 11 12 18.4
WTO 13

WTO

AD
2 3

5 6 11
12 18

GATT
6 10

245.

EU

2002/ 3/ 1
 5/22
 6/ 3

2003/ 7/15
 8/28
11/26
12/10

2004/ 7/30 ( )
2005/ 6/23 ( )

 7/30 ( )
 9/ 2

1994

3
GATT 11 SPS

2.2 2.3 5.1 5.2 5.3 5.6 6.1 6.2 7
B 14

SPS 2.2
5.7

5.1

2004 6 DSB

SPS 2.2 5.1
2005 8

GATT 
11

SPS 
2 5
6 7

4 14

246. EU

2002/ 3/ 5
12/ 6

2003/ 1/27
12/ 1

2004/ 1/ 8
 4/ 7
 4/20

EU

GATT 1

EU GATT 1.1
EU GATT 20 (b)

GATT 
1

1

247.  2002/ 3/ 6
2006/ 10/12

AD
AD

2.1 2.2 5.2 7.1

AD
2 5

7
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248 (249) (251)
(252) (253) (254)
(258) (259). 

EU(248) 
(249) 

251) 
252) 
(253) 

(254) 

(258) 
(259) 

2002/ 3/ 7 DS249 DS251
3/20 DS252 3/26

DS253 4/3 DS254
4/4 DS258 5/14 DS259
5/21

 5/ 7 DS249
DS251 5/21 DS252

5/27 DS253 DS254
6/3 DS258 6/27 DS259
7/18

 6/ 3

DS248
DS249 DS251 6/14
DS252 DS253 DS254

6/24 DS258 7/8 DS259
7/29

2003/ 7/11
 8/11
11/10
12/10

2 3 4 5
7 8 9 12 GATT 1 2 10 13 19

SG
GATT 19.1(a)

SG 3.1
SG 2.1 4.2

SG 2.1 2.2 4.2

SG
2 3

4 5 7
9

GATT 
1 13

19

8

249.

2002/  3/20  
2002/  5/21  
2002/  6/14  ( DS248 )

SG
2 3 4

5 7
8 12

GATT
1 2 10

13 19

8

250.
EU

2002/ 3/20
 8/19
10/ 1

2004/ 5/28

GATT
2.1(a) 3.1 3.2 3.4

GATT 
2 3

27

251.

 2002/  3/20  
2002/  5/21  
2002/  6/14  ( DS248 )

SG
2 3 4

5 7
8 9 12

GATT 
1 10 13

19

8

252.

 2002/  3/26  
2002/  5/27  
2002/  6/24  ( DS248 )

SG
2 3 4

5 7
8 9 12

GATT 
1 2

10 13
19

8

253.

2002/  4/3   
2002/  6/3   
2002/  6/24  ( DS248 )

SG
2 3 4

5 7
8 12

GATT
1 19

8

254.

 2002/  4/4   
2002/  6/3   
2002/  6/24  ( DS248 )

SG
2 3

4 5 7
8 9
12

GATT
1 2

10 19

8

255.  2002/ 4/22
 6/13
 9/25

GATT 3
GATT 

3
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256.

 2002/ 5/ 3 BSE
GATT 11

SPS 2.2 2.3 5.1 5.2 5.6 6.1
6.2 7 B 14

GATT 
11

SPS 
2 5
6 7

14

257.

EU
2002/ 5/ 3

 7/18
10/ 1

2003/ 8/29
10/ 2

2004/ 1/19
 2/17
12/30 ( )

2005/ 1/14 ( )
 8/ 1 ( )
 9/ 6 (

)
12/ 5 ( )
12/20

2006/ 10/12
2007/ 2/23

SCM 1 2 10 11 12 14
15 19 22 32.1 GATT 6.3 10.3

SCM 10 32.1 GATT 6.3

DSU 21.5
DSU 21.5

SCM 
1 2

10 11
12 14
15 19
21 22

32
GATT 

6 10

7

258. 米国ー鉄鋼製品

に対するセーフガー

ド措置

ニュージーランド 2002/ 5/14 協議要請

2002/ 6/27 パネル設置要請

2002/ 7/8 パネル設置(ĀDS248āと合併)

SG
第2条、3条、

4条、5条、7
条、8条、12

条
GATT

第Ⅱ部第8章

第1条、10条、

19条

259. 米国ー鉄鋼製品

に対するセーフガー

ド措置

ブラジル 2002/ 5/21 協議要請

2002/ 7/18 パネル設置要請

2002/ 7/29 パネル設置(ĀDS248āと合併)

SG
第2条、3条、

4条、5条
GATT

第Ⅱ部第8章

第1条、10条、

19条

260. EU

2002/ 5/30
 8/19
 9/16

EU

SG 2.1 2.2 3 4.1
4.2 6 12.1 GATT 1 10 19

SG
2 3

4 5 6
12

GATT 
1 10

19

261. EU
2002/ 6/18
2003/ 4/ 3

 5/19
2004/ 1/ 8

GATT 1 3
GATT 
1 3

262.

EU 2002/ 7/25

GATT
SCM WTO

EU

GATT 
6 10

AD
1 2

3 5 6
11 18

SCM 
10 11
12 15
21 32

WTO
16

263. EU

 2002/ 9/ 4 EU TBT
2 12 GATT 1.1 3.4 WTO
16.4

TBT 
2 12
GATT 
1 3

WTO
16
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264.

EU
2002/ 9/13

12/ 6
2003/ 1/ 8
2004/ 4/13

 5/13
 8/11

2005/ 5/19
 6/ 1

2006/ 4/ 3

 5/17

 8/15

10/12
2007/ 2/23

AD GATT

AD
2.4.2

DSB

T T
transaction to transaction

AD 2.4.2 2.4
DSU 21.5

T-T
2.4.2

129 T T
AD 2.4

AD
1 2

4 5 6
9 18

GATT 
6 10

7

265 (266) (283). EU

(265) 
(266) 

(283) 

2002/ 9/27 DS266
DS283 2003/3/14

2003/ 7/ 9 DS266
DS283

 8/29 DS266
DS283

2004/ 10/15
2005/ 1/13 EU

 1/15

 4/28
 5/19

2006/ 6/ 8
EU DSU 21

22

EU 3.3 8
9.1 10.1 11 SCM 3.1 3.2 GATT

3.4 16
EU

3.3 8

SCM 
3

3 8
9 10

11
GATT 

3 16

7

266. EU
SCM 

 2002/  9/27  
2003/  7/ 9   
2003/  8/29 ( DS265 )

SCM 
1 3

3 8
9 10

GATT 
3 16

7
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267.

EU

2002/ 9/27
2003/ 2/ 6

 3/18
2004/ 9/ 8

10/18
2005/ 3/ 3

 3/21
 8/18

2006/ 9/28
2007/ 12/18
2008/ 2/12

 2/25

 6/ 2

 6/20

 8/25 2005/8/18

10/ 1
2009/ 8/31

11/ 6

11/19
2010/ 3/ 8 2010/4/7

 4/30

 8/25
Framework for a Mutually 
Agreed Solution to the 
Cotton Dispute in the 
World Trade Organization 

3.3 8 9.1(a) 10.1 SCM
3.1(a) 3.1(b) 3.2 5 6 (j) GATT

3.4
8 SCM 3

21.5 SCM 5 6
21.5

DSB
WTO SCM

DSB

3 7
8 9 10

SCM
3 5

6
GATT 

3 16

7

268.

OCTG

EU
2002/ 10/ 7
2003/ 4/ 3

 5/19
2004/ 7/16

 8/31
11/29
12/17

2006/ 3/ 6
 3/20
11/30

2007/ 1/12

 1/24

 4/12

 5/11

 5/21

 6/ 1
 6/21

OCTG AD
AD

GATT WTO

SPB Sunset Policy Bulletin AD 11.3

waiver 1930
DOC

AD 11.3 6.1 6.2
DSU 21.5

waiver (DOC)
AD 11.3 DOC

11.3
DOC

6.5.1

AD
1 2

3 5 6
11 12

18
GATT 

6 10
WTO

16

269 (286). EU

(269) 

286

2002/ 10/11 DS286
2003/3/25

2003/ 9/19 DS286
10/27

11/ 7 11/21 DS286

2005/ 5/30
 6/13 EU
 9/12
 9/27

2006/ 7/14 EU
DS286) 

 7/26 EU
DS269) 

EU GATT
2 28 GATT 23.1

EU
EU

EU GATT 2 (a)(b)

GATT 
2 23

28

270.

EU
2002/ 10/18
2003/ 7/ 7

 8/29

GATT 6
8 SPS 2 3 4 5 6 10

1 3

GATT 
11 13

SPS 
2 3

4 5 6
10

1 3
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271.
EU

2002/ 10/18 GATT 6
8 SPS 2 3 4 5 6 10

GATT 
11 13

SPS 
2 3

4 5 6
10

272.

 2002/ 10/21 AD
AD 2.2 2.4 3.1 3.2 3.4 3.5 4.1

5.2 5.3 5.8 6.8 7 12.2 GATT 6

AD
2 3

4 5 6
7 12

GATT 
6

273.

EU 2002/ 10/21
2003/ 6/12

 7/21
2005/ 3/ 7
2005/ 4/11

SCM
3.1(a) 3.2 5(c) 6.3(c) EU

3.1 (a)
EU

SCM 
1 2

3 5 6

7

274.
2002/ 11/ 1

2.1 2.2
3.1 4.1 4.2 5.1 GATT 1.1 19.1

SG
2 3
4 5

GATT 
1 19

275.

EU

2002/ 11/ 7
4.2

GATT 3 10 11 13 TRIMS 2.1
1.4 3.2 3.5 5.1

5.2 5.3

4
GATT 

3 10
11 13

1 3
5

TRIMS 
2

276.

EU

2002/ 12/17
2003/ 3/ 6

 3/31
2004/ 4/ 6

 6/ 1
 8/30
 9/27

2005/ 8/31 2005/8/1

GATT 17
GATT 3

TRIMS 2

GATT 17

GATT 3.4

GATT 
3 17
TRIMS 

2

277.
ITC

EU
2002/ 12/20
2003/ 4/ 3

 5/ 7
2004/ 3/22

 4/26
2005/ 2/14

 2/25
11/15

2006/ 1/13

 4/13

 5/ 9

10/12

ITC
GATT AD SCM

ITC

AD 3.5
3.7 SCM 15.5 15.7

DSU 21.5
SCM

DSB
ITC

AD
1 3

12 18
GATT 

6
SCM 

10 15
22 32

7

278.

 2002/ 12/20
SG(2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 7.1 7.5 ) GATT

19.1

SG
2 3

4 5 7

GATT 
19
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279. 2002
2007

EU 2002/ 12/23 2002 2007
GATT 3 10 11 4.2

1 2 3 SPS 2
3 5 7 8 TBT 2 GATT
20 21 EU

GATT 
3 10

11

4

1 2
3
SPS 

2 3
5 7 8

TBT 
2

280.

EU

2003/ 1/21
 8/ 4
 8/29

SCM 10 14 19 21
SCM 

10 14
19 21

281.

EU

2003/ 1/31
 7/29
 8/29

2006/ 1/16

2007/ 1/14
 5/16

AD AD
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 18

GATT 3 6 10 WTO 16.4

2009 2 1 AD

AD
1 2

3 4 6
8 9

10 11
12 18

GATT
3 6

10
WTO

16

282.

EU

2003/ 2/18
 7/29
 8/29

2005/ 6/20
 8/ 4
 8/16
11/ 2
11/28

2006/ 8/21 ( )
2007/ 4/12 ( )

 4/24 ( )
 7/ 5

2008/ 7/ 6

AD AD
1 2 3 4 6 11 18 GATT 6 10

WTO 16.4

AD
SPB

DOC

SPB AD 11.3 AD

1
ITC

AD 3 11

SPB
ITC

AD
1 2

3 6 11
18

GATT 
6 10

WTO
16

283. EU

2003/  3/14  
2003/  7/9   
2003/  8/29  ( DS265 )

SCM 
3

3 8
9 10

GATT 
3

7

284.

black beans

 2003/ 3/17
2004/ 3/ 8

GATT 1.1 10.1
10.3(a) 11.1 13.1 1.2
1.3 1.4(a) 2.2(a) SPS 2.1 2.2 2.3
5.1 7

GATT 
1 10

11 13

1 2
SPS 

2 5
7
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285.

EU
2003/ 3/13

 6/12
 7/21

2004/ 11/10
2005/ 1/ 7

 1/19

 4/ 7
 4/20

2006/ 6/ 8 ( )
 7/ 6 ( )
 7/19 ( )

2007/ 3/30 ( )
 5/22 ( )
 6/21

 7/23
 7/24
12/21

2013/ 1/28
       

GATS 2 6 8 11 16 17

GATS 14

GATS
14
21.5

GATS 
2 4

8 11
16 17

12

286. EU
 2003/  3/25  

2003/  10/27   
2003/  11/21  ( DS269

)

GATT 
2 22

287.

EU 2003/ 4/ 3
 8/29
11/ 7

2007/ 3/19

SPS 2.2 2.3
3.3 4.1 5.1 5.6 5.7 8
EU

SPS 
2 3

4 5 8

288.
 2003/ 4/ 9

GATT 3 10
5 6 9 12

GATT 
3 10

AD
5 6

9 12

289.

 2003/ 4/16
4 GATT 1 2 4

GATT 
1 2

23

290. EU

 2003/  4/17  
2003/  8/18  
2003/  10/2  ( DS174 )

TRIPS 
1 2

3 4 10
16 20
22 24
41 42
63 65

GATT 
1 3
TBT 

2
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291. EU

(291) 
(292) 

(293) 

2003/ 5/13 DS293 5/14
 8/ 7
 8/29 DS292

DS293
2006/ 9/29

11/21
2007/ 6/21 2007/11/21
2007/ 11/21 RPT 1/11
2008/ 1/11 RPT 2/11

(DS292) 
RPT 6/11

(DS293) 
 1/14 (DS291) 
 1/17 (DS291)
 2/ 6 EU
 2/ 8

(DS291)
 2/11 RPT 6/30

(DS292) 
 2/15 EU
 6/11 RPT 8/12

DS293) 
 6/23 RPT 7/31

DS292
 7/29 RPT 12/31

(DS292) 
 8/12 RPT 12/1

DS293) 
 12/1 RPT 2009/3/1

DS293) 
12/16 RPT 2009/3/1

DS292
2009/ 2/26 RPT 6/30

DS293
 6/30 RPT 12/31

DS293
 7/15 EU

2010/ 1/29 RPT 2/26
DS293) 

 2/26 RPT 3/31
DS293) 

 3/19 EU

EU
SPS 2 5 7 8 GATT 1

3 10 11 4 TBT 2 5

EU
SPS 2.2 5.1

5.7 C1(a)

SPS 
2 5
7 8

GATT 
1 3

10 11
TBT 

2 5

292. EU

 2003/  5/13  
2003/  8/7   
2003/  8/29  ( DS291 )

SPS 
2 5
7 8

GATT 
1 3

10 11
TBT 2 5

293. EU

 2003/  5/14  
2003/  8/7   
2003/  8/29  ( DS291 )

SPS 
2 5

7 8 10

GATT 
1 3

10 11
TBT 2 5

12
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294.

EU 2003/ 6/12
2004/ 2/ 5

 3/19
2005/ 10/31
2006/ 1/17 EU

1/30
 4/18
 5/ 9

2007/ 7/ 9
 9/13
 9/25

2008/ 12/17

2009/ 2/17 EC

 2/25

 5/14

 6/11

2010/ 1/29 EU
 2/16
 2/18
 9/ 7

2011/ 9/ 7
2012/ 1/ 6 1/13 2/6
2012/ 2/ 6 EU

2012/ 6/22 EU

2012/ 7/ 2 EU

AD GATT WTO
EU

AD 2.4.2

AD
9.3

a DSB

EU b

c
d

AD
1 2

3 5 9
11 18

GATT
4

WTO
16

295.

EU
2003/ 6/16

 9/19
11/ 7

2005/ 6/ 6
 7/20
11/29
12/20

AD AD

AD 3.1 3.2 3.4 3.5 5.8 6.8

AD
1 3

4 5 6
7 9

10 11
12 18
19 21

32
SCM

11 12
17 19
20 21

32
GATT 

6

296.
DRAMS

EU
2003/ 6/30

11/19
2004/ 1/23
2005/ 2/21

 3/29
 6/27
 7/20

DRAM
GATT 6.3 10 3 SCM 1 2 10 11 12
14 15 19 22 32

15.5 SCM

1.1(a)(1)( )

WTO

SCM
1 2

10 11
12 14
15 17
19 22

32
GATT 

6 10

7

297.

 2003/ 7/ 9
2009/ 1/30 2003 GATT 11 20 SPS 2.2 2.3

3.1 5.1 5.2 5.3 5.6 6.1 6.2 7

GATT 
11 20

SPS 
2 3

5 6 7
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298.

 2003/ 7/22
2005/ 8/29

GATT
1 2 7 10 GATT 7

1 2 3 4 5 6 7 8 12
13 15 16 22 4 WTO 16.4

GATT 
1 2
7 9

1 2
3 4 5

6 7
8 12

13 15
16

4
WTO

16

299. EU
DRAM

2003/ 7/25
11/19

2004/ 1/23
2005/ 6/17

 8/ 3

EU DRAMS
SCM 1 2 10 12 14 15 19 22 32

EU
1.1(a)(1)( ) 1.1(b) 14

15.4 15.5 SCM
EU

SCM 
1 2

10 11
12 14
15 17
19 22

32
GATT

6 10

7

300.  2003/ 8/28
GATT 1.1 2.1(b) 3.2 3.4 11.1

GATT 
1 2

3 11

301. EU

2003/ 9/ 3
2004/ 2/ 5

 3/19
 4/22

2005/ 6/20

DS273
EU
WTO

SCM 32.1 GATT 1.1 3.4 DSU 23.1
23.2

SCM GATT
EU WTO

DSU 23.1

SCM 
1 2

3 4 5
6 7
32

GATT 
1 3

23

7

302.
EU

2003/ 10/ 8
12/ 8

2004/ 1/ 9
11/26

2005/ 1/24
 4/25
 5/19

2005/ 8/16

GATT 2 3 11 15

GATT 2 GATT
3.4 GATT 3.2

GATT 
3 10

11 15

4

303.

 2003/ 11/24
2 3 4 5 6 7 12

GATT 19.1(a)

SG
2 3

4 5 6
7 12

GATT 
19

304. EU EU 2003/ 12/ 8 EU
GATT 6.1 AD 1 3.1 3.2

3.5 6.6 6.8 6.9 12.2 EU

AD
1 3

6 12
GATT 

6

305. EU
2003/ 12/23
2005/ 5/20 GATT 2 7

GATT 
2

7

306.

 2004/ 1/28
2006/ 2/20 GATT 1.1 2.1 6.1 6.2

6.6 2.1 2.2 3.1 3.2
3.3 3.4 3.5 3.7 5.4 5.8 6.2 6.4 6.5 6.8
6.9 12.2

AD
1 2

3 5 6
12

GATT 
1 2

6 23

307. EU

 2004/ 2/13 EU SCM 1 2 3.1(a)
(b) 5(a) (b) (c) 6.3(a) (b) (c) 6.4 6.5

SCM 
1 2

3 5 6

GATT 
23
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308.

EU

2004/ 3/16
 6/10
 7/ 6

2005/ 10/ 7
12/ 6

2006/ 3/ 6
 3/24

2007/ 1/23

GATT
3.2 3.4

GATT 3.2 3.4
GATT 20 (d)

GATT 20 (d)
NAFTA

GATT 
3

309. EU
2004/ 3/18
2005 10/ 5

GATT 1 3.2 GATS 17

GATT 
1 3
GATS 

17

310.
ITC

 2004/ 4/ 8
 6/10

ITC
GATT 6.5(a) AD 1 3.1 3.2 3.4 3.5

18.1 SCM 10 15.1 15.2 15.4 15.5 19.1
32.1

AD
1 3

18
GATT 

6
SCM 

10 15
19 32

311.

 2004/ 4/14
2006/ 10/12 SCM 10 19.1 19.3 19.4 21.1 21.2 21.4

32.1 GATT 6.3

SCM 
10 19
21 32

GATT 
6

312.

EU

2004/ 6/ 4
 8/16
 9/27

2005/ 10/28
11/28

2006/ 10/26
12/22

2007/ 1/23
 9/28

10/22

AD

FA AD GATT

FA
AD 6.8 .7

3.4
AD 6.5

collapsing
AD

21.5
AD 6.8 .7

AD
1 2

3 4 5
6 9
12

GATT
6

313. EU  2004/ 7/ 5
10/22

EU AD
AD 3.4 3.5 4.1 9.2

AD
3 4

9

314. EU

EU 2004/ 8/18 EU
SCM 10 11 15 16 17

13 21.1 EU
13 21

SCM 
10 11
15 16

17

315. EU

2004/ 9/21
2005/ 1/13

 3/21
2006/ 6/16

 8/14
11/13
12/11

EU
GATT

10.3 (a) uniform 
administration)

3 EU
GATT 10.3 (a)

5 11
EU

EU

LCD
10.3

(a) EU

GATT 
10
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316. EU

2004/ 10/ 6
2005/ 5/31

 7/20
2010/ 6/30

 7/21 EU
2011/ 5/18

 6/ 1
12/ 9

           
12/22 EU

2012/ 1/20
       3/30
       4/13

EU
SCM 3.1(a) 3.2 5(a) 5(c) 6.3(a) 6.3(b) 6.3(c)
6.4 GATT 16.1

180 EU

SCM 
1 2

3 5 6

GATT 
3 16

23

7

317.
EU 2004/ 10/ 6

2005/ 5/31
 7/20

SCM
SCM 3.1(a)  (b) 3.2 5(a) (c) 6.3(a) (b)  (c)

GATT 3.4 EU

SCM 
3 5

6
GATT 

3

7

318.

 2004/ 10/28 AD GATT 6.1
6.2 AD 1 2 3.1 3.2 3.4 3.3 3.5 3.7
3.8 4 5 6 7.4 12.1 12.2

AD
1 2

3 4 5
6 7
12

GATT 
6

319. 1930
776

EU 2004/ 11/ 5 1930 776
AD 1 6 18.4 GATT 6.1 6.2

EU

AD
1 6

18
GATT 

6

320.

EU 2004/ 11/ 8
2005/ 1/13

 2/17
2008/ 3/31

 5/29 EU
 6/10
10/16
11/14

WTO
EU

GATT 1 2 DSU 23.1 23.2(a) 23.2 (c) 22.8
21.5 EU

EC EC SPS

WTO

EC
DSB

DSU 
3 21

22 23
GATT
1 2

321.

EU 2004/ 11/ 8
2005/ 1/13

 2/17
2008/ 3/31

5/29 EU
 6/10
10/16
11/14

WTO
EU

GATT 1 2 DSU23.1 23.2(a) 23.2 (c) 22.8
21.5 EU

EC EC SPS

WTO
EC

DSB

 DSU 
3 21

22 23
GATT
1 2
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322.

EU
2004/ 11/24
2005/ 2/ 4

 2/28
2006/ 9/20

10/11
10/23

2007/ 1/ 9
 1/23

2008/ 1/10

 1/18
 1/21
 4/ 7
 4/18
 6/ 9

2009/ 4/24

 5/20
 8/18

 8/31

2010/ 4/23
12/15

2011/ 9/12 11/ 7 11/30 2012/ 1/12
2/ 1 

2012/ 2/ 6

2012/ 8/ 3

GATT 6.1 6.2 AD 1 2.1 2.4 2.4.2 3
5.8 6.1 6.2 9 11 18.3 18.4

(1)

WTO (2)

WTO

WTO

as such
as applied

WTO

WTO

AD
1 2

3 5 6
9 11

18
GATT 

6
WTO

16

3

323.
EU

2004/ 12/ 1
2005/ 2/ 4

 3/21
2006/ 1/23

 2/ 1 (
)

GATT 11 10.3  4.2
1.2 1.6

GATT 
10 11

1

324.

EU

2004/ 12/ 9
AD AD 1 2.4

2.4.2 6.8 6.13 7.1  GATT 6

AD
1 2
6 7

GATT 
6

325. EU
2005/ 1/ 5 AD

AD 1 2 5 9 11 18.4 GATT 6.1 6.2
10.3 (a)

AD
GATT 

6 10
AD

1 2 5
9 11
18

326. EU
 2005/ 2/ 8

 5/12
EU

2 4 5 GATT 19
GATT 

19
SG

2 4
5

327. EC
2005/ 2/21

 6/ 9
 7/20

2006/ 3/27

AD
GATT

AD
1 2

3 6 12
18

GATT 
6 23

328. EU

2005/ 3/ 1 EU
SG 2

3 4 5 7 11 GATT 19

SG
2 3

4 5 7
11

GATT 
19

329.

 2005/ 3/16
 9/20

GATT 1 2 28 4

GATT 
1 2

28

4
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330.

EU 2005/ 4/29

GATT 6.3 SCM 1
10 11 12 14 19 21 EU

SCM 
1 10

11 12
14 19

21
GATT 

6

331.
EU

2005/ 6/17
2006/ 2/ 6

 3/17
2007/ 6/ 8

 7/24
 9/25

AD
GATT 6 AD 1 2 3 4 5

6 9 12 18 II

AD 5 6

AD
1 2

3 4 5
6 9

12 18

GATT
6

332.

EU 2005/ 6/20
11/17

2006/ 1/20
2007/ 6/12

 9/ 3 EU
12/ 3
12/17

2008/ 6/ 4 EU RPT

 8/29 RPT 12 17

2009  1/ 7

GATT 1.1 3.4 11.1 13.1
EU
GATT 20 (b)

GATT 11
GATT 20

GATT 11

GATT 
1 3

11 13

3
16

333.  2005/ 9/12
13% GATT 2.1 b

GATT 
2

334.
EU

2005/ 11/ 2
2006/ 2/ 6

 3/17
2007/ 9/21

10/22
11/20

2008/ 5/ 7

TRIMS 2 GATT 3 11 4
1 3 5

4

TRIMS 
2

GATT 
3 10

11

4

1 3
5

335. EU

2005/ 11/17
2006/ 6/ 8

 7/19
2007/ 1/30

 2/20

AD GATT 6
AD 2.4.2

AD 2.4.2

AD
1 2

5 6 9
18

GATT 
6

336.
DRAM

EU
2006/ 3/14

 5/18
 6/19

2007/ 7/13
 8/30
11/28
12/17

2008/ 2/25 DSU 21.3 c

 5/ 5 RPT 9 1

 9/ 9
 9/ 9
 9/23

2009/ 3/ 5

2010/ 3/ 5

DRAM Dynamic Random 
Access Memories GATT

6.3 10.3 SCM 1 2 10 11 12 14 15
15.5 19 19.1 21 22 32.1

SCM 1 14 19.4
SCM 1 14

SCM 
1 2

10 11
12 14
15 19
21 22

32
GATT 

6 10

7

337. EU

2006/ 3/17
 5/29
 6/22
11/16

2008/ 1/15
 2/ 8 EU
 5/ 6 RPT
11/15 RPT

EU
AD GATT 6

AD 1  2  3 5  6 9 12 18
 I II

AD 2 3 4 5 6 9 EU

AD
1 2

3 4 5
6 9

12 18

GATT 
6

914
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338.

2006/ 3/17 AD
AD 1 3 7 12.2.1

SCM 5 10 17 22.4 GATT 6

AD
1 3

7 12
SCM 

10 15
17 22

GATT 
6

339 (340) (342).

EU(339) 
(340) 

(342) 

2006/ 3/30 342 4/13
 9/15 DS340

DS342
10/26

2008/ 7/18
 9/15
12/15

2009/ 1/12
 2/27 RPT
 9/ 1 RPT

GATT 2.1(a) 2.1(b) 3.1 3.4 3.5
TRIMS2.1 2.2 SCM 3

EU

GATT3 2
GATT2 1 (b)

GATT3 2

(less favorable treatment)
GATT3 4

GATT
DSB

GATT 
2 3

11 13
TRIMS 

2
SCM 

3

340.

2006/  3/30  
2006/  9/15  
2006/ 10/26  ( DS339 )

GATT 
2 3

11
TRIMS 

2
SCM 

3

341. EU

EU 2006/ 3/31
12/ 7

2007/ 1/23
2008/ 9/ 4

10/21

EU
GATT 6 SCM 1 10

11 12 13 14 15 16 19 22 32
13 21 EU

EC
16.1

EC
EC 2000 2003

GATT 
6

SCM 
1 10

11 12
13 14
15 16
19 22

13 21

342.

2006/  4/13  
2006/  9/15  
2006/ 10/26  ( DS339 )

GATT 
2 3

10
TRIMS 

2
SCM 

3

343.

EU

2006/ 4/24
 9/15
10/26

2008/ 2/29
 4/17
 4/29
 7/16
 8/ 1
10/31 RPT

2009/ 4/ 1 RPT

AD

AD AD 1 2.1
2.4 2.4.2 3.1 3.5 5.8 9.2 9.3 GATT 2
3 6

GATT 1 2 3
11.1 13.1 20(d)

AD18.1
AD18.1

DSB WTO

AD
1 2

3 5 7
9 18

GATT 
1 2

3 6 11
13 20

915
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344.

EU
2006/ 5/26

10/12
10/26

2007/ 12/20
2008/ 1/31

 4/30
 5/20
 8/11
10/31 RPT 2009/4/30

2009/ 4/30 RPT
 5/18
 8/19

2010/ 9/ 7
 9/21

2012/ 4/27 5/14 5/31

2013/ 4/ 8
 5/ 6 (

)

AD
1930

GATT 6
AD 1 2.1 2.4 2.4.2 5 6.10 9 11 18

WTO 16.4

W W

AD
1 2

5 6 11
18

GATT 
6

WTO
16

345. AD

EU

2006/ 6/ 6
10/13
11/21

2008/ 2/29
 4/17
 4/29
 7/16
 8/ 1

10/31 RPT
2009/ 4/ 1 RPT

AD 1 7.1 7.2 7.4 7.5 9.2
9.3 9.3.1 18.1 18.5 GATT 1 2 3 6.2
6.3 10 11 13 SCM 10 17.4 17.5 19.3
19.4 32.1 32.5

AD18.1
AD18.1

DSB WTO

AD
1 2

7 9 18

GATT 
1 2

6 10
11 13

SCM 
1 10

14 17
19 32
WTO

16

346.
AD

 2006/ 6/20 AD
AD 2.2 2.4 6.1 6.2 6.6 6.8 6.9 9.2

9.3 12.2 12.2.2 GATT 6

1930 AD 2.2.2 GATT 6

AD
1 2

6 9 12
18

GATT 
6

WTO
16

347. EU

2006/ 1/31
 4/10
 5/ 9
10/ 6

2007/ 10/ 7

EU
SCM 3.1(a)(b) 3.2 5(a) 5(c)  6.3(a) 6.3(b)
6.3(c) 6.4 GATT 3.4 16.1

DS316

SCM 
1 2

3 4 5
6 7

GATT 
3 16

7

348.

 2006/ 7/20
12/ 1

1 7 13 GATT 1.1 2.1(a)(b)
5.6 10.1 10.3(a) 11.1 13.1

1 2
3 4 5

6 7
13

GATT 
1 2

5 10
11 13

349. EU

 2006/ 9/ 6 EU

GATT
24.6 GATT 28
WTO 14.4

GATT 
24 28

WTO
16

350.

EU 2006/ 10/ 2
10/ 9 EU

2007/ 5/10 EU
2007/ 6/ 4
2008/ 10/ 1

11/ 6 EU
11/18

2009/ 2/ 4
 2/19
 6/ 2 RPT
12/19 RPT

2010/ 1/ 4
2012/ 2/ 6 EU

AD 1 2.1
2.4 2.4.2 9.1 9.3 9.5  11 18.4 GATT 6

WTO 14.4 EU

AD
WTO

DSB WTO

AD
1 2

5 9 11
18

GATT 
6

WTO
16

916
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351.

2006/ 10/25
2007/ 3/ 8

 4/24
 7/31

2007/ 8/ 3
2008/ 8/ 1

GATT 1 19 2 3.1 4
5.1 6 12.4

GATT 
1 19

SG
2 3

4 5 6
12

352. EU

EU 2006/ 11/20
2007/ 3/23

 4/24
 7/13
 7/16

2008/ 7/17

EU
Tamil Nadu
GATT 2.1(a)(b)

3.2 3.4 11 EU

EU

GATT 
2 3

11

353.

EU 2005/ 6/27
2006/ 1/20

 2/17
2011/ 3/31
2011/  4/28  
2012/ 3/12
2012/ 3/23

2012/ 4/24
2012/ 9/23 EU

2012/ 9/25 EU
2012/ 9/27 EU
2012/ 10/11 EU

2012/ 10/22
2012/ 10/23
2012/ 10/30
2012/ 11/28

SCM 3.1(a) (b) 3.2 5(a) (c) 6.3(a) (b) (c)
GATT 3.4 EU

DS317

SCM 
1 2

3 5 6
32

GATT 
3

7

354. EU 2006/ 11/29
2008/ 12/17 EU GATT 3.2

3.4 SCM 3.1(b) 3.2 EU

GATT 
3

SCM 
3

355.

AD

EU
2006/ 12/26
2007/ 6/ 7

 7/24
2008/ 2/ 4
2009/ 2/ 5

AD
AD AD 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2

2.4 3.1 3.2 3.4 3.5 6 8 10 12 GATT
6

AD 9 18.4 GATT 10

AD
2 3

6 8 9
10 12

18
GATT

6 10

356.

2006/ 12/28
2007/ 3/ 8

 4/24
 7/31

 8/ 3

2008/ 8/ 1

GATT 1 19 2 3.1 4
5.1 7.1 12.2

SG
2 3

4 5 7
12

GATT 
1 19

357. EU

2007/ 1/ 8
2007/ 6/ 7

(11/15

11/ 8
12/17 (DS365 )

SCM 3.1(a) 3.2 5(c) 6.3(c) 3.2 3.3
8 9.1 10.1

SCM 
2 3

4 5 6
7

3 6
8 9 10

358.
EU

2007/ 2/ 2
 4/27
 7/12
 8/31 (DS359
12/19

SCM 3 GATT
3.4 TRIMS2

GATT 
3

SCM 
3

TRIMS 
2

359.
EU

2007/ 2/26
 5/ 4
 7/12
 8/31 (DS358

2008/ 2/ 7

SCM 3 GATT
3.4 TRIMS2

GATT 
3

SCM 
3

TRIMS 
2
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360. EU

2007/ 3/ 6
 5/24
 6/20

2008/ 6/ 9
 8/ 1
 8/13
10/30
11/17

GATT 2 1(a) (b) 3 2 4

8 1
GATT2

GATT2

GATT 
2 3

361. EU

 2007/ 3/21
2010/ 6/ 8 EU Geneva 

Agreement on Trade in 
Bananas

2012/ 11/ 8

EU ACP GATT 1
2 1 3 13 DSU 4.8

GATT 
1 2

13

362.

EU
2007/ 4/10
2007/ 8/13

 9/25
2009/ 1/26

 3/20
 6/29 RPT 2010/3/20

2010/ 4/ 8
TRIPS 9.1 14 41.1 46 59

61

TRIPS 59
9.1 41.1

61

59

TRIPS
3 9

14 41
46 59

61

363.

EU
2007/ 4/10

 7/10
10/10
11/27

2009/ 8/12
 9/22
10/ 5
12/21

2010/ 1/19

2010/ 7/12 RPT 2011 3 19

2011/ 4/13
2012/ 2/22

2012/ 2/23

2012/ 5/ 9 DSB

5 ) GATT
3.4 GATS 16 17

GATT20 (a)

GATS 16
17

GATT 3.4

GATT 20
(a)

GATT 
3 11
GATS 
16 17

12

364. EU

 2007/ 6/22
2010/ 6/ 8 EU Geneva 

Agreement on Trade in 
Bananas

2012/ 11/ 8

EU ACP GATT 1
2 8 1 8 2 18

GATT 
1 2

13 28

365.

EU

2007/ 7/11
11/ 8
12/17 (DS357 )

3.2 3.3 8 9.1 10.1 SCM
3.1 (a) 3.2

3 6
8 9 10

SCM 
3

366. EU

2007/ 7/12
 9/14
10/22

2009/ 4/27
 5/20
10/ 2 RPT 2010/2/4

2010/ 2/23

1-7 13 GATT 2 1(a) 1(b) 3
2 5 1 5 2 5 3(a) 5 6 6 1 7 8 1

GATT 1
5 11

GATT20
GATT

1 2
3 4 5

6 7
13

GATT 
1 2

3 5 7
10 11

13

4

918
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367.

EU
2007/ 8/31

12/ 6
2008/ 1/21

2010/ 8/ 9
2010/ 8/31
2010/ 9/13

2010/ 11/29
2011/ 12/17
2011/ 1/31 RPT 2011/8/17
2011/ 9/13

SPS
2 5 8 AnnexC

SPS 
2 5

8

368.
AD

 2007/ 9/14 2007 4 2 5 29

AD GATT 6
AD SCM AD

AD
1 2

7 9 18

GATT 
6

SCM 
1 2

10 14
17 32

369. EU

 2007/ 9/25
2011/ 2/14
2011/  3/25  GATT 1.1 3.4 5.2 5.3 5.4 11.1

TBT 2.1 2.2

TBT 
2

GATT 
1 3

5 11
23

370. EU

EU 2008/ 1/25 2006 9 EU

GATT 1 2 3
7 10

11 EU

GATT 
1 2

3 7 10
11

1 5
11 12
16 22

16

371.

EU
2008/ 2/ 7

 9/29
2010/ 11/15
2011/ 2/22
2011/ 6/17
2011/ 7/15
2011/ 9/23 RPT 2012/10/15

2012/ 6/ 1
2013/  1/ 28 

TTM

GATT 2
3 7 10

1-7 10
13 16

GATT 
2 3

7 10

1 2
3 4 5

7
10 13

16

372.

EU 2008/ 3/ 3
12/ 4 approval

report GATS16
17 18 309 TRIPS 39.2

EU

GATS 
16 17

18
TRIPS 

39

373. EU
2008/ 3/ 3

12/ 4 entity
GATS16 17 18

309

GATS 
16 17

18

374.
AD

 2008/ 5/ 9
11/20

2005 8 17
AD

AD AD
AD11 3 11 4

2008 6 10 2003 11 27
A4

AD 2008 6 10
AD

2003 11 27 AD
11 20

AD
11

375. EU IT

2008/ 5/28
 8/29
 9/23

2010/ 8/16
2010/ 9/21
2010/ 12/20 RPT 2011/6/30

2011/ 7/ 6

EU ITA GATT2 GATT 
2 10

23
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376. EU IT

2008/ 5/28
 8/29
 9/23

2010/ 8/16
2010/ 9/21
2010/ 12/20 RPT 2011/6/30

2011/ 7/ 6

EU ITA GATT2 GATT 
2 10

23

377. EU IT

2008/ 6/12
 8/29
 9/23

2010/ 8/16
2010/ 9/21
2010/ 12/20 RPT 2011/6/30

2011/ 7/ 6

EC ITA GATT2 GATT 
2 10

23

378.
 2008/ 6/20

12/ 4 (entity)
GATS16 17 18

309

GATS 
16 17

18

379.
AD

EU

2008/ 9/19
12/ 9

2009/ 1/20
2010/ 10/22

12/ 1
2011/ 3/11
2011/ 7/ 5 RPT 2012/2/25

2012/ 1/17 RPT 2012/4/25

2012/ 5/11
2012/ 8/31

AD GATT1
6 AD SCM1

2 10 12 13 14 19 SCM
AD1 2 6 9 18

AD

AD
1 2

6 9 18

SCM 
1 2

6 9 10
12 13
14 19

32
GATT 
1 6

380.

EU 2008/ 9/22
12/17

2009/ 5/ 4
11/16

Maharashtra
special fee

excise fee GATT3 SCM3
SCM Goa

import fee label recording fee
GATT3 Tamil Nadu

special 
fee GATT3

EU

GATT 
3 11

17
SCM 

3 4

381.
EU

2008/ 10/24
2009/ 3/ 9

 4/20
2011/ 9/15
2012/ 1/20
2012/ 5/16
2012/ 6/13
2012/ 9/17 RPT 2013/7/13

2013/ 8/ 2
2013/ 11/14

2014/  1/22

3
TBT 2(

5 6
8 GATT1

3

TBT 
2 5
6 8

GATT
1 3

11

382.

AD

EU

2008/ 11/27
2009/ 8/20

 9/25
2011/ 3/25
2011/ 6/17
2011/ 6/17 RPT 2012/3/17

2012/ 4/ 3
2013/  2/14

2005 8 24 2007 2 28 AD
AD

GATT2 6 AD AD1
2 9 AD

11 AD
18 WTO 16 WTO

AD
1 2

9 11
18

GATT
2 6

WTO
16

383.

AD

EU

2008/ 11/26
2009/ 3/ 9

 3/20
2010/ 1/22

 2/18
2010/ 3/31 RPT 2010/8/18

2010/  8/31  

2004 6 18
AD 2004 7 15

AD 2004 8 9

GATT6 AD2.4.2

AD
2

GATT 
6

920
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384.

EU

2008/ 12/ 1
2009/ 10/ 7

11/19 DS386
2011/ 11/18
2012/ 3/23
2012/ 6/29
2012/ 7/23
2012/ 9/13
2012/ 10/23
2012/ 12/ 4
2013/  5/24  

2013/  6/10
2013/  8/19

2013/  9/25

2008
COOL  the mandatory country of 

origin labeling

GATT3 4 9 4
10 3 TBT 2

SPS 2
5 7

2

TBT 
2

SPS 
2 5

7
GATT 

3 9
10 23

11

385. EU

PET
AD

 2008/ 12/ 4 2008 12 4 EC
PET

AD
EC regulation AD

AD
5 AD11.3

SCM21.3 EC AD

AD3.1
SCM15.2

EC AD6.5 SCM12.4

AD
6 11

18
SCM 

12 21
32

386.

EU

2008/ 12/17
2009/ 10/ 9

11/19 DS384
2011/ 11/18
2012/ 3/23
2012/ 6/29
2012/ 7/23
2012/ 9/13
2012/ 10/23
2012/ 12/ 4
2013/  5/24  

2013/  6/10
2013/  8/19

2013/  9/25

2008 12 17
2008 1946

COOL the mandatory country of origin labeling
GATT3 9

10 TBT 2

SPS 2 5
7

2

2008 12 1
DS384 2008 12 12

2008 12 18

TBT 
2 12

SPS 
2 5

7

2
GATT 

3 9
10

11

387.
EU

2008/ 12/19
2009/ 1/15 EU

 1/16

 1/19

 2/ 3

2008 12 19
the China World Top 

Brand Program
the Chinese Famous Export Brand Program

SCM3
3 9

10
1 2 12.1 GATT3 4

3 9
10
SCM 

3

GATT
3

388.

EU

2008/ 12/19
2009/ 1/15 EU

 1/16

 1/19

 2/ 9

2008 12 19
the China World 

Top Brand Program
the Chinese Famous Export Brand 

Program

SCM3 3 9
10

1 2 12.1

234 SCM GATT3 4

3 9
10
SCM 

3

GATT 
3
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389. EC

2009/ 1/16
 1/30
 2/10 EU

10/ 9

11/19

2009 1 16 EC

2002 EC
4 6

EC 4

4
2008 5

EU EC
EC 4

/ SPS
2.2 5

8
GATT10 11

4.2 TBT 2

SPS 
2 5
7 8

TBT 
2

GATT 
3 10

11

4

390.

 2009/ 1/19 2009 1 19
theChina World 

Top Brand Program
theChinese Famous Export Brand 

Program

SCMSCM3 3 8,9
10

1.2
12.1

234
GATT3 4

DS387
388

3 8
9 10

SCM 
3

GATT 

391.

EC

2009/ 4/ 9
2009/ 7/ 9
2009/ 7/20
2011/ 6/28

2012/ 6/19

2003 5
BSE

SPS 2.2 2.3
3.1 3.3 5.1 5.5 5.6 5.7

6.1

8 C
GATT 1 1

3 4
11 1

2009 4 9

SPS
2 3

5 6 8

GATT 
1 3

11

392. EC

2009/ 4/17
2009/ 6/23
2009/ 7/31
2010/ 9/29
2010/ 10/25

2009 4 17
727

GATT1.1
11.1 4.2

SPS

SPS 
2 3
5 8

GATT 
1 11

4

393.

 2009/ 5/14

6
1 2.1, 2.2, 2.2.1 2.2.2 2.4

3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8
5.2 5.3 5.4 5.8

6.1 6.1.3 6.2 6.6 6.8 6.10
7.1 7.5 9.2 9.3

12.1 12.1.1 12.2
12.2.1 13

18.1 18.3 II 6.8
GATT 6

16.4

AD
1 2

3 5 6
7 9

12 18

GATT
6

WTO
16
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394.

2009/ 6/23
2009/ 11/ 4
2009/ 12/21
2011/ 7/ 5
2011/ 8/31
2012/ 1/30
2012/ 2/22

2012/ 5/24 RPT 2012/12/31

2012/  12/31 

2009 6 23
GATT 8

10
11

1.2
5.1 5.2 8.2 11.3

GATT 
8 10

11

395.

EC 2009/  6/23  
2009/  11/4  
2009/ 12 /21  ( DS394 )

 GATT 
8 10

11

396.

EC 2009/ 7/29
2009/ 12/10
2009/ 12/21
2011/ 8/15
2011/ 9/23
2011/ 12/25
2012/ 1/20

2012/ 4/20 RPT 2013/3/8

2013/  1/28  

2009 7 29 EU

GATT 3 2

GATT 
3

397.EC
AD

2009/ 7/31
2009/ 10/12
2009/ 10/23
2010/ 7/15
2011/ 3/25 EC
2011/ 7/15
2011/ 7/28

2012/ 1/19 RPT 2012/10/12

2012/ 10/23 EU

2012/ 10/25
2013/ 10/30  
2013/ 12/ 5  

2013/ 12/18  

2009 7 31 EU
EU No.384/96

AD
16 4 GATT

1 1 6 1
10 3 (a)

AD 6.10 9.2  9.3
9.4 , 12.2.2

18.4

GATT 
1 6

10
WTO

16
AD

1 2
3 4 5

6 9
12 17

398.

2009/  8/21  
2009/ 11/ 4   
2009/ 12/21  ( DS394 )

 GATT 
8 10

11

399.

2009/ 9/14
2009/ 12/ 9
2010/ 1/19
2010/ 12/13
2011/ 5/24
2011/ 9/ 5
2011/  10/ 5  

2009 9 14
GATT

1 1 GATT19

GATT 
1 2

19
SG

8

400. EC

2009/ 11/ 2
2011/ 2/14
2011/ 3/25
2013/ 11/15
2014/  1/25
2014/  1/29 EU
2014/ 5/22

2009 11 2 EC
EC TBT

2.1 2.2
GATT 1 1

3 4
11 1

4.2

GATT 
1 3

11 23
TBT 

2 5
6 7 8

4

2
11
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401. EC

2009/ 11/ 5
2011/ 3/14
2011/ 4/21
2013/ 11/15

2014/  1/25
2014/  1/29 EU
2014/ 5/22

2009 11 5 EC
EC EC

TBT 2.1 2.2 5 GATT 1.1
3 4 11 1 4.2

GATT 
1 3

11
TBT 

2 5
6 7 8

9

4

2
11

402.

EU
2009/ 11/24
2010/ 4/ 8
2010/ 4/20
2011/ 1/18
2011/ 2/24
2011/  6/17 RPT 2011/11/24

2011/10/24

2011/ 12/19 RPT

2009 11 24
AD

GATT 6
AD 1 2.1 2.4

2.4.2 5.8

GATT 
6

AD
1 2

5

403.
EU

2010/ 1/14
2010/ 3/26
2010/ 4/20
2011/ 8/15
2011/ 9/23
2011/ 9/28 EU
2011/ 1/20
2012/ 4/20 RPT 2013/3/8

2010 1 14

GATT 3.2

GATT 
3

404

AD

EU
2010/ 2/ 1
2010/ 4/ 7
2010/ 5/18
2011/ 7/11
2011/ 9/ 2
2011/ 10/31 RPT 2012/7/2
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AD

GATT 1
2 6.1 6.2
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16.4

GATT 
1 2
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AD
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405. EU

AD

2010/ 2/ 4
2010/ 4/ 8
2010/ 5/18
2011/ 10/28
2012/ 2/22
2012/ 5/23 RPT 2012/10/15

2012/ 10/25
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)
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WTO
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408. EU
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2
7
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41
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409. EU

2010/ 5/12 2010 5 12
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TRIPS 
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41 42
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53 54
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6.6 6.7 6.8 6.9
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3 4 5
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GATT 3
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GATT 
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3
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2
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2011/ 3/25
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6
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6
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9.1 11.1 (a)
12.3

GATT 2 19

SG
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4 5 8
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8

416.
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8

419.
EU
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SCM

3
25.1 25.3 25.4
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3 25
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16

420.
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EU
2011/ 1/31
2012/ 2/ 9
2012/ 2/22
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AD

16.4
AD 1 ( 2.1
5.8 9.1 9.3

11

18.3 18.4 ( GATT 6

WTO
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9 11
GATT 

6

421.
EU

2011/ 2/17
2011/ 5/12
2011/  6/17

2011 2 17

GATT 3

GATT 
3

422.
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EU
2011/ 2/28
2011/ 10/13
2011/ 10/25
2012/ 6/ 8
2012/ 7/23
2012/ 7/27 RPT 2013/3/23

2011 2 28
AD

6
AD 2.1 2.4 2.4.2

9.4
11.3

GATT 6

AD
1 2
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GATT 
6

423.
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2011/ 7/20

2011 3 3
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GATT 
3

424.
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AD 2
5.8 6.8
9.3

11.1 11.2 11.3

GATT 6

AD
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6 9 11

GATT 
6

425. EU
X

AD

EU 2011/ 7/25
2011/ 12/ 8
2012/ 1/20
2013/  4/24
2013/  7/19 RPT 2014/2/19

2014/  2/26

2011 7 25 EU
EU X AD

AD 2.4
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6.1 6.2 6.4 6.5 6.9
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2

427.

AD

EU
2011/ 9/20
2011/ 12/ 8
2012/ 1/20

2013/  9/25
2013/ 12/19 RPT 2014/7/9

2011 9 20
AD

GATT 6 6.3 AD 1
2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 4.1

5.1 6.2 6.4 6.5 6.8
6.9 12.2 SCM 10 11.1 12.3

12.4 12.7 12.8 15.1 15.2
15.4 15.5 16.1 19.4 22.3
22.4 22.5

GATT 
6

AD
1 2

3 4 5
6 12

SCM 
10 11
12 15
16 19

22

428.
SG

 2012/ 2/13 2012 2 13
SG

SG 2
2.1 3 3.1 4 4.1 (c)

4.2 (a) 4.2 (b) 4.2 (c) 5 5.1
6 7 7.1 7.2 7.3 7.5
8 12 12.1 (c) GATT 19 1(a)

GATT 
19
SG

2 4
5 6 7

429.

AD

EU
2012/ 2/16
2013/  1/17
2013/  2/27

2012 2 16
AD

AD 2.1 2.4 2.4.2
6 9

11
GATT

6

AD
1 2

6 9 11
17

GATT 
1 6
DSU 

3 19
21

430.
EU

2012/ 3/ 6
2012/ 5/11
2012/ 6/25

2012 3 6

SPS 2.2 2.3
3.1

5.1 5.2 5.5 5.6 5.7

6.1 6.2

7 AnnexB
GATT 1 11

SPS 
2 3

5 6 7

GATT 
1 11
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EU

EC(432) 

(433) 

EU

2012/ 3/12
2012/ 6/27
2012/ 7/23 DS432

DS433
2014/  3/25  

2012 3 12

GATT 11
5.1 11.3

EU

GATT 11 WTO 5.1
11.3

GATT 
7 8

10 11

432.

EC

2012/  3/13  

2012/  6/27  
2012/  7/23  ( DS431 )

GATT 
7 8

10 11

433.
EU

2012/  3/13  

2012/  6/27  
2012/  7/23  ( DS431 )

GATT 
7 8

10 11
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434.

EU

2012/ 3/13
2012/ 8/14
2012/ 9/28

2012 3 13

TBT
2.1 2.2

TRIPS 1 1.1
2.1

3.1 15
16 20

27 GATT 3

TBT 
2

TRIPS 
1 2

15 16
20 27

GATT
1 3

435.

EU

2012/ 4/ 4
2012/ 10/15
2013/  9/25  

2012 4 4

TBT 2.1
TRIPS 2.1
3.1

15.4 16.1
20 22.2 (b)

24.3 GATT
3

TBT 
2

TRIPS 
2 3

15 16
20 22

24
GATT

3

436. EU

2012/ 4/12
2012/ 7/12
2012/ 8/31

2012 4 12

SCM 1 2 10 11
12 13 14 15 19

21 22 32

SCM 
1 2

10 11
12 13
14 15
19 21
22 32

437. EU

2012/ 5/25
2012/ 8/20
2012/ 9/28

2012 5 25
22

GATT 6 SCM 1 2
11 12 14 30 32 15

SCM 
1 2

10 11
12 14
30 32

GATT 
6 23

438.

EU 

EU

2012/ 5/25
2012/ 12/ 6
2013/ 1/28 DS444 DS445

2012 5 25 EU

GATT 3 8 10 11
1 2 3 TRIMSs 2

4 11

GATT 
3 8

10 11
TRIMS 2

1 2
3

4
SG
11

439.

AD

 2012/ 6/21 2012 6 21
AD

AD 2 3 4
5 6 7 12

AD
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4 5 6
7 12
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440.

AD

EU

2012/ 7/ 5
2012/ 9/17
2012/ 10/23

2012 7 5
AD

AD 1 3 4 5 6 12 SCM
10 11 12 15 16 22 GATT 6

AD
1 3

4 5 6

GATT 
6

SCM 
10 11
12 15
16 22

32

441.

2012/ 7/18
2012/ 11/ 9

2012 7 18

TBT 2.1 2.2
TRIPS 2 3 15 16 20 22 24 GATT

3

TRIPS 
2 3

15 16
20 22

TBT 
2

GATT 
3

442. EU

AD

2012/ 7/30
2013/  5/ 1
2013/  6/25  

2012 7 27 EU
AD

AD 1
2 3 4 5 6 9 18 GATT 6 10

AD
1 2

3 4 5
6 9
18

GATT 
6 10

443. EU

 2012/ 8/17
2012/ 12/ 6

2012 8 17
EU

EU

GATT 3 11 TRIMS 2.1 2.2 WTO
16

GATT 
3 11

TRIMS 2

WTO
16

444. EU

2012/ 8/21
2012/ 12/ 6
2013/ 1/28 DS438 DS445

2012 8 21

GATT 3 10 11 1
3 5 TRIMS 2 11

GATT 
3 10

11
TRIMS 2

1 3
5
SG
11

445.
EU

2012/ 8/21
2012/ 12/ 6
2013/ 1/28 DS438 DS444

2012 8 21

GATT 3 8 10 11
1 2 3 5 TRIMSs 2 6

11

GATT 
3 8

10 11
TRIMS 3

10 11

1 3
5
SG
11

446.

2012/ 8/24
2012/ 11/21

DSB

2012 8 24

GATT 3 8 10 11
1 2 3 5 TRIMSs 2 6

11 4.2 TBT 2.1
2.2

GATT 
3 8

10 11
TRIMS 2

6

1 2
3 5

4
SG
11

TBT
2

447.
EU

2012/ 8/30
2012/ 12/ 6
2013/ 1/28

2012 8 30

GATT 1 3 11 SPS 1 2 3 5
6 8 10 WTO 16.4

GATT 
1 3

11
SPS 

1 2
3 5 6

8 10

WTO
16
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448.

2012/ 9/ 3
2012/ 12/ 6

2012 9 3

GATT 1 3 10 11
SPS 1 2 3 5 7 8 10 WTO

16.4

GATT 
1 3

10 11
SPS 

1 2
3 5
WTO

16

449.

AD

EU

2012/ 9/17
2012/ 11/19
2012/ 12/17
2014/  3/27  

2012 9 17
2006 11 20

2012 3 13
AD
2006 11 20 2012 3 13

SCM
10 15 19 21 32 GATT 6 10 AD 9
11

double remedies
SCM 10 19.3 32

CVD

GATT 10

GATT 
6 10

SCM 
10 15
19 21

32
AD

9 11

450.
 2012/ 9/17 2012 9 17

SCM SCM 3
25 GATT 16 1 2

GATT 
16

SCM 
25

451.

2012/ 10/15 2012 10 15

VAT

SCM 3 5 6
GATT 3 3 9 10

1.2

3 9
10

GATT 
3 16

SCM 
1 2

3 4 5
6 7

452. EU
2012/ 11/ 5 2012 11 5

GATT 1 3 SCM 3 TRIMSs
2.1 2.2

GATT 
1 3
SCM 

1 3
TRIMS 

2

453. EU

2012/ 12/12
2013/  5/13  
2013/  6/25  

2012 12 12

VAT
GATS 2 11 16

17 GATT 1 3 11

GATS 
2 11

16 17
GATT 

1 3
11

454.

AD

EU
2012/ 12/20
2013/  4/11  
2013/  5/24  

2012 12 20
AD AD

1 3 5 6 7 12 GATT 6

AD
1 3

5 6 7
12

GATT 
6

455.
EU

2013/ 1/10
2013/  3/14  
2013/  4/24  

2013 1 10

GATT 11 4.2
1 3

GATT 
10 11

4

1 3

456.

 2013/  2/ 6   
2013/  2/10  

2013 2 6

GATT 3 TRIMS 2 SCM 3
5 6 25

GATT 
3

TRIMS 2

SCM 
3 5

6 25
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457.
EU

2013/  4/12  
2013/  6/13  
2013/  7/23  

2013 4 12
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3 5 6 7

4
GATT 

2 10
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1 2
3 5 6

7

458.

 2013/  3/ 3   2013 7 18

TBT 2.1 2.2 TRIPS
3 15 16 20 22 24 GATT 3 9

GATT 
3 9
TBT 

2
TRIPS 

3 15
16 20
22 24

459.EU

 2013/  5/15  2013 5 15 EU

GATT 1 3 TBT 2 5 WTO
16 TRIMS 2 SCM 1 2 3 5

6

GATT 
1 3
TBT 

2 5
WTO

16
TRIMS 2

SCM 
3 5

6

460.

AD

EU 2013/  6/13  
2013/  8/16  
2013/  8/30  

2013 6 13 EU
AD AD 1

2 3 6 7 12 GATT 6

AD
1 2

3 6 7
12

GATT 
6

461.
EU

2013/  6/18
2013/  8/19  
2013/  9/25  

2013 6 18
GATT 2

8 10

GATT 
2 8
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462.

EU 2013/   7/9  
2013/  10/11 
2013/  11/25 

2013 7 9 EU
GATT 1 2 3 TRIMSs 2

2014 1

GATT 
1 2

3
TRIMS

2

463.

EU
2013/   7/24  2013 7 24

GATT 1 3 TRIMSs 2 TBT 2
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GATT 
1 3
TRIMS

2
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2

464.
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EU

2013/  8/29  
2013/ 12/18  
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AD AD SCM

AD
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18
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6
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1 2

10 14
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465. EU
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GATT 11 4.2
1 3

GATT 
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4

1 3
466.

EU
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GATT 11 4.2
1 3
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2
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3

468.
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2013/  10/30  2013 10 30

2 3 4 5 7 8 11 12 GATT 2

SG
2 3

4 5 7
8 11

12
GATT 

2 19

469. EU
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11

470.
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18
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2 6
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472.
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473. EU
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477.
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4
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478.
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479.
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EU 2014/ 5/21
2014/ 9/15
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9
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3
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AD AD

1 2 6 12 18 GATT 10

AD
1 2

6 12
18

GATT 
10

WTO
URL http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm 
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1　我が国の食品・製品に対する諸国の対応と風評

問題

　2011年 3月11日に発生した東日本大震災に伴う

東京電力・福島第一原子力発電所（以下「福島第一

原発」という。）の事故に関連して、一部の国・地

域において、農林水産品を中心に我が国輸出品へ

の放射線検査や検査・産地証明書を求める等の措

置がとられている。現在までに鉱工業品への輸入

規制は概ね撤廃されている1が、農林水産品につい

ては、緩和傾向にあるものの、一部の国 2を除き規

制撤廃までは至っていない 3。

　韓国は、2011年 3月24日に 8 県 4 からの一部の

水産物のみ輸入禁止とし、上記 8 県以外からの水

産物については、韓国側の検査でセシウム及び要

素が 100Bq/kg以下であれば輸入可能としていた。

しかし、2013 年 9月、日本産水産物に対する輸入

規制の強化を行い、8県からの全ての水産物につい

て、全面的に輸入禁止とするとともに、上記 8県以

外からの水産物については、韓国側の検査で放射

性物質が微量でも検出されれば、ストロンチウム及

びプルトニウム等の検査証明書が追加で要求される

こととなった。さらに、韓国国内のセシウム基準が

370Bq/kg から我が国と同じ100Bq/kgに変更され

た。この他、台湾は、2011年 3月26日から 5県 5

からの全ての食品（酒類を除く）を輸入停止にして

いるが、2015 年 4月に日本産食品に対する輸入規

制を強化する旨決定を行っている。具体的には、5

県以外の都道府県から産地証明や放射性物質検査

証明の添付を義務付ける内容を公告し、当該措置

を同年 5月から施行すると発表した。

　我が国は、福島第一原発の事故直後から、我が

国の食品・製品の安全性を確保するため、国際基

準 6 に準じて、徹底した措置を講じること、当該措

置につき各国の政府・報道機関・国民に対し迅速

かつ正確な情報発信を実施すること、我が国の出

荷制限よりも広範な規制を取っている国・地域に対

して科学的根拠 7に基づき対象地域・品目の縮小を

働きかけることを柱とし、我が国輸出品の安全性を

確保すべく官民を挙げて取り組み、同時に各国に対

して国際ルールに従って冷静に対応するよう呼びか

けてきている。

【参考】各国の規制緩和状況

　＜鉱工業品＞

　現在までに、中東諸国の一部 8 を除き、我が国

鉱工業品に対する輸入禁止や証明書添付の要請と

いった規制は概ね撤廃されている。（サンプル検査

は一部の国・地域で引き続き実施されている。）9

　＜農水産品＞

・一部の国 2 は規制を全面的に撤廃。

・主要国には輸入禁止の対象地域を狭める動きが出

てきている。

1 エジプトのみ、一部鉱工業品（スクラップ、原材料）に対する輸入禁止措置を継続している。
2 カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド、コロンビア、マレーシア、エクアドル、
ベトナム、豪州（合計 13 か国）

3 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国・地域の輸入規制措置の現状については、農林水産省HPで最新状況を公開中。「諸
外国・地域の規制措置」

　http://www.maff .go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html
4 福島県、宮城県、岩手県、青森県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県
5 福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県
6 食品に関するコーデックス委員会（年間線量 1mSv 未満）、飲料水に関するWHOの放射性物質の指標値（10bq/kg）、空間線量
に関する ICRP 基準（年間線量 緊急時 100mSv 未満、平常時 1mSv 未満）等。

7 このような貿易制限的な措置について科学的根拠を要求する国際法上の根拠は、SPS 協定とTBT協定である。
8 オマーン、イラン、イラク、クウェート、エジプト、レバノン、ウガンダ
9 「諸外国・地域における放射線検査 実施状況等（鉱工業品分野）」（2013 年 4 月 12 日現在）
　http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/commodities_link_02.pdf

東日本大震災後の輸出と日本政府の対応



■主要国における農水産品の輸入規制状況（2015 年 4月 30 日現在）10

※ 1 産地証明及び放射性物質検査証明の要求は 2015 年 5 月 15 日より施行予定。
※ 2 放射性物質検査証明書の様式で中国側と合意が成立しておらず、事実上、日本全域からの一部産品（乳製品、果実、野菜、葉物、
薬用植物産品等）の輸入停止状態が継続。（原産地証明書については、2011 年 11 月 24 日付けで様式に関する合意が成立し輸入
再開。
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2　我が国食品・製品安全確保のための取り組み

（1）モニタリング体制の迅速な構築

a．大気・土壌・水道水・海水

　2011年 3月14日以降、政府は、空間、海域、

上水道等につきモニタリングを実施、結果を毎日各

省ホームページで公表するほか、農林土壌について

も、地方自治体・大学と協力して福島県他近隣 5県

でモニタリングを実施、放射性物質の分布を把握し、

除染計画の検討材料としている。なお、これまでの

モニタリング結果を参照すると、避難区域外の我が

国主要都市における大気や土壌等の放射線物質量

は、人体に影響を及ぼす水準 12 に無い。

b．食品モニタリング

　福島第一原発の事故後周辺環境から放射能が検

出されたことを受け、日本政府は、食品衛生法上の

措置として、原子力安全委員会により示された「飲

食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、

規制値が指標を上回る食品については食用に供され

ないよう2011年 3月17日に各自治体に通知した。

この暫定規制値を超える放射線量が測定された食

品について出荷制限が当初実施されたが、その後、

継続的かつ正確なモニタリングにより、確実に安全

と判断された品目から順に出荷制限は解除されつつ

ある。

10 前掲注 3参照。
11 岩手県、宮城県、東京都、愛媛県の水産品、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の茶類産品、宮城県、埼玉県、東京都の乳製品、
キャンディ、乳幼児食品、ビスケット、穀類調製品。

12 原発から 230km以上離れた東京においては、震災直後の 3月 15 日に一時的に大気中の放射性物質レベルが上昇したものの、
現在は原発事故前の通常測定値範囲内にある。また福島では、3月 15 日、16 日に 25 μ Sv/h 程度の高い数値が観測されたが、
その後は 1～ 3μ Sv/h の水準で推移している。なお、放射線量は建材などの遮蔽物があると減衰する性質があり、実際に受け
る放射線量は大気中の測定値より少なくなる。なお、これら放射線量の目安であるが、例えば 2μ Sv/h を屋外で 1年間浴び続
けた場合、CTスキャン 2.5 回分に相当する被ばく量となる。

　（例）タイ　　 12都県→8県（新潟、長野等を除外、

2011年 8月3日付）
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c．空港・港湾等のモニタリング

　日本政府は、2011年 3月20日から成田及び羽田

空港における放射線量の測定を実施している。同

年 4月中旬から港湾の大気及び海水についても毎日

測定し、結果を国土交通省ホームページ 13 等で公

表してきている。さらに港湾内の船舶についても、

同年 4月22日に発出された「船舶に関する放射線

測定のためのガイドライン」に基づき、同年 4月28

日から放射線量測定を実施している。

（2）我が国輸出品の安全性に対する信頼確保

　輸出される農林水産品に関しては、国内流通過

程での検査に加え、水際においても我が国産品の

安全性に対する信頼を確保するために、主要な諸

外国・地域における食品の検査や規制強化の状況

について輸出業者に情報提供し、必要に応じ安全

性の証明書を発行している。鉱工業品に関しては、

海外の取引先から放射線量に関する証明を求めら

れた場合には、輸出企業に対して、放射線量検査

機関の紹介や商工会議所による証明サービスの周

知を実施し、ジェトロに相談窓口を設置する他、全

国 42ヶ所の貿易情報センターで個別に企業の相談

に対応している。また、政府による風評被害対策の

一環として、国が指定した検査機関で輸出品（農水

産品も含む）の放射線検査を行う際の検査料の補

助 14 を 2013 年 3月末まで実施していた 15。

　さらに港湾において、「港湾における輸出コンテ

ナの放射線測定のためのガイドライン」に基づき、

2011年 4月 28日から、公的機関（国、港湾管理

者、日本海事協会）による輸出コンテナ及び船舶の

放射線測定に対する証明書の発行が順次開始され

ている。

（3）正確で迅速な対外情報発信

①政府に対する情報発信

　震災発生直後より、国際会議などの場で、総理

大臣や閣僚による情報発信を実施してきている。各

国の輸出入関連措置等に関しては、各国の関係当

局が科学的かつ合理的な判断に基づいて適切な対

応を行うよう要請してきた。現在に至るまで、国際

会議や海外出張時・来日時の会談など、あらゆる

機会を捉えハイレベルでの働きかけを継続してきて

いる。

②産業界・プレス等に対する情報発信

　日本政府は、全ての在外公館（大使館，総領事

館等）に対し震災関連の情報発信を強化するよう

指示を行い、世界各地における在外公館による説

明会を開催している。

　また、国内でも各種説明会を開催しており、特に

外資系企業・在京外交団・在京プレス特派員等を

対象に、記者会見やブリーフィングを実施している。

その他、対メディアの個別インタビューへの対応や

プレスリリース等の発出を通じた関連情報の迅速な

発信の取り組み、海外TV局の招聘等を行っている。

3　まとめ

　原発事故と原子力災害発生を受け、我が国は日

本産品の安全性を確保すべく、早急に対応を実施し

てきた。しかし各国が日本産品に対して規制を強化

13 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000040.html
14 貿易円滑化事業費補助金　補助率 - 中小企業：10 分の 9、大企業：2分の 1
15 http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/pdf/130430a.pdf
16 国際民間航空機関（ICAO）「日本への渡航制限はない」（2011 年 3 月 18 日付けプレスリリース）
　http://www.icao.int/Newsroom/Pages/no-restrictions-on-travel-to-japan.aspx）
　国際航空運送協会（IATA）「日本への渡航制限はない」（2011 年 3 月 19 日付けプレスリリース）
　http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2011-03-18-02.aspx）
　国際海事機関（IMO）「日本港湾での放射能による健康被害はない」（2011 年 3 月 24 日付けプレスリリース）
　http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefi ngs/Pages/13-navigation-off -japan.aspx）
17 IAEA 調査団報告書“IAEA INTERNATIONAL FACT FINDING EXPERT MISSION OF THE FUKUSHIMA DAI-ICHI 
NPP ACCIDENT FOLLOWING THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE AND TSUNAMI”
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した結果、被災地から遠く離れた地域の産品に対し

ても検査等多大なコストが生じ、品目によっては輸

出自体ができなくなる事態が発生した。

　東日本大震災及び原発事故後、我が国は、国際

社会の要請に応え、透明性を確保しつつ迅速かつ

正確な情報提供に最大限努めてきた。事故直後迅

速に構築された大気・水・食品等のモニタリング体制、

食品の流通過程での厳格な検査体制、港湾での輸

出産品のモニタリング体制を確立したことで、我が

国産品の安全性は確保されている。

　また大気等のモニタリングによる検査結果は、震

災後の早い段階で各種数値が低減していることを示

しており、ICAO（国際民間航空機関）や IMO（国

際海事機関）といった国際機関からも事故直後か

ら我が国への渡航等の安全性を明示する報道発表

がなされてきた 16。さらに IAEAからは、我が国の

原発事故への対応は、取り得る最良のものであった

との評価を受けている17。我が国の官民挙げた努

力と、このような国際機関による評価等により、鉱

工業品に対する規制は概ね撤廃されている。他方、

農林水産品については、前述のとおり緩和傾向にあ

るものの、規制撤廃までは至っていない。日本とし

て、引き続き最大限の透明性をもって迅速かつ正確

な情報発信をするよう努めることはもちろんである

が、各国政府としても、不当な輸入禁止等の措置を

とらず、国際ルールに則って対応することが期待さ

れる。
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