
●偽造品の取引の防止に関する協定（仮称）（ＡＣＴＡ）署名
• 2011年 10月、東京にて、日、米、豪、ＮＺ、加、韓、星、モロッコ８ヵ国が署名。

• 2012年 1月、東京にて、ＥＵ及びＥＵ加盟国（２２カ国）が署名。

•有志国でWTO協定を超えるレベルの高い協定作りに成功。

●ＷＴＯロシア加盟が定期閣僚会議で承認（2011年12月）
•日露間の貿易拡大に加え、多国間自由貿易体制の一層の強化に貢献。

●政府調達協定の改正交渉妥結（2011年12月）
•国際競争入札や電子入札の活用が促進され、日本企業の外国政府調達へのアクセス改善。

●2011年12月15‐17日 於ジュネーブ（全加盟国153ヵ国が参加）
●①ドーハ・ラウンドの今後の交渉を、 終的な一括受諾を前提

に、先行合意の議論を進めること、 ②あらゆる形態の保護
主義に対抗すること、③途上国への開発を重視すること、が
合意された。

●その他、ロシアのWTO加盟が承認、政府調達協定の改正交渉
が妥結。

●2012年1月28日 於ダボス（日米EU印など主要19ヵ国・地域が参加）
●①ドーハ・ラウンドはあきらめることなく現実的に進めること、②後発途上国問題を優先すべきこと、

③WTOの信認維持は保護主義抑止のために必要であること、について共通認識が得られた。

（2011年12月、ＷＴＯ第8回定期閣僚会議の様子）

第8回WTO定期閣僚会議

ダボスWTO非公式閣僚会合

WTOを巡るその他の動き

３．WTOをめぐる動き ：WTO定期閣僚会議、その他２．WTOをめぐる動き ：WTO定期閣僚会議（2011年12月）
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WTO加盟国と非加盟国

加盟国（153か国）
加盟申請中の国（30か国）
非申請・非加盟国（15か国）

◇1993年6月 GATT加盟申請、1995年7月 交渉開始

◇2011年11月 実質的に交渉妥結

◇2011年12月 ＷＴＯ定期閣僚会議で加盟承認 （ロシアでの加盟議定書の批准を経て、本年夏頃に正式加盟か）

①WTO非加盟国のうち最大の経済大国が自由貿易体制に組み込まれることによる世界経済・貿易の活性化
◇ＧＤＰ世界8位（約130兆円）、人口第9位（1億4千万人）

②関税引下げ・サービス分野の市場開放による市場アクセスの向上
◇関税引下げ 平均関税率 加盟時10％→最終7.8％
◇サービスの市場開放： コンピューター関連、流通、映像・音響分野で外資100％の現地法人設立の自由化など

③国際貿易ルールに整合しない保護主義措置の抑止
◇リーマンショック後、自動車輸入関税引上げ（加盟時に廃止を約束）、自動車国内生産における部品の現地調達要求（18年廃止を約

束）を実施。加盟後、仮に同様の措置を講じた場合、他の加盟国はWTOへ提訴可能。

１．加盟交渉の経緯

２．加盟のメリット

２．WTOをめぐる動き ：ロシアのWTO加盟
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◇関税引き下げ： 平均関税率 加盟時 10％ → 終 7．8％
◇日本からの主要輸出品目では、

（ア）乗用車：加盟前 30％又は35% → 加盟時25％、加盟後7年で15％、
（イ）パソコン、携帯電話などIT製品：加盟時10％ → 加盟後3年で0％（※）

（ウ）家庭用エアコン：加盟時15％ → 加盟後3年で6％

（※）ロシアはWTO加盟と同時に、ITA（情報技術協定： 日、米、EU、中など73ヶ国でIT製品の関税を撤廃）に
加盟予定。

（１）関税引下げ・サービス分野の市場開放による市場アクセスの向上

（参考）ロシアWTO加盟のメリット（１）

①物品関税引下げ①物品関税引下げ

②サービスの市場開放②サービスの市場開放

主な工業製品の平均譲許税率

注）以下は全て暫定値であり、譲許表の 終調整を踏まえた微修正の可能性あり。

コンピューター関連、流通及び映像・音響分野において外資100％の現地法人の設立の自由化など

品 目 現行平均実行関税率（%） 終約束平均 高税率 （%）

工業製品全体 9.5 7.3
自動車関連 15.5 12.0 
電気機器関連 8.4 6.2
化学製品関連 6.5 5.2
木工・紙製品関連 13.4 8.0
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（参考）ロシアWTO加盟のメリット（２）

自動車輸入関税引上げ

【出典】財務省貿易統計

（単位：万台） 2006 2007 2008 2009 2010
乗用車 54.9 77.4 97.6 9.8 29.9 

うち中古車 (33.3) (44.1) (51.7) (4.5) (9.4) 

日本からロシアへの自動車輸出

●09年1月、自動車関税引上げ（25％→30％又は35%）
●現在も継続中、ロシア側はWTO加盟と同時に廃止

すると表明。

ハイテク製品関税引上げ

◇リーマンショック後、ロシアは自動車輸入関税引上げの実施、自動車のロシア国内生産における部品の
現地調達要求の開始のほか、 近ではハイテク製品の関税引上げを検討するなど保護主義措置を相
次いで導入。

◇加盟後、仮に同様の措置を実施した場合、関係各国はWTOへの提訴も可能（勝訴すれば対抗措置が
認められる）となることから、こうした措置の実施を抑止。

対象製品 現行関税率
税関庁提案の

関税率

1携帯電話 5%

2携帯電話の基地局設備 0%

3
携帯電話通信に必要な電話の部品、追加
機器

0%

4計算機 0%

5スイッチング・ハブ 0%

6パソコン 0%

7エアコン 0%

8ＴＶカメラ、デジタルカメラ 0%

9カーナビ 0% 10%

10プリンター 0%

11複合機 5%

12産業用ミキサー 0%

13ガス濾過・浄化装置 0%

14包装機械 0%

15直流、交流電動機 0%

16ポルトランドセメント 5%

17化学繊維の不織物 5%

18環境等級４以上のセミトラクター 5%

19無限軌道掘削機 5%

●11年10月、下記の製品についてロシア税関庁が関
税引上げを検討中との報道あり。

●その後、ロシア側はWTO加盟に伴い、検討を撤回。

（２）国際貿易ルールに整合しない保護主義措置の抑止

自動車部品の現地調達要求

●05年、自動車のロシア国内生産において、部品の
現地調達義務（30%）や生産台数能力（2.5万台）等
の要件を満たす企業に対し、優遇策として国外から
の部品輸入関税を軽減する任意契約措置を導入
（ロシア国内への投資促進が目的）。

●10年12月、要件を厳しくした形（現地調達率60%、
生産台数能力30万台）に改訂。

●ロシア側は、今回の加盟合意文書において、本件の
要件の緩和をした上で2018年7月での廃止を約束。

29



昨年１２月１５日、ＷＴＯ閣僚会議において、ＷＴＯ政府調達協定改正交渉が大筋合意。
１４年間にわたる交渉を妥結させたことは、ＷＴＯの信認維持・強化の観点からも意義あり。

※政府調達協定加盟国の３分の２が受諾後、３０日目に発効する予定。

（注）ＷＴＯ政府調達協定は、政府機関等の行う調達において、国内企業と外国企業との差別的取扱いを禁止。
ＷＴＯ加盟国の有志（日本・米国・ＥＵ（２７ヵ国）等４２ヵ国・地域）が加盟。なお、ドーハ・ラウンド交渉とは別途の交渉。

【改正の内容】
１．国際開放される政府調達市場の拡大

各加盟国が現行協定に比べて政府調達市場の開放範囲を拡大。
これにより、約８００億ドル（ＷＴＯ試算）の政府調達市場が新たに国際開放。

＜主要国が開放した政府調達市場の例＞

２．調達に関するルールの整備
新たに電子入札に関する規定を整備。外国の政府調達への入札手続負担が軽減。
→ 外国の政府調達への参加機会が拡大することが期待される。

３．発展途上国への配慮規定
途上国の加盟促進のため、途上国向けの規定を整備。

日本 国際開放する物品調達の基準額引下げ（1900万円→1500万円）
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

米国 連邦政府の１０機関を新たに国際調達の対象に

ＥＵ 約１６０の中央政府機関を新たに国際調達の対象に

カナダ すべての州政府を国際調達の対象に

今後は新規加盟国の拡大、特に中国の加盟交渉に積極的に取り組んでいく。

２．WTOをめぐる動き ：WTO政府調達協定交渉の大筋合意
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G20各国の保護主義的措置数の推移

①対象産業の高度化

・太陽光パネルやハイブリッド自動車など
先端産業の育成を目的とした措置が多く
見られる。

②手法の多様化

・関税引上げや輸入許可制に加え、規制、
基準・規格、補助金などの国内措置が急増。

（参考）WTOへ通報された各国の基準・規格の推移
（※ 通報後、WTO法規に照らして疑義の有無を判断）
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基準・規格
はこの10年
で約3倍増

●2008年のリーマンショック後、産業保護・雇用維持目的の保護主義措置が増加。

●その後、一時沈静化したが、2010年末頃から再び増加。世界的に拡散の兆し。

近年の傾向
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２．WTOをめぐる動き ：世界の保護主義措置の現状
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水際措置（輸出入制限） 国内措置（規制、規格、補助金等）

旧
来
の
産
業
の
保
護

先
端
産
業
の
育
成

11年2月、輸入許可対象品目
を400品目から600品目に拡大
し、輸出入均衡要求を実施。アルゼンチン ブラジル

11年9月、輸入自動車に対し、
内国税を30％引上げ。

11年5月、新しい安全規格への
適合表示のないタイヤの輸入
禁止。インド

銅・ニッケル鉱石の国内精錬
義務化を準備（2014年1月ま
でに施行。精錬前鉱石の輸出
制限）

インドネシア

10年7月、レアアース輸出枠
を大幅削減。中 国

09年5月、一定以上の州産比率
を満たす太陽光パネルのみ補助
金交付する制度を導入。11年1
月、同比率を60％に引上げ。

カナダ
（ｵﾝﾀﾘｵ州）

10年8月、一定以上の国産比率
を満たす太陽光パネルのみ補助
金交付する制度を導入。インド

手法の多様化

対
象
産
業
の
高
度
化

従来型

２．WTOをめぐる動き ：日本企業への影響が懸念される近年の措置
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●G20やAPECの首脳レベルで、首脳宣言保護主義抑止の政治宣言を繰り返し発出。

●昨年12月の第8回WTO定期閣僚会議では、WTO全加盟国（153ヵ国）で下記に合意。
「保護主義の強まりを認識し、あらゆる形態の保護主義に対抗することを約束。」

二国間での協議等

国際会合での政治宣言の発出（国際的包囲網の形成）

関心国と連携してWTO定常委員会で問題提起。解決が見られない場合にはWTO紛争
メカニズムを活用。WTOでの勧告を実施しない場合には対抗措置（相手国に対する関
税引上げ）が可能。 （ 近の活用事例： カナダ・オンタリオ州太陽光パネル優遇補助金など）

●我が国は、特に産業への影響の大きな問題事案に対し、二国間協議、WTO紛争処理
メカニズムの活用等によって多くを解決。

●同時に、保護主義の世界的拡散抑止のための国際的取組の継続が必要。

WTO定常委員会での問題提起・WTO紛争処理メカニズムの活用

カンヌG２０、ホノルルＡＰＥＣの合意内容のポイント
（１）新たな保護主義的措置を控える約束（スタンドスティル）を確認。

（なお、ＡＰＥＣでは2013年末から2015年末まで延長に合意。）
（２）輸出制限を含む既に導入された貿易歪曲的な措置を是正（ロールバック）することを約束。

上記に加えて、ＡＰＥＣでは以下も合意。
（３）重大な保護主義的影響を及ぼす措置について、仮にWTO整合的であっても導入を自制。

「不公正貿易報告書」の分析を活用しつつ、二国間での政府間交渉、EPAに基づくビジ
ネス環境整備小委員会、ロビイングなどで官民連携して措置の撤廃・改善の申入れ。

※「経済産業省の取組方針」で優先順位付け。

２．WTOをめぐる動き ：保護主義の抑止に向けた取り組み
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●米、ＥＵの２大ユーザーに加え、新興国も積極的に活用。
●９５年のＷＴＯ発足以来、紛争解決手続が用いられたのは

合計４２７件（２０１１年末現在）。そのうち、約半数はパネ
ル審理前の協議段階で解決。

●ＷＴＯ勧告の履行率は高く、対抗措置の発動に至ることは
まれ。

＜参考：中国の対応＞
●ＷＴＯ加盟（０１年）以降、当初は「被提訴」案件が中心で

あったが、近年は積極的に「提訴」を実施。
●Ｗ ＴＯ紛争解決手続で敗訴した案件や明白なＷＴＯ協定違

反の措置においては自ら措置を改善。

新興国を中心として保護主義措置が日本企業のグローバルな経済活動に影響を与える中、

日本としてもＷＴＯ紛争解決手続を積極的に活用することが必要。

国名 紛争案件数
（うち提訴/
被提訴案件数）

1．アメリカ 211件（98件/113件）

2．ＥＵ 155件（85件/70件）

3．カナダ 50件（33件/17件）

4．インド 39件（19件/20件）

ブラジル 39件（25件/14件）

6．メキシコ 35件（21件/14件）

7．アルゼンチン 32件（15件/17件）

8．中国 31件（ 8件/23件）

9．韓国 29件（15件/14件）

日本 29件（14件/15件）

＜各国の活用状況＞１．先進国・新興国ともに頻繁に活用

●先端産業は各国間の競争が激しく、保護主義措置が拡散・
連鎖する傾向。紛争対象品目をみても、従来からの自動
車、鉄鋼、ベアリング等に加え、近年はＩＴ製品、環境関連
物品、鉱物資源にも拡大。

●Ｗ ＴＯ紛争解決手続を活用し、各国に通商ルールを遵守さ
せることで、先端産業の競争条件を確保。

２．先端産業の競争条件確保に貢献

２．WTOをめぐる動き ：WTO紛争解決手続きの動き
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○ 2009年5月、カナダ・オンタリオ州は“Green Energy Act”を制定。再生可能エネルギー由来の電力
の固定買取制度（Feed in Tariff（FIT））を創設。買取対象の電力は、「一定割合以上のオンタリオ産内

で付加価値が付加された太陽光パネルや風力発電設備により発電された電力でなければならない」と
規定（ローカルコンテント要求）。

○ 累次の閣僚レベルの懸念表明にもかかわらず、ローカルコンテント要求は是正されなかったため、
我が国の要請に基づき、2011年7月、ＷＴＯは同要求のＷＴＯ協定整合性を審議する紛争処理小委
員会（パネル）を設置。パネルは2012年初秋頃に判断を下す予定。

（カナダ・オンタリオ州の再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る州産品優遇）

● 各国とも成長産業として自国内での育成に注力している新エネルギー関連産業につ
いては、特に新興国の保護主義措置が増加傾向（中国：風力発電設備補助金、インド：
太陽光発電設備補助金）。

● 本件でＷＴＯ紛争解決手続を活用することにより、このような措置は国際ルール違反
であることを世界に示し（拡散防止）、日本の輸出利益を確保。

２．WTOをめぐる動き ：ＷＴＯ紛争解決手続の活用例①
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●米国は「ゼロイング」というアンチ・ダンピング税（AD税）を不当に
水増しする計算方法を独自に採用。

●日本からの輸出品に長年にわたり高いAD税を賦課。
→特にベアリング業界は1989年以来、22年間にわたり

年間約10億円のAD税を過剰支払。

04年 日本の申立てにより、WTO紛争解決手続に付託
07年 WTOは米国にゼロイング撤廃を勧告。
10年 4月、米国は勧告の履行を拒み続ける一方、日本は対抗措置

発動(対米関税引上げ)のためのWTO手続を開始。
12月、米国が履行の意思があることを表明。

12年 対抗措置発動の可能性を示唆しつつ、粘り強く米国に働き
かけた結果、 2月6日、米国はゼロイング撤廃を約束。
WTO紛争解決手続の活用により、日本の産業界に有害な
米国の国内制度を是正

●米国がＷＴＯ勧告の履行に向けて重要な一歩を踏み出したことを歓迎。
●世界経済が停滞し保護主義措置の蔓延が懸念される中で、多角的貿易体制の下でＷＴＯ加盟国による

ルール遵守が徹底され、ＷＴＯ紛争解決メカニズムが機能することを重視。
●米国の新規則がＷＴＯ勧告に沿って運用され、ゼロイングが確実に廃止されるよう引き続き注視。

●1980年～90年代前半
米欧によるＡＤ措置濫用を抑止すべく
ＡＤ濫用防止・規律強化を提唱。

→ウルグアイ・ラウンド交渉にて、
ＡＤ協定改正を実現。

●90年代後半～2000年代
アジア危機(97年)以降、米国のＡＤ措

置が急増。ＡＤをドーハ・ラウンド交渉
の対象とするか日米間で激しい折衝。

→交渉項目とすることに成功。
日本は輸出国の立場を代表して
３０項目以上の提案提出。

●リーマンショック以降(2009‐)
ＡＤ措置は世界的に高水準。
特に新興国のＡＤ措置が目立つ。
→手続の透明性について懸念。

日本の輸出競争力確保に向け、
WTO・バイを通じて改善申入れ。

問題

日本の対応

参考：枝野経産大臣談話（要旨）

（参考）対日AD措置政策史

２．WTOをめぐる動き ‐ ＷＴＯ紛争解決手続の活用例②

（米国の国内制度（ゼロイング）の是正）
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ACTA= Anti‐Counterfeiting Trade Agreement (偽造品の取引の防止に関する協定(仮称))

模倣品・海賊版の貿易額の推移

●知的財産保護に関する国際ルールであるWTO知財協定が発効後(96年）も、

経済のグローバル化の進展、複製を容易にするデジタル技術の革新などを背
景に、模倣品・海賊版は国境を越えて世界的に拡散。

※模倣品・海賊版の貿易被害〈07年〉： 正規品の世界貿易額の約2％（2,500億ドル）

●2005年のG8サミットにて、我が国が「実効性の高い知財保護条約の必要性」を
提唱し、2010年10月の東京会合にて大筋合意。

【参加国】 日本、米国、ＥＵ、スイス、カナダ、豪州、ＮＺ、韓国、シンガポール、メキシコ、モロッコ

【具体的内容】 模倣品・海賊版対策の実効性を高めるためWTO知財協定に規定のない新たな措置を定めたもの

－ 税関の取締対象に輸出を追加 （WTO協定は輸入のみ取締対象）

－ 模倣ラベルの取引の違法化 （WTO協定では違法ではない）

－ 視聴や使用を限定する機能を無効化する機器の取引を違法化（WTO協定には規定がない）

【発効の手続き】 ・昨年10月1日の署名式にて、日本を含む8カ国が署名（ＥＵ、スイス、メキシコが未署名）

・1月26日の署名式にて、ＥＵ及びＥＵ加盟国（27カ国中22カ国）が署名

・署名後、各国が批准手続を進め、6カ国が批准した日から30日後に発効

ＡＣＴＡ成立に至る背景

（出典）OECD
ＡＣＴＡの概要

ＡＣＴＡでの知財保護水準を新興国にも展開 （①ＡＣＴＡ加盟国の拡大、②ＥＰＡにＡＣＴＡと同等の措置を規定）

今後の課題

（億ドル）

２．WTOをめぐる動き ：ACTAの署名
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ITA= Information Technology Agreement (情報技術協定)

● １９９６年にＩＴ製品の関税を無税化する、ＷＴＯ／ＩＴＡ（情報技術協定）が成立。

現在参加国は日本、米国、ＥＵ、韓国、台湾、中国、インド、ＡＳＥＡＮ諸国等を含
む７３か国となり、対象製品の世界貿易額の９７％をカバーしている。

● 技術の進歩によるＩＴ製品の多機能化、高機能化を理由に、ＥＵはＩＴＡ上
本来無税とされるべきＩＴ製品に関税を賦課したため、日本はＷＴＯ紛争解決
手続を活用して関税撤廃を実現。

ＩＴＡの概要

ＥＵによるＩＴＡ対象製品への課税にかかる貿易紛争

 技術進歩に伴う貿易紛争も背景に、新たなＩＴ製品をカバーできるようＩＴＡの
対象拡大が必要であるとの認識が高まっている。２０１１年のＡＰＥＣでは、日
米の連携によりＩＴＡの拡大交渉開始に向けたコンセンサス形成を進め、１１
月の首脳会議において、「ＡＰＥＣエコノミーが交渉開始に向け主導的役割を
果たす」との宣言を発出。

 現在、ＷＴＯでのＩＴＡ拡大交渉開始に向けて、主要関係国のコンセンサス
形成が進められている。

ＩＴＡの拡大

２．WTOをめぐる動き ‐ ITAについて

 ２０１０年９月、ＷＴＯは日本の主張を全面的に容認し、ＥＵに対して関税を撤廃するよう勧告。
２０１１年７月、ＥＵは複合機の６％課税規則等を撤廃。現時点では、日本の輸出関心品目の
ほとんどが無税取扱いとなっているが、引き続きＥＵの運用状況を注視。

 複合機だけでも日本からＥＵへ約２，４００億円の輸出があり、約１４０億円の関税過払いを防止。

現行ＩＴＡ対象品目の例
半導体、ＰＣ、携帯電話
デジタルカメラ（静止画用）
プリンター、ＦＡＸ 等

拡大交渉において
議論になりうる品目の例
新型集積回路
リチウムイオン電池
医療機器（電子内視鏡等）
デジタルテレビカメラ 等

貿易紛争で争われた品目

・コピー、ＦＡＸ、プリンタの機
能を持つ複合機
・ＤＶＩ端子付きＰＣモニタ

・録画機能付きセットトップ
ボックス

38


