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　二国間あるいは地域での経済連携協定の締結に加
え、WTOやAPEC等を通じた世界・地域規模での
ルールの策定も、我が国の貿易・投資環境の整備、ひ

いては貿易・投資を通じた我が国経済全体の生産性向
上のために不可欠な取組である。

世界・地域規模でのルール形成に向けた取組第３節

　2011 年 12 月に行われた第 8回WTO定期閣僚会議
（MC8）において、ドーハ・ラウンド交渉の全分野
の一括合意が当面困難であることを認め、「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
野で議論を進めることが合意された。同合意を踏まえ、
2012 年の議論を通じて、主に貿易円滑化、農業の一部、
開発が進展可能な分野であるとの共通認識が形成さ
れ、2013 年 12 月にインドネシア・バリで開催される
第 9回WTO定期閣僚会議（MC9）の成果とするべく、
議論が続けられている。
　本節では、昨年の動きとして、WTOにおける保護
主義抑止の取組、ドーハ・ラウンド交渉の状況、及び
ドーハ・ラウンド外の取組（ITA（情報技術協定）拡
大交渉、新サービス貿易協定等）を概観する。

（1）保護主義の抑止
　2008 年 9 月のリーマンショックに端を発する世界
的な経済危機が発生して以降、自国産業支援や雇用確
保を目的とした保護主義的措置の導入を求める政治的
圧力が各国で高まった 73。そうした国内の圧力を受け
て保護主義に陥る国があると、他国の追随や報復など
の連鎖を招き、世界全体に保護主義が蔓延し、世界貿
易・経済に悪影響を及ぼすことが懸念された。そうし
た中で、WTOを中心とする多角的貿易体制は保護主
義を抑止し、自由貿易の促進に重要な役割を果たして
いる。
　多国間における保護主義抑止への取組としては、①
APEC、G20 などの国際的政治合意、②WTOにおけ

る各国の貿易政策の監視機能、③紛争解決手続の活用
などによるルールの執行などが存在する。③は第 3節
で詳述し、以下、①、②の取組について概観する。

① 国際的政治合意
　G20 や APECの場では保護主義抑止を求める国際
的な高いレベルの政治宣言がなされてきた。加盟国は
WTO協定を遵守する義務を負うが、政治合意により
協定以上のコミットメントの遵守が促されるという意
義がある。
　G20、APECにおける保護主義抑止の政治宣言につ
いては、保護主義抑止の実効性を高めるため、２つの
大きな要素が存在する。一つは、「スタンドスティル」
のコミットメントであり、新たな保護主義的措置を導
入しないことを約束している。もう一つは、既に導入
された保護主義的措置を是正すること、いわゆる「ロー
ルバック」のコミットメントである 74。さらに、ウラ
ジオストクAPEC首脳会議では、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
ても導入を最大限抑制することが合わせて再確認され
た 75。

② 各国の貿易政策の監視
　WTOは、2009 年 4 月 2 日の G20 ロンドン・サミッ
トにおける首脳の要請を受けて、2008 年末から開始
していた各国の貿易措置の監視と四半期ごとの報告を
続けてきている 76。具体的には、G20 メンバーの貿易
措置に関する報告書 77と、WTO全加盟国に関する報

1．多角的自由貿易体制としての世界貿易機関（WTO）

 
73 『通商白書 2009』第 2章第 3節参照
74 2012 年の G20 ロスカボス・サミットでも、カンヌ・サミットにおけるスタンドスティル及びロールバックのコミットメントが再確認され
た。（2012 年 6 月 G20 カンヌ・サミット首脳宣言）

75 『APEC首脳宣言「成長のための統合，繁栄のための革新」』（2012 年 9 月ウラジオストクAPEC）
76 経済危機への対応の一貫として各国の貿易政策を監視・報告するため、WTOは 2008 年 10 月 14 日、事務局官房内に金融危機の影響を検
討するための作業部会（Task Force）を設立した。
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告書 78を作成しており、前者はG20 サミットにおい
て報告されている。これらの報告書は、各国の貿易措
置の監視を強化し、世界的な景気後退局面における、
保護主義的措置の拡散を防止する効果が期待される。
　2012 年 10 月に公表されたG20 諸国の貿易・投資措
置に関する報告書（第 8版）では、調査期間中 79に
G20 諸国が新たに導入した保護主義的措置は前期比で
減少したものの、実施中の保護主義的措置は引き続き
増加しており、G20 諸国が保護主義に対抗する努力を
強化するよう訴えている。
　また、WTO貿易政策検討制度及び同制度強化に関
する 2011 年 12 月の第 8回WTO定期閣僚会議閣僚
決定 80に基づき、WTO事務局長が定期的に各国の保
護主義的措置に関する情報をとりまとめ、WTO全加
盟国に関する報告書としてWTO加盟国に報告して
いる。2012 年 6 月末に発表された報告書では、一部
の国の貿易政策が内向きになっていることを指摘する
とともに、現在の保護主義的措置は、一時的な経済危
機に対する措置というよりも、国内産業政策を通じて
経済を刺激することを目的とした長期的な措置にみら
れると報告された。
　世界経済危機後に発展したWTOにおける貿易政
策の監視機能は、今や保護主義の抑止に欠かせない
WTOの重要な機能の一つである。

（2）ドーハ・ラウンド交渉（多角的交渉の推進）
① GATT/WTOのこれまでの発展
　1948 年に発足したGATT（関税及び貿易に関する
一般協定）のもとで、締約国は過去 8度にわたり多角
的交渉を行い、自由かつ公正な貿易ルールの策定を目
指してきた。数次のラウンド交渉 81を経て、次第に
関税引下げが実現され、また、関税以外の貿易関連ルー
ルも整備され、1993 年のウルグアイ・ラウンド妥結
後はGATTを発展的に改組してWTO（世界貿易機
関）が成立した。
　WTOはこれまでGATTが担ってきた、ラウンド
交渉を通じた物品の貿易に係る関税及び非関税障壁の
削減や予見可能性を高めるための通商ルールの強化・

充実に加え、規律範囲を拡大し、新たにサービス貿易、
知的所有権の貿易的側面についても対象としている。
また、紛争処理機能も抜本的に強化しており、GATT
に比べて、対象範囲は拡大し実効性も向上している。

② ドーハ・ラウンド交渉の特徴・経緯 82

　2001 年にカタールのドーハで行われた第４回
WTO定期閣僚会議において立ち上げが宣言された
ドーハ開発アジェンダ（以下「ドーハ・ラウンド」）は、
モノの貿易自由化のみならず、サービス貿易、アンチ・
ダンピングや補助金などの貿易ルール、環境及び途上
国問題も含む、グローバリゼーションや IT化が進ん
だ新たな時代の要請に対応した幅広い分野が扱われて
いることが特徴である。日本にとっての本ラウンドの
推進は、①他の先進国及び主要途上国の関税を引下げ
させる、②我が国のサービス産業が海外の市場に参入
しやすくなる、③通商ルールの強化により予見可能性
を高め、通商上の紛争を未然に防止する、④加盟国・
地域の国内構造改革を推進するきっかけとなる、等の
意義がある。
　ドーハ・ラウンドは、経済発展段階や利益・関心の
異なる加盟国・地域間での合意を目指すという、複雑
かつ困難なものである。先のウルグアイ・ラウンドで
は 8年間の歳月をかけ、一進一退を繰り返しつつ、関
係者の粘り強い交渉により合意が達成された。ドーハ・
ラウンドは、2008 年７月の閣僚会合の決裂以後、先
進国と新興途上国の対立により交渉が停滞していた
が、2010 年秋に一旦は交渉機運が盛り上がり、2011
年を「機会の窓」83として議論が行われ、2011 年 4
月 21 日には、全交渉分野で交渉の進捗を反映した議
長文書が発出された（第Ⅱ-1-3-1 図）。
　全分野でまとまった文書がそろうのはドーハ・ラウ
ンドにおいて初めてのことであり、交渉妥結に向けた
必要な一歩ではあったが、内容は交渉の厳しい現状を
反映したものとなった。また、ラミー事務局長は冒頭
文書 84で、非農産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

 
77 G20 において、WTO、OECD、UNCTADの３機関がG20 各国の貿易及び投資措置を報告している。
78 WTO事務局長が全加盟国の貿易関連の措置について事務局長の責任の下に公表している。
79 2012 年５月～10 月までの半年間。
80 “TRADE POLICY REVIEW MECHANISM”（WT/L/848）（WTO、2011）
81 1960 年に開始された第 5回交渉（ディロン・ラウンド）以降、多角的交渉は「○○ラウンド」と呼ばれる。
82 経済産業省通商政策局編『2011 年版不公正貿易報告書』（2011）資料編第 1章「ドーハ開発アジェンダの動向」に詳述。
83 2010 年横浜APEC閣僚宣言、G20 ソウル・サミット成果文書等参照
84 COVER NOTE BY TNC CHAIR （TN/C/13）

74 2013 White Paper on International Economy and Trade

第１章 経済連携等の推進
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の進め方について熟考するよう問題提起を行った。各
方面で 2011 年の交渉の新たな着地点を巡る議論がさ
れたものの、パッケージによる部分合意は困難という
結論に至り、ドーハ・ラウンドの 2011 年 12 月以降の
行動計画に関する議論を中心に進められることとなっ
た。
　政治レベルでは、2011 年 11 月のカンヌG20 サミッ
トやホノルルAPEC閣僚・首脳会合において、ドーハ・
ラウンドの斬新で信頼性のあるアプローチの探求を、
第 8回WTO定期閣僚会議で開始する決意が確認さ
れた。
　2011 年 12 月の定期閣僚会議では、議長総括におけ
る「政治ガイダンスの要素」として、ドーハ・ラウン
ドについて、近い将来の一括受諾の見通しがないこと
を認めつつも、「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
を進めることが合意された（第Ⅱ-1-3-2 表）。

③ 2012 年４月以降の動き
　4月 19 日～20 日にメキシコ ･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
で一致するとともに、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非公式閣僚会合、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、貿易円滑化の進展には、農業
分野での成果が必要であるとの強い主張がなされた。
　貿易円滑化交渉については、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る。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農産品の
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
る形で公的備蓄や国内食糧援助の目的で低所得農家か
ら食料を買い上げるための政府支払を削減義務の対象
外とする提案が行われ、これらについて進展可能な項

農業 国内補助金の削減、関税削減、
途上国への配慮

NAMA（非農産品市場アクセス）
関税削減（スイス・フォーミュラ、
分野別関税撤廃）、非関税障壁の
撤廃 

サービス 外資規制の削減等の自由化、国
内規制の透明化等の規律強化 

ルール アンチ・ダンピングの規律強化、
補助金の規律強化 

貿易円滑化 貿易手続の簡素化、迅速化、そ
の実施に伴う途上国支援

開発 途上国に対する特別な取扱い
（S&D）

TRIPs（知的財産権） ワイン・スピリッツの地理的表
示（GI）多国間通報登録制度

貿易と環境 環境関連の物品・サービスに係
る貿易の自由化・円滑化

資料：経済産業省作成。

第Ⅱ-1-3-2 表
ドーハ・ラウンド　一括受諾の交渉項目と主要論点

ドーハ・ラウンド
立ち上げ

01 年 11 月

カンクン
会合決裂 枠組み同意

交渉再開

交渉再開
香港会合

交渉中断

G4決裂
G6中止

合意に至らず

会合見送り

議長文書
発出

投資ルールなど
で対立

農業市場アクセスと
補助金、NAMAで
膠着状態に

米国の
農業補助金等で

対立

SSMなど
で対立

分野別関税
撤廃、SSMで
対立解けず

03 年 9月 04 年 7月 05 年 12 月 06 年 7月
07 年 1月

6月 7月 08 年 7月 12 月 11 年 4月

1110090807060504030201

第Ⅱ-1-3-1 図　ドーハ・ラウンド交渉の経緯

備考 1：G4は、米国、EU、インド、ブラジル。G6は、G4+日本、豪州。
備考 2：SSMは、途上国農業特別セーフガード措置のこと。
資料：経済産業省作成。
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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日本から茂木経
済産業大臣、江藤農林水産副大臣が出席し、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、農業の
一部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。
　スイス主催非公式閣僚会合の結果を踏まえ、現状評
価を行うべく 4月 11 日に非公式貿易交渉委員会が開
催された。上記 3分野の進捗はMC9 で成果を得るに
はいまだ不十分とされ、引き続き、強い危機意識を持っ
て作業を加速していくこととなった。
　4月 20～21 日にインドネシア・スラバヤで開催さ
れたAPEC貿易担当大臣会合でも、交渉の遅れに対
する強い懸念が示され、WTO加盟国が政治的意思を
もって柔軟性を示すべき旨多くの閣僚が発言した。
　貿易円滑化と食料安全保障に係る公的備蓄提案を巡
り米国とインドが対立し、先進国と途上国の間で
MC9 の成果に対する考えの違いが顕在化する中、上
記 3分野について各国が柔軟性を示すため、4月 30
日に豪州及び中国の共催により、ジュネーブにて
SOM（高級実務者会合）が開催され、柔軟性を示す
国があったものの、大きな進展は得られなかった。5
月 30 日にフランス・パリで開催された豪州主催
WTO非公式閣僚会合では、貿易円滑化、農業の一部、
開発の 3分野の進捗が遅れているとの認識で各国一致
し、残された争点を解決するため、作業を加速するこ
とで一致した。
　世界経済危機後、各国が内向きになりかねない今こ
そ、自由貿易の価値を各国が共有し、WTOによる多
角的自由貿易体制の維持・強化に向け取り組むことが
重要であり、我が国としても引き続き、交渉前進に向
け取り組んでいく。

（3）ロシアWTO加盟
　WTOの成立から、これまで加盟国・地域が拡大し
ている。WTOの原加盟国・地域は 128 か国・地域だっ
たが、2013 年 6 月現在の加盟国数は 159 の国・地域
である。2012 年から 2013 年 6 月末までに 6か国の新
規加盟が実現し、ロシアのほか、バヌアツ、サモア、
モンテネグロ、ラオス、タジキスタンがWTOに加
わった。今後も加盟国数は更に増える見込みであり、
引き続き世界の自由貿易体制の根幹を支えていくと考

えられる。
　ロシアについては、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
が設立された。
　二国間加盟交渉については、我が国を含む 58 の既
加盟国と二国間交渉を実施した。我が国とは 2005 年
11 月に交渉を終了、他の国とは 2011 年 11 月のグル
ジアを最後に終結した。他方、多国間交渉の場である
加盟作業部会については、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や 2009 年 6 月
に、ロシアが、カザフスタン、ベラルーシとの 3か国
で構成される関税同盟としてのWTOへの参加を表
明（関税同盟そのものは 2010 年１月に発効）したこ
との影響を受け、中断が生じた。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か国が
それぞれ加盟を目指すと正式に表明し、検討作業が再
開。2011 年 12 月の第 8回WTO定期閣僚会議でロシ
アの加盟が承認され、2012 年 8 月 22 日にWTOに正
式加盟した。
　ロシアがWTOに加盟したことにより、我が国に
とって次のようなメリットが見込まれる。
　関税については、現在、工業製品の実行関税率は平
均 9.5％であるが、WTO加盟後、最終的には 7.3％に
削減され、農産物等を含む全品目では、平均 10％か
ら平均 7.8％に削減される。
　サービス分野については、電気通信分野について、
外資制限をWTO加盟後４年以内に撤廃することや、
流通サービスについて、WTO加盟時に卸売、小売、
フランチャイズ分野に携わる外資 100％の現地法人の
設立の自由化などを約束している。
　しかしながら、ロシア政府は、2012 年 9 月、WTO
加盟に伴って自動車輸入関税を削減する一方で、自動
車に対する廃車税（リサイクル税）を導入した。本制
度は輸入車と国産車に待遇の差を設けており、WTO
協定に違反する可能性があるため、我が国は導入当初
から一貫して懸念を表明しており、ロシア政府が
WTO協定を遵守し内外無差別な制度・運用とするよ
う繰り返し要望してきた。我が国やEUによる要請に
対し、ロシア政府は 2013 年 4 月、廃車税制度を内外
無差別なものとする改正法案を議会に提出。7月 1日
の施行に向け審議中であり、今後の動向を注視してい
く必要がある。
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（4）政府調達協定改正交渉
　1996 年に発効した政府調達協定は、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）及びⅱ） については、2006 年 12 月に改正条文
案に関する暫定合意が成立した。
　ⅲ）については、2004 年 7 月に加盟国間で合意し
たモダリティ（交渉の枠組み）に基づき、加盟国間で
提出されたリクエスト（他の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。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できなかった
が、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政府調達閣僚会議におい
て、14 年間続いた交渉が実質的妥結に至り、2012 年
3 月 30 日、政府調達委員会において協定改正案が正
式に採択された。交渉の妥結により、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。
例えば、日本は国際開放する物品・サービスの調達の
基準額の引下げなど、米国は連邦政府の 10 機関を新
たに国際調達の対象に追加、韓国は中央政府機関 10
機関及び地下鉄等を新たに国際調達に追加した。
WTO事務局によれば、この改正により、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。また、協定条文も改訂され、
加盟交渉中の開発途上国に対する S&D（特別かつ異
なる待遇）の提供など開発途上国の加盟を促進するた
めの条項等が導入された。この改正の背景には、現在
の政府調達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
促進が重要な課題の１つである点が挙げられる。また、
電子的手段の利用の奨励等、より効率的な手続を行う
ための規定も整備され、これらにより外国の政府調達
への参加が容易になることが期待される。

（5）ITA 拡大交渉
① 拡大交渉の背景
　ITA（情報技術協定）は、IT製品 144 品目（HS6 桁
ベース：附属書Ａ 85掲載品目のみ）について、参加
国の譲許税率をゼロにする取決めである。1996 年 12
月のシンガポールWTO定期閣僚会議の際に日米EU
韓など 29 か国・地域で合意し、1997 年に発効した。
それ以降、中国、インド、タイなど参加国数が増加し、
2013 年 6 月現在、76 か国・地域が協定に参加してい
る（ただしメキシコ、ブラジル等中南米の主要国や南
アフリカ等は未参加）。これらの国の ITA対象物品の
世界貿易総額に占める割合は 97％以上となっており、
ITAは世界貿易総額の約 15%（4.8 兆ドル（2011 年））
の関税撤廃に貢献している。主な対象品目は、半導体、
コンピューター、通信機器、半導体製造装置等である。
　現行協定の発効から 16 年が経過し、その間の技術
進歩を受け、現行協定の品目リスト拡大と品目リスト
の対象範囲の明確化への世界各国の産業界からの期待
が高まっている。
　具体的には、技術進歩により高機能化、デジタル化
している医療機器やデジタルビデオカメラ、高機能化・
多機能化した新型集積回路等を新たに ITAの対象と
する品目リストの拡大や、範囲を巡って過去にWTO
の紛争解決手続に付託されたこともある、ITAの対
象等（現行協定の附属書Bから附属書Aへの移行を
含む）の明確化を目的としている。

② 拡大交渉立ち上げまでの経緯
　2011 年 3 月に、日米韓台等の 17 か国・地域の 39
業界団体（その後、同年 5月に 18 か国・地域 41 団体）
が ITA拡大を要請する共同声明を発表。これを受け、
ITAの主要参加国（日米中韓台など）がほぼ全て参
加するAPECで、日米が連携してWTOでの ITA拡
大交渉に向けた機運の醸成を開始した。具体的には、
2011 年 11 月のAPECホノルル首脳会議で、「APEC
エコノミーが品目及びメンバーシップ拡大に向けた交
渉開始にリーダーシップを発揮していく」旨に合意し
た。
　このAPEC首脳宣言を受けて、日米連携の下、
2012 年前半の交渉開始を目指して協定参加国間の意
見調整を行った。その中で、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

85 ITA対象品目のリストは、附属書Ａ（対象品目がＨＳによって特定されている品目）と、附属書Ｂ（分類にかかわらず対象とされる品目
リスト）で構成されている。
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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
での ITA拡大において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も合意し、交渉立ち上げの道筋がで
きた。
　2012 年 5 月には、日米等が共同で拡大交渉の開始
を呼びかけるコンセプトペーパーをWTOに提出し、
5月 14 日にジュネーブのWTO事務局で開催された
ITA15 周年記念シンポジウムの翌日に開催された
ITA委員会公式会合で、ITA拡大及びそのための作
業を開始していくことに各国の強い支持があり、実質
的な交渉が開始されることとなった。

③ 拡大交渉の現状
　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
「候補品目リスト」の作成が進んだ。
　2012 年秋以降の交渉会合には、フィリピン、シン
ガポール、そして IT製品の最大の貿易国である中国
が参加したことで、個別品目を巡る具体的な調整が開
始された。2013 年 6 月現在で現行 ITA対象品目の世
界貿易額の 90％以上をカバーする、51 か国・地域（EU
は 27 か国）が交渉に参加している。今後は、更に交
渉を加速し、2013 年半ばまでの妥結を目指している。

（6）新サービス貿易協定の検討
　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
FTA/EPA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・地域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、有志国・地域以外の国々に対する透
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 86。日本を含む有志国・地域は、自
由化の約束方法、新たなルール、参加国の拡大方法な
ど、21 世紀にふさわしい新たなサービス貿易協定に
向けた議論を進めてきた。同年 12 月には、2013 年の
早期に交渉開始を目指すことで一致した。2013 年 6
月末現在のメンバーは、22 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、アイスランド及びパラグアイ）で
ある。

（7）現行WTO協定（ルール）の執行
　WTO協定は、自由かつ公正な貿易ルールを策定す
ると同時に、加盟国・地域間に通商摩擦・紛争が生じ
た際にルールの解釈・適用を通じてその解決を図るた
めの、紛争解決手続に係る規律を備えている。WTO
上の手続は、問題措置の是正勧告のみならず、勧告履
行がなされない場合に対抗措置を発動するための手続
も備えていることから、他の国際紛争処理手続と比較
しても、その実効性は格段に高い。WTO協定に違反
する諸外国・地域の法令や措置の是正を求めることは、
我が国の不利益を解消することはもちろん、協定の実
効性を担保するためにも重要なことである。また、通
商摩擦をいたずらに政治問題化させないためにも、
WTO協定が規定する権利・義務に基づいた主張・処
理を行うことが必要である。
　かかる方針のもと、我が国は二国間交渉のほか、
WTO紛争解決手続の活用によりWTO協定に違反す
る各国の政策・措置についてその改善を要求している。
WTOでは、紛争解決手続が大幅に強化された結果、

86 外務省HP （http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/service/pdfs/mrelease1205_j.pdf）参照。
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我が国は、WTO協定に違反する外国政府の政策・措置について、二国間交渉や
WTO紛争解決手続等、あらゆる機会を通じてその改善を図っている。我が国が当事国としてWTO紛
争解決手続に付託し、解決を図っている最近の事例は以下のとおり。

（1）ゼロイング方式による不当なダンピング認定（米国）
　米国は、AD手続において、ゼロイングと呼ばれる不当な方法でダンピングを認定している。日本の
ベアリング業界は、1989 年よりこのゼロイングに基づく不当なAD税を課せられてきた。
　我が国は、2004 年 11 月、WTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、米国のゼロイング制度及び
その適用がWTO協定に違反する旨主張した。2007 年１月、上級委員会はゼロイングのWTO協定違
反を認定し、米国に是正措置を勧告した。それにもかかわらず、米国は 2007 年 2 月、ゼロイングの一
部措置を廃止したにとどまり、十分な履行措置をとらなかった。
　これに対し、2009 年 8 月、上級委員会は、米国がWTO勧告の履行期限後も勧告を履行していない
と判断した。しかし、なおも米国は履行しなかったことから、2010 年 4 月以降、我が国は対抗措置の
規模を決定する仲裁手続を進めてきた。これを受け、同年 12 月、米国はゼロイングを撤廃するための
国内規則改正案を公表した。米国の発表を受け、我が国は米国と非公式に議論を重ねた結果、2012 年 2
月 6 日、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 14 日、
米国は商務省規則の改正を官報に掲載して公表した（同年 4月 16 日以降になされる仮決定から新規則
が適用される）。さらに、同年 6月、米国は、覚書に従い、改正規則に沿って担保税率の再計算を行い、
我が国の品目（ステンレス薄板）について担保税率を 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、覚書に基づいて対抗措置の承認申請を撤回した（仲
裁手続については、米国とともに、仲裁人が決定を行う必要はない旨を通知。）。
　ゼロイング紛争は、WTOにおいて違法認定・是正勧告を受け続けたために米国政府が是正を選択せ
ざるを得なくなった事例であり、WTO紛争解決手続の利用が紛争の解決に向けた取組を迫るために有
効な手段であることを示した。WTO紛争処理手続によって各国の不公正貿易措置を是正させるために
は、今後もWTO紛争案件は一貫して重点的に対処すること、WTO勧告不履行の場合には対抗措置も
辞さない態度で手続を進めていくこと、同様の問題意識を有する国々とも連携して圧力を強めていくこ
となどが重要である。

（2）中国の原材料輸出規制への対応
　中国政府は、多くの原材料品目について、輸出規制（①輸出税の賦課、②輸出数量の制限、③最低輸
出価格の設定）を行ってきた。各国は、中国の輸出規制措置が、GATT（関税と貿易に関する一般協定）
及び中国のWTO加盟議定書に整合的でないとして、WTOの委員会や二国間協議の場で累次の改善を
求めてきた。これに対し、中国政府からは、輸出規制措置の目的は、環境への配慮及び有限天然資源の
保存であり、GATT第 20 条に整合的であるとの回答がなされたが、加盟議定書上に基づいて措置を正
当化する根拠等について、詳細な説明は行われてこなかった。

コラム

４ 紛争解決手続に付託して解決を図っている事案

GATT時代と比べ、紛争解決手続に基づく協議要請
件数は著しく増加しており、紛争解決のための通商
ルールを加盟国が積極的に活用している。1995 年の
WTO発足以来、WTO紛争解決手続が用いられた案

件は 459 件（2013 年 6 月 5 日現在）に上っている。
こうした中、我が国が当事国として協議を要請した案
件は 17 件あり、第三国としても多くの案件に参加し
ている。
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　2009 年 6 月、米国及びEUは、ボーキサイト、コークス、蛍石等の原材料 9品目に対する輸出規制
措置がWTO協定に整合的でないとして協議要請を行い、協議による解決に至らなかったため、同年
12 月にパネルが設置された（我が国は第三国参加）。2011 年 7 月には、中国の輸出規制措置はWTO協
定に整合的でないとする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 月にパ
ネルの判断をおおむね支持する上級委員会報告書が公表された。これにより、中国は、協定整合的でな
いと判断された輸出規制措置を是正する必要が生じた。これを受け、中国政府は 2012 年末が履行期限
とされていたところ、2012 年末、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し、黄リンについては中国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、蛍石、シリコンカーバイド、亜鉛について
は輸出割当リストから削除するなど、勧告を履行している。
　2012 年 3 月、我が国は、米国及びEUとともに、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について、WTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、2012 年 4 月に協議を実
施した。しかし、協議による解決に至らなかったため、同年 6月、パネル設置要請を行い、同年 7月に
パネルが設置され、現在係争中である（2013 年 6 月 15 日時点）。

（3）カナダ・オンタリオ州の電力固定価格買取制度に係るローカルコンテント要求
　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。同制度では、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（組立てや原材料の調達等）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が義務化された（ローカルコンテント要求）。こうした
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。
　我が国は、現地総領事館等を通じてオンタリオ州政府に懸念を伝える他、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、二国間の協議によ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、カナダに対してWTO紛争解決手続に基づく協議要請を行っ
た。その後、2011 年 6 月にパネル設置要請を行い、7月にパネルが設置、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。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 3月の上級委員会での口頭
聴聞を経て、同年 5月、パネルの結論を支持する上級委員会が最終報告書を公表した。同報告書は紛争
処理機関において採択され、我が国の勝訴が確定している。

（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
　アルゼンチン政府は、2008 年 11 月、金属製品（エレベータなど）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づける非自動輸入ライセンス制度を導入。その後、
同制度の対象品目を拡大し、対象品目は約 600 品目にも達している。加えて、輸入事業者に対する輸出
入均衡要求（例えば、1ドルの輸入を行う条件として、1ドルの輸出を求める措置）を実施。さらに、
2012 年 2 月には、追加的な輸入許可制度として事前宣誓供述制度を導入し、輸入者はあらゆる輸入品
について事前に歳入庁に申請を行うことが必要となった。2013 年 1 月には、非自動輸入ライセンス制
度が撤廃されたが、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）は依然として存続し
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ている。
　アルゼンチンの輸出入均衡要求や事前宣誓供述制度を加えたこれらの輸入制限的措置は、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。
　我が国は、産業界による改善要望も踏まえ、2012 年 8 月、米国及びメキシコとともにWTO紛争解
決に基づく二国間協議要請を行い、同年 9月に協議を実施したが、満足のいく解決を得られなかったこ
とから、同年 12 月、米国・EUとともにパネル設置要請を行い、2013 年 1 月にパネルが設置された。
今後、パネル審理が開始される見込みである。

（5）中国の日本製ステンレス継目無鋼管に対する AD措置
　2011 年 9 月、中国政府は中国国内企業からの申請を受けて、日本及びEU産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には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。
　本措置は、最終決定の公告における事実の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、AD協定に違
反する可能性がある。
　我が国は、2011 年秋、2012 年春及び秋のWTO・AD委員会において、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など対話による解決を図ってきた
が、解決に至らなかったため、2012 年 12 月、我が国は、中国に対してWTO紛争解決手続に基づく協
議要請を行い、2013 年 1 月 31 日～2月 1日に協議を実施した。しかし、協議による解決には至らなかっ
たため、同年 4月 11 日にパネル設置を要請し、同年 5月 24 日の DSB会合でパネルが設置された。

　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り、現
在 21 の国・地域が参加している。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
コノミーは 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）。1996 年のWTO閣僚会
議における情報技術協定（Information Technology 
Agreement: ITA）の合意に際し、APECとして多大
な貢献をするなど、アジア太平洋地域の貿易・投資の
自由化・円滑化だけではなく、世界の貿易・投資ルー
ルの策定に大きな影響を及ぼしてきた。2006 年の
APEC首脳会議では、長期展望としてのアジア太平
洋自由貿易圏（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。

（1）沿革
① 2010 年（議長エコノミー：日本）
　2010 年には、我が国はAPEC議長エコノミーとし
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

2．APEC を通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進
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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）
協定などの現在進行している地域的な取組を基礎とし
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」や「あまねく広がる成長」、「持
続可能な成長」、「革新的成長」、「安全な成長」の 5つ
の成長を達成することを目的とする、長期的かつ包括
的な「APEC首脳の成長戦略」を策定した。

②  2011 年（議長エコノミー：米国）、2012 年（議長
エコノミー：ロシア）

　2011 年及び 2012 年のAPEC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。
　地域経済統合の推進については、FTAAPの実現に
向けて、次世代貿易・投資課題に対処しつつ、域内の
貿易・投資の自由化及び地域経済統合に向けて努力し
ていくことが確認された。
　FTAAPに含まれるべき次世代貿易・投資課題につ
いては、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
契約への政府の不干渉（Ensure that the terms and 
conditions of transfer of technology, production pro-
cesses, and other proprietary information are left to 
the agreement between individual enterprises, con-
sistent with WTO rules）」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（Re-
frain from adopting or maintaining measures that 
make the location of the development or ownership 
of intellectual property a condition for eligibility for 
government procurement preferences, without prej-

udice to economies’ positions in the WTO;）」という
要素を盛り込むことに成功。
　2012 年 4 月には「イノベーションと貿易会議」を
主催し（協賛国：米中露馬台）、「①自由で開かれ、域
内経済の「信頼（trust）」の基盤を高める、透明性の
高い貿易・投資システムをAPEC域内で構築するこ
と。②このため、FTAAPの形成に向けた地域経済統
合への取組を強化すること。③特に、知的財産権の保
護や内外無差別のビジネス環境など、民間企業やその
他のイノベーションアクターの創意工夫が国境の壁や
組織の枠に縛られない環境を構築すること。④APEC
域内のイノベーションの担い手の繋がり力（intercon-
nectedness）を高める ICTネットワークや統合基盤
（ロジスティックス、エネルギーインフラ等）の構築
を官民のリソースを効果的に導入して推進すべきこ
と。」の重要性について議論、合意した。
　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る。APECとWTOにおける
議論とでは対象とする品目や削減目標が異なるもの
の、APECで合意できたことは、APECが域内の貿易・

APEC における議論の動向

日本 APEC（2010)「横浜ビジョン」
～基本的なフレームワークを首脳間で合意～

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の実現
～地域経済統合の深化～

APEC の成長戦略を共有

既存の枠組み
ASEAN＋3
ASEAN＋6
TPP　等

包括的な自由貿易協定
FTAAP

APEC によるリーダーシップと知的インプット
FTAAP に含まれるべき「次世代型」の貿易・投資課題を検討

～成長の「質」を高めるアジア太平洋地域へ～
①Balanced Growth
【均衡ある成長】
②Inclusive Growth

【あまねく広がる成長】

③Sustainable Growth
【持続可能な成長】

④Innovative Growth
【革新的成長】
⑤Secure Growth
【安全な成長】

アジア太平洋地域において
自由で開かれた貿易投資を実現するため、

議論を具体化

米国 APEC（2011）・ロシア APEC（2012）

地域経済統合の推進 グリーン成長の促進 イノベーションの活性化

信頼できる
サプライチェーンの構築

「環境物品」貿易の
自由化

保護主義抑止に向けた
取組の強化

21 世紀型の新しい貿易・
投資課題への挑戦

規制の調和・協力
規制改革の推進

エネルギー安全保障の
強化

食料安全保障の強化 女性の活躍促進による
経済の好循環

第Ⅱ-1-3-3 図　APEC における議論の動向
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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。（第Ⅱ-1-3-3 図）

（2）今後の展望
　2013 年は、インドネシアが議長を務め、（1）ボゴー
ル目標の達成（地域経済統合、貿易・投資の自由化・
円滑化）、（2）持続可能な成長と衡平性、（3）コネクティ
ビティ（つながり力）の強化、の 3つの優先課題の下
に議論を行っており、その成果が、10 月にバリで開
催されるAPEC首脳会議・閣僚会議においてとりま
とめられる。我が国としては、2010 年の「横浜ビジョ
ン」を基礎とした議論の流れを着実に引き継ぎ、アジ
ア太平洋地域の貿易・投資の自由化・円滑化を促して
いくことにより、同地域の地域経済統合の推進と更な
る発展に取り組んでいく。その上で、この地域の力強
い成長力、インフラなどの需要や巨大な中間層の購買
力を取り込むことで、我が国に豊かさと活力をもたら
すべく、ノンゼロサム型の通商政策を実現していく。
具体的には、以下の 3点に焦点を当てて、具体的な成
果を目指していく。

① 地域経済統合、貿易・投資の自由化・円滑化
　地域経済統合については、TPPや RCEPなど既存
の枠組を複層的に推進することで、FTAAP構築に向
けて、新たなルール作りの議論をリードしていく。
　また、環境物品の貿易自由化については、2012 年
の首脳合意であるAPEC環境物品リストに基づく
2015 年末までの関税引き下げの着実な実施に向けて、
国内手続きの促進や途上エコノミーの能力構築を支援
することで、具体的な行動に移していく。環境物品の
アジア太平洋地域への普及を拡大し、アジア太平洋地
域全体のグリーン成長を加速化させるとともに、我が
国企業が優位性を持つ分野での海外展開を後押しする。

② 持続可能な成長
　域内の持続可能な成長の実現と、我が国企業の海外
展開を支援する両方の観点から、以下の 3点について
推進していく。
（a）優れた低炭素技術の域内普及
　アジア太平洋地域において、我が国が主導する「二
国間オフセット・クレジット制度（JCM/BOCM）」

の理解を促進していくことで、途上国における気候変
動対策の推進と、日本企業の優れた低炭素技術・製品
等の海外展開の拡大の両立を目指す。
（b）イノベーション
　イノベーションについては、2012 年までの議論に
引き続き、イノベーションを誘発する自由で開かれた、
透明性の高い貿易・投資システムを構築することの重
要性を確認。イノベーションの担い手である政策担当
者や学者、民間部門の連携を強化していく。
（c）中小企業の国際競争力強化
　中小企業や若者、女性起業家はアジア太平洋地域の
経済成長を支える原動力であるという認識を共有。中
小企業の国際競争力を強化し、グローバル生産網への
参画を促す努力を継続していく。

③ コネクティビティの強化
（a）インフラストラクチャー開発・投資の促進
　2013 年のAPECでは、優先検討項目の一つとして
APEC域内の連結性の促進に向けた取組を行うこと
が打ち出された。具体的には、物理的連結性として、
インフラストラクチャー開発・投資の促進、制度的連
結性として、各種制度調和の促進、人的連結性として、
教育交流等の促進について検討が行われる。
　インフラストラクチャーの整備は、民間投資の喚起、
APEC域内の経済成長の実現に不可欠であり、APEC
の中核目標たる地域経済統合の強化に貢献する観点か
らも重要である。我が国は、これまでに培った技術・
ノウハウを活かし、APEC域内の膨大なインフラ需
要に応えるとともに、これを我が国の力強い経済成長
につなげていくことが重要である。このため、入札価
格のみならず、ライフサイクル・アセスメントなどの
包括的視点に基づき「良くデザインされた、持続可能
で耐久性のある」インフラストラクチャー開発を促進
していく。また、官民連携によるインフラストラク
チャー開発・投資を進めるとともに、中央・地方政府
担当者のキャパシティ・ビルディングを実施していく。
（b）バリュー・チェーン強靱性の向上
　アジア太平洋地域における相互依存関係の深化に伴
い、一国のリスクが周辺国の経済活動に影響する「シ
ステミック・リスク」が増大している。一企業・一国
でリスク管理することは困難であり、APECの枠組
を活用して、バリュー・チェーン強靱性の向上に向け
た政策協力を推進していく。
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