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１．WTOの重要性

世界貿易機関（WTO）のドーハ・ディベロ

ップメント・アジェンダ（DDA）の政府間交

渉は、2005年12月の香港閣僚会議を通過点とし

て、2006年末の「一括合意期限」に向け継続は

しているものの、当初合意期限（2005年1月1日）

は、農業問題や途上国の開発支援策を中心に加

盟国の合意が得られず、既に2年間延長された。

このためWTOが軽視され、自由貿易協定（FTA。

WTO上はRTA：Regional Trade Agreement）へ

の傾斜が、全世界的に発生している。しかしな

がら、WTOは、世界経済における貿易・投資

ルールの基本原則を定めている唯一の国際機関

で、通商問題に係わる紛争解決機能を有し、紛

争当事国に対する強制力を有している。通商立

国たるわが国は官民が協調し、このような

WTOの重要な機能を積極的に活用すべきであ

る。

グローバリゼーションの進展は、企業から国

家の保護を切り離し、世界経済の矢面に立たせ

ることとなった。このため企業は、国家間のル

ール策定に主体的に関与し、将来発生するであ

ろう問題を予測して方策を講じてきている。企

業自らが国際経済秩序策定に積極的に関与する

ことが、企業利益に直接につながることを意味

する。

ここでは、NGOとしてWTO香港閣僚会議に

参加した日本経団連ミッションにおける経験も

参考に「WTOルール構築プロセスへの関与」

とその実現手段のひとつである「仲間作り」を

考察したい。企業による国際経済秩序構築への

積極的な参画の必要性は、このほど第1回「日

本貿易会賞」懸賞論文で大賞を受賞した「コー

ポレート・フォーリン・ポリシー（田村暁彦

氏）」の主張でもあり、このような考え方が広

く浸透、共感を呼び、日本企業が積極的な行動

をとることを強く望みたい。

２．ルール構築の重要性

米国は、国際経済秩序構築の重要性を強く認

識しGATT、WTO体制の発展をリードし続け、

その恩恵を十二分に享受している。最近では

2002年農業法で、価格変動型支払という仕組み

を導入した。「WTOでの削減対象の政策である」

と欧州他から厳しく批判されたにも関わらず、

「削減対象外の政策である」と米国は主張し、

農水省の試算によれば6年間で約6兆円の補助金
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を農家に支給可能とした。さらに2007年農業法

案に向け、WTO農業協定の改定をもくろんで

いる。

加えて米国は、アンチダンピング協定でも

「現行ルールのグレーゾーン」を見抜き、サン

セット条項（ダンピング課税の撤廃を前提とし

た5年ごとの見直し要件）などを効率的に活用

している。現行のアンチダンピング協定の修正

が試みられているが、一度形成されたルールの

修正は困難だ。重要なDDAの交渉期限も、米

国議会から大統領に付与された交渉権限の有効

期限という米国の政治日程に左右されている。

さらに、米国企業の国際ルール構築への執念

は、日米財界人会議や日米官民対話などの場で

も垣間見られる。WTOの知的財産権協定は米

製薬業界に主導されるなど、米国企業は自らの

イニシアティブを発揮し、世界経済秩序の構築

に関与している。

ルール構築の重要性を認識し、対策を講じて

いるWTO新規加盟国もある。新ルール構築へ

の関与を狙い、既存ルールおよび紛争解決ケー

スを徹底的に分析している。加えて年間発動ア

ンチダンピング件数の目標値を決定し、WTO

での判定や、相手国、相手国企業、自国、自国

企業および加盟国の影響、反響を分析している。

近い将来、ルールを運用する審判（WTO）の

力量を見極めたうえで、関係者を唸
うな

らせるよう

なアンチダンピング課税を実施したり、WTO

交渉期限に影響する国内法規を成立させるので

はないか。

一方、わが国は、政府、産業界も概して通商

政策では受動的であり、対症療法的対応に終始

している。アンチダンピング課税の発動件数は

わずか3件であり、具体的なケーススタディも

不足している。産業界も海外事業展開には熱心

であるが、自らが世界経済秩序の構築に果敢に

関与しようという気概に乏しかった。

ところが、昨年12月、小泉首相は、自らの発

案で「開発イニシアティブ」を発表した。

WTO首脳、各国政府、NGO関係者は注目し、

香港閣僚会議でも多くの途上国政府関係者が、

単発の資金提供でなく開発－製造－流通のサプ

ライ・チェーン・マネジメントである点を高く

評価していた。

新規資金拠出額の議論はあるが、香港閣僚会

議の直前に、東京において在日大使を招き、首

相が直接自分の言葉で説明したこと、ならびに

欧米からの追加の途上国支援を引き出したこと

は非常に評価できる。これは、日本主導のルー

ル構築の一つと言える。首相発表に同席した大

使の1人が「確実かつ迅速な実行を待つ」と発

言していたが、これを裏切ることのないよう、

国を挙げた確実なフォローアップが必要だ。

産業界もこれに呼応し、自国あるいは自社に

有利なFTAルールや、アンチダンピング協定構

築に向け、政府を通じ、自らが直接WTOに積

極的に働きかける時だ。グローバリゼーション

により国際経済の荒波に放り出された企業は、

自国政府に任せず、世界経済のアクティブなプ

レーヤーとして、世界経済秩序構築の責務を担

うべきだ。

理想的にはWTOでの世界経済ルールの再構

築は、全世界レベルが望ましいが、現状は欧米

流のルールに、アジア、アフリカなどへの配慮

を加味するパッチワーク対応に留まっている。

その中で、各加盟国が自国の利益最優先で動い

ている。自国に有利なルール策定には、利害関

係が一致する仲間とアライアンスを組み、加え
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て説得して仲間を増やす多数派工作が必要とな

る。

３．WTO交渉での仲間作り

日本としては多数派工作の軸足は当然アジア

に置くべきであるが、香港閣僚宣言の文書にも

頻出する「開発」と、多くの頁が割かれた「農

業」の2つのキーワードから導くと、①インド、

②ブラジル、③アフリカ諸国との連携が意味を

持つと考えられる（図参照）。

①インド：G6（DDA交渉を実施的にリード

している米、EU、日本、インド、ブラジル、

豪州の6者）の農産品輸入国。日印共同研究会

が2006年6月に両国間のFTA共同報告書を両国

首相に提出予定でもあり、市場アクセス関係で

の連携が可能である。

②ブラジル：G6の農業輸出国。日本の食料

自給率の議論とともに、海外からの安定的な食

料供給の切り口で、FTAによるブラジル食料品

の安定確保という視点も考えられる。

③アフリカ諸国：アフリカ支援会議の開催、

森総理（当時）訪問をてこに、市場アクセス、

米国の農業補助金、EUの途上国向け関税撤廃

の例外である「バナナ、コメ、砂糖」などの問

題で幅広い連携が可能と考える。

さらには、WTO加盟を控えた2006年G8開催

国のロシア、12月にWTOに新規加盟したサウ

ジアラビア、日本に対してFTA交渉開始を要請

しているベトナムなどとも連携を強化すべき

だ。

仲間作りにおいては、「開発イニシアティブ」

の目玉の一つである人材の派遣受入も重要な要

素となろう。先日開催された財務省主催のアフ

リカ税関上級管理者向けセミナーでは、在日大

WTO農業交渉をめぐる各国のポジション

（注）1．G10構成国：日本、スイス、ノルウェー、韓国、台湾、アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、モーリシャス
2．★印を付した米国、EU、ブラジル、インド、豪州は、FIPs（Five Interested Parties）のメンバー国
3．◎印を付した米国、EU、ブラジル、インド、豪州、日本は、G6のメンバー国

ただし、カナダはケアンズに
距離を置き、ブラジルは主に
G20のリーダーとして行動 
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使を含めた複数のアフリカ政府関係者がわが国

官庁OBの派遣を強く要請していた。植民地時

代の名残もあり、旧宗主国政府や欧州系コンサ

ルタントと関係が深い途上国は、先進国主導の

自由化に反対する一方、経済発展に関するプラ

ンニングでは欧州系コンサルタントの意見に左

右されがちである。途上国政府へのわが国官庁

OBの派遣は、欧州系コンサルタントに対抗す

る有力な手段だ。

筆者が参加したWTO香港閣僚会議への日本

経団連ミッションは、欧米をはじめとする各国

経済団体との会合などを共催し、ラミー事務局

長をはじめとするWTO幹部や日本を含む各国

政府および関係者に対し、関税削減方式、途上

国への配慮などについて、具体的に提言した。

その結果、香港閣僚宣言には日本の経済界の考

え方も反映された。

今後も日本の民間も、さまざまなレベルでよ

り質の高いDDA合意が形成されるよう積極的

な働きかけを続けることを期待したい。

４．おわりに

決裂に終わったシアトルにおけるWTO閣僚

会議から2年後、2001年に開始されたDDAは、

サービス、農業の交渉開始から既に6年が経過

し、これから各分野における交渉議長の選出、

サービス協定の改定オファーの提出を経て、4

月末の農業、非農産品のモダリティ（自由化に

向けた大まかな枠組み）提示、7月末の譲許表

提出、10月末のサービスオファー確定で、合意

期限の2006年末を迎えることとなる。

DDA中心議題のひとつである農業交渉では、

「輸出補助金」「国内価格支持」については、欧

米の間で政治的合意が形成され、最後の砦
とりで

であ

る「市場アクセス（関税削減）」の議論が再開

された。香港では閣僚クラスがほとんど言及し

ていないにもかかわらずマスコミが注目した

「すべての関税を一定値以下に下げるという上

限関税」や「例外品目、コメ」に関する厳しい

駆引きが予想される。農産品の純輸入額では世

界一である日本としても、国内補助金に関する

具体的対応策や、農産品輸出の競争力強化に向

けての支援策の詳細などについて早急に議論を

始め、具体的対応を進めなくてはならない。

政府関係者や民間有識者が「ルール構築への

参画」に注目している時期を捉え、企業も経営

資源の有効活用に向け、ルール構築、仲間作り

を政府任せにせず、率先して取り組む時期が来

ているのではないか。「制限された環境での都

市設計は得意だが、荒地からの都市設計は苦手」

と揶揄
や ゆ

されぬよう、国際社会におけるアクティ

ブなプレイヤーである日本企業の活躍が必要で

ある。
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