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WTOの重要性
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₁．WTOへの期待

　1999年12月、シアトルにて開催された世界貿
易機関（WTO）第3回閣僚会議における新ラ
ウンド立ち上げ失敗から2年、2001年11月のド
ーハにおけるWTO第4回閣僚会議にて、ドーハ
開発アジェンダ（DDA：Doha Development 
Agenda）が開始された。米国で発生した同時
多発テロの直後で、グローバルな協調が重視さ
れていた時期だ。この月報12月号が発刊される
12月15日には、ジュネーブにてWTO閣僚会議
が実施されている予定だ。途上国を含む153ヵ
国・地域が参加するWTOにおいてこそ「幅広
い国際通商ルールの構築」「貿易を歪

わい

曲
きょく

する補
助金の削減」、そして「より納得性の高い紛争
解決」が可能となる。WTOにおけるDDA交渉
が停滞すれば、貿易と投資の自由化やその規律
整備が遅延する。モノの移動が滞ったり、新た
な通商課題に対する規律が合意されないこと
は、世界経済の発展にとりマイナスだ。情報が
瞬時に世界に伝わる今日、深刻な課題への対応
を誤るとその代償は大きい。サブプライムロー
ン問題への対応がその例だ。地球規模の課題で
ある気候変動問題への対応も急ぐべきだ。国連
気候変動枠組条約第14回締約国会議（COP14）
がこの12月に開催され、ポスト京都議定書に向

け、2009年のCOP15への道筋が付けられたは
ずだ。ポスト京都議定書の枠組みづくりにあた
っては「気候変動対応、必要にして十分な環境
規制」と「健全で持続可能な貿易・投資ルール
の構築」との間で、整合性・バランスを取ると
いう視点も極めて重要な要素だ。WTOが十分に
機能しないと、振り子が極端に振れ、問題解決
にマイナスとなる。気候変動問題を含め、時代
に対応する課題の解決にWTOが必要な機能を
果たせるようにすべきだ。貿易投資立国の日本
こそが、この役にふさわしい。もちろん、日本
が利用しやすい通商ルールの構築、国際競争力
強化という視点でも臨むべきだ。日本が人的貢
献も含めてより一層DDAを後押しし、WTO体
制強化にさらに真剣に取り組むことを期待する。

₂．機会到来

　ただし、残念なことにDDA合意は、簡単で
はない。合意目標の期限も何度も延長された。
投資ルールの整備という困難な課題は、交渉の
枠組みの外に位置付けられたが、農業をはじめ
とする過去の未解決な積残し事項が残されてい
る。これを気候変動、労働、衛生などさまざま
な視点からも考慮し、経済発展の段階が異なる
153ヵ国が合意する必要がある。全会一致が
WTOの採決ルールだ。2008年7月の閣僚会議は



アングル

72　日本貿易会 月報

年内合意の絶好の機会とみられた。しかし、途
上国にとり関心の高いセーフティネットである
特別セーフガードの発動条件をめぐり、先進国
と途上国が合意できなかった。綿花への補助金
削減などのステップにも進めず、モダリティ（具
体的な自由化ルールを定めた市場開放の大枠）
合意に失敗した。各国の政治日程の都合や米政
府が議会から貿易促進権限（TPA）を獲得し
ていないこともあり、DDAの早期合意は遠の
いていた。さらに、米国のサブプライムローン
問題を発端とした金融システム機能の低下で、
深刻な国際金融危機が発生した。金融危機の発
生は、各国の実体経済に深刻な影響を与えるこ
とが懸念されている。このような逆風の中、保
護主義の台頭を何としても避けるべきであると
の機運が盛り上がり、G20やAPEC首脳会議に
おいて「いかなる保護主義的な動きにも断固反
対する。貿易や投資への新たな障壁を設けない

約束を強固にするよう提言する。WTOの年内合
意を確実にすべきだ」というメッセージが発出
された。低迷する世界経済を確実に浮揚させる
ために、WTOが役目を果たす機会が到来した。

₃．気候変動とWTO

　DDAでは、農業、鉱工業品に関する関税の
削減、補助金などの貿易障壁の削減、アンチダ
ンピング、漁業補助金、地域貿易協定（RTA）
などのルール交渉、貿易円滑化交渉に加えて、
環境関連物品およびサービスについての貿易障
壁の削減交渉も行われている。環境関連物品の
交渉は順調に進み、太陽光、風力、バイオマス
などの再生可能なエネルギーの生産に関連製品
や断熱、コジェネレーションなどの省エネルギ
ー製品に対する貿易障壁が削減され、これらの
製品の普及が世界的に進めば、地球環境維持に
向けての効果は大きい。環境関連物品の貿易障
壁を継続的に削減することによって、そのイノ
ベーション、開発に向けた技術革新への努力も
期待できる。日本の海水淡水化技術は優秀で、
さらなる技術革新の進展や、日本の技術の世界
への浸透を期待できる。また、EUでは、EU委
員会による独自の環境政策、規制が進められて
いる。例えば、化学物質の登録、評価、認可お
よび制限に関する規則（REACH）の施行、温
暖化対策が遅れる国からの製品を輸入する場合
に、輸入者への温室効果ガスの排出量購入の義
務付け、航空機からのCO2排出の規制などで、
EU企業はイノベーションが必要な環境にさら
されているからだ。一方、EUの外の企業にと
っては、このようなEU独自規制とWTOにおけ
る貿易ルールのバランス、整合性を取ることが
必要とされている。
　環境関連物品の切り口で、裾

すそ

野
の

が広い自動車
産業関係の関税緩和への道筋を付けられない
か。自動車の完成車関税は、米国ではトラック

表1　�WTOとDDA交渉の経緯と最近の状況

1989年 アジア太平洋経済協力会議（APEC）
発足

1995年 WTO設立
1999年12月 WTO第3回閣僚会議（米国、シアトル）
2001年  9月 米国同時多発テロ

2001年11月 WTO第4回閣僚会議（カタール、ドー
ハ）DDA開始

2004年 大島ジュネーブ大使がWTO一般理事会
議長を務める

2008年 国際金融危機

2008年11月 G20（米国、ワシントン）
APEC首脳会議（ペルー、リマ）

2008年12月 WTO閣僚会議（スイス、ジュネーブ）
COP14（ポーランド、ボズナン）

2009年 G8マッダレーナサミット（イタリア）

2009年  9月 WTO事務局長交代？（ラミーの第2タ
ーム？ ：任期2013年8月）

2009年12月 COP15（デンマーク、コペンハーゲン）

2010年
日本がAPEC議長国に
APEC「貿易・投資の自由化を達成す
るボゴール宣言」のゴール（先進国）

2011年 米国がAPEC議長国に
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25％、EUでは乗用車10％と2ケタであり、先進
国にしては高関税となっている。例えば、ガソ
リンを使用せず、電気エネルギーで駆動する電
気自動車を、環境関連物品としてゼロ関税化を
進めるのはどうか。自動車産業は各国とも基幹
産業として手厚く育成しているので、簡単には
ゼロ関税とはならないであろう。しかし、地球
環境への貢献という観点から、各国が足並みを
そろえて議論を進めていくことが大切だ。
　企業は、地球環境維持を念頭に「バリューチ
ェーン全体での資源・エネルギー使用の最小
化、効率化」をクロスボーダーで考えている。
モノ、カネ、ヒト、情報を国境を越えて自由に
動かすことができれば、環境に優しいバリュー
チェーンを構築できる。WTOとCOPが連携し、
環境維持と経済発展のバランスにふさわしい貿
易と投資のルールが構築されることが望まし
い。2009年12月のCOP15に先立ち、貿易・投
資と環境の関係を重視したメッセージが同年の
G8イタリア マッダレーナサミットで発出され
るように、関係者は働きかけるべきだ。バーゼ
ル条約、モントリオール議定書、生物多様性条
約などについても同様に、WTOとの効果的な
連携がより図られるべきであろう。

₄．日本からWTO事務局長を

　2009年8月に任期を迎えるラミーWTO事務
局長は、続投への意思を表明した。恐らくラミ
ー氏は2009年9月から2013年8月までの第2ター
ムに入る。DDAのモダリティ合意や最終合意
の時期、関税削減が開始されるまでのグレース
ピリオド、実際に関税削減が進められる期間を
考慮すると、関税削減の効果が実際に現れるの
は、ラミー事務局長の第2タームの次であろう。
そうすると、2013年9月からのWTO事務局長
は、ポストDDAの扱いという重責を担う。貿
易投資立国の日本がこのポストに立候補するの

はどうであろうか。経済協力開発機構（OECD）
や国際知的財産機関（WIPO）では、事務局長
ポストに届かなかった。しかし、世界税関機構

（WCO）や国際エネルギー機関（IEA）、,過去
には国際電気通信連合（ITU）などは日本人が
事務方トップを務めている。WTOでも2004年
は、ジュネーブの大島大使が、閣僚会議に次ぐ
意思決定機関である一般理事会の議長を務め
た。持続的な貿易と投資の自由化を進めていく
ために、日本人がWTO事務局長という重責を
担うことがあってもよい。

₅．貿易紛争の防止

　WTOがその機能を十分に発揮するには、
DDAでの立法に加え、司法としての紛争処理
機能の充実が必要だ。WTOでは、経済環境が
悪化すると貿易紛争が多くなるとの分析があ
る。したがい、迅速にレベルの高い関係者を多
く育成することも重要だ。また紛争自体を防止
する仕組みづくり、すなわち「貿易政策検討制
度（TPRM）」の拡充も重要だ。主にマラケシ
ュ協定付属書1に関係するDDA交渉での立法、
付属書2の紛争解決にかかわる規則および手続
きに関する了解、そして付属書3のTPRMを、
三位一体として考えるべきだ。2009年は、日本

表2　�WTOを設立するマラケシュ協定および
付属書（抜粋）

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
付属書1A
　物品の貿易に関する多角的協定（GATT）
　農業に関する協定
　貿易に関連する投資措置に関する協定
　1994年のGATT6条の実施に関する協定
　　（アンチダンピング）
　セーフガードに関する協定
付属書1B　サービスの貿易に関する一般協定
　　　　　（GATS）
付属書1C　知的所有権の貿易側面に関する協定
付属書2　　紛争解決に係る規則および手続きに関する了解
付属書3　　貿易政策検討制度（TPRM）
付属書4　　複数国間貿易協定
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も2年に1回のTPRMの審査を受ける予定だ。独
立行政法人、郵政、税金、年金など多くの日本
の制度が各国により審査される。ここで時代に
そぐわなくなった貿易障壁が指摘される。将来、
紛争となりそうな項目を事前に修正することが
できれば、当該国も大きなメリットを受ける。

₆．日本政府の努力

　日本政府も努力している。漁業補助金交渉で、
原則禁止を主張する米国、豪州、ブラジルなど
の提案にも論理的に対抗し、韓国、台湾、EU、
ノルウェーと共に議長他関係国に働き掛け、議
長テキストを「禁止する補助金を限定的に列挙
する方式」とした。一方、首相はAPEC首脳会
議で、現在の金融危機対応の一環として、各国
の貿易保険機関間の協力などを提唱し、首脳宣
言に盛り込まれた。また、従来、日本政府は、
相殺関税など特殊関税制度の発動に対し、非常
に慎重であった。日本に対する諸外国の特殊関
税の発動の件数が100件以上に上るのに対し、
日本が発動した件数はわずか7件で2ケタの差が
ある。このため特殊関税について日本経済団体
連合会は、「手続きの簡素化」と「迅速な発動
の必要性」を建議していた。これに対して、最
近、日本政府が「制度を見直し、厳密な証拠が
そろわない状況でも受け付ける」「本格発動前
に仮決定を出す仕組みを導入する」との報道が
あった。このよう柔軟な対応は、企業にとって
も極めて有益だ。例外も含めて考えられる事象
を可能な範囲で把握し、対応を十分に練ったう
えで制度を構築する方針と、場合によっては速
攻で物事を動かす対応という二刀流ともいえ
る。この流れが日本社会に与える影響は大きい。
この勢いで、DDA合意の暁には、合意内容が
迅速かつ確実に実行されるよう日本が率先して
取り組んでほしい。各国に先駆け、自由化スケ
ジュールを前倒しし、より多くの関税率削減を

行うという挑戦も考えられる。もちろんWTO
で認められているセーフガード措置などの利用
も必要であろう。

₇．WTOで投資交渉を

　2009年には、日本も総選挙があるが、今や
WTOのメインプレイヤーにのし上がったイン
ドでは春に総選挙、EU委員会は秋に新委員の
選出、米国は新政権の発足など、各国の政治体
制も改まる。ある意味では政治的に不安定な期
間といえる。そこで日本が途上国にも配慮した
バランスが取れたWTO体制を構築し、「通商
は日本に任せておけば、バランスが取れるから
問題はない」と評価されるような環境をつくる
べきだ。このように日本の存在感を高めた状況
で、2010年に日本で開催のAPEC議長国の任を
迎えることができれば、ボゴール合意の達成や、
環太平洋自由貿易協定（FTA）への道しるべ
の構築という宿題に対し、関係国の積極的な協
力を得ることが可能となろう。これらの課題を
こなし、長期目標に対しても的確な道筋を立て、
2011年のAPEC議長国である米国にバトンを渡
したい。日本に対する信頼が確実となれば、投
資ルールの構築交渉を、ポストDDAで復活さ
せる道筋を付けることも可能となろう。投資ル
ールの整備は日本企業にとっても関心が高い。
対外直接投資の自由化とその保護が進められれ
ば、企業経営の自由度は飛躍的に高まる。ペル
ーと合意し、コロンビアとも交渉を開始する予
定の二国間投資協定（BIT）やFTA、APECで
投資の自由化などを確実に積み上げていくこと
も大切だが、ポストDDAとして153ヵ国が加盟
するWTOで投資ルールの整備が一気に進めら
れれば効率が良い。
　貿易投資立国である日本が、WTOを通じて、
世界経済の健全で持続可能な発展に継続して貢
献していくことを望む。
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