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通商に関する国際ルールはＧＡＴＴ及び
その後継であるＷＴＯを中心に形成されて

箭内彰子

定が策定され︑その後の東京ラウンドでも

輸入ライセンス︑ダンピング防止税︑補助

び国際通商における差別待遇を廃止する﹂

たな国際ルールの形成が必要となったので

きたため︑それらを撤廃するためには︑新

金と相殺関税︑政府調達︑関税評価制度な

に︑ダンピング防止や政府調達︑知的財産

︵協定前文︶ことである︒しかし︑ＧＡＴ

ある︒但し︑ＮＴＭに関しては︑すべての

ＧＡＴＴ／ＷＴＯの主要な目的は︑生活

権といった様々な分野にわたる通商規則を

Ｔ／ＷＴＯがその活動領域として認識して

交渉参加国が合意しなければならない関税

きた︒そもそもＧＡＴＴは関税引き下げな

策定することによって多角的な貿易自由化

いるのは︑関税の引き下げや数量制限など

引き下げ交渉とは別枠で議論され︑多国間

どに関する新しい貿易ルールが採択された︒

を推進してきた︒その際︑
﹁ラウンド﹂と

の貿易障壁に対する規制だけではない︒貿

協定︵コード︶という形式で採択されたた

ＮＴＭは各国の国内措置として実施されて

呼ばれる多国間交渉の場が国際ルール策定

易の活性化は生活水準の向上や完全雇用に

め︑選択的な受容が可能であった︒このた

水準の向上︑完全雇用などのために﹁関税

の主要なメカニズムとして働いている︒

繋がるという理念の下︑自由貿易の障害と

め︑多くの途上国はこうしたコードには参

その他の貿易障害を実質的に軽減し︑およ

ＧＡＴＴ／ＷＴＯはこれまで九回に上る

なるような事項すべてについて取り扱うと

を一義的な目的として設立されたが︑同時

ラウンドを開催しているが︵表１︶
︑ウル

加せず︑国内措置に関する条約上の義務を

セスに大きな変化がみられる︒途上国のル

足後︑通商に関する国際ルール形成のプロ

影響を与えてこなかった︒しかしＷＴＯ発

国の数こそ多いが︑実質的な討議には殆ど

が色濃く反映されてきた︒途上国は︑参加

れたアメリカ︑ＥＵ︑日本︑カナダの意向

は︑規格統一やダンピング防止など︑非関

関税引き下げがある程度実現すると︑今度

税引き下げが主要議題となった︒しかし︑

〜五回までのラウンドでは鉱工業製品の関

とが中心的課題であった︒このため︑第一

なくすことによって自由貿易を実現するこ

れ︑通商ルールの強化が図られた︒ＧＡＴ

関連投資措置︑農業補助金に関するルール

サービス貿易の自由化︑知的財産権︑貿易

ある︒同ラウンドでは︑関税削減に加え︑

たのは︑ウルグアイ・ラウンドにおいてで

その規律が実質的な影響を持つようになっ

ＮＴＭに関する議論が飛躍的に拡大し︑

負うことはなかった︒

ール・メイキング過程への積極的かつ実質

税 措 置︵ non-tariff measures
＝ＮＴＭ︶の
撤廃が議論されるようになった︒第六回の

Ｔ機能の重心は関税削減から通商ルールの

ＧＡＴＴ発足当初は︑国境の関税規制を

いう役割意識を持っている︒

的な参加がみられるようになってきたこと

ケネディ・ラウンドではダンピング防止協

策定など︑総計一五分野に亘り交渉が行わ
である︒

には︑主に先進国︑中でも﹁四極﹂と呼ば

グアイ・ラウンドまでの国際ルールの策定

どを通じて市場アクセスを向上させること

●ルール形成に軸足が移動

通商ルール形成における﹁開発﹂視点

特集／グローバルなルール形成と開発途上国
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交渉地／交渉の名称

程で開発の視点を組み入れ︑途上国の利益

されている︒その名前が示す通り︑交渉過

﹁ドーハ開発アジェンダ﹂
︵ＤＤＡ︶と称

現在ＷＴＯで進められているラウンドは

範囲が拡大することになった︒

ではなかった分野にまで国際ルールの適用

策定へと移り︑従来ＧＡＴＴの規律の対象

いても﹁途上国の特別なニーズへの対応﹂

が必要であると主張し︑その後の交渉にお

当たっては途上国への技術支援や優遇措置

ている︒このため︑新ラウンド立ち上げに

惑がはずれたことに対する強い不満を抱い

るためのコスト負担が大きく︑途上国は思

却ってウルグアイ・ラウンド合意を実施す

利益を実際には手にしていないばかりか︑

済格差はますます増大した︒想定していた

済は思ったようには伸びず︑先進国との経

オーバーラップするため︑複雑な様相を呈

るルールと途上国に関するルールの二つが

それらを規律するルールは︑ＲＴＡに関す

は近年その数が急速に増えてきているが︑

についてである︒先進国│途上国間ＲＴＡ

域 貿 易 協 定︵ regional trade agreement
＝Ｒ
ＴＡ︒関税同盟とＦＴＡの二種類がある︶

れは︑先進国と途上国の間で締結される地

開発﹂を巡り新たな議論が生じている︒そ

こうした状況の中で︑最近︑
﹁途上国の

も︑途上国の発言権の増大が影響している︒

繊維協定
ダンピング防止 船積み前検査
鉱工業品関税 貿易の技術障壁 原産地表示
ウルグアイ・ラウンド
8
124＋EC
農業
政府調達
知的財産権
（1986〜94）
サービス 補助金
衛生植物検疫措置
貿易関連投資措置
紛争解決

しかし︑ＷＴ

らでもある︒

明していたか

長する﹂と説

国の経済は成

諾すれば途上

合意を一括受

イ・ラウンド

が﹁ウルグア

れは︑先進国

えていた︒こ

に繋がると考

国の輸出拡大

ルの強化は自

自由化とルー

成された貿易

ラウンドで達

ルールを見直し︑ＡＩＤＳ治療薬のコピー

例えば︑二○○三年に知的財産権に関する

国の意見が多分に反映されるようになった︒

しいラウンドの立ち上げに際しては︑途上

が求められるとするのである︒こうして新

向上は必要不可欠であり︑それらへの援助

する能力やラウンド交渉に参加する能力の

るためには︑途上国のＷＴＯルールを遵守

がＤＤＡ交渉に前向きに取り組むようにな

からも唱えられている︒すなわち︑途上国

途上国への配慮の必要性は︑先進国の側

るという認識を持っているからでもある︒

的貿易体制への参画が自国の利益につなが

ってきている︒これは︑途上国自身が多角

のルール形成に積極的に関与するようにな

が図られており︑多くの途上国がＷＴＯで

九九年のシアトル閣僚会議以降その透明化

って占められてきた意思決定過程も︑一九

また︑先進四極と一部の有力途上国によ

ある︒本来︑ＲＴＡは特定国間で関税撤廃

外が認められている︒その一つがＲＴＡで

但し︑この無差別原則にはいくつかの例

えなければならないと定めている︒

ＴＴ締約国の産品にも即時かつ無条件で与

与えた場合︑その特恵を他のすべてのＧＡ

問わない︶の産品に対して何らかの特恵を

国が他国︵ＧＡＴＴ締約国であるか否かを

わちＧＡＴＴ第一条は︑あるＧＡＴＴ締約

的最恵国待遇を締約国に義務づけた︒すな

この無差別原則を実現する手段として一般

これがいわゆる無差別原則である︒そして︑

利益︵＝特恵︶を与えることを禁じている︒

制を構築するために︑特定国だけに特別の

ＧＡＴＴ／ＷＴＯは普遍的な自由貿易体

いるのかについてみていくこととする︒

の場でどのようなルール形成が目指されて

している︒この問題を巡って︑現在ＷＴＯ

途上国は︑

●重視される﹁開発﹂ファクター

を考慮することを前面に打ち出している︒

を求めている︒

地域貿易協定
環境
途上国問題
円滑化
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薬の輸出が容認されるようになった背景に
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GATT ／ WTO におけるラウンドの概要
表1

はＧＡＴＳ第五条によって︑最恵国待遇の

第二四条によって︑サービス貿易に関して

ＲＴＡは︑物品の貿易に関してはＧＡＴＴ

えている︒しかし︑一定の要件を満たした

Ｔ／ＷＴＯの無差別原則に反する性質を備

や特恵付与を約束するものであり︑ＧＡＴ

途上国間だけで形成するＲＴＡについては︑

条あるいはＧＡＴＳ第五条の管轄となるが︑

も先進国が参加していればＧＡＴＴ第二四

ってくるのである︒当該ＲＴＡに一カ国で

上国か先進国か︶によって適用規定が異な

つまり︑ＲＴＡ参加国のステイタス︵途

のみ︶で最恵国待遇の例外として扱われる︒

考慮を払う必要性が強調された︒

ンバーに対しては先進国とは異なる特別な

開発を促進するという観点から︑途上国メ

じる︒そこで︑貿易を通じて途上国の経済

国製品の輸出が増えないといった事態が生

易相手国として扱うと︑競争力のない途上

条の規定にかかわらず︑異なるかつ一層有

この結果︑
﹁締約国は︑ＧＡＴＴ協定第一

れ︑ＧＡＴＴはＳ＆Ｄの考え方を導入した︒

こうした途上国からの強い要望を受け入

例外として位置づけられている︒ＲＴＡが

条件の緩やかな授権条項が適用される︒

●途上国に対する優遇措置

ＷＴＯ体制内で容認されるための要件につ
いては︑規定内容が曖昧なことにより議論
となることが多いが︑基本的には以下の三

利な待遇を︑他の締約国に与えることなし

的なものであってはならない︵五項︶
︑②

当初から同原則の例外として組み込まれて

の主要な例外である︒しかしＧＡＴＴ成立

＝Ｓ＆Ｄ︶と呼ばれ︑
and differential treatment
ＧＡＴＴ／ＷＴＯの無差別原則のもう一つ

Ｓ＆Ｄの下で︑途上国メンバーはＧＡＴ

けられるようになった︒

体制下において確固たる制度として位置づ

﹁授権条項﹂を採択するに至り︑ＧＡＴＴ

曖昧であったが︑東京ラウンドにおいて

に開発途上国に与えることができる﹂こと

ＲＴＡの構成国を原産とする産品を構成国

いたＲＴＡとは異なり︑途上国に対する例

Ｔ／ＷＴＯルールの義務免除や特恵関税な

このような途上国にだけ認められている

間で貿易する際の関税その他の制限的通商

外規定がＧＡＴＴの法体制に組み込まれて

ど︑様々な優遇措置の享受が可能となった︒

つが挙げられている︒すなわち︑①域外国

規則が実質上全ての貿易について撤廃され

いった過程は決してスムーズではなかった︒

主権平等が基本原則である国際法体制の中

に適用される関税その他の通商規則が︑Ｒ

ていること︵八項︶
︑③妥当な期間内︵原

そもそも︑ＧＡＴＴ／ＷＴＯは他の国際

に︑発展段階に応じて扱いを異にするＳ＆

になった︒Ｓ＆Ｄは当初︑その法的基盤が

則一○年︶にＲＴＡを形成しなければなら

法体制と同様に主権平等を基本原則とする︒

優遇措置は﹁特別かつ異なる待遇﹂
︵ special

ない︵五項︶
︑である︒ＧＡＴＴ／ＷＴＯ

そこでは形式的な国家平等が重視され︑先

ＴＡ形成前より高度なもの︑あるいは制限

て厳しい姿勢をとっており︑ＲＴＡを最恵

は基本的には特恵による差別的待遇に対し

途上国であるか先進国であるかにかかわら

Ｄの考え方が導入されたことは画期的なこ

このほか︑途上国間のＲＴＡに関しては

ず全ての加盟国が条約上の義務として一様

ＲＴＡとＳ＆Ｄはともに無差別原則に対

進国と途上国との間に現存する開発格差は

﹁授権条項﹂と呼ばれる規定により︑ＧＡ

にＧＡＴＴ／ＷＴＯ協定を遵守しなければ

する例外措置であるが︑それぞれが導入さ

国待遇の例外として認めるにあたっても︑

ＴＴ第二四条やＧＡＴＳ第五条よりも緩や

ならなかった︒しかし︑発展段階の異なる

れた背景は大きく異なる︒途上国と先進国

とである︒

かな条件︵①他の締約国の貿易に対して障

国家を一律に扱い︑ＧＡＴＴルールを全加

が混在するＲＴＡは︑こうした二つの例外

捨象できるものとして扱われた︒このため

害または不当な困難をもたらさないこと︑

盟国に同様に適用するのは現実問題として

が重なる部分に位置している︒従来︑こう

このような条件を課しているのである︒

②関税その他の貿易制限が無差別原則に基

難しい︒また︑先進国と途上国を同等の貿

●二つの例外の狭間

づく自由化の障害とならないこと︑の二つ
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は先進国とは﹁異なるかつ一層有利な﹂条

進国│途上国間ＲＴＡに参加する途上国に

つまり︑授権条項の基本精神に基づき︑先

ＥＵとＡＣＰ諸国は︑ロメ協定が供与して

たが︑制度の改定が喫緊の課題となった︒

ーを取得し協定違反に対する批判をかわし

当面の措置としてＷＴＯにおけるウェーバ

ＷＴＯ整合性を否定されたロメ協定は︑

なのか︑ＷＴＯ法体制との整合性と途上国

してどこまで特別待遇を認めることが妥当

﹁開発﹂という要素によって︑途上国に対

の国から賛否両論の意見が出されている︒

れに対し︑先進国︑途上国を問わず︑多く

めるべきという要請を行ったのである︒こ

の期限や対象品目などに一定の柔軟性を認

Ｄの考え方を導入するよう求める文書をＷ

件を設けて欲しい︑というのである︒しか

きた特恵をＲＴＡとして認めさせることに

支援のどちらを重視すべきなのか︑議論の

められた︒途上国へのＳ＆Ｄは全ての途上

し︑Ｓ＆Ｄの対象となるのは途上国間のＲ

よりＷＴＯ整合性を確保する方法を選択し︑

分かれるところであろう︒

したＲＴＡにはＧＡＴＴ／ＧＡＴＳの規定

ＴＡに限られるというのが現時点でのＷＴ

二○○○年にコトヌ協定をスタートさせた︒

ＴＯに提出した︒すなわち︑先進国とのＲ

Ｏルールである︒こうした解釈を支持する

しかし︑コトヌ協定がＲＴＡとして認めら

ＴＡに参加する途上国に対しては︑自由化

背景には﹁先進国とＲＴＡを結ぶことがで

先進国│途上国ＲＴＡにＳ＆Ｄを適用す

国に対して無差別に供与しなければならな

きるような途上国に対してＳ＆Ｄを供与す

れるためには︑全ての当事国が段階的に貿

ることの妥当性については︑いくつかの疑

いという条件に反していたからである︒

る必要はない﹂という考えがある︒しかし︑

易障壁を取り除き自由化を図らなければな

問が呈されている︒例えば︑先進国側は特

が適用されてきたが︑近年︑途上国側から

先進国とＲＴＡ締結を目指す途上国が必ず

らない︒全体で一つの自由貿易地域を形成

授権条項の援用を望む声があがっている︒

しも先進国と対等に協議ができるほど経済

定の途上国に対して特恵を供与することに

のブロック化を助長するおそれがある︑と

するのは難しいことから︑ＡＣＰ諸国を地

いった懸念も表明されている︒また︑Ｓ＆

発展しているとは限らない︒例えば︑現在︑

コトヌ協定のＲＴＡ化はＥＵ│ＡＣＰ諸

Ｄの過度の供与は途上国の自立的な経済発

なるが︑こうした措置が特恵制度の細分化︑

国間の貿易増大をもたらし︑ＡＣＰ諸国の

理的な要件や既存の経済統合関係を基礎に

経済成長や貧困削減に重要な貢献を果たす

ＥＵとのＲＴＡ締結を目指して協議を続け

ＥＵはロメ協定︵一九七六〜二○○○

展への意欲を損なう可能性も有している︒

ひいては法規範の多元化を招くのではない

年︶さらにはその後継であるコトヌ協定

とみなされている︒しかし︑最貧国を多く

ＧＡＴＴ／ＷＴＯが基本原則として貫いて

七グループに分割し︑各グループとＥＵと

︵二○○○年〜︶を通じて︑ＡＣＰ諸国に

含むＡＣＰ諸国に対してＥＵと同じ条件の

きた﹁無差別主義﹂と近年注視されるよう

ているアフリカ・カリブ海・太平洋︵ＡＣ

対し特別な待遇を与えてきた︒ＡＣＰ諸国

自由化義務を課すことが︑それらの国々の

になった﹁途上国の開発支援﹂という二つ

か︒あるいは︑途上国を巻き込んで︑経済

は砂糖やバナナなど農産品輸出に関して他

経済発展に本当にプラスになるのか︑却っ

の要素のバランスを保ち︑ＷＴＯ体制の脆

の間でＲＴＡを締結するとしている︒

国より有利な条件でＥＵ市場へアクセスで

て国内産業に打撃を与えるのではないか︑

弱化を招かないようなルールの形成が求め

Ｐ︶諸国︵七七カ国・地域︶には︑多くの

きるのをはじめ︑投資︑金融などの分野で

といった疑問がＥＵ加盟国の中からも出て

最貧国が含まれている︒

もＥＵによる開発協力の恩恵を受けてきた︒

ワシントンＤＣ海外派遣員︶

︵やない あきこ／アジア経済研究所在

られている︒
こうした議論を追い風に︑ＡＣＰ諸国は

きている︒
に貢献すると評価されてきたが︑ＷＴＯ協

二○○四年︑ＲＴＡに関するルールにＳ＆

ロメ協定は途上国の貿易を奨励し経済開発
定違反と判断され︑協定内容の見直しを求

7─アジ研ワールド・トレンド No.132（2006．
９）

