
○ 農産品以外のすべて（鉱工業品及び林水産品）に関する関税及び非関税障壁の撤廃・削減に関する

交渉。 
 

○ 我が国としては、各国の事情も踏まえつつ、欧米の高関税品目の関税引下げ、途上国の高関税引下

げによる世界的な関税格差の是正が交渉の主眼。 
 

○ 基本的な交渉の構図としては、新興市場に関心のある先進国と、様々な背景・主張を有する途上国と
の対立。 

途上国 

全体として高関税。 

政策余地の維持、 

自国産業保護及び関税収入確
保の観点から、関税引下げに
は消極的。 

 

工業品で優位。 

全体として、低関税。 

途上国の関税を引き下げ
たい。 

先進国 

新興市場に関心 

途上国も一様でない（それぞれ
の主張も各論では異なる。） 

・新興途上国 

・新規加盟国 

・小規模脆弱経済国 

・ＬＤＣ 

基本的な交渉の構図 

 非農産品市場アクセス（ＮＡＭＡ）交渉 
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○ 交渉プロセス及び枠組みについて協議 
  → 2012年12月会合で、「枠組みペーパー」に合意 

○ 有志国の既存のＦＴＡ・ＥＰＡの積み上げを基本とし、海運、情報サービス等の自由化水準
の向上 

 
○ 有志国間の協定「複数国間(プルリ)協定」としてスタートするものの、今後加盟国を拡大し
全ＷＴＯメンバーが加盟することを志向 

○ 将来的に途上国から利益を得られる分野（外資規制撤廃等）を狙いとして交渉が行われ
る見込み 

○ DDAのサービス交渉が停滞する中、2012年12月、21の有志国が今までのＦＴＡ等で達成した水準を基
に新協定（新サービス貿易協定：Trade in Services Agreement）を作成する交渉を開始することで合意。 

○ 日、米、ＥＵ、諾、豪、加、香港、パナマ、コロンビア、アイスランド、墨、イスラエル、ＮＺ、リヒテンシュタ
イン、土、台湾、韓、スイス、コスタリカ、ペルー、チリ（計21地域・国）が自由化約束のオファーを提出済
み。条文・附属書の議論を継続中。今後、リクエスト･オファーにつき交渉予定。 

 サービス交渉 

新サービス貿易協定(TiSA)交渉推進国（日、米、ＥＵ 等） 

○ 有志国会合に不参加の途上国（特にインド等の新興国）は、ＷＴＯにおける多国間主義
（マルチ）に反するとして異論あり。中国は方針転換し2013年11月会合で参加の意図を表明

したが、野心の水準は参加国共通の関心事であり、その確保の観点から日、米は中国の参
加に慎重。 15 



 

○ ＴＲＩＰＳ理事会においては、ＧＩ（地理的表示）の保護物品拡大や多国間通報登録制度について議論。 

○ ＥＵやスイスでは、固有の地理的表示保護制度を通じ、特定の地域でしか生産できない農産物に     
 「地名」を冠することを認め、表示規制を行っている。 

○ 米国等では商標制度を通じ、商品に関する地理的表示を保護。 

○ GIの保護物品の拡大 
 
ワイン・スピリッツについては、現行の協定で
も消費者が誤解するかどうかにかかわらず、
地名を使った以下のような表示を禁止。 
 

例） × ボルドー風日本産ワイン、 
      × スコッチ・ウィスキーMADE in U.S.A. 

EU、スイス 米国、豪州、 
カナダなど 

全産品のGIの
表示について、
ワイン ・スピ
リッツと同じよ
うに強く保護し
てほしい。 

EUのGIと同じ名
前の国産商品
があるので現在
のままが良い。 日本、韓国な

ど中立 

○ GIの多国間通報登録制度 
 
ワインやスピリッツに関する通報制度の各
国の義務やその規律について対立。 
ドーハ閣僚宣言において一括受諾の交渉
事項として規定。 

EU、スイス 日本、米国、 
豪州など ・登録されれば、

各国の国内法に
おいて保護する義
務。 
・ＧＩではないと主
張する者が立証責
任を負う。 

・登録された情報を
各国での保護のため
に参考として活用。 
・ＧＩだと主張する者
が立証責任を負うべ
き。 

 ＴＲＩＰＳ交渉 
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○ DDAにおいて交渉が停滞する中、APECでは、2012年に環境物品54品目の関税削減に合意。 

○ 2014年7月、推進国グループ（日米EUを含む14ヵ国地域）は、この合意をテコに、プルリ（全加盟国で
はなく有志国間）交渉の開始を発表。 

○ 交渉の枠組など詳細は決まっていないが、再生可能エネルギー関連製品など工業品を対象に関税
撤廃を目指していくこととなる。 

 環境物品の関税削減・撤廃 

先進国（推進国） 
 

・ 再生可能エネルギー関連製品等の市
場アクセスの拡大を期待。 

・ 07年に153品目のリストを提出。 

12年9月 APEC合意  

○ APEC21エコノミーは、15年末までに実行関税率を
5％以下とするAPEC環境物品リストに合意。 

○ APEC環境物品は、太陽光パネル、風力発電用装
置等、54品目（農林水産品は竹製品1品目）。 

途上国 
 

・ 環境保護に用いられない製品にまで対
象品目が拡大され、輸入が増加するこ
とを懸念。 

・ 一部の途上国は、農産品（バイオエタ
ノール原料、有機）を提案。 

 
○ 14の有志国・地域（日、米、ＥＵ、加、豪、ＮＺ、スイ

ス、ノルウェー、中、韓、星、台湾、香港、コスタリ
カ）は、プルリ交渉の立上げを発表。 

○ APEC合意を基に、対象品目拡大を含め、環境物
品の関税撤廃を議論。 

  （対象品目の選定方法、他国への参加呼びかけ、
交渉期限など、交渉の具体的な進め方はジュネー
ブで議論中）  

14年7月 環境物品プルリ交渉開始 
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○ ＩＴＡ（情報技術協定）は、1997年に29ヵ国・地域により、ＩＴ製品の関税を2000年までに撤廃することを
目的に発効(ＷＴＯ全加盟国ではなく、複数国間（プルリ）の協定）。現在は、日、米、ＥＵ、印、中を含む
７８カ国が参加。 

○ 技術革新に伴い、協定の対象外の新製品・複合機能製品が登場していることを受けて、対象製品の
拡大に向けたＩＴＡ見直しを行うべく、2012年5月以降実質的な交渉が開始。2013年中の妥結を目指し
たが、中国の対応が不十分であることから、2013年11月の会合で決裂し、再開の見込みは不明。 

 情報技術協定(ITA: Information Technology Agreement)拡大 

現行ＩＴＡ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 対象品目拡大交渉 

 ○ ＩＴＡ参加国のうち、５５ヵ国・地域が、ＩＴＡ対象品目に追加すべき品目の統合リストについて、約260
品目の拡大対象品目候補の品目絞込みの議論を実施（中国が約150のセンシティブ品目を登録する
など困難な議論）。 

 ○ なお、インドは自国の産業政策が未決定として、品目拡大の議論には参加しないなど、一部の新興
国は消極的。 
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バリ合意：農業① 公的備蓄 

適用期間 

対象施策 

セーフガード 

対象品目 

作業計画 

透明性確保 

 

 

 

 

恒久的な解決策については農業委員会で作業計画を作成。 

食料安全保障を目的とする公的備蓄政策（行政価格での政府買入）。 

途上国の伝統的な主要食糧（品目数は明記せず）。 

通報等により情報提供することで透明性を確保。 

公的備蓄が貿易を歪曲せず、他国の食料安全保障に悪影響を

与えないことを確保。 

     途上国の食料安全保障を目的とした公的備蓄政策について、削減対象となる

貿易歪曲的な国内支持が約束水準を超えた場合であっても、農業協定不整合と

して紛争解決手続きに訴えない例外的な暫定措置。 

※ 緑の政策の「一般的な役務」の解釈に関する確認的な閣僚決定も採択 

恒久的措置が決定されるまでの暫定措置。2017年の第11回閣僚

会議（MC11）までに、恒久的措置の採択を目指す。 

 

 

 

 

今後の作業 
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 バリ合意：農業②  関税割当運用 

○ 消化率が低い品目について、その要因を関心国と協議し、

先着順等への割当方法の変更も含めて運用改善を行う。 

○ 割当手続に関する情報の早期公表、当該手続の迅速化等。 

未消化メカニズム 

透明性の向上 

     関税割当について、割当手続の透明性の向上等を通じて運用改善を図る措置。 

 

 

 

 

 ただし途上国には、これらの運用改善を義務づけない特
別の扱い（S&D）を適用。 

○ ４年以内にS&Dを含む全体のレビューを開始し、2019年の

MC12で見直し。 

○ MC12で正式に延長等が決定されない場合にも、あらかじ

め留保した国（米国等５ヶ国）以外の国には引続き適用。 

 

 

 

 

今後の作業 
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 バリ合意：農業③  輸出競争 

○ 以下の３点の確保のため最大限努力。 

 ①  全ての形態の輸出補助金の並行的撤廃及びこれと同等

の効果を持つ輸出措置の規律強化を推進 

 ②  輸出補助金の水準は、輸出補助金約束を相当程度下回

るよう維持 

 ③  輸出補助金と同等の輸出措置についても同様の水準を

維持 

○ 輸出補助金、輸出信用、食料援助、輸出国家貿易企業につ

いて、通報することで透明性をさらに向上させる。 

○ 加盟国の権利義務や各協定の解釈に影響を与えないと明

記。 

（注） 輸出競争には、「輸出補助金」、「輸出信用」、「食料援助」、「輸出国家貿易企業」が含まれる。 

輸出補助金等 
の抑制 

法的拘束力のない 
政治的宣言 

透明性の向上 

     2013年末までに全ての形態の輸出補助金を撤廃するとした2005年の香港閣僚

宣言を踏まえ、輸出補助金等の抑制を促進。 

 

 

 

 

○ 年に一度、農業委員会で進捗状況を検証。  

 

 

 

今後の作業 
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 バリ合意：貿易円滑化協定 

○ ＷＴＯ設立以来初の多国間協定の合意として「貿易円滑化協定」に関する交渉を
完結。 

○ 一般理事会の下に貿易円滑化準備委員会を設置（条文の法的レビューの実施） 

○ 2014年7月までに一般理事会が同協定を採択（※インド等一部の国の反対により、
2014年9月22日現在、採択に至っていない）、2015年7月まで各国による受託手続
のために開放。 

 ＧＡＴＴ５条（通過の自由）、８条（輸出入の手続・手数料）、１０条
（貿易規則の公表）の明確化・改善を行うことにより、税関手続の
簡素化、迅速化、透明性及び公平性の向上を図る。 

目 的 
 

 

 

 
協定の内容 

第1部（具体的な取決め） 

 手続の公表、制度変更時の事前協議、事前教示、不服申立、手
数料又は課徴金、貨物の引取と通関、国境官庁の協力、通過
の自由、税関協力等 

第2部（途上国の優遇措置（Ｓ＆Ｄ）） 
 各途上国が、実施能力に応じ、第1部の措置を以下に分類。 
 各カテゴリーについて、途上国は協定発効前に、LDCは協定発
効後１年以内に提出。 

  ・カテゴリーＡ：協定発効と同時に実施 
  ・カテゴリーＢ：実施のために、移行期間が必要 
  ・カテゴリーＣ：実施のために、移行期間と技術支援が必要 
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 ○ 各協定のＳ＆Ｄ条項の実施状況をモニタリングする機関の立ち上げに合意（ただし、既存の
貿易と開発委員会の専門会合で対応）。 

 ○  S&D実施状況に問題がある場合は、その改善策の検討等を個別委員会に勧告。 
 ○ モニタリングメカニズムによる勧告は，加盟国の権利義務に影響を与えるものではなく、個別    
  委員会による最終決定を制限しない。 

 
 特恵原産地規則 

 バリ合意：開発と後発途上国 

○ LDC特恵の原産地ルールについて拘束力のないガイドライ
ン（原産地を判定するための基準等についてLDCを優遇する
措置）に合意。 

○ MC８で決定したウェーバーの今後の具体化のための手続
きに合意。 

○ ＭＣ10までに、LDCへの97％以上の供与に努力することに
合意。 

○ 綿花に関する輸出補助金、市場アクセス、開発支援等につ
いて、引き続き議論を行うことに合意。 

LDCパッケージ 

サービス分野における優遇
措置（ウェーバー）の運用 

綿花 

無税無枠措置 

 
S&D実施状況の監視機関の設立（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾒｶﾆｽﾞﾑ） 

 

○ 今次ラウンドは、「ドーハ開発アジェンダ」として、開発がその中心的課題。 

○ WTO各種協定の中には、S&D（開発途上国の優遇措置）が設けられており、 
 その実効性強化に向けた取組みに合意。 
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