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要旨 

 

近年の国際貿易は、中国、東アジア諸国、インド（以下「新興貿易大国」）における工程間分業とアウトソー

シングの拡大によって特徴づけられる。この論文は、グローバルに統合された貿易構造の下で (i) 貿易紛争処

理を２国間交渉に委ねることは、WTOルールと相容れない貿易障壁や第３国との貿易に歪みを生み出すため、

WTOルールによる問題解決、特に、WTOの紛争処理手続きが有効な手段となること、(ii) 近年数多く形成さ

れてきた地域貿易協定は、市場の「質」を高める上で十分なものではないこと、新たな貿易コストをもたらし、

第三国との貿易に歪みをもたらすこと、更に、国内制度がWTOルールに十分に適合していない新興貿易大国

による地域貿易協定の形成は、かえってWTOルールを形骸化する可能性があること、(iii) 新興貿易大国にお

ける知的財産権保護の紛争処理に見られるように、WTO/TRIPsによる紛争処理手続きは、２国間交渉にくら

べ、各国制度を透明なものとし、調和する上で有効であることを指摘する。これらの結果から、地域に閉鎖さ

れた貿易ルールでなく、グローバルな国際貿易ルールにより質の高い国際市場を形成することが長期的には新

興貿易大国を含む世界の利益になること、日本の貿易政策は「多角的自由貿易ルールをリードする小国」とし

て自由無差別な国際貿易ルールと紛争処理手続きの整備を志向すべきであることを示す。 
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１．はじめに 
 近年の国際貿易は、20 世紀後半における貿易構造と異なったものとなっている。その特

徴は、生産工程の国際的分業と国際的アウトソーシングの拡大によって示される。この変

化の下で、世界市場は以前よりも一層統合化され、国際貿易は飛躍的に拡大している1。 
 生産工程の国際的分業は、世界の人口の３分の１を占める中国とインドにおける貿易の

拡大と密接に関連している。中国は、米、日、ＥＵ企業の部品生産・ 終組立工程のアウ

トソーシング先としての役割を拡大し、工業品生産における世界の工場となりつつある。

中国における生産と貿易の拡大は、中国における雇用を増加し、賃金・所得の増加を通じ

て、自国内での需要の拡大をもたらす。この結果、中国は工業品貿易の拡大と経済成長の

好循環を実現している。中国における経済成長の牽引力となっている製造業の発展は、規

模の拡大だけでなく、生産性の向上とイノベーションを伴っている。その要因となったの

は、製造工程へ投入される豊富な人的資源だけでなく、1980 年代以降の市場経済化・規制

緩和、外国資本の導入による技術と資本の蓄積、インフラの整備である。資源制約や環境

悪化による成長への制約を除けば、中国における人的資源は依然として豊富であり、中国

の貿易の拡大と経済成長が近い将来において頭打ちとなる理由に乏しい。中国が国際的な

工程間分業に組み込まれることは、中国自国はもちろんのこと、先進工業国にとっても不

可欠となっている。 
 一方、中国と同様に高い成長率を達成しているインドは、中国と異なった要因によって

貿易を拡大している。インドは、米国、ＥＵ企業のソフトウエア、ビジネス・サービスの

アウトソーシング先としての役割を拡大し、ソフトウエア、ビジネス・サービスに関する

世界の工場となりつつある。このようなインドにおけるサービス産業の生産・輸出基地と

しての発展は､IT 産業、とりわけソフト産業に必要とされる理数系エンジニアの豊富な供給、

英語を駆使することの出来る人材の豊富さがインドにおけるソフトウエア産業の比較優位

性を生む要因となっている。こうしたインドと欧米企業とのサービス貿易を通じた国際分

業は、インドの発展と同時に、欧米企業の生産性の向上に大きな貢献をしていると思われ

る。インドでは工業品部門の比率が高くない。また、農業部門の比率は必ずしも低くない。

                                                  
* この論文の執筆に当たり矢野誠教授（京都大学）から有益なコメントを戴いた。感謝を申し上

げたい。 
1 国際貿易の拡大が国際的アウトソーシングによるところが大きいことは、Yi(2004)、若杉(2007)
を参照。 
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従来、多くの国々の経済発展の過程において観察されてきた、第 1 次産業から第 2 次産業

の発展を経て、第 3 次産業の発展に至るという産業構造の変遷はインドにおいては観察さ

れない。この原因として、インドでは製造業における規制が数多く存在するとともに、道

路・港湾などのインフラストラクチャーが未整備であるといった第 2 次産業の成長にとっ

ての悪条件が少なからず存在することがあげられる。この結果、規制による影響やインフ

ラの未整備な状況が生む高コストの影響を受けることの少ない第３次産業部門に生産要素

が配分されてきたのは、当然の帰結である。 
 工業品に関する世界の工場として財生産と貿易の拡大を遂げる中国では、製造業部門で

の人的資源の豊富さや米国・EU との間での言語の違いから､工業品部門において比較優位

を有しているのに対して、インドでは、ビジネス・サービスを提供する世界の工場として

貿易と経済成長の好循環を実現している。両国は、国際分業に組み込まれるセクターにお

いて差異があるとしても、先進国において生産・需要される財・サービスを生産する工程

におけるアウトソーシング先として、先進国企業との間で工程間分業を行い、グローバル

な市場に統合化されつつある点では共通している。中国・インド以外の東アジア諸国も工

業品の生産工程における国際的分業に組み込まれている。 
 こうした国際的な工程間分業とアウトソーシングを通じた市場の統合化は、国際貿易に

関する透明でフェアなルールを必要としているのはいうまでもない。このルールの形成に

向けてさまざまな取り組みがなされている。どのようなルールが形成されるかが世界市場

の質を決定する。 
 国際的な貿易ルールの形成に対する日本の貢献は、時代とともに変化してきた。世界の

工業品貿易の中で日本が高いプレゼンスを示したのは 1980 年代である。この時期は、先進

国間での工業品の産業内貿易が貿易拡大の中心的な要因となっていた時期に当たる。自動

車、テレビ、ファクシミリ、工作機械などの耐久消費財の生産において、日本は、米国、

EU に代わって、世界市場への主たる供給国となった。その結果、欧米諸国と日本との間に

は激しい貿易摩擦が発生し、その解決のために GATT ルールの枠を超えた取り決めが２国

間において行われた。これが国際的ルールの形成に与えた効果は、決して肯定的なものと

は言えないが、日本は貿易紛争当事国として、この時期の国際貿易ルールの形成に一定の

役割を担うことになったことは事実である。しかし、1990 年以降、世界貿易における日本

のプレゼンスは低下してきた。1990 年代半ば以降、現在に至るまで、世界の工業品貿易に

占める日本のシェアーは徐々に低下している。また、世界のサービス貿易に占める日本の

シェアは工業品貿易と比較すれば更に低いものとなっている。こうしたことから、日本は、

貿易紛争当事国として貿易ルールの形成に関与する立場でなくなり、世界共通のルール形

成によって幅広い見地から貿易ルールの形成に貢献する立場へと変化することになった。 
 21 世紀にはいり、アウトソーシング先の中国、インド、東アジア諸国の貿易量は急速に

拡大を示している。こうした世界貿易が急速に拡大することに伴い、輸出国・輸入国の産

業構造は変化し、国内の産業調整が必要とされる。このような経済変化の下で、貿易に関
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する国際ルールが十分に整備されていない場合には、さまざまな問題が発生する。たとえ

ば、貿易紛争当事国間で、 恵国待遇（MFN）ルールに反する取り決めがなされてしまう

と、国際貿易に歪みが生ずることが懸念される。また、特定国の間での地域貿易協定(FTA)
が増加しつつある。このことは、多角的自由貿易ルールの形成にとって阻害要因となる可

能性がある。さらに、貿易の拡大は、世界市場でのフラグメンテーションとアウトソーシ

ングの拡大を伴っているため、財・サービス貿易のルールだけでなく、直接投資や知的財

産権の保護に関するルールを必要としている。特に、これらに関しては国内市場のルール

との調整が必要となる。 
 今後の国際貿易ルールを形成する場合に、貿易を拡大しつつある中国、インド、東アジ

アが果たすべき役割は格段に大きくなっている。一方で、これらの国においては、現時点

では、国際貿易ルールが十分に整備されているとは言い難い。財・サービスの貿易以外に

も「投資」や「知的財産権」の保護を担うための国際的なルールが必要となっているが、

これらに関しては未整備と言って良い。このような環境にあって、質の高い国際貿易ルー

ルを形成するためにはどのようなことに留意するべきかを議論することには十分な意味が

ある。 
 この論文は、近年、顕著に貿易が拡大している中国、インド、東アジアにおける工程間

分業とアウトソーシングの拡大を念頭に置いて、国際貿易ルールの形成において留意すべ

きことが何かを考察することを目的とする。次節では、日本の貿易政策の変遷を取り上げ、

２国間交渉がもたらす問題点を明らかにするとともに、多国間国際貿易ルールの形成への

日本の貢献をレビューする。第３節では、国際貿易ルールの形成のうちで、近年、急激に

増加している地域貿易協定の締結が、質の高い国際貿易ルールを形成する契機となるか否

かについて考察する。第４節では、近年、国際ルールにおいて重要性が増している知的財

産権の保護を取り上げ、WTO 紛争処理手続きが国際貿易ルールにおいて果たす役割を考察

する。結びでは、日本が国際的ルールの形成において指向すべき方向と課題を述べる。 
 
２．GATT/WTO ルールと日本の貿易政策 
２．１ ２国間交渉による貿易紛争の処理 
 国際貿易ルールの共有は､異なる国内制度･取引慣行のもとで経済活動を行う各国の経済

主体が共通の土俵の下での取引を可能とする。このため、貿易ルールは国際取引にとって

極めて重要である｡国際貿易のルールは、GATT 発足後、60 年以上にわたって GATT/WTO
の下で形成され、整備されてきたと言って良い。こうした国際貿易ルールの形成の過程で、

日本経済は国際貿易ルールの影響を受けることによって発展するとともに、国際貿易ルー

ルの形成にも寄与してきた。 
 1970 年代までの日本は、文字通り「小国」として GATT ルールを所与とし、貿易の自由

化を行ってきた。デュロン・ラウンド、ケネディ・ラウンド、東京ラウンドなどの累次に

わたる多国間での貿易自由化交渉への参加を通じて、日本は、関税を引き下げ、市場アク
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セスを改善することにより、自国の貿易自由化を進めることになった。この過程は、自国

市場を国際ルールへ適合するものとすることを通じて、国内制度の改革を行うことでもあ

った。その結果、日本は「小国」として自由貿易の利益を享受してきたことは言うまでも

ない。 
 1980 年代は、日本が国際貿易においてそのプレゼンスを も高めた時期である。日本の

自動車、電気電子機械が米国、EC に輸出され、市場でのシェアーを高めるに至り、米国、

EC 国内の競争的産業が保護措置を求めるに至った。これに対して米国、EC の政策当局は、

GATT19 条のセーフガードでなく、貿易黒字国側における輸出自主規制や輸入拡大といっ

た新たな貿易措置を求めることになった。欧米から求められたとはいえ、日本がこうした 2
国間交渉によって新たな保護貿易措置を実施したことには、次の２点で大きな禍根を残す

ことになった。 
 第１は、GATT 規定の枠外措置の導入が貿易歪曲効果をもたらした点である。米国、EU
による輸入制限を回避するために行った日本の輸出自主規制、自主的輸入拡大措置は、政

治問題化した貿易摩擦を一時的に沈静化させる効果を有したことは疑いない。しかし、こ

うした対応はルールなき２国間交渉によって行われたため、透明性に欠いた。また、第３

国の輸出入に対して差別的影響を与えることになった。たとえば、日本からの対米自動車

輸出に対する輸出規制の発動は、日本から第三国（欧州諸国）への輸出拡大、あるいは迂

回輸出をもたらす可能性がある。こうしたことを予想した欧州諸国は、日本から欧州への

日本車の輸出に対しても、対米輸出自主規制と同様の輸出制限を求めることになった。こ

の結果、輸出自主規制の連鎖が生ずることになった。 
 第２は、日本市場を競争制限的なものとしたことである。輸出自主規制、自主的輸入拡

大を実行するため、日本政府は市場に介入した。このことは、競争政策上の問題を生み出

すことになった。たとえば、輸出自主規制は輸出量を企業に割り当てること、輸入拡大は

調達先の海外への変更を強制することを伴うものであった。このような政府の市場への干

渉は、国内企業によるカルテルの温床を生み、日本市場を競争制限的で質の低いものとす

る結果をもたらした。 
こうした貿易に政府が介入することによる紛争解決の方法は、貿易摩擦問題が政治問題

化することを回避するために導入されたものであったが、限界があるとともに、逆に新し

い政治問題を生み出すことになった。その例として、日本と米国との間で 1986 年に締結さ

れた米国製半導体協定をあげよう。この協定は、米国半導体企業の日本市場への参入を促

すことを目的として取り決められた合意であったが、その際、米国政府の要求する米国製

半導体の日本での市場シェア（２０％）が拘束的数値か予測値であるかの解釈を巡り、日

米間での理解の不一致が表面化することになった。拘束的数値であるとしても、そうした

ことを実現する手段はほとんど存在しないことは明らかであり、日本政府は予測値である

ことを主張したのに対して、米国政府・産業界は 20％の目標達成を求めてきた。この問題

は、1992 年に米国製半導体の日本市場でのシェアが２０％を超えたことにより、実質的効

 4



果を失い、1996 年の期限の到来とともに協定は失効した。この協定は、EU からは GATT
違反であるとの提訴を受けたように、問題のないものではなかった。半導体における協定

の解釈を巡る両国の理解の違いは、まさに透明性の欠如をあらわしたものである。この時

期を契機に、日本は、それ以後、透明性の低い２国間での貿易交渉による解決を放棄し、

貿易摩擦の解決を GATT の紛争処理手続きに委ねることになった。これは２国間交渉の限

界を示すものであった。 
 
２．２ 多国間貿易ルールへの貢献 
半導体協定における日本と米国との政治的対立を解決するコストは大きく、これを契機

として、日本の貿易政策は２国間協議による貿易摩擦の回避から、WTO の紛争処理手続き

による解決と多国間による貿易ルールの形成の方向に転換することになった。 
 1990 年代の前半、NIES、ASEAN 諸国は貿易の拡大を通じて急激な経済成長を実現した。

これらの発展途上国の貿易の拡大は、以下の３点で国際貿易ルールの強化を必要とした。

第１は、数多くの発展途上国が批准する貿易ルールの形成である。これまでの貿易自由化

の交渉は主として先進国間によるものであった。しかし、貿易の拡大する発展途上国に適

用されない GATT ルールは十分なものではない。1990 年代に入り、経済発展を実現する途

上国の中には国際貿易ルールの形成が発展途上国にとっても利益となるとの認識が広まり、

発展途上国が GATT の多国間ルールに積極的に関与することになった。 
 第２は、国際貿易ルールの対象の拡大である。それまでの貿易ルールは関税引き下げ、

輸入制限の撤廃などの市場アクセスの改善に関するするものであったが、輸入国における

セーフガードの発動要件を明確化するためのセーフガード協定の整備、安易なアンチダン

ピング措置の発動を防止するアンチダンピング措置の明確化が必要となってきた。こうし

たことは、先進国だけでなく、工業品輸出を拡大する発展途上国にとっても輸出先市場に

おける輸入制限を抑止する上で、必要とされた。 
 第３は、財貿易でなく、サービス、投資など新しく拡大しつつある国際取引に対応した

国際ルールの形成である。具体的には、知的財産権の保護、直接投資の促進のためのルー

ルである。このルールは、先進国が途上国との直接投資やサービス貿易を増加する上での

関心事項となった。 
 このような新しい分野での国際ルールを形成するための交渉は、1986 年に Uruguay に

おいて宣言された交渉（GATT Uruguay ラウンド）における交渉事項として取り上げられ

ていたが、1980 年代には交渉の進展は見られなかった。しかし、1990 年代に入り、発展途

上国の多くが交渉に積極的に取り組むようになり、進展を見た。この多国間交渉において

は、日本は、農産品の輸入数量制限から関税への移行、関税引き下げなどの市場アクセス

の改善を行うことによって、国際ルールの形成に積極的に貢献した。この結果、1994 年末

にマラケシュにおいて 終合意が得られ、新しい国際ルールが形成されることになった。 
 Uruguay ラウンドの合意は以下の点で特徴的であった。第１は、農業の市場アクセスの

 5



改善とともに、貿易制限的手段として濫用されてきたセーフガード、アンチダンピングに

関する制度の透明性を高め、厳格な運用を求めるものであること、第２に、貿易以外の分

野、特に知的財産権の保護や投資に関する国際ルールについて合意が形成されたこと、第

３に、紛争処理手続きを始め、GATT ルールが機能することを保証するために、国際機関

として WTO（世界貿易機構）が設立されたことである。これらの内容は GATT の発足以来

50 年余りの期間の中での画期的なものであるとともに、その後の国際ルールを形成する上

での基礎を与えるものと言えよう。この間、数多くの発展途上国が WTO に加盟したが、加

えて、中国が WTO 加盟申請を行い、2001 年 12 月に加盟が承認された。世界貿易に占め

る比率が顕著に高める中国が WTO 加盟国として共通の国際貿易ルールに則って貿易を行

うことにより、WTO ルールが国際的に大きな意味を有することになった。 
 Uruguayラウンドの成果は、合意された国際貿易ルールの内容の豊富さ、ルールを共有

する国の数の増加から、評価されるべきものであり、また、発展途上国も国際ルールを適

用することによって貿易の拡大と経済発展を実現することへの高い期待を有していた。し

かし、Uruguayラウンドの合意は、これまで先進国が共有してきた国際的ルールの履行を

途上国に対して等しく求めるものである2。また、東アジア諸国のように貿易の拡大によっ

て経済発展を実現する国がある一方、世界貿易の拡大のもとでも、国内産業の発展が予想

したようには望めなく、多国間交渉による貿易の自由化がもたらす高い国内調整コストに

直面する国も少なからず存在した。貧困からの脱却に苦しむアフリカ諸国、南アジアの一

部の国はそうした状況にあった。こうした発展途上国が自国経済に新たな国際ルールを適

用することは容易ではない。このため、Uruguayラウンドにおいて合意された国際ルール

を履行することは予想以上の困難を伴い、多くの途上国がその後の多国間での新たな貿易

ルールの形成に消極的となった。 
 こうした状況は、その後の GATT/WTO における多国間での貿易自由化や新たな国際貿易

ルールの形成へのモメンタムを著しく低めることになった。2001 年に開始が合意された

Doha ラウンド（Doha Development Agenda）では、市場アクセスに関しては、農業に関

する加盟国の利害が対立した状態が続いており、Uruguay ラウンドで十分な合意とならな

かった新しい分野での国際ルールの形成は困難な状況にある。 
 Doha ラウンドにおける交渉が進展していないからと言って WTO が機能していないわけ

ではない。２国間での紛争処理から WTO ルールに基づく貿易摩擦の解決に転換する過程で、

も大きな役割を果たしているのが、紛争処理に関する WTO の裁判機能である。この機能

は、WTO ルールに基づく２国間協議、第３者のパネルにおける判断、上級委員会での判定

から構成されている。ここでの判定に際しては、第３国の意見が排除されないこと、各段

階での内容が公開され、一定の透明性が確保されていることなど、２国間合意による紛争

解決では実現されない内容が可能となっている。日本はもちろんであるが、アジアの発展

                                                  
2 Uruguayラウンドの合意は、部分的な履行でなく、single undertaking（一括履行）を求めるもの

であった。 
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途上国も、この紛争処理手続きに則り、貿易紛争の解決を行っていることは十分に注目に

値する。 
 
３．地域貿易協定と日本の貿易政策 
３．１ 地域貿易協定と WTO ルール 

2000 年以降、生産のフラグメンテーション、部品・中間財・ソフトウエアのアウトとソ

ーシングによって、世界貿易は大幅に拡大し、更なる貿易の自由化を必要としている。ま

た、米国、EU、日本、あるいは国際貿易を急速に拡大している東アジア諸国は、拡大する

国際取引に対応する新たなルールを必要としている。ただし、Doha ラウンドにおける国際

ルールの形成が進展していないため、160 カ国を上回る加盟国すべてが合意することが必要

な WTO での交渉の合意に依存することは現実的ではない。このため、WTO における国際

ルールの形成を代替する措置として現れてきたのが地域貿易協定の締結による特定国間で

の貿易ルールの形成である。多国間での MFN による自由な貿易ルールの形成が困難である

ことから、米国における NAFTA、ヨーロッパ域内での EU の拡大、南米における

MERCOSEUR は、特定の加盟国間における貿易利益を実現することを目的として形成さ

れた地域貿易協定である。 
GATT/WTO ルールによる国際ルールの形成を基本的な政策としてきた日本は、地域貿易

協定の形成には当初、消極的であった。日本は、拡大する貿易・投資に対する多国間貿易

ルールの形成が GATT/WTO の下では実現が困難であること、MFN ルールを維持すること

が重要であることの両方の制約をクリアするため、両者の妥協の産物として、「開放された

（言い換えれば MFN ルールの下での）地域主義」として、Asia－Pacific Economic 
Cooperation (APEC)の場での貿易と投資の自由化を模索することになる。APEC は、環太

平洋諸国間において貿易と投資の自由化を行い、その成果を非加盟国にも同等に適用する

という試みである。これが成功するならば地域間での貿易自由化の形成は多国間貿易自由

化への building block となることが期待されたため、日本は積極的に貢献した。しかし、

そうした試みは、十分なモメンタムを保ち得ず、今日まで、実質的な成果を得るに至って

いない。 
 
３．２ 地域貿易協定への転換 
 ２国間・特定国間でのFTAの数多くの形成は、MFN原則に基づく多角的自由貿易ルール

を後退させ、加盟国と非加盟国との間での差別的取り扱いをもたらすものである。このた

め、こうした協定が日本を除く多くの国々において形成されることによって、日本は２つ

の点で大きな影響を受けることになった。第１は、仲間はずれになることによる、貿易差

別的不利益である。NAFTA加盟国であるメキシコが他国との間に締結したFTAは、メキシ

コとの間に地域貿易協定を締結していない日本に対して、米国市場での競争に不利益をも

たらすことになった。第２は、中国がASEANとの間でFTA交渉を開始することが契機とな
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ったように、東アジアおける地域貿易協定に出遅れることによって日本が東アジア地域に

おける政治的リーダーシップを失うことへの懸念が高まったことである。このため、2000
年以降、日本はシンガポールを始め、メキシコ、フィリピン、タイなどとの間で経済連携

協定を締結してきた3。 
 地域貿易協定の締結は国際的に数多く行われている。こうした貿易協定が締結されるこ

とは、 終的に多国間の貿易自由化を実現するステップとなるか、WTOにおける貿易自由

化にとって有害な効果をもたらすかに関する議論が行われてきたが、経済理論的にも実証

分析においても、明快な結論が得られていない4。 近まで、世界ではおびただしい数のFTA
が締結されているが、この過程を見る限り、FTAの締結がWTOへのモメンタムを低下させ

るかも知れないという懸念が現実のものとなっているとは言えない。もちろん、FTAの締

結がWTOにおける国際貿易ルールの形成に妨げとなっていないからと言って、FTAが是認

されるかどうかは軽々に判断できない。 
 
３．地域貿易協定の質 
 地域貿易協定が非加盟国に対しネガティブな影響を与えない場合には、パレート改善的

となりうる可能性があることは、Ohyama (1972)、Kemp and Wan (1976)によって理論的

にも明らかにされているが、地域貿易協定がパレート改善的であるかは、協定内容によっ

て異なる5。GATT24 条が容認する自由貿易協定の理念に照らして、個々のFTAが「良質な

協定」であったかどうかは改めて検討する必要がある6。 
 これまでに締結された地域貿易協定が質の高いものであるか否かについての検討は、(i)
貿易自由化の適用される範囲、(ii)関税に引き下げの程度、(iii)要求する原産地規則の厳密さ

等を基準として、各FTAを比較する作業が行われている7。その結果、 日本がこれまで締

結したFTAに関しては、(i)農産物が適用対象から除外されることに伴い、(ii) 工業品の関税

の引き下げも十分なものとはないっていないことが指摘される8。 
 日本が今後、東アジア諸国との間で締結する地域貿易協定は、２国間であれ、ASEAN と

の多国間のものであれ、どのような質の FTA となるかは慎重に検討する必要がある。特に、

以下の点に注意すべきである。 
 第１は、市場アクセスの改善に関する範囲と程度である。日本自身が農産物の市場アク

                                                  
3 日本は、以下の国との間でEconomic Partnership Agreement (EPA)を締結してきた。シンガポー

ル(2002.1)、メキシコ(2004.9)、マレーシア(2005.12)、フィリピン(2006.9)、チリ(2007.3)、タイ(2007.4)、
ブルネイ(2007.6)、インドネシア(2007.8)。また、ASEANとの間で大筋合意(2007.9)に達している。

さらに、韓国、インド、ベトナム、オーストラリア、スイスと交渉中(2007.9 現在)である。 
4 Bhagwati and Panagariya (1996)、Krishna (1998), Freund(2000)を参照。 
5 Ohyama-Kemp-Wanの定理として知られている。 
6 NAFTA, EU, Mercoseourが非加盟国である日本の貿易に対して与えた影響に関しては、Wakasugi 
and Itoh (2005)がある。 
7 Esevadeordal (2003), Cheong (2005)を参照。 
8 Ando (2007), Urata and Okabe (2007)を参照。 
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セスの改善にネガティブであることは、当然のことながら相手国も市場アクセスの改善に

ネガティブとなる。その結果、そのような地域貿易協定を締結することは、貿易の自由化

に貢献しない可能性がある。 
 第２は、さまざまな FTA が錯綜することがもたらす貿易コストである。地域貿易協定を

特定国との間で締結することは、貿易コストを高め、期待される効果を発揮しない可能性

がある。地域貿易協定は「スパゲッティボウル現象」と称されるように、異なる国との間

に異なる関税率を適用する。すなわち、適用する関税率を決定するために、原産地の確認

が必要となる。こうした原産地を証明することは貿易費用を増加させる。こうした貿易コ

ストの増加は市場アクセス改善の便益を相殺することになりかねない。中国が工業品の世

界の工場となっているが、近隣の ASEAN 諸国も同様に工業品生産の国際的な工程間分業

の一部を担うアウトソーシング先となっている。その結果、ASEAN、中国・台湾、韓国と

日本との間には、密接な工程間分業が成立し、工業製品の中間財に関する貿易が幾重にも

行われる。こうした環境の下で原産地の確認を必要とする地域貿易協定が数多く存在する

ことは貿易に歪みをもたらす。東アジアにおける「質の良い国際市場」を形成する上で、

貿易コストを増加させかねない地域貿易協定を数多く形成することは、マイナス要因とな

る可能性がある。 
 第３は、地域貿易協定が多面的取り決めを行っていることへの評価である。日本の地域

協定が「経済連携協定」と称されるように、貿易面での自由化が十分でないことを貿易以

外の面での協力関係の締結を示すことによってバランスする面がある。同様に、東アジア

諸国が取り組む FTA には、貿易の自由化のほか、投資の促進、技術協力、知的財産権の保

護の強化などが含まれる。こうした交渉事項は、先進国が GATT/WTO のもとで新しいルー

ルとして形成することを期待した事項である。しかし発展途上にある東アジア諸国にとっ

ては GATT 規定の適用除外とされる項目でもある。これらの項目は、国内における市場ル

ールと密接に関連しており、国内ルールが未整備な途上国にとっては批准することが困難

な内容を含んでいるからである。特に中国は、GATT/WTO に加盟した 2000 年において

GATT 規定の適用を留保・猶予したものがあり、現時点でもいくつかの項目で遵守するこ

とを留保している。 
 このような問題点を含む地域貿易協定が一旦締結されることになると、WTO の下での貿

易自由化や新しい国際ルールの締結を阻害することが懸念される。 
 
４．知的財産権の国際ルール 
４．１ 知的財産権の保護における国際的不均一性 
 知的財産権(Intellectual Property Rights (IPR))の保護に関する２国間での交渉は数多く

なされてきたが、2007 年、米国は中国における IPR の保護を要求して、WTO の場に提訴

することになった。中国の知的財産権の法制度が不十分であるため映画 DVD や音楽 CD の

コピー商品が中国市場に出回っていること、真正品の輸入に障壁を有していることが結果
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的に模倣品の流通を助長していることを理由としている。同時に EU も米国の提訴に追随

して、WTO への提訴を検討し始めている。EU の場合には、多数のブランド商品が中国製

の模倣品の流入によって被害を受けていることを取り上げ、不十分な中国の法制度の改善

を求めている。日本は、協議当事国としてではなく、利害関係を有する第三国として協議

に参加することを求めている。日本企業のブランドを模倣した商品が中国市場に流通する

ことによって、被害を受けていることが理由である。 
 WTO の TRIPS 協定の合意の際には、途上国に対して厳密な知的財産権の保護を求める

ことが現実に困難であるとする国際世論を反映して、途上国に一定の猶予が設けられた。

また、医薬品の特許に関しては特例を設けることが Doha 閣僚宣言に盛り込まれ、途上国へ

の柔軟な対応が見られた。これに対して今回の WTO 協議への動きは、高い経済成長を達成

し、大幅な貿易収支の黒字を計上し、世界貿易の第２位の地位を占めるに至った中国に対

してルールの履行を求める動きとして、注目すべきである。所得水準や経済規模が一定の

水準に達した国において知的財産権のルールがどのように定着するかを見定める上におい

て、中国は重要な位置にある。 
 知的財産権の保護は発明者が知的財産を生み出すインセンティブを確保することを条件

として、消費者の利益を 大化するように制度設計されるのが望ましい9。しかし、自国に

は知的財産を創出する者が存在しない場合には、自国にとって保護の直接的利益はない。

たとえ、発明者が自国にいる場合でも、自国の知的財産権の保護を緩めることによって消

費者利益を増大させ、他方、外国に対しては知的財産権の保護を厳しく求めることによっ

て、知的財産の利益を確保し、それによって自国の知的財産を生み出すための費用を賄う

ことができるならば、それが自国利益を 大化する方策となる。自国市場が小さい場合に

は、いくら自国で知的財産権の保護を厳しくしても、発明者が得る利益が小さいため、同

様なことが生ずる。このため、知的財産権の保護は、本来的には自国には緩く、外国には

厳しくする性質を有している。 
 実際に、知的財産権の保護の程度は国際的に大きな差異がある。ここで Park and Wagh 
(2002)の示す特許権の保護に関する指標をもとにして、主要な貿易国 53 ヶ国に関する知的

財産権の保護の程度と１人当たりの GDP との相関関係を観察しよう。図１が示すように、

両者は高い相関を示している。 
 

(15.352)(3.121)
3.173ln(X)0.775Y +−=

 調整済みR2=0.821、(  )内はt値を示す。 

 
図１ 

 
 発展途上国が知的財産権の保護の制度を整備することに消極的となることは容易に想定

                                                  
9 詳細は矢野(2001)、若杉(2007)を参照。 
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される。知的財産の保護に関して、それぞれの国における 適な制度設計が一致する保証

はない。そのことが貿易上の紛争をもたらす原因となる。 近の中国を巡る WTO 提訴はそ

の１例である。 
 ただし、WTO/TRIPS の実施に関する国際的協調を実現する上では、単に法制度の整備

を求めるだけでは不十分であり、途上国の研究開発能力を高めることが必要となる。先進

国と同等の知的財産権の保護制度を途上国に一律に導入することは、途上国における消費

者利益の大幅な低下をもたらし、短期的には経済厚生を悪くする可能性がある。このため、

国内での賛同を得ることは容易ではない。保護の水準を高めるための制度の整備は、それ

ぞれの国において研究開発能力を高めるための人材・資源が蓄積され、制度の整備が長期

的にはその国にとって利益となる条件が伴ってはじめて実現可能となる。そうなれば、知

的財産権の保護は各国の自発的意思によってさらに進んで行くであろう。このことは多く

の日本企業が生産工程の分業を拡大する東アジア諸国においても例外ではない。IPR に関

する国際ルールの形成には、この点に関して注意が払われるべきであろう。 
 

４．２ 知的財産権の保護と紛争処理手続き 
近年の国際貿易の拡大は、多国籍企業の直接投資による生産工程の国際的分業の拡大と

アウトソーシングによるところが大きい。生産工程の立地に関する企業の意思決定は、知

的財産権の保護の程度によって左右される。このため、知的財産権の保護の程度は貿易・

直接投資に対しても影響を与える10。知的財産権の保護に関するルールが国際的に調和して

いることは、国際貿易やグローバルに活動する企業の生産活動に与える歪みを少なくする。

Uruguayラウンドにおいて、TRIPs協定によって国際的に調和した知的財産権制度を形成

しようとした理由もこの点にある。 
1995 年に WTO/TRIPs 協定が合意されてから、知的財産権の法制度は発展途上国におい

ても整備され始めた。しかし、その執行が十分でなく、制度と施行が著しく乖離している

ことが指摘される国は少なくない。中国に関しても、法制度の整備は行われてきたが、実

際の保護とが乖離している点が指摘されている。いかに立派な法制度が存在していたとし

ても、知的財産権が実際にどの程度保護されるかが不明である時には、貿易や直接投資に

対する歪曲的影響は避けられない。知的財産権が実際にどの程度保護されるかについての

透明性の確保は、制度の整備や国際的な調和と並んで重要な点である。 
本章においては、２国間協定あるいは複数国間での FTA の締結が WTO ルールに与える

問題点を述べてきたが、同様のことは、知的財産権の保護のルールにも当てはまる。ただ

し、知的財産権の保護に関しては TRIPs 協定が存在するため、紛争処理が重要となる。WTO
における紛争処理手続きは２国間協議に勝る点がいくつか存在する。WTO では MFN 原則

が重視される。また、加盟国に対して協議内容の透明性が確保される点でも優れている。

知的財産権の保護はそれぞれの国の所得水準、研究開発能力を反映して制度設計されるた

                                                  
10 Maskus and Panubarti (1995), Smith (2001)による実証研究を参照。 
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め、保護の水準は国際的に不均一である。とりわけ、発展途上国における制度設計と履行

は未整備である。世界の工場として財・サービスのアウトソーシング先となっている中国、

インドも例外ではない。国内制度の整備を求めて、閉鎖的な２国間協議を行う場合には、

それによって出来上がる合意は、国によって大きな差異が生ずる危険性がある。 
知的財産権の保護に関しても WTO の紛争処理手続きを用いることは、制度の国際的調和

を促すことはもちろんであるが、各国の制度の透明を高める上でも有効であり、２国間協

議にくらべて遙かに望ましい対応と思われる。 
 
５．結び－市場の質を高める国際ルールの形成 
 ＩＴ技術による世界的な情報通信のイノベーションは、財・サービス生産における国際

的工程間分業と国際的アウトソーシングを促進し、世界市場のボーダレス化をもたらした。

近年の国際市場での財･サービスの取引は大きく拡大している｡こうした状況において､国

際間の貿易ルールの形成の有する重要性は極めて大きい｡特に、貿易拡大の中心的存在であ

るインド・中国・東アジア諸国が国際貿易ルールの形成にどのように関与するかは、世界

市場の質を決める上で重要である。 
 中国は、世界の工場としての機能を強め、世界貿易におけるプレゼンスを高めて行くで

あろう。そのことは、かつての日本が経験したように、輸入急増国との間での貿易摩擦を

生み、貿易紛争の処理が課題となる可能性が高い。また、東アジアでの地域貿易協定に対

する中国の影響力はますます増大することが予想される。このため、国際貿易ルールの形

成において中国貿易の役割は大きい。一方、中国が WTO に加盟したのは 2000 年である。

現在の中国は、国内市場のルールを国際的ルールに整合的なものとする途上にある。

GATT/WTO ルールの基本となる内外無差別原則が十分に確保されているか、MFN 原則が

確保されているかについて、問題がないわけではない。この点においては多くの東アジア

諸国も類似している。そうした状況の下で、中国の現状を基礎とした２国間ルール、ある

いは東アジア域内での自由貿易協定を締結することは、内国民待遇と MFN 原則を基本とす

る GATT/WTO の国際ルールと異なったルールを形成する懸念があることを否定できない。

東アジアにおいて出来上がるルールが GATT/WTO ルールと異なるものとなるとすれば、世

界の貿易ルールにとってはもちろんのこと、中国・東アジア諸国が今後、質の高い市場を

形成する上にとっても、望ましいこととは思われない。財・サービス貿易のアウトソーシ

ングを通じた米国、EU、中国、インドを軸とする国際的工程間分業の拡大は、貿易ルール

のグローバル化への回帰を求めている。東アジアに限定した地域貿易ルールを形成するこ

とは、質の低い、閉鎖的な市場を形成し、国際貿易の発展に障害をもたらすだけでなく、

東アジア諸国の自らの利益にも反することになるであろう。 
 東アジア諸国は今後も工業品の貿易拡大によって経済発展を実現するであろう。国際的

工程間分業による利益を実現するために、東アジアには、さらに多くの直接投資と技術移

転が期待される。こうした直接投資や技術移転は、直接投資に対する予想されない規制や
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政治的リスクから保護され、知的財産権が適切に保護されることによって促進される11。知

的財産権の保護のルールはTRIPs協定において合意されているが、その実効性をいかにして

担保するかの問題が残っている。この問題に対しては、WTOにおける紛争処理手続きが有

効であろう。知的財産権の保護を巡って米国が中国をWTOに提訴したことが引き金になっ

て、EUがこれに参加することになった 近の事例はその一例である。WTOにおける紛争処

理手続きは、透明性とMFN原則を維持する。この機能は、セーフガード、アンチダンピン

グのフェアな適用や投資・知的財産権の保護に関する国際合意の履行を確保する上で、ま

た、FTAが有するかも知れない貿易歪曲的効果を排除する上で、有効であり、WTOルール

における も重要なものの一つである。 
 財・サービス貿易における日本のプレゼンスは、1980 年代と現代では大きく異なってい

る。日本の貿易利益は、1980 年代に見られた貿易大国の利益ではなく、「小国の貿易利益」

を享受するタイプへと変化しつつある。中国、インド、東アジア諸国をはじめとする多く

の国々がコミットする自由無差別な国際貿易ルールと紛争処理手続きの整備に、日本が積

極的に貢献することは、世界の貿易の拡大を通じて、多くの国に利益をもたらすだけでな

く、質の高い世界市場を形成する上で、重要である。そうした貿易ルールに参加すること

は、中国、インド、東アジア諸国にとって、間違いなく大きな利益をとなるであろう。そ

の結果、日本に対しても利益をもたらすであろう。日本の貿易政策は、1970 年代初期まで

は「多角的自由貿易ルールに追随する小国型」であった。21 世紀の貿易政策は「多角的自

由貿易ルールをリードする小国型」として、地域に閉鎖された貿易ルールの形成でなく、

質の高い世界市場を目指したグローバルな国際貿易ルールの形成を指向することが求めら

れている。

                                                  
11 知的財産権の保護が日本企業の海外への技術移転にポジティブな影響を与えることが明らか

にされている。Wakasugi and Ito (2007)を参照。 
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図1　所得水準と知的財産権の保護
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