
不公正貿易報告書を受けた経済産業省の取組方針

（2005年４月18日発表）

産業構造審議会WTO部会不公正貿易政策・措置調査小委員会が本日とりまとめ、公表した2005

年版不公正貿易報告書は、WTOルールをはじめとする国際ルールに照らし改善が求められる若し

くは期待される主要国の貿易政策・措置について指摘を行っている。

この指摘を受け、昨年３月29日に発表した「不公正貿易報告書を受けた経済産業省の取組方針」

（以下、「経済産業省の取組方針」とする）のフォローアップおよび、この結果を受けて、経済産業

省として、今後の通商政策を進めていく上で、当面の優先度が高いと考える事項及びそれらに対す

る取組方針は以下のとおりである。

１．2004年３月29日発表「経済産業省の取組方針」のフォローアップ

昨年の３月29日に発表「経済産業省の取組方針」においては、今後の通商政策を進めていく上で

当面の優先度が高いと考える個別貿易政策・措置の事項として、16件をとりあげた。これらの事項

について取組方針に基づき取り組んだ結果、表１に示すとおり、６件については、今後も政策・措

置の動向を引き続き注視する必要はあるが、現段階において概ね問題は解消されていることとなっ

た。残る10件の事項については部分的に改善がみられる政策・措置もあるが、引き続き取り組んで

いく必要がある。

表１．2004年３月29日発表 個別貿易政策・措置のフォローアップ

対象国・地域 2004年３月29日発表優先取組事項 フォローアップ
結果（注）

1916年アンチ・ダンピング法 ○

米国 バード修正条項 △

日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置 △

半導体に賦課される増値税の還付に関する問題 ○

自動車販売に関する輸入車と国産車の併売に関する問題 ○

自動車・同部品の輸入割当制度の運用 ○

中国 写真フィルム等に関する関税譲許不履行 △

アンチ・ダンピング措置の運用 △

貿易権・流通業に関する法整備の遅れ ○

模倣品・海賊版等の不正商品の横行 △

化学品規制（REACH）案 △

EU 電気・電子機器廃棄物に関する指令（WEEE） △

電気・電子における特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS） △

マレーシア：自動車に関する内国税の適用等に関する問題 △
ASEAN

タイ：デジタルカメラの関税賦課に関する問題 ○

東アジア各国
（注）共通 模倣品・海賊版等の不正商品の横行 △

(注) フォローアップ結果：○ 今後の措置・政策の動向を注視する必要はあるが、概ね問題は解消。
△ 継続して取り組む必要あり。

(注) 東アジア各国：中国、香港、台湾、韓国、ASEAN
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２．2005年版不公正貿易報告書を受けた今後の経済産業省の取組方針

経済産業省として、今後の通商政策を進めていく上で、当面の優先度が高いと考える事項及びそ

れらに対する取組方針は以下のとおりである。なお、優先取組事項は、表２に示すとおり、「経済産

業省の取組方針」のフォローアップにおいて引き続き取り組む必要があるとされた10件と新規案件

の３件の合計13件である。なお、昨年に発表した優先取組事項と本年の優先取組事項との比較を（参

考１）に、「経済産業省の取組方針」に掲げた個別貿易政策・措置の概要を、昨年の「経済産業省の

取組方針」のフォローアップとともに（参考２）に掲載する。

表２．今後の優先取組事項

対象国・地域 優先取組事項 備考

バード修正条項 継続

米国 日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置 継続

ゼロイング方式によるダンピング値幅の算定 新規

写真フィルム等に関する関税譲許不履行 継続

アンチ・ダンピング措置の運用 継続
中国

模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題 継続

完成車特徴認定制度の問題 新規

化学品規制（REACH）案 継続

EU 電気・電子機器廃棄物に関する指令（WEEE） 継続

電気・電子における特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS） 継続

マレーシア：自動車に関する内国税の適用等に関する問題 継続
ASEAN

インドネシア：デジタルカメラの関税賦課に関する問題 新規

東アジア各国
（注）共通 模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題 継続

(注) 東アジア各国：中国、香港、台湾、韓国、ASEAN、インド（本年よりインドを対象国に追加）

○ 今後の取組方針

＜米 国＞

米国は、貿易救済措置を頻繁に発動している国の一つであり、中でもアンチ・ダンピング分野の

制度や運用には多くの問題が見られ、我が国をはじめ多くの国がその濫用的な運用の被害を被って

きたところである。

このため、わが国をはじめとする関係国による取り組みを行ってきた結果、1916年アンチ・ダン

ピング法については、12月３日に米大統領の署名をもって廃止されたことを歓迎する。

しかしながら、当省としては、米国において濫用的な運用と認められる貿易救済措置が存在し、

引き続きその是正に向けた対応を行っていく。特に、WTO不整合性が確定したバード修正条項につ

いては、米国が紛争解決機関（DSB）の勧告を迅速に履行しない場合、その履行に向けて、他の共

同申立国とも連携して働きかけを行い、対抗措置の発動も辞さない方針である。また、熱延鋼板に
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対するアンチ・ダンピング措置についても、履行期限内に所要の法改正等が行われるよう引き続き

注視していく。さらに、ゼロイング方式によるダンピング値幅の算定についても、WTOの紛争解決

メカニズム等を通じて、その制度の廃止に向けて取り組んでいく。

・バード修正条項（1930年関税法修正条項）

・日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置

・ゼロイング方式によるダンピング値幅の算定（新規案件）

＜中 国＞

中国は、WTO加盟に伴い広範な約束を行っており、加盟以降多数の法令の改廃を行ってきた。半

導体に賦課される増値税の還付に関する問題についても、わが国を始めとする関係国の取り組みの

結果、本年４月には完全に廃止の表明がされたことは評価できる。しかしながら、その他の制度に

おいて国内法制の整備・改正の遅れやそれらの透明かつ統一的な運用の不徹底、さらに保護主義的

であると考えられる新たな制度の制定や運用など、是正が望まれる点が多数ある。

特に以下の措置については問題の程度が大きく、我が国として大きな懸念を有する。当省として

は、当省と中国国家発展改革委員会、商務部との次官級協議、産業別の官民対話やWTOの経過的レ

ビューメカニズムを含むさまざまな機会を活用し、引き続きWTO加盟議定書上の義務の着実な履

行を求めていく。また、写真フィルム等に関する関税譲許不履行の問題についても、さまざまな機

会を通して、本件の問題解決に向けた取り組みを行う。

・写真フィルム等に関する関税譲許不履行

・アンチ・ダンピング措置の運用

・模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題

・完成車特徴認定制度の問題（新規案件）

＜E U＞

EUにおいては、環境や健康、安全等に関する共通の域内規制が新たに導入されつつあるが、その

我が国産業に与える影響が大きく、産業界においてその貿易制限的効果への懸念が高い。中でも、

以下の措置については、我が国産業界としてもその内容に大きな懸念を有しているところである。

当省としては、これら規制が我が国の懸念を十分踏まえたものとなるよう、引き続きEUに求めて

いく。

・化学品規制（REACH）案

・電気・電子機器廃棄物に関する指令（WEEE）

・電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS）
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＜ASEAN＞

ASEAN各国においては、高関税品目やサービス貿易や投資についての外資規制等が多く残存し

ており、産業界の大きな懸念事項となっている。これらの多くは、WTO協定上の義務に必ずしも違

反するものではないが、自由貿易を推進する観点から自由化の進展が望まれる。

当省としては、WTO新ラウンド交渉とFTA交渉を多層的に活用しつつ、これら措置の改善に向

け最大限努力する。

また、協定整合性について懸念のある以下の事項については、FTA交渉を含む、さまざまな場を

活用しつつ、協定整合性が確保されるよう求めていく。

・マレーシア：自動車に関する内国税の適用等に関する問題

・インドネシア：デジタルカメラの関税賦課に関する問題（新規案件）

＜アジア各国・地域（中国、香港、台湾、韓国、ASEAN、インド）共通＞

アジア各国・地域における模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題は、我が国産業界にとって

大きな問題となっている。

当省としては、かかる実態を是正するため、各国の国内法制の整備だけでなく、その適切かつ効

果的な運用や行政・司法各部門での取締りの強化などを求めていくとともに、そのための協力も行

っていく。

特に、我が国企業への被害が最も大きい中国については、国内法制の運用の改善や取締りの強化

を政府レベルで求めていくほか、個別企業による取締要請や情報提供、業界単位での意見交換等の

民間ベースでの各種活動について、JETRO等とも協力し、これら取り組みの一層の促進を支援する

こととする。

以 上
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（参考１）2004年度および 2005年度発表の優先取組事項の比較

対象国･地域 2004年３月29日発表優先取組事項 フォローアップ
結果(注) 2005年４月18日発表優先取組事項

1916年アンチ・ダンピング法 ○

バード修正条項 △ バード修正条項
米国

日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置 △ 日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置

(新規案件)ゼロイング方式によるダンピング値幅の算定

半導体に賦課される増値税の還付に関する問題 ○

自動車販売に関する輸入車と国産車の併売に関する問題 ○

自動車・同部品の輸入割当制度の運用 ○

写真フィルム等に関する関税譲許不履行 △ 写真フィルム等に関する関税譲許不履行
中国

アンチ・ダンピング措置の運用 △ アンチ・ダンピング措置の運用

貿易権・流通業に関する法整備の遅れ ○

模倣品・海賊版等の不正商品の横行 △ 模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題

(新規案件)完成車特徴認定制度の問題

化学品規制（REACH）案 △ 化学品規制（REACH）案

EU 電気・電子機器廃棄物に関する指令（WEEE） △ 電気・電子機器廃棄物に関する指令（WEEE）

電気・電子における特定有害物質の使用制限に関する指令 △ 電気・電子における特定有害物質の使用制限に関する指令

マレーシア：自動車に関する内国税の適用等に関する問題 △ マレーシア：自動車に関する内国税の適用等に関する問題

ASEAN タイ：デジタルカメラの関税賦課に関する問題 ○

(新規案件)インドネシア：デジタルカメラの関税賦課に関する問題

アジア各国
（注）共通 模倣品・海賊版等の不正商品の横行 △ 模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題

(注) フォローアップ結果：○ 今後の措置・政策の動向を注視する必要はあるが、概ね問題は解消、△ 継続して取り組む必

要あり

(注) アジア各国：中国、香港、台湾、韓国、ASEAN、インド（本年よりインドを対象国に追加）
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（参考２）

「不公正貿易報告書を受けた経済産業省の取組方針」

に掲げた個別貿易政策・措置の概要

「経済産業省の取組方針」に掲げた各個別貿易政策・措置の概要を解説するとともに、昨年３月

29日に発表された「経済産業省の取組方針」に掲げられた個別貿易政策・措置については、そのフ

ォローアップの結果をあわせて掲載する。

＜米 国＞

1916年アンチ・ダンピング法

米国1916年アンチ・ダンピング（AD）法は、米国内産業に被害を与える意図をもってダンピン

グ輸入又は販売した者に対して罰金や懲役を科し、ダンピングの被害者に被害額の３倍の損害賠償

請求を認める旨を規定している。

同法については、我が国及びEUの申立てに基づき、パネル及び上級委員会においてWTO協定

違反であるとの判断が示され、2000年９月に是正の勧告（上級委員会報告の採択）がなされた。し

かし、2001年12月の履行期限経過後も、米国は同法を廃止せず、昨年５月には、同法に基づき米国

連邦地裁において日本企業に約40億円の損害賠償を命ずる判決が出された。

日本政府は、WTOや二国間協議の場において繰り返し同法の早期廃止を働きかけ、その結果、昨

年６月に公表された日米規制改革及び競争政策イニシアティブにおいて、米国政府は廃止法案を支

持する旨を表明した。また、昨年８月には、上記日本企業の訴訟案件に関し、WTO協定違反の法律

を適用することについての問題提起等を行うため、米国連邦控訴裁判所に対し、日本政府より第三

者意見書（アミカス・ブリーフ）を提出した。

さらに経済産業省において、上記日本企業に対する訴訟の進行を契機に、1916年AD法に基づく

訴訟によって我が国企業が被った損害の回復を目的とする立法の検討が進められた。その結果、昨

年の第161回臨時国会において、日本企業の米国提訴企業等に対する損害回復請求権と、米国判決

の日本国内での承認・執行の否定を柱とする我が国初の「損害回復法」（「アメリカ合衆国の千九百

十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法」）が成立し、昨年12月

８日に公布・施行された。

このような状況を背景として、米国連邦議会は、1916年AD法の廃止条項を含む法案を昨年10月

８日に下院で可決し、同年11月19日に上院で可決、成立させた。同法案は同年12月３日に米大統

領により署名され、これにより1916年AD法は廃止された。

しかし、上記廃止条項には遡及効がなく、そのため廃止の時点で米国裁判所に係属中の案件に対

しては廃止の効力が及ばない。さらに、1916年AD法廃止の直前である11月23日、破産した米国

企業の破産管財人が同法に基づいて日本企業を提訴するという事態が発生した。

現時点で、我が国企業に対し、1916年AD法に基づく訴訟は、この新たな訴訟提起案件を含めて

２件が係属しているところ、これらの訴訟案件は我が国損害回復法に基づく救済の対象となりうる。

今後、日本政府としては、これらの訴訟の行方に注視するとともに、訴訟により我が国企業が不利

vi



益を被ることがないよう、引き続き米国政府と連絡を密に対応していく。

バード修正条項（1930年関税法修正条項）

米国のいわゆるバード修正条項（1930年関税法修正条項）は、アンチ・ダンピング税及び相殺関

税による収入を提訴した米国内の企業に分配することを規定したものである。

我が国及びEUを含む計11ヶ国・地域の申し立てに基づき設置されたパネル及び上級委員会にお

いてWTO協定違反であるとの判断が示され、是正（バード修正条項廃止）の勧告がなされた（上級

委員会報告の採択は2003年１月）。

しかしながら、その後、米国議会において廃止法案の審議が進んでおらず、同条項の改廃が行わ

れないまま2003年12月の履行期限も経過した。そのため、昨年１月、日本・EU等は共同でWTO

に対し、対抗措置の承認を申請し、８月、同条項に基づく分配金の72％の対抗措置を認める旨の

WTOによる仲裁判断が示された。これを受けて、昨年末、共同申立を行った８ヶ国・地域は対抗措

置の内容をWTOに申請し、承認を受けた。日本政府としては、今後、他の共同申立国・地域と連携

し、あらゆるレベルでバード修正条項の迅速な撤廃に向けた働きかけを行う。その効果が見られな

い場合には、対抗措置を発動する可能性も否定できない。

日本製熱延鋼板に対するアンチ・ダンピング措置

米国は、1998年10月、日本製熱延鋼板に対するAD調査を開始し、1999年６月にアンチ・ダン

ピング税賦課を決定した。同措置については、パネル及び上級委員会において、ダンピング・マー

ジンの算定方法等がWTO協定違反であるとの判断が示され、2002年８月に違反が確定して是正の

勧告がなされた。

米国は、当初の履行期限（2002年11月）までの間に、上級委員会勧告のうち米国アンチ・ダンピ

ング法の改正等一部については履行できず、その後３度にわたり履行期限の延長を要請した。

これに対し、我が国は、米国行政府が既に一部は履行済みであるとともに上記法律改正について

も議会に対して働きかけを続けていることなどを勘案して履行期限の延長を認めており、本年７月

末が期限となっている。

我が国は、WTO・紛争解決機関（DSB）会合、二国間協議等の場を通して、米国側に一刻も早い

勧告履行を強く働きかけていく。

ゼロイング方式によるダンピング値幅の算定（新規案件）

米国では、アンチ・ダンピング調査対象産品をいくつかのタイプに分類し、あるタイプの製品に

ついて輸出価格が国内価額より高い場合、この差をゼロとみなし、ダンピング・マージンを高く算

出する方法である。

ゼロイングによるダンピング値幅の算定手法は、ダンピングを行っていないとされる取引を実質

的に無視する不公平な計算方法であり、WTO協定との整合性の観点からも問題のある措置である

と考えられる。そのため、我が国は、昨年11月にWTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、同

年12月に日米二国間協議を行った。その結果、満足のいく結果が得られなかったため、本年２月に
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開催されたWTO・紛争解決機関（DSB）会合において、我が国による要請に基づき、当該パネルの

設置が決定されている。

＜中 国＞

半導体に賦課される増値税の還付に関する問題

半導体製品に賦課される増値税（付加価値税）について、中国は、国務院通達により国内生産半

導体に限っては当該国内生産者に増値税の還付を行っており、これによって、事実上輸入品が国産

品より高い税を賦課されている懸念があった。

本件につき、米国は昨年３月18日にWTO協定に基づく協議要請を行い、我が国も、同年４月に

行われた米中協議に第三国として参加した。その後、米中間にて非公式な協議が継続されていたが、

同年７月に、米中双方が中国の当該措置を本年４月１日までに廃止することで合意した旨発表され

た。本廃止については評価出来る。

一方、中国側は、昨年９月に半導体に関する研究開発及び人材育成に関する政府支援は引き続き

行っていくと発表しており、これらの具体的な内容について、昨年９月以降開催されているWTOの

中国TRM（経過的審査メカニズム：Transitional Review Mechanism）の場にて中国側に質問を行っ

たが、本件については未だ検討中でありいずれにしてもWTO協定整合的な支援となる予定、という

のみの回答にとどまっており、本件の動向については今後とも注視していく。

自動車販売に関する輸入車と国産車の併売に関する問題

一昨年末に、中国国内での自動車販売に関し、同一の販売網において輸入車と国産車の両方を取

り扱うことを制限する内容の政策を中国政府が近く発表するとの報道がなされた。そのような制限

が仮に導入されれば、ディーラーが輸入車を扱うためには国産車の販売を諦めない限りは新たに販

売網を整備する必要が生じ、事実上輸入車に不利な待遇が強いられる懸念があった。

昨年６月に公布された自動車産業政策によれば、係る制限について明示的な規定はないが、依然

として実施細則等で制限する可能性も残っている。このため、本件につき、同年６月に開催された

日中経済パートナーシップ協議フォローアップ会合、及び同年９月から行われた中国TRMにおい

ても問題の指摘を行った。本件の動向については今後とも注視していく。

自動車・同部品の輸入割当制度の運用

自動車及び自動車主要部品について、中国は2004年末まで輸入割当を行うこと、割当額は初年度

の60億ドルから年率15％の割合で拡大すること等を加盟議定書で約束しており、これに基づき、

2002年の輸入割当総額が79.4億ドルと公告され、同年４月に割当の配分が実施された。しかし、配

分結果（配分先企業名、品目別の配分額、配分対象原産国）が公表されなかったこと、79.4億ドル

の輸入割当額に対し、割当対象期間である2002年４月から2003年３月までの輸入割当対象品目の

輸入実績が38.5億ドルと極めて少ない状況であったことから、約束通りの割当が実行されていない

のではないかとの懸念が生じた。

また、2003年４月から2004年３月までの実績についても、割当枠が約91億ドルに対し、輸入実
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績は52.8億ドルに留まっており、大きな乖離があった。

本件については、昨年５月の経済産業省・中国商務部次官級協議においても懸念を表明。同年９

月から行われている中国TRMにおいても、割当制度の運用に関する質問をしたところ、中国側より

如何なる数量制限も2005年までに撤廃するとの回答を得た。その結果、中国政府は、WTO加盟約

束どおり輸入割当制度を廃止したものの、2005年１月１日より輸入数量のモニタリングを目的とし

た自動輸入許可制度を導入しており、新制度が輸入制限的な措置とならないよう引き続き状況を注

視していく。

写真フィルム等に関する関税譲許不履行

加盟議定書上、中国は、写真感光材料HS37類については、2002年時点で、従価税で０～53.5％

の税率を約束した。しかし、これら写真感光材料のうち、約半数に相当する35品目（一般的な写真

フィルムを含む）については、中国政府は、加盟約束上の譲許税率を適用せずに従量税を課してい

た。この従量税率を従価税率に換算すると、譲許税率よりも相当高い水準になっていた（例えば35

㎜カラーネガフィルムについては、2002年時点で譲許税率42％であるところ従価税換算で100％

超の従量税を課していた）。

2002年より様々な機会を通じ中国側に改善を要請してきたが、2003年、2004年及び2005年の改

正においても、同従量税の一部引き下げが行われたが、依然として、問題となっている全ての品目

について、従価税ではなく従量税が維持され、また従価税換算税率は譲許税率よりも相当高い水準

となっている。

我が国としては、二国間での専門家会合等さまざまな機会を通して、本件の問題解決に向けた取

り組みを行う。

アンチ・ダンピング措置の運用

中国は、WTO加盟後本年３月末までの間に既に23件（我が国産品が対象に含まれる案件はその

うち17件）ものアンチ・ダンピング調査を開始しており、加盟前に比してその数の急増が注目され

る。

それらアンチ・ダンピング措置を発動するために調査にあたり、一般的に次の事項を含む様々な

問題がある。

・産品の品質・用途等を十分に精査しないまま「被調査産品」又は「同種の産品」を認定してい

ること

・ダンピング・マージン算定、損害認定の根拠としたデータを応訴企業に対して十分に示してい

ないこと

・損害の決定に際して、累積による評価を行なうことが妥当であることの具体的な証拠を提示せ

ずに累積による評価を実施していること

我が国は、WTOのAD委員会、二国間協議等の場において、中国調査当局がWTO協定整合的に

制度を運用するように強く働きかけている。
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貿易権・流通業に関する法整備の遅れ

中国は、WTO加盟までは貿易権（中国政府の許可により付与されるモノの貿易を行う権利）の付

与を一部の中国企業に限定し、外国企業が貿易を行うことは原則禁止していたが、加盟に伴って、

加盟後３年以内（2004年12月まで）に、すべての中国国内の企業（外資企業を含む。）に対して、

一部例外品目を除き貿易権の取得を認めることを約束している。

この点については、昨年７月１日に改正対外貿易法が施行されたことに伴い、加盟約束どおり、

全ての対外貿易事業者（外資企業を含む）は、届出を行えば直ちに貿易権が付与されることとなっ

た。同年９月から実施されている中国TRMのプロセスにおいて、本法がWTO整合的に運用される

よう申し入れた。

また、中国は、WTO加盟に際し、流通業に関して大幅な外資への市場開放を認め、一部例外を除

き、卸売業及び小売業については、加盟後２年以内に、外資のマジョリティ参加による合弁形態が

可能となり、加盟後３年以内に、外資出資比率規制が撤廃されること等を約束した。これに関して

は、昨年６月１日に外商投資商業領域管理弁法が施行されたことに伴い、法律上は加盟約束どおり

外資出資比率規制が撤廃された。また、同年９月に実施された中国TRMにおいて、本法がWTO整

合的かつ加盟約束に基づき運用されるよう申し入れた。また、本法律に基づく実施細則を制定する

準備を行っているとの情報があったが、一方で、その後に実施細則の起草をとりやめたとの情報も

ある。そのため、我が国は2004年12月に実施されたWTO一般理事会や日中経済パートナーシップ

協議等を通じて、実施細則の公表・施行を求めた。貿易権・流通業に関する法整備の動向について

今後とも注視していく。

模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題

中国をはじめとするアジア各国・地域における模倣品・海賊版等の不正商品に関する問題に対し、

日本政府は、APEC、WIPO、WTO等の多国間協議や二国間協議の場において、各国の国内法制の

整備や、その適切かつ効果的な運用、行政・司法各部門での取締りの強化などを求めている。また、

模倣品被害の深刻な国・地域における取締りの実効性向上を図るため、現地の税関、警察、裁判所、

知的財産権局等、関係機関の人材育成を支援している。

さらに、個別企業による相談や情報提供依頼への対応、業界単位での中国政府・業界との意見交

換、ミッション派遣等の民間ベースでの各種活動の支援を一層促進するため、昨年７月、経済産業

省内に「模倣品対策・通商室」を設置するとともに、政府の一元的な相談窓口として、同年８月、

同室に「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」を開設した。

これらの取り組みなどを通じ、例えば中国では、昨年12月に刑事訴追基準を見直すなどの動きが

みられるが、模倣品・海賊版等の不正商品の横行の実態はなお大きな問題であり、我が国企業が受

けている被害も甚大である。このため、法制の適切かつ効果的な運用、刑事上及び行政上の取締り

強化、民事上の救済の適正化、地方保護主義の是正などを引き続き求めていく。

完成車特徴認定制度の問題（新規案件）

2004年６月に公布された自動車産業発展政策において、輸入された主要部品（ボディー、エンジ
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ン、トランスミッション、等）が規定数量に達し、あるいは規定数量を超えた場合、完成車の特徴

を備えているものとみなし、自動車部品の関税率ではなく、完成車の関税率を適用することが規定

されている。

このため、昨年９月及び11月に行われた市場アクセス委員会及び物品理事会において、WTO協

定に違反していることの懸念を表明したところ、完全現地組立部品（CKD）及び部分現地組立部品

（SKD）に関する現行の措置に変更はない旨の回答があった。しかしながら、中国は2005年２月28

日付けで「完成車特徴を構成する自動車部品輸入管理弁法」を公布し、CKD及び SKD部品を輸入

する場合、あるいは主要部品の輸入量が規定数量以上となった場合に完成車関税を賦課する旨を規

定した（同弁法は2005年４月１日から施行）。我が国としては、WTOや二国間協議の場で、引き続

きガット及び中国のWTO加盟作業部会報告書との整合性について問題提起をしていく。なお、本件

については、EU及び欧州の自動車産業界も高い関心を有している。

＜E U＞

化学品規制（REACH）案

欧州委員会は、2003年５月、化学物質のリスク評価・管理強化を内容とする新たな化学品規制

（REACH：Registration,Evaluation and Authorization of Chemicals）案を公表した。その後当初の案

は修正されたが、同年10月に最終案が採択された。本規制案は同年11月に欧州議会、閣僚理事会

に提出され、現在法制化手続が進められている。

本規制案は、成形品の含有化学物質の登録に関する適用除外規定の対象が事実上域内製造業者に

限られることなど、域内製造業者に比し輸入業者に対して過剰な負担を課すおそれがある。

昨年１月にEUからWTOへ正式通報されたREACH規則案に対し、我が国のコメントを同年６

月に提出した。また、WTO/TBT委員会や、日EU規制改革対話等の様々な機会に懸念を表明して

きている。これらに対しEU側は、WTO協定上整合性はとれており、今後、ガイダンスの作成に加

え、更なる対話を行う用意がある旨回答している。このため、さまざまな機会を通して、引き続き

問題解決に向けた取り組みを行う。

電気・電子機器廃棄物に関する指令（WEEE）

電気・電子機器廃棄物の発生予防、廃棄物処理削減のために、廃棄物の再利用、リサイクル、そ

の他の形での再利用を目指すEU指令は、一昨年２月に発効した。同指令に基づき、昨年８月までに

各加盟国の国内法が整備されることとなっていたが、現時点において、ほとんどの加盟国では施行

まで至っていない状況である。製造事業者の義務範囲の明確化等について我が国として関心を有し

ている。

本件については、昨年２月の日・EU規制改革対話において、上記の問題意識を踏まえて取り上げ

たところ。これに対しEU側は、多くのEU加盟国は法制化の最終段階にあると説明するとともに、

本年中に義務範囲の明確化等にかかるガイダンス資料を公表する予定である旨回答している。この

ため、さまざまな機会を通して、引き続き問題解決に向けた取り組みを行う。
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電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS）

電気・電子機器中の有害物質の使用制限に関する法規を加盟国間で接近させ、人の健康の保護を

目指し、電気・電子機器廃棄物の環境に無害な方法での再利用等に寄与することを目指すEU指令

は、一昨年２月に発効した。同指令に基づき本年８月までに各加盟国の国内法が整備されることと

なっていたが、現時点において、ほとんどの加盟国では施行まで至っていない状況である。対象製

品の明確化、有害物資の含有許容量の最大値（闘値）の基準設定等について我が国として関心を有

している。

本件については、昨年２月の日・EU規制改革対話において、上記の問題意識を踏まえて取り上げ

たところ。これに対しEU側は、多くのEU加盟国は法制化の最終段階にあると説明するとともに、

本年中に対象の範囲等にかかるガイダンス資料の公表する予定である旨回答している。このため、

さまざまな機会を通して、引き続き問題解決に向けた取り組みを行う。

＜ASEAN＞

マレーシア：自動車に関する内国税の適用等に関する問題

マレーシアにおいては、自動車に関し、特定の同国内のメーカーが製造する自動車を国民車とし

て指定し（現在は４社）、それらのメーカーが製造する国民車とそれ以外のメーカーが製造する非国

民車との間で、物品税（マレーシア国内で製造された自動車等特定の物品に対して課税される内国

税）の賦課につき差別的な取扱いがなされていた。昨年１月より、輸入完成車（CBU）に対しても

新たに非国民車と同率の物品税が課されることとなり、こうした国民車のみに対する物品税の優遇

は、事実上、国産車と輸入車との間の差別となり、内外差別的な措置となっていると考えられる。

本年１月にも、CBUと完全現地組立部品（CKD）の関税率が引き下げられる一方で、物品税が大幅

に引き上げられている（本年の物品税率は、最高250％）。

このような、輸入品と国産品の物品税の差別については、昨年来開催されている日マレーシア

EPA交渉において、WTO協定整合性に問題があるとして差別の撤廃を求めている。また、ブミプ

トラ系企業を優遇する目的の自動車の輸入に関する輸入許可制度は、事実上輸入数量を制限するよ

うに運用されている可能性が高く、その改善を求めているが、今後とも、引き続き日マレーシアEPA

交渉等を通じ、これらの差別的な措置の改善を求めていく。

タイ、インドネシア：デジタルカメラの関税賦課に関する問題

タイにおいては、これまで ITA（Information Technology Agreement：情報技術協定）に基づき、

デジタルカメラを「デジタル方式で静止画像を撮影するカメラ」とみなして無税として扱ってきた。

しかし、HSコードが2002年１月から改正されたことを契機として、デジタルカメラの関税分類を

変更し、３％の関税を賦課し始めた。本件は、HSコードの改正の有無に関わらず、デジタルカメラ

について無税の措置を維持することを義務づける国際ルールに反している。

そのため、関税賦課実施後、経済産業省はタイ政府に対して複数回に渡り、是正を申し入れてき

た。また、昨年10月のWTO╱ ITA委員会の場も活用しつつ、本件について改善を要請し続けてき

たところ、本年１月に、デジタルカメラは ITA対象品目である「デジタル方式で静止画像を撮影す
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るカメラ」に該当し、今後無税扱いとするとの決定がタイ政府内において行われた。また、本年２

月24日の ITA委員会の場において、タイ政府から ITA参加国に対し、正式に報告された。

また、インドネシアにおいても、デジタルカメラについて、2003年には５％の関税を賦課し、更

に、2004年１月にASEAN統一品目表を導入した際に、デジタルカメラの分類を変更し、15％の関

税を賦課し始めたことから、同様の観点から国際ルールに反しているものと考えられるため、ITA

委員会の場などあらゆる機会を通じて、本件の問題解決に向けた取り組みを行う。

以 上

xiii

取
組
方
針




