
 1 / 20 

 

WTO体制下における関税同盟の動向と課題・・・GCCのケースを参考に・・・ 
                         岩田伸人（青山学院大学）  

はじめに 

  

 バラッサ(Balassa, 1961)1は、第二次世界大戦直後の欧州における「共同体」(1951年の

欧州石炭鉄鋼共同体、1957年の欧州経済共同体および欧州原子力共同体)の設立などからヒ

ントを得て、地域統合が進化/深化するプロセス2を５つの段階で説明した。 

 すなわち第１段階を自由貿易地域（Free Trade Area：域内の関税撤廃）、第２段階を関

税同盟（Customs Union:+共通域外関税）、第３段階を共同市場(Common Market: ++人・

サービスなど生産要素の域内移動の自由化3)、第４段階を経済同盟(Economic Union: +++

共通通貨や金融政策の統一など域内経済政策の調和化)、そして第5段階を経済統合

(Economic integration: ++++完全な経済統合)、と名付けて一つのモデルを示した4。 

 現在のFTA(自由貿易協定: Free Trade Agreement、日本ではEPAと呼称)は、このバラ

ッサ・モデルの第一段階に相当する。このFTAの数は、WTO発足(1995年)の前後から増加

の一途にあり、今や全世界の国の総数(約200ヵ国)を優に上回る。 

WTOでは、FTAや関税同盟など複数国間の自由貿易協定を総称してRTA(Regional 

Trade Agreement : 地域貿易協定)と呼称している。最近ではPTA(特恵的貿易取極め)の呼

称も用いられている。 

 2014年１月時点で、WTO事務局に通報されたRTAの数は600近くであり、うち377が既

に発効済みとされる(WTO事務局WEBサイト)5。しかし、そのうち関税同盟の数はわずか

18に過ぎず、それら関税同盟の半数以上は、2000年以降に締結されたものであり、主にア

フリカ大陸および中東の国々が関わるものである。 

 もし冒頭のバラッサ・モデルが現代の経済統合にも当てはまるならば、今、世界に数百も

存在し、さらに増加の傾向にあるFTAは、いずれかの時点で関税同盟へ移行するのだろう

か？ 

 関税同盟の典型的モデルとして、欧州の28カ国で構成されるEU(欧州連合)をあげること

が常であるが、果たしてEUは今後の国々が目指す”模範”的なFTAの次の段階のモデルとな

るのだろうか？  

                                            
1 Balassa, Bela(1961) “The Theory of Economic Integration”. Homewood, Illinois: Richard D. 

Irwin. 
2 通商白書(2005年)の第３章では、Balassa(1961)の地域統合モデルを[1]自由貿易地域（域内関税

を撤廃）、[2]関税同盟（域外関税を共通化）、[3]共同市場（資本や労働移動も自由化）、[4]経

済同盟（租税措置、各種規制、経済政策の共通化）、[5]完全経済同盟（予算制度や通貨措置の一

本化）の五段階に分類した上で、EUは1987年の単一欧州議定書の発効を契機に、関税同盟から共同

市場へ発展し、「経済同盟」の段階へと統合を深化させたとしている。 

参考＜http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2005/2005honbun/html/H3412000.html＞ 
3東條吉純(2008)「地域経済統合における人の移動の自由化」RIETI Discussion Paper 07-J-008 
4 WTO 条文では、GATT 第 24 条のタイトルが「関税同盟および自由貿易地域」とあるのに対して、

サービス貿易協定(GATS)第５条のタイトルは「経済統合(Economic Integration)」となっており、

後者(GATS)の方が、前者（GATT で定める関税同盟・FTA）より進化した統合形態がイメージさ

れている。GATS では、人の移動や投資(モード３)および国内規制を含めた域内サービス貿易の自

由化について定めている。Balassa の統合モデルに従えば EU は Economic Union と Economic 

integration の中間段階にあるともいえるが、本稿では、取り敢えず EU を関税同盟の一例として

扱う。 
5 WTO database＜http://rtais.wto.org＞［access:2014 年５月８日］ 
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 関税同盟の利点は、一国では政治経済的な影響力が弱い国々が協調して共通域外関税を

含む通商政策をとることで、市場（マーケット）や経済力の大きな先進国や途上国に対し、

より対等な立場で戦略的に行動できる点にあると言われる6。 

 もし、そうならば、現在交渉中でメガFTAと呼ばれているTPP(環太平洋パートナーシップ)、

環大西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）、そして 日-EU EPAなどの先進国間FTAに対抗

して、それらと異なる立場の途上国が、戦略的に行動する目的で関税同盟を形成、または

既存のFTAを関税同盟に発展させようとする兆候はあるのだろうか？ 

（本稿では我国のEPAもFTAと同じものと扱う） 

 

本稿で関税同盟の一事例に上げる中東アラブの主要石油産出６カ国による “GCC”(Gulf 

Cooperation Council: 湾岸協力会議)も、南米のMERCOSUR(以下「メルコスール」と略記。)

などと同様に、EU(欧州連合)の統合プロセスを念頭において形成されているのは明らかだ

が、関税同盟の結成の動機、およびそれに伴って作り出された制度や仕組みはEUのものと

は異なる。後述するように「関税同盟」を特徴づける共通域外関税の仕組みは、EUのよう

な「原産地原則」によるケースと、GCCのような「仕向地原則」に基づくケースとがある。 

 

 GCCは、イラン革命(1979年)に続きイラク(フセイン政権当時)がイランに侵攻(1980年)

した翌年の1981年11月11日に、それらの影響が及ぶのを防ぐ目的で中東の６カ国(サウジ

アラビア、オマーン、バーレーン、カタール、クウェート、アラブ首長国連邦)が、統一経

済協定(United Economic Agreement :UEA)をベースに、サウジアラビア主導の下で調印

に至っている。その後、1983年にはこれら６カ国間の域内関税を撤廃してFTA(Free Trade 

Agreement)として発効した。その20年後の2003年には５％の共通域外関税を設定した関

税同盟(Customs Union)として発効したが、農産物などに例外品目が認められたことで、

やや形骸化した面はある7。さらに2008年には共同市場(Common Market)へ移行したこと

になってはいるが、関税同盟ですら未だに完成していない状況の中で、2010年に導入の予

定だった共通通貨制度(common currency)も、2014年現在、未だに導入されてはいない8。 

 

１、地域貿易協定(Regional Trade Agreement) 

 

 2001年に中東カタールの首都ドーハでスタートしたWTO開発アジェンダ（通称WTOド

ーハ・ラウンド）は、2013年12月のWTOバリ閣僚会議で「貿易円滑化措置」など３分野

の部分合意を経て「貿易円滑化措置の協定」の暫定合意にもかかわらず、その後インドの

反対などによって、採択の期限とされていた2014年7月31日のWTO一般理事会での合意に

至らず、再び後退した9。 

 

                                            
6 石川城太(2005年 7月 19日)『通商政策と戦略』(日本経済新聞) 
7 GCC 事務局(Secretariat General,サウジアラビア・リアド)によれば、2003 年１月 1 

日より(関税同盟となった)GCC 域外からの全ての輸入産品（例外はタバコなど 417 品目）

に５％の共通関税を課し、当該産品を最初に受入れた GCC 加盟国の税関地点でいったん

徴収された関税収入は、当該産品の最終消費地点(final destination)が確定した後で国別に

按分される。UAE(アラブ首長国連邦)では自国内の７つの独立した首長国(Emirate)がそれ

ぞれ独自に財政運営をおこなっているが、国内の法人税などの収入は連邦予算に組み込ま

れ、関税収入は各首長国(最終消費地)に按分されるものと思われる。 
 
9 日経新聞(2014 年８月１日) 
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GATT/WTOでは、GATT第24条のタイトルが「Territorial Application — Frontier Traffic 

— Customs Unions and Free-trade Areas」とあるように、「関税同盟」(Customs Union)

という概念は、自由貿易地域(free trade area)と併記されている10。 

 FTAと関税同盟のいずれであっても、WTO協定上は、GATT第24条に定めた幾つかの条

件11、すなわち実質上すべての貿易障壁を妥当な期間内(原則10年以内)に撤廃することが満

たされれば、無差別原則（いわゆる最恵国待遇原則）の例外としてWTOルール整合的なも

のとして扱われる。ただし、WTOにFTA又は関税同盟として通報された時点で未だGATT

第24条の諸条件を完全に満たしてなくとも、WTOのウェブサイトにはそのまま、FTAや関

税同盟としてカウントされているケースが散見される。 

 既存の関税同盟の中で、GCCは、中東・北アフリカの代表的な関税同盟である12。 

          

 
 

 

 

 

                                            
10 Viner(1950)は貿易創出(trade creation)と貿易転換(trade diversion)の概念を用い、関税同

盟の効果を説明している(1950「The Customs Union Issue」p.51)。 

11 国々（先進国間又は先進国・開発途上国間）が物品貿易に関する地域貿易協定を締結する場合、

GATT 第24 条に基づき、関税その他の制限的通商規則を「実質上のすべての貿易（substantially 

all the trade）」について「妥当な期間内（within a reasonable length of time）」に撤廃（eliminated）

し、また域外国に対し関税その他の貿易障壁を高めてはならないとされている。 

『GATT 第24 条の規律明確化に与える示唆』REITI(経済産業研究所) 
12 World Bankは、GCCが中東・北アフリカにおける最も野心的な経済統合と評している。The GCC 

is the most advanced example of sub-regional integration in the MENA region, and its objectives are among 

the most ambitious in the developing world. 

参考：World Bank(October 2010)” Economic Integration in the GCC “ 

＜
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/10/12915910/economic-integration-gulf-cooperation-counc

il-gcc＞[access:28 Jun 2014] 
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３.関税同盟の動機 

 

 国々が関税同盟を形成しようとする動機は、国家や地域の歴史的背景や宗教・文化的な

背景によっても異なるが、敢えて大別すれば次の三つになる。 

 第一は、元々、経済的な相互依存関係が強かった国々が、関税同盟を形成することで以

前の依存関係を回復させることが動機となるケースである。例えば、1991年12月のソビエ

ト連邦崩壊の後に、ロシアを核とする国々は、CIS(独立国家共同体)13を形成し、これをベ

ースに「ユーラシア経済共同体」(EAEC)14へ発展し、さらに2015年にはユーラシア関税同

盟へ移行するという。 

「ユーラシア経済共同体」形成のメリットは、旧ソ連時代に経済的に分業体制の下にあっ

た国々が域内の貿易を自由化することで、相互に経済的利益を享受できる点にある。さら

に、ユーラシア関税同盟へ移行することで、ゲーム理論で言う戦略的互恵関係をEU との

間で構築することが容易になる可能性がある15。 

 第二は、中南米やアフリカ諸国のように、欧米の植民地政策によって一時的に分断され

ていた国々が、再び往来自由な一つのグループを形成することで、域内の貿易自由化およ

び域外諸国との戦略的互恵関係の強化を図るケースである16。 

                                            
131991年12月のソ連崩壊の直後に旧ソ連諸国間で緩やかなグループとして発足したCIS(the 

Commonwealth of Independent States:独立国家共同体)は、当初、バルト３国を除く12ヵ国(ロシ

ア、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、

キルギスタン、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャン、モルドバ)で構成されたが、その後に

ウクライナ、トルクメニスタン、モルドバは加盟国としての義務がない準加盟扱いに後退し、2008 

年のグルジア戦争後にはグルジアが正式に脱退した。よって現在のCIS正式加盟国は８カ国である。

参考：小泉愁(2011) 
14 ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタン、キルギスタンの５カ国。 
15 ウクライナは、現在 EAEC のオブザーバー国である。2014 年６月、EUは、ウクライナ、グルジア、

モルドバの３ヵ国がロシアを中心とする旧ソ連の経済圏に組み込まれるのを防ぐために、これら三

ヵ国との FTA または EU加盟を早期に進める姿勢を表明した。これに対して、ロシアのラブロフ外

相は 6月 25 日、ロシアの自由貿易圏に悪影響が及ぶなら「絶対に保護的な対策を取る」と述べ、

協定に署名した国に関税の引き上げなどの対抗措置をとる可能性に触れた(2014 年６月 27日、日経

新聞)。 
16 メルコスール (南米南部共同市場)は、加盟国間の域内関税撤廃と域外共通関税の設置によって

EU型の域内自由貿易を目指し1995年に発足。現行加盟国はアルゼンチン、ウルグアイ、パラグア

イ、ブラジル、ベネズエラの６カ国。加盟国の数は、アンデス共同体(ボリビア、コロンビア、エ

クアドル、ペルー)と相互に準加盟国の関係を維持しているため今後、増加する可能性もある。 
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 第三は、周辺国からの思想的または政治的な圧力から防御するために、国々が一つのグ

ループを形成し、これが関税同盟に変化してゆくケースである。GCCは1970年代後半に起

きた「民主化とイスラム教崇拝」をかかげたイラン革命およびその後の湾岸戦争などへの

対応策が契機となって形成された一面がある17。アジアでも1960年代当時の中国の共産主

義勢力の影響が自国に及ぶのを防ぐためにASEANの原型が生まれた。 

 以上のように、国々が関税同盟を形成する動機は様々であり、一つとは限らない上に、

EUのように、独仏の対立から第一次・第二次大戦が勃発したことへの反省によって、国家

間の融合を理念に掲げスタートした関税同盟もある。 

  

４.関税同盟の利点 

 

 関税同盟の利点は、一国では政治経済的な影響力が弱い国々が協調して共通域外関税を

含む通商政策をとることで、市場の大きな先進国や途上国に対して、より戦略的に行動で

きる点にあると言われる。 

 もし、そうならば、現在交渉中のメガFTA(TPP、日-EU FTA、米-EU FTAなど)に対抗して、

それらと異なる立場の途上国が、戦略的に行動する目的で関税同盟を形成、または既存の

FTAを関税同盟に発展させようとする兆候はあるのだろうか？ 

 旧ソ連崩壊後に、バルト三国を除くロシアを中心とした旧ソ連諸国が形成したCIS(独立

国家共同体)が形骸化した後、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタン、キルギスタン、

およびロシアの５カ国が、将来の関税同盟の形成を目標に2000年10月10日に締結した「ユ

ーラシア経済共同体」(EAEC: Eurasian Economic Community)18は、ロシアを中心とする旧

ソ連邦の国々で構成され、2006年にはウズベキスタンも参加した。今後さらに加盟国の数

は増えると予想されている19。2007年10月６日、ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの３ヵ

国が関税同盟を設立するための条約を締結し、2010年1月1日にはこれら３ヵ国関税同盟が

発効し、同７月1日には「税関基本法」のもとで共通域外関税が導入され、翌年の2011年７

月１日には、三ヵ国間の国境税関が廃止された20。これら三ヵ国の関税同盟がベースとなる

ユーラシア経済共同体を、さらに発展させた“ユーラシア関税同盟”が2015年１月１日に

は発足するとされる21。 

                                            
17 英国 BBC(2012 年 2 月 15 日)は、イラン革命およびイラン・イラク戦争の影響から自国を守る

ために中東６カ国が、1981 年４月に GCC を形成したと伝えている。”The GCC was formed in May 

1981 against the backdrop of the Islamic revolution in Iran and the Iraq-Iran war. 

“http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country[access:4/May/2014] 
18 ユーラシア経済共同体は今後、アルメニア、モルドバの加盟もあり得る。なおウクライナの加盟

は現状では難しいが、モンゴルの加盟が不可能とは言えない。 
19  The Treaty on Establishment of the Eurasian Economic Community was signed on October 10, 2000, by 

the presidents of five Commonwealth of Independent States (CIS)countries: Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, the Russian Federation,and Tajikistan. ...EurAsEC’s main aims are, first, the ultimate 

(re)creation of a CU; and, later, development of a “single economic space” among its members, all of which 

were part of the former Soviet Union. 

…In mid-2009: Belarus, Kazakhstan, and Russiadeclared that they would aim for a joint WTO accession 

after the creation of a CU among their three countries. 
20 廣瀬陽子『ユーラシア統合の理想と現実』 
21 ロシアの声(2014 年 6月 28日)http://japanese.ruvr.ru/2014_06_01/273032931/ 

 [access:28 June 2014]  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country
http://japanese.ruvr.ru/2014_06_01/273032931/
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5. FTAと関税同盟は共存できるか 

 

 一般論で言えば、ある国が異なる諸外国との間で「FTA」と「関税同盟」を同時に締結

することはできない。なぜなら、「FTA」は相手国との間の関税を撤廃することが条件であ

るのに対して、「関税同盟」は、非加盟国との間に共通域外関税(CET)を設ける、すなわち

既存の関税をそのまま維持または新たな関税を設定することで有効になるからだ。 

 下図のようにABCの３ヵ国からなる世界において、AB両国間で関税同盟が結成されれば、

両国の域内関税は撤廃され、C国に対しては共通域外関税が設定されることになる。この

とき、A国が域外のC国と自由貿易協定を締結すれば、AB両国で締結された共通域外関税

を撤廃せねばならず、当初に締結されたAB国間の関税同盟の意義は失われてしまう。 

ロシア. ベラルーシ.カザフスタンの３カ国関税同盟の共通域外関税の徴収方式	

ロシア	
ベラルーシ	

カザフスタン	

事前に決めた比率による再分配方式 

 

　　ロシア　　　　　８７．９７％ 

　　ベラルーシ　　　４．　７％ 

　　カザフスタン　　７．３３％  

　　　　　計　　　１００　　　％　	

域内各国が個々に域外産品の輸入で徴収した
関税収入を、上記の比率で、再配分する仕組み	

資料：小泉愁(2011)『ロシア、カザフスタン、ベラルーシの経済統合』　(国会図書館）を参考に筆者作成	
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 一般的にFTAは、我国のFTA(=EPA)にも見られるように複数の独立した国家または地域

との間で形成される場合が多いが、二つの関税同盟(Customs Union)同士でFTAが形成さ

れる場合もある。後者には例えば、EUとメルコスールのFTA、EUとGCC(湾岸協力会議)

のFTAがあり、いずれも交渉中または交渉が中断されたままである。 

 メルコスールは、FTA締結の必須条件である「域内関税の撤廃」と、関税同盟締結の必

須条件である「共通域外関税の設置」をほぼ同時期(1995年)に実施することによって、FTA

の段階を経ずに一気に関税同盟となったケースである。 

 メルコスール22は、2012年６月のメルコスール特別首脳会合でベネズエラを、５番目の

正式な加盟国として受入れることを決定した(厳密にはパラグアイからの承認が得られた

2013年12月18日に加盟)。ベネズエラはそれまで諸外国との間に締結していた全てのFTA

を撤廃してメルコスールへ加盟した23。ちなみに、ベネズエラは石油産出国であるため、

同じメルコスール加盟国のブラジル・アルゼンチンにとっては利益となる。南米では今の

ところ実質的な関税同盟と呼べるものは、メルコスールのみである24。2011年４月に設立

                                            
22 1995年 1月より域内関税が原則として撤廃されたものの、共通域外関税の例外としてブ

ラジルが乗用車の輸入に数量制限を設けるなどの措置が維持されている。参

考:JETROhttp://www.jetro.go.jp/world/gtir/2013/pdf/2013-mer.pdf[accsess:19/Augus

t/2014] 
23故チャベス大統領に代表される反米主義国家であるベネズエラは、メルコスールへの加

盟を希望していたがパラグアイの反対にあって加盟ができなかった。ところがパラグアイ

議会が正常に機能しなったことで、メルコスール協定の定める「民主主義の規範」23に逸

脱したとして一時的に加盟権限が停止された。ベネズエラはこの間に、メルコスールに５

番目の国として加盟した。 
24南米５カ国から成る関税同盟メルコスールでは、メキシコとの自動車貿易において、特

にブラジルがメキシコからの完成車の輸入数量制限を実施しており、最近になってこの輸

入数量枠をさらに小さくする措置をとっている。これはメルコスールの自動車の域外共通

関税同盟と自由貿易協定 両立しない	



　　A国	

Ｂ国	 C国	

CU	 FTA	

　A国がB国と「関税同盟」を締結すれ 、B国と 間 域内関税 撤廃され
るが、C国と 間に 共通域外関税(CET)が設けられて関税が存続また
新たに設定される。	
　次に、同じA国がC国と「FTA」を締結すれ 、A・C国間 関税を撤廃せ
ならない。当初に締結された関税同盟 共通域外関税 効果 無くなり、

B国が最も不利益をこうむる。	

CU：関税同盟	
FTA:自由貿易協定	

http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2013/pdf/2013-mer.pdf


 8 / 20 

 

されたチリ、コロンビア、メキシコ、ペルーの４カ国によって設立された太平洋同盟そし

て、名目上は関税同盟となっているが共通域外関税が機能していないアンデス共同体(1996

年設立)、これらを含め、南米の地域統合はメルコスール以外いずれもFTAとして機能して

いる。 

 他方、旧ソ連邦の国々で構成されロシアが主導するユーラシア経済共同体（後述）は、

2015年までに関税同盟に移行する目標を掲げている。 

 

関税同盟とFTAの組み合わせ 

 

 最も単純な構図は、2国間で締結されるFTAである。2002 (平成14)年11月末に日本とシ

ンガポール間で発効したFTA(JSEPA)など多くのケースがある。2008年12月に締結された 

日本とASEANのFTAは、東南アジア10カ国の国々で構成されるASEAN諸国と我国が締結

した複数国グループとのFTAであった。欧州28ヵ国から構成されるEU(欧州連合)は、関税

同盟の利点を生かして戦略的交渉を域外の多くの国々との間で個別のFTAを締結している。   

 関税同盟が締結されると最早、その中の１カ国だけが域外諸国とFTAを締結することは

制度上困難である。よって、関税同盟に加盟した国は最早、自由にFTAを締結できないと

いうデメリットを抱えることになる。 

 「関税同盟」同士のFTA交渉は、非常に時間がかかるケースが多い。例えば、GCCとEU

のFTA交渉は、両者ともに重要視しているにもかかわらず、交渉は1990年からスタートし

2009年４月までの約９年間に20回交渉されたが、2014年現在、交渉は中断している。EU

とメルコスールの場合も2000年４月から交渉がスタートし、交渉期限とされた2004年10

月までの４年余りの期間に１６回の交渉にもかかわらず、2014年現在、交渉は中断したま

まである。 

 この背景には、特に途上国の関税同盟には、EUのような加盟国全ての合意が比較的得ら

れ易い最高意思決定機関が存在しないこと、および途上国の関税同盟の加盟国全ての合意

を得るのに多くの時間がかかることによるものと見られる。 

 そもそも、GCCにはEUの欧州委員会(European Commission: EU)のような加盟国間の上位

機関としての意志決定機関が存在しない。やや類似した組織としてはGCC加盟６カ国の首長

から構成されるSupreme Councilがある。Supreme Councilは、６カ国の外相からなる閣僚

委員会(Ministerial Council)で作成された議題、およびGCCの運営に携わる事務総局

(Secretariat General)から提出される法案の最終決定を行う最高意思決定機関とされる

が、自国の利益を優先しがちな６カ国の首長が一同に会しての全会一致が原則となってい

るため、いずれの国にも損失とならない議題以外は、合意が得られ難い仕組みになってい

る25。 

 1998年に成立した中東・北アフリカの18ヵ国による大アラブ自由貿易地域(GAFTA, 

WTOでは「PAFTA」と呼称)26は1998年から域内関税率を段階的に引下げ・削減し2005年

                                                                                                                                                 

関税を維持しながら、メキシコが独自に輸入制限を実施するための苦肉の策とも言える。 

 
25 Mahmood Abdulghaar and Omar Al-Ubaydli and Omar Mahmood(19 April 2014) “The 

Malfunctioning of the Gulf Cooperation Council Single Market: 

Features, Causes and Remedies” MPRA Paper No. 55413,Middle Eastern Finance and 

Economics,pp.59-62. 

 
26 1953 年にアラブ民族主義の推進と各国の主権維持の目的で(エジプトを含む)中東・北ア

フリカの国々が緩やかな政治的集合体としてアラブ連盟(LAS)を結成した。当初は、エジ

プト、イラク、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、シリアの６カ国で構成されたが、

その後に参加国が増え、1993 年には(GCC６カ国を含む)22 カ国となった。これらの国々
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からは域内関税は全て撤廃されたことになっているが、奇妙なことに、2003年にはその域

内の６カ国が関税同盟「GCC」を発効させ、共通域外関税を５％に設定した。これは、前

者(大アラブ自由貿易地域)の域内関税撤廃が充分になされず、不完全な状態にあったため

と推察される。 

 

 
 

6. 途上国の共通域外関税(CET) 

  

 バラッサ・モデルで見たFTAの上位段階とされる関税同盟が、WTO整合的と見做される

ための最低条件は、域内関税の原則10年以内の「実質的」な撤廃に加え、共通域外関税

(common external tariff :CET)を設けることとされる。 

 共通域外関税の目的は、輸入関税が最も低いFTA加盟国を経由する形で、域外からFTA

域内へ産品が流入するのを防ぐことにある。 

 メルコスールの共通域外関税(CET)は、全ての品目に適用されている訳ではなく、自動車

や砂糖の部門は例外とされている（つまりそれらの品目には共通域外関税が適用されてい

ない）。メルコスールでは、加盟国が一時的にCETの税率から逸脱することが認められて

おり、メルコスール加盟国のアルゼンチンは、ペソ危機(2002年)に際して、国内の穀物を

含む多くの消費財の関税率を35％に引き上げ、資本財の輸入関税をゼロにした。 

 

 

7. 関税同盟の数は増えるか 

  

 制度的に見れば、いったん関税同盟を形成した国々は、それ以降、同じ域内で個々にFTA

を形成することはあり得ない。例えば、単純なABCの３ヵ国だけの世界を想定したとき、

最大「AB」,「AC」,「BC」の三つのFTAを形成することが可能である。しかしこれら３

ヵ国が統合されて一つの関税同盟を形成すれば、もはやそれら３ヵ国が域内でFTAを締結

することはあり得ないし、それらABCの国々が個別に域外の国々と新たにFTAを締結する

こともあり得ない。これはGATT第24条で、「共通域外関税」を加盟国全てに等しく受入れ

るよう求めているためでもある(GATT第24条８項(ii)を参照)。 

                                                                                                                                                 

を母体に、1997 年に採択されたのが大アラブ自由貿易地域(GAFTA/PAFTA)である。 

関税同盟とFTAの様々な組み合わせ	

A国 B国 
A国 

　B国 

C国 

D国 

FTA	

「関税同盟」同士のFTA 

関税同盟	

関税同盟	FTA	
 既存のFTA	

関税同盟	

既存のFTA域内に関税同
盟が形成されるケース	

複数の国によるFTA 

既存のFTAが不完全な場合は、
域内に新たに関税同盟が形成さ
れる場合がある。	
例： PAFTA の中にGCC形成	

例：EU&GCCのFTA   

　　 EU&MERCOSURのFTA 

FTA	 C国 

FTA	

例：日本＆シンガポール	

例：日本＆ASEANの FTA	
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 もし、関税同盟のメンバー国がFTAを形成する必要性に迫られた場合は、「関税同盟」と

いうグループで他の国々とFTAを結ぶしかない。例えば、EU(欧州連合)は、域外の国々と

複数のFTAを締結している。 

  

 上で述べたように、関税同盟が一つ形成されれば、その数を上回る“FTA形成の機会”

が消滅することになり、加盟国の数が多い大規模な関税同盟が形成されるほど、新たに形

成されるFTAの数は激減する。 

 2014年時点での関税同盟の数は18であり、それらの加盟国の総数は約100カ国である。

つまり世界約200ヵ国のうちの約半数の国々はすでに18の関税同盟のどれかに加盟してお

り、それら約100ヵ国は制度上、FTAを形成することも、既存のFTAに参加する事も出来

ない。 

 しかし冒頭で述べたように、関税同盟の数そのものは、増殖するFTAの数に比べ、未だ

絶対的に少ない（前掲の図参照）。南部アフリカ開発共同体(Southern African Development 

Community： SADC) のようにWTOへ通報されていない関税同盟もある。 

 関税同盟が締結された後になって、その中の一加盟国が単独で他の非加盟国とFTAを締

結することは、（GATT第24条に定める共通関税の設置を必須条件とする）関税同盟の対外

的な交渉力を弱めることになる27。つまり域外諸国との戦略的な交渉（ゲーム理論でいう

戦略的互恵関係）のメリットが弱まる28。 

 このことから、いったん関税同盟に加わった国は、理論上、新たにFTAを締結すること

も、既存のFTAに加盟することもないはずである。だが、中東の関税同盟であるGCCでは、

それと異なる現象が見られる。  

 中東６カ国から成るGCCは、2003年に関税同盟として発効した後、移行期間を経て2007

年末に関税同盟が完成した旨、WTOへ通報した。しかし、同じGCC加盟国のバーレーン

は2006年に、同オマーンは2009年に、それぞれ米国との間でFTAを締結・発効させている。

このことによって、GCCが当初に期待していた域外諸国との戦略的交渉のメリットが弱体

化された可能性がある29。 

 GATT 第 24 条 地域的適用-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas 

８  

(ａ)関税同盟とは、次のことのために単一の関税地域をもつて二以上の関税地域

に替えるものをいう。 

(i)関税その他の制限的通商規則を同盟の構成地域間の実質上のすべての貿易につ

いて、又は少くともそれらの地域の原産の産品の実質上のすべての貿易について、

                                            
27 Gulfnews(16 January 2014)”Australia-UAE economic relationship growing “ 

 Imports from Australia to the UAE are largely led by alumina, seeds, grains, fruit, 

meat and livestock, dairy, vegetables and motor vehicles. 

Gillard said: “The completion of the Gulf Cooperation Council [GCC] free trade 

agreement [FTA] with Australia is of the highest importance.” 

Australia has been trying to sign a FTA with the GCC countries since 2007. Australia 

had previously begun FTA negotiations with the UAE, which were abandoned when 

the GCC decided to approach FTAs as a group. The last GCC-Australia FTA 

negotiations were held in June 2009, before Gillard was Prime Minister. 
28南米の MERCOSUR（メルコスール）でも、共同市場理事会（CMC）の決定により 2001年 6

月以降，第三国又は域外ブロックとの通商協定交渉を行う場合は、加盟国が単独で行うの

ではなく、MERCOSURとして共同で行うこととされている。 
29 当時の米国ブッシュ政権は、米国を中心とするグローバルな地域統合ブロックを形成す

る戦略があった(青山学院大学 WTO 研究センター客員研究員小田正規氏の指摘による)。 
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廃止すること。 

(ii)・・・同盟の各構成国が、実質的に同一の関税その他の通商規則をその同盟に

含まれない地域の貿易に適用すること。 

５  

(ａ)・・・当該関税同盟の創設又は当該中間協定の締結の時にその同盟の構成国

又はその協定の当事国でない締約国との貿易に適用される関税その他の通商規則

は、全体として、当該関税同盟の組織又は当該中間協定の締結の前にその構成地

域において適用されていた関税の全般的な水準及び通商規則よりそれぞれ高度な

ものであるか又は制限的なものであつてはならない。 

６ 

 5(a)の要件を満たすに当り、締約国が第二条の規定(=譲許表)に反して税率を引

き上げることを提案したときは、第二十八条に定める手続（＝補償的調整）を適

用する。補償的調整を決定するに当つては、関税同盟の他の構成国の対応する関

税の引下げによってすでに与えられた補償に対して妥当な考慮を払わなければな

らない。  

 

8. 仕向地原則と原産地原則30 

 

 国際貿易における関税をどの時点で賦課・徴収すべきかの考え方は、大別すると仕向地

原則と原産地原則の二つに分かれる。 

 仕向地原則(destination principle)とは、産品への関税は輸入国が課すとする考え方であ

る。GATT/WTO体制下にある国々が行う一般的な貿易に関わる課税の仕方は、仕向地原則

がベースになっている。 

 他方、原産地原則(origin principle)とは、産品への関税は輸出国が課す、すなわち、当

該産品が当該市場に参入した場所で課税するとする考え方である。原産地原則に基づく関

税徴収のメリットは、いったん財が関税同盟域内に入った後は、当該財の流通・販売ルー

ト等を行政上から管理する必要がない点にある。 

 これら二つの考え方には、前者（仕向地原則）に基づけば、関税の主権は、当該産品の

最終的な消費地である輸入国にあるのに対し、後者（原産地原則）に基づけば、当該産品

が当該市場(market)に最初に登場した地点、つまり一般の貿易では「輸出国」に関税の主

権があるという特徴がある。元々関税収入への依存度が高い途上国では、後者を導入する

指向は強い。 

 複雑なのは、共通域外関税を設けている関税同盟の中には、EUのように原産地原則に基

づくケースと、GCCや他のメルコスールのように仕向地原則に基づく場合に分かれる点で

ある。すなわち、EUの場合には域外からの産品に対する関税(=課税と税額の受け取り)の

                                            
30  【GCC の原産地規則】GCCの「GCC統一経済協定」（通称 UEA）の第３条１項に定める

原産地(products of national origin)規則によれば、域内産の比率が付加価値基準で少なく

とも 40%であること、および製造業企業の資本の 51%以上を加盟国国民が保有すること

（ただし、適切な政府機関が認めた場合には例外が適用される。）と定めている。「(外資)

製造業企業の資本所有 51%以上を域内国民が保有すること」は, GATT/WTO の基本原則であ

る内国民待遇に違反し、外国資本の参入を妨げる効果がある。これは WTOが定める貿易関

連投資措置協定(TRIM)の第２条(内国民待遇及び数量制限)およびサービス貿易協定(GATS)

の第 16条（市場アクセス）に觝触する可能性がある。他方、GCC（６カ国）を内包する自

由貿易協定である GAFTA(Greater Arab Free Trade Area:22 ヵ国,1998 年発効)の原産地規

則は、「域内産の比率が付加価値基準で少なくとも 40%であれば良い」と定めるのみで、

GCC(統一経済協定)が定める資本所有の要件は課されていない。 
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権利は域内加盟国にないが、GCCやメルコスールの場合には、域外からの産品に対する関

税の権利は域内加盟国それぞれにある。 

 ただし関税同盟において内陸国(landlocked member)が、国境を接している隣国を経由

して域外国との貿易を行っている場合、原産地原則による関税徴収の仕組みでは、その内

陸国と国境を接している(域外国との貿易が行われる)隣国の関税収入が増えることになる。

そのため、関税収入への依存度が高い途上国の関税同盟では、例えば、過去の貿易取引高

シェアなどをベースに事前に関税収入の各国配分比率を決めておくなどの工夫が必要にな

る。 

 

その１：ユーラシア経済共同体(旧CIS:独立国家共同体)の場合 

 旧ソ連邦時代の国々によって構成されるユーラシア経済共同体（EAEC,後述）の域内で

は、鉱物資源エネルギーの域内貿易において、域内加盟６カ国のうち、ロシアのみ原産地

原則（すなわち産品への関税は輸出国が課す、すなわち、当該産品が当該市場に参入した

場所で課税する仕組み）を適用できるとしている31。 

 しかし域内ではロシア産のエネルギー産品だけは、「域内加盟国へ輸出される場合に、原

産地原則」に基づき輸出税を課す権利を維持できるとされる（WTO加盟国としてのロシア

はエネルギー産品を輸出する場合、域内向けには輸出税を課し、域外向けには輸出税を課

さないケースと、域内外ともに輸出税を課すケースの二つの選択肢を持つ可能性がある）。 

 下図は、ユーラシア経済共同体の加盟６カ国のうち、ロシア、ベラルーシ、カザフスタ

ンの３カ国だけが先行してスタートさせた関税同盟において、域外産への関税収入の配分

が事前に決められた仕組みを説明したものである。これによれば、例えば全ての域外産品

がベラルーシを経由して輸入された場合であっても、ベラルーシが徴収した関税収入は、

事前に決められた比率に従って３カ国に再配分される仕組みである。同じ関税同盟として

のEU(欧州連合)には、このような配分は行われず、関税収入の大半はEU自体の運営予算に

組み込まれ、個々の加盟国には渡らない。 

 
 

 

                                            
31 JOGMEC (2014)によれば、2004 年8 月当時、域内の課税ルール改正が行われ、石油・ガス

を仕向地主義の例外とする文言が削除され、当時の加盟国間で例外のない仕向地主義課税

原則に移行することで合意したものの、ロシアがCIS 向けの石油・ガス輸出関税を実際に

廃止する段階にまで至らなったという。JOGMEC(2014)『ウクライナ: EU加盟の見直しと天然ガス

におけるロシアとの関係』http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/5/5041/1312_out_j_Ukraine_gas.pdf＞

［accsess:9/May/2014］ 

先行３カ国(ロシア. ベラルーシ	.	カザフスタン)の関税同盟と再配分比率	

ロシア	
ベラルーシ	

カザフスタン	

関税収入再分配のための比率 

 

　　ロシア　　　　　８７．９７％ 

　　ベラルーシ　　　４．　７％ 

　　カザフスタン　　７．３３％  

　　　　　計　　　１００　　　％　	

共通域外関税の下で、域内各国が個々に域外
産品の輸入で徴収した関税収入は、上記の比
率で、３カ国間で再配分される	

資料：小泉愁(2011)『ロシア、カザフスタン、ベラルーシの経済統合』　(国会図書館）を参考に筆者作成	
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その２：GCCの場合 

 GCCは、2014年現在、共通域外関税の下で域外産品の輸入から得られる関税収入を、域内

各国へ応分に分配する仕組みを導入している。これは最終仕向地原則（final destination 

principle）と呼ばれる(本稿の文中では「仕向地原則」と表記)32。この仕組みによれば、例

えばUAE(アラブ首長国連邦) のドバイ港に陸揚げされた外国産品から徴収された関税収入

は、インボイスなど必要書類とともに当該産品が最後に消費されるGCC域内の加盟国政府へ

配分される。だがこの仕組みは複雑な処理を伴うこともあって2014年現在、未完成である33。

なお、GCCの仕向地原則に基づく税の徴収措置は、WTO上は関税同盟が完成するまでの三年

間(2003年１月〜2005年12月)の移行措置(interim measure)とされていたが、2014年現在も

税の徴収・分配措置は変更されていない34。 

 GCCのメンバーであるUAE(アラブ首長国連邦)は７つの首長国(王族)から構成されており、

国内に埋蔵される天然資源(つまり石油・天然ガスなど)の処分権は、その地域の７つの首

長国のそれぞれに管轄権がある旨、憲法で謳われている35。またUAE全体のいわゆる連邦

予算は各首長国の規模に応じた分担が原則となっているが、結果的には豊富な石油

資源を有するアブダビ首長国が約８割を、ドバイ首長国が1割を負担している。さら

                                            
32 GCC の公式 web site(2014 年時点)は、域外産品については最初の陸揚げ地で全ての関

税手続きと５％の徴税を完了し、それらは最終仕向地まで委ねるとしている(下記)。 

 All customs procedures (i.e. lodgment of the unified customs declaration, inspection of the goods, 

collection of customs duties) shall be conducted on the goods imported into the GCC States at the 

first customs point of the GCC States with the external world.   The whole consignments imported 

from outside of the GCC States shall leave the first point of entry , after completion of the customs 

procedures and collection of the applicable customs duties, to their final destination either directly 

or through one member State or more after affixing the customs seals and under a copy of the 

import declaration stating their value and the payable customs duties in favor of the country of final 

destination. 

＜http://www.gcc-sg.org/eng/> [access:5/June/2014] 

 
33 GCC は、2003年１月より関税同盟(Customs Union)の条件である共通域外関税制度の

導入をスタートしたが、2014年現在、未だ未完成である。これを2015年には完成させる予

定とされる。完全導入が遅れている背景には、域外産品に課された関税収入を如何にして

GCC加盟国に応分に分配するかにあるという問題が解決されないためという。参考：Gulf 

News (14 May 2014)” GCC seeks common good from full customs union”,「The six Gulf 

states had agreed on partial implementation of the customs union in January 2003, but 

there were multiple delays when it came to resolving some of the hurdles that got in 

the way for full integration. The biggest hurdle had to do with distribution of customs 

revenues among member states. The views on this have varied due the economic 

weight of each country. It is expected that the upcoming GCC summit will approve full 

implementation from January 2015 as was earlier agreed upon. 」 

＜http://gulfnews.com/business/opinion/gcc-seeks-common-good-from-full-customs-union＞ 

[access:15/May/2014] 
34 UAE(14/March/2004)”Customs Notice No.4/2004,Mechanism for Applying Rule of 

Inter-GCC Countries of Goods Final Destination” 

http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Notices/4_20092.pdf  
35 UAEの憲法(第 23条)で国内の天然資源は各各首長国(Emirate )が管轄保有する公的財産(public 

property )であると定めている。Article 23 “The natural resources and wealth in each Emirate 

shall be considered to be the public property of that Emirate. Society shall be responsible for 

the protection and proper exploitation of such natural resources and wealth for the benefit of 

the national economy.” 

http://www.dubaicustoms.gov.ae/ar/PoliciesAndNotices/Notices/4_20092.pdf
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に石油の輸出から得られた収入はその石油を管轄する首長国の収入となり、そこか

ら連邦政府の国庫へ拠出される。このことからも石油を主要輸出品目とするGCCは、

その加盟６カ国の関税自主権をそのまま存続させる可能性が高い。 
  

その３：EU(欧州連合)の場合 

 EU の共通域外関税は、「原産地規則」に基づく方式に基づく課税方式であり、関税収入

の 75％は、EU 運営のための一般予算に組み込まれ、残りの 25%は、最初に税を徴収した

EU メンバー国の財源に組み込まれる[Yasui(2014,p7)]  

 つまりEUでは、共通域外関税によって得られた関税収入の大半はEUの運営財源36として使

用されるため、EU各加盟国が域外国からの輸入で徴収した関税収入を、加盟28カ国へ再配

分する必要がない37。他方、GCCでは伝統的に域内各国の主権が維持されてきたために、EU

タイプのような関税徴収と配分の仕方を採用しないと推察される38。 

 

9. 経済統合と域内貿易 

 

 一般に、FTAあるいは関税同盟のような地域経済統合が創設されれば、加盟国間の域内貿

易は、経済統合が存在しない場合よりも拡大する、というのが理論上の帰結とされている。

その説明手段として、産品(モノ)の貿易を例に、貿易創出効果と貿易転換効果の二つの考

え方が用いられる。 

 経済統合に期待される「貿易創出効果」とは、域内の関税が撤廃されて市場価格が低下

することにより域内に新たな貿易が創出されることを意味し、「貿易転換効果」とは、加盟

国間で関税が撤廃されることにより、輸入品から、相対的に安価になった域内産品に代替

(転換)されることで貿易の流れが変わることをいう。いずれにせよ、経済統合は、加盟国

間の域内貿易を活発化させる効果があると考えられている39。 

 しかし、現実を見ると中東・アフリカ地域の地域統合、すなわちLAS(アラブ連盟)、

GCC(湾岸協力会議),UMA(アラブ・マグレ連合), WAEMU(西アフリカ経済通貨連合)などの

域内貿易比率は、他の地域 (EU,NAFTA,ASEAN等)に比べて極端に小さい。 

 これには様々な理由があるが、次の二つは自明である。第一に、域内に加盟国間の相互

依９存を強める貿易に適した付加価値の高い産業が存在せず、域外産品への依存度が絶対

的に高い状況下では、FTAや関税同盟を形成しただけでは、貿易転換効果も貿易創出効果

も生じないこと、第二に、FTAや関税同盟の形成目的が、経済的な利益の拡大でなく、政

治的な結束などにある場合には、域内の関税撤廃や共通域外関税の実施が徹底されないた

め、域内貿易の拡大は不完全になる。 

                                            
36 全加盟国を統括する「EU」の財政収入源は、大半が (1) 各加盟国の国民総所得(GNI)

の 0.7%、(2)関税収入（＝域外共通関税）、(3)付加価値税の一部(各加盟国の VAT税収のお

よそ 0.3%)。金額(2011 年)で見ると、上記(1)が全体の 75％、(2)が 13%、(3)が 11％。た

だし「EU」独自の財源は、域外産品に課される共通域外関税(CET)と農業課徴金等のみで

ある。参考:EU 代表部 WEB “EUMAG” <http://eumag.jp/tag/fta/>[access:10/May/2014] 

 
38 GCCは、EUのように加盟国間の融合が前提となってはいない。GCC は、中東の大国イラ

ンで始まった「民主化運動とイスラム教への回帰」の影響が自国に及ぶのを恐れた近隣諸

国がサウジアラビアをリーダー国として結成したいわば政治・経済的な同盟(alliance)と

して結成された。 
39 GCC 事務局は、FTA および関税同盟の形成が、域内の生産特化(specialization)、価格の

低下、生産効率のアップ、市場拡大などが可能になるとしている。参考：
<http://www.gcc-sg.org/eng/index1856.html?action=Sec-Show&ID=413>  

http://eumag.jp/tag/fta/
http://www.gcc-sg.org/eng/index1856.html?action=Sec-Show&ID=413
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                図表− 域内貿易の比率 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年 

LAS 7% 7% 8% 8% 10% 8% 10% 11% 9% 11% 

GCC 5% 5% 5% 5% 7% 4% 6% 7% 6% 6% 

UMA 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 7% 

NAFTA 46% 46% 45% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 

EU 65% 63% 63% 63% 64% 64% 63% 62% 63% 61% 

APEC 69% 69% 68% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 62% 

ASEAN 21% 23% 22% 23% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 

MERCOSUR 22% 24% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 

WAEMU 14% 15% 13% 12% 14% 14% 13% 11% 12% 12% 
 出所：サミールブラダーン (2010/02/03)『アラブ連盟（LAS）加盟国間貿易を通じたアラブ諸国間関係の考察と展望』 

 中東協力センターニュース。参考：http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK[access:10/Jun/2014] 

  

                           図表− GCCの経緯 

1979年     イラン革命 

1980年～1988年 イラン・イラク戦争 

1981年11月11日 GCC(6カ国)調印 ⇒2001年12月31日に全面改正 

1983年11月19日 FTAとして発効 （域内関税を撤廃） 

1990年     GCC-EU FTA交渉スタート ➡2008年12月に交渉中断 

1998年1月1日  汎アラブ自由貿易地域(Greater Arab Free-Trade Area)発効＊ 

2003年1月1日  関税同盟として発効.共通域外関税(CET)を5％に設定,一部例外品目あり 

2005年12月   サウジアラビアのWTO正式加盟(於：WTO香港閣僚会合) 

2006年1月11日  米国-バーレーンFTA(US-Bahrain FTA) 発効 

2008年1月11日  共同市場(common market)成立. 加盟国間のサービス貿易の自由化 

2009年１月１日  米国-オマーンFTA(US-Oman FTA) 発効 

2010年までに  共通通貨(common currency)完成予定 (2014年現在未達成) 

注）＊WTOではPan Arab Free-Trade Area(PAFTA)の名称で登録されている。筆者作成。 

             

10. GCCの地域統合 

 

1981年に現行６カ国のメンバーで調印されたGCC(湾岸協力会議)は、関税同盟の実質的な完成に

むけて進展中とされるが、EUにおけるユーロ圏のように単一通貨の導入（＝通貨統合）を視野にい

れた統合については2014年６月現在、導入の見通しは立っていない。 GCCの制度は、加盟各国間

で統合に関するルールを定めた1981年11月11日成立の「統一経済協定」(UEA：Unified Economic 

Agreement)がベースとなっている40。同協定の下で、1983年11月19日には経済統合の第一段階とな

る自由貿易地域(Free Trade Area)が発効した。 

しかしGCC加盟国間で経済発展段階や経済政策が異なることもあり、一部で関税撤廃義務の免除

品目が認められた。域内の関税撤廃は不十分なまま、2003年1月１日には「GCC統一関税法」41

の下で域外共通関税を原則５％とする関税同盟(Customs Union)として発効し、現在に至っ

                                            
40 GCC統一経済協定(Unified Economic Agreement: UEA)は、全28章から構成され、GCC

域内外の経済・貿易の促進、域内の人・モノ・カネの自由化、および輸入代替化(import 

substation)をめざす統合にかかわる取決めであり、1981 年 11 月に調印、1982 年に加盟

６カ国で批准、1983 年 3 月に発効した。 
41 GCC 統一関税法は 2003 年１月発効。同第１条は、This Law is called “The Common 

Customs Law for the Arab States of the Gulf (GCC Sates)”.と定める。 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK
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ている42。その後、2005年末までが移行期間とされたが、移行手続きの遅れから2007年末までに延

長された。2010年初めには単一通貨を導入するユーロ圏のような通貨統合を形成する計画もあった

が、完成には至らなかった。オマーンとUAEが通貨統合の計画から離脱したこともあり、先行きは

見えない43。   

 GCCは、1981年に調印されて1983年にFTAとして発効した後、加盟国６カ国のうち、バ

ーレーンとクウェートは1995年WTO設立当初のメンバー、カタールとUAEは翌1996年に

WTO加盟、オマーンは2000年にWTO加盟、GCCの創設以来の主導国であるサウジアラビ

アは2006年にWTO加盟を果たした。 

 GCCがこれまでに交渉妥結に至った域外国とのFTAは、対シンガポール(GSFTA:2008

年12月調印)44、対EFTA(2009年６月調印)45、対ニュージーランド（2007年６月）の三つ

であるが、実際に発効したのは、シンガポールとのFTAのみで（ただし2014年現在未完成）、

他の二つは全て未発効である。 

 1980年代後半から交渉されているEUとのFTAもまた、20年以上経過した今も未だ妥結

の糸口さえ見えない46（詳細は後述）。 

         

                                            
421999 年当時の GCC 理事会は、域外関税を（例外品目はあるものの）一律 5.5%とする関

税同盟(customs union)を 2005 年３月までには発効させる予定だったが、その際、域外産品

に課した関税の収入を如何にして GCC 加盟国間で配分するかの問題があった。 

参考<http://usembassy-israel.org.il/publish/peace/archives/2000/april/me0403b.html> 

“The GCC leadership has been considering for several years the establishment of a unified tariff 

structure. At the November 1999 Summit, the GCC Council announced that such a customs union 

would come into force in March 2005 with tariff rates at 5.5 percent for exempted and basic 

commodities and 7.5 percent for other commodities. However, several ancillary issues, most 

notably how the GCC states will apportion the tariff revenues, remain to be resolved.” 

[access :25/Jun/2014] 
43糠谷英輝(2006)『湾岸協力会議の通貨統合』No.128 国際通貨研究所。 
44 GSFTA は、2007 年１月に交渉開始、４回の交渉を経て 2008 年 12 月に調印。GCC に

とっては初めての FTA 締結。シンガポールからの対 GCC 輸出の 99%が関税ゼロ、GCC

からの輸入の 99%が関税ゼロ。GSFTA の原産地規則は 35％付加価値基準。ASEAN での

45%付加価値基準に比べて緩やかな基準と言える。 
45 GCC-EFTA FTA 交渉は、2006 年２月に交渉開始、2008 年４月に妥結、2009 年６月

22 日に調印済み。GATT 第 24 条と GATS５条に基づき、財・サービスおよび政府調達な

どの域内自由化を定めている。財の域内自由化については、一部の例外を除いて実質全品

目の関税撤廃が相互に約束された。EFTA は、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノル

ウェー、スイスの４カ国で構成され、EU との FTA を含めて 18 の FTA を締結済み(2014

年 4 月現在)＜http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/＞ 

［access:10 May 2014］ 
46 GCC は、FTA 交渉が進展しない原因は、EU 側が GCC の輸出関税を賦課する権利を認

めないためと述べる。“Negotiations on the free-trade agreement were suspended 

because EU countries added a clause depriving GCC countries the right to impose 

duties on EU exports in the future,” Abdel Aziz Abu Hamad Aluwaisheg, Director 

General of the External Economic Relations Department at the GCC, said in an 

interview. 

参考：Bloomberg(26 May 2010)“GCC members suspend free-trade talks with Europe” 

<http://www.bilaterals.org/spip.php?page=print&id_article=17445&lang=en >  [access:16 May 

2014] 

http://usembassy-israel.org.il/publish/peace/archives/2000/april/me0403b.html
http://www.bilaterals.org/spip.php?page=print&id_article=17445&lang=en%5baccess:16
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      図表−４ 

 
 

10. GCCの対外FTA交渉 

 

 １）概要  

 GCC-シンガポールFTA(通称GSFTA)は、2008年12月に調印されたが、GCCの主導国サ

ウジアラビアによる承認が遅れたため、実際の発効は五年後の2013年９月１日となった47。 

 「GCC-EFTA」のFTA交渉は、2006年２月に開始、2008年４月に妥結、2009年６月22

日に調印済みだが2014年現在も未発効である。同FTAは、GATT第24条とGATS第５条に

基づき、財・サービスおよび政府調達などの域内自由化を定めており、財については、一

部の例外を除いて実質全品目の関税撤廃が相互に約束されている。 

 「GCC-NZ(ニュージーランド)」のFTA交渉は、2007年６月に調印されたものの2014年

現在、未発効である。NZのGCC諸国向け輸出額の約80%は、酪農品および肉類であり、そ

の大半がサウジアラビアとUAE向け輸出であり、NZがGCC諸国から輸入する金額の約

60％はサウジアラビアとUAEからのものである(いずれも2006年データ)。 

 GCCが最も重要視している「GCC-EU」FTAは、過去20年以上にわたって交渉されなが

ら未だに締結されていない。EUが2006年に公表した報告書“Global Europe” (欧州委員会)

によれば、資源の安全保障政策の視点から、ロシアとGCCとの資源貿易を強固な関係に維

持することが示されている48。 

「GCC-日本」FTA交渉も、交渉が正式にスタートした2006年９月から2007年1月までの間

に2回の交渉が行われたのみで、それ以降は進展がない。 

                                            
47 ＜http://www.fta.gov.sg/fta_C_gsfta.asp?hl=49＞［access:13/May/2014］ 
48 2006 年 7 月、ジュネーブでの WTO 閣僚会議での交渉決裂に伴って DDA(いわゆるドーハラウンド)

の交渉凍結が宣言された。これを受けて、EU欧州委員会は 2006 年 10 月、EU の新通商戦略「グロー

バル・ヨーロッパ」(Global Europe)と題する報告書を発表した。その中で、EUは WTO 体制を全面的

に支持しつつ、それを補完するものとして、顕著な成長を示すアジアなどを中心とする新興市場の開拓

に狙いを定め FTA 交渉を進めていくという姿勢を前面に打ち出した。その中で、EUはエネルギー資源

の安全保障という観点から、ロシアと GCCとの関係を強化するとした。 

GCCのFTA交渉・現状(2014年４月現在）	

国・地域	 交渉の回数	 現状	

シンガポール	 4 2008年12月　調印	
EFTA	 5	 2009年６ 月　調印（未発効）	

ニュージーランド	 6	 2007年７ 月　調印（未発効）	

日本	 3	 継続中	

トルコ	 4	 継続中	

EU	 24	 継続中	

中国	 4	 継続中	

トルコ	 4	 継続中	

豪州	 3	 継続中	

韓国	 3	 継続中	

インド	 2	 継続中	

パキスタン	 2	 継続中	

MERCOSUR	 2	 継続中	

http://www.fta.gov.sg/fta_C_gsfta.asp?hl=49
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 全般的に見て、GCCが交渉中のFTA交渉は、特殊な例を除けば、成功しているとは言え

ない49。 

 

 ２）EU-GCC FTA交渉50  

  

 1988年、FTA締結に向けたEU-GCC 経済協力協定(Economic Cooperation Agreement)

が調印され、同協定が発効した1990年に、EU・GCCの正式なFTA交渉がスタートした51。 

 その後、2度の湾岸戦争(1991年、2003年)をきっかけに、欧州でも中東地域の安全保障を

確保する必要性が高まった。 

 2013年時点で、GCCはEUにとっての第５位の輸出市場であり、EUは、GCCにとって

第１位の輸出市場である。 

 2001年、GCCは５％の共通域外関税を設置する関税同盟を2003年1月1日までに創設す

ることを決定したが、2003年にGCCが関税同盟として発効を創設した後も、EU-GCC FTA

は妥結しなかった52。この理由としてEU側がGCCへ改善を要求した「人権の保護、女性の

権利、外国人労働者の権利、報道の自由、など」に対しGCC側が対応できなかったためと

される(2005年12月,サウジアラビアがWTOに正式加盟)。 

その後、20回以上の交渉がなされたものの2014年現在、FTAは未締結のままである。 

 2005年、米国政府は、GCC とのFTAを2013年には締結したい旨の提案をおこなったが

実現しなかった。この際、米国はバーレーンとのFTA締結を予定していること、その後に

はUAEとオマーンとのFTA締結を目指す旨を示した。 

 2008年、GCC側は、EUからの (人権問題など)政治的な要求が原因で、FTA交渉が中断

されていると公表した53。2010年になると、GCC側は、EUのFTAの条文案の中に、輸出関税を

課すことを禁止する項目があるとして、この条文が撤廃または改善されれば、GCC-EUのFTA

は締結可能であると述べた(GCC対外経済関係部の事務局長Abdel Aziz Abu氏、2010年５月)。

だが、その後2013年まで、GCCとEUのFTA交渉は中断されたままの状態が続いた54。 

                                            
49 これは、GCCという中東のイスラム国家グループ固有の問題に起因するのか、あるいは、

関税同盟(Customs Union)としての仕組みに問題があるのか、これについて本稿では立ち

入らない。 
502008 年当時のイギリスの王立国際問題研究所は、もし EU と GCC が FTA を締結すれば

世界で最初の「関税同盟」同士の FTA になるとしている。 

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Eco

nomics/bp0408ftagcc.pdf［access：10/May/2014］ 
51 ＜http://www.bilaterals.org/?-EU-GCC-&lang=en＞［access:8/May/2014］ 
52 WTO 発足(1995)当時より、EU の貿易政策は、基本的には WTO を主導する米国や日本

と同様に多国間主義をベースにしながらも、アフリカ・カリブ海・太平洋諸国（ACP 諸国）

のEU向け一次産品輸出を支援する目的でコトヌー協定(cotonou agreement)に代表される

片務的な特恵関税を設けている。2006 年移行は、WTO ドーハラウンドが進展しないこと

もあった、EU は FTA 形成に重きをおきつつある。なお一部の識者によれば、1991 年当

時、GCC との FTA 締結交渉にあたって EU は、GCC に関税同盟(Customs Union)を完成

させること条件とした可能性があるとされる。 
53 http://www.bilaterals.org/?-EU-GCC-&lang=en［access:9/May/2014］ 
54 “Both sides started discussing an FTA more than two decades ago but negotiations 

faltered most recently over Saudi Arabia wanting to retain the right to impose duties 

on its exports. The kingdom wants to be able to apply tariffs on its petrochemical 

exports as a way to ensure its products are not sold too cheaply abroad.” 

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Economics/bp0408ftagcc.pdf
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Economics/bp0408ftagcc.pdf
http://www.bilaterals.org/?-EU-GCC-&lang=en
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 2014年２月、GCCとEUの貿易分野の交渉でEU側は、GCCが資源エネルギー産品に課してい

る輸出関税を廃止すること、およびEU向けアルミ・石油化学製品を生産する企業へGCC側が

実質的な補助金55を出しているとして、これを廃止することなどを改めて要求した56。逆に

GCC側は、EUがアルミ・石油化学製品の輸入に関税を課しているとして批判した57。 

 本稿のまとめ 

 

 一般的な国際貿易テキストの統合モデルでは、地域統合を行う国々は、まず域内の関税

が撤廃されれば「FTA」が形成されたことになり、これに共通域外関税(CET)の設置が加わ

れば「関税同盟」となり、その後は、共同市場や通貨統合といった段階に深化・進化する

と説明されている。EU(欧州連合)の発展段階はそのような統合モデルに最も近いケースに

見える。 

 GCC やメルコスールのような途上国により構成される関税同盟では、（加盟国の関税収

入への依存度が高い、あるいは共通域外関税そのものが不完全であるなど）様々な理由で、

関税同盟の各国は、域外からの産品に対する関税の権利を放棄していない。 

 他方で、旧ソ連邦の国々によって形成されようとしている「ユーラシア関税同盟」(現在

のユーラシア経済共同体)では、リーダー国「ロシア」だけがエネルギー資源の輸出に際し

て「原産地原則」による関税権を維持する可能性が強い。 

 EU型のような関税同盟の場合は、（国家の関税徴収権など）独立国家が本来保有する権

利を放棄せねばならない。よって関税収入への依存度が高い途上国は、EU型の関税同盟に

移行することは困難である。 

 逆に、(本稿では検討しなかったが)アフリカ諸国の関税同盟に見られるように、元来、

国家の主権が不安定または未成熟な小国の場合には、関税同盟に加わることによって、域

外国との(ゲーム理論における)互恵的な戦略的交渉力を確保する事が可能となる。 

 以上から、途上国が関税同盟を形成する場合には、形成の動機は国々の主権が一部委譲

                                                                                                                                                 

Bilateral.org(1/July/2013)”Gulf states take harder line with EU over free-trade 

agreement”  

<http://www.bilaterals.org/?gulf-states-take-harder-line> [access: 3/May/2014] 
55 【GCCの輸出補助金制度】GCC全体での輸出補助金プログラムは存在しないものの、

サウジアラビアでは現地の石油関連企業の土地購入費がほぼコストゼロかつ低金利での資

金融資が受けられることから、米国政府(USTR)は、これが輸出補助金に相当すると見てい

る。なお、サウジアラビアでは、小麦の生産補助金を1993年から削減し始めたとされるが、

これはサウジアラビア政府が、同年にGATT(WTOの前身)へ加盟申請を出したことと無縁

ではないと推察される（2005年11月11日にWTO加盟）。 

56
 Bloomberg(26 May 2010) “GCC members suspend free-trade talks with Europe”“Saudi Basic 

Industries Corp., the largest petrochemical maker in the world, buys feedstock for its 

petrochemicals at fixed prices from state-owned oil company Saudi Aramco. Most of its rivals 

outside the Middle East use naphtha, a more expensive feedstock that is linked to the price of 

oil.”<http://www.bilaterals.org/./?gcc-members-suspend-free-trade> [access: 17/May/2014] 

57 Gulf News(1 Feb 2014) “However, contentious issues rose on such issues as the EU’s 

reservations with the GCC on political openness, human rights and environmental 

protection. On trade, there was the subsidy to Gulf-based aluminium and 

petrochemicals firms engaged in exports to EU economies. Conversely, the GCC was 

displeased with EU tariffs on aluminium and petrochemical products.” 

<http://www.bilaterals.org＞[access:4/May/2014] 

http://www.bilaterals.org/?gulf-states-take-harder-line-with&lang=en#sthash.YwKYvKjc.dpuf
http://www.bilaterals.org/?gcc-members-suspend-free-trade
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または共有される EU型とは異なって、域内の国々の独自の権利や主権を維持できるタイプ

の関税同盟になると推察される。先進国間の自由貿易では、（一部の農産物など極少数品

目の例外はあるが）“関税”の重要性が失われつつあり、必然的に“共通域外関税”の必

要性も薄れていくと推察される。現在の日 EU、米 EU のように、(例外品目を除けば)関税

そのものが主要な貿易障壁とはならないメガ FTA が、仮に関税同盟に移行したとしても、

移行前と移行後では大きな変化(貿易創出効果も貿易転換効果)は生じないと推察される。

見方を変えれば、バラッサの時代の関税同盟の典型は EU(いわばバラッサ型)であったとし

ても、現代あるいは将来の時代の関税同盟は、途上国グループは”バラッサ型”に近いが

関税権は各国が保有する関税同盟を指向し、先進国グループは”メガ FTA型”、つまり(一

部の例外品目を除けば)貿易障壁としての 「関税」の役割が終わり、域内統一の規格・基

準がそれに代わるタイプにシフトする可能性がある。 

 つまり、バラッサ・モデルの言う”FTA は国家が関税権を放棄・移譲する形での関税同

盟に進化する”という発展段階的なルートは、厳密には途上国、先進国いずれの場合にも

当てはまらない。先進国間の経済統合では、“共通域外関税（CET:Common External Tariff）

ではなく (規格や基準に代表される )共通域外非関税障壁 (CENT:Common External 

Non-Tariff)を有する FTA”がバラッサの唱える関税同盟と同じものと推察される。 
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