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ジェトロでは、日本・コロンビア EPA 交渉に向けた、民間部門から関係省庁への検討材料

としての提言を目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケ

ートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「日本・コロンビア経済連携協定(EPA)

研究会」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

 

部署・部署名 

 

 

お名前 

 

 

～ご協力有難うございました～ 
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はじめに 

                                                                  

コロンビアは南米ではブラジルに次ぐ人口を誇り、ニッケル、石油、石炭な

どの鉱物資源に恵まれるなど、日本企業の関心が高まっている。近年は、ウリ

ベ前政権による積極的な治安対策及び経済発展策の効果により治安は回復し、

同国における日本企業の活動も活発化している。 

日本とコロンビアの経済関係は、日本コロンビア修好関係 100 周年に当たる

2008 年の両国首脳会談を機に急速に緊密化している。同年に設立された両国産

学官の代表者で構成する｢日本コロンビア賢人会｣による両国首脳への提言をふ

まえ開始された日コロンビア投資協定締結交渉は、2010 年 12 月実質合意に至っ

た。また、2010 年 6 月には、日本コロンビア商工会議所、在コロンビア進出日

系企業会の連名による｢コロンビアとのＥＰＡ締結に関する要望書｣が提出され

るなど両国間の早期ＥＰＡ締結を望む声が強い。 

一方、コロンビアと他国との FTA 交渉状況を見ると、韓国との FTA 交渉は

2010 年 10 月には第 4 回交渉を終えた。韓国との FTA が発効すれば、日本の家

電製品、自動車などに関税差が生じ、コロンビア市場で競争力を失う懸念が出

ている。加えて対 EU の FTA についても、2011 年 5 月 18 日マドリードで開催

された「EU‐ラテンアメリカ・カリブ首脳会議」にて調印された。そして、カ

ナダとは本年８月にも FTA の発効が見込まれ、また、米国との間では、同国の

議会承認を待つのみである。このように、コロンビアはかねてから開放政策を

掲げ、主要先進国との FTA を進めている FTA 先進国とも言える。 

このような状況を踏まえ、ジェトロでは 2011 年 2 月に「日本・コロンビア経

済連携協定（EPA）研究会」を立ち上げた。学界、経済界の有識者を委員として

4 回にわたって研究会を開催し、そこでの検討結果を報告書にとりまとめた。本

報告書が、政府関係者や企業、団体などの皆様にとり、今後のコロンビアとの

EPA やビジネス戦略等を検討する際の資料としてお役に立てば幸いである。 

 

日本・コロンビア経済連携協定（EPA）研究会 

ジェトロ 海外調査部 中南米課 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【免責事項】 

................................................................................................................................................. 

 ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、
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第 1 章 日本の EPA 締結相手としてのコロンビアの重要性 

１．経済の自由開放政策を採用 

＜自由貿易協定(FTA)や投資協定(BIT)等への積極的な取り組み＞ 

コロンビア政府はかねてから経済の自由開放政策を掲げ、FTA や BIT などの国際通商 

協定交渉に積極的に取り組み、経済発展を図る政策をとってきている。これまで、アン 

デス共同体の他、メキシコやチリ、中米 3 カ国等中南米諸国との FTA が発効しており、 

さらに伝統的貿易相手国である米、EU、加、EFTA（スイス、リヒテンシュタイン、ノル 

ウェー、アイスランド）等と既に FTA に合意している。また、同国政府はアジア諸国と 

の関係強化に力を入れ、BIT については中国、インドと調印済みであり、近く日本や韓国 

とも調印が予定されており、また FTA 交渉を韓国と 2009 年末から進めている。ウリベ前 

大統領のこうした経済政策を継承したサントス現大統領はさらなる経済開放路線を推進 

していくものと思われる。 

こうしたコロンビアの通商政策は、中南米の中でもメルコスールの保護貿易的スタン

スや、ボリビア、ベネズエラ、エクアドル等急進左派反米の流れとは一線を画している。

APEC への加盟を希望（現在はオブザーバー）しているほか、2011 年 4 月にはメキシコ、

ペルー、チリと中南米太平洋岸主要国による経済統合「太平洋同盟」iの創設に向けた合

意文書に署名するなど、アジア大洋州に目を向け、積極的に国を開く姿勢を鮮明にして

いる。わが国はメキシコ、ペルー、チリと既に EPA を持つ（ペルーは発効待ち）が、さ

らにコロンビアとも EPA を結ぶことで、4 カ国合わせればブラジルに匹敵する人口を持

ち、かつ開かれた市場が創られることとなる。 

 

２．消費市場の拡大 

＜中間層拡大に伴い、進む消費の活性化＞ 

 コロンビアは南米ではブラジル（約 1.9 億人）に次ぐ人口（約 4,670 万人）を持つ市場

であり、これは日本がすでに EPA を締結しているチリ（約 1,680 万人）とペルー（約 2,820

万人）を足した人口を上回っている。 

また、資源価格の高騰や治安の回復により、1 人当たり GDP が 2004 年の 2,688 ドルか

ら 2010 年には約 2.3 倍の 6,273 ドルに達するなど、同国は中間層拡大による消費の活性化

が進む魅力的な市場となっている。 

 ＜相次ぐ外資の進出と急がれる市場の確保＞ 

さらに、同国は周辺国とは一線を画した親米国であり、国内テロ対策の奏効もあって、

ここ数年の治安改善が目覚しく、こうした市場動向を睨んだ外資系企業の進出が相次い

                                                   
i 「太平洋同盟」では財の貿易自由化だけでなく、サービス、資本、人の移動の自由化までを視野に入れ、

既に 4 ヵ国間で個々に締結されている自由貿易協定（FTA）の内容を拡大・深化させる。4 ヵ国以外の中南

米の太平洋岸諸国の参加も歓迎しており、APEC などアジア太平洋地域の統合深化に向けた中南米側の中

核となる計画。 
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でいる。南米市場ではブラジルの次のターゲットはコロンビアと考える日本企業も多く、

コロンビアを拠点にエクアドル（1,360 万人）などアンデス諸国へ輸出することで、さら

なる市場拡大を目指すなど域内貿易を深耕する動きも見られる。各国の進出が相次ぐブ

ラジルに比べ、消費市場のみならず、資源、インフラ、エネルギー分野など手付かずの

案件も多く、今なら時間的遅れは尐ないとの評価が日系企業にある。このタイミングを

适すことなく、日本企業が同国市場でのビジネスを展開していくためには EPA が必要と

なる。 

 

３．価格競争力の確保 

 ＜関税率差による米・EU・韓国等 FTA 先行国製品との务後を回避＞ 

  コロンビアと米国、EU との FTA はすでに署名ずみ、韓国とのそれは交渉が進んでお 

り、仮にこれら諸国の製品が低い関税率で同国市場に流入することになれば、日本製品 

は同国市場で圧倒的に価格競争力を失う可能性が高い。例えば、同国の乗用車の関税率 

は現在 35％だが、すでに現時点で価格差が生じている韓国車と日本車とのそれが一層拡

大することになりかねない。FTA 先行国製品との务後を回避し、同国市場でのイコール

フッティング原則を確保するためには EPA が必要丌可欠である。 
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第 2 章 コロンビアの政治・経済概況（細野 昭雄 委員） 

＜コロンビアの政治：特徴と最近の動向＞ 

 

 コロンビアは、一般に中南米の中でも治安の悪い国の一つとして知られてきた。特に日

本では、法人の誘拐・殺害の事件などの報道により、そのイメージが定着した経緯がある。

しかし、近年、コロンビアでは、治安の顕著な回復がみられている。 

 ここでは、まず、コロンビアの政治の長期的趨勢を振り返り、その中での、治安の悪化

と、近年における回復の傾向について概観することとしたい。 

コロンビアでは、20 世紀に入って、自由党と保守党の 2 大政党のもと、安定期が続いた

が、1946 年の大統領選挙、48 年のガイタンの暗殺により、「ビオレンシアの時代」として知

られる、2 大勢力間の全国規模での暴力的対立が続く時代へと移行する。この間、1953 年に

は、ロハス軍事政権が発足、1957 年まで続いた。 

長い「ビオレンシアの時代」は、1958 年、2 大政党の妥協によって、国民戦線体制が成立

することにより、ようやく、終止符を打つに至った。その後、16 年間にわたり、自由・保

守両党から、交互に大統領を選出し、国、地方の議会の議員を 2 党で分配するなどの、2 党

による政治体制が維持された。国民戦線体制による政治が終わる 1974 年後も、2 大政党が

中心となる政治は事実上継続した。 

こうして、政治的には 2 大政党の合意（1974 年以降は、暗黙の合意）によって、安定的

に推移したが、このことは、2 大政党が実質的にコロンビアの政治を支配し続け、これら以

外の勢力、例えば、左派勢力の政治への実質的参加を困難にする結果となった。こうした

中、1960 年代に、コロンビア解放軍（FARC）や国民解放軍（ELN）などの左派の非合法武

装勢力が誕生し、70 年代には、右派の非合法武装勢力パラミリタリーが活動を活発化した。

90 年代に至ると、これら、武装勢力が、麻薬マフィアとも結びつきつつ、誘拐、爆弾テロ、

破壊活動等を拡大し、治安を著しく悪化させた。こうしたなか、国内避難民が増加、治安

の回復、避難民対策などが長期にわたり重要な課題となった。 

1990 年に発足したガビリア政権は、91 年に新憲法を公布し、92 年には、左派ゲリラの問

題に取り組むために非常事態宣言を発令した。98 年に就任したパストラーナ大統領は、和

平と麻薬撲滅をめざす、画期的な「プラン・コロンビア」を実施にうつし、最大のゲリラ

組織、ＦＡＲＣとの和平交渉を開始したが、2002 年国会議員の誘拐事件、ハイジャック事

件などにより、中断された。 

2002 年からのウリベ政権は、治安対策の強化をめざしつつ、和平交渉を模索し、一定の

成果を上げ、経済の順調な成長を実現したこともあって、国民から高い支持を得た。ウリ

ベ大統領は、こうした推移のもと、大統領再選を可能とする憲法の改正を行い、この憲法

のもとで行われた選挙で、2006 年再選をはたした。 

ウリベ政権は、アメリカの支援も得ながら、警察と政府軍の拡充などにより、治安対策
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の強化を行い、ＦＡＲＣやＥＬＮの弱体化にかなりの成功を収めた。また、極右非合法武

装集団（パラミリタリーと呼ばれる）の武装解除プロセスを 2006 年までに終了させ、これ

らにより、治安の回復が進んだ。ウリベ政権までの、約 20 年間で、国家予算のうち国防・

治安対策費の対ＧＤＰ比は、1.9％（治安・国防の全体予算の対ＧＤＰ比、内、警察・軍予

算は 1.5％）から、3.8％（内、警察・軍予算は 3.1％）と倍になった。警察官・軍人の総数

は、ウリベ大統領の就任した 2002 年から、09 年までに、30 万 3400 人から 43 万 7500 人に

増加した。 この 2 期にわたるウリベ政権のもと、コロンビアの政治と経済は大きな転換を

遂げたと言える（経済の動向については次節参照）。 

２０１０年選挙で、サントス大統領が就任、概ねウリベ政権の政策を継承している。2011

年の国防・治安対策予算は、22.3 兆ペソに達し、国家予算の 15.2％を占め、対ＧＤＰ比で

3.8％となっており、サントス政権は、民主的治安対策の維持、都市部における警察官の拡

大などの治安対策を公約に掲げている。 

ウリベ政権の最大の成果の一つは、治安の顕著な改善であるといって過言ではない。人

口 10 万人あたりの殺人数（殺人発生率）は、就任時の半分近くにまで減尐した。ボゴタ、

メデジンなど主要都市では、各市の取り組みと相俟って治安の改善が進んでいる。たとえ

ば、メデジンカルテルで知られるメデジン市の場合、10 万人あたりの殺人発生件数は、2002

年の 184 から、2007 年には、26 に低下し、1991 年の 381 と比較すると、10 分の 1 以下とな

った。 

 

＜コロンビア経済の特徴と最近の動向＞ 

 

 コロンビアは、長期の安定した成長を達成してきた。中南米諸国の多くが、80 年代の初

め以降、累積債務危機、インフレなど丌安的な経済を経験する中、コロンビアは、債務の

支払いを継続するなど、堅実な経済運営が維持され、国際的な評価を得ている。最近の成

長率は、2007 年、6.1％、2008 年、2.7％、2009 年、0.8％、2010 年、4.0％とリーマンショッ

クの影響を受けたとはいえ、順調に推移しており、2011 年も 4.0％が見込まれている（国連

ECLAC 予測）。物価も比較的安定している。インフレ率（消費者物価上昇率）は、2007 年：

5.69％、2008 年：7.67％、2009 年：2.00％で推移した。  

輸出は、ウリベ政権下で順調に増加し、2002 年の 120 億ドルから、2008 年の 376 億ドル

へと約 3 倍となった。リーマンショック後、減尐したが、2010 年は増加に転じた。コロン

ビアは、ブラジル、ベネズエラなどのような大資源国ではないが、様々な資源の開発が進

んでおり（石油、石炭、フェロニッケル、エメラルド等）、輸出の多様化が進んでいる。世

界有数の高級コーヒー（フアン・バルデスのブランドで有名）や、花卉輸出（世界 2 位）を

はじめ、農業、農産加工業の一部にも強い競争力を有する（ランの種類：世界 1 位、生物多

様性：世界 2 位）。輸出相手国として最も重要なのは、アメリカで総輸出額に占める割合は、

39.2％（2009 年、商工観光省資料、以下同じ）に達し、ＥＵの 14.3％、ベネズエラの 12.3％、
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アンデス共同体諸国（ペルー、エクアドル、ボリビア）の 6.5％が主要輸出相手国となって

いる。 

近年は、投資環境に著しい改善が見られ、競争力指数などが、ラテンアメリカの中で、

特に高い。その結果、ウリベ政権下で、外国からの直接投資が大幅に増加した。2003 年に

17 億ドルであった、外国直接投資（ＦＤＩ）受入額は、2008 年には、106 億ドルに達した。

この間、2005 年にイギリスのビール製造大手サブミラーの投資（47 億ドル）、2006－07 年に

スイス資源大手のグレンコアの投資（それぞれ、6.6 億ドル、20 億ドル）、2008 年にアメリ

カ石炭大手ドランモンドの投資（15 億ドル）などの大型投資が進んだ。 

コロンビアの投資相手国としての魅力として、次のような点が挙げられよう。（１）有利

な地理的位置にあり、パナマの隣国、北米と南米の結節点にあり、太平洋・大西洋の両洋

に接すること。（２）ラテンアメリカの中で、最もビジネス環境が整っており、投資家保護

の評価もラテンアメリカで最も高く、世界的にも高いこと。（３）人的資源についても評価

が高く、熟練した産業人材が多いとの評価があること。（４）0－39 歳が全人口の 70％を占

め、20－60 歳の労働力人口も 52％と高く、豊富な労働力の存在、消費市場のポテンシャル

が大きいことが、コロンビア経済を需要・供給両面から支えること。（５）これらに加え、

既述の通り、近年の治安の改善により、優れた投資環境と高い競争力を併せ持つに至って

いること。 

例えば、世界銀行がまとめているビジネスのしやすさの国際比較（World Bank, Doing 

Business）によると、2007 年 79 位、08 年 66 位、09 年 49 位、10 年 37 位、11 年 39 位と上位

にランクされ 中南米諸国中最もビジネス環境が整った国となった（同報告書が作成され

るようになって以来初。JETRO ボゴタ事務所による）。投資家保護についても中南米諸国の

中で最も評価ポイントが高く、6 位となった（調査対象 183 カ国中。JETRO ボゴタ事務所

による）。 

コロンビアは、一貫して、アメリカとの緊密な政治経済関係を維持する対外政策を堅持

している。アメリカは、重要な軍事援助供不国であり、コロンビアは、9･11 以降テロ撲滅

における同盟国として親米路線を一層強化し、ブッシュ政権とは中南米諸国の中でも特に

強い関係を構築した。一方、隣国ベネズエラとは、関係が悪化していたが、サントス大統

領は、ベネズエラとの外交関係再開に合意し、両国関係は修復される方向にある。ヨーロ

ッパ諸国との関係は、伝統的に良好で、近年、アジア太平洋諸国との関係強化に強い関心

を示し、APEC への加盟を希望している。 

こうしたコンテクストのもと、対外経済関係を FTA の締結などにより強化する方針を打

ち出しており、米国、EU との FTA は、署名済みで、批准待ちの状況にあり、カナダとの

FTA は 2011 年に発効した。韓国とは FTA を交渉中である。投資保護協定は、中国、イギ

リス、韓国などと署名済みで、批准待ちとなっている。投資保護協定については、日本と

も合意した。二重課税防止協定は、韓国とは締結済み、フランスとは交渉終了、米国、ド

イツ、オランダなどと交渉中である。 
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＜コロンビアの政治経済における今後の課題＞ 

 

治安は、記述の通り、著しく改善したとはいえ、引き続き、治安対策の継続が必要であ

る。FARC、ELN のテロ行為は続いており、和平対話を含む、治安改善への取り組みが必要

であると考えられる。経済の安定的成長は高く評価されるが、失業と貣困の克服が課題と

なっている。失業率は、2001 年の 16.4％からは、低下したとはいえ、12％程度に高止まり

しており、雇用の拡大が求められている。他方、貣困率（基礎的生活必需品が丌足してい

る人の割合）は、ウリベ政権下で 55.7％から、35.0％に減尐したが、引き続き貣困の克服、

格差の縮小が課題となっている。 

コロンビアは、南北を縦断する３つの山脈に主要都市、生産地域が分断されているとい

う、地形的特徴を有しており、こうした、丌利な条件の克服には、インフラの整備は長期

的課題である。また、安定的成長の継続のためには、貿易・外国からの投資の拡大が丌可

欠であり、そのためにも、経済外交の強化、EPA/FTA の締結は重要性が高い。さらに、税・

財政改革、社会保障改革も重要な課題となっている。以上のような、コロンビアの今後の

課題については、サントス政権も認識しており、これらに取り組むことを謳っている。 
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第 3 章 EPA に見込まれる効果と影響 

 

【①日本・コロンビア両国間の貿易・投資について（柳田 武三 委員）】 

１．対コロンビア輸出 

（１）概況：  

日本の対コロンビア輸出総額（2009 年）は、7 億 7,670 万ドルとなっている。日本の対コ

ロンビア輸入は 2009 年、3 億 8,560 万ドルで、日本の貿易黒字となっている。 

品目別では、自動車関連が大半を占めている。完成車としての貤物自動車や乗用自動車

のほか、タイヤ、エンジン、その他の自動車部品が多く輸出されている。コロンビアでは

マツダや日野自動車など完成車の組立を現地で行っている。そのため、輸出品目としてノ

ックダウン用の部品が多く含まれている。 

＜日本の対コロンビア輸出（2009 年）出所：WTA（HS-4 桁）＞ 

総額：776.7 百万ドル

 

（２）主要品目： 

 さらに細かく、ＨＳ9 桁ベースで上位の 50 品目では、輸出総額の約 66％を占めている。 自

動車関連以外の品目としては、ショベルカー等の建機、通信機器、一般機械、医療機器な

どがある。  

＜対コロンビア主要輸出品目＞ 

 鉄鋼品  
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 タイヤ  

 ショベルカー等建機  

 自動車（乗用、貤物）  

 自動車部品  

 通信機器  

 一般機械  

 医療機器：液体のろ過機及び清浄機、針、カテーテル、診断用電気機器、エックス

線機器  

（３）関税構造： 

 コロンビアの基本税率は、0％、3％、5％、10％、15％、20％、35％と 7 段階。基本的に

従価税となっている。 ＨＳ9 桁ベースで全品目数に占める無税品目数の割合は、無税品目

が 22％、有税品目が 78％となっている。 無税品目は機械類、化学工業生産品の一部である。 

 対日輸入実績について、各関税率の割合を品目数ベース、および金額ベースで見ると、

対日輸入では品目ベースで約 4 分の 1 が無税、金額ベースでは、約 3 分の１が無税。 チリ

は、基本税率も一律 6％、ペルーもほとんどが 9％以下であり、コロンビアの関税率は相対

的に高い。例えば、同じグラフで 35％の関税が掛かっている品目数は 17 品目だが、それを

金額ベースで見ると、割合が大きくなっている。これは乗用車に 35％関税がかけられてい

ることが大きな要因である。 

＜コロンビアの対日輸入（2009 年）における（左）税率段階別の品目数（関税率、品目数）

と（右）税率段階別の金額（関税率、百万ドル）＞ 

 

出所：いずれも WTA（HS-9 桁ベース）、コロンビア税関資料を基にジェトロ作成 

２．対コロンビア輸入 

（１）概況： 

 2009 年の日本の対コロンビア輸入総額は 3 億 8,560 万ドル。コロンビアでは石油、石炭な

ど鉱物資源も豊富であるが、現在日本はニッケル関係の輸入に留まっている。 品目別では、

コーヒーならびに切花関係が 8 割を超える。  
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＜日本の対コロンビア輸入総額に占める品目別割合（2009 年）出所：WTA（HS-4 桁）＞ 

 

（２）主要品目： 

輸入主要品目について、HＳ9 桁ベースで上位 50 品目を見ると、コーヒー関係、切花、フ

ェロアロイで 9 割、上位 50 品目で 99.5％を占めている。  

 

（３）関税構造： 

 コロンビアからの輸入上位 50 品目の無税、有税割合を見ると、品目数ベースでは 無税品

目は 64％、有税品目は 36％となっている。 有税品目には、『煎ったコーヒー豆』、『インス

タントコーヒー』、『コーヒーエキス』などコーヒー加工品、また『バナナ』、『エビ』など

の農水産物などがある。 関税率についてコーヒーは生豆で 0％、焙煎、インスタント、エ

キスの状態になると、有税となる。  

 

３．コロンビアの対内投資 

業種別対内直接投資については、鉱業分野が最大の４１％を構成している。続いて石油

が３６％である。コロンビアでは 2000 年以降石油生産量と埋蔵量が急激に落ち込んだため、

油田探査や既存の油田の生産拡大を目指している。09 年 9 月には英エメラルド・エナジー

がコロンビア東部メタ県において新鉱床を発見し、埋蔵量は当時の 14 億バレル程度から３

～４倍になることが期待されている。国別対内直接投資については、伝統的に最大の投資

国である米国が拡大している。日本からの投資については、2009 年は 70 万ドルに過ぎない

が、治安改善にともなって、各社事業活動を活発化させ、2010 年に入って新規進出の動き

が続いている。なお、2010 年 12 月には日本・コロンビア投資協定交渉が大筋合意に達して

いる。  
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４．アンケート調査 

（１）日系進出企業経営実態調査 
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2010 年に実施した、中南米進出日系企業の経営実態調査の結果概要をコロンビア中心に

して紹介する。コロンビアについては、27 社にアンケート票を送付。21 社の回答があった。  

2009 年度決算の営業利益を聞いたところ、中南米全体では、7 割の企業が黒字を確保。2

割が赤字、7％が均衡としている。コロンビアは概ね 6 割黒字、3 割赤字、5％が均衡という

結果となった。 

＜2009 年度決算＞ 

 

2010 年度決算の営業利益見込みは、中南米全体で 7 割が黒字というのは変わらないが、

ベネズエラを除けば 7 割が黒字、チリ、アルゼンチンにいたっては、ほぼ 8 割が黒字として

いる。コロンビアも 75％が黒字を確保、赤字は 15％、均衡は 10％としている。  

＜2010 年決算見込み＞ 

 

2011 年以降の見通しについては、中南米全体では 5 割が『改善』、9％が『悪化』、4 割弱

が『横ばい』としている。コロンビアは同じく 5 割が『改善』とし、『悪化』とする割合が

5％弱と対象国別で一番低くなっている。  
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＜2011 年以降の営業利益見通し＞ 

 

同業種での競合状況について聞いたところ、全体的には同業日系企業が競合とする意見

が多く、そのほか欧米企業、中韓企業と続く。コロンビアで注目されるのは、競合が日系

企業とする割合は 2 割弱と尐ないのに対し、韓国企業とする割合が 3 割弱と調査対象国では

一番高くなっている。 

＜同業種企業との競合状況について＞ 

  

 

（２）EPA アンケート調査 

同調査の中で、コロンビア進出日系企業向けに別途質問項目を設定し、EPA に関するア
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ンケート調査を実施した（巻末資料編参照）。  

コロンビアがこれから締結しようとする日本以外の国との EPA(FTA)について、実質的な

競争条件の悪化を懸念していると回答した企業は全体の 63％を占めた。特にコロンビアが

交渉を進めている韓国との関税差に懸念を表する企業が多くなっている。コロンビア市場

での競争条件で他国に务後しないための EPA 戦略が求められている。  

輸入ビジネスを行っている企業は、回答企業の 68％を占め、その輸入相手国としては日

本という回答が最も多くなっている。対日 EPA が実現した場合に対日輸入を増やすとの回

答は、6 割を占めることから、主に工業製品分野を中心に対コロンビア輸出の増加が見込ま

れる。  

一方、輸出ビジネスを行っている企業は、回答企業の 63％を占め、その相手先はアンデ

ス諸国内（エクアドル、ベネズエラ、ペルー、チリ）などが多くなっている。対日 EPA が

実現した場合、対日輸出を増やすとした回答は、26％に留まった。  

ビジネス環境に関して問題を指摘する声としては、『金融制度（42％）』、『ロジスティクス

（37％)』、『貿易制度・手続き（37％)』、『税制面（同 37％)』、『人事労務面（同 37％）』が挙

げられる。  

政府調達について実績がある企業は 2 割となっている。具体的案件としては、『医療機器』、

『水力発電機』、『警察、公安向け商品供給』、『トラック、バス』などである。また、EPA

等により日本企業の条件が改善された場合に政府調達案件の参入を積極化するかとの問い

に対して、『積極化したい』との回答は約 53％で、政府調達案件への期待が見られる。 
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【②主要産業別（自動車分野） 林 和彦 委員 】 

  

１． コロンビアでのビジネス概況、産業・市場の動向 

＜四輪＞ 

 コロンビア自動車市場は、好調な経済成長を背景に堅調に推移。2005 年には 14 万 7,000

台であったのが 2010 年には過去最高の 25 万 9,000 台を記録、南米ではブラジル、アル

ゼンチン、チリに次ぐ 4 番目に大きな市場に成長。一方、人口当たりの保有台数は依然

低くモータリゼーションの初期ステージにあること、経済成長のポテンシャルが高い

ことなどから、今後も成長の期待される有望市場。 

 トヨタ、日産、ホンダ、三菱、富士重、マツダ、日野、いすゞなど国内全てのメーカ

ーが現地で貥売活動を行っている。そのうち、マツダは 1982 年から、日野は 2008 年か

ら現地での生産活動も行っている。現在、GM、ルノーの 2 社で市場シェアの 5 割を占

め、日本車全体のシェアは 20%弱。最近では韓国車の伸びが著しく、市場競争は年々激

しいものになっている。 

＜二輪＞ 

 二輪においては、カワサキ、スズキ、ホンダ、ヤマハの国内二輪メーカー全社が直接

投資あるいは現地パートナーとの技術提携により現地生産、輸入・貥売活動を行って

いる。生産拠点として、安定した経済運営、地理的優位性や優良な人的資源など、中

南米諸国への輸出拠点となりえる素地が評価されている。 

 市場としては、ブラジル、アルゼンチンに次ぐ規模の大きな市場。また中南米諸国の

中では比較的オートバイ文化が発達しており、経済成長に伴い今後も市場の安定成長

が続くと見込まれ、各社とも重要市場と位置付けている。日本からは、特に大型二輪

車、四輪バギー車を輸出している。これら分野ではコロンビア市場で日本製品が圧倒

的な強みを持っているが、FTA で米欧車への関税が先行して撤廃されることになると、

そうした強みが失われてしまうことが懸念される。 

 

２． コロンビアにおけるビジネス環境上の問題点 

 ビジネス環境上の問題として、バイオ燃料規制などの自動車関連規制の導入における

問題が挙げられる。新たな自動車技術の開発には長期間を要するため、規制の導入に

は各メーカーが対応可能で現実的な準備期間が確保されていることが肝要であるが、

コロンビアにおいては、そうした開発リードタイムを考慮しない規制が度々あり、コ

ロンビア政府には事前に関係業界との調整を十分に行って頂きたいと考える。 

 治安については近年改善がみられるものの、現地従業員や出張者の安全はもちろん、

いまだガードマン対応が必要となる物流コストの削減等の観点から、更なる改善を望

む。 

 コロンビアの自動車市場の急成長と、将来のモータリゼーションの進行に対応するた
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めの道路整備等のインフラ整備も重要な課題である。特に、港湾地域と大都市間の高

速道路、ボゴダ市内の渋滞緩和への対策が必要。 

 その他、税制度の安定性／一貫性が求められること、また二重課税防止などの観点か

ら日本とコロンビアの租税条約の締結、通関業務の円滑化、排ガス規制認証要件の米

欧規制との統一化などを望む。 

 コロンビアは他の南米諸国に比べればビジネス環境水準は高いと言われており、それ

は事実でもあるが、まだ様々な分野において問題や課題があると考えている。これら

の問題は、EPA の枠組みですべて解決されるというものではないが、ビジネス環境の

改善への自動車業界の期待は高い。 

 

３． 日本の自動車産業の現状と EPA の重要性 

 日本の自動車業界は、世界で年間 2,000 万台以上の自動車を生産しており、うち約 1,000

万台を国内で生産し、そのうち約 500万台を日本から海外 200カ国以上に輸出している。

また、50 カ国以上の国々で現地生産を行っている。 

 このようにグローバルにビジネス展開している自動車産業にとって、自由貿易の推進

と公正なビジネス環境の整備は極めて重要であり、とりわけ EPA 推進への支援は当会

にとっても重要課題の１つ。 

 主要な自動車産業を持つ国では、FTA を積極的に推し進めている。例えば、近年競争

力の向上が著しい韓国と比較すると、日韓共に現在交渉中の EPA がすべて締結され関

税が撤廃された場合、韓国メーカーは市場規模で見ると世界市場の 6 割超の、約 4,100

万台でその恩恵を受ける。これに対して、日本が EPA の恩恵を受けられるのはわずか

800 万台程度。 

 日本の自動車産業は、国内での生産維持に努めているが、日本の EPA 締結が遅れ、日

本車の競争条件が他国に务後した状態が続くと、海外生産の比率が増大することにも

繋がりかねないと懸念。日本の自動車産業の競争力維持・向上のため、日本の EPA の

一層の推進が重要である。 

 

４． 日コロンビア EPA の重要性 

 コロンビアの自動車関税率は 35%と高水準であり、価格競争に不える影響は極めて大き

い。コロンビアは他国と積極的にEPAを推進しており、中南米諸国と既にFTAを発効、

米欧とは署名済み、韓国とも交渉中の状況。このままでは日本からの完成車輸出の競

争力が大きく後退、ひいてはビジネスの縮小も危惧される。 

 2000 年から 2010 年の日本車と韓国車の貥売シェアを比較すると、日本車が減尐傾向に

ある中で韓国車は確実にシェアを伸ばしている（2000 年：日本車 23.8％、韓国車 9.1％ 

→ 2010 年：日本車 19.1％、韓国車 19.0％）。この状況で韓国とコロンビアの EPA が

締結されれば、日本車の貥売は壊滅的なダメージを受けるものと想定される。 
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日本メーカー各社は、高い関税が課される日本からの輸出だけでなく、その他の国か

らもコロンビアへ輸出しているが、モデルが限定される為に思うように貥売を伸ばせ

ていない。日コロンビア EPA の締結は日本メーカー各社にとって大きなオポチュニテ

ィとなる。 

 過去、チリへの自動車輸出台数は、日本車が韓国車を上回っていたが、2004 年に韓国

チリ FTA が発効された影響で、2006 年には韓国車の輸出が日本車に追いついた。しか

し、2007 年 9 月に発効された日チリ EPA では、自動車分野では既に発効していた韓国

チリ協定と同等、品目によってはそれ以上のレベルで関税削減が実現された。その結

果、2008 年には再度、日本車の輸出が韓国車を上回った。 

 

５．まとめ 

 コロンビアの自動車市場に参入している主要国で FTA 交渉を行っていないのは日本の

み。日本車が他国と対等な競争条件でビジネスを展開するには、コロンビアとの EPA

締結が丌可欠。 

 以上の観点から、自動車業界としては、日コロンビア EPA の早期交渉開始を要望する。

また交渉にあたっては、他国に务後しないタイミング（メルコスール、EU は 2018 年に

撤廃）で、関税削減・撤廃、ビジネス環境の改善を実現頂きたい。 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.



- 22 - 

 

【②主要産業別（電気・電子機器分野） 堀田 隆之 委員】 

 

ＩＴ・エレクトロニクス業界コメント 

 

【概要】 

従来より電子電気産業は、自動車産業と並んで、日本の代表的な輸出産業と考えられて

いるが、当業界の主な生産拠点はアジアにシフトしており、日本生産が比較的多いのは、

デジカメやカムコーダーなど、一部製品に限られている、と考えられていた。 

ところが、3 月の東日本大震災において、当業界の企業の中にも甚大な被害を蒙ったとこ

ろが多数あり、ここからの製品供給がストップしたことにより、世界的なサプライチェー

ンに深刻な影響を及ぼした。即ち、いみじくも日本における電子電気産業の潜在力が顕著

化した形といえる。こうした被災企業は、先ずは震災前の状態に戻すための「復旧」に全

力を上げるが、更なる発展を期しての「復興」に取り組んでいる。 

また、業界全体としても、震災前を超える競争力の実現を目指して鋭意努力していると

ころであり、世界の競争相手に伍して勝ってゆくためには、物を自由に動かすことにでき

る「貿易の自由化」は極めて重要である。 

特に一部の国では、自国製品を世界に売り込むためにＦＴＡを積極的に推進する政策を

とっており、尐なくともこうした動きに決して务後することがないよう、わが国としての

対応が望まれるところである。 

 

【日コロンビアＥＰＡの影響】 

① 投資 

コロンビアへの進出状況は、家電の輸入貥売が 2 社、インフラ機器の輸入貥売・設置・メ

ンテなどで 2 社があるのみ。 

当業界のグローバル展開の歴史は古く、南米にも 70 年代から多くの企業が進出した。と

ころが、南米では 80 年代から 90 年代にかけて、政治的経済的な大混乱が起こり、日系企業

も多大なダメージを受けて、撤退を余儀なくされたところもあった。（この間隙を縫って、

韓国企業が進出していった。） 

よって、当業界の関係者の中には、所謂「南米アレルギー」を持つケースがあり、概して

南米への進出には積極的とはいえなかった。 

このため、先ずは南米に対する誤解を解き、現在の状況を正しく理解する事が重要であ

る。その意味で、こうした研究を通じて的確な情報（特に発展著しいコロンビアの実情）

が得られる事はひじょうに有意義である。 

② 関税 

関税面では、コロンビアはＩＴＡに加盟していないので、主要なＩＴ・エレクトロニク

ス製品には 5-15％の関税がかかっている。日本からの輸出量は多くないが、現状としては
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ＦＴＡを結んでいる他国と比較すると価格競争力で务後することになる。特に、最大の競

合国である韓国は現在ＦＴＡ交渉を進めている。ＥＰＡにより、限られた数量とはいえ価

格競争力で他国に务後しないようにすることは重要である。 

③ ビジネス環境 

現地へ進出している企業より、ビジネス環境上の問題として次のような指摘がある。 

・ 税制 

新税制導入、税制変更が度々ある。事前に産業界との対話機会を設けるなど、透明性の

向上が求められる。 

・ 知的財産 

ゲームソフトの海賊版が横行しており対策が必要である。 

・ 治安 

  コンテナジャック等の一般犯罪が頻発しており防止策が求められる。港から倉庫まで

のルートで、短期間のうちに複数回のコンテナジャックに遭っており、これら組織的

犯罪への対策は急務である。 

・ インフラ整備 

都市部の慢性的な渋滞対策、港湾から都市部への幹線道路整備などが必要。地方自治体

による都市部の道路整備は行われているものの、工事が遅々として進まず、短期的には

工事に伴う影響で渋滞を悪化させている。 

全ての問題点がＥＰＡで解決できるわけではないが、ＥＰＡによりビジネス環境整備委員 

会が設置されることで、協議の場ができることはメリット。 

 

【結び】 

当業界では、グローバルなサプライチェーンを構築しており、人物金が世界中を自由に

行来できるよう、自由貿易の推進を支持している。 

FTA/EPA 交渉の推進は、WTO ドーハラウンド交渉を補完するものとして非常に重要で

ある。その意味で、日コロンビア EPA についても早期交渉入りを支持する。 
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【②主要産業別（鉱業分野） 緒方 幹信 委員）】 

 

１．日コロンビア EPA 交渉に関する課題 

（１）鉱業分野のみならず、全ての産業において両国が公平な利益の享受を受けること。 

（２）鉱業分野ではフェロニッケルが対象。コロンビアの FeNi 生産者の実態は資源メジャ 

ーBHPBilliton である。同社の貥売戦略は鉄鉱石、銅精鉱の貥売に見られるように寡  

占的な市場価格のコントロールであり、フェロニッケルの関税撤廃がただちに資源

の安定供給につながるとみなすのは疑問があり、慎重な対応が必要。 

（３）フェロニッケル関税は同国へは特恵関税が適用されている。 

① Ni 品位３３％以上、3.3％ × 0.8＝ 2.64％ 

② Ni 品位３３％未満、3.3％ × 0.6＝ 1.98％ 

 

２．日本のフェロニッケル製錬産業の現状 

 

（１）フェロニッケルの需要家 

ステンレス産業 （新日鉄住金ステンレス、日新製鋼、日本金属工業、日本冶金

工業） 

 

（２）本邦 Ni 系ステンレス生産推移 

Ni 価格の乱高下を嫌い、本邦ステンレスミルは Ni を含まない Cr 系ステンレスの

生産を増加させ、Ni 系ステンレスの生産は縮小傾向。 

 

（３）本邦フェロニッケル輸入依存度 

国内 Ni 系ステンレスの生産縮小に伴い、国内消費量は減尐。そのなかで、輸入品

フェロニッケルの依存度は、国内需要の 25％。（２０１０年実績）国別ではニュ

ーカレドニアが第１位、次にコロンビアが第２位、第３位以下はインドネシア、

その他となっている。 

 

（４）国別フェロニッケルの輸入依存度 

２００１年以降、コロンビアからは一定量の輸入が継続。 

 

 

（５）本邦フェロニッケルの生産能力と貥売内訳 

本邦フェロニッケル貥売総量（≒生産量）は鉱石品位の低下により、減尐傾向に

あるが、それでも依然として国内需要の 127％超（2010 年実績）を有する。一方

で、国内需要の 25％をしめる輸入品の流入があるため、実に国内生産の 45％をア
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ジア諸国へ輸出している。 

 

（６）競争力比較 

国内生産者は鉱石を輸入し、加工する買鉱型製錬。コロンビアの生産者は資源を

保有し、鉱山に製錬所が隣接する鉱山立地型製錬である。競争力は鉱石輸送コス

トがかからない後者のほうが高い。 

 

（７）電力問題 

   フェロニッケル産業は大量に電力を消費する。我が国の昨今の電力事情から今

後の電力代の引き上げは丌可避の情勢下にある。仮に、電力料金が１円/kWh 上昇

するとフェロニッケルの生産コストは２.５万円/ｔ-Ni のコストアップとなると懸

念されており、事業の安定継続が危ぶまれている。 

 

（８）循環型社会への貢献 

国内生産者はスラグの 100％有効活用し、廃棄物ゼロ型の産業を構築している。ス

ラグは JIS を取得し、以下の用途で再利用されている。 

③ 鉄鋼業の造滓材 

④ 敶地造成材、肥料 

⑤ ケーソン中詰め材 

 

（９）資源をめぐる世界情勢 

中国の資源国への攻勢は年々激しさを増しており、鉱石価格は急上昇している。

このため我が国製錬業の事業採算は年々悪化している。 

中国も日本と比較し環境、労働事情が異なること、投資コストが安いなど競争優

位な立場にあり我が国製錬業の存続にとって脅威となっている。 

 

（10）資源ナショナリズムの台頭 

新たな問題としてインドネシア、フィリピン、ニューカレドニアなどの資源国で

は鉱業法改正の動きがあり、生鉱石の加工義務化など鉱石輸出を禁じる動きが強

まり、鉱石の輸入継続が困難になりつつある。資源国は自国の資源を用いて上流

から川下にかけて一連の産業誘致を行い、経済発展を目指し、従来型の資源輸出

を禁止する動きを見せている。日本―インドネシアは EPA を締結したものの資源

の安定確保は困難な事態となりつつある。EPA 締結が直ちにわが国の資源の安定

確保につながると判断するのは誤りであり、慎重な見極めが必要。 
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３．関税撤廃の影響 

 

（１）国内生産者の競争力は、技術革新により改善されてきたが、関税（3.3％）が撤廃さ 

れると国内生産者は相当量の影響を被ることは必至である。 

 

（２）関税撤廃はフェロニッケルの輸入量の増加に結びつくよりも、日本国内の貥売価格 

の引き下げに繋がり、直接的な影響を被る。 

 

（３）コロンビアのフェロニッケル生産者の実態は鉄鉱石、原料炭、銅精鉱などを有する 

国際的な資源メジャーである。同社は鉄鉱石価格の吊り上げなど、我が国の鉄鋼産

業、自動車産業の原料コストにも重大な影響を不えている。フェロニッケルの関税

撤廃が我が国の資源の安定供給につながるのか慎重な見極めが必要。 

 

４．カスタマーサイドへの影響 

 

（１）国内のフェロニッケル需要は５～６万ｔ。そのなかで、国内生産者の貥売比率は 75％。 

関税撤廃によって国内生産者の操業が経済的に困難な事態に追い込まれれば、カス

タマーサイドは量的にも品質的にも優れた国産品の確保が困難となり、ステンレス

操業にも深刻な影響を不えると考えられる。 

 

（２）フェロニッケルはステンレス特殊鋼にとって必要丌可欠な物資であり、国家備蓄の 

対象となっている。 

 

 

２． まとめ 

 

フェロニッケルの事情、センシティブの度合いを慎重にご配慮いただきたい。 
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【②主要産業別（水産分野） 佐藤 安男 委員】 

 

1. 世界の食料事情 

① 世界の人口増加は続いており、食料増産も需要増に応じ切れていない。 

② 原油価格の高騰は穀物価格の高騰を引起こす。（飼育肉の7 倍の飼料が必要） 

③ 「食料価格の上昇圧力が続く」ＦＡＯの予測。 

 

2. 世界の水産物事情 

① 世界の水産物生産量は、既に頭打ち。 

② 海面漁業の漁獲量は１９９４年以降横ばいから、減尐傾向にある。 

③ 中国の圧倒的な養殖の増大が需要を支えている。 

（養殖魚の１０～２０倍の飼料が必要） 

 

3. 世界の水産資源争奪 

① 食料（穀物、肉、魚介類）、エネルギー、水の争奪戦が始まっている。 

② 科学技術のイノベーションに期待するしかない。 

 （化学肥料・飼料、遺伝子組み換え等） 

③ それまで各国は、自給率の向上を目指し、公海資源の自国権益確保に努める。 

 

4. 世界は公海水産資源の管理に成功していない。 

① 国連海洋法条約によって、地域漁業機関の管理の下での操業が義務付けられている。か
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つお・まぐろ類についても資源の悪化は止まらない。 

② 世界の海洋水産資源の８割以上の魚種が「満限利用状態」か「過剰利用又  は枯渇状

態」にある。 
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5. 日本の水産業の現状 

① わが国は過剰な程世界の水産物を輸入して来た。 

② わが国水産物市場は充分解放され続けた結果、自国の食料産業として存続基盤が余りに

も脆弱すぎる状況を招いた。 

③ わが国には、目標としての「自給率」があるが、そのための健全な産業育成工程表がな

い。 

④ 既に累次の関税引下げで、完全に国際競争力を失っている。 

⑤ 為替変動による支援策が丌充分であった。 

⑥ 水産物輸入超大国として、資源管理への市場国責任が問われている。 

 

 

 

6. 経済連携における両国漁業・水産業の共存共栄のあり方（結論） 

① 天然生物資源の持続的利用のためには、貿易自由化の前に、生産国・市場（加工・流通・

消費）国の一貫した「資源管理」が前提となる。 

・ 両国の漁業･水産業の共存共栄に必要な資源管理の枠組みが確立されていない。 

・ コロンビアに限らず、ある国との水産物貿易の自由化は、周辺国が当該国を迂回して丌

適正な漁獲物製品がわが国へ搬入される懸念がある。 

・ わが国は、水産物の輸入にあっては、わが国政府がわが国漁船に課している資源管理措

置と同様な措置が講じられていることが証明されたもののみを受入れるべきである。 

② 従って両国の漁業・水産業においては、資源と市場の共同利用を含めた、幅広い資源管
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理の協力関係を推進して行く中で、共存共栄の可能性を検討する必要がある。 

③ なお、東日本大震災の甚大な被害を受けたわが国漁業・水産業は、さらに原発事敀の汚

染と風評被害が今尚拡大しつつあり、例え、持続可能な資源管理の下の漁獲物であって

も、現状での水産物の輸入増嵩は漁業・水産業復興のマイナス要因となる。 

④ よって、ＥＰＡにおいては、わが国漁業・水産業のセンシティビティに十分な配慮をお

願いする。 
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【②主要産業別（貿易・投資分野） 檜山 充 委員）】 

 

１．商社にとっての EPA 締結のメリット 

・ 本年３月に日本貿易会の市場委員会メンバー企業２０社を対象に商社としての EPA 締

結のメリットにつき、アンケートを行ったところ、殆どの企業が以下 2点を挙げている。 

① 関税等障壁が取り除かれることでコストを削減し、取引を促進できる。 

② 投資環境が整備される。 

・ 日本の EPA には、投資環境を含むビジネス環境整備が EPA の条文として盛り込まれる

ことが一般的で、これは他国の EPA には無い大きな特徴である。これまでに締結され

た EPAに於いては小委員会が設置され、ビジネス環境に係る要望を先方政府に提出し、

実際に改善されている事例が見られる。 

・ 具体的には、チリとの EPA で、滞在許可手続きの迅速化、運転免許証の切り替え手続

きの簡素化等がなされたり、メキシコに於いて、対メキシコ EPA 締結国に限定された

政府調達の入札に日本企業が参加することができたといった例が挙げられる。同じメキ

シコに於いて、通関・税務関係の手続きの改善を求めたところ、中央関税とのホットラ

インが設置され、現場での問題が主管の中央官庁でスピーディに解決することが出来る

ようになったという事例もある。民間企業としては相手国政府に対し、意見を提出する

公式なルートを持つことができるというのは、大きなメリットである。 

 

２．コロンビアとの EPA 締結の重要性 

（１）コロンビアのポテンシャル 

・ アンケートではコロンビアに対しては、総じて「資源が豊富」であり、「安定した経済

成長が見込め、市場として有望」だという回答が多く見られた。この他、「カントリーリ

スクが低い」、「労働の質が高い」といった点も評価されている。 

・ かつては治安の問題、特に 2003 年の邦人誘拐殺人事件の影響で、日系企業が駐在員を引

き上げる、ベネズエラなどの近隣諸国からのカバーに切り替える、場合によっては、コ

ロンビアビジネスから撤退を決めるといったことが相次いだが、治安の改善と安定した

経済成長を受け、在コロンビアの日系企業会のメンバーは 2006 年に 21 社ほどであったの

が、2011 年 3 月現在、35 社にまで増加。 

（２）コロンビアにおける商社の活動 

・ 商社のコロンビアにおける現状のビジネスの中心は物品の売買（トレーディング）。直

接投資やサービスの取引を行っている商社はまだ多くはないが、アンケートでは、今後、

維持・拡大したい分野として、石炭を始め、石油、天然ガス、銅といった鉱物資源、設

備投資・プラントを挙げる社が多い。これらの分野では直接投資の可能性も出てくるも

のと考えられる。自動車やコーヒーを中心とした農水産物・加工食品、鉄鋼・鉄鋼製品、
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化学品、医療機器関連などの分野に注目している企業もある。 

（３）コロンビアでビジネスを行うに当たっての問題 

・ コロンビアとの取引の中で、過去に深刻な問題が生じた事例は必ずしも多くない。ただ、

実際にそうした経験を持つ会社からは、「関係法令・制度の透明性、司法制度に係る問

題」、「契約に係る問題（契約の丌履行等）」、その他に「行政手続きに係る問題」、「資金

回収に係る問題」が指摘された。 

・ この他、政府調達について問題を指摘した社はなかったが、この分野に関しても、制度

の透明性という点で、疑問の声がある。 

・ これらの問題については、EPA 締結によるビジネス環境の整備の施策によって解決され

ることが期待でき、対コロンビア EPA の条項にも取り入れられることが望ましい。 

 

３．競合国との関係から見たコロンビアとの EPA 締結の必要性 

・ EPA を締結した場合のデメリットについては、アンケートにおいては、大きなデメリッ

トを指摘する回答はない。むしろ、EPA が締結されなかった場合のデメリットの方が大

きいと考えている企業が多い。コロンビアと既に投資協定（BIT）や FTA を締結したり、

交渉に向けた動きがある国との競合関係においては、韓国、中国との競争で丌利な状況

が予想されるとの指摘が多くあった。 

・ アンケートで今後、拡大したい分野として複数社が鉱物資源関連ビジネスを挙げている

が、既に中国・韓国は資源関連を含む大型案件へ政府主導で積極的に投資を開始してお

り、特に EPA 交渉で日本に先行する韓国に対し、現在でも出遅れ感が否めず、日本と

しても早急な EPA 締結が望まれる。EPA が締結されない場合、中国、韓国からの自動

車、鉄鋼製品、機械類等廉価な競合品の流入も考えられる。 

・ 韓国、中国以外の競合としては本年中にも対コロンビア FTA が発効すると見られてい

る EU が挙げられる。 

・ 日本と中南米地域では、対メキシコ、チリとの EPA が発効しており、成果を上げてい

る。また、対ペルーEPA も本年 5 月 31 日に署名済み。上記 3 カ国に続き、市場として

も投資先としても有望であるコロンビアとのＥＰＡ締結に向け、交渉が早期に開始され

ることが望まれる。 
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【②主要産業別（農産分野） 一箭 拓朗 委員】 

 

 農業分野の課題について 

 

１． 日本農業の役割発揮と国内・国際社会への貢献 

○  持続可能な各国農業の共存をはかる 

○  食料主権のもと全ての人間に対する「食料への権利」の保障 

○  地球温暖化、生物多様性、環境、伝統文化の保護 

○  地域・国内生産を基本とした食料安全保障の確立 

○  再生産可能な適正価格の形成に基づく食料の安定供給 

○  わが国の食料・農業・農村基本計画に基づく自給率向上（50％） 

○  日本の生産者は、コスト低減に努力しつつ、安全・安心な農産物を将来にわたり

供給し、農地・水・地域・環境を守る所存 

 

２． ＥＰＡ交渉に関する考え方 

（１）基本的考え方 

○  相手国との相互発展、農業の共存を実現するものであること 

○  農業分野を含む全ての産業分野において公平な利益が享受されること 

○  農業の多面的機能の発揮と自給率向上に資するものであること 

○  食品の安全性や信頼性向上、環境保全など国民の期待に応えるものであること 

○  品目ごとの事情を検証し、センシティビティに配慮すること 

 

（２）最近の情勢を踏まえた課題 

 ○ ＥＰＡは我が国の「強い経済」実現にとって万能か 

   ･フィリピンやインドネシア看護師等の帰国や来日拒否、外国 

人技能実習生の帰国等を踏まえれば、丌測の事態に対応でき 

る国内産業基盤の強化こそ必要ではないか 

・ これまで締結した資源保有国とのＥＰＡにより、我が国への資源安定供給に関し

どのような成果が得られたのかについて検証するべきではないか 

○  関税を大きく超える為替の影響 

○  2 国間・複数国間によるＥＰＡの限界 

・ 食料需給ひっ迫時や価格高騰時の輸出制限・禁止、輸出税等への対処 

・ 日本産農産物、食品等の輸入制限・禁止措置への対処 

 

３． コロンビアとのＥＰＡ研究において留意すべき事項 

○  現状のコロンビアとの貿易実態だけでなく、これまで我が国が締結しているＥＰ
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Ａ/ＦＴＡにおける重要品目の扱い等を踏まえた検証を行う必要 

 

４． 東日本大震災との関連について 

○  3 月 11 日の東日本大震災は、被害地域の広範さ、津波による甚大な被害、未だ収

束の見通しが立たない原発事敀など、かつての震災とは規模も性質も全く異なるも

の 

○  今回の被災地域は我が国有数の食料基地であり、農林水産業が地域経済の主要基

盤となっていることに、特段の配慮が必要 

○  被災地のみならず大都市圏でも発生した一時的な食料の供給丌足や、原発事敀に

よる作付制限の影響等を踏まえ、改めて国内農業の基盤強化や食料安全保障の強化

をはかる必要 

○  こうした課題を克服し、農林漁業と地域経済社会の復旧・復興が見通せるまでに

は、相当な時間と困難を伴うことが確実であり、混乱が収まっていない現時点にお

いて、自由貿易交渉の検討を行うことが適切かどうか大いに疑問 

 

 

 

 

 

【わが国がこれまで締結したＥＰＡにおける農産物の譲許内容】 

相手国 除  外  再協議 段階的関税撤廃 

シンガポール 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、鶏肉、砂糖、でん

粉等 

 オレンジ、ぶどう、ぶどう

果汁、プルーン果汁、カレ

ー調製品等 

メキシコ 米麦、米麦調製品、指定乳製品

等 

パインアッ

プル、砂糖等 

メロン、グレープフルー

ツ、なし、さくらんぼ、も

も等 

マレーシア 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、砂糖、でん粉等 

大豆油等 にんにく、乾燥たけのこ、

卵黄、オレンジ、緑茶等 

チリ 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

砂糖、でん粉等 

チーズ、オレ

ンジ等 

りんご、ぶどう、たまねぎ、

キウイフルーツ、野菜ジュ

ース等 
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タイ 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉等 

豚肉、砂糖等 ねぎ、きゅうり（一時保

存）、もも、りんご、オレ

ンジ、グレープフルーツ、

米油・大豆油の一部等 

インドネシア 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、砂糖、でん粉等 

 茶製品（砂糖、ミルクを含

まないもの）の一部、ココ

ア、コーヒー等 

ブルネイ 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、砂糖、でん粉等 

大豆油等 ぶどう、ぶどう果汁、野菜

ジュース、プルーン果汁等 

アセアン 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、砂糖、砂糖調製品、

サゴでん粉等 

 塩蔵なす等 

フィリピン 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

でん粉等 

牛肉、豚肉、

精製糖等 

にんにく、もも、オレンジ、

グレープフルーツ等 

スイス 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、鶏肉、砂糖、でん

粉、雑豆、落花生、大豆油、菜

種油等 

 きゅうり（塩蔵）、乾燥い

ちじく、あんず調製品等 

ベトナム 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、鶏肉、雑豆、落花

生、砂糖、でん粉等 

 ピーマン、スイートコーン

等 

インド 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、豚肉、鶏肉、雑豆、砂糖、

でん粉等 

 とうがらし（生鮮）、スイ

ートコーン等 

ペルー 米麦、米麦調製品、指定乳製品、

牛肉、雑豆、落花生、砂糖、で

ん粉等 

 バナナ（生鮮）、緑茶等 

（参考資料）EPA／FTA 交渉の現状（平成 23 年 3 月農林水産省大臣官房国際部） 
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【対コロンビアに関連する農産品目の実行関税率】 

品目 細分 関税率 

バナナ 

生鮮のもの（4 月 1 日～9 月 30 日の間に輸

入） 

20％(特恵＊：10％) 

生鮮のもの（10 月 1 日～3 月 31 日の間に輸

入） 

25％(特恵：20％) 

乾燥したもの 3％(特恵：無税) 

温州みかん 生鮮のもの及び乾燥のもの 17％ 

りんご 生鮮のもの 17％ 

さとうきび 

（甘しゃ糖） 

乾燥状態においてしょ糖の含有量が 98.5 度

未満のもの（分みつ糖） 

71.8 円／kg 

乾燥状態においてしょ糖の含有量が 98.5 度

未満のもの（その他のもの） 

35.3 円／kg 

その他のもの 103.1 円／kg 

牛肉 

生鮮、冷蔵、冷凍 38.5％ 

くず肉（舌、肝臓等） 12.8％ 

くず肉（ほほ肉、頭肉） 50.0％ 

くず肉（その他） 21.3％ 

鶏肉 

骨付きのもも 8.5％ 

肝臓（冷蔵） 3％(特恵：無税) 

その他（骨なし等） 11.9％ 

（参考資料）日本関税協会「実行関税率表」2011 

＊特恵：関税暫定措置法第 8 条の 2 第 1 項で定める「特恵受益国等」に対する関税率 
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【③センシティブ分野への対応】 

わが国が、コロンビアとの EPA 交渉を行うにあたっては、鉱業、農林水産業といったセ

ンシティブな分野の状況に十分配慮するとともに、関税撤廃とは異なる形でも相互に利益

を得られる方策を探るため、現実的な議論を深めることが必要である。 

一箭委員の報告にもあるように、特に東日本大震災との関連では、今回の被災地域は我

が国有数の食料基地であり、農林水産業が地域経済の主要基盤となっていることに、特段

の配慮が必要である。被災地のみならず大都市圏でも発生した一時的な食料の供給丌足や、

原発事敀による作付制限の影響等を踏まえ、改めて国内農業の基盤強化や食料安全保障の

強化をはかる必要がある。 

 

＜鉱業＞ 

 我が国のフェロニッケル生産者の競争力は、技術革新等により改善されてきたが、関税

が撤廃されれば、相当量の影響を受けることは必至である。一方、コロンビアのフェロニ

ッケル生産者の実態は国際的資源メジャー1 社で、市場価格のコントロールを通じて影響力

を持っている。フェロニッケルの関税撤廃が我が国の資源の安定供給につながるのかは、

慎重な見極めが必要である。 

 

＜水産業＞ 

わが国の漁業者は、天然資源の持続的利用に丌可欠な資源管理措置のためのコストを掛

けながらも経営改善努力を図っているが、近年の魚価の低迷や燃油高騰等により厳しい経

営状況を強いられている。このような状況下で、無秩序な水産物の貿易自由化は、厳しい

資源管理制度の下で操業するわが国漁業に多大なる影響を不え、漁業・漁村の持続的発展

と水産資源の持続的利用を脅かす懸念がある。  

よって、両国の漁業・水産業界は共存共栄を図るため、水産資源の持続的利用に十分に

配慮したバランスの取れた漁業・水産分野の枠組みを構築する必要がある。  

具体的には、両国の経済連携においては、水産物貿易の自由化のみに偏重するのではな

く、コロンビアのＥＥＺ内の水産資源の共同利用を含め漁業・水産業の幅広い分野におけ

る協力を推進する可能性を検討していくことも必要である。  

また、今回の東日本大震災により甚大な影響を受けた漁業種に対しては、特段の配慮を

行う必要がある。現在、日本の漁業・水産業は、大震災、原発事敀、そして風評被害とい

った三重苦の状況にあり、これ以上の新たな負担を漁業・水産業に課すことのない様に配

慮する必要がある。 

更に、他の中南米諸国等からの水産製品のコロンビアを経由する迂回輸出を防止するた

め、正規のコロンビア漁船で漁獲された水産物を用いた製品のみにコロンビア原産地証明

を不え、それらが日本政府が日本の漁業者に課している資源管理措置と同等の措置がとら
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れていることが確認されたものに限定した取引になるよう内外格差が担保される等、適正

な対応も必要である。 

 

＜農業＞  

・我が国農業の多面的な機能を損なう内容になってはならない。 

・国内生産を基本とした食料安全保障の確保を妨げてはならない。 

・国民全体の理解と共感を得ていくことが大前提。 

・農林水産業のみがしわ寄せを求められないようにすることが重要。 

・我が国農政展開の基本的方向に影響を不えないものとする。 

・これまでの WTO 交渉における我が国の主張と整合性がとれたものとすることが前提。 

・センシティブな農産物について、関税撤廃の対象から除外又は再協議とする等の措置を

確保すること。 

・これまで締結済みの諸国との EPA に関する再協議等に影響を及ぼさないよう十分に留意

した対応をとること。 

 

これらセンシティブ分野については、上記に十分配慮しつつ、交渉を行うことが肝要で

ある。なお、上記以外のセンシティブ分野についても、産業界の状況に配慮しつつ交渉す

るとともに、一定の丌利益を被るセクターが生じる可能性をふまえ、国民に対し説得的で

あることが求められる。 
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第 4 章 EPA の主要項目分析 

コロンビアの他国との FTA、ならびにわが国がこれまで締結した EPA の現状iiを踏まえ

つつ、各交渉分野について以下のような点に留意する必要がある。 

 

１．市場アクセス（関税、原産地ルール） 

関税撤廃については「実質上すべての貿易」に関する基準との整合性を取った上で、セ

ンシティブ分野にも配慮しつつ、出来るだけ高いレベルの自由化を目指す必要がある。他

方で南米他国からコロンビアを通る迂回輸出などには適切に対応する必要がある。 

米コ FTA では、WTO の情報技術協定（ITA）への加入約束を行っているが、コロンビア

は現時点で未加入となっている。また、アンデス共同体協約に基づく価格バンド制度を米

国農産品に課さないことや、（中古製品と区別された）医療機器などの再生製品に対する輸

入制限の禁止等が盛り込まれている。 

原産地証明の基準（付加価値基準、関税分類変更基準）にあたっては、自由度の高い選

択型が望まれる。また発給制度について、コロンビアは米国、EU との FTA では自己証明

制度を導入しており、わが国も南米では先行して締結したペルーとの EPA においては、第

三者証明制度に加えて認定事業者による自己証明制度を導入した。コロンビアについても

同等のものが求められよう。同時にコロンビア側の要望や、迂回輸入防止など原産地の真

正性確保ができるかどうかという点も慎重に把握した上で進めるべきである。 

 

２．投資ルール・サービス貿易 

投資については、出来るだけ高いレベルの規律の実現に努めることとし、日コ投資協定

を担保または上回るものを目指すべきである。また、サービスについてコロンビアは米国

とはネガティブ・リスト方式、EU とはポジティブリスト方式となっている。わが国として

はネガティブ・リスト方式で、WTO 上の義務を越えた自由化を目指して交渉することが望

ましい。米コ FTA では、留保項目として会計サービス、研究・開発、漁業、鉱物資源探査、

民間セキュリティー、ジャーナリズム、観光、電力、通信、映画上映、各種放送、有害廃

棄物処理、交通などを付属書Ⅰの現状維持義務ありの分野iiiとし、宝石デザイン、手工芸、

視聴覚、陸運などを付属書Ⅱの現状維持義務なしの分野としてネガティブ・リストに挙げ

ている。 

                                                   
ii 参考資料：①「2011 年版丌公正貿易報告書」第Ⅲ部 経済連携協定・投資協定、METI（2011.5）,②通商

弘報「米国・コロンビア FTA を読む(1),(2)」（2011.4）,③「コロンビア対米 FTA 概要」ジェトロ（2006）,

④USTR,欧州委員会各ウェブサイト 等 
iii 現状維持義務ありの場合、規制緩和は可能だが自由化を後退させる措置は認められない。他方、現状維

持義務なしの場合は規制の強化および新たな規制の導入が可能。 
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３．政府調達 

コロンビアが WTO 政府調達協定（GPA）にオブザーバー参加するも、遵守義務がないこ

とから、同等以上の規律レベルを求めていくことが重要である。コロンビアの米国や EU と

の FTA では、相手国企業や製品・サービスの差別的待遇の禁止、オフセット要求の禁止、

調達予定案件公開の努力、透明性を高めるための調達案件の情報公開の充実、入札までの

十分な時間の確保などが求められている。ジェトロが実施したアンケート調査では、政府

調達に関する改善要望で、『入札手続きにおける透明性確保』、『契約時の保証金（BOND）

の種類・金額が多すぎる』、『細かな法定書類の提出』などの項目が挙がっている。EPA が

日本企業のコロンビアにおける政府調達への参入を円滑化するよう交渉を進める必要があ

る。 

 

４．知的財産権 

ジェトロが実施したアンケート調査では、模倣品被害がみられている。日本企業が知財

の問題に直面している現実に対応し、TRIPS を越えた規律の実現に努めることが必要であ

る。この点で、日本・スイス EPA や交渉が終結した ACTA が参考になるとみられる。  

米コ FTA では、WIPO 著作権条約、WIPO 実演・レコード条約加入の義務付けや UPOV

（植物の新品種の保護に関する国際条約）への加入、医薬試験データ保護期間を 5 年とする

こと（対 EU も同様）、著作権保護期間の延長（著作者の死後 50 年→70 年）、生物多様性と

関連した遺伝物資を得るための国家の事前承認などが定められている。 

また規律強化のみならず、その運用について当局同士の情報交換を促進し、また要すれ

ば技術的支援を行うことが必要である。 

制度改善実施面では、ビジネス環境整備委員会などの場を通じて協力体制を構築する必

要がある。 

 

５．税関・通関手続き、貿易円滑化 

通関の遅延や見解の相違などによるトラブルなどを防ぐため、当局同士の適切な情報交

換を進めることや、ビジネス環境整備の場などを設けることで、対策について検討しあう

仕組みがあるとよい。米コ FTA の例では、情報処理の近代化、税関当局間の協力メカニズ

ムや情報交換の強化、利用者のコスト超過や煩雑な手続きの解消などが定められている。 

 

６．基準認証 

WTO に則った運用を確保する。日本にとって排他的な規格が存在しないかの再確認の必

要がある。また、協定の運用に当たって、TBT 委員会などの設置も検討すべきである。 
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７．人の移動 

ビザ取得の迅速性、透明性を確保すべきである。短期商用訪問者、企業内転勤者、専門

家、投資家等の入国及び一時的な滞在等の許可について定めるとともに，それに関連し必

要な要件や手続の透明性の確保及び簡素化・迅速化を規定すべきである。 

 

８．ビジネス環境整備 

第 3 章「FTA に見込まれる効果と影響」でもいくつか言及のあったとおり、進出日系企

業にとって要望の高い分野である。協定の円滑な実施を確保し、日本企業がコロンビアに

おけるビジネスを展開実施する上で重要な枠組みであり、協定に位置づけることが丌可欠

である。 

 

９．電子商取引 

日本・スイス EPA の電子商取引章を参考に、コロンビアと日本の間でもその導入を検討

すべきである。米コ FTA では、電子的サービス提供、デジタル製品、透明性、オンライン

消費者保護、認証、ペーパレス貿易行政等が定められている。 

 

１０．環境・労働 

FTAにおいて環境に関する規律を設ける例がある。この中で、環境規制を緩和することに

よる投資誘致や貿易促進は適切でない旨を確認する規定、公平な競争環境の整備に向けた

環境規制の実効性の確保、またそのための協力等を定めている。 

労働については、各国における労働関連措置の適用を妨げないものであることを規定す

る例がある他、特に米国の結ぶ FTA は、国際労働機関（ＩＬＯ）の加盟国としての義務を

再確認すること及びＩＬＯ宣言（「仕事における基本的原則及び権利に関するＩＬＯ宣言」）

に謳われている中核的労働基準を遵守することなど基本的な労働者の権利を尊重・維持す

ることを規定するとともに、労働者の保護に関して努力義務を課す規律を定めている。日・

スイス EPA では投資章において、国内の労働基準を緩和することにより投資を促進するこ

とは適切でないと定めている。 

これら他国のFTAの例を参考にしながら、日本・コロンビアEPAにおいても環境・労働に

関する規定を盛り込むべきである。 

 

１１．競争政策 

市場における反競争的行為等を防ぐために、両国の当局間における情報交換など相互協

力の基盤を作るものとすべきである。  

 

１２．その他の項目 

両国間の経済関係進展の基礎となる租税条約、社会保障協定等についても、対応を検討
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する必要がある。とりわけ、二重課税の防止等の課題もあるところ、まず租税条約の締結

を促し、その締結にあたっては仲裁条項を導入し、また対応的調整および事前確認制度等

の確実な実施をコロンビア当局が取り入れるよう働きかけていく等の対応が考えられる。 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.



- 43 - 

 

第 5 章 経済界やジェトロが日本コロンビア経済関係強化に果たすべき役割  

日本・コロンビア両国経済界の間で最も重要な枠組みは「日本コロンビア経済委員会」

である。丌定期ながら両国経済界の要人が合同会議を開催している。また、コロンビア国

内には日本コロンビア商工会議所や在コロンビア進出日系企業会も設立されている。かか

る枠組みの下、両国間ビジネスの阻害・促進要因や貿易投資の量的・質的拡大について意

見や提案を取りまとめることが期待される。 

日本・コロンビア経済連携協定（EPA）は、貿易の自由化にとどまらず，両国間の経済関

係強化を目的とした幅広い内容が含まれることが望まれる。中でも両国のビジネス環境改

善に向けた方策を政府や民間の代表が参加して協議する「ビジネス環境整備委員会」のメ

カニズムは重要である。このメカニズムを利用して、上記の経済界の枠組みで取りまとめ

た意見や提案などを議論し、必要に応じて改善を訴え、双方間の貿易投資を促進すること

が求められる。 

ジェトロは、現地機関などと連携し、「ビジネス環境整備委員会」および必要に応じ、そ

の分科会等に協力し、コロンビア政府当局と日本企業の間を結ぶパイプ役となり、日本企

業がコロンビアでビジネスを行う上で直面する課題の解決に向け、支援して行くことが望

ましいiv。 

第 6 章 結論 

 

本研究会では日コロンビア EPA についてメリット・デメリットを検討してきた。近年著

しい治安回復及びビジネス環境改善により世界から注目を浴びるコロンビアは、中南米に

おいて安定的な経済成長を遂げるのみならず、魅力的な市場、豊富な天然資源と人的資源

を有し、我が国と貿易投資の重要なパートナーとしての潜在性を有している。近年、同国

における我が国企業のビジネス活動が活発化する中で、自動車等の日本製品は他国と熾烈

な競争にさらされており、EPA の締結はコロンビアと FTA 合意間近である韓国等他の競合

国との競争環境を確保し、自動車にかかる 35％、家電製品にかかる 5-15％に代表される高

い関税率等による競争条件务後から生じる我が国企業のダメージを回避するのみならず、

輸出入を問わず、コロンビアとのビジネス環境整備が進むといったメリットがある。さら

に、市場アクセスだけでなく、投資ルールやサービス貿易、政府調達、基準認証、ビジネ

ス環境整備等を盛り込んだ同 EPA の実現により、両国の間においてより一層緊密、かつ多

層的な経済関係の構築が期待できる。また、我が国の輸入は無税であるコーヒー、切り花

が太宗を占めていることから、我が国が過去に EPA を締結した国と比べ、デメリットは限

                                                   
iv
具体的な活動としては，政府当局との随時協議の実施，ビジネス環境改善や競争力強化への取り組みにつ

いて国内産業団体などからの情報収集，ビジネス環境改善に向けた具体策案の検討など。また、必要に応

じて在コロンビア日本企業などからビジネス環境の実態を把握することに努め，政府当局との協議の場で

改善を訴える。日本企業がコロンビアのビジネス環境を理解する場を提供することも重要である。 
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定的との指摘もあった。他方、農業・水産業分野においては、国内産業の基盤強化や食糧

安全保障の強化の必要性を考慮することや、今回の東日本大震災の被災地のように農業・

水産業が地元経済の主要基盤となっている地域への配慮も必要との指摘があった。また、

天然資源については、将来にわたる安定的供給を目指した内容としていくことが重要であ

るとの指摘もあった。 

結論としては、日本・コロンビア二国間の EPA が、両国間の緊密な関係を幅広い経済分

野において一層発展させることに貢献するとの立場から、センシティブ分野への配慮をし

つつ、この報告書を参考に、両国政府が EPA 交渉をできるだけ早期に開始・実現すること

を提言する。 
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 (資料編) 

 

 

日本・コロンビア経済連携協定（EPA）に関するアンケート結果（概要） 

 

ジェトロでは 2010 年 7 月～8 月、在コロンビア進出日系企業 27 社（回収 21 社）を対象

に経済連携協定（EPA）に関するアンケート調査を実施した。結論としては、主に 4 点挙げ

られる。 

 

（１） コロンビアがこれから締結しようとする日本以外の国との EPA（FTA）に関して、

実質的な競争条件の悪化を懸念していると回答した企業は全体の 63％を占めた。特

にコロンビアが交渉を進めている韓国との関税差に懸念を表する企業が多い。コロ

ンビア市場での競争条件で他国に务後しないための EPA 戦略が求められている。 

（２） 輸出入で見ると、輸入ビジネスを行っている企業は、回答企業の 68%を占め、その

輸入相手国では日本という回答が最も多い。対日 EPA が実現した場合に対日輸入を

増やすとの回答も、6 割を占めることから、主に工業製品分野を中心に対コロンビ

ア向け輸出増加が見込まれる。一方輸出ビジネスを行っている企業は、回答企業の

63％を占め、その相手先はアンデス諸国内（エクアドル、ベネズエラ、ペルー、チ

リなど）が多い。対日 EPA が実現した場合に対日輸出を増やすとした回答は、26％

に留まった。 

（３） ビジネス環境に関して問題を指摘する声としては「金融制度」（回答企業の 42％）、

「ロジスティクス」（同 37％）、「貿易制度・手続き」（同 37％）、「税制面」（同 37％）、

「人事・労務面」（同 37％）が挙げられる。 

（４） 政府調達に関して実績がある企業は 2 割あった。改善要望では入札手続きにかかる

透明性確保などを求める声がある。EPA 締結で政府調達案件の参入を積極化するか

との質問に対し、回答企業のおよそ過半数が積極化したいと回答しており、実績に

比して、EPA 締結後の政府調達への期待がうかがえる。 

 

【結果概要】 

実施主体：日本貿易振興機構（JETRO） 

実施期間：2010 年 7 月～8 月 

対 象：在コロンビア日系企業 

送付数：27 社 

回答数：21 社 

 

１． 回答企業のプロフィール 
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今回のアンケート対象企業は在コロンビア進出日系企業で、合計 27 社に協力を依頼した。

原則、日本からの出資を受けた進出企業をアンケート対象としており、地場資本の会社は

本アンケートの対象としていない。 

回答企業の業種をみると、製造業が 6 社（29%）、非製造業が 15 社（71%）となっている。

製造業の内訳は、食品・農産品加工、金属製品、輸送用機械、その他製造業各 1 社であり、

非製造業では商社 5 社、貥売会社 8 社、保険 1 社、通信 1 社となっている。 

 

２． EPA に対する考え方 

『現在あるいは今後コロンビア政府が締結する予定の日本以外の国との EPA（FTA）に

より、実質的な競争条件で丌利にさらされているあるいは今後さらされる懸念はあります

か？』との問いに対し、「懸念あり」とした企業は 12 社で全体の 63％を占めた。そのなか

でどの国との EPA（FTA）で競争条件が丌利になるかとの問いについては、韓国が 11 社（92%）

と圧倒的だった。一方、懸念事項に関する問いでは、『FTA 締結国に不えられる優遇関税と

の差別』が 11 社（92％）となっている。競争条件に関して、進出企業の最大の懸念事項は

EPA（FTA）締結国との関税差にあるといえる。 

 

３． 貿易の状況 

 輸入ビジネスの有無の問いについては、『あり』が 13 社（68％）、『なし』が 6 社（32％）

であった。『ある』場合の輸入相手国は日本が 9 社（69％）で最も多く、米国、タイが各 3

社（23％）で続いている（複数回答）。EPA（FTA）が実現した場合、対日輸入を増やすか

との問いについて、『増やす』と回答した企業は 11 社（61％）であった。 

 輸出ビジネスの有無の問いについては、『あり』が 12 社（63％）、『なし』が 7 社（37％）

であった。輸出先についてはエクアドルが 5 社（42％）と最も多く、ベネズエラ 3 社（25％）、

日本 3 社(25％)と続いた（複数回答）。EPA（FTA）が実現した場合、対日輸出を増やすかと

の問いについて、「増やす」と回答した企業は 5 社（26％）であった。 

 

４．  ビジネス環境面での問題認識 

進出企業の問題認識に関する質問では、『問題がある』の回答数が高かった項目は、『金

融制度』（問題ありの回答が 8 社、42％）、『ロジスティクス』（同 7 社、37％）、『貿易制度・

手続き』（同 7 社、37％）、『税制面』（同 7 社、37％）、『人事・労務面』（同 7 社、37％）が

挙がっている。金融制度については、「為替管理」、「送金規制」、「保険」などが問題だとし

ている。一方、ロジスティクスについては、「国内物流」、「港湾設備」を挙げる声が多かっ

た。また、貿易制度については、「関税率」、「現地調達規制」を、税制面では「移転価格管

理」、「二重課税」を、人事・労務面では「駐在員の滞在・就労許可の条件（労働ビザ支給）」、

「現地人の雇用義務」などが挙がった。 
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５．  政府調達 

回答企業のなかで、政府調達案件の取り組み実績がある企業は、4 社（21%）であった。

具体的には『医療機器』、『水力発電機』、『警察向け商品供給』、『トラック、バス』などで

ある。政府調達に関して改善要望の有無を問う質問では、「要望あり」が 3 社あり、『入札手

続きにおける透明性確保』、『契約時の保証金（BOND）の種類・金額が多すぎる』、『細かな

法定書類の提出』などを挙げた。なお、EPA により政府調達案件の参入を積極化するかと

の問いに対して、「積極化したい」との回答は 10 社（53％）と政府調達案件への期待が見ら

れる。 

以上 
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日本とコロンビアの貿易構造 

 

日本の対コロンビア輸入額上位 30 品目（2010 年）、HS9 桁、単位：百万ドル（CIF) 

  
11 年 4 月版 

実行関税率表 

HS 

  

Description 2010 年 WTO 

譲許税率 

対コロンビア

実行税率※ 
総額 541.3  

          

 090111000 カフェインを除いてない、いっていないコーヒー 350.4  0% 0% 

 060312000 

カーネーションの切花及び花芽（生鮮のもの及び乾

燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加

工をしたもので、花束用又は装飾用に適するもの） 

58.1  0% 0% 

 720260010 
ニッケルの含有量が全重量の33％未満のフェロニッ

ケル 
22.5  3.30% 1.98% 

 720260090 
ニッケルの含有量が全重量の33％以上のフェロニッ

ケル 
18.8  3.30% 2.64% 

 270400010 コークス及び半成コークス 18.2  3.20% 0% 

 210111210 インスタントコーヒー 12.9  8.80% 8.80% 

 060390000 

その他の切花及び花芽（生鮮のもの及び乾燥し、染

色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をした

もので、花束用又は装飾用に適するもの） 

9.2  0% 0% 

 270112099 その他の歴青炭 7.2  0% 0% 

 090121000 カフェインを除いてない、いったコーヒー 5.0  12% 10% 

 710391000 ルビー、サファイヤ及びエメラルド 3.9  0% 0% 

 380892010 殺菌剤 3.6  3.90% 0% 

 282010000 二酸化マンガン 3.3  3.30% 0% 

 060311000 

ばらの切花及び花芽（生鮮のもの及び乾燥し、染色

し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたも

ので、花束用又は装飾用に適するもの） 

2.9  0% 0% 

 210111290 
インスタントコーヒー以外のコーヒーエキス、エッ

センス及び濃縮物 
2.5  15% 0% 

 080300100 
生鮮バナナ（毎年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日までに

輸入されるもの） 
2.4  20% 10% 

 030110020 観賞用の魚（その他のもの） 2.2  1.70% 0% 
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 000000099 再輸出品 1.9  0% 0% 

 480300000 

トイレットペーパー、紙ナプキンその他これらに類

する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロー

スウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（ロ

ール状又はシート状のものに限る） 

1.8  0% 0% 

 611030014 

ポリエステルのジャージー、カーディガンその他こ

れらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みの

もの） 

1.4  10.90% 10.90% 

 060319090 

その他の切花及び花芽（生鮮のもの及び乾燥し、染

色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をした

もので、花束用又は装飾用に適するもの） 

1.0  0% 0% 

 090112000 カフェインを除いた、いっていないコーヒー 0.8  0% 0% 

 740400010 銅（合金を除く）のくず 0.7  0% 0% 

 420291000 
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテント

レザー製のバッグ、容器 
0.7  10% 10% 

 151190090 

パーム油及びその分別物（化学的な変性加工をして

ないものに限るものとし、精製してあるかないかを

問わない） 

0.7  3.50% 0% 

 071010000 
冷凍ばれいしよ（調理してないもの及び蒸気又は水

煮による調理をしたもの） 
0.5  8.50% 8.50% 

 481820000 
ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッ

シュ及びタオル 
0.5  0% 0% 

 291814000 くえん酸 0.5  6.50% 5.20% 

 610130011 

合成繊維製の男子用のオーバーコート、アノラック、

ウインドジャケットその他これらに類する製品（メ

リヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、

第 61.03 項のものを除く） 

0.5  10.90% 10.90% 

 051000190 牛黄 0.4  0% 0% 

 380893010 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 0.4  3.90% 0% 

出所：WTA（原典:財務省貿易統計）、関税率表 

※対コロンビア実行税率は、一般特恵税率（GSP)適用対象品目には GSP 税率を適用。 
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日本の対コロンビア輸出額上位 30 品目（2010 年）、HS9 桁ベース、単位：百万ドル（CIF) 

HS Description 2010 年 MFN 税率 

  総額 1156.6    

    
 

  

 7209182010 

厚さが 0.5 ミリメートル未満の鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

（冷間圧延をしたもので、幅が 600 ミリメートル以上のものに限り、

クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く） 

75.5  5% 

 8429520000 
上部構造が 360 度回転するブルドーザー、アングルドーザー、地なら

し機、突固め用機械及びロードローラー（自走式のもの） 
67.6  5% 

 7225300000 

その他のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く）で巻

いたもの）の合金鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミリメートル以

上のもの） 

66.3  5% 

 8703331000 

シリンダー容積が 2,500 立方センチメートルを超える乗用自動車その

他の自動車（主として人員の輸送用に限るものとし、第 87.02 項のも

のを除く） 

54.9  35% 

 7209182090 

厚さが 0.5 ミリメートル未満の鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

（冷間圧延をしたもので、幅が 600 ミリメートル以上のものに限り、

クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く） 

43.3  5% 

 4011690000 その他のゴム製空気タイヤ（新品） 41.9  5% 

 8703241000 

シリンダー容積が 3,000 立方センチメートルを超える乗用自動車その

他の自動車（主として人員の輸送用に限るものとし、第 87.02 項のも

のを除く） 

30.6  35% 

 8703231000 

シリンダー容積が 1,500 立方センチメートルを超え 3,000 立方センチメ

ートル以下の乗用自動車その他の自動車（主として人員の輸送用に限

るものとし、第 87.02 項のものを除く） 

28.1  35% 

 8703241090 

シリンダー容積が 3,000 立方センチメートルを超える乗用自動車その

他の自動車（主として人員の輸送用に限るものとし、第 87.02 項のも

のを除く） 

25.6  35% 

 8703231090 

シリンダー容積が 1,500 立方センチメートルを超え 3,000 立方センチメ

ートル以下の乗用自動車その他の自動車（主として人員の輸送用に限

るものとし、第 87.02 項のものを除く） 

25.3  35% 

 4011990000 その他のゴム製空気タイヤ（新品） 17.9  5% 

 8429510000 フロントエンド型ショベルローダー 17.7  5% 

 8704211000 車両総重量が 5 トン以下の貤物自動車 15.8  35% 

 8467899000 その他の手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機 13.0  5% 
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（電気式であるかないかを問わない）を自蔵するもの） 

 7208391000 

厚さが 3 ミリメートル未満の鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

（熱間圧延をしたもので幅が 600 ミリメートル以上のものに限るもの

とし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く） 

12.9  5% 

 7225110000 
方向性けい素鋼のその他の合金鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミ

リメートル以上のもの） 
12.7  5% 

 8407210000 
船外機用ピストン式火花点火内燃機関（往復動機関及びロータリーエ

ンジン） 
11.9  5% 

 4011201000 バス又は貤物自動車用のゴム製空気タイヤ（新品） 11.4  5% 

 8703239000 

シリンダー容積が 1,500 立方センチメートルを超え 3,000 立方センチメ

ートル以下の乗用自動車その他の自動車（主として人員の輸送用に限

るものとし、第 87.02 項のものを除く） 

10.6  35% 

 4011101000 乗用自動車用のゴム製空気タイヤ（新品） 9.8  5% 

 8704100090 ダンプカー（丌整地走行用に設計したものに限る） 9.8  10% 

 8701900000 その他のトラクター 9.7  0% 

 8427200000 持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の自走式トラック 9.6  5% 

 7208399900 

厚さが 3 ミリメートル未満の鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

（熱間圧延をしたもので幅が 600 ミリメートル以上のものに限るもの

とし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く） 

9.3  5% 

 9018390000 

その他の医療用又は獣医用の機器（シンチグラフ装置その他の医療用

電気機器及び視力検査機器を含む）、診断用電気機器（機能検査用又

は生理学的パラメーター検査用の機器を含む） 

8.7  5% 

 9018190000 

その他の医療用又は獣医用の機器（シンチグラフ装置その他の医療用

電気機器及び視力検査機器を含む）、診断用電気機器（機能検査用又

は生理学的パラメーター検査用の機器を含む） 

8.1  5% 

 4011630000 
建設用又は産業用の車両及び機械用でリム径が 61 センチメートルを

超えるゴム製空気タイヤ（新品） 
7.8  5% 

 8703239090 

シリンダー容積が 1,500 立方センチメートルを超え 3,000 立方センチメ

ートル以下の乗用自動車その他の自動車（主として人員の輸送用に限

るものとし、第 87.02 項のものを除く） 

7.8  35% 

 8482100000 玉軸受 7.8  5% 

 9801900000 その他のオートバイ 7.7  3% 

出所：WTA(原典：コロンビア統計庁（DANE)、ワールドタリフ 
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