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木村福成（慶應義塾大学経済学部）・田村次朗（慶應義塾大学法学部） 

 

2006 年 5月 

 

 

１．国際経済法固有の法構造と国際経済 

 経済活動のグローバル化が進行する中、国際経済における法と経済の問題は

ますます重要となり、国際法学者と国際経済学者との協働は不可欠なものとな

ってきている。しかし、そこでの法の論理と経済の論理の間の不整合は、国内

経済のケース以上に複雑な様相を呈している。その背景には、国際経済法がい

くつかの意味で法と経済の独特の接合面を形成していることが挙げられる。 

 第１に、法は典型的には国家権力によりその適用範囲が規定されている。そ

れがゆえに、国際的な経済活動に適用される法の場合にはさまざまな複雑な問

題が生じてくる。たとえば WTO 法は、国際経済法の立場から見れば各国の法・

政策に対し規律を課すものであるが、各国の法の立場から見れば条約・協定上

の権利・義務を規定するものである。しかも、各国の法における条約・協定の

位置付けは一様でない。それにもかかわらず、WTO 法の執行の多くの部分は、各

国の法・政策による執行に頼らざるをえない。このような各国法・政策と国際

経済法のある種の二層構造、あるいは国内法と国際法の二面性、さらには法と

政策・交渉の相互作用の問題などは、いわゆる一元論・二元論をめぐる論争を

含め、国際法学者の間でも議論されている重要な論点である。そのことはまた、

さまざまな経済学的・政治経済学的含意を持つことともなる。 

 第２に、経済活動のグローバル化が進行し、国際間取引の多様化が進んでき

たのと同時に、国際的政策規律の及ぶ範囲も急速に変化しつつある。国際通商

政策についていえば、GATT 時代、国際的政策規律がかかるのは基本的に国境措

置のみであった。そこでは、伝統的に「国内政策」とみなされる部分に国際的

政策規律は及ばないという暗黙の了解がかなりの程度守られてきた。それに対

し、WTO が成立してサービス貿易、知財など新しい分野まで国際的政策規律が及

んでくると、それは国境措置のみならず国内政策にも直接規律がかかるように

                         
1 この論文は TCER プロジェクト 「市場と法の経済分析」（主査：矢野誠慶應義塾大学

経済学部教授）のために執筆されたものである。 
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なってきた。しかもそれは、一定の大原則の下で国際的政策規律の及ぶ範囲を

切り分けたというよりは、むしろ WTO 法の形成段階での国際交渉の結果として

定まってきたものであり、国際的政策規律の境界線は政策分野ごとに不突合が

生じてしまっている。 

 第３に、国際経済法は二国間協定、多数国間地域協定、多角的協定などいく

つもの政策モードから成っている。しかも、それらの政策間のヒエラルキーは

不明確であることが多い。そのため、各国は、原理原則に基づくというよりは、

問題ごと、相手国ごとに政策モードを機会主義的に使い分けることになる。こ

の傾向は、近年の地域主義ブームの中でさらに顕著になってきている。 

 本研究では、以上のような国際経済法の特殊事情を踏まえながら、特に貿易

ルールとその周辺に関する国際経済法を取り上げ、法学と経済学・政治経済学

の双方の立場から検討を加えていく。以下、まず第２節では、GATT/WTO 法と経

済活動のグローバル化の間の相互作用について論ずる。第３節では、WTO 政策規

律の経済的含意について、無差別原則をめぐる諸問題を中心に検討する。第４

節では、理想と現実の齟齬が特に際だっている貿易救済措置、特にアンチダン

ピング措置について、経済学と法学の立場から検討を加える。第５節では、WTO

体制と地域主義の勃興について論ずる。第６節で本論文を締めくくる。 

 

 

２． GATT/WTO 法と経済活動のグローバル化 

 

（１）GATT 体制の成立と国際経済 

 WTO 体制の前身である GATT の成立過程は、第二次世界大戦中にさかのぼる。

よく知られているように、連合国は、大恐慌期に起こった関税引き上げ競争の

激化、経済ブロック化の進行が大戦の遠因となったとの反省から、自由貿易体

制を戦後国際経済の柱のひとつとしようとした。いわゆるブレトンウッズ体制

は、国際復興開発銀行（IBRD）、国際通貨基金（IMF）とともに、貿易・投資の

自由化を目指す国際貿易機構（ITO）から成るものとしてデザインされた。しか

し最終的には ITO の成立根拠となる国際貿易憲章が必要な批准を得られなかっ

たため、その一部である GATT のみが成立することになった2。 

                         
2 GATT 誕生の経緯については、たとえば田村（2006、第１章）参照。※2006 年 6 月に改訂

第二版が出版されます。 
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 一般に経済制度には、「歴史的に形成されて制度間競争の淘汰プロセスを経て

根付いた自生的秩序」としての性格が強いものと「理性的な評価に基づいて社

会的に設計された構成的秩序」とみなすことができるものの２種類がある3。GATT

体制は、その出自からして、少なくとも第一義的には「構成的秩序」たるべく

意図されて構築されたものと考えることができる。 

 GATT の前文は、当時の風潮を反映して完全雇用の実現が謳われているなどや

やケインズ的色合いの濃いものとなっており、現在のミクロ経済学、マクロ経

済学を切り分けて政策論を整理する標準的な考え方からすると必ずしも理路整

然としているわけではない。しかし、冒頭の第１条が最恵国待遇原則、第３条

が内国民待遇原則にあてられており、政策規律の根幹として無差別原則が明確

に打ち出されている。その意味で、GATT が「構成的秩序」たるべく設計された

ことは明らかである。 

 実際、GATT/WTO における紛争解決のケースの大半は、無差別原則と何らかの

関係を持つものである。そして、WTO の紛争処理が今日のように発展してきた最

大の要因は、各国の思惑を調節しながらぎりぎりのところでこの無差別原則を

貫徹してきたことにある。無差別原則を維持するために、具体的に、GATT は、

義務免除(Waiver)に基づく措置 (GATT 第 25 条 5)や貿易救済措置（アンチダン

ピング、相殺関税）、途上国に対する特別措置（GATT 第 18 条）、紛争処理手続に

より認められた報復措置、一般例外条項(GATT 第 20 条)、安全保障のために正当

化される措置(GATT 第 21 条)等の例外を設けている。特に、特恵関税（英連邦特

恵、フランス連合特恵など）については、最恵国待遇原則との調和を図る観点

から、容認の条件として(1)特恵は輸入品に対する関税だけに限定され、輸出税、

輸出入制限、その他の事項については認めない、(2)特恵は既存の特に認められ

た諸国間のものに限定し、新設は認めない、(3)GATT 成立時の特恵税率と最恵国

税率の格差（特恵マージン）を拡大することは認めない、という制限を設けて

いる（GATT 第 1 条 2 項および 4 項参照）。特恵関税については、EC による旧植

民地産のバナナ優遇制度について争われた ECバナナ事件4等において、実際に問

題となっている。 

 

 

                         
3自生的秩序、構成的秩序の概念については鈴村・長岡・花崎（2006）参照。 
4 DS32/R,DS38/R,WT/DS27/R,WT/DS27AB/R 
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（２）GATT/WTO の政策規律の拘束力 

 GATT が成立したからといって、各国の通商政策の全てが GATT のもとに集約さ

れるようになったわけではない。各国は引き続き二国間交渉や地域主義といっ

た他の政策チャンネルも維持していた。また、そもそも GATT の政策規律をどこ

まで遵守するかは、GATT そのものの有する執行力によるのではなく、各国の判

断に任される部分も大きかった。実際に、ケネディ・ラウンドの際に制定され

た「GATT 第 6条の実施に関する協定」（Agreement on Implementation of Article 

Ⅵ of the GATT 1994 , 以下「AD 協定」）では、紛争処理において各国の AD 当

局の事実認定等を尊重する旨の特別規定が設けられている（AD協定第 17条 6項

(i)）。 

 GATT 時代から紛争パネルの判断やその拘束力は、ほかの国際機関の紛争処理

手続きに比べはるかに重要な役割を果たしてきた。GATT 時代の事務局がかつて

は正式な国際機関ではなかったことを考えれば、これは特筆すべきことである。

その理由としては、貿易の自由化のメリットを強く認識した各国が GATT 体制を

維持しようという強いインセンティヴを有していたこと、設立当初の GATT が関

税譲許という問題に焦点を絞って議論してきたという運用上の巧妙な戦略を採

用していたことにある。 

 GATT 時代のパネルは、コンセンサス方式を採用していたため、非申立国自身

が採択をブロックすることがしばしば行われた。ただし、採択がブロックされ

たパネル報告であっても、その判断が下されたことのアナウンスメント効果は

大きく、採択がブロックされた後に交渉で問題が解決に向かうこともあった。

たとえば、先に触れた EC バナナ事件においても、EC は、EC バナナ事件Ⅱで EC

の措置は GATT の無差別原則に反するとされ、パネルの採択を拒絶したが、その

後、申立国と関税割当について交渉し、バナナ枠組協定（BFA）を結ぶなどの問

題解決措置を行った。GATT パネル報告は、本来、国際法上、法的拘束力も先例

拘束性も一切なかったわりには、締約国によって法的に「尊重」されてきたの

である。 

 今日、WTO では、パネルの報告の採択はネガティブ・コンセンサス方式に変更

され、全員が反対しない限り採択されることとなった。その上、最近のパネル

報告は、きわめて膨大な事実認定と司法的判断を下している。また、パネル報

告の勧告が実施されているか否か、監視する体制も整った。しかし、それでも

勧告の実施が十分でない場合が多く、最近では、申立国と非申立国での意見の
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対立を調整するための「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」

（Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes, 以下 DSU）21 条 5 項パネルが増加している。たとえば、ブラジルと

カナダの航空機補助金事件5では、双方が頻繁にパネルで争うほか、この DSU21

条 5 項パネルでも相手国の補助金や輸出補償措置を糾弾している。その意味で

は、今日、WTO の紛争処理は、実質的にも貿易裁判所的色彩が強まった。 

 

（３）GATT/WTO 体制と経済活動のグローバル化の相互作用 

 GATT/WTO 体制と経済活動のグローバル化とは、双方向に作用しながら、第二

次世界大戦後の国際経済秩序を形成してきた。 

 GATT 時代の多角的貿易障壁削減交渉においては、関税中心、先進国中心と限

定がつくものの、自由貿易体制の構築に向かって大きな努力が払われた。農産

品や繊維製品等例外的な商品を除けば、先進諸国の関税は大きく引き下げられ

た。これが、第二次世界大戦後 60年にわたる経済活動のグローバル化の背景の

ひとつとなってきたことは疑いない。 

 一方、経済活動のグローバル化が、単なる国際貿易にとどまらずに多様な国

際取引チャンネルへと展開され、GATT としてもそれに対応してスコープを拡大

していくことが要請されるようにもなった。特に、製造業において国際競争力

を相対的に低下させてきたアメリカは、自国の強みであるサービス貿易や知財

保護へと関心をシフトさせてきた。また、1980 年代以降の先進国から発展途上

国への直接投資の拡大は、それまで貿易自由化を強制されてこなかった発展途

上国への自由化圧力を高め、また国内政策の改革を促すものともなった。ウル

グアイ・ラウンドにおいて多角主義のカバーする政策モードが拡大し、WTO が成

立したのは、経済活動のグローバル化に対する対応という時代の要請によるも

のであったと解釈できる。しかしそこで、十分な対応が行われたのか、あるい

は行き過ぎてしまったのかについては、さまざまな議論がありうる。 

 

 

３．WTO 政策規律とその経済学的含意6 

 

                         
5 WT/DS70/R, WT/DS70/AB 
6 本節の記述の一部は木村（2006）に依拠している。 
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（１）無差別原則の経済学的根拠 

 GATT の法体系およびそれを引き継ぐ WTO 体制の中で政策規律の中心的概念と

なっているのが無差別原則である。GATT および WTO 協定上、無差別原則は、最

恵国待遇（Most-Favored-Nation Treatment, MFN）原則と内国民待遇（National 

Treatment, NT）原則から成っている。その経済学的根拠を再検討しておく。 

 政策論において、何よりもまず経済学の論理がベンチマークとして用いてい

る理論モデルは、レッセフェール（政府の介入のない状態）でパレート最適と

なるミクロ経済モデルである。単独で世界価格に影響を与えられるような「大

国」であれば話が変わってくるが、そうでない「小国」の場合には、全ての貿

易相手国に対する関税をゼロとし、国産品も輸入品も無差別に取り扱うことに

より、自国の社会的厚生水準はもっとも高くなる。市場を人為的に分断したり、

取引に摩擦を設けたりすると、資源配分の効率性が損なわれて厚生が低下する。

これが、経済学の基本的な直観である7。 

 現実の GATT や WTO の条文を見ると、必ずしもこの通りにはなっていない。た

とえば GATT には、究極的な目標として全ての関税をゼロとしその他の貿易障壁

も完全に除去すべき、と明記した条文は存在しない。内国民待遇も、輸入品が

輸入国内にはいってからの差別的な課税等を除去すべきとしているだけで、国

境線上を含む輸入品と国産品の無差別を規定しているわけではない。その意味

では、経済学の論理を正確には反映していない。 

 経済学の立場からするとさらに問題なのは、貿易削減交渉における各国交渉

団の「重商主義的」な交渉姿勢である。自らの譲歩（＝自由化）を最低限にと

どめつつ相手側から最大限の譲歩（＝自由化）を引き出す、というのが優れた

交渉官の仕事と評価される。このことは、自ら自由化することが自らの厚生を

上げるとする経済学の考え方とは明らかに異なっている。これは、交渉官が未

だに「輸出は善、輸入は悪」とする固定観念にとらわれていると解釈すること

もできようが、背景に一種の政治経済学的論理が働いていると考えることも可

能だろう。すなわち、自由化約束をすれば、自国に帰って政策改革を行わねば

ならない。それには大きな政治的コストがかかる。できればそれを避けたい。

                         
7 国際貿易理論において自由貿易がどのように正当化されているのかについては、すでに多

くの著作・教科書が存在するので、ここでは繰り返さない。たとえば、木村（2000、第 7

章~第 10 章）参照。そこには、ベンチマークとなるミクロ経済モデルの説明、幼稚産業保

護など自由貿易が最適とならないような市場の失敗が存在するケース、戦略的貿易政策の

議論、さらには狭義の経済学で考慮されていなかった政治経済学的論理などについて、解

説がある。 
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あるいは、自国内の保護継続を望む人たちを説得するには、できる限り自由化

に抵抗した、というポーズをとる必要がある。こういった思惑が働いているの

かも知れない。このような交渉姿勢であっても多角・互恵的な交渉を行うので

あれば世界全体の貿易自由化は進んでいく、とする考え方もある。 

 しかし、自国であろうと他国であろうと、一層の自由化が必要との強い論理

がないと交渉が進まなくなっているのが現状だろう。先進国側は、大方の関税

撤廃は終わり、残っている部分はかなりの政治力がないと自由化できない。途

上国側には高い関税が残っているが、先進国側に追加的譲歩がないならば、自

ら自由化に取り組むインセンティヴは小さい。また、モノの貿易以外の分野、

たとえばサービス貿易や知財保護については、政策改革の必要性はもっぱら途

上国側に存在し、交渉は片務的とならざるをえない。こうしたことから、政策

原則の根幹である無差別原則をもう一度原理的に見直す必要が生じてきている。 

 

（２）WTO 政策規律と国内政策 

 経済活動のグローバル化が進み、それに喚起されて WTO の成立とともに国際

的政策規律の及ぶ範囲が拡大されたことは、国際的政策規律の内容にも変化を

もたらすものとなった。たとえば、メキシコの電気通信サービスに関するパネ

ル8においては、メキシコの電気通信に関する法的枠組みを定めた国内法（連邦

電気通信法:Federal Telecommunications Law など）が WTO 参照文書の競争政策

条項に違反しているか否かが問題となった。ここでは、予想以上に、WTO での合

意内容と国内措置・国内法との関係が厳しく精査され、結局、メキシコの措置

は参照文書の競争政策条項に不整合であり、WTO 違反とされた。 

 国際的政策規律が広範な国内政策にも及ぶようになってきたことは、政策原

則の議論を正面から行わなくてはならなくなったことを意味する。その理由は

少なくとも次の２点である。第１に、単なるモノの貿易自由化を目指していた

時に目的関数としていたのはもっぱら資源配分の効率性であったのに対し、い

ったん国内政策に深く踏み込んだ場合にはもっと複雑な厚生関数を考慮せざる

をえなくなってくる。たとえば、所得分配、貧困対策、地域開発、少数民族問

題等々、国内政策においてはさまざまな社会政策的側面がしばしば入り込んで

くる。そこに効率性のみをふりかざす国際的政策規律が踏み込んでくることは、

深刻な摩擦を生み出しかねない。 

                         
8 WT/DS204/R 
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 第２に、国内政策に踏み込んでいくと、必然的に政策原則の中に無差別原則

を超える原理が入り込んでくる。それはたとえば、制度の国際収束あるいは調

和の要求という形をとる。無差別原則においては、要は差別をしなければよい

わけで、法制・経済制度が各国で異なっていること自体は問題とならない。そ

れに対し、制度の収束・調和では、国際間の法制・経済制度の差異の除去が課

題となってくる。たとえば、サービスの貿易に関する一般協定（GATS）の中で

規定される「市場アクセス」の一部には、無差別原則のみならず制度の収束・

調和の要素が含まれている。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（TRIPS）では、無差別原則は二次的な意味しか持たず、むしろ途上国の知財法

規の整備を目的とした協定である。インドの医薬品事件9では、インド 1970 年特

許法が、医薬品に関する物質特許を認めていなかったことが、物質特許付与を

義務付けている TRIPS 協定に抵触しているとして問題にされた。途上国では、

医薬品や農産化学品などについて、制限的にしか特許を保護していないことが

あり、この事件でも、インドの国内法が WTO の要求する知的財産権保護の水準

に達していないことが問題とされた。 

 国際的政策規律が国内政策まで踏み込むようになっていることは、経済活動

のグローバル化が進行する現在、ある意味では時代の要請に応えることであり、

当然のことである。しかし問題は、どのような性格を持つ政策規律を、どのよ

うな基準で、どこまで国内政策に浸透させるのかについて、何ら明示的な議論

がなされていないことである。WTO 協定がどこまで、どのように国内政策を規律

するのかは、何らかの原則の下で検討されたのではなく、各国の交渉の結果と

して決まってきてしまった。そのため、当然のこととして、政策モードによっ

て大きく国内に踏み込んでいる部分もあれば、逆に全く入り込んでいない部分

もある、デコボコとしたインターフェースができあがったのである。 

 このような論理的な弱点の存在は、「構成的秩序」であろうとする WTO が実は

「自制的秩序」という側面を色濃く有していることを衆目の下にさらすことに

なる。いったん大儀を失えば、新分野へとスコープを広げていくことは困難と

なる。「新しいことは自由貿易協定（FTA）で進め、現在進行中のドーハ開発ラ

ウンドはスモール・パッケージで」という現在の流れは、原理原則が揺らぐ WTO

に対する当然の反応であるのかも知れない。 

 

                         
9 WT/DS50/R, WT/DS50/AB/R(以上、米国申立), WT/DS79/R(EC 申立) 
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４．アンチダンピング措置10 

 

（１）WTO 体制のアキレス腱 

 自由貿易の実現という理念を存立基盤とする GATT/WTO において、アンチダン

ピング措置に関する政策規律は、その規定ぶりにおいても運用においても、

GATT/WTO の基本理念と相矛盾する可能性の高いものとなっている。アンチダン

ピング措置の歴史は少なくとも 19世紀末にさかのぼるが、そもそもの政策目的

からして「輸出は善、輸入は悪」とする当時の重商主義的発想が色濃く残って

いる。戦間期のブロック経済化の悪夢を経験したのち、第２次世界大戦後の新

しい国際通商体制構築の努力はこの重商主義との戦いに傾注されてきたわけだ

が、アンチダンピング措置に関してはそれを払拭することができなかった。各

国のアンチダンピング措置に対して GATT/WTO が課している政策規律は、保護主

義的な運用を防ぐにはあまりに弱いものとなっている。 

 アンチダンピング措置は、輸出国側の「不公正貿易」を主張するという意味

でセーフガード措置以上に保護主義的感情に訴えやすく、また国際政策規律上

も発動が容易である。1970 年代末からのアメリカをはじめとする先進国による

濫用、1990 年代後半からの発展途上国による発動が多発した。このアンチダン

ピングの濫用傾向は、世界貿易全体からすればその直接的影響は限定されたも

のではあるものの、効率性基準に基づき無差別原則を奉ずるマルチの国際通商

政策体系の大きな矛盾点となっている。論理的に相容れない要素が入り込んで

きてしまっていることは、GATT/WTO が完全には「構成的秩序」とは成り切れず、

「自制的秩序」の側面も有していることを如実に示している。 

 

（２）経済学から見たアンチダンピング措置 

 ダンピングにはさまざまな種類のものが存在する11が、ほとんどのケースは効

率性基準に照らし経済学的に問題のあるものとはみなされない。そもそも経済

学的には、「モノを安く売ること自体が悪い」という状況は存在しない。モノが

安く供給されれば、消費者あるいは下流部門の生産者の厚生は確実に上昇する。

輸入品と競争している国内産業・企業が業務縮小や撤退を余儀なくされる可能

                         
10 本節の記述の一部は木村（2004）に依拠している。 
11 たとえば Hoekman and Kostecki (2001, p. 319)参照。 



10 

性はあるが、輸入品、国産品を問わず安価な商品が安定的・継続的に供給され

れば、国民経済全体の厚生は確かに向上する。経済学上問題とされるのは、モ

ノを安く売った場合ではなく、高く売った場合である。 

 競争政策において略奪的価格設定あるいは不当廉売が望ましくないとされる

理由は、価格が安いからではない。安い価格設定をすることによって競争相手

を廃業に追い込み、その後独占的地位を利用して価格をつり上げるおそれがあ

るからである。標準的な経済学の論理に従ってアンチダンピング措置を正当化

しうるダンピングは、この略奪的価格設定あるいは不当廉売に対応するケース

に限られる。 

 現実のアンチダンピング措置をめぐる国際的政策規律は、解釈論のみならず

立法論の段階も含め、この経済学の標準的な考え方とは大きく食い違っている。

まず、アンチダンピング措置発動の前提となるダンピング認定自体に問題が存

在する。生産コスト割れ価格という要件（GATT６条１項(b)(ⅱ)参照）は、企業

経営上長期的に継続できない価格付けを行っているという意味で、略奪的価格

設定あるいは不当廉売のケースの必要条件のひとつをとらえている。しかしそ

れでも、需要予測の誤りから在庫が積み上がってそれを処理しなければならな

い場合、新規市場に参入するために期間を区切って割引価格を設定する場合な

ど、企業経営上合理性があり、かつ経済社会全体としても資源配分の効率上問

題がないケースも存在する12。競争政策の考え方に近づくためには、低い価格設

定のために既存企業が淘汰されてしまって参入企業によって市場が支配されて

しまう危険性が現に存在しているのかどうかを見極める必要がある。たとえば、

問題とされる輸入品の市場シェアがごく小さいのであれば、市場を支配して独

占価格を設定するという状況は考えにくい。価格支配力と市場シェアの関係は

理論上それほど単純ではないが、直観的には数十パーセントの市場シェアを持

たなければ市場価格は支配できないはずである。「正常価額」13として何を見る

べきかという問題も存在するが、それ以前の議論として、どのような生産コス

                         
12近い将来、急速なコストダウンが見込まれるハイテク製品などにおいて行われる価格政策

で、発売当初の製品価格をその時点におけるコストと比べて低めに設定する「フォワード・

プライシング」の問題については、AD 協定 2 条 2 項 1 により、原価割れ販売が長期間にわ

たり、相当な量で、かつ合理的な期間内にすべての費用を回収できない場合に限って、構

成価格を用いてダンピング認定することができることになった。 
13EC のインド製ベッドリネン輸入に係るアンチダンピング措置(WT/DS141/R, 

WT/DS141/AB/R)では、正常価額について、EC が、調査対象となるインドの業者が多数にの

ぼることを理由に、サンプルとなる業者を抽出し、同社の販売価格をインドの全生産者の

販売価格として使用したことが問題とされた。 
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ト割れを排除すべきものとみなすかという問題が存在する。 

 また、輸出国市場よりも安い価格で販売することが生産コスト割れと並んで

ダンピング認定の要件とされる(GATT６条１項(a)参照)。この点については、紛

争処理パネルにおいてもしばしば問題となっている。たとえば、日本産オーデ

ィオ･カセットテープに対するアンチダンピング税賦課事件14では、EU の行った

非対称価格比較が問題とされた、EU は、輸出販売において関連会社を使用して

いる場合には、国内価格の側では直接販売経費の控除しか認めないにもかかわ

らず、輸出価格の側では関連会社の直接・間接販売経費および利益も控除して

おり、国内価格が割高に算出され、ダンピング・マージンが創出または拡大さ

れる計算方法を採用していた。上級委員会は、1社の輸出者または生産者の妥当

な情報があれば足りるとしたパネルの判断を覆し、AD 協定第 2 条 2 項 2(ⅱ)違

反を認定した。しかし、そもそも経済学的には、輸出国市場よりも安い価格で

販売することをダンピング認定の要件とする考え方自体に問題がある。輸出国

市場と輸入国市場の間を分断して価格差別をつけることは一種の第三度価格差

別と呼ばれるものに当たる15。こういった価格差別は、輸出国の保護主義的貿易

体制を示唆するものではあっても、輸入国側に直接的に害を及ぼすものではな

い。むしろ、安価な輸入品が入ってくることから輸入国側にはメリットが生ず

るはずである。したがって、２つの市場間の価格差そのものは、アンチダンピ

ング措置を正当化するものとはならない。 

 その他、損害要件の認定、因果関係、ダンピング・マージンの認定、アンチ

ダンピング措置の政策ツール選択、審査手続など、あらゆるステップに論理的

問題点が存在し、さらに実施上の問題点も上積みされている。 

 現実にアンチダンピング措置が発動された例を見ると、大半のケースは鉄鋼

業など国際寡占市場が成立している産業についてのものであることがわかる。

多くのアンチダンピング措置は、現実には、消費者や下流部門の産業のコスト

負担の下、先進国の主要企業の間でのレントの再配分という性格を持つ。現在

                         
14 ADP/136 
15 第一度価格差別とは消費者一人一人に異なる価格を設定すること、第二度価格差別とは

非線形価格付けのことである。第三度価格差別は市場を分断して異なる価格を設定するも

のであり、鉄道運賃の学生割引などがその一例である。２つの市場の間の価格裁定が人工

的に阻害されているとすれば、それは資源配分の効率性という観点からは望ましくないも

のとみなされる。しかし、輸送費その他によって価格裁定がそもそも働かない２つの市場

については、企業が差別価格を設けること自体は特段問題のあるものとは考えられず、む

しろ経済合理的行動とみなされる。 
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は世界の需給バランスの変化から若干状況が異なっているが、数年前までの鉄

鋼業では、アメリカ、ドイツ、日本の大手鉄鋼メーカーによる国際寡占市場が

成立しており、それらの企業は自らの国内市場では流通を支配し、海外市場に

はスポットで製品を供給していた。したがって、各国の国内価格よりもスポッ

ト輸出市場価格の方が常に低い、すなわち価格差ダンピングが常に成立してい

る状況が続いていた。アメリカの景気が悪化して鉄鋼業企業の業績が悪くなる

とアメリカ政府がアンチダンピング措置を発動して業績浮揚を試みる、これが

典型的なパターンとなってきた。たとえば、1998 年、アメリカのホイーリング･

ピッツバーグ社は、WTO 協定に不整合である疑いが強いとされてきた 1916 年ア

ンチダンピング法に基づき、アメリカ鋼鉄産業を破壊し、同社の地位を損なう

意図をもって熱延鋼板をダンピング販売したとして、日系商社の現地法人など

を相手取り、オハイオ州連邦地裁に提訴した。これに対して日本は、1916 年ア

ンチダンピング法は WTO 協定に不整合であるとして WTO に申立を行い16、パネル

は、日本の主張をほぼ全面的に認め、1916 年アンチダンピング法は WTO 協定違

反であるとされた。アンチダンピング措置は、国際寡占市場を形作る企業の間

の利害調整のための手段として用いられてきたわけである。これは、寡占市場

における超過利潤を保証するという意味でも、競争的な新興勢力の進出を排除

するという意味でも、世界大の資源配分の効率性を損なうことになる。 

 また、Prusa らは複数の論文で、アンチダンピング措置の輸入抑制効果が、実

際の措置発動以前、ファイリングのタイミングですでに見いだされることを実

証的に示した。Bhagwati (1988, p. 80) は、アンチダンピング措置の発動をち

らつかせるだけで輸出を代替する直接投資が促進されると主張し、そのような

直接投資のことを quid pro quo investment と名付けた。これらの議論は、ア

ンチダンピング措置として課される関税自身の効果もさることながら、アンチ

ダンピング措置発動についての予想、あるいは提訴に対抗するためのコストだ

けでも、市場がゆがむことを強調している。 

 アンチダンピング措置について経済学者が提示している改革案は、大きく分

けて２つにまとめられる。第１は、経済学上ダンピングが望ましくないのは国

内競争法でいえば略奪的価格設定あるいは不当廉売に当たる場合にほぼ限られ

るのであるから、アンチダンピング協定を競争法に近い概念構成に近づけてい

                         
16 WT/DS136/R, WT/DS162/R, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R.  
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くべきとの提案である17。生産コスト割れの低い価格をつけて競争相手を駆逐し、

その後で独占力を用いて価格をつり上げる、こういったおそれのある時にのみ、

アンチダンピング措置が正当化できるとする。単独で価格つり上げが可能とな

るためには、たとえば１社で数十%といった相当大きな市場シェアをとらなけれ

ばならない。個々の輸出企業の輸入国市場におけるシェアが数%程度であるなら

ば、そもそも価格つり上げのおそれはない。この基準だけで、大半のアンチダ

ンピング措置は排除されることになる。 

 なお Messerlin (1996)は、漸進的改革の方向として、１）ダンピング・マー

ジンが一定以上に大きい場合のみアンチダンピング措置の発動ができるように

制度を変更すること、および２）提訴企業の世界市場におけるシェアが極端に

大きい場合にはアンチダンピング措置を発動できないようにすること、を挙げ

ている。両方とも、アンチダンピング制度を競争法の精神に近づけるための提

案である。後者は一見、市場シェアの大きさを要件とすべきとの前の提案と矛

盾するように見えるが、国際寡占企業の利害調整のために通商政策を用いるべ

きでないとの主張と考えれば、納得できるであろう。 

 経済学者が提案する第２の改革案は、セーフガード条項を現行よりも発動し

やすい形に改定するなどしてその使用を促し、アンチダンピング措置の濫用を

防止すべきというものである18。経済学のロジックに従えば、セーフガード措置

もそれ自身、もっと慎重に発動すべきとの結論が導かれる。しかし、輸出側の

不公正を述べ立てる点、措置が差別的に適用される点など、アンチダンピング

措置はセーフガード措置以上に大きな問題を抱えている。どちらかといわれれ

ば、セーフガード措置の方に貿易救済のウェイトを移す方がよいとの議論もそ

れなりの説得力がある。 

 

（３）競争法から見たアンチダンピング措置 

 アンチダンピング措置を略奪的価格設定あるいは不当廉売と同様の論理で正

当化するという立場をとるのであれば、アメリカにおける略奪的価格設定に対

する考え方の変化にも注意を払っておく必要がある。 

 略奪的価格設定とは、「市場支配的な地位にある企業などが、一定期間著しい

低価格（コスト割れ価格など）を設定し、競争者の市場からの排除や参入阻止

                         
17 Lipstein (1997)、長岡(1999)など参照。 
18 Messerlin (1996)その他参照。 
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を試み、それによって将来的には独占的利益を獲得しようとする行為」である。

20世紀初頭、Standard Oil 判決（1911 年）から Utah Pie 判決（1967 年）まで

の時代は、略奪的価格設定は一般的に行われかつ容易に成功するものと考えら

れてきた。しかしその後、経済学からの批判により、略奪的価格設定の発生に

懐疑的な傾向が強まり、裁判所の判断においても略奪的価格設定の成立を容易

に認めなくなった。特に、1975 年の Areeda & Turner 両教授の学説発表以後、

原告勝訴はほとんど見られなくなった。そして、Brooke 判決（1993 年）におい

て、競争者を排除したのち、十分に独占的利潤を享受してコスト割れ販売の埋

め合わせることが可能かどうか（recoupment test）を判断基準とすべきとされ

るに至った。 

 そもそも価格付けや略奪の意図の有無を判定基準とするのではなく、非競争

的行為を行う余地があるのかどうかを重視するこのような競争法の立場は、国

際経済法におけるアンチダンピング措置の考え方とはかなり異なっている。あ

る意味でアンチダンピング措置をめぐる法学上の議論はかなり時代遅れのもの

であり、早晩根本的な見直しを迫られざるをえないと考えることもできるかも

知れない。 

 

 

５．多角主義と地域主義 

 

（１）多角主義と地域主義の関係の変質 

 各国の国際通商政策の政策チャンネルは、昔も今も重層的である。国によっ

てそれぞれのウェイトは異なるものの、一般に世界各国は、二国間交渉

（bilateralism）、FTA をはじめとする地域主義（regionalism）、WTO を中心と

する多角主義（multilateralism）といった複数の政策チャンネルを有しており、

分野や相手国ごとにそれらをうまく使い分けている。その意味では、多角主義

はたくさんある政策チャンネルのひとつにしか過ぎない。それは、GATT の成立

そのものがCommonwealthやヨーロッパの地域主義との共存を前提としていたこ

とからもわかる。 

 しかし、GATT/WTO が「構成的秩序」として理念を発信する場であったことも

確かである。無条件の無差別主義を国際的政策規律の中心に据えようとする

GATT/WTO は、経済学的にも政治経済学的にも強い説得力を持ち続けてきた。そ
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れとは正反対に、地域主義の生み出す悪しき側面、たとえば貿易転換による第

三国の厚生低下、複雑な原産地規則によるスパゲティ・ボール現象、経済ブロ

ック化のおそれなどはいずれも、参加国と非参加国の間に差別を設け、無差別

主義に反するところから生じてくる。時に倫理的な意味合いも込められつつ、

多角主義は正義、地域主義は利己的行動と認識されてきたことは事実である。 

 そのような多角主義の説得力が、この 10年の間に急速に減衰してきた。世界

中を巻き込んだ地域主義ブームの要因はさまざまな角度から分析しうるが、国

際通商政策の内容という切り口から考えるのであれば、各国の多様な政策ニー

ズに応える柔軟性を地域主義が備えていたことが決定的に重要であったと結論

づけることができるだろう。地域主義の下での貿易自由化は、一定レベルまで

であれば例外品目を設けながら進められる。そこでは WTO 協定に抵触しない限

り、どのような政策モードであっても盛り込める。こうした便宜性は WTO には

望めない。また、いったん地域主義ブームがはじまると、FTA のハブとなるメリ

ットが強く意識されるようになり、逆にブームに乗り遅れることの恐怖も増長

されていく。 

 一方、WTO は、強力な紛争解決方式を手にすることによって GATT 時代とは比

べものにならない強い規律貫徹のメカニズムを有するものとなった。その裏返

しとして、各国の合意の上で新たな政策分野へとスコープを拡張していくこと

が極めて困難になった。経常的な仕事の部分については強い施行能力を確立し

たが、一方で、まさにそれがゆえに、国際通商政策に期待される新しい需要に

ついていくことができなくなってきたのである。さらに、政策規律が無差別原

則を超えて展開されるようになったこと、国際的政策規律と国内政策の間の線

引きが原則論なしに行われたことは、多角主義の「相対化」を加速することと

なった19。 

 

（２）これからの多角主義の役割 

 WTO を中心とする多角主義のウェイトが各国の国際通商政策の中でここまで低

下するとは、1995 年に WTO が成立した時点では予想すらしていなかったことで

あろう。しかし、WTO の経常的な機能、とりわけ各国の通商政策のサーベイラン

ス機能、各種通商政策に関する合意醸成機能、紛争解決機能などは、さまざま

                         
19 WTO の基本理念が揺らいでいることは極めて憂慮すべき事態であると筆者らは考えてい

るが、そのような危機感は必ずしも共有されていない。たとえば WTO (2004)参照。 
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な問題は存在するものの、全体としてはよく動いている。WTO の政策規律に対す

る各国の姿勢も、基本的には遵守・尊重の方向である。まだまだ WTO が死んだ

わけでは決してない。 

 地域主義に対する WTO の対応は、無差別原則に対する例外として厳しく審査

したい（実際には実行力のあるチェック機能はほとんど発揮できなかったわけ

だが）という姿勢から、地域主義の存在は容認しそれといかに共存していくか

という考え方へと変化してきた。最近のいくつかのパネルの中で、直接的では

ないにせよ、FTA の WTO 規定への整合性について明確な立場をとろうとしている

形跡が見られる。たとえば、トルコ繊維事件20において、パネルは、トルコ・EC

間の関税同盟に従ってトルコが実施した数量制限措置は GATT 第 11 条、13 条、

繊維協定第 2条 4項に違反しており、GATT 第 24 条によっても正当化されないと

した。WTO の立場からすれば、FTA も各国の通商政策である以上、WTO の既存の

規律に抵触する要素が FTA に含まれているならば、それに対し異を唱えていく

のは当然である。 

 特に、地域主義例外が設けられているのは、WTO 協定中、GATT 第 24 条と GATS

第 5 条のみであることは重要である。その他の WTO 協定については貫徹される

わけであり、その範囲内で FTA 等の地域主義の協定は規律されうる。カナダの

自動車政策にかかわる措置ケース21において、米国は、カナダの措置は NAFTA に

基づく米国サービス提供者への特恵待遇であり、GATS の地域統合の例外である

と主張したが、パネルはこの主張を退けた。パネルは、カナダの措置は、ビッ

グスリー等米国の一部の企業にのみ有利であり、米国とメキシコの他の企業に

は不利になっており、NAFTA 域内での差別が撤廃されていないとした。WTO 協定

が FTA 等の地域協定を規律することができれば、FTA 等によって深掘りされた各

分野の自由化は、WTO の理念通り、全ての国に均填されることになる。これは、

WTO の新しい機能として重要なものとなっていく可能性がある。 

 

 

６．国際経済における法と経済の今後 

 本論文では、国際経済法、とりわけ WTO 法について、法の立場からの視点も

織り交ぜつつ、経済学的含意を議論してきた。国際経済の分野は、法も経済学

                         
20 WT/DS34/R, WT/DS34AB/R 
21 WT/DS139/R, WT/DS142/R, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R 
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もある意味では粗野で primitive であるが、一方で長い間両者の対話が重要と

認識されてきた分野でもある。今後、法と経済学の間でさらに建設的な関係を

築いていく余地は大いにある。当面求められる最も重要な共同作業は、WTO 体制

を明確な理念に基づく「構成的秩序」として復権させることである。 

 具体的な法的紛争解決の場面における経済学の役割も、さらに発展の余地が

ある。今日の法と経済学のフロンティアでは、単に法現象をいかに客観的に分

析するかにとどまらず、法的問題解決のために経済学をいかに活用しうるかと

いう視点が重視されている。この点、現在、アメリカ反トラスト法では、経済

学者の専門証言が訴訟の正否を左右するほど重視されている。同様の可能性は、

WTO のパネルや上級委員会の判断における科学的根拠の妥当性や経済効果の分

析の証拠としての評価という問題にも深く関連しており、国際経済においても

検討に値する。 
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