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米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法の
日本における国際経済法上の意義について

横　堀　惠　一

要約

　米国 1916 年反不当廉売法は、米国内産業に被害を与える意図をもって不

当廉売輸入又は販売した者に対し、刑事制裁として、罰金及び懲役を課す他、

民事制裁として被害者に被害額の 3 倍の損害賠償を認める法律であった。

この米国法については、日本及び欧州連合（｢EU｣ であるが、世界貿易機関

（WTO）には欧州共同体（EC）として加盟した。）が WTO の紛争処理手続

きによる、審理を求めた結果、2000（平成 12）年 9 月に、WTO 協定違反が

確定した、米国は、直ちには、この法律を廃止しなかった。

　この法律の WTO 協定違反が確定する前、同年 3 月、米国内企業ゴス

社（新聞輪転機メーカー）が同法に基づき、日本企業である株式会社東

京機械製作所（以下 ｢東京機械｣ という。）を訴え、アイオワ連邦地方裁

判所は、同法に基づく損害賠償を認めた。2004（平成 16）年 12 月、同法

は、廃止されたが、遡及効がなかったので、上記東京機械に対する損害

賠償訴訟（控訴）は継続し、2006（平成 18）年 6 月、東京機械の敗訴が

確定した。

　このような状況の下で、2004（平成 16）年 12 月、日本では ｢アメリ

カ合衆国の 1916 年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に

関する特別措置法｣ が 6ヶ月の時限法として、成立した。

　上記ゴス社は、米国連邦地方裁判所に東京機械に対する本損害賠償回

復法に基づく提訴の仮の差止めを請求し、一旦同差止め命令を得たが、

同命令は、2008（平成 20）年 6 月、米国連邦最高裁判所で破棄された。

　東京機械は、2007（平成 19）年 8 月 10 日、ゴス社及び同社の日本法
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人に対し、本損害回復法に基づき、東京地方裁判所に訴訟を提起した。

しかし、本件訴訟につき、平成 21 年 8 月 14 日（米国時間）、和解契約

が成立し、やや不透明な結末になった。

　本法は、いわゆる貿易摩擦に係る対抗立法としては、日本の最初の事

例であり、先例としての価値があり、透明性のある国際経済法上の政府

の対応として意義のあるものと考えられる。同時に、対抗立法は、通商

政策上の万能薬でもないことに留意する必要がある。

　なお、本事件の事実経過については、主として、経済産業省の ｢不公正

貿易報告書｣の各年版（特に 2005 年版）及び東京機械製作所の発表文による。

1　背景

（1）｢米国の 1916 年の反不当廉売法｣

　米国の 1916 年の ｢歳入増加及びその他の目的の法律｣ 第 801 条は、

米国内産業に被害を与える意図を持って不当廉売による輸入又は販売

した者に対して罰金や懲役を科し、更に不当廉売の被害者に被害額の

3 倍の損害賠償を認める旨規定していた 1。

　本規定を ｢不公正貿易報告書｣ 各年版では、｢アメリカ合衆国の

1916 年の反不当廉売法｣ といい、又、｢アメリカ合衆国の 1916 年の

反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置

法｣ 2 第 2 条 1 項では、｢2000 年 9 月 26 日に世界貿易機関を設立する

1  ｢不当廉売｣ は、“dumping”の邦訳として、関税定率法（明治 43 年法律第 54 号）
第 8 条で用いられている用語である。日本においては、政府報告書、論文等では、
｢ダンピング｣ の用語が用いられることも多い。又、不当廉売に対する制裁措置
としての“anti-dumping duty”についても関税定率法の用語は、｢不当廉売関税」
であるが、論文等では、｢反ダンピング（又は反不当廉売）関税（又は税）｣、「ダ
ンピング（又は不当廉売）防止関税（又は税）｣ の語も用いられている。本稿では、
関税定率法上の用語に従った。
2  法律名においては、年の表示につき、漢数字が用いられているが、本稿では、
年の表記は算用数字による。
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マラケシュ協定附属書 2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第

2 条に規定する紛争解決機関において採択された勧告及び裁定の対象

となったアメリカ合衆国の法律｣ と定義している 3。

　本稿では、上記米国法を「米国 1916 年反不当廉売法」といい、上

記日本の対抗立法を ｢米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法｣

又は単に ｢損害回復法｣ という。

　米国 1916 年反不当廉売法による、刑事訴追の事例はなかった。民

事訴訟は、しばしば提起され、後に述べる株式会社東京機械製作所（以

下 ｢東京機械｣ という。）に対するものを除き、原告が勝訴すること

はなく、原告の訴えの取下げ、敗訴又は和解で終了した。但し、民事

訴 訟 が 提 起 さ れ る こ と 自 体、 い わ ゆ る ｢ 威 嚇 効 果 ｣（“chilling 

effects”）をもった。

（2）世界貿易機関における紛争処理

　｢世界貿易機関を設立するマラケシュ協定｣（以下 ｢WTO 協定｣

という。）は、2000 年 9 月 26 日に合意され、世界貿易機関（以下

｢WTO｣ という。）の設立を定めるとともに、1947 年に成立した、

｢関税及び貿易に関する協定｣（以下 ｢GATT1947｣ という。）を修正

した ｢1994 年の関税及び貿易に関する協定｣（通常 ｢GATT1994｣ と

呼ばれ、本書では、特に断らない限り ｢GATT｣ という。）を附属書

の一つとする他、｢1994 年の関税及び貿易に関する協定第 6 条の実施

に関する協定｣（以下 ｢反不当廉売協定｣ という。）他多数の協定等を

附属書に含んでいた。WTO 協定は、1995 年 1 月 1 日に発効した。

　WTO では、WTO 協定に違反する加盟国 4 の措置による他の加盟国

3  廣瀬（平成 16 年）は、この定義が行われたのは、｢米国の法令集によって特定
する方法が日本の立法例としてはなじみが薄いため｣ とする。
4  WTO 協定（正文は、英、仏及び西語であるが、本稿では英文のものによる）
では、加盟国を“Member”と表示し、GATT 1947 の“contracting party”は、
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の権利の ｢無効化又は侵害｣（“nullification or impairment”）等の場合

の紛争処理の手続きについて、GATT1947 の 22 条及び 23 条の規定を

さらに具体化し、WTO 附属書 2 紛争解決に係る規則及び手続に関す

る了解（以下 ｢DSU｣ という。）として定めている。その手続きを図

解したものが図 1 である。この図の中で、DSB というのは、WTO 内

に設置された紛争処理機関（Dispute Settlement Board）をいい、こ

れは、全加盟国の代表により構成される、一般理事会が担当する。

　日本及び欧州連合（以下 ｢EC｣ という。）は、1999 年、米国 1916

年反不当廉売法所定の不当廉売に対する救済措置が、GATT や反不当

廉売協定で許容されている不当廉売税ではなく、刑事罰や私法上の損

害賠償であること、調査開始に際して反不当廉売協定に整合的な手続

を行っていないこと等がこれらの WTO 協定の条項に違反するとし

て、DSU に基づき、それぞれ対米協議を要請した。

　EC の場合は、米国 1916 年反不当廉売法に基づき、域内系企業が

米国企業によって、損害賠償等を請求されていた。例えば、1996 年、

米国厚板鋼板メーカーであるジュネーブ・スチール社とガルフ・ステー

ツ・スチール社の 2 社は、ドイツ系鉄鋼輸入業者であるティッセン・

スチール・グループ社（ミシガン州）とレンジャー・スチール・サプ

ライ社（テキサス州）の 2 社を、米国産業に被害を及ぼすことを意図

し、ロシア、ウクライナ、中国から市場価格を実質的に下回る価格で、

厚板鋼板を米国に輸入・販売（不当廉売）したとして、米連邦ユタ地

方裁判所に対し、1916 年反不当廉売法に基づき 9,000 万ドルの損害賠

償を求め、提訴した（本件は、その後、同裁判所が原告に被告の米国

産業に損害を与えるとの明示的な意図により行動した（the defendant 

acted with the express intent to injure a US industry）旨の証拠を求め

“Member”に読み替えられた（WTO1994 の 2 項（a））。GATT1947 の 26 条 5 項（c）
同様、いわゆる ｢独立関税地域｣ も加盟国に含む（WTO 設立協定 13 条 1 項）。
台湾もこの条項により加盟の資格がある。
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る判断を示した（Geneva Steel Co. v Ranger Steel Supply Corp., 980 F.

Supp. 1209（D. Utah 1997）。）。この結果、原告は、本訴訟を遂行せず、

終 了 し た。EC は、 本 件 が EC 企 業 に ｢ 威 嚇 効 果 ｣（“chilling 

effects”）を与えた事例と主張し、EC は、1998 年 6 月 4 日、DSU に

基づいて米国との協議を要請した。

　日本についても、同様の事態が 1998 年に発生した。1998 年 11 月

米国ホイーリング・ピッツバーグ社（以下 ｢WP 社｣ という。）は、

1916 年反不当廉売法に基づき、米国鋼鉄産業を破壊し、同社の地位

を損なう意図をもって（熱延）鋼板の不当廉売販売を行ったとして、

日本商社の現地法人などを相手取り、オハイオ州連邦地方裁判所に提

訴した（本件は、その後、1999 年に WP 社が損害賠償請求について

の提訴を取り下げ、また、2000 年に連邦第 6 巡回控訴裁判所が、WP

社の販売差し止め請求を棄却し、終了した。）。1999 年 2 月 10 日、日

本は DSU に基づき、米国との協議を要請した。

　EC 及び日本とも米国の当事国間の協議では、満足な解決が得られ

なかったことから、それぞれ、WTO 協定上の紛争解決手続きに則って、

小委員会（DSU では“Panel”という。）による審理を求めた。

　EC は、1998 年 11 月 11 日、小委員会設置を要請したが、その理由

として、米国の 1916 年反不当廉売法は WTO 設立協定 16 条 4 項（自

国法令の WTO 協定付属書協定適合性への確保）、GATT6 条 1 項（不

当廉売の構成要件該当性）、6 条 2 項（不当廉売に対する不当廉売税（の

み）の賦課）、反不当廉売協定 1 条（不当廉売措置を GATT6 条所定

の条件下でのみ容認）、2 条 1 項（不当廉売の定義）、2 条 2 項（不当

廉売認定の際の第三国向け輸出価格又は輸出国における構成価格によ

る比較が許容される場合）、3 条（損害の決定の要件）、4 条（｢国内産

業｣ の定義）、5 条（調査の開始及び実施の要件）に違反することを

挙げ、代替的主張として、GATT3 条 4 項（輸入品に関する法令の内

国民待遇）も挙げた。EC と米国間の紛争については、インド、日本、

メキシコが第三国として小委員会に参加し、2000 年 3 月 31 日、EC
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側の主張を概ね支持する、小委員会報告が提出されたが、2000 年 6

月 8 日に米国が上級委員会（DSU では“Appellate Body”という。）

に上訴した。

　日本は、1999 年 6 月 3 日、小委員会設置を要請した。日本の主張は、

EC と共通するものが多く、米国の 1916 年反不当廉売法は、GATT3

条 4 項（輸入品に関する法令の内国民待遇）、GATT6 条（不当廉売税

及び相殺関税）及び反不当廉売協定に違反するとし、特に GATT6 条

2 項（不当廉売に対する不当廉売税（のみ）の賦課）、反不当廉売協

定 1 条（不当廉売措置を GATT6 条所定の条件下でのみ容認）、2 条（不

当廉売の決定の要件）、3 条（損害の決定の要件）、4 条（｢国内産業｣

の定義）、5 条（調査の開始及び実施の要件）、9 条（不当廉売税賦課

及び徴収の要件）、11 条（不当廉売税賦課期間及び見直しの要件）、

GATT11 条（数量制限の禁止）に抵触するとし、このような米国

1916 年反不当廉売法の存続が WTO 設立協定 16 条 4 項（自国法令の

WTO 協定付属書協定への適合性確保）、反不当廉売協定 18 条 1 項（反

不当廉売措置の GATT 適合への確保）18 条 4 項（反不当廉売措置の

協定適合性への確保義務）に違反するとした。EC、インドは第三国

として、小委員会に参加した。2000（平成 12）年 5 月 29 日、日本側

主張を概ね支持する小委員会報告が出されたが、2000 年 6 月 8 日米

国が上訴した。

　同年 8 月 28 日、上記のそれぞれの小委員会報告を以下のとおり支

持する上級委員会報告が出され、小委員会報告とともに同年 9 月 26

日 DSB で採択された 5。

5  日本及び EC と米国の間で争われた点は、本稿で取り上げる、米国 1916 年反
不当廉売法の GATT1994 及び反不当廉売協定違反の他、①小委員会の管轄権、②
1916 年反不当廉売法の性格が義務的か、非義務的か及び③ 1916 年反不当廉売法
は、反トラスト法的性格もあり、その部分は、WTO 協定とは無関係か、がある。
小委員会及び上級委員会は、①については、小委員会の管轄を認め、②について
は、義務的性格のものであるとし、③については、1916 年反不当廉売法全体の
WTO 協定との整合性を検討した。詳細は、田村（2000）を参照。
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①　米国 1916 年反不当廉売法は、不当廉売に対する貿易救済措置は、

国内販売価格と輸出価格の差に相当する反不当廉売税の賦課のみで

ある旨規定した GATT 第 6 条 1 項及び 2 項に違反する。

②　同法は、不当廉売調査を要求する場合には国内産業の 25％以上

の支持が必要である旨規定した反不当廉売協定第 1 条、4 条 1 項並

びに 5 条 1 項、2 項及び 4 項に違反する。

③　同法は、反不当廉売措置は GATT の規定による場合を除き採る

ことができない旨規定した反不当廉売協定第 18 条 1 項に違反する。

④　同法は、加盟国の法令等を WTO 協定に適合させる義務を規定し

た反不当廉売協定第 18 条 4 項及び WTO 設立協定第 16 条 4 項に違

反する。

　米国は、小委員会及び上級委員会の報告記載の勧告に従い、米国

1916 年法を 2001 年 12 月末までに是正するよう求められた。しかし、

米国は、2001年12月末の履行期限まで何らの是正措置を講じなかった。

　米国 1916 年反不当廉売法についての是正措置が上記期限までにと

られなかったため、2002 年 1 月、日本及び EC は、DSU 第 22 条に基

づき、対抗措置である譲許停止として、同一法令（内容が鏡に映った

よ う に 同 様 で あ る こ と か ら、“a mirror act” 又 は“a mirror 

legislation”といわれる。）の導入の承認を DSB に申請した。これに

対 し 米 国 が 対 抗 措 置 の 規 模・ 内 容 に 異 議 を 唱 え、 問 題 は 仲 裁

（arbitration）に付託された。この仲裁手続きは、同法廃止に向けての

更なる時間的猶予を米国に与えるため、当事国の合意により、2002

年 2 月 27 日、中断された。しかし、その後、EC・米国間の仲裁につ

いては、2003 年 9 月、EC の要請に基づき手続が再開され、2004 年 2

月 24 日、仲裁判断（WT/DS136/ARB）が出た。同判断では、EC の

対抗措置は、認められるものの、その規模は 1916 年反不当廉売法に

基づく賠償の最終判決額及び和解額の累積的合計額を限度とし、米国

内の訴訟で実際の損害が企業に発生していない段階での対抗措置の発

動は認められないとした。EC 企業が 1916 年反不当廉売法に基づく
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米国内裁判で敗訴したことはなかったため、EC は、この仲裁判断に

基づく対抗措置の準備をそれ以上進めなかった。

　同年 12 月 15 日、EC は、理事会規則（No.2238/2003）を制定し、

域内企業が米国 1916 年反不当廉売法に基づく訴訟によって損害を受

けた場合に損害回復を可能とする道を開いた。後述の日本における米

国 1916 年反不当廉売法による損害回復法の立法は、これに倣うもの

であった。なお、EC は、対抗措置についての WTO への承認の再申

請を伴わずに、この損害回復立法を行い、日本も損害回復立法に際し、

それに倣った。

（3）米国における展開

　WTO の上記小委員会報告が出される前、2000 年 3 月、米国の輪転

機メーカー、Goss International Corporation（以下 ｢ゴス社｣ という。）

は、米国 1916 年反不当廉売法に基づき、東京機械及び同社の米国現

地法人 TKS（U.S.A.），Inc.（以下単に ｢東京機械｣ という。）に対す

る損害賠償を求め、米連邦アイオワ州北区地方裁判所（以下 ｢アイオ

ワ地裁｣ という。）に提訴した。

　2003（平成 15）年 12 月、アイオワ地裁は、陪審判決として総額

31.5 百万ドル及び関連弁護士費用相当額の賠償を東京機械に命じた 6。

同社はこれを不服としてアイオワ地裁に異議を申立てたが、2004（平

成 16）年 5 月、同地裁は東京機械の異議を却下した。東京機械は、

同年 8 月、第 8 巡回控訴裁判所（以下「第８巡回控訴裁」という。）

に控訴した。

　同年 10 月、米国議会下院では、「関税関連一括法案」に 1916 年反

不当廉売法の廃止条項を追加する法案が提出され、両院にて可決され、

同年 12 月 3 日の大統領署名により、1916 年反不当廉売法は廃止され

6  これまで、本法により原告が民事訴訟で 3 倍賠償を勝ち得た事例は、前記 WP

社によるものを含め、なかった。
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た。しかし、同法には、廃止の日に裁判所に係属している事案に対し

ては廃止の効力は及ばない旨の条項 7 があった。

　このため、第 8 巡回控訴裁は、東京機械の控訴の審理を継続し、

2006（平成 18）年 1 月 23 日、同控訴を棄却した。同社は、同巡回控

訴裁判所への再審理を申し立てたが、同年 4 月 14 日に棄却された。

同月 25 日、同社は、米国最高裁判所（以下「最高裁」という。）へ上

告したが、同年 6 月 5 日不受理の決定が下された。これにより上記陪

審判決が確定し、東京機械は、同年 6 月 19 日と同 6 月 30 日に米国ゴ

ス社に対し、総額 38,678 千ドル（約 44 億 8 千万円）の賠償金を支払っ

た 8。　

（4）日本における米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法の制定

　平成 16（2004）年 10 月、日本政府は、米国 1916 年反不当廉売法

に基づく訴訟によって損害を受けた場合に損害回復を可能とする法案

を国会に提出した。

　この法案を提出した背景は、第一に、米国 1916 年反不当廉売法が

WTO の勧告にもかかわらず、存続していること、第二に、現に米国

企業が同法に基づき、日本企業に対して起こした 3 倍賠償請求の訴訟

において、第一審では勝訴し、日本企業が控訴する事態となったこと、

7  不公正貿易白書（各年版）は、これを ｢祖父条項｣ と説明している。｢祖父条
項｣（“grandfather clause”）は、元々は、Grandfather に関連し、1915 年に無効
とされるまで米国の幾つかの州で、1867 年に投票権のあった人の子孫には、 有権
者要件を緩和し、黒人を排除し、貧しい白人には投票権を与える条項に由来する

（Longman Dictionary of the English Language （1984））。いわば既得権保護の制度
であり、遡及効がないことは、既得権保護といえるが、｢祖父条項｣ の用語とし
ては原義から遠ざかると考える。
8  東京機械は、この敗訴の一因は、担当弁護士事務所及び担当弁護士に対し、弁
護過誤による損害賠償請求の訴訟を起こし、平成 19 年８月 17 日、当該弁護士事
務所等から東京機械に対し、和解金として 19 百万ドル（約 21 億円）を支払うと
の和解契約が成立した。（東京機械（平成 19 年 -b））。
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及び第三に、EC においても前年 12 月に理事会規則（No.2238/2003）

を制定し、域内企業が米国 1916 年反不当廉売法に基づく訴訟によっ

て損害を受けた場合に損害回復を可能とする道を開いたことにある。

特に、EC 規則は、訴訟により生じた賠償等の損害を米国企業から取

り戻すための請求権を認めるとともに、米国での確定判決について

EC 内での執行を否定するものであり、これにより、米国企業による

EC 域内企業に対する米国 1916 年反不当廉売法によす損害賠償請求

訴訟の抑止が期待される半面、同種の損害回復立法がない日本企業が

提訴の目標となる危険性が一層高まっていると判断されたためである

（不公正貿易報告書（2005）21 頁）。さらに、同年 6 月に公表された

｢日米規制改革及び競争政策イニシアティブ｣ 報告書において、米国

政府は 1916 年反不当廉売法の廃止を支持する旨を明確にしたという

事情もあった（経済産業省通商政策局（平成 16 年））。

　なお、日本は、上記のとおり、WTO への対抗措置の承認の申立が

調停に付され、その調停を米国と合意して中断したが、本法案の国会

提出に際しては、WTO への再度の対抗措置の承認を求めなかった。

　この点について、経済産業省は、要約すれば、以下のように説明し

ている（不公正貿易報告書（2005）22 頁）。

①　DSU23 条 1 項は、WTO 協定違反について ｢是正を求める（seek 

the redress）｣ 場合には、DSU に定める規則及び手続によらなけれ

ばならないと定める。

②　この点、米国の EC　からの特定品目に係る輸入措置についての

小委員会報告書（WT/DS165/R）は、｢是正（redress）｣ の意味に

つき、｢WTO 協定上の権利義務のバランス回復のため（restoring

　the　balance of rights and obligations which form the basis of he 

WTO　Agreement）｣ のものであることを掲げる（para.6.23）。

③　しかし、本法の目的は、WTO 協定違反の米国法である 1916 年

法を改廃させることではなく、むしろ 1916 年法の存在を前提とし

て、同法により本邦法人等が損害を被った場合には、その損害の回
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復を図り、もって我が国の国民の利益を保護するものである。

④　したがって、本法は私人の利益保護を目的とするものであり、国

それ自体の利益保護を目的とするものではないので、｢WTO 協定

上の（＝国対国の）権利義務のバランス回復のため」のものとはな

らない。

⑤　よって、本法の制定は、1916 年法の改廃という「是正を求める」

ものではなく、紛争解決了解 23 条 1 項に違反しないことになる。

⑥　なお、EC も同様に、同理事会規則について WTO 協定と整合的

である旨の見解を示している。

　この米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法案は、上記の EC

規則と同様の効果を狙うものであるが、米国 1916 年反不当廉売法に

基づく受益者から本邦法人等に受益の返還及び訴訟代理人への報酬等

の損害賠償を認める 9 とともに、米国 1916 年反不当廉売法に基づく

外国確定判決の本邦における効力を否定するという内容となってい

る。また、本法案は施行後 6ヶ月で失効する限時法である。

　本法は、国会を通過し、同年 12 月 8 日に公布、即日施行された。

本法の内容は、参考のとおりである。

9  本法の下で、回復できる損害である、受益者の ｢外国裁判所の確定判決によっ
て利益｣（同法 3 条 1 項）には、和解成立の場合の和解金は含まれない（廣瀬（平
成 17 年））。この点、仲裁判断（WT/DS136/ARB）が EC の被った損害算定に、
確定判決による損害のみならず和解金（“the cumulative monetary value of any 

amounts payable by EC entities pursuant to the settlement of claims under the 

act”）も含むことを認め（9.2）、理事会規則（No.2238/2003）も ｢何人も、第 3
条に規定される場合は、1916 年 AD 法の適用、又は同法に基づく訴訟若しくは同
法に起因する訴訟による結果被った支出、費用、損害及び雑経費を取り戻す権利
を有する。｣（“Any person referred to in Article 3 shall be entitled to recover any 

outlays, costs, damages and miscellaneous expenses incurred by him or her as a 

result of the application of the Anti-Dumping Act of 1916 or by actions based thereon 

or resulting therefrom.”）（2 条 1 項）とし、和解金も含むとしていることと異なる。
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（5）東京機械の対応

　東京機械は、米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法に基づく

損害回復のための訴訟を 2006（平成 18）年 6 月の判決確定後、直ち

には起こさなかった。それは、米国でゴス社が、上記判決の確定後、

勝訴により得た利益を保全するため、東京機械の日本における同法に

基づく訴訟を阻止するよう、アイオワ地裁に訴訟を提起したからであ

る。

　同地裁は、これを受け、東京機械に対し、損害回復法に基づく提訴

を暫定的に禁止する命令（訴訟仮差止命令）を出した。東京機械は、

これを不服として第 8 巡回控訴裁に控訴した。日本政府は、同年 8 月、

同差止命令は国際法違反の措置により被った私人の損害に対して日本

が提供した救済措置を無効化するものであり、国際礼譲の観点からも

回避されるべきであること等を根拠に、訴訟仮差止命令を破棄すべき

旨を主張するアミカス・ブリーフを同裁判所に提出した。第 8 控訴裁

は、2007（平成 19）年 6 月 18 日、東京機械に対する訴訟仮差止命令

を破棄する判決を下した。

　第 8 控訴裁の上記判決の判旨は、以下のとおりである（不公正貿易

報告書（2008））。

①　アイオワ地裁が発付した訴訟仮差止命令を破棄するとともに、同

地裁に対し本差止命令に係る訴えを却下する。

②　連邦控訴裁判所の間で見解が分かれている訴訟差止命令を巡る基

準について、国際礼譲を重視した保守的なアプローチを採用する。

③　一般的に裁判所は被告が判決を履行するまでは必要な命令の発付

を含む管轄権を有する。しかし、東京機械は既に支払いを行うこと

により判決を履行しており、アイオワ地裁は係る管轄権を失ってい

る。

④　日本の損害回復法に基づく訴訟と、米国における 1916 年反不当

廉売法に基づく訴訟とは争点が異なる。

⑤　国際礼譲に照らせば、日本の裁判所が日本法を解釈することを、
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米国裁判所は尊重しなければならない。

⑥　日本の損害回復法に基づく訴訟を差しとどめることは、米国裁判

所の管轄を超えるとともに、国際礼譲の原則に反することとなる。

⑦　損害回復法に対する対応を米国が採るのであれば、司法府ではな

く、行政・立法府が行うべきである。

　2007（平成 19）年 10 月 15 日（同年 11 月 9 日に再提出）、ゴス社は、

本控訴裁判決を不服として、最高裁に上告の申立てを行った。最高裁

は、上告申立て不受理を決定したため、同年 8 月 8 日（米国時間）、

同命令の取消が確定した。

　同月 10 日、東京機械は、ゴス社の日本法人である株式会社ゴス・グ

ラフィック・ジャパン及びゴス社に対して、米国 1916 年反不当廉売法

に基づく賠償金、それにかかる利息金額、弁護士費用等を日本の米国

1916 年反不当廉売法による損害回復法により回復することを目的とし

た訴訟を東京地方裁判所に提起した（東京機械（平成 19 年 -a））。

　しかし、平成 21（2009）年 8 月 17 日、東京機械は、同月 14 日（米

国時間）被告両社と和解が成立し、1916 年反不当廉売法に基づく係

争は全て終了した旨発表した。なお、和解内容は、当事者間の守秘義

務を理由に開示されなかった（東京機械（平成 21 年））。

2　本法の評価―国際経済法上の意義を中心として 10

（1）米国におけるWTO協定の国際協定としての地位とその影響

　日本の米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法が制定されるに

至った要因を 2 つ挙げるとすれば、米国において WTO 協定及びその

10  本法の逐条解説を含む、民法の不当利得や不法行為との関係、国際裁判管轄
の問題等多岐にわたる法学上の問題を論じたものとしては、廣瀬（平成 16 年及
び平成 17 年）がある。本稿では、国際経済法及び通商政策に係るいくつかの問
題に限って取り上げる。
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前身とも言うべき GATT1947 が国内法に優位する条約の地位を与え

られていないこと及び米国における 1916 年反不当廉売法に基づく損

害賠償の民事訴訟では、東京機械に対するものが初めて、原告勝訴の

事例であって、それ以外は、原告敗訴又は和解で終結していたことで

ある。以下では、前者について詳述する。

　GATT1947 は、本来予想されていた国際貿易機関憲章（｢ハバナ憲

章｣ ともいう。）が米国議会の承認が得られず、国際貿易機関憲章の

一部を抜き出して作成され、さらに GATT の暫定適用に関する議定

書への署名という方式がとられ、米国では行政協定として成立した。

この暫定適用議定書には、いわゆる ｢祖父条項｣ が挿入され、一定の

GATT1947 適用開始時点での締約国の GATT1947 に矛盾する国内法 ･

制度の存続を許容した。なお、日本は、昭和 30 年条約第 5 号として

国会承認を経て批准し、条約として受諾した。

　米国の場合は、憲法上、議会が ｢関税を課し、……徴収する｣ 権限

及び ｢外国との通商を規制する｣ 権限を有するものと規定する（2 条

8 項）ことも、通商関係の条約での議会の権限を大きなものとしてい

る。このため、1934 年の互恵通商協定（Reciprocal Trade Agreements 

Act of 1934）法以降、大統領は、通商交渉権限を議会から委任され、

外国との通商協定の交渉を行うことが多くなった。GATT1947 も、同

様の議会からの交渉権限委任に基づくものであったが、議会の承認は

得られなかった（中川他（平成 18 年）77 頁）。

　その後、例えば東京ラウンドにおける反不当廉売協定、補助金及び

相殺措置に関する協定等の非関税障壁協定は、1974 年通商法（Trade 

Act of 1974）による大統領への交渉権限付与の下で締結され、1979 年

通商協定法（Trade Agreements Act of 1979）により承認され、また、

実施され、連邦法と同等の地位が与えられた（ただし、同協定が米国

法に反する場合は無効とし、米国内法よりも下位に位置づけた（2304

条（a））。

　WTO 協定の場合も、1988 年包括通商競争力法（Omnibus Foreign 
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Trade and Competitiveness Act of 1988）による大統領の交渉権限に基

づく交渉の成果をウルグァイ・ラウンド協定法（Uruguay  Round 

Agreements Act）により承認した。但し、同法は、WTO 協定を米国

法に反する場合は無効とし、米国内法よりも下位に位置づけ（102 条（a）

（1））、後法優先の原則についても限定を設けた（同条（a）（2））11。こ

のように、WTO 協定は、米国では、国内法に準じる地位に置かれ、

また、直接的な国内適用ではなく、実施立法によっている。

　この結果、1916 年反不当廉売法も WTO 協定中の反不当廉売協定

との整合性が検討されることなく存続した。WTO の小委員会及び上

級委員会の本法を反不当廉売協定違反とする報告を DSB が採択した

後も、米国議会は、直ちには是正措置をとらなかった。

　本件に限らず、米国において、WTO やそれ以前の GATT1947 にお

いて承認された是正措置がとられるのは遅れやすい。それは、上記の

ように、米国においては、WTO 協定が国内法よりも劣後的な地位に

置かれることの他、行政府（WTO での審理の矢面に立つ。）に法案

の提出権限がなく、立法府に現行法の改正のイニシアテイブがあるた

めである。そして、米国産業（雇用も係るので労働者の利益も産業界

の利益に含まれる。）の利害に反すると思われる法律改正には、議員

が消極的になりがちになる。

　このアメリカの WTO 協定の国内法秩序における位置付けや国内実

施の状況は、他の主要貿易相手である EC の立場にも影響を与えてい

る。EC では、GATT1947 を EC 条約 300 条 7 項により EC の機関及

び構成国を拘束する条約であり、欧州司法裁判所（以下 ｢EC 裁判

所｣ という。）判例で、EC を設立する基本条約より下位であるが、

EC 機関の立法（規則、命令等）よりも上位に位置づけてきた 12。

11  GATT1947 時代からの対米国多角的貿易交渉における日本や EC の交渉担当者
は、成果物である協定を米国に条約として受諾させることに最大の努力を払って
きたが、いまだに成功していない。
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WTO 協定も EC 理事会及各構成国とともにいわゆる混合協定として

締結したもので、同様である。しかし、WTO 協定の直接適用可能性

については、同協定の締結を承認する理事会決定（94/800/EC）にお

いて、｢その性質上、･･････ 共同体裁判所又は構成国裁判所において

直接援用されるようなものではない。｣ と否定した。その理由として、

米国その他の貿易相手国が WTO 協定の直接適用可能性を排除するこ

とが既に知られており、そうしなければ、WTO 協定の義務の実際の

履行における著しい不均衡が生じることを挙げている。EC 裁判所も

1999 年 11 月 23 日のポルトガル対理事会事件判決（Case C-149/96）

で上記理事会決定にも言及し、WTO協定の直接適用可能性を否定した。

　日本においては、WTO 協定を平成 6（1994）年 12 月 28 日、国会

の承認を得て、条約 15 号として公布し、日本についても平成 7（1995）

年 1 月 1 日から発効した。日本においては、WTO 協定の前身とも言

うべき、GATT1947 の直接適用可能性については、いわゆる西陣ネク

タイ訴訟判決（京都地裁昭和 59 年 6 月 29 日、判例タイムス 530 号

265 頁）が傍論で、以下のとおり、判旨し、否定的判断を示したと解

されている。

　｢原告ら指摘のガット条項の違反は、違反した締約国が関係締約

国から協議の申し入れや対抗措置を受けるなどの不利益を課せられ

ることによって当該違反の是正をさせようとするものであって、そ

れ以上の法的効力を有するものとは解されない。

　したがって、本件（措置）がガット条項に違反し無効であって、

本件立法行為を違法ならしめるものとまでは解することができな

い。｣ 13

12  GATT1947 は、EC 結成前に成立していたので、正確には、EC は、GATT 加
盟国であった構成国から GATT 上の権利義務を承継した。
13  本事件は、養蚕農家保護のために、日本政府がガット（17 条及び 2 条 4 項）
違反の生糸の一元輸入制度を導入し、国際価格よりも高い国内価格で生糸の輸入
を強いられたとして京都西陣のネクタイ生地製造業者が日本政府に対し国家賠償
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　WTO 協定の直接適用可能性を取り上げた裁判例は、これまでない。

日本では、GATT1947 も WTO 協定も同様に条約として受け入れたの

で、GATT1947 の直接適用可能性についての司法判断は、WTO 協定

にも当てはまると考えられる。

　｢日本政府が WTO 協定の直接適用可能性の可否についてなんら明

示的な意思表示を行｣ っていないので、｢日本の立法及び行政機関の

レベルでは、WTO 協定が直接適用可能であるかは未確定のままであ

る｣ という意見（平（中川他（平成 18 年）所収）90 頁）もあるが、

日本の行政府及び立法府は、否定的であろう。WTO協定に少なくとも、

国内法以上の地位を認めているという憲法解釈が有力な日本におい

て、直接的適用を認めると、米国や EC と比べて、日本の立法府の将

来の立法が制約されるので、上記 EC 理事会が指摘する、｢WTO 協定

の義務の実際の履行における著しい不均衡が生じる｣ おそれが高くな

るからである。

　上記のように、WTO 協定は、現実には、国際条約として、国内法

と同等又はそれ以上の地位を与えている国であっても、直接的適用を

認めることには消極的である。そのため、WTO 協定に違反すると思

われる WTO 加盟国の反不当廉売法等を是正させるためには、WTO

における DSU やそれに則った DSB の役割が重要になる。特に、

WTO の下における紛争処理手続きでは、GATT1947 時代に築き上げ

られた先例に加え、DSB における小委員会や上級委員会の報告採択

に際し、反対意見での合意がない限り、採択されるという、Negative 

Consensus 方式を導入する等手続きが強化された。これにより、

WTO 加盟国政府は、WTO 協定に違反するとされた国内法令や制度

の是正を立法府に働きかけ、あるいは国民に訴え易くなっている。

を誠意給したもので、この控訴及び上告はいずれも棄却された（大阪高裁昭和
61 年 11 月 25 日判決、判例タイムス 634 号 186 頁。最高裁第三小法廷平成 2 年 2
月 6 日判決、訟務月報 36 巻 12 号 2242 頁。）
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（2）日本における対抗立法としての意義

　ア　対抗立法としての性格

　米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法は、筆者の知る限り、

日本における最初の対抗立法である。｢対抗立法｣ は、外国の立法

又はその適用により、自国の利益又は自国民の利益が侵害されたと

きに、その法律の効果を自国内において否認し、又は侵害された利

益を回復する法律を制定することである 14。よく知られている対抗

立法の例は、競争法、特に米国の反トラスト法、の域外適用の分野

におけるものが多い。

　本件では、厳密に言えば、域外適用が問題ではない。日本法人で

ある東京機械に対して、米国内での同社製品の輸入行為について

1916 年反不当廉売法が適用されたものである。

　なお、報復関税も ｢世界貿易機関の加盟国であって、世界貿易機

関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効

にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げ

ていると認められる状況のある国｣ に対して ｢当該国に対する譲許

その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書 2 紛争解決

に係る規則及び手続に関する了解第 2 条に規定する紛争解決機関に

よる承認｣ を受けた場合に、当該 ｢国から輸出され、又はその国を

通過する貨物で輸入されるもの｣ に ｢関税のほか、当該貨物の課税

価格と同額以下の関税を課する｣（関税定率法第 6 条 1 項 1 号）も

のであるので、対抗立法といえよう。しかし、報復関税は、これは

関税制度上一般的に設けられているものである。本件には、報復関

税の適用は、難しい。そこで、本法の制定に至ったものであろう。

14  松下（平成 13 年）は、｢対抗立法 （blocking statute）とは、一般的に言って、
ある国家法の域外適用に対抗して他の国家が制定した法律である。｣ （364 頁）とす
る。しかし、本件の場合は、米国法の域外適用ではなく、日本における米国法に
基づく確定判決の効力の否定のみならず、日本国民が損害を受けた場合の回復に
ついて定めたものである。したがって、対抗立法につき、本文のとおり定義した。
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　イ　A Mirror Act ではなく、損害回復法となった背景

　ところで、日本政府は、EC 同様、当初 WTO に対抗措置の承認

を求めるに当り、1916 年反不当廉売法と同様の立法（a mirror 

act）の導入を企図していたが、制定されたのは、1916 年反不当廉

売法による損害の回復及び 1916 年反不当廉売法に基づく外国確定

判決の日本における効力の否定を内容とする本法であった。このよ

うに対抗措置の内容が変更されたのは、当初の a mirror act 案では

必ずしも損害を受けた東京機械の救済にならないこと及び EC と米

国の仲裁判断（WT/DS136/ARB）が原因と思われる。

　まず、a mirror act 案は、日本への不当廉売輸入の場合に、輸入

者に対し、不当廉売関税を課す他、被害を受けた企業からの 3 倍の

損害賠償請求を認めるものであり、東京機械が日本での不当廉売輸

入により損害を被らない限り、東京機械に裨益するところがない。

したがって、東京機械の損害は、救済されない。

　さらに、上記仲裁判断では、その結論として、EC が米国からの

輸入に対して GATT 及び反不当廉売協定の下での義務を停止する

ことは認めたものの、その停止の適用結果が数量的に把握され（the 

application of this suspension is quantified）、それが米国 1916 年反

不当廉売法に起因する無効化又は侵害（要するに ｢損害｣ である。）

の数量化された水準を超えないよう確保しなければならないとした

（同判断 8.1）。また、その ｢判断の要旨と結論｣（“Ⅶ Summary of 

Findings and Conclusions”）において、EC の ｢損害｣ の決定は、｢

信頼でき、事実に基づき、かつ、検証可能な情報｣（“credible, 

factual, and verifiable information”）を用いる必要があるとした（同

判断 7.7）。なお、EC の求める a mirror act を採用すること自体の

承認については、仲裁人は、DSU22 条 7 項の下では、提案された

措置の性質に基づく判断の権限はなく（同判断 7.4）、また、同一内

容の措置でも異なる貿易上又は経済上の効果をもたらす（同判断

7.5）として定性的な判断を否定した。
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　上記の仲裁人の判断の下では、a mirror act の制定には、米国の

1916 年反不当廉売法の下で具体的に自国企業の敗訴又は和解の結

果が出て、その損害が数量化されて確定することが必要になる。さ

らに、a mirror act の効果は実際に自国企業が訴訟を起こして見な

ければ、分からない。このために、EC も日本も a mirror act の選

択肢を捨てたものと思われる。

　そして損害回復法による場合は、損害を受けた企業の直接的な救

済に資する上、上記の米・EC 間の仲裁判断に示された、執られる

措置が米国の 1916 年反不当廉売法により受けた実際の損害を超え

ないよう確保できる。

　ただし、上記の仲裁判断は、GATT1947 及び WTO 協定の条文や

紛争処理の先例に整合的ではあるが、今後の WTO における紛争処

理に問題を残した可能性はある。

　具体的な損害（無効化又は侵害）が数量的に提示されない限り、

対抗措置を取れない、とする上記仲裁判断の下では、WTO 加盟国

が WTO 協定に違反する外国法令に対し、WTO への紛争処理手続

きに付託することなく、a mirror act として同様の国内対抗立法を

する可能性がある。この場合、このような措置をとる加盟国は、外

国立法について WTO 協定との整合性を問題にしないので、対抗立

法に際しても WTO 協定との整合性を問題にせず、むしろ、外国立

法を先例と扱う可能性があるからである。この場合には、このよう

な立法を行っている WTO 加盟国が WTO 協定違反により WTO の

紛争処理手続きに付託することは考えにくい。第三国が問題視しな

い限り、WTO の紛争処理手続きには付託されず、実質的な WTO

協定違反措置の拡散を招き易い。

　ウ 　EC 及び日本が損害回復法制導入に予め WTO の承認を求めな

かったことについて

　日本も EC も、a mirror act でなく損害回復法による場合は、米

国の 1916 年反不当廉売法を変更させる目的の措置ではなく、1916
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年法の存在を前提として、同法により自国企業が損害を被った場合

には、その損害の回復を図るものであり、DSU23 条 1 項に違反し

ないとして、再度の WTO に承認を求めなかった。

　この点、廣瀬（平成 17 年）は、｢WTO 協定の法体系は、わが国

の憲法 98 条 2 項が条約及び国際法規の遵守を定めていることから、

わが国の憲法秩序に組み込まれているということができる。そのた

め、外国の法令が WTO 協定に違反するようなことがあれば、わが

国の憲法秩序において当該法令を承認することはできないのであ

り、当該法令はわが国の法秩序の基本原則ないし基本理念に合致し

ないものとして、効力を有しないものとすべきである。･･････ そ

のため、1916 年法に基づく判決によって支払われた損害賠償金は、

｢法律上の原因がない｣ ものと評価しうるのであ｣（る）とする。

WTO において、米国 1916 年反不当廉売法が WTO 協定違反との判

断が確定した以上、その日本国への効果を日本の国内法として処理

するという日本や EC の立場を敷衍したものであろう 15。

　WTO の小委員会や上級委員会は、「日本や EC の損害回復法制は、

米国の 1916 年反不当廉売法を変更させる目的の措置ではなく、

DSU23 条 1 項に違反しないので、再度の WTO に承認を求める必

要がない」旨の日本や EC の主張を、受け入れたわけではない。し

かし、米国がこの日本や EC の主張を WTO の紛争処理手続に付託

して争う可能性は低い。米国は、WTO 協定違反とされた米国 1916

年反不当廉売法の効果を否定する措置が米国の WTO 協定法上の権

利の無効化 ･ 侵害となる旨の主張をし難い。第三国もこの日本や

EC の措置で WTO 協定法上の権利が無効化 ･ 侵害されないので、

WTO の紛争処理手続に付託して争う理由もない。結局、日本や

15  廣瀬（平成 17 年）は、この理由により、米国 1916 年反不当廉売法による損
害回復法 3 条 1 項の損害請求権を民法上の不当利得返還請求権威順じた請求権と
説明する。
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EC の主張が WTO の紛争処理手続に付託して争われる可能性は、

現実にはない。

　この点を自力救済に近い対応を許容する先例と評価するか、迅速

な事象解決の途を開いた事例と評価するかは難しい。現状では後者

とするほかないと考える。

　エ　日本の初の対抗立法としての通商政策上の意義

　米国 1916 年反不当廉売法による損害回復法は、個別具体的な通

商政策上の問題について、制定された、日本での初めての対抗立法

である。この立法がなされた一つの要因は、従来、通商政策上用い

られてきた輸出自主規制等では対応できない事態であったことにあ

る。本法は、まず、日本が不当廉売関税の役割への見方を変え、さ

らに、日本が一層透明、かつ開放的な通商政策を進める機会となる

ものとして評価したい。

　　ア　日本における不当廉売関税の発動について

　日本は、従来、｢輸出立国｣ を国是とする傾向が続き、日本か

らの輸出品が欧米市場で、不当廉売とされ、反不当廉売関税を賦

課される事例が多く、また、その発動が恣意的に行われるとして、

反不当廉売法制自体を不公正貿易としてとらえる傾向が強かっ

た 16。このために、GATT1947 時代から、外国の反不当廉売法制

やその運用について、紛争処理手続きの対象とすることも多かっ

た。そして、日本への輸入についても、不当廉売関税を課すこと

は、GATT1947 時代にはほとんどなく、WTO 協定発効後も 2008

年まで累計で 6 件に過ぎず、これは米国の同 418 件、EC の 391

件にのみならず、日本よりも輸入量が明らかに少ない、韓国の

108 件に比べ、非常に少ない（表）。日本の不当廉売関税の抑止

16  GATT6 条 1 条柱書きの第 1 文では、｢締約国は、･･････ 不当廉売を、･･････
非難すべきものと認める。｣（“The Members recognize that dumping …..is to be 

condemned….）としており、不当廉売自体の不当性は排除していない。
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的な運用は、際立っている。これは、日本政府の意向も反映して

いると思われる。

　他方、｢集中豪雨型｣ 17 などの表現に示される、海外からの日

本の輸出に対する警戒心に対して、緊急輸入制限（セーフガード）

（GATT19 条）が発動されそうな事態だけでなく、不当廉売関税

が発動されそうな個別企業に係る事態に対しても、いわゆる ｢輸

出自主規制｣ が行われることが多かった 18。しかし、この輸出自

主規制については、GATT1947 上の適合性（特に輸出入の数量制

限禁止（11 条））が問題視された他、第三国にとって不透明であり、

輸出先変更（export diversion）による集中輸出の目的にされか

ねないとの警戒心を生んだ。WTO協定の一つとして成立したセー

フガードに関する協定 11 条 1 項（b）に ｢輸出自主規制｣ が明

示的に規制対象となった結果、輸出国が輸出自主規制を任意に発

動する道は閉ざされた。そのため、日本としても、いわゆる ｢貿

易摩擦｣ に対しては、二国間交渉のみの閉鎖的な環境ではなく、

WTO 協定の下で、多国が監視する透明性のある環境の下で対応

することが必要になっている。

　このように考えると、不当廉売輸入が疑われる事案では、民間

企業の判断に任せ、WTO 協定（この場合は、GATT 及び反不当

廉売協定）に整合的な関税定率法 8 条及び不当廉売関税に関する

政令（平成 6 年政令第 416 号）の規定に則って、｢本邦の産業に

利害関係を有する者｣ からの求めに基づき、調査の上、判断する

（ことさら抑制的な運用は、行わない。）ことが必要であり、また、

17  この表現自体は、日本側が海外業界での日本からの輸入の受け止め方を示す
ものとして用いたものである。
18  輸出自主規制の形式としては、いわゆる行政指導によるものの他、輸出入取
引法 5 条の輸出取引協定、ケネディラウンド及び東京ラウンドで成立したそれぞ
れの ｢関税及び貿易に関する一般協定 6 条の実施に関する協定｣ （昭和 43 年条約
9 号及び昭和 55 年条約 7 号）7 条の ｢価格に関する約束｣ 等の形がとられた。
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そのような方向に向かわざるを得まい。このような不当廉売関税

の運用が他の WTO 加盟国から DSB に付託されても、それが日

本における不当廉売関税の制度や運用が国際的にも透明かつ公正

なものとなる機会として肯定的に受け止めるべきと考える。

　　イ　対抗立法の意義

　EC を含め、欧州と米国との間では、これまでにも、米国の反

トラスト法や輸出管理法の域外適用を巡り、欧州側の対抗立法や

行政命令等によりその効果を防止する事例は少なくない 19。

　このような対抗立法は、一見すれば、国益の衝突として、紛争

をさらに深刻化するように見えるが、むしろ、このような法律の

抵触により、相互の立場の理解を深め、交渉を促進する機会を提

供し、妥当な解決に至ることも多いと考える。特に、選挙民の利

益保護を重視する立法府の議員に対し、他国の同僚が重視する他

国の選挙民の利益を理解させる機会も提供できるからである。競

争法分野の域外適用と対抗立法の応酬も国際的な競争当局者間の

協力を促進したと考えられる。

　WTO における紛争処理手続きへの付託後に発動される対抗立

法については、透明性が高く、それだけに公平性も求められるの

で、開放的な国際経済秩序の維持発展も資することになる。この

意味で、この損害回復法は、日本が他国にも判り易い通商政策を

追求し始めた証と評価しうる 20。

　日本における損害回復法も、和解により終結したとはいえ、東

京機械に、米 1916 年反不当廉売法による損害回復の機会を提供

した。本法案の内閣法制局審査においては、対象が東京機械 1 社

19  いくつかの事例については、例えば、松下（平成 13 年）318 頁から 360 頁に
紹介されている。
20  この損害回復法を ｢攻撃的法律主義｣ の通商政策の脈絡の中で捉える見方も
ある（小林（平成 16 年））が、むしろ、WTO 構成国として、通常とりうる手段
を追求したにすぎないと冷静に評価すべきであると考える。
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のみであることが問題視された 21。本法自体は、東京機械のみを

明示的に対象とするものではない。また、米 1916 年反不当廉売

法が廃止される直前の 2004 年 11 月 23 日（この時点では、損害

回復法案は、国会に提出済みであったので、内閣法制局審査は終

了していた。）、廃止直前の同法に基づき、破産した米国企業の破

産管財人が日本企業を提訴するという新たな事案も発生した（不

公正貿易報告書（2005）20 頁）。この訴訟については、その後遂

行されなかったが、本損害回復法が東京機械 1 社のみの救済を図

るものとはいえないことを示す。仮に、実質的に東京機械のみを

救済するものであったとしても、上記の廣瀬（平成 17 年）のよ

うに、わが国の憲法秩序に組み込まれた、WTO 協定に違反する

外国法令の効力は認められず、そのような外国法令による損害は、

｢不当利得｣ と等しいものと評価しうるのであれば、その返還の

ために立法するのも国家の責務となろう。

　このように今後とも、必要があれば、日本も対抗立法を通商政

策上の政策手段として、検討すべきであろう。

（3）対抗立法の限界

　対抗立法は、広範な国際経済法上の国家法同士の抵触を解決する万

能薬でもない。一つには、他国の法律の適用の結果が自国領域内に何

らかの形で及ばなければ、対抗立法を制定しても意味はない。例えば、

米国イラン制裁法（1996 年のイラン ･ リビア制裁法（ILSA）がその後

リビアを対象から削るなどの改正を経て、2010 年 7 月 ｢包括イラン制

裁法｣（“Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act 

21  松下満雄教授の、平成 18 年 9 月 19 日開催の競争法研究協会月例研究会にお
いて、｢日本企業の日本における対米国企業提訴を禁止する米国判決―日米司法
紛争の一事例―｣ と題する、アイオワ地裁の東京機械に対する訴訟仮差止命令に
ついての講演における指摘による。
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of 2010”）により改正強化された。）は、イランの石油資源開発等に投資

する外国企業を含む者への米国輸出入銀行からの融資、米国金融市場

での資金調達、米国での政府調達等からの排除（6 項目の制裁項目中 3

項目以上を適用）するものである。しかし、これらは、いずれも米国

内での制裁行為であるので、対抗立法による防止は見込めない（ゴス

社には、日本法人の子会社があった。）。また、イラン制裁法の運用にお

いて、米国政府が違反調査対象企業を明かさないことが、威嚇効果を

持っていた 22。このような場合は、対抗立法を制定しても効果はない。

　別の場合は、対抗立法を制定してもその結果が対象企業の立場を悪

くする場合である。そもそも対抗立法の制定で対象企業は、ある国の

法令に基づくある行為の命令と別の国による当該行為の禁止に直面す

ることが多い。その場合、対象企業への影響も考慮する必要がある。

　例えば、米国における不当廉売関税発動のための調査で、米国当局

からの外国の被調査対象企業への質問状への回答を対抗立法で禁止す

れば、｢入手可能な事実｣（“facts available”）又は ｢｣ 入手可能な最善

の情報｣（“the best nformation available”）として、提訴者からの情報

のみにより、不当廉売関税賦課が行われる危険もある（松下（平成

13 年）369 頁）。

　また、不当廉売関税案件ではない、いわゆる ｢シベリア ･ ガス ･ パ

イプライン事件｣ 23 において、米国の輸出管理法に基づく、英国企業

であるジョン・ブラウン社に対するソ連向け輸出禁止命令を阻止する

英国の対抗立法に対し、米国政府は、輸出管理法違反を理由に、同社

の米国企業から製品及び技術を輸入する権利を剥奪した（松下（平成

13 年）348 頁）。

22  Franssen, H., Morton, E.,2002, “A Review of US Unilateral Sanctions Against Iran” 

（Middle East Economic Survey） MEES Vol. XLV, No.34, 26 August 2002
23  1982 年、米国がポーランドにおける自主管理労働組合 ｢連帯｣ への弾圧への制
裁の一環としてソ連向けガス ･ パイプライン資材の輸出を禁止し、米国企業から
の技術供与先からの輸出も禁止したために、欧州諸国政府が反発した事件を言う。
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　このように対抗立法にも限界はあるので、通商政策上の選択肢では

ありえても、万能薬ではないことに留意する必要がある。
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参考

アメリカ合衆国の 1916 年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義

務等に関する特別措置法（平成 16 年法律第 162 号）

　（目的）

第 1 条　この法律は、アメリカ合衆国の 1916 年の反不当廉売法に基

づき受けた利益の返還義務等について定めることにより、同法に基

づき損失を受けた者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に

資することを目的とする。

　（定義）

第2条　この法律において「アメリカ合衆国の1916年の反不当廉売法」

とは、2000 年 9 月 26 日に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定

附属書 2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第 2 条に規定す

る紛争解決機関において採択された勧告及び裁定の対象となったア

メリカ合衆国の法律をいう。

2　この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設

立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。

　（利益の返還義務等）

第 3 条　アメリカ合衆国の 1916 年の反不当廉売法に基づく外国裁判

所の確定判決によって利益を受け、そのために本邦法人等に損失を

及ぼした者（以下「受益者」という。）は、その受けた利益に利息

を付して返還しなければならない。

2　前項の場合において、本邦法人等にアメリカ合衆国の 1916 年の反

不当廉売法に基づく裁判手続の準備及び追行のための代理人への報

酬の支払その他の損害があったときは、受益者はその賠償の責めに

任ずる。

3　前 2 項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、本

邦法人等に対し、受益者と連帯して利益を返還し、損害を賠償する

義務を負う。ただし、受益者に対する求償権の行使を妨げない。

①　受益者の発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は出資
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を除く。以下「発行済株式等」という。）の全部を保有する者

②　発行済株式等の全部を受益者に保有される法人

　（消滅時効）

第 4 条　前条に規定する利益の返還又は損害賠償の請求権は、3 年間

行使しないときは、消滅する。

　（裁判管轄）

第 5 条　第 3 条の規定に基づく利益の返還又は損害の賠償の訴えは、

原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。

　（外国裁判所の確定判決の効力）

第六条　アメリカ合衆国の 1916 年の反不当廉売法に基づく本邦法人

等に対する訴えについてした外国裁判所の確定判決は、その効力を

有しない。

附則

　（施行期日）

1　この法律は、公布の日から施行する。

　（この法律の失効）

2　この法律は、この法律の施行の日から起算して 6 月を経過した日

に、その効力を失う。ただし、同日前に提起されたアメリカ合衆国

の 1916 年の反不当廉売法に基づく訴えに係る利益の返還又は損害

の賠償については、この法律は、同日以後も、なお効力を有する。

理由

　アメリカ合衆国の 1916 年の反不当廉売法に基づき損失を受けた者の

保護を図るため、同法に基づく確定判決によって利益を受けた者の返還

義務等を定めるとともに、同法に基づく確定判決は効力を有しないもの

とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理

由である。
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図 1　WTOの紛争解決手続きの流れ

出所 :　不公正貿易報告書（平成 22 年版）421 頁

二国間協議要請
（要請から原則10日以内に回答） ※逆コンセンサス方式

…DSB

（要請から原則30日以内に第一回協議開催。場合により更に開催）

（パネル設置要請は、協議要請から原則60日経過後のDSB会合（通常月１会開催）にて）

（１回目は拒否権があるため、通常２回目のDSB会合で設置）

（審理期間はパネリスト及び付託事項決定からパネル報告書が当事国に送付
　されるまで6か月以内、緊急の場合3か月以内）

（通常パネル設置決定後30日以内）

二国間協議

パネル設置要請

パネリスト及び
付託事項決定

パネル審理

パネル報告書採択※

上級委員会への申立て

上級委員会審理

上級委報告書採択※

対抗措置の承認申請

制裁の規模についての仲裁

対抗措置の承認※

上級委員会報告書の全国加盟国への送付
　　　（上級委員会報告書の全国加盟国への送付より1か月以内）

勧告実施のための
妥当な期間の決定

勧告実施の有無を判断する判定パネル
（DSU21.5に基づくパネル）

原則として元パネルのパネリスト

パネル審理

パネル報告書の加盟国配布

（判定パネル要請から90日以内）

※　近年では、判定パネルを行った後、対抗措置の承認申請を行うことが通例となっている。

〈実施につき当事国間に意見の相違がある場合〉

（パネル設置から決定まで15か月、最長18か月以内）

（勧告不履行の真々田党な期間が終了した日から20日以内に
　満足すべき代償につき合意がされない場合）

（パネル設置から
　9か月以内）

パネル報告書の紛争当事国への送付
　　　　　　　　（約2～3週間）

パネル報告書の全加盟国への送付　
　　　　　　　　（パネル報告書の全加盟国への送付より2か月以内）

（審理期間は上級委員会申立てより2か月以内）

（パネル設置から12か月以内）

パネル設置決定※
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表　WTO発足以降の主要国の反不当廉売調査開始件数の推移

国　名・年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
米国 14 22 15 36 47 47 75
EU 33 25 41 22 65 32 28
カナダ 11 5 14 8 18 21 25
豪州 5 17 42 13 24 15 23
アルゼンチン 27 22 14 8 23 43 27
ブラジル 5 18 11 18 16 11 17
韓国 4 13 15 3 6 2 4
インド 6 21 13 28 64 41 79
中国 0 0 3 0 7 6 14
南アフリカ 16 33 23 41 16 21 6
インドネシア 0 11 5 8 8 3 4
メキシコ 4 4 6 12 11 6 6
トルコ 0 0 4 1 8 7 15
日本 0 0 0 0 0 0 2
その他 32 34 40 59 50 37 41
合計 157 225 246 257 363 292 366

出典：WTO 文書及び公正貿易センター作成資料
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計
35 37 26 12 8 28 16 418
20 7 30 25 35 9 19 391
5 15 11 1 7 1 3 145

16 8 9 7 10 2 6 197
14 1 12 12 11 8 19 241
8 4 8 6 12 13 23 170
9 18 3 4 7 15 5 108

81 46 21 28 35 47 54 564
30 22 27 24 10 4 14 161
4 8 6 23 3 5 1 206
4 12 5 0 5 1 7 73

10 14 6 6 6 3 1 95
18 11 25 12 8 6 22 137
0 0 0 0 0 4 0 6

58 29 25 40 45 17 18 514
312 232 214 200 202 163 208 3437


