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主要国の地域貿易協定における SPS 条項
――グローバル・ルールとローカル・ルールの「重畳化」の事例分析――
早稲田大学日米研究機構（日米研究所）客員上級研究員
林

正德

WTO 発足後これまで調印された米国、EU、オーストラリア、ニュージーランド、
カナダおよび日本の主要 6 ヵ国の地域貿易協定 70 余のうち、50 弱に SPS 条項が置か
れている。これらを分析した結果、①主要国の SPS 条項にはそれぞれの「型」が存在
し、程度の差はあるもののその他の国々にこれを受け入れさせてきていること、②その
SPS 条項は協議の場の設置を内容とする簡単な規定を置くグループ（米国、カナダ、
日本）と詳細な規定を置くグループ（EU、オーストラリア、ニュージーランド）の二
つに分けられること、③もっぱら同一グループ内の国々同士またはその他の国々との地
域貿易協定の締結が進められてきており、異なるグループに属する国同士の地域貿易協
定の締結はまれであること、④SPS 条項の内容は SPS 協定のルールを変更するのでは
なくこれを前提に手続面での詳細化により「補完」したと見られること、したがって
WTO の SPS 協定というグローバル・ルールと地域貿易協定の SPS 条項というローカ
ル・ルールとの関係は相互補完的なものであることが明らかとなった。しかしながら、
地域貿易協定における SPS 条項は、無差別原則の「迂回」問題の深刻化、多国間での
貿易問題解決機能の空洞化、主要国による「囲い込み」手段化の危険をはらんでおり、
その他の分野では WTO では認められない制度を地域貿易協定で認知したと見られる
もの、WTO の場で対立がある事項を地域貿易協定で実現しようとする傾向も見られる。
近年見られる「メガ FTA」交渉への取り組みはローカル・ルール形成が新たな局面に
入ったことを意味するものであり、ローカル・ルール、グローバル・ルールいずれにと
っても多くの問題を内包している。

構成
Ⅰ 検討課題と分析の視点
Ⅱ 主要国の地域貿易協定における SPS 条項
――SPS 条項を置く目的、SPS 協定との関係、SPS 条項の内容、貿易問題の解決・
紛争処理、GATT 第 20 条類似条項の概要――
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Ⅲ 地域貿易協定の SPS 条項に見る「重畳化」とその含意
1.

SPS 条項の「重畳化」の実態と作業仮説による検証

（1）主要国の SPS 条項の特徴
主要国の SPS 条項のパターン/主要国の SPS 条項への「影響力」
（2）作業仮説による検証
目的規定および SPS 協定との関係規定/SPS 条項の内容/テキストの変更と権利義
務関係/地域貿易協定の紛争処理条項との関係/GATT 第 20 条類似条項に関する補
論/小括
2.

SPS 条項における「重畳化」の含意

（1）SPS 分野におけるローカル・ルール形成の問題
無差別原則の「迂回」問題の深刻化/WTO の貿易問題解決機能の浸食/主要国によ
る「囲い込み」手段化
（2）その他の分野におけるローカル・ルール形成の問題
WTO 上疑問のある制度のローカル・ルールでの認知/WTO の場で対立がある事項
のローカル・ルールでの実現/グローバル・ルールとしてのみ実現可能な事項の「置
き去り」/小括
3.

おわりに――今後のローカル・ルール形成の展望と我が国

Ⅰ 検討課題と分析の視点
FTA、EPA などさまざまに呼称される地域貿易協定が 1990 年ごろを境に急激に増加
してきていることは、よく知られている。現時点で存在する 250 余の地域貿易協定の 8
割は、WTO 協定発効後に締結されたものである1。これら地域貿易協定には、それまで
の関税撤廃を主たる内容とする FTA とは異なり、WTO 諸協定と同様さまざまな分野
を対象とするだけでなく、WTO ではまだ取り組まれていない新たな分野を対象として
いるものが多いという特徴がある。WTO のラウンド交渉が停滞しているなか、こうし
た地域貿易協定とその「WTO プラス」条項が注目されていることは、周知のとおりで
ある。

WTO 事務局の RTA Gateway によれば、2013 年 12 月 31 日現在実施されている地域
貿易協定 253 のうち、WTO が発足した 1995 年 1 月 1 日以降に発効したものは 210 で
ある（EC/EU 拡大のための 7 条約を除く。http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx
（as of February 10, 2014）による。
1
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地域貿易協定が環境や労働といった「新分野」に取り組むことは、WTO のラウンド
交渉でこれらの取り扱いを巡り対立があり、また交渉が停滞している現状から見て、容
易に理解できる。しかしながら、WTO 協定ですでにルール2が定められている分野を地
域貿易協定が取り上げるには、何らかの特別の理由がなければならない。WTO 協定の
ルール上の不備や不十分さが可能性として考えられないわけではない。しかしながら、
WTO 協定を構成するさまざまな協定の改正や見直しに関する手続は WTO 協定で定め
られており（WTO 設立協定第 10 条に規定があるほか、個々の協定にレビュー条項が
置かれている）
、ラウンド交渉の課題として取り上げる途もあることを考えれば、WTO
協定のルールに何らかの問題があることが WTO 加盟国による地域貿易協定を通じた
ルール化への取り組みの直接の動機となっているとは考えにくい。
ところで、WTO 加盟国が地域貿易協定の締結に積極的に取り組んでいるのはなぜだ
ろうか。地域貿易協定が締結される動機として、貿易創出効果といった経済的動機によ
る説明がなされることが多いものの、個々の地域貿易協定の検討をもとに次のような政
治的動機の存在が指摘されている3。
①「マージナル化」の回避（政治的に弱い立場にあり、地理的にも孤立し、経済的に大
国への依存関係が強い国は、他の国々による地域貿易協定を通じた経済的・政治的に
重要な発展の「バスに乗り遅れ」、取り残されてしまう「マージナル化の恐怖」
（Marginalization Syndrome）から地域貿易協定に参加する。）
②経済的手段を通じての安全保障の追求（地域的な経済的協力関係の緊密化を通じて信
WTO 諸協定は、加盟国の行為を規律する「行為規範」
、WTO という国際機関を成立・運
営する根拠である「組織規範」および加盟国間の紛争を処理する「裁決規範」からなる貿
易に関する国際法規範の総体であるとされる（大沼[2005]388 頁）
。筆者は、SPS 分野に関
しては SPS 協定が関連する国際機関・条約（国際食品規格委員会、国際獣疫事務局、国際
植物防疫条約）とこれらが定める国際基準（勧告、ガイドラインを含む。
）と複合すること
によって、加盟国に対する「行為規範」を形成していると考える。こうしたことから、本
稿では上記と区別したより広い意味で「ルール」を用いている。
3 Damro[2006]29-39 頁による。地域貿易協定締結の理由として①貿易代替効果を上回る貿
易創出効果の存在、②国内改革のための手段、③多国間での交渉力強化の手段、④小国が
大国への市場アクセスを確保するための手段、⑤戦略的見地からのリンケージおよび⑥多
国間交渉との相互作用（Interplay）を挙げるものがある（Whalley[1998]70～74 頁）が、
このうち①と④は経済的動機であり（④は①の一つの形態と見ることができる）、②、③、
⑤は Damro[2006]の政治的動機に含まれる。とはいえ、⑥の「交渉力強化の手段」による
ラウンド交渉との相互作用をとらえたものと見ることができる。このラウンド交渉と地域
貿易協定交渉との相互作用は、ドーハ・ラウンド交渉の現状を最も的確に説明する要素と
考えられる。WTO のドーハ・ラウンド交渉では、主要交渉参加国が交渉初期段階では当然
のハードラインの交渉ポジションをとったなか、交渉参加国が何らかの妥協をせざるを得
ないと感じる「信用性のある」デッドラインではない交渉スケジュール・リミットがたび
たび設定されたことから、主要交渉参加国は自己の利益を実現する「セカンド・ベスト」
の選択肢である地域貿易協定交渉により軸足を置くようになり、この結果主要交渉参加国
が WTO のラウンド交渉で非妥協的な交渉ポジションをとり続けることになったとの指摘
がある（Conceiçāo-Heldt[2011]192～193、201～202、214 頁）
。
2
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頼関係を強化しようとするもの。軍事的な安全保障の必要性を背景にしており、EU
の前身となったヨーロッパ石炭鉄鋼共同体、ASEAN、メルコスール、湾岸協力会議
（GCC）などが例として挙げられる。）
③新たな「安全保障」問題への対処（環境問題、不法移民、組織化犯罪、麻薬密売、テ
ロリズムといった、新たな「安全保障」問題への対処の必要性を背景とするもの。米
国による北米自由貿易協定（NAFTA）、米州自由貿易協定（FTAA）構想、EU によ
る地中海沿岸諸国との一連の地域貿易協定のほか、カリブ共同体（CARICOM）が例
として挙げられる。
）
④交渉力（negotiation leverage）を強化するための手段（多国間交渉での交渉力を強
化するとともに交渉コストを削減する手段として「連合体」を形成するもの。途上国
の場合には先進国からより多くの援助を得るための手段としても機能する。EU の前
身となったローマ条約の締結、APEC、アフリカ・カリブ海・太平洋（ACP）諸国、
カリブ共同体、アンデス共同体などが例として挙げられる。
）
⑤国内改革を確固たるものにする（lock-in）ための手段（「自由化」政策を採用した場
合、これを堅持するために国際的な条約関係により担保しようとするもの。メキシコ
の北米自由貿易協定交渉への参加が例として挙げられている。）
⑥多国間での自由化よりも「互恵性」が選挙民に説明しやすいこと（さまざまな分野を
交渉課題とする多国間の貿易交渉よりも、交渉参加国と利害関係が単純な地域貿易協
定交渉の方が選挙民に交渉結果の利害得失を説明しやすいことから、再選の可能性を
考慮せざるを得ない政治家は、多国間交渉よりも地域貿易協定交渉を選好する。）
⑦利害関係が複雑で不確実性が高い多国間交渉よりも交渉コストが低く確実性が高い
こと（交渉の複雑度は交渉参加国数が増加するほど大きくなり、成功する可能性と反
比例すると考えられることから、限られた交渉資源を最も効率的に投入する実務的な
見地からも WTO のような場での多国間交渉よりも交渉参加国数が尐ない地域貿易
協定交渉が選好される。
）
確かに、地域貿易協定交渉を開始する際の判断には、経済的な利害得失だけでなくこ
うした政治的な動機も存在するであろう4（これらの動機は相互排他的ではないと考え
られるから、一つの地域貿易協定について上記の二以上の動機が働くことがありうる）
。
しかしながら、これらは地域貿易協定交渉を開始することについての動機であり、WTO
協定にすでに規定のある分野について地域貿易協定でさらに規定を置く理由は、別に存
在するはずである。
したがって、検討すべき課題は、政府がある地域貿易協定交渉を始める政治判断を行
う際に、なぜある特定のルール分野をとりあげることにしたのか、この分野についてど
我が国における TPP をめぐる議論のわかりにくさの一因は、地域貿易協定交渉を開始す
る動機がすぐれて政治的なものであるにもかかわらず、もっぱら経済的な得失からのみ説
明され論じられていることによるものであると言えよう。
4
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のようなルールを定めることを意図したのか、そして定められたルールが既存の WTO
ルールとどのような関係を持っているのか、の三点である。本稿は、WTO という多国
間ルールに加え、その加盟国間でさらにルールを定めるという、一見「屋上屋を重ねる」
現象が見られるのはなぜか、換言すれば WTO というグローバル・ルールと地域貿易協
定というローカル・ルールで見られる同一分野におけるルールの「重畳化」現象がなぜ
生じるのか、この現象の実態がいかなるものであり、WTO 加盟国間の貿易においてど
のように機能し、WTO ルールにとりどのような意味を持つのか、という問題をとりあ
げる。
このような観点からの先行研究はほとんどない。国際経済法の立場から、WTO 協定
と地域貿易協定との法的関係について、国際法の「分散化」
（fragmentation）の視点か
ら、なかんずくその「司法的」側面――国際規範の衝突があるケースについて同一紛争
が二重に係属されることにより異なる判断が示される問題など――を中心に多くの論
考があるものの、一つの分野全体のルールの具体的内容に立ち入った検討はなされてい
ない5。
WTO 協定と地域貿易協定との法的関係を整理したものとして、実体法（substantive
law）の見地から尐なくとも次の四つのタイプがあるとする、ガルシア・ベルセロの分
類がある6。
A タイプ：WTO 上の義務からおおむね独立したもの（largely independent）（資本
移動など WTO 法で規制されていない分野等に関するもの）
B タイプ：WTO 上の義務を確認したもの（essentially confirms）
（地域貿易協定に
より WTO 上権利に影響を及ぼさないことを明記するもの）
C タイプ：WTO 上の義務と地域貿易協定上の義務が重なり合うもの（overlap）
（EUチリ間の地域貿易協定の TBT、SPS 関連条項のように、地域貿易協定が
WTO 上の義務を超える（go beyond）ルールを定めるもの）
D タイプ：地域貿易協定が WTO 協定の規定を再録したもの（reproduce）
しかしながら、この分類の一般的妥当性には疑問がある。ガルシア・ベルセロは SPS
関連条項を C タイプに分類しているが、彼が例として挙げた EU-チリ間の地域貿易協
定の SPS 関連条項のテキスト7は、C タイプに属する同等性、地域化、透明性などに関
Marceau[2001]、Henckels[2008]など。Bartels & Ortino[2006]は WTO と地域貿易協定
との法的関係を中心に取り扱っているが、SPS 分野など特定の分野全体を包括的に検討し
たものはない。TRIP 協定に関しては、柔軟性条項についての分析（Ruse-Khan[2011]）や、
医薬品アクセス、遺伝資源・伝統的知識そして地理的表示をめぐり、地域貿易協定が先進
国・途上国そして新旧大陸諸国による自己の立場の反映のための手段となっているとの分
析（大町[2012]）がある。
6 Garcia Bercero[2006]399-401 頁。この論文は紛争処理に関するものであり、地域貿易協
定の形態論を論じたものではない。川瀬[2008]は、この分類を参考にして WTO と RTA の
実体的規範の「重畳化」とこれに伴う管轄競合の類型を検討している。
7 EC・チリ地域貿易協定の本文では SPS 関連条項に 1 条が当てられているのみである（第
5
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する詳細な条項（附属書協定第 6 条から第 9 条）を有しているほか、A タイプに分類す
べき条項（SPS 協定では対象とされていない動物福祉を対象とする（本文第 89 条 1 項））
や、B タイプに属する条項（SPS 協定の権利義務の再確認規定（附属書協定第 2 条）
のほか、D タイプ（SPS 協定のテキストの再録）に分類すべき条項も含んでいる。一
方、SPS 協定で対象としている事項が除外されている（食品添加物、飼料用添加物、
遺伝子組み換え体（GMO）などは適用範囲から除外されている（附属書協定附属文書
IA）
）
。
このように、EU・チリ間の地域貿易協定の SPS 分野に関する条項には、ガルシア・
ベルセロの挙げた C タイプだけでなく、その他のタイプに属する規定も含まれている
のみならず、以上の四分類に該当しない側面も有している。こうしたことから、この分
類は WTO 協定と地域貿易協定との関係の分類法としては不十分であると言わざるを
得ない。また、いわゆる「WTO プラス」条項が WTO 協定を「超える」ルールである
のか否かについては、WTO 協定と地域貿易協定の関連テキスト同士を比較検討し、そ
の実際的な意味を検証したうえで SPS 協定を「超える」とはどういうことなのかその
意味と帰結について検討しなければならない。
本稿は WTO 協定のルールのうち、SPS 協定をとりあげる。SPS 協定が対象とする
動植物検疫と食品安全措置については、各国の政府が「人、動植物の生命・健康の保護」
のためにとる権利を持つことに共通認識がある一方、その貿易上の問題――差別的な数
量制限、国内農業保護のための濫用――から、貿易ルールの制定の必要性が早くから認
識とされながら、ようやく GATT ウルグアイ・ラウンド農業交渉の一環として取り上
げられ、実効性のあるルールが合意されるに至った。交渉の過程では主要国間の立場や
考え方の対立があり、SPS 協定発効後には肥育ホルモン剤を使用した牛肉や遺伝子組
み換え農産物をめぐって著名な貿易紛争事案が発生した。こうした紛争事案についての
WTO 紛争処理手続に基づくパネルや上級員会報告の判断をめぐり、多くの論述が存在
する。他方、興味深いことに、SPS 協定についての改正は現在行われている「ドーハ
開発アジェンダ」
（ドーハ・ラウンド）でもとりあげられておらず、SPS 協定（第 12
条 7 項）に基づきこれまで 3 回行われたレビューにおいてもルールの見直しは提起され
ていない8。それだけに、なぜ WTO 協定発効後に締結された地域貿易協定で SPS 分野
89 条）が、協定附属書として EU 官報で 40 ページ近くにわたる「動物・同産品、植物・
同産品およびその他のモノならびに動物福祉に適用される SPS 措置に関する合意」
(Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures Applied to Trade in Animals and
Animal Products, Plants and Plant Products and Other Goods and Animal Welfare)が定
められている。
8 EU がドーハ・ラウンド農業交渉に関連して行った提案（2001 年 7 月の非公式会合への
「食品安全に関する非公式文書」
および 2003 年 2 月 5 日付モダリティ提案
（JOB(03)/12）
）
は、
「予防原則」の観点から SPS 協定の暫定措置条項（第 5 条 7 項）に関する解釈了解を
定めようとするものであった。この問題については、SPS 委員会で検討すべき事項である
というのが参加者の多数意見であった。SPS 委員会ではこれより先の 2000 年 3 月会合で同
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が取り上げられているのかの課題は、検討に値する。
筆者は、WTO 協定と地域貿易協定の SPS 分野に関するテキストを検討するにあたっ
て、次の作業仮説を立てた。
「ある WTO 加盟国が他の WTO 加盟国と地域貿易協定交渉を行う際に、WTO 協定
でルールがすでに定められている分野について規定を盛り込むのには、WTO 協定で
定められたルールに満足している場合とこのルールに満足していない場合の二つが
あるであろう。交渉当事国が WTO 協定のルールに満足している場合であっても、
（ⅰ）
当事国間の貿易関係において必要と認められた事項を規定することがありうる。その
際、（ⅱ）WTO 協定上すでに規定されていることを地域貿易協定上再確認すること
があるであろう。
（ⅰ）の場合には WTO 協定に規定のない事項が地域貿易協定上テ
キスト化され、
（ⅱ）の場合には WTO 協定のテキストの一部が「再掲」されるが、
ともに地域貿易協定により WTO 協定のルールを変更する意図がない点で共通して
いる。一方、WTO 協定のルールに満足していない場合、WTO の場でルールの見直
しを提案するにしても、これが実現するまでの間は地域貿易協定を締結する当事国間
で（ⅲ）WTO 協定の不十分さや不備を「補完」し、あるいは（ⅳ）WTO 協定のル
ールの緩過ぎ、ないし厳格に過ぎる点をより適切と考えられるルールにより「代替」
することがありうるであろう。この（ⅲ）と（ⅳ）の場合、地域貿易協定締結当事国
には WTO 協定のルールを当事国間にとり適切なルールにより「補完」または「代替」
するという、はっきりとした意図が存在する。」
WTO 発足後発効した地域貿易協定は 208 に上っているが、米国、EU、オーストラ
リア、ニュージーランド、カナダおよび日本の 6 ヵ国が、1995 年 1 月 1 日以降締結し
た地域貿易協定をとりあげる9。これらの国々がウルグアイ・ラウンド SPS 交渉の際の
主要な交渉プレーヤーであり10、それぞれ明確な交渉ポジションをとっていたことから、

様の提案（G/SPS/GEN/168）が論議されたが、「予防原則」は SPS 協定にすでに織り込ま
れているとの見解 4 が多数を占めた（G/SPS/R/18）。同委員会では SPS 協定のレビューを
これまで 3 回にわたり行ったが、SPS 協定の改正問題は取り上げられていない（第 1 回 1999
年 3 月（G/SPS/12）
、第 2 回 2010 年 6 月（G/SPS/36）、第 3 回 2010 年 3 月（G/SPS/53）
）
。
「予防原則」とウルグアイ・ラウンド SPS 交渉および SPS 協定については、林［2012］
および林［2013ｂ］参照。
9 北米自由貿易協定（NAFTA）は SPS 分野について詳細な規定を置いている。しかし、こ
の協定はウルグアイ・ラウンドが実質的に終結する 1 年前の 1992 年 12 月に調印されこと、
本稿が WTO 協定でルールが定められていながら、なぜ地域貿易協定で条項が定められてい
るのかを検討課題としていることから、対象外とした。
10 北欧グループを代表したフィンランドは重要な役割を果たした交渉プレーヤーであった
が、1995 年に EU に加盟した。また、アルゼンチンも農業交渉に関する尐数国による非公
式会合（G8）のメンバーであったが、WTO 発足後 SPS 分野についてのプレゼンスが低下
しチリがラテン・アメリカ諸国のなかで積極的な役割を果たすようになっていることから、
検討対象から除外した。ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉における主要な交渉プレーヤーそ
れぞれの立場、利害関心と果たした役割については、林［1993b］参照。
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SPS 協定発効後これらの国々が締結した地域貿易協定で SPS 分野にどのように取り組
んだのかにも、興味がもたれる。1995 年 1 月以降現時点までの間に米国、EU、オース
トラリア、ニュージーランド、カナダおよび日本が調印し WTO に通報した地域貿易協
定数は 7111である（表 1）
。これら地域貿易協定のうち、名称・形式の如何を問わず12SPS
協定の全部または一部に対応する規定（以下「SPS 条項」という。）を有しているのは
4713であり、7 割を占める。
次節では、これら地域貿易協定の SPS 条項テキストについて「何を目的に」
「いかな
る内容を」規定しているのか、SPS 協定上の権利義務との関係や貿易問題の解決と地
域貿易協定の紛争処理条項との関係をどのように整理しているのか、検討する。あわせ
て、これらの国々の地域貿易協定において GATT 第 20 条に類似する条項（以下「GATT
第 20 条類似条項」という。
）の有無とその内容も検討する14。GATT において、SPS 措
置についてのルールは第 20 条柱書と（b）項であったが、東京ラウンドによるスタン
ダード・コードにより SPS 分野を含む「貿易に対する技術的障害」についてのルール
が定められ、SPS 協定が特別法として定められたからである15。そのうえで、最終節で
国際ルールの「重畳化」の含意とこれが今後の貿易交渉にどのような意味を持つのか、
我が国がどのように対応すべきかについて考察する。
表 1 主要国により締結された地域貿易協定
主要国

地域貿易協定を締結した相手国・地域

（
（）内は協定数） （SPS 条項を欠くものに
米国（12）

を付した。
（）内は調印年）

ヨルダン（2000）、シンガポール、チリ（2003）、オーストラリア、モ
ロッコ、中米諸国（2004）、バーレーン（2005）、オマーン、ペルー、
コロンビア（2006）、韓国、パナマ（2007）

EU（26）

トルコ、チュニジア、イスラエル（1995）、モロッコ、フェロー諸島

表 1 の合計は 73 であるが、主要国間のものが 2（米国とオーストラリア、ASEAN とオ
ーストラリア・ニュージーランド）含まれているので実数は 71 となる。
12 地域貿易協定の本文ではなく附属書で規定しているもの、共同宣言によるもの、委員会
決定によるものがあり、さらには交換公文で SPS 措置に関する合意を行っているものも存
在する。また、
「衛生植物検疫措置」でなく「動植物の健康」としているもの、SPS 措置と
TBT 措置を合わせて一つの条項で規定しているもの、農産物分野に関する条項の一部とし
て規定しているものもある。条文テキスト検討のベースとしたのは、WTO の RTA Gateway
から調査可能な資料・データであり、ここにリンクされている当事国政府のウェブサイト
に掲載されているものも含んでいる。
13 表 1 の SPS 条項を有している地域貿易協定数の合計は 49 であるが、重複があるので実
数は 47 である。
14 地域貿易協定における GATT 第 20 条に関する規定振りはきわめて多様であることから、
これらを一括して「GATT 第 20 条類似条項」とした。
15 スタンダード・コードと SPS 協定との関連性を否定する見解もあるが、発生論的にもこ
のような見方は容易に否定される（林［2013b］
）
。
11
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（1996）
、パレスチナ、ヨルダン、メキシコ（1997）
、南アフリカ（1999）
、
マケドニア、エジプト（2001）
、アルジェリア、レバノン、チリ（2002）
、
アルバニア（2006）
、モンテネグロ（2007）
、セルビア、ボスニア=ヘル
ツェゴビナ、カリブ海諸国、コートジボワール（2008）、カメルーン、
パプアニューギニア・フィジー、東南アフリカ諸国（2009）、韓国（2010）
、
コロンビア・ペルー、中米諸国（2012）
オーストラリ ア

シンガポール（2003）
、米国、タイ（2004）
、チリ（2008）
、ASEAN・

（6）

ニュージーランド（2009）、マレーシア（2012）

ニュージーラ ン

シンガポール（2000）
、タイ、チリ・シンガポール・ブルネイ（2005）
、

ド（8）

中国
（2008）
、
ASEAN・オーストラリア、
マレーシア
（2009）、香港（2010）、
台湾（2013）

カナダ（7）

イスラエル、チリ（1996）
、コスタリカ（2001）
、EFTA、ペルー、コロ
ンビア（2008）
、ヨルダン（2009）、パナマ（2010）

日本（13）

シンガポール（2002）、メキシコ（2004）、マレーシア（2005）
、フィリ
ピン（2006）
、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ（2007）
、ASEAN、
ベトナム（2008）
、スイス（2009）、インド、ペルー（2011）

（注）1.フェロー（Faroe）諸島は、デンマークの自治領。2. 米国の中米諸国とは、グアテ
マラ、エルサルバドル、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス（これらはり中米自由貿
易協定（CAFTA）を構成する）およびドミニカ。3. EU のカリブ海諸国とは、アンチグ
アバブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ、ドミニカ共和国、グレナダ、ギ
アナ、ハイチ、ジャマイカ、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディン、セント
キッツ・ネビス、スリナム、トリニダード・トバゴ（アフリカ・カリブ・太平洋（ACP）
諸国グループのカリブ海諸国フォーラム（CARIFORM）を構成する）
。4. EU の東南アフ
リカ諸国とは、マダガスカル、モーリシャス、セイシェル、ジンバブエ。5. EU の中米諸
国とは、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ。

Ⅱ 主要国の地域貿易協定における SPS 条項
1.

米国
米国が締結し現時点で実施されている地域貿易協定は 12 である。まず 2000 年 10 月

のヨルダンとの調印ののち、2003 年から 2007 年まで毎年締結された16。

16

これは、米国行政府が貿易交渉権限を議会から賦与されていた期間にほぼ対応する。
「貿
易促進権限」
（Trade Promotion Authority）は 2002 年 8 月に成立し、2005 年 6 月に延長
されたのち 2007 年 7 月に失効した。
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SPS 条項を有しないのはシンガポールとの地域貿易協定のみ17であり、その他は共同
宣言で定めているものを含め、すべて SPS 条項を有する18。
米国の地域貿易協定の SPS 条項は、SPS 分野を取り扱う専門組織を設置してこの分
野に関する関係当局間の相互理解を増進し、貿易上の問題が発生した場合にはこの場で
協議することにより解決することを、内容としている。SPS 協定の特定の条項に関し
規定を置くものはほとんどなく、地域貿易協定の相手国との SPS 分野に関する米国の
関心事項は、交換公文により個別に処理されている。
（1）SPS 条項を置く目的
SPS 条項を置く目的は、①当事国における人、動植物の生命・健康の保護、②SPS
協定の実施の推進、③両国間の SPS 事項（matters）を取り扱う場の設置、④貿易問題
の解決を通じた貿易機会の拡大（expand trade opportunities）とすることでほぼ共通
している。ただし、目的を規定していない（ヨルダン）、貿易円滑化とともに SPS 協定
の実施のための協力と農業改革の支援を強調するもの（モロッコ）、貿易問題の解決や
貿易機会の拡大を規定しないか（バーレーン、オマーン）、「貿易問題の解決を試みる
（attempt to）」と後退しているものがある（ペルー、コロンビア）。韓国との地域貿易
協定は、①、②に加え「二国間の SPS 上の事項を取り扱うことを助けるための委員会
を設置する」とするにとどめ、「貿易問題の解決」、「貿易機会の拡大」の表現を用いて
いない。
（2）SPS 協定との関係
ほぼすべての地域貿易協定の SPS 条項で、SPS 協定に基づく既存の権利義務を確認
する規定を置いている（ヨルダンを除く）
。
（3）SPS 条項の内容
SPS 条項は、SPS 分野に関する協議の場を設置し、さらに必要があればワーキング
グループを設けることでほぼ共通している。
「SPS 事項に関する委員会」
（Committee on
Sanitary and Phytosanitary Matters ）の名称を採用したものがほとんど（チリ、オ
ーストラリア、CAFTA・ドミニカ、韓国、パナマ）であるが、
「常設」（Standing）を
加えたもの（ペルー、コロンビア）、場の設置について規定するにとどめたもの（バー
レーン、オマーン）
、委員会でなく「SPS 協力に関するワーキングループ」を置くもの
（モロッコ）がある。場の設置について規定を置かないのは例外的である（ヨルダン）。

同協定前文で「両国間のモノの移動に対する技術的、SPS 上の障壁（technical, sanitary
and phytosanitary barriers）を除去または削減することを通じた二国間貿易の円滑化」へ
のコミットメントが再確認されているが、本文で規定されているのは「貿易への技術的障
害」のみである。この定義は TBT 協定によるものに同じとされており、SPS 措置は対象と
なっていない（第 6 章）
。
18 モロッコとの地域貿易協定は、農業に関する規定（関税割当、輸出補助、国家貿易、特
別セーフガード）と同一の章で規定されている（第 3 章）が、SPS 措置の対象範囲は農産
物に限定されていない。
17
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協議の場の任務は、①SPS 措置・規制手続や SPS 協定の実施上の問題についての相
互理解の増進、②当事国間の SPS 措置に関連する貿易問題についての協議、③WTO の
SPS 委員会をはじめ関連国際機関（コーデックス委員会、国際植物防疫条約、国際獣
疫事務局）の会合への対応に関する協議、④両当事国の関係機関の SPS に関する事項
の取り組みについてのレビューおよび⑤技術協力が基本的な要素である（モロッコの場
合、ワーキンググループは協力のための優先度の高いプロジェクトの特定を任務とす
る）
。このうち、二国間の SPS 問題の処理についてのテキストの表現には、「両国の関
係機関間で生じうる SPS 上の事項について協議し、適切な場合には相互の了解のもと
に解決する（resolve）」
（オーストラリア）、「両当事国間の貿易を円滑化する見地から
二国間または数ヵ国間の SPS 上の事項を取り扱う」
（中米諸国）、
「協議し解決を試みる」
（ペルー、コロンビア）ものがある一方、単に「関連する事項につき協議する」として
いるもの（チリ、韓国）、
「進展についてレビューする」にとどめているもの（パナマ）
がある。
特定の事項についての検討を委員会やワーキンググループの任務としているものが
ある。オーストラリアとの地域貿易協定では、委員会のもとに設けられた常設技術ワー
キンググループが①二国間の特定の動植物検疫事項の解決、②リスク評価と規制制度の
検討、③貿易に影響を与えうる特定の措置の検討の場として設けられ、さらにリスク評
価に関する技術的事項、リスク緩和措置について検討するための作業計画を定めること
などが附属書で詳細に規定されている。韓国との地域貿易協定では、委員会の任務の第
1 番目に「科学的なリスク分析が両当事国の規制当局により実施され評価されなければ
ならないことを認識する」ことが掲げられ、動植物の健康、食肉、鶏肉および加工鶏卵
についての年次協議の進行状況をレビューすることも規定されている。
委員会は原則として毎年 1 回開催され、その決定はコンセンサスにより行うこととさ
れている。ただし、韓国との地域貿易協定には決定方式の規定はない。
SPS 協定の特定の条項に関する規定を置くものは、ほとんど見られない。唯一の例
外はヨルダンとの地域貿易協定であり、この SPS 条項は「同等性」に関し定めている。
当事国は、求められた場合には「人、動植物の生命・健康の保護水準を引き下げること
なく、SPS 措置の同等性の認定に関する二国間協議」に応じたうえで、
「科学的証拠そ
の他の関連する情報に基づいて措置が輸入国の適切な保護水準を満たすことを輸出国
が客観的に示さなかった場合には、輸入国はかかる措置は同等ではないと決定すること
ができる。この場合には、輸出国がこの決定の根拠を理解することができるよう、輸入
国は求めがあった場合には決定の理由を示さなければならない」としている。
米国は、地域貿易協定の締結に際し、多くの交換公文を交わしている。これには、
（ⅰ）
相手国市場に対する農産物市場アクセス関心の優先度の高い品目を「登録」したと見ら
れるもの、
（ⅱ）特定の品目について輸入時の相手国政府の SPS 上の手続や検査要件を
定めたもの、
（ⅲ）協定本文の規定に準じた内容を定めるもの、
（ⅳ）協定本文で定める
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ことに合意できなかったことから交換公文レベルに落としたとみられるもの、（ⅴ）
WTO やその他の関連国際機関において共同歩調をとることを確認するものがある。
（ⅰ）の「登録」の例として「鶏肉製品の市場アクセス達成のための技術的・科学的
作業を担当部局が進めるよう指示する」ことの合意（コスタリカ、エルサルバドル）、
（ⅱ）の例として①米国政府の牛・豚・鶏肉についての検査システムが自国のものと「同
等」であると認め、米国政府が発行した検査証をもって輸入許可要件とすることを確認
したもの（ペルー、コロンビア、パナマ）、②米国政府の BSE、鳥インフルエンザ、ニ
ューカッスル病などに対する措置が国際獣疫事務局による国際基準に適合19している
と認め、肉・肉製品の輸入を米国政府による証明を条件に認めることを確認したもの（ペ
ルー、コロンビア、パナマ）、③肉・肉製品の輸入要件（飼養、と殺、加工、運搬、品
質、表示上の要件を含む）を両国で定めたもの（モロッコ、ペルー、コロンビア）があ
る。
（ⅲ）の協定本文の規定に準じた内容のものとしては、①SPS 措置を輸入ライセン
ス制度と区別して適用し、
「SPS 上の懸念、国内購入要件または恣意的な基準」に基づ
き輸入ライセンスの発給の決定を行わない（ドミニカ共和国）、②輸入国がリスク評価
手続を行う際に、他の当事国はこれを支援（support）するために科学的証拠を提出す
ることができ、提出された情報は輸入国の法と手続の枠組みの中で、かつ SPS 協定第
5 条（リスク評価）の規定と合致した形で検討される（コロンビア）、③SPS 上の問題
（issue）を適時に（timely）に取り扱う見地から、SPS 事項に関する常設委員会の代
表者は懸念が生じた問題（issue of concern）をいつでも相手国側に提起することがで
き、両者はあらゆる技術的な努力を尽くしたうえで、常設委員会に付託することができ
る（コロンビア）
、④新たな SPS 上の要件を定めようとするときには、あらかじめ米国
の関係当局および米国大使館に通報するとともに、病虫害その他の SPS 上の懸念から
米国からの輸入農産物の通関差し止めを行った場合には同様にその旨と今後の処置方
針を 24 時間以内に通報する（パナマ）といった例がある。
（ⅳ）の例としては、人、動
植物の生命・健康を保護するための環境措置（environmental measures）が GATT 第
20 条（b）に含まれることの確認（モロッコ）がある。（ⅴ）の例としては、米国とオ
ーストラリア両国政府が、国際獣疫事務局（OIE）における BSE に関する国際基準の
改定の検討に際し「BSE にかかわる食品安全および動物の健康上のリスクを取り扱う
ための科学に基づく（science-based）国際基準を確保する見地から、国際獣疫事務局、
国際食品安全委員会その他のフォーラムで協調する（work cooperatively）」ことを地
域貿易協定と「不可分の一体をなすものとして」合意したものがある。以上のほか、相
手国政府に SPS 措置に関する法律その他の規制措置を調印の 4 ヵ月前までに協定内容
に適合させるよう義務付けたものがある（パナマ）。
（4）貿易問題の解決・紛争処理
conformance を用いているほか、
「合致」
（meet）、
「一致」
（in accordance with）として
いるものがあり、SPS 協定上の表現の区別には注意が払われていない。
19
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米国の地域貿易協定では、SPS 条項に関する貿易問題を解決する役割は、SPS 分野
に関する協議の場に程度の差はあるものの与えられている。こうしたこともあってか、
ほぼすべての地域貿易協定で、当事国は SPS 条項に関する事項については地域貿易協
定の紛争処理手続を援用しない旨の明示的な規定がある（SPS 条項が同等性の認定の
みを内容としているヨルダンとの地域貿易協定が唯一の例外である）
。
（5）GATT 第 20 条類似条項
すべての地域貿易協定は、その一般規定の例外条項で「GATT1994 第 20 条はその注
釈・解釈了解とともにこの協定に包含されている（incorporate）」旨を定めている。ま
た、人、動植物の生命・健康を保護するための環境措置（environmental measures）
が GATT 第 20 条（b）に含まれることを両当事国が了解することも併せて規定されて
いる（モロッコとは交換公文で確認されている）
。
2.

EU
EU が締結し現時点で実施されている地域貿易協定は 26 である。WTO 発足直後の

1995 年 3 月にトルコとの間で調印されたのち、2002 年までに空白年を置きつつ 14 の
協定が締結され、4 年後の 2006 年から毎年締結が行われている。EU の地域貿易協定
は、地中海沿岸諸国および旧東欧諸国といった、EU「周辺国」との間でまず締結が進
められている。これらの協定は、名称・形式が定型化されている。
EU の地域貿易協定で SPS 条項を有しているのは、EU「周辺国」以外の国と地域―
―メキシコ、チリ、カリブ海諸国、コートジボワール、カメルーン、パプアニューギニ
ア・フィジー、韓国、コロンビア・ペルー、中米諸国――との協定であり、EU「周辺
国」との協定には見られない20。このうち、コートジボワール、カメルーンおよびパプ
アニューギニア・フィジーとの協定は TBT 協定で規律される規格・認証手続とあわせ
て規定している。SPS 規定が協定本文でなく両当事国の共同理事会の決定で組織規定
のみが定められているもの（メキシコ）がある一方、協定の附属書で条約形式により詳
細に定められているもの（チリ）がある。
EU の地域貿易協定の SPS 条項は、詳細な規定が置かれているグループ（チリ、コ
ロンビア・ペルー、中米諸国）と、簡潔な規定が置かれているグループ（メキシコ、カ
リブ海諸国、コートジボワール、カメルーン、パプアニューギニア・フィジー、韓国）
の二つに明確に分かれる。SPS 条項に関し発生した貿易問題については、韓国との協
定を唯一の例外として地域貿易協定の紛争処理手続を援用することとされている。
EU と「周辺国」との間の経済・貿易関係が密接であるだけに、地域貿易協定の枠組み
とは別に SPS 分野に関する何らかの取り決めがなされていると考えるべきであろう。なお、
SPS 協定を有していない地域貿易協定でも、
「動植物検疫規格（phytosanitary and
veterinary standards）の調和」に関する両当事国間の協力（イスラエルとの協定第 46 条）、
「農産物・食品に関する SPS 規格」に関する規格・適合性評価上の相違の減尐に向けての
両当事国の努力（エジプトとの協定第 47 条）を規定しているものが見られる。
20
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（1）SPS 条項を置く目的
SPS 条項を置く目的は、地域貿易協定ごとに重点が異なっている。
詳細な規定を置くグループで最初に締結されたチリとの協定は、「公共、動・植物の
健康を保護（safeguard）しつつ貿易を円滑化する見地」から、SPS 措置の透明性の確
保、措置の同等性の認証メカニズムの確立、当事国の健康ステータス・地域化の認知、
SPS 協定の諸原則のさらなる実施、貿易円滑化のメカニズム・手続の確立、両当事国
間の連絡・協調の改善を挙げるとともに、動物福祉基準に関し両当事国が共通の理解に
達することを目的としている。コロンビア・ペルーとの協定と中米諸国との協定は、と
もに①貿易を円滑化させつつ人、動植物の生命・健康の保護、②SPS 協定のさらなる
実施のための共同、③SPS 措置が貿易への正当化されえない障害とならないよう確保
すること、④両当事国当局間の連絡・協力関係の強化を挙げたうえで、コロンビア・ペ
ルーとの協定は「SPS 措置の制定・実施に起因する問題を効率的に解決するためのメ
カニズム・手続の確立」と「特別かつ異なる取り扱いの実施の円滑化」を掲げ、中米諸
国との協定はこれらに代えて「地域間の『非対称性』についての検討」と「SPS 措置
の対象となるモノについて『地域対地域のアプローチ』を漸進的に実施すること」を挙
げている。
簡潔な規定を置くグループでも、SPS 規定を置く目的の重点に相当の差異がある。
メキシコとの協定は、モノに関する貿易について「いくつかの産品のセンシティブな性
格に配慮しつつ関税と非関税障壁の漸進的・互恵的な自由化」の見地から、両当事国が
「強制規格・任意規格、SPS 制度、相互認証、証明、表示制度」などについての決定
を行うこと、SPS 措置を含む両国の決定で「貿易の円滑化の目的」の達成のため両当
事国間が協力するとしている。カリブ海諸国との協定は、この分野での当事国当局の能
力の維持向上を図りつつ貿易を円滑化すること、意図せざる貿易の攪乱または障壁の防
止・最小化（prevent and minimize unintended disruption or barriers to trade）のた
めの当事国の能力の向上、措置の同等性認証を円滑化する見地からのカリブ海諸国間の
SPS 措置の調和を確立するためおよび SPS 措置遵守を確保するための支援を目的とす
る。コートジボワール、カメルーンとの協定は、当事国の公共の健康、動植物を保護す
る能力を保持（preserve）しつつ、両当事国間の貿易の円滑化および貿易への不必要な
障害を特定、防止し除去する当事国の能力の向上を目的とする。パプアニューギニア・
フィジーとの協定は、TBT・SPS 措置に起因する貿易障害を防止・除去することによ
り当事国間の貿易の円滑化と増大のための協力、これら措置に関する地域的統合のため
の協力、公共・民間部門でのキャパシティ・ビルディングや規制制度の改善を通じた輸
出産品に適用される SPS 措置の遵守を円滑化させるための協力を掲げている。韓国と
の協定は以上と異なり、当事国における人、動植物の生命・健康を保護しつつ SPS 措
置の貿易への負の影響を最小化するとともに、両当事国における畜産業の状況などさま
ざまな要素を考慮しつつ動物福祉問題についての両当事国の協力関係の増進を目的と
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している。
（2）SPS 協定との関係
ほぼすべての地域貿易協定の SPS 協定で SPS 協定の権利義務を再確認することが規
定されている。ただし、韓国とパプアニューギニア・フィジーとの協定はその他の協定
と異なる表現を用いている。韓国との協定は「既存の権利義務を確認する」とし、パプ
アニューギニア・フィジーとの協定は「SPS 協定および TBT 協定を適用することに両
当事国が合意する」としている。
（3）SPS 条項の内容
SPS 分野に関する協議の場を設置しているのは、詳細な規定を置くグループ（チリ、
コロンビア・ペルー、中米諸国）のほか、簡潔な規定を置くグループのうちメキシコと
韓国との協定がある21。詳細な規定を置くグループのうち、初期のチリとの協定では包
括的な権限が与えられているのに対し、10 年後に締結されたコロンビア・ペルーとの
協定と中南米諸国との協定では付託事項がより具体的に列挙されている。チリとの協定
は「SPS 共同マネジメント委員会」が①SPS 条項の実施に関し生じたあらゆる問題に
ついての検討、②SPS 条項の附属取り決めのレビュー・改正の機能を果たすこととさ
れた。コロンビア・ペルーとの協定では「SPS 措置に関する小委員会」が、①SPS 条
項の実施の推進とモニター、②SPS 措置の実施から生じた問題を協議し解決方法を見
出す場、③紛争処理手続における協議の場、④協力の必要な分野や特別かつ異なる待遇
に関する協議の場、⑤その他相互に合意されたあらゆる事項について機能を果たすこと
とされている。中南米諸国との協定では「SPS 事項に関する小委員会」が①SPS 条項
の実施のための手続・取り決めの制定に関する勧告、②SPS 条項の実施状況のモニタ
ー、③SPS 措置の実施から生じた問題を協議し解決方法を見出す場、④紛争処理手続
における協議の場、⑤特別かつ異なる待遇に関する協議の場、⑥動物福祉に関する協力
の推進、⑦上部の「共同委員会」から付託された事項についての機能を果たすとされて
いる。いずれの協定も必要があればアドホックの作業グループを設置することができる
こととしている（なかでもチリとの協定は、技術的・科学的事項を検討する技術作業グ
ループ、さらには専門家によるアドホック・グループを設置することができるとしてい
る）
。
SPS 条項の内容が「SPS 措置に関する特別委員会」とコンタクトポイントの設置規
定であるメキシコとの協定では、この委員会に①SPS 措置の適用から生じた問題を特
定し相互に受け入れ可能な解決を見出す場、②地域化・同等性の評価および情報交換に
ついての取り決めの検討の場として機能する役割が与えられている。韓国との協定では
「SPS 措置に関する委員会」が①SPS 条項の実施状況のモニター、②病虫害無発生・
低発生地域の認定に関する相互信頼醸成の確認、③畜産物・農産物加工品の製造施設の
SPS 措置に関し常設の委員会組織を置かない場合でも、パプアニューギニア・フィジ
ーとの協定のように貿易委員会に SPS 分野の検討を行う任務を与えているものがある。
21
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承認手続の制定、④SPS 措置の適用から生じた問題を特定し相互に受け入れ可能な解
決を見出すための場として設けられている。
EU の地域貿易協定のうち詳細な規定を置くグループは、SPS 協定の特定の条項に関
する規定として、共通して同等性や「地域化」の認証、輸入手続と検査体制の確認、通
報・協議、特に「深刻な懸念」や緊急の事態が生じた場合の取り扱いに関し規定してい
る。このグループのなかでも、チリとの協定は地域化、同等性および輸出国の検査体制
の確認に重点があるのに対し、コロンビア・ペルーおよび中米諸国との協定にではチリ
との協定には見られない基本原則および輸入要件についての規定があるといった相違
がある。
同等性に関しては、チリとの協定は個々の措置、措置のグループまたは一つの分野（ま
たはその一部）について適用されるシステムに関し同等性を認定することができる
（may be recognized）としたうえで、輸入当事国は輸出当事国から同等性の認定の要
請があったときには要請から 3 ヵ月以内に協議を開始し、輸出当事国による客観的な同
等性の証明22（objective demonstration of equivalence）を 180 日以内に客観的に評価
しなければならない。輸入当事国が同等性の認定を拒絶する場合には、輸出当事国に対
して認定のために必要な条件を示したうえで、協議が再開される。輸入当事国が同等性
の認定を行った時には、90 日以内に必要な法的・行政上の手続をとらなければならな
い。一方、ペルー・コロンビアとの協定では「同等性については今後検討を行う」とさ
れているのみである。
興味深いのは、コロンビア・ペルーとの協定の「代替措置」
（Alternative Measures）
の規定である。この規定は、輸入国が食品添加物、残留農薬、汚染物質などについて貿
易に影響する措置を定めたときには、同等の保護水準を確保できる「追加的な輸入条件
または代替措置」について輸出国は協議要請を行うことができ、実験結果その他の科学
的情報に基づき両当事国が合意した場合には輸入国は輸入を認めるための立法・行政措
置をとることとされている。一種の同等性の認定であるものの、同等性に関する規定の
適用除外規定として位置づけられ、この規定に基づき明らかに異なる措置同士が「代替
措置」として認められることになる。
「地域化」については、チリとの協定の SPS 条項は、
「当事国が地域化の概念を認知
し（recognize the concept of regionalization）、当事国間の貿易に適用することに合意
する」としたうえで、動物の疾病と病害虫を区別して手続が定められている。動物の疾
病については、地域化の認定を要請する輸出当事国が説明文書とデータを添えて輸入当
事国に提出した時には、原則として 15 日経過後に要請が受諾されたものと見なされ、
「客観的な証明」は、①国際基準、②正規の科学的証拠（proper scientific evidence）に
基づく基準、③これまでの客観的な文書化された経験、④SPS 措置の法的なステータスま
たは行政上のステータスまたはレベル、⑤実施・強制力の水準（監視・予察制度の効果、
認知された方法による分析結果、輸入当事国による確認・輸入検査結果、輸出当事国当局
の業務遂行能力など）とされている。
22
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国際獣疫事務局のガイドラインに基づき要請の検討を行う。輸入当事国は追加的な情報
の要否を受諾後 15 日以内に決定し、輸入当事国による確認は要請から 25 日以内に実
施する。病害虫の場合には、輸出当事国による要請は国際植物防疫条約に基づくガイド
ラインに基づき取り扱い、追加的な情報の検討は 3 ヵ月以内、輸入当事国による確認は
要請から 12 ヵ月以内にそれぞれ実施し、地域化の認定要請から 3 ヵ月以内に輸入当事
国からの明示的な拒絶ないし追加的な情報要請、協議、確認がなされなかった場合には
要請は承認されたものと見なされる。動物の疾病、病害虫の場合ともに上記の手続が終
了した場合には、輸入当事国はすみやかに（without undue delay）必要な法的・行政
上の手続をとらなければならない。コロンビア・ペルーおよび中米諸国との協定では、
「 動 植物 の健 康に 関連し た 措置 」の 項目 で 、① 認 定プ ロセ スに ついて の 信頼 性
（confidence）の観点から決定に関し密接な協力関係を構築し、②輸入当事国は原則と
して認定に関する自国自身による決定を SPS 協定および国際獣疫事務局・国際植物防
疫条約に一致して輸出当事国から提出された情報に基づき、また輸出当事国による決定
を考慮に入れつつ、③輸入当事国が認定しない旨の決定を行った時には、輸出当事国か
らの求めがあれば決定に関する情報を提供し、これに基づき合意可能な代替的解決に向
けての協議を可及的速やかに行うことを規定している。なお、SPS 協定の該当条項の
テ キ ス ト に つ い て 、 ① 考 慮 要 素 の う ち 「 地 理 」（ geography ） を 「 地 理 的 位 置 」
（geographical location）に、②輸出国が輸入国に客観的に示すための「必要な証拠」
（necessary evidence）を「十分な証拠」
（sufficient evidence）に改めている。
検査の信頼性に関する確認（Verification）規定は、チリ、コロンビア・ペルー、中
米諸国との協定のいずれにも置かれている。内容は、①当事国は相手国（輸出国、輸入
国いずれとも特定されていない）の検査の信頼性を維持するために確認を行う、②確認
は要請に基づき行われ、被要請国は協力しなければならない、③要請国の担当官が被要
請国を訪問し、検査体制およびこの結果について、透明性と整合性を持って関連する法
規、手続、訓練などに関する文書の検討および現地調査を行う、④要請国は被要請国に
確認結果を伝達し、是正が必要とされた事項について被要請国は速やかに是正措置を講
じ、要請国はこれを確認する。こうした規定は、SPS 協定には見られない。
コロンビア・ペルーおよび中米諸国との協定は、SPS 条項の冒頭に基本原則と輸入
要件に関する規定を置いている。ほぼ共通して、基本原則として SPS 措置が「貿易へ
の正当化できない障害」とならないようにする見地から、透明性を持ち、不当に遅延す
ることなく、輸入時の費用が実際の経費よりも増高することなく平等に課され、輸入に
際しての追加的な情報提供要請が「科学的・技術的正当化なしに」輸入の遅延のために
用いられてはならないことが定められている。輸入要件に関する規定は、これが「比例
的かつ無差別的」
（in a proportionate and non-discriminatory manner）であり、その
変更に当たっては「貿易の流れを中断することを避け」（avoid the interruption of the
trade flow of products）輸出国側に適合させるための時間的猶予を与え、リスク評価を
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行う場合には速やかに実施するとともに予想される所要日数を通知すること、産品が要
件に適合していると判断した際には 90 日以内に輸入許可を与えることなどを定めてい
る。
詳細な規定を置くグループの協定は、共通して「深刻な懸念」や緊急の事態への対処
に関し規定している。チリとの協定の通報・協議規定は、当事国が「公共、動植物の健
康に関して深刻な懸念（serious concerns）」がある場合には 13 日以内にすみやかに協
議を行う（電話・テレビ会議でもよい）ことを定め、さらにセーフガード条項（Safeguard
Clause）で①輸出国が「人、動植物の生命・健康への深刻な危害（serious hazard）
」
に 対 する 国内 措置 をとっ た 場合 には 輸入 国に危 害 がも たら され ないよ う 同等 の
（equivalent）措置をとること、②輸入国は「深刻な公共、動植物の健康上の理由
（grounds）
」をもとに「暫定的・経過的措置」
（provisional, transitional measures）
をとることができ、その際には「貿易の不必要な攪乱を避ける」（avoid unnecessary
disruption to trade ）見地から「最適で比例的な解決」（ the most suitable and
proportionate solution）を検討すること、③措置をとる決定後 1 日以内に通報し、通
報から 12 日以内に協議を行うことを定めている。コロンビア・ペルーおよび中米諸国
との協定では手続がさらに詳細化され、通報・協議規定で当事国は「食品に関する緊急
事態を含む深刻ないし重要な公共、動植物の健康に関するあらゆるリスク」（any
serious or significant public, animal or plant health risk, including any food
emergencies）については 2 日以内（中米諸国との協定では 3 日以内）にコンタクトポ
イントを通じて通報を行うこと、
「深刻な懸念」がある場合には可及的速やかに（電話・
テレビ会議を含め）協議を行うこと、さらに「緊急措置」（Emergency Measures）条
項では①輸入国は「深刻な公共、動植物の健康上の理由（grounds）」があれば事前通
報なしに「暫定的・経過的措置」
（provisional and transitional measures）をとること
ができ、その際には「貿易の不必要な攪乱を避ける」
（avoid unnecessary disruption to
trade）ため「最適かつ比例的な解決」
（the most suitable and proportionate solution）
を検討すること、③措置の決定後 1 日以内に通報し、通報から 15 日以内に協議を行う
こと が定めら れ ている。 な お、コロ ンビア・ペル ーとの協 定では 、「代 替措置 」
（Alternative Measures）条項に「関連する科学的証拠が不十分」なときには当事国は
暫定的に SPS 措置をとることができ、この場合には輸入国が SPS 措置の見直しができ
るように両当事国が「より正確なリスク評価」
（a more precise risk assessment）を行
いうるよう追加的な情報を得るべく努める旨の規定があるが、この条項と「緊急措置」
条項との関係は条文上明らかではない。
簡潔な規定が置かれているグループ（メキシコ、カリブ海諸国、コートジボワール、
カメルーン、パプアニューギニア・フィジー、韓国）では、協議の場の設置規定のみの
メキシコとの協定を除き、共通して透明性の向上、情報交換・協議、制度面や当局の能
力向上のための協力が重視されている。重要視される条項は相手国によりさまざまであ
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る。カリブ海諸国との協定では措置の調和ないし同等性の認証に努めること、「貿易の
円滑化と不必要な行政上の要件の削減」のための方策に関する協議、措置の制定・変更
や貿易上の問題が発生した際の早期の通報・協議が規定され、コートジボワールとの協
定では条項交換、通報内容に動物に関する病気と植物に関する病害虫の発生、関連国際
機関での協力のためにコートジボワール代表のこれら機関への参加の円滑化が規定さ
れている。カメルーンとの協定では動物に関する病気・植物に関する病害虫の発生を通
報内容に特記しているほか、動植物の健康状況に関する「ゾーニング」（地域化）につ
いてケース・バイ・ケースで特定すること、規格基準その他の措置の調和に向け発効後
4 年以内に取り組むことが規定されている。パプアニューギニア・フィジーとの協定で
は、これらの国々の EU 向け輸出関心品目に関する SPS 措置の同等性の認証に関する
妥当な要請に EU 側が然るべく関心を払うことが規定されている。韓国との協定では、
「貿易への負の影響を最小化する」見地から SPS 措置についての相互理解と国際基準
の制定・適用についての共通理解を深めること、病虫害無発生・低発生地域の認知のた
め 2 年以内に相互信頼醸成のための活動につき決定すること、輸出国の動植物の健康に
関するステータスに基づき輸出国に追加的な要件を決定する際には SPS 協定および関
連国際基準に合致した形で行うことなどが特に規定されている。
このほか、「動物福祉に関する国際基準制定に関する協力の推進」が韓国、チリ、コ
ロンビア・ペルーおよび中米諸国との協定の SPS 条項にある（なお、前二者では「と
殺」（slaughter and stunning）にかかわる動物福祉と特定されている）
。
交換公文は、調査した限りでは存在しない。
（4）貿易問題の解決・紛争処理
協定で紛争処理規定を置いていないメキシコとの協定23および簡単な SPS 条項を有
しているグループに属するカリブ海諸国、コートジボワール、カメルーンを除き、SPS
条項に紛争処理手続に関する定めを置いている。SPS 条項の実施に関する紛争が生じ
た際に協定の紛争処理条項を援用しないとされているのは韓国との協定のみであり、詳
細な SPS 条項を有するグループに属するチリ、コロンビア・ペルーおよび中米諸国と
の協定の SPS 条項には、SPS 委員会での協議は当事国が別に定めがない限り紛争処理
条項で規定する協議と見なす旨の規定がある（コロンビア・ペルーおよび中米諸国との
協定では協議は要請から 30 日以内に終了すると見なすとされている）
。一方、パプアニ
ューギニア・フィジーとの協定は SPS 条項で「SPS および TBT に関する問題の解決
のために国際機関その他国際条約により設けられた場を援用することを妨げない」と定
めている。なお、SPS 条項で紛争処理に関する定めが置かれていないカリブ海諸国、
コートジボワール、カメルーンとの協定では、その紛争処理規定の適用範囲から SPS
条項が排除されていないので、中南米諸国の場合と同様、問題が発生した場合には協定
共同委員会で「関連する WTO 協定と整合した形で」紛争処理に関する手続を定めるこ
ととされている（第 50 条）
。
23
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の紛争処理手続が適用されると解される。すなわち、EU が締結した地域貿易協定にお
いては、韓国との協定を唯一の例外として、SPS 条項に関連して紛争が発生した場合
には地域貿易協定の紛争処理手続が原則として援用され、最近の中南米諸国との協定で
はその自動性が強まっている。
（5）GATT 第 20 条類似条項
イスラエル、フェロー諸島およびメキシコとの協定を除き、GATT 第 20 条類似条項
を有している。条文テキストには 5 種類のパターンが存在する。すなわち、（ⅰ）
GATT1994 第 20 条が附属解説とともに体化され一部となっている旨の規定を置くもの
（韓国、中米諸国）
、（ⅱ）GATT 第 20 条柱書と全く同じ表現を採用するもの（チリ、
コロンビア・ペルー）
、
（ⅲ）GATT 第 20 条柱書のテキストのうち「同じ条件」
（the same
conditions）を「似た条件」
（like conditions）に置き換えたもの（カリブ海諸国、コー
トジボワール、カメルーン、パプアニューギニア・フィジー、東南アフリカ諸国）、
（ⅳ）
「例外条項」として「この協定は○○を理由に正当化される輸出入の禁止・制限を排除
するものではない。ただし、かかる措置は恣意的な差別または偽装された制限となって
はならない」旨を「条件」について「同じ」か「似た」ものかに触れることなく規定し
たもの（モロッコ、パレスチナ、ヨルダン、エジプト、アルジェリア、レバノン）、
（ⅴ）
テキストは（ⅳ）と同じだが例外条項としてではなく「許可された制限」
（Restrictions
Authorized）として位置付けられているもの（マケドニア、アルバニア、モンテネグロ、
セルビア、ボスニア=ヘルツェゴビナ）である。
（ⅰ）から（ⅴ）へしだいに GATT 第
20 条柱書のテキストとの「乖離度」が大きくなる。この「乖離度」は締結時期とでは
なく、EU との地政学的な遠近関係と有意な関係がある。すなわち、EU の「周辺国」
との協定ほど「乖離度」が大きく、それ以外の国・地域との協定ほど小さい傾向がある。
3.

オーストラリア
オーストラリアが締結し現時点で実施されている地域貿易協定は 6 である。まず

2003 年 10 月にシンガポールとの間で調印されたのち、間隔を置きつつ締結されている。
オーストラリアが締結した地域貿易協定は、すべて協定本文に SPS 条項を置いてい
る（シンガポールとの協定では「強制規格（Technical Regulation）および SPS 措置」、
タイとは「SPS 措置および食品規格（Food Standards）
」に関する条項として規定され
ている。後者では食品の安全性以外の品質に関する強制規格も対象となる）。
オーストラリアの地域貿易協定は、①SPS 分野に関する協議の場に具体的な任務が
与えられ、②同等性、地域化のほか、特に検査・承認、通報・協議に関する手続が定め
られ、③当事国の権利に関する規定が置かれているものがあり、④SPS 条項に関する
事項については地域貿易協定の紛争処理条項を援用しない旨の明示的な規定を置いて
いるものがほとんどである。ただし、米国との地域貿易協定は「米国型」の地域貿易協
定の特徴を強く持っている点で、その他の協定と異なっている。
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（1）SPS 条項を置く目的
SPS 条項を置く目的の表現振りは、地域貿易協定ごとに異なっている。当初、目的
の第 1 番目に掲げられていた「人、動植物の生命・健康の保護」
（米国、タイ）は「人、
動植物の生命・健康を保護しつつ両国間の貿易を円滑化する」にとって代わられた（チ
リ、ASEAN・ニュージーランド、マレーシア）。
「SPS 事項を取り扱う場の設置」、
「貿
易問題の解決」、「貿易機会の拡大」は米国との地域貿易協定、「関連国際機関での国際
基準の制定に際しての協調」はタイとの地域貿易協定、
「SPS 規制・手続に関する透明
性の向上」は ASEAN・ニュージーランドとの地域貿易協定のみに見られる。既存の適
合性認証に関する条約をもとに TBT 分野とあわせて規定されたシンガポールとの地域
貿易協定は、「強制規格や適合性評価のインパクトを最小化することを通じて貿易と投
資を円滑化する」ことを目的とする。ただし、当事国間の協力と制度・手続に関する相
互理解の増進が重視されていることは共通項であり（タイ、チリ、ASEAN・ニュージ
ーランド、マレーシア）
、SPS 協定の実施の増進が強調されているものも尐なくない（米
国、ASEAN・ニュージーランド、マレーシア）
。
（2）SPS 協定との関係
シンガポールとの協定を除き、SPS 条項で SPS 協定に基づく権利義務の確認規定が
置かれている（米国とタイとの協定では「既存の」権利義務と限定が付されているが、
チリとの協定以降はなされていない）24。また、タイとの協定では「SPS 協定と TBT
協定の権利義務が農産物・食品の貿易に適用される限りにおいて」の限定が付され、マ
レーシアとの協定ではその SPS 条項が SPS 協定の「権利義務を限定するものではない」
ことに両当事国が合意する旨が規定されている。
（3）SPS 条項の内容
SPS 分野についての協議の場の設置規定は、シンガポールとチリとの協定を除くす
べての協定で置かれている（シンガポールとの協定は基準認証手続を主たる内容とし、
チリとの協定はコンタクトポイントに両当事国政府の担当部局間の協議のための窓口
の役割を担わせている）
。名称は「SPS 事項に関する委員会」（米国）、
「SPS 措置・食
品規格専門家グループ」
（タイ）
、
「SPS 下部委員会」
（ASEAN・ニュージーランド）、
「SPS
ワーキングループ」（マレーシア）とさまざまである。これに加え、常設のワーキング
グループが設置され、このグループが①「両国間の貿易を円滑化し可能な限り科学的事
項についてコンセンサスを達成する」見地からの二国間の動植物の健康に関する特定の
事項の解決、②両国間の貿易に影響を与えうる動植物の健康に関するリスク評価と規制
手続に関する科学的・技術的な意見交換と協力および③輸入国への病虫害等の侵入、定
着、蔓延から動植物の生命・健康を保護するための措置で両国間の貿易に影響を与えう
24

シンガポールとの協定の前文は同協定が「WTO 協定その他の多国間協定、地域的協定、
および二国間協定を基に築きあげる（build on）」ものである旨規定し、WTO 協定上の権利
義務の確認規定は置かれていない。
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る特定の措置についての検討を行うこととされ、具体的にはリスク評価の対象範囲、ア
プローチ、リスク緩和措置などに関し具体的な作業計画を定めることが規定されている。
タイとの協定では、「SPS 措置および食品規格に関する専門家グループ」が設置され、
協定の SPS 条項の実施のモニター、SPS 措置その他農産物・食品規格と関連する規制
手続に関する相互理解の増進、貿易に影響しうる SPS 措置その他農産物・食品規格の
制定・適用に関する事項の協議、規格の調和に関する協議、SPS 委員会その他人、動
植物の生命・健康に関する関連国際機関の会合に向けての協議・ポジションの調整に加
え、SPS 措置・食品規格に関連して発生した紛争の解決の進展（progressing resolution
of disputes）と市場アクセスの見地からの優先関心品目・事項についての進捗状況のレ
ビュー・評価、協議規定が置かれている。この優先関心品目・事項は、附属書に「市場
アクセス優先関心品目」
（Market Access Priority Products）25、
「検査・承認手続の同
等性認証の優先分野（Priority Sectors）
」26として列挙されている。マレーシアとの協
定も、SPS 作業グループが①両当事国の SPS 措置・規制手続に関する情報交換、②SPS
協定に関する特定の実施問題についての相互理解の増進、③適当な場合には両国間の
SPS 上の問題の検討、④SPS 措置に関連し相互に関心がある事項についての協力と情
報交換の増進に関する検討を任務とすることが定められている。 以上と異なり、
ASEAN・ニュージーランドとの協定では「SPS 下部委員会」は協定の SPS 条項の実
施状況のレビューを任務としているのみで他の協定に見られるような具体的な定めは
なく、この委員会におけるすべての決定や議事録は「相互の合意に基づき」なされ、当
事国の当局同士で会合して SPS 条項に基づく約束の実施に関し二国間の決定を行うこ
とができることになっている。なお、チリとの協定の一般規定で、
「SPS 関連の問題に
関し、SPS 委員会その他人、動植物の生命・健康に関する関連国際機関の会合におけ
る両当事国の協力（cooperation）
」が両当事国の義務とされている。
SPS 協定の特定の条項に関する規定として、同等性、地域化、検査・承認、通報・
協議に関し詳細な規定が置かれていることに特色がある（協議の場の設置のみを内容と
する米国との協定を除く）が、協定により重点が異なる。同等性に関しては、既存の相
互認証協定をもとにしているシンガポールとの協定は、SPS 措置および TBT 措置に関
し、当事国は分野別附属書が定める同等性評価・認証手続をもとに強制要件および適合

オーストラリアからはネーブルオレンジなどのかんきつ類、アスパラガスなど 5 品目、
タイからはマンゴスチンなど果実類、鶏肉など 9 品目が掲げられている。これら品目は協
定締結時点のものであり専門家グループの作業計画の一環として見直されることがある旨
但し書きが付されている。
26 オーストラリアからは食肉に関し輸出工場の承認手続と証明要件、酪農品についての輸
入要件の簡素化が、タイからは魚類に関する検査承認手続の確立、家禽類の輸入要件と輸
出工場の承認手続の簡素化、果実野菜についての検査・承認手続の確立が挙げられている。
これらは協定締結時点のものであり専門家グループの作業計画の一環として見直されるこ
とがある旨但し書きが付されている。
25

92

2（4）

性評価・認証結果の同等性を受け入れなければならないとしている27。タイとの協定で
は同等性の認定は WTO の SPS 委員会・TBT 委員会や関連国際機関の定める手続によ
り行わなければならないが、「輸出当事国の産品が合致する規格が輸入国の食品規格と
同等であるとして受け入れられたとしても、輸入国のその他の関連する強制要件（any
other relevant mandatory requirement）に合致する必要性を除去するものではない」
とされている。ASEAN・ニュージーランドとの協定では、①SPS 協定および SPS 委
員会が定めるガイドラインに従い、当事国が同等性に関する取り決めを行うことができ、
②当事国は求められた場合には SPS 措置の同等性の認証手続に関する実施取り決めを
定めるための協議を開始しなければならない、③当事国は相互の合意に基づき「地域的
な状況への適合」（地域化）につき協力することができる旨が定められている。マレー
シアとの協定では、当事国は求められた場合に地域化と同等性にかかわる問題（issues）
につき考慮を払う（give consideration to）ことが定められているのみである。
タイとの協定には、検査・承認手続について詳細な規定がある。当事国は、他の当事
国から求めがあれば WTO の SPS 委員会・TBT 委員会や関連国際機関が定める手続に
従い、自国のそれと同じ結果を達成することが満たされる限り他の当事国の検査・承認
手続を同等のものとして受け入れることを検討しなければならない。当事国は、他の当
事国から求めがあった場合には、国際的な義務および法制度・規制政策と合致した形で
貿易産品のアクセスを円滑化し費用を最小化（minimize）する見地から、その検査・
承認システム・手続が「妥当で必要」
（reasonable and necessary）であることを確保
するよう見直し（review）を行わねばならない。
関連して、輸入検査時に不適合な積荷が発見された場合の取り扱いについての定めが
ある。
SPS 措置その他の農産物・食品規格に不適合（non-compliance）
な積荷（shipment）
があった場合、①法制度・規制政策により特に求められている場合を除き、輸入当事国
は不適合があった積荷の貿易を停止することを避け、まず輸出当事国に対し問題がいか
にして発生したのか確認（ascertain）したうえで、両当事国は後続の積荷に影響が生
じないようにする見地から改善措置（remedial action）につき協議し、②輸出当事国
は当該不適合につき調査し（investigate）
、矯正措置（corrective action）を含め輸入
当事国に対し助言を行い、必要があれば問題となった検査承認手続につき共同して検討
し、③調査・検討の結果、両当事国が当該事案は孤立した技術的問題（an isolated
technical problem）から発生したものであると共同して判定した（mutually determine）
場合には、輸入当事国は当該事案を輸入検査・承認手続全般にわたる制度的・手続的取
り決めと明確に切り離して取り扱いに関する措置を当該積荷に限定し、当該積荷以外の
積荷の輸入を拒否しない、としている。あわせて、両当事国は輸入された貨物の不適合
に関する通報の見地から、トレースバック・システムについての協力を行い、必要なイ
オーストラリア政府のウェブサイトによれば、2013 年 2 月現在、食品規格および園芸農
産物についての附属書が交渉中であるとされている。
27
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ンフラの整備にも配慮することとされている。
通報・協議に関しては、各協定ともコンタクトポイントを設け、これが果たすべき役
割につき具体的に規定している28。タイとの協定は、両当事国が情報を速やかに伝達・
交換するとともに情報提供・説明要請に適時かつ好意的に対応する見地から、分野ごと
および全体調整のためのコンタクトポイントを設け、①両当事国間の貿易に直接・間接
に影響を与えうる SPS 措置、農産物・食品規格の制定・変更について実施前の可能な
限り早い時期に（as far in advance as practicable）他の当事国のコンタクトポイント
に通報を行う、③ただし、公衆、動植物の健康・安全上の考慮からより緊急の行動（more
urgent action）が正当化される（warrant）場合には、実施日までに通報を行う、④緊
急マネジメント措置（emergency management measures）が人、動植物の生命・健康
に対する確認された脅威（confirmed threat）に対応するものである場合には、他の当
事国に対して当該事案についてのあらゆる関連する情報（all pertinent information
about the incident）が提供されるよう確保し、両当事国は貿易に対する攪乱を最小化
する見地から（with the aim of minimizing disruption to trade）すみやかに協議を開
始しなければならないこととしている。ASEAN・ニュージーランドとの協定は、コン
タクトポイントへの通報対象として①貿易に影響を与えうる動植物の健康ステータス
の変更、②輸入産品について SPS 上の重大な（significant）不適合の発見、③輸出当
事 国 の輸 出に 影響 を与え る 人、 動植 物の 生命・ 健 康を 保護 する ための 暫 定措 置
（provisional sanitary or phytosanitary measure）を挙げ、さらに④輸出当事国はそ
の輸出産品に重大な SPS 上のリスクが関連しうる（may be associated with a
significant SPS risk）場合には可能な限り輸入当事国に情報を提供することを規定し
ている。また、当事国は他の当事国の SPS 措置について協議することが必要と認めた
場合には、詳細な説明を求め当該措置の適用から生じる特定の問題についての懸念を解
決する（resolve any concerns on specific issues）ための協議を要請することができ、
協議は要請から 30 日以内に開始し、要請から原則として 60 日以内に相互に満足すべ
き解決を目指すこととされ、解決が得られなかった場合には協定の上部委員会に付託す
ることとされている。マレーシアとの協定では、両当事国がコンタクトポイントを設け、
①担当行政部局のリストを提供するとともに担当部局の組織・権限に大きな変更があっ
た場合の通報、②人、動植物の生命・健康に対する差し迫った脅威（urgent threat）
に対する措置を含む SPS 措置の制定・変更に関し、SPS 協定に従ってなされた通報の
写しの提供を行うことが定められている。
チリとの協定ではコンタクトポイントが SPS
分野についての協議機能も果たすこととされ、技術協力、キャパシティ・ビルディング
要請の調整、情報提供・明確化のための要請や専門家間の科学的・技術的事項に関する
連絡の円滑化のほか、両当事国間で発生した SPS 上の問題への取り組みの進捗状況の
28

ただし、シンガポールとの協定では情報交換の広範化および協議要請に対する好意的な
考慮がその役割として挙げられているのみである
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レビュー、両国の SPS に関する優先事項の伝達などがその任務とされている。
コンタクトポイントを介しない緊急時の通報・協議規定も見られる。シンガポールと
の協定は、安全性、健康、消費者・環境保護または国家安全保障にかかわる緊急の問題
（urgent problems）が発生しまたは発生するおそれがある場合には、当該当事国はこ
の協定の分野別の附属書の全部または一部の適用を中止することができ、他の当事国に
対して緊急の問題の性格、対象産品、適用停止の目的と理由（rationale）を直ちに通
報しなければならないことを定めている。マレーシアとの協定も、①SPS 上の理由
（grounds）で貿易が攪乱された（disrupted）場合には両当事国は貿易を円滑化し当
該攪乱のインパクトを最小化（minimizing the impact of the disruption）する見地か
ら他の当事国から求めがあれば緊急協議（urgent consultation）を行うこと、②SPS
上の理由で貿易が攪乱された（disrupted）場合には、
「貿易を円滑化し攪乱のインパク
トを最小化する」見地から関係当事国が緊急協議（urgent consultation）に入る旨を規
定している。
特定の事項についての当事国の権利に関する規定は、タイとの地域貿易協定に見られ
る。「適切な保護水準」に関し、人、動植物の生命・健康を保護するために必要な適切
な保護水準を達成するために必要な SPS 措置をとる両当事国の権利が阻害されないこ
とが基本的な権利義務規定に置かれている。また、調和に関する規定では両当事国が
SPS 協定および TBT 協定の定めるところにより SPS 措置および食品規格の調和の促
進に努めることとするとともに、SPS 措置その他農産物・食品規格の調和の推進が適
切な保護水準の変更を求めるものであってはならないこととされている29。また、この
協定では「当事国の SPS 措置その他の規格に適合しない産品に対し当局が適切な措置
をとる権利」が規定されている。
交換公文は、調査した限りでは存在しない30。
（4）貿易問題の解決・紛争処理
シンガポールとの協定を除き、すべての地域貿易協定の SPS 条項は、同条項に関す
る事項については地域貿易協定の紛争処理手続を援用しない旨の明示的な規定を置い
ている（シンガポールとの協定の紛争処理条項では SPS 条項に関する紛争への適用が
除外されていないので、紛争処理条項が適用されると解される）。
（5）GATT 第 20 条類似条項
すべての地域貿易協定は、その一般規定で GATT 第 20 条類似規定を置いている。単
に GATT 第 20 条柱書のテキストを再掲したもの（シンガポール）
、「GATT1994 第 20
29「適切な保護水準」の変更が求められないことを地域貿易協定で明記している例として、

北米自由貿易協定（NAFTA）が知られている（第 713 条 1 項）。ただし、この協定では「調
和」の表現を用いていない。
30 チリとの間で、オーストラリアの牛肉の格付け制度の目的をチリのそれと同一であると
認め、その格付け結果を受け入れるための覚書を 1 年以内に交渉することを内容とする交
換公文があるが、文面から判断する限り品質規格に関するものである。
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条はその注釈・解釈了解とともにこの協定に包含されている」としているもの（タイ、
ASEAN・ニュージーランド、マレーシア）、これに加え「人、動植物の生命・健康を保
護するための環境措置が GATT1994 第 20 条（b）に含まれることを両当事国が了解す
る旨も併せ規定しているものがある（米国、チリ）。
4.

ニュージーランド
ニュージーランドが締結し現時点で実施されている地域貿易協定は 8 である。ニュー

ジーランドは 2000 年 11 月にシンガポールとの間で地域貿易協定に調印したのち、2005
年から 2010 年にかけてタイ、チリ・シンガポール・ブルネイ、中国、ASEAN・オー
ストラリア、マレーシア、香港、台湾と締結している。
ニュージーランドが締結した地域貿易協定は、すべて協定本文に SPS 条項を置いて
いる。ニュージーランドの地域貿易協定は、①同等性、地域化、検査・承認、通報・協
議に関する規定のほか、リスク分析、輸出国の検査体制の確認、輸入検査時に問題が発
見された場合の取り扱い、緊急措置に関して特に詳細な定めが置かれているものがある
こと、②SPS 分野については地域貿易協定の紛争処理条項を援用することとなってい
るものがほとんどであることに特徴がある。ただし、詳細は実施に関する取り決めにゆ
だねられ、調査した限りではほとんどが未決定である（チリ・シンガポール・ブルネイ
との協定の同等性に関するものがおそらく唯一の例外である）。
（1）SPS 条項を置く目的
最初のシンガポールとの協定は、条項名が「技術的・SPS 上の規制・規格」
（Technical,
Sanitary and Phytosanitary Regulations and Standards）とされ、SPS 措置を含む規
格・基準の相互認証に関する規定である点で、その他の協定と性格を異にする。目的規
定は置かれていないが、両当事国間の「財貨の移動に対する技術的・SPS 上の障壁（以
下「規制上の障壁（regulatory barriers）」という。）の除去または削減（removal or
reduction）のための最も適切または費用効果的なアプローチを与える」相互認証また
は調和をこの協定に基づき実施することとされている。
その後の協定は、すべて目的規定を有しているが、重点は協定によりかなり異なって
いる。タイとの協定は、①SPS 協定および関連国際基準の支持・強化（uphold and
enhance）、②人、動植物の生命・健康を保護しつつ貿易アクセス問題の解決努力
（seeking to resolve trade access issues）を通じた両当事国間の貿易の円滑化、③同
等性その他両当事国の関心分野についての実施取り決めの制定を通じた両当事国間の
協力・協議のための手段の提供、④関連する国際協定の実施や国際基準の制定にあたっ
ての両当事国間の協力（collaboration）の強化とした。チリ・シンガポール・ブルネイ
との協定も①は共通であるものの貿易の拡大と貿易問題の解決、さらに同等性の認定な
どについての手続の制定が強調され、②については「貿易の円滑化を通じた貿易機会の
拡大」、③の「手段の提供」は「連絡、協力および SPS 問題の解決を改善するための」
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と、④として上記に代え「 SPS 措置の同等性および当事国における地域化措置
（regionalization practices）の相互認証についてのメカニズムを確立する」としてい
る。中国との協定では、①は共通であるものの貿易の拡大と貿易問題の解決が後退して
SPS 協定の実施がより重視され、②としてリスク分析、地域的な状況への適合
（adaptation to regional conditions）、同等性を含む SPS 協定の実施の推進および両
当事国間の協力のためのメカニズムの提供、③として貿易アクセス問題の解決努力を通
じた両当事国間の貿易の円滑化（マレーシア、タイの協定と同一表現）、④として SPS
問題に関する連絡・協議の改善手段の提供が規定された。ASEAN・オーストラリアと
の協定は、貿易の円滑化、透明性の向上、協力の推進および SPS 協定が定める原則や
規律の実施の増進を挙げている。貿易の円滑化と協力の推進を挙げている点はチリとの
協定に類似し、実施の増進を重視する点はニュージーランドの一連の協定に類似する。
マレーシアおよび香港との協定は当初のタイとの協定の①SPS 協定と国際基準の支
持・強化、②貿易の円滑化、③協力・協議手段の提供、④関連国際協定の実施・国際基
準制定に際しての協力の強化のパターンに戻っている。ただし、②の貿易の円滑化につ
いては、この見地からの「相互に関心のある事項についてのありうべき（possible）実
施取り決めの制定を含むメカニズムの制定」とされ、貿易問題の解決についての言及が
なく、香港との協定では「貿易アクセス問題の解決努力」に代えて「可能であれば市場
アクセス事項の解決」
（where possible resolve, market access matters）としている点
が異なる。また、③については両協定ともに「同等性その他」といった例示がなく単に
「SPS 事項に関する」としている。直近の台湾との協定は、香港との協定の規定に近
いものの、④の関連国際協定の実施・国際基準制定に関する協力の強化に代えて SPS
協定の実施の増進のためのメカニズムの設定が規定されている。
（2）SPS 協定との関係
シンガポールとの協定を除き、SPS 協定上の権利義務の確認規定が置かれている（タ
イとの協定では再確認する旨の規定が、チリ・シンガポール・ブルネイ、中国、香港お
よび台湾との協定は SPS 条項・実施に関する取り決めが SPS 協定に基づく当事国の権
利義務を制限するものではない旨を規定し、マレーシアとの協定は上記の両方のテキス
トを合わせて規定している）31。
（3）SPS 条項の内容
シンガポールおよび香港との協定を除き、SPS 措置に関する協議の場が設置されて
いる。
「共同 SPS 委員会」
（タイ）
、
「SPS 事項に関する委員会」
（チリ・シンガポール・
ブルネイ）
、
「共同管理委員会」
（中国、台湾）
、
「SPS 小委員会」
（ASEAN・オーストラ

31

シンガポールとの協定は、①同協定のいかなる規定も当事国が締約国となっている国際
的、地域的または二国間の条約上の義務から免除されるものと解してはならないこと、②
この協定とのいかなる不整合も国際法の一般原則に従って解決されるべきことを定めてい
る（第 80 条）
。
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リア）、
「SPS 委員会」
（マレーシア）など名称もさまざまである。いずれも「SPS 条項
の実施に関するあらゆる事項についての検討」の場とされ、SPS 条項に関する技術的・
科学的事項を解決するための「技術作業グループ」の設置を規定しているものの、常設
組織が検討する事項は協定によりかなり異なっている。タイとの協定の場合、①調和、
同等性、検査・認証などの技術的事項に関する実施に関する取り決めの制定・見直し・
改正、②当事国の市場アクセス関心についての進捗状況のレビュー・評価が挙げられて
いる。チリ・シンガポール・ブルネイとの協定の場合、①作業計画の立案・モニター・
レビュー、②実施に関する取り決めの制定・見直し・改正の二つが掲げられ、さらに検
討すべき実施に関する取り決めが別途列挙して規定されている32。また、この協定は
SPS 分野にかかわる情報の交換に関しコンタクトポイントに「相互信頼の醸成」等の
見地から「統一的・組織的」に情報交換を行う役割が与えられている（情報交換には検
討されている SPS 措置に関してなされた提案についての検討の機会、貿易に影響を及
ぼしている状況に関するブリーフィング、監査結果についての情報が含まれる）。中国
との協定の場合、①作業計画の立案・モニター・レビュー、②実施に関する取り決めの
制定・見直し・改正（定めるべき実施に関する取り決めが列挙されている33）に加え、
③当事国間の貿易にかかわる SPS 情報の交換、④WTO の SPS 委員会その他関連国際
機関での重要な SPS 問題についてのポジションの調整（coordinating）
、⑤両当事国間
の貿易から生じた SPS 問題を解決する見地からの協議とされている。ASEAN・オース
トラリアとの協定では具体的な定めはなされず、
「SPS 下部委員会」は協定の SPS 条項
の実施状況のレビューが任務とされているのみであり（この委員会におけるすべての決
定や議事録は「相互の合意に基づき」なされる）、また別途当事国の当局同士で会合し
て SPS 条項に基づく約束の実施に関し二国間の決定を行うことができることとされて
いる（したがって、実際には当事国間で協議するチャンネルが用いられる可能性が大き
いと考えられる）。マレーシアとの協定は、①権限ある当局・コンタクトポイント、②
同等性、地域化、証明・確認に関する実施に関する取り決めの制定・見直し・改正、③
作業計画の立案・モニター・レビューを規定している。直近の台湾との協定の検討事項
の規定は中国との協定のそれとほぼ同じであるが、④の SPS 委員会その他関連国際機
32

①権限ある当局とコンタクトポイントのリスト、②地域化の対象となる病害のリスト、
③地域化に関する決定のための基準、④同等性を認証された措置のリスト、⑤監査・確認
のためのガイドライン、⑥検査証明、⑦輸入検査、⑧同等性の決定手続とされている。現
時点ではこのうち①と⑧が定められている。
33 権限ある当局のリスト、リスク分析を優先的に行う市場アクセス関心品目のリスト、リ
スク分析終結までの予定表（timeline）を制定・運用するための原則とガイドライン、
病虫害発生地域・低発生地域の認定の原則・基準・手続、地域ごとの病虫害発生状況と
リスクマネジメントを効果的に行うための SPS 措置、同等性認証のための原則・基準・
手続、同等性認証に関する決定・措置、監査・確認の実施条件、SPS 証明書の発行の
原則・ガイドラインと証明書例、輸入検査の実施頻度のリストおよび技術的支援・協力
に関する了解事項とされている(第 77 条)。
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関でのポジションについては「調整」ではなく「討議」（discussion）にとどめられて
いる34。なお、常設の組織を設けていない香港との協定は、他の当事国から求めがあっ
た場合には両当事国の当局が共同して「SPS 条項の実施に関するあらゆる事項につい
ての検討」を行い（SPS 条項の実施に関する事項として実施に関する取り決めの制定・
見直し・改正、作業計画の立案・モニター・レビューが挙げられている）
、要すれば SPS
条項に関する技術的・科学的事項を解決するための「技術作業グループ」を設置するこ
とができるとされているので、これが協議の場として機能すると見られる。
SPS 協定の特定の条項に関する規定については、ニュージーランドの地域貿易協定
の場合、同等性、地域化については実施のための取り決めを定めるにあたっての基本的
な事項のほか、検査・承認、通報・協議、リスク分析、検査体制についての監査・確認、
輸入検査時に問題が発見された場合や緊急措置に関し詳細な定めが置かれていること
に特徴がある。シンガポールとの協定の SPS 条項は TBT 分野に関する条項を合わせて
規定していることから、その他の協定とやや性格を異にする。規制上の障壁の除去また
は削減の見地から強制規格・認証要件に関する相互認証手続を定めているが、人の健
康・安全性、動植物の生命・健康、または環境の保護のための、また国産品と輸入品に
等しく適用される検査に関する法の執行に影響を与えるものではない旨規定されてい
るので、実質的には適用範囲から除外されている（具体的な定めは分野別の附属書にゆ
だねられているが、農産物・食品については定められていない）。
同等性については、チリ・シンガポール・ブルネイとの協定は、①同等性の評価と受
け入れに必要なものとして（ァ）法律、規格基準、手続と実施手順、（ィ）規制当局の
組織、権限、運営に関する文書、（ゥ）規制当局の検査・保証事務の遂行能力を挙げ、
②輸出当事国が輸入当事国に対しその適切な保護水準を達成することを客観的に立証
するための具体的な手続および同等性につき未承認または承認手続中の取り扱いにつ
いては実施に関する取り決めの定めによること35、③同等性が認められたものについて
は当事国の当局は積荷ごとに実施に関する取り決めに基づき証明書を発行することが
定められている。中国との協定では、①同等性の認定が貿易の円滑化のための重要な手
段であることを認め、②輸入当事国は輸出当事国の SPS 措置が輸入国の適切な保護水
準を満たすことを客観的に示されたときにはこれを同等と認めなければならない、③そ
の決定には措置についての客観的なリスクに基づく評価（an objective, risk-based
34

実施に関する取り決めは、権限ある当局・コンタクトポイント、地域的条件への適合、
同等性、確認、証明および輸入検査について定めることとされている（第 5 条）
。
35 同等性に関する取決めは、同等性の決定のプロセスは、国際食品規格委員会、国際獣疫
事務局、国際植物防疫条約および WTO の SPS 委員会によるガイドラインを考慮しつつ、
①同等性の認定を求められた SPS 措置の特定、②輸入当事国による問題となるリスク、リ
スク管理措置、適切な保護水準の特定を含む SPS 措置とその目的についての説明、③輸出
当事国によるその措置が輸入当事国の適切な保護水準を満たすことの説明、④輸出国の措
置が輸入国の適切な保護水準を満たすか否かについての輸入当事国による決定、のステッ
プにより行うことを定めている（附属書 8）
。
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assessment or evaluation）を必要とするとし、関連国際基準機関・SPS 委員会のガイ
ドラインのほか、規制・行政制度その他規制当局の行政執行能力（performance）も考
慮に入れ、④条件付きの「部分的同等性」
（partial equivalence）の認定の途も用意し、
⑤特定品目に関し同等性の認定要請がなされていることを理由に現に行われている当
該品目の輸入を攪乱または中止（disrupt or suspend）してはならないことが規定され
ている。ASEAN・オーストラリアとの協定では、①SPS 協定および SPS 委員会が定
めるガイドラインに従い、当事国が同等性に関する取り決めを行うことができ、②当事
国は求められた場合には SPS 措置の同等性の認定手続に関する実施取り決めを定める
ための協議を開始しなければならないことが定められている。マレーシアおよび香港と
の協定は、同等性の認定対象を「一つの措置、措置のグループ、特定の分野の全体また
はその一部に適用されるシステム」としている。台湾との協定の規定は中国との協定の
①、②、③および⑤と共通であるが、新たに輸入当事国が同等性の評価手続を開始した
場合には輸出当事国に作業計画、進行状況を説明し、予期せぬ遅延が生じた場合には通
報を行うことが規定されている。
地域的な状況への適合については、チリ・シンガポール・ブルネイとの協定は、①締
約国が病虫害無発生地域を有する場合にはその現在のステータスおよびこれを維持す
るためになされている措置につき実施に関する取り決めに記載する、②輸入締約国は貿
易円滑化の見地から実施に関する取り決めに掲げる病虫害および輸出締約国の措置を
認知しなければならない、③当事国のいずれかが特定の病虫害に関し特別のステータス
を有すると考える場合にはこれに見合った動植物・同製品の輸入に関する特別の保証を
実施の関する取り決めの定めるところにより求めることができることが定められてい
る（「病虫害低発生地域」についての定めはなされていない）。中国との協定は、①他の
当事国からその領域の全部または一部が病虫害無発生地域または病虫害低発生地域で
あることを客観的に立証された場合には、当事国はその評価を行ったうえでこのステー
タスを認めることができる（may agree to recognize）、②この地域的な状況への適合の
認定に当たっての原則、基準および手続ならびにこのステータスに変更が生じたときの
リスク管理措置を定め、③これに基づき地域的な状況への適合の認定を共同作業グルー
プで行うこととされている。ASEAN・オーストラリアとの協定では、当事国は相互の
合意に基づき「地域的な状況への適合」（地域化）につき合意することができるとされ
るにとどまっている。マレーシア、香港および台湾との協定では、「地域、ゾーンおよ
び区画」
（regionalization, zoning and compartmentalisation）、すなわち「農場および
加工施設」
（farms and processing establishments）を含むさまざまなレベルで、これ
らが適切な SPS 措置（マレーシアとの協定では「適切なバイオセキュリティー措置」
（appropriate biosecurity measures））を有していることを認めることができるとして
いる。これらの協定では、
当事国が決定を行うことができる（may make determination）
とし、このための原則・手続を定めることを定めるとしている。台湾との協定はこれに
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加え、両当事国は地域化のステータスの変更が生じた場合のリスク管理手続をあらかじ
め定め、輸入当事国が地域化に関する検討を開始した場合には輸出当事国に作業計画、
進行状況を説明し、予期せぬ遅延が生じた場合の通報、検討の結果認定しないとの結論
が出た場合にはその理由を通知するとしている。
リスク分析に関し特に規定を置いているのは、中国との協定である（台湾との協定に
は置かれていない）
。リスク分析は SPS 措置が「正当な科学的根拠」
（a sound scientific
basis）を持つことを確保するための重要な手段であるとしたうえで、①リスク分析終
了までの予定表（timeline）を制定・運用するための原則とガイドラインを両当事国が
共同して決定し、これに基づき他の当事国からの市場アクセス要請上の優先順位に従っ
て行う、③担当部局における検討手順、適用される手法・基準に関する相互理解を深め
る見地から（ァ）当事国担当部局間の直接の関係を確立し、（ィ）分析の初期の段階で
必要な技術的情報につき要請当事国に伝達し追加的な情報が必要な場合には速やかに
明確に要請国担当部局に連絡するとともに追加的情報が提供されるまでの間は可能な
限り分析作業を継続する、（ゥ）分析作業を促進する見地から両当事国間の良好な作業
関係および相互の SPS 制度に対する信頼（trust）を考慮に入れるとしている。
チリ・シンガポール・ブルネイ、中国、マレーシア、香港および台湾との協定は、当
事国に輸出国の検査体制についての確認の規定を置いている。チリ・シンガポール・ブ
ルネイ、中国および台湾との協定はほぼ同内容で、①SPS 条項の効果的な実施につい
ての信頼性を維持する見地から、当事国が輸出当事国の検査手続について監査および確
認（audit and verification）を実施する権利を有する（shall have the right）、②監査・
確認は、輸出当事国の検査手続のレビューおよび現地確認を含めた権限ある当局の検査
システムについての評価を内容とし、③監査・確認結果および当事国以外の第三国から
の産品についての検査結果を当事国間で共有し使用することができることとされ、前二
者ではさらに当事国は輸入検査を実施する権利を有すること、輸入検査結果はこの確認
手続の一部をなすことが規定されている。マレーシアおよび香港との協定では、①輸出
国の規制上のコンプライアンス・システム（system of regulating compliance）に関す
る監査および確認を実施することができ（may carry out）、②監査・確認はリスクに基
づき（risk-based）
、コンプライアンスの記録に比例的なものとする（proportionate to
the record of compliance）
、③監査・確認は輸出当事国の SPS システム、関連施設につ
いてのサンプル現地調査、輸出当事国からの輸入品の一部についての確認とすることが
規定されている。
チリ・シンガポール・ブルネイ、中国および台湾との協定は、輸入検査についての規
定が特に置かれていることに特色がある。チリ・シンガポール・ブルネイとの協定は、
①動植物・同加工品に対する輸入検査は、これらの輸入に関わるリスクに基づき（based
on the risk associated with such importations）遅滞なく、また貿易への影響を最小に
しつつ（with a minimum effect on trade）行わねばならないこと、②輸入検査の頻度
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は要請があれば通知されること、この頻度は同等性に関する協議その他に基づき変更さ
れること、③輸入検査時に不適合な積荷が発見された場合には、輸入当時国がとる行動
はリスク評価に基づき行われるべき（should be taken on an assessment of the risks
involved）こと、④③の場合には可能な限り輸入者またはその代表者に当該積荷へのア
クセスおよび輸入国が最終的な決定を行うための関連する情報を提供する機会を与え
なければならないことを定めている。中国および台湾との協定のテキストはチリ・シン
ガポール・ブルネイとの協定のそれとほぼ同じであるが、興味深い相違点として①の輸
入検査が「輸入に関わるリスクに基づく（based on the risk associated with such
importations）」のみでなく、さらに「最小制限的なやり方で（in a manner that is
least-restrictive）行わねばならない」とされ、③の輸入検査時に不適合な積荷が発見
された場合に輸入当時国がとる行動は「リスク評価に基づき行われるべき（should be
taken on an assessment of the risks involved）
」に代えて「リスクに比例的であるべ
き（should be proportionate to the risk involved）」とされ、④についてはより詳細に
輸入者またはその代表者に加え輸出当事国の担当官にも積荷へのアクセスと情報提供
機会を与え、必要な場合にはサンプルについての共同テストを両当事国により実施する
ことが定められている。
輸入検査時に不適合な積荷が発見された場合の取り扱いについては、その他の国々と
の協定にも定められている。シンガポールとの協定は、当事国の当局が要件に適合しな
いことを確認した産品の市場からの撤去、国内移動の禁止、輸入禁止措置をとる権限を
制約するものではないこと、措置をとった場合には他の当事国に対し 15 日以内に理由
を付して通報すべきことを定めている。タイとの協定も、輸入された産品についての
SPS 措置・食品規格への不適合があった場合には、輸入当事国は輸出当事国に対して
可及的速やかにその詳細を通報するとともに、まず貿易の停止を避け輸出当事国に対し
て問題の発生原因の確認に努め、両当事国は後続の積荷に影響が及ばないようにするた
めの改善措置（remedial action）につき協議することが定められている。マレーシア
との協定はタイとの協定と同じテキストであるが、香港との協定は通報規定で重大な不
適合があった際に可及的速やかな通報、適切な対応措置についての両当事国間の協議、
貿易の中断を避け不適合の発生原因につき輸出当事国に確認するにとどめている。台湾
との協定では可及的速やかな通報義務のみが定められている。
通報・協議の対象範囲は、SPS 協定に比べはるかに広範かつ具体的に定められてい
る。両当事国間の貿易に直接・間接に影響を及ぼしうる SPS 措置および食品規格を制
定・変更するときには、その実施に可能な限り先立って通報すること（タイ）、病虫害
の発生状況など当事国における健康状況の重要な変更、病虫害に関する重要な科学的知
見、病虫害への対処・公衆衛生のために新たな措置をとる場合および予防接種等予防措
置に関する変更について締約国間で相互通報を行う（チリ・シンガポール・ブルネイ）
、
貿易に関連するあらゆる重要な食品安全上の問題（any significant food safety issue）
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または動物の健康、植物の健康・病害に関するステータスの変更について相互にすみや
かに通報する（マレーシア、香港、台湾）こととされている。
さらに、緊急事態の際の手続が定められているものがある。タイとの協定は、「自国
の関税地域への産品の輸入に起因して人、動植物の生命・健康に対する深刻な健康上の
明確に特定されたリスク（a clearly identified risk of serious health effects）がある状
況」と定義される「健康保護に関する緊急の問題」
（urgent problem of health protection）
に対処するため措置をとる場合には、実施から 1 日以内に通報するとともに両当事国は
貿易への攪乱（disruption to trade）を最小限のものとする見地から当該状況に関し速
やかに協議を行わねばならないとしている。チリ・シンガポール・ブルネイとの協定は、
①人、動植物の生命・健康に関する重大かつ緊急の懸念（serious and immediate
concern）がある場合にはただちに口頭で通報するとともに 24 時間以内に書面で確認
を行い、②人、動植物の生命・健康リスクに関する重大な懸念に関し当事国は 13 日以
内（中国、台湾との協定では 14 日以内）に協議を行い、貿易の攪乱を避けるためのあ
らゆる情報の提供と相互に受け入れ可能な解決を見出すよう努力する旨が定められて
いる。
さらに、暫定措置または緊急措置に関する規定が置かれているものがある。チリ・シ
ンガポール・ブルネイおよび中国との協定では、当事国は人、動植物の生命・健康に関
する「重大な事由」
（serious grounds）に基づきこれらを保護するために必要な暫定措
置（provisional measures）をとることができ、このような場合には他の当事国に 24
時間以内に通報するとともに、要請があったときには原則として 13 日以内（中国の場
合 8 日以内）に協議を行わなければならないとされている。マレーシア、香港および台
湾との協定では、
「重大な事由」に基づきとられるのは緊急措置（Emergency Measures）
とされ、チリ・シンガポール・ブルネイとの協定の暫定措置と同じテキストが採用され
ているが、通報は 24 時間以内（マレーシア、香港）ないし 48 時間以内（台湾）
、協議
は 8 日以内（香港）ないし 14 日以内（マレーシア、香港）に行うこととされている。
すでにオーストラリアの項で見たように、ASEAN・オーストラリアとの協定では、コ
ンタクトポイントへの通報対象として輸出当事国の輸出に影響を与える人、動植物の生
命・健康を保護するための暫定措置（provisional sanitary or phytosanitary measure）
があり、輸出産品に重大な SPS 上のリスクが関連しうる（may be associated with a
significant SPS risk）場合には輸出当事国は可能な限り輸入当事国に情報を提供する
こと、また他の当事国の SPS 措置について協議が必要と認められる場合には詳細な説
明を求め当該措置の適用から生じる特定の問題につき懸念を解決する（resolve any
concerns on specific issues）ための協議を要請することができ、協議は要請から 30 日
以内に開始し、要請から原則として 60 日以内に相互に満足すべき解決を目指し、解決
が得られない場合には協定の上部委員会に付託することが定められている。
特定の事項についての当事国の権利・義務に関する規定を置いているのは、シンガポ
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ールとタイとの協定の「適切な保護水準」に関する規定である。シンガポールとの協定
は、SPS 条項が「人の健康・安全性、動植物の生命・健康、または環境の保護のため
に必要と考えられる保護の水準（level of protection it considers necessary）を当事国
の規制当局が決定する権限を制限するものではない」こと、タイとの協定も SPS 条項
が「SPS 協定のもとでの権利義務と整合して人、動植物の生命・健康の適切な保護水
準を達成するために必要な措置を採用、実施、維持することを妨げるものではない」こ
とを規定している。また、シンガポールの協定は「国際基準が効果的・効率的でない場
合を除き、SPS 協定および TBT 協定に整合して国際基準を用いなければならない」旨
の規定を置いている。
交換公文は、調査した限りでは存在しない。
（4）貿易問題の解決・紛争処理
ニュージーランドの地域貿易協定は、タイおよび ASEAN・オーストラリアとの協定
を例外として、地域貿易協定の紛争処理手続が適用される。ただし、いずれも SPS 分
野に関する協議の場での解決の努力がまずなされねばならない。
シンガポールとの協定は、SPS 条項の実施に関する問題または紛争（questions or
disputes）について協定のレビューメカニズムにより解決に努め、これにより相互に満
足しうる解決が見出されない場合に協定の紛争処理手続による旨を定めている36。タイ
との協定では、SPS 条項に関する技術的・科学的事項を解決するための「技術作業グ
ループ」で解決できなかった場合には「貿易の攪乱を最小限にしつつ」
（with the least
disruption to trade）相互に受け入れ可能な解決に達する見地から「共同 SPS 委員会」
に報告し、この場でも解決しえなかった時には上部委員会である「共同委員会」に付託
される。これでも解決できない場合には、タイの協定の紛争処理規定は SPS 条項に適
用されないこととされているので、WTO の紛争処理手続に訴えざるを得ないと解され
る37。チリ・シンガポール・ブルネイとの協定の場合、当事国は SPS 措置の適用に関す
る問題を解決するために二国間協議の要請を行うことができることとされ、いずれかの
当事国が必要と認めた場合に委員会にこの協議の円滑化を要請することができ、委員会
はこのためのアドホック作業グループを設置し、この作業グループが勧告を委員会に提
出する。以上の協議は協定の紛争処理手続上の権利を害しないとされているので、当事
国はいつでも協定の紛争処理手続が援用可能であると解される。中国および台湾との協
定の場合、SPS 条項に関する技術的・科学的事項を解決するための「技術作業グルー
プ」での検討とは別に、当事国の当局間で問題を協議し解決する途も設けられ、そのた
めの作業グループの設置を行うことができることになっている。SPS 条項には紛争処
36

紛争処理規定では、両当事国が締約国となっている他の協定における紛争処理手続を援
用することを妨げるものではない旨の規定がある。
37 SPS 条項で、
「WTO 協定の紛争解決了解のもとでの当事国の権利を害することなく、こ
の協定の紛争処理条項はこの章[SPS 条項]には適用されない」ことが規定されている(第
6.13 条)。
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理に関する規定が置かれておらず、紛争処理規定では適用範囲から SPS 条項が除外さ
れていないので、チリ・シンガポール・ブルネイとの協定と同様の扱いと解される。マ
レーシアとの協定でも「技術作業グループ」での検討とは別に、当事国が必要と認めた
場合にはコンタクトポイントを通じて措置をとることの必要性と目的につき説明を求
めたうえで、協議要請を行うことができることとされている。同様に SPS 条項には紛
争処理に関する規定が置かれておらず、紛争処理規定ではその適用範囲から SPS 条項
が除外されていない。香港との協定もマレーシアの協定と同様、当事国が必要と認めた
場合にはコンタクトポイントを通じて措置をとることの必要性と目的につき説明を求
めたうえで、協議要請を行うことができることとされている。ただし、通報・協議およ
び緊急措置に関しては協定の紛争処理手続または WTO の紛争処理手続を援用できる
旨の規定が SPS 条項に置かれている38。
（5）GATT 第 20 条類似条項
シンガポールとの協定は、同条柱書のテキストから「同じ条件のもとにある」を削っ
たテキストをモノ・サービスまたは投資に関する一般的例外規定として置いている。タ
イとの協定では、GATT 第 20 条柱書と同文のテキスト（「同じ条件のもとにある」を含
む）をモノの貿易に関する一般的例外条項として置いている。チリ・シンガポール・ブ
ルネイ、中国、ASEAN・オーストラリア、マレーシア、香港および台湾との協定は、
GATT1994 第 20 条とその解釈ノートが必要な変更を加えたうえで体化されていること
およびマレーシアとの協定を除き第 20 条（b）が人、動植物の生命・健康を保護する
ために必要な環境措置を含むことが了解されている39。
5.

カナダ
カナダが締結し現時点で実施されている地域貿易協定は 8 である。カナダは WTO 発

足の翌年にイスラエルとチリとの間、2001 年にコスタリカとの間で締結したのち、2008
年から 2010 年にかけて 4 ヵ国・地域との間で締結した。
これらのうち SPS 条項を欠くのはチリとの地域貿易協定のみであるが、イスラエル、
EFTA、ヨルダンとの間では「SPS 措置に関する当事国の権利義務は SPS 協定の定め
る（govern）ところによる」旨が規定されているのみであるので、実質的に SPS 条項
を置いていると言えるのはコスタリカ、ぺルー、コロンビアおよびパナマとの地域貿易

SPS 条項で、これらの規定に基づく協議要請は「この協定の紛争処理条項または WTO
協定の紛争解決了解のもとでの当事国の権利義務を害するものではない」旨が規定されて
いる（第 14 条）
。
39 マレーシア、香港および台湾との協定ではこの旨の規定に加え、SPS、TBT、サービス
貿易、自然人の移動、投資等に関する条項に関し、GATT1994 第 20 条（b）柱書のテキス
トの「同じ条件のもとにある」を「似た（like）条件のもとにある」に改めた要件のもとで、
国家的建造物や歴史的・考古学的価値を有する遺跡の保護または国家的な価値のある創造
的作品の支援を行うことを妨げるものではないことが規定されている。
38
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協定である。
カナダのこれら 4 ヵ国との地域貿易協定の SPS 条項は、SPS 分野についての場の設
置を内容とする簡素な内容であること、紛争発生の回避に重点を置き、地域貿易協定の
紛争処理条項の援用を行わないとしていることに特色がある。ただし、紛争処理につい
ては最新のパナマとの協定では紛争処理条項の援用を可能とする方向に転換している
ように見受けられる。
（1）SPS 条項を置く目的
SPS 条項に目的規定が置かれているペルーとコロンビアとの協定では、①人、動植
物の生命・健康の保護、②SPS 措置が正当化できない貿易障壁とならないよう確保す
る、③SPS 協定の実施の促進の三つが目的として挙げられており、パナマとの協定で
は他の協定との関係に関する規定で、SPS 条項を置く目的を SPS 協定の実施の促進で
としている。
（2）SPS 協定との関係
コスタリカ、ぺルー、コロンビアおよびパナマとの地域貿易協定すべてにおいて、SPS
協定に基づく権利義務の確認規定がある（コスタリカとの協定では「権利義務の再確認」
、
ペルーとコロンビアとの協定では「既存の権利義務の確認」、パナマとの協定では「当
事国の権利義務については SPS 協定の定めるところによる（govern）」とされていると
いった表現の相違がある）
。
（3）SPS 条項の内容
いずれの SPS 条項も、SPS 分野に関する協議の場を設置している。カナダが初めて
SPS 条項を置いたコスタリカとの協定では、設置の目的を①食品安全および SPS に関
する状況の改善の見地から関連する WTO 協定と完全に整合し（fully consistent with）
支持する（supportive of）やり方でこの分野での両当事国の規制の効果を増進すること、
②両当事国間の紛争の回避の見地から二国間の問題（issues）に関する論議（discussions）
を円滑化する旨が規定されている。委員会の任務は具体的に例示され、①SPS 分野の
技術的・制度的な協力計画の立案、実施、レビュー、②なかでも相互認証・同等性の認
定、品質管理・検査・認証手続に関する具体的な実施に関するガイドラインの策定、③
SPS 措置の透明性の向上の推進、④SPS 関連問題（sanitary and phytosanitary-related
problems）の特定と解決（identification and resolution）、⑤病虫害無発生地域の認定、
⑥多国間または国際的な場での SPS 問題（issues）に関する二国間協議の推進が挙げ
られている。ペルーとコロンビアとの協定は同文で、上記に加えて新たに⑦SPS 措置
の立案と適用に関する協議、⑧両国間の特定の市場アクセス問題（issues）の進捗状況
のレビューと評価、⑨必要な場合のアドホックの技術的作業部会の設置が追加され、②
と⑤が統合されて実施ガイドラインの策定の対象として相互認証・同等性の認定、病虫
害無発生地域の認定、リスク評価手続、品質管理・検査・認証手続が挙げられるととも
に、実施ガイドラインの策定に際しては WTO その他関連国際機関によるガイドライン
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を考慮に入れる旨が追加され、⑥については WTO の SPS 委員会、関連国際機関はじ
め食品安全、人、動植物の生命・健康の保護に関する国際・地域機関における SPS 問
題についての二国間協議の推進に改められた。
委員会の会合は原則として年 1 回開催される。ペルーとコロンビアとの協定では、電
話・テレビ会議その他の方法によることができる旨が特に規定されている。
一方、パナマとの協定では委員会の設置ではなく「SPS コーディネーター」を任命
し、これが①貿易に影響を与える SPS 措置の立案と適用に関する協議を含め SPS 問題
（issues）の回避と解決（avoidance and resolution）に関連する連絡（communication）
、
②貿易に影響を与える SPS 措置に関連する特定の問題を解決するための技術・制度面
にわたる協議、③SPS 措置の透明性の向上の推進、④WTO の SPS 委員会、関連国際
機関はじめ食品安全、人、動植物の生命・健康の保護に関する国際・地域機関における
SPS 問題についての二国間協議の可能な限りの推進が挙げられ、さらに必要な場合に
はアドホックの技術的作業部会を設置することできるとされている。コーディネーター
間の連絡は、電話・テレビ会議、国際会議に出席する機会の利用その他の方法によるこ
とができるとされている。
交換公文は、調査した限りでは存在しない。
（4）貿易問題の解決・紛争処理
興味深いのは、ペルー、コロンビアおよびパナマとの協定に「SPS 問題の回避と解
決（Issues Avoidance and Resolution）
」と題する規定が置かれていることである。こ
の規定では、両当事国は貿易に関連する SPS 上の問題を速やかに解決するため、問題
となっている措置の科学的根拠（basis）の評価を含む事項を解決するための必要な技
術レベルの論議（discussion）を行うこととされている（ペルーおよびコロンビアとの
協定では、委員会の任務である「SPS 措置の立案と適用に関する協議」と「関連国際
機関における SPS 問題についての二国間協議」の「協議」は、紛争処理手続における
意味での「協議」ではない旨の脚注が特に置かれている）。
このような手続によっても問題を速やかに（expeditiously）解決することができない
場合には、地域貿易協定の全体委員会に報告される。紛争に発展した場合については、
コスタリカ、ペルーおよびコロンビアとの協定に SPS 措置に関する「あらゆる公式の
紛争」
（any formal dispute）に WTO の紛争処理手続を援用する旨の明示的な規定が置
かれている。最も新しいパナマとの協定ではこのような規定がなく、地域貿易協定の紛
争処理条項40が適用されると解される。
（5）GATT 第 20 条類似条項
すべての地域貿易協定は、SPS 条項の有無を問わずその一般規定で「GATT 第 20 条
または両当事国が締結した承継協定の同様の規定（any equivalent provision of a
環境および労働に関する条項については紛争処理条項の適用から除外されることが
規定されている。
40
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successor agreement）とともにこの協定に包含されている（incorporate）」ことおよ
び人、動植物の生命・健康を保護するための環境措置（environmental measures）が
GATT 第 20 条（b）に含まれることを両当事国が了解する旨規定している41。
6.

日本
日本が締結し現時点で実施されている地域貿易協定は 13 である。2002 年 1 月に調印

されたシンガポールとの協定に始まり、2004 年以降ほぼ毎年締結されている。これら
のうち、SPS 条項を有しているのはメキシコ、マレーシア、チリ、ASEAN、スイス、
インドおよびペルーとの協定である。2008 年以降締結された協定はすべて SPS 条項を
有しているが、それ以前に締結された協定のうち SPS 条項を有しているのはメキシコ、
マレーシアおよびチリのみである。インドとの協定には、SPS 措置のみでなく規格・
認証手続とあわせた条項が置かれている。
日本の地域貿易協定の SPS 条項は、目的規定を欠き、SPS 分野に関する協議の場の
設置を内容とする簡素な内容であり条文テキストが定型化されていること、地域貿易協
定の紛争処理条項を適用しない旨明示的な規定があることに共通の特徴がある。
（1）SPS 条項を置く目的
日本の地域貿易協定には、SPS 条項を置いた目的に関する規定は置かれていない42。
（2）SPS 協定との関係
すべての SPS 条項に、SPS 協定上の権利・義務の確認規定が置かれている。
（3）SPS 条項の内容
日本の地域貿易協定の SPS 条項の内容は、SPS に関する小委員会と SPS 措置に関す
る照会所を設置することでほぼ共通している。小委員会の任務は、
「SPS 上の事件の発
生、SPS 措置の制定・変更に関する情報交換、相互に受け入れ可能な解決を目指して、
SPS 上の措置から生じる特定の問題を明らかにし、これに取り組むため、科学に立脚
した協議を行う」ことで共通し、メキシコとマレーシアとの協定ではさらに小委員会が
補助機関として作業部会を設置することができるとされている。なお、インドとの協定
では小委員会は「相互に受け入れ可能な解決を目指して、SPS 上の措置から生じる特
定の問題を明らかにし、これに取り組むため、両国が合意する時期と場所で、科学に立
脚した協議を行う」とされている。以上の例外として、スイスとの協定は組織規定を欠

GATT 第 20 条とともに注釈・解釈了解についてもあわせ規定しているのは初期の協定
（イスラエル、チリ、コスタリカ）においてである。また、
「両当事国が締結した承継協
定の同様の規定」について触れていないもの（EFTA、ペルー、ヨルダン、パナマ）が
ある。
42 直近のペルーとの協定の基準・認証に関する条項（第 6 章）に目的規定（第 91 条）が置
かれているので、個別の分野に関し目的規定を置かない方針で起草されているとは言えな
い。地域貿易協定を締結する目的規定は一般規定の冒頭で定められているが、ペルーとの
地域貿易協定ではこのような目的規定すら置かれていない。
41
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き、
「相互に受け入れ可能な解決を目指して、SPS 上の措置から生じる特定の問題を明
らかにし、これに取り組むため、両国が合意する時期と場所で、科学に立脚した協議を
行う」旨が規定されているのみである。
交換公文は、調査した限りでは存在しない。
（4）貿易問題の解決・紛争処理
すべての SPS 条項に、協定の紛争解決手続を適用しない旨の規定が置かれている。
なお、インドとの協定では「両当事国が特段の合意を行う場合を除き」の文言が付け加
えられている。
（5）GATT 第 20 条類似条項
シンガポールとの協定を除くほぼすべての協定で、GATT1994 第 20 条が「必要な変
更を行ったうえで組み込まれ一体となっている」旨の規定が置かれている（シンガポー
ルとの協定の安全保障・一般的例外条項（第 4 条）が規定しているのは戦時等国家安全
保障上の事態についての例外である。タイとの協定は GATT1994 第 20 条を準用する旨
のテキストとなっている）
。

Ⅲ 地域貿易協定の SPS 条項に見る「重畳化」とその含意
本節では、以上の主要国による地域貿易協定の SPS 条項の分析結果をもとに、まず
主要国の SPS 条項の「重畳化」の実態を冒頭の作業仮説に基づき検証し、
「重畳化」の
の含意を検討したうえで、今後のローカル・ルール形成のなかで我が国がどのようにル
ール形成にかかわってゆくべきかについて私見を交えて若干の考察を行う。
1.

主要国の SPS 条項の「重畳化」の実態と作業仮説による検証

（1）主要国の SPS 条項の特徴
前節での分析の結果、主要国の SPS 条項の特徴を次のように整理することができる。
（ァ）主要国の SPS 条項のパターン
主要国の SPS 条項はそれぞれ顕著な特徴を有し、テキストを一見しただけでどの主
要国が締結した地域貿易協定か判別することが可能である。とはいえ、これら主要国の
地域貿易協定の SPS 条項には、SPS 分野に関する協議の場の設置規定および SPS 協定
に基づく権利義務の確認規定を有するという、共通項が存在する。主要国の地域貿易協
定間で差異が生じるのは、①SPS 分野に関する協議の場の設置に加えて SPS 協定の特
定の規定――同等性（第 4 条）
、地域化（第 6 条）、透明性（第 7 条）
、検査・承認手続
（第 8 条）など――に関し詳細な SPS 条項を置くか否か、および②SPS 分野に関し当
事国間で貿易問題が発生した場合に地域貿易協定の紛争処理手続を援用するか否かの
2 点についてである。
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この観点から主要国の地域貿易協定の SPS 条項を分類すると、米国、カナダおよび
日本の SPS 条項は SPS 分野に関する協議の場の設置規定、SPS 協定に基づく権利義務
の確認規定および地域貿易協定の紛争処理手続を援用しない旨の規定の三つを主内容
とし、SPS 協定の特定の規定に関する条項を置かない点で、同一のグループに属する。
同一グループに属させることができるとはいえ、これら参加国のアプローチにはそれぞ
れ特徴がある。米国は SPS 分野に関する協議の場を相互理解の増進や問題解決の手段
としつつ、具体的な関心事項について交換公文により担保するというアプローチをとる
43。カナダは米国と同様のアプローチをとるものが多いものの、SPS

条項で単に「SPS

分野については WTO の SPS 協定の定めるところによる」とする、いわば WTO 中心
主義のアプローチをとっているものも尐なくないという特徴を有している。日本につい
ては、SPS 条項を有しない地域貿易協定が相当数あること、SPS 条項に目的規定を欠
きテキストが定型化されていること、SPS 協定に定めがある照会所の設置規定を置い
ている点で、前二者と異なっている。
その他の EU、オーストラリアおよびニュージーランドの SPS 条項は、SPS 分野に
関する協議の場の設置規定や SPS 協定に基づく権利義務の確認規定にとどまらず、
SPS
協定の特定の規定――同等性（第 4 条）、地域化（第 6 条）
、透明性（第 7 条）、検査・
承認手続（第 8 条）など――に関し詳細な条項を置いている点で、共通の特徴を有して
いる。共通の特徴を持つとはいえ、これらの国々にはそれぞれアプローチの相違がある。
EU の地域貿易協定が地中海沿岸諸国や旧東欧諸国のような「周辺国」との間では SPS
条項を欠く一方、その他の国々との間では SPS 条項を有する地域貿易協定を締結して
いる点で、地域貿易協定に例外なく SPS 条項を有するオーストラリア、ニュージーラ
ンドと顕著な対照をなしている。EU の地域貿易協定で SPS 条項が置かれているもの
についても、詳細に規定されているものと、簡潔な規定を有するものの二つのグループ
がある。オーストラリアとニュージーランドの地域貿易協定の SPS 条項はともに詳細
な規定を有するが、ニュージーランドの場合は基本的な考え方を条文で規定し詳細は実
施のための取り決めに譲ることとしているものが多い。
地域貿易協定の紛争処理手続の援用については、オーストラリアは EU およびニュー
ジーランドと異なるアプローチをとる。オーストラリアは、シンガポールとの協定を除
き SPS 分野に関する貿易問題が紛争に発展した場合でも地域貿易協定の紛争処理条項
を援用しないこととしている点で、米国、カナダ、日本と同じである。EU の場合、地
域貿易協定の紛争処理条項が原則として援用され（紛争処理条項を援用しない旨の明示
規定を有する韓国との協定は唯一の例外である）
、最近の協定では SPS 分野に関する協

こうした点は、北米自由貿易協定（NAFTA）が詳細な SPS 条項を有していること（第
709 条～第 724 条）
および同協定の紛争処理手続の対象となっていることと対照的である。
NAFTA とは異なり、その後の米国の地域貿易協定が WTO の存在を前提にしていることが
このような相違の基本的な理由であると考えられる。
43
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議の場での協議が紛争処理条項の協議と見なされることとされている。ニュージーラン
ドの SPS 条項には地域貿易協定の紛争処理条項を適用することとしているものが多い
ものの、EU におけるような紛争処理手続への移行の自動性はない。また、タイおよび
ASEAN・オーストラリアとの地域貿易協定では、SPS 分野に関する協議の場での解決
が困難な場合には、カナダの場合と同様上部委員会に付託し地域貿易協定の紛争処理条
項を適用しないこととしており、この点ではオーストラリアの地域貿易協定の SPS 条
項に近い。
注意すべきは、地域貿易協定の紛争処理条項の援用に以上のような相違が主要国間で
見られるものの、いずれも SPS 分野に関する協議の場でまず問題の解決を目指す点で
は共通していることである。この考え方をもっとも明確に表明しているのはカナダであ
る。カナダの地域貿易協定の SPS 条項では、SPS 分野に関する協議の場に SPS 問題発
生の「回避と解決」の役割が期待され、この場で解決できなかった場合には紛争処理手
続に移行するのでなく上部組織である全体委員会に付託し、「あらゆる公式の紛争」に
WTO の紛争処理手続を援用することが明示的に定められている（SPS 分野に関する協
議の場での「協議」が紛争処理条項における「協議」とは異なることも規定されている）
。
以上を要約すれば、主要 6 ヵ国の地域貿易協定の SPS 条項は、
（ⅰ）SPS 協議の場の設置を主たる内容とし、SPS 分野の貿易問題について地域貿易
協定の紛争処理条項を援用しない米国、カナダ、日本のグループ
（ⅱ）協議の場の設置にとどまらず SPS 協定の特定の規定に関して詳細な規定を置く
EU、オーストラリア、ニュージーランドのグループ
の二つに分けることができる。後者のグループでは EU が地域貿易協定の紛争処理条項
を SPS 分野の貿易問題へ適用することとし、ニュージーランドもほとんどが EU と同
様のアプローチをとっているのに対し、オーストラリアは紛争処理条項を適用しないア
プローチをとる点では、（ⅰ）のグループの国々と同じである。これら二つのグループ
では米国が協議の場で SPS 分野の問題をケース・バイ・ケースで処理してゆくアプロ
ーチ、EU が SPS 分野に関して紛争処理を含む詳細なルールを地域貿易協定上成文化
するアプローチの両極をなしている。
（ィ）主要国の SPS 条項への「影響力」
主要国の SPS 条項に特色があるのは、主要国が地域貿易協定協定を交渉する際に自
らの考え方・利益に沿った内容を SPS 条項に盛り込むことができたからである。主要
国以外の国々・地域は、それぞれの考え方や利害関心を地域貿易協定交渉において反映
させようとするものの、程度の差はあるものの主要国の「型にはめられる」44。

44

特定の分野をとりあげて地域貿易協定を分析した例として、
「貿易円滑化」や「貿易救済
措置」に関するもの（財務省関税局[2013a,b]）がある。貿易救済措置についても「税関手
続きを含む貿易円滑化に関する規定と同様、各国が通商交渉において目指している目的を
色濃く表している」ことが指摘されている（同[2013b]31 頁）
。
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地域貿易協定の SPS 条項の二つのグループの対極をなす米国および EU と地域貿易
協定を締結しているのは、ヨルダン、チリ、モロッコ、ペルーおよび韓国の 5 ヵ国であ
る。これらの国々は、相手国が米国の場合には「米国型」
、EU の場合には「EU 型」の
SPS 条項に合意している（表 2）45。SPS 分野の紛争に地域貿易協定の紛争処理条項を
援用しない内容の SPS 条項を持つ韓国と EU との地域貿易協定は唯一の例外である46。

表2

ヨルダン

米国、EU と 5 ヵ国の地域貿易協定の SPS 条項

米国

EU

同等性の認証手続・紛争処理に関する規

なし（1997）

定なし（2000）
チリ

協議の場の設置・紛争処理手続規定不適

詳細な規定を有する・紛争処理手

用・交換公文（2003）

続規定を適用（SPS 委員会の協議
は紛争処理手続上の協議と見な
す）
（2002）

モロッコ

優先援助分野の特定・紛争処理手続規定

なし（1996）

不適用・交換公文（2004）
ペルー

協議の場の設置・紛争処理手続規定不適

詳細な規定を有する・紛争処理手

用・交換公文（2006）

続規定を適用（SPS 委員会の協議
は紛争処理手続上の協議と見な
す）
（2012）

韓国

協議の場の設置・紛争処理手続規定不適

簡単な規定を有する・紛争処理手

用（2007）

続規定不適用（2010）

注：（）内は調印年。
ASEAN とその加盟国はいずれも米国、EU と地域貿易協定を締結していない一方、
オーストラリア、ニュージーランドおよび日本とは締結している。ASEAN および加盟
国のこれら 3 ヵ国との地域貿易協定の SPS 条項を整理すると、ASEAN とその加盟国
も主要国それぞれの「型」に合わせた内容の地域貿易協定を締結していることが明らか
となる（表 3）。
45

チリは他の主要国すべてとそれぞれの主要国の「型」に沿った内容の地域貿易協定を締
結している。オーストラリアとはコンタクトポイントを指定し紛争処理条項を援用しない
内容、
（シンガポール・ブルネイとともに）ニュージーランドとは協議の場の設置のみなら
ず詳細な規定を有し紛争処理条項を援用する内容、日本と協議の場を設置し紛争処理条項
を援用しない内容、カナダとは SPS 条項を欠く内容となっている。
46 まず米国と地域貿易協定交渉に合意し、これをもとに EU との地域貿易協定交渉を行っ
た経緯も影響していると考えられる。
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表 3 ASEAN・同加盟国と主要国との地域貿易協定の SPS 条項
オーストラリア

ニュージーランド

日本

詳細な規定を有する/

詳細な規定を有する/紛

協 議の 場の 設置 /紛争

紛争処理条項を適用

争処理条項を適用しな

処理条項を適用しない

しない（ニュージーラ

い（オーストラリアと

（2008）

ンドとともに 2009）

ともに 2009）

インドネシア

―

―

なし（2007）

タイ

詳細な規定を有する/

詳細な規定を有する/紛

なし（2007）

紛争処理条項を適用

争処理条項を適用しな

しない（2004）

い（2005）

比較的詳細な規定を

詳細な規定を有する/紛

協 議の 場の 設置 /紛争

有する/紛争処理条項

争処理条項を適用可能

処理条項を適用しない

ASEAN

マレーシア

を適用しない（2012） （2009）

（2005）

フィリピン

―

―

なし（2006）

シンガポール

相互認証手続が中心/

相互認証手続が中心/紛

なし（2002）

紛争処理条項を適用

争処理条項を適用可能

可能（2003）

（2000）

―

詳細な規定を有する/紛

ブルネイ

なし（2007）

争処理条項を適用する
（チリ・シンガポール
とともに 2005）
ベトナム

―

―

協 議の 場の 設置 /紛争
処理条項を適用しない
（2008）

注：（）内は調印年。
興味深いのは、①オーストラリアとニュージーランドが相前後して ASEAN 加盟国と
地域貿易協定を締結していること、②オーストラリアとニュージーランドではオースト
ラリアの方が自国の SPS 条項のパターンに持ち込む「影響力」が大きいこと、そして
③SPS 分野に関する協議の場の「重畳化」の処理方法がオーストラリア、ニュージー
ランド、日本ではそれぞれ全く異なっていることである。
ASEAN がその他の国々との貿易関係について共通の利害関心を持つ以上、その地域
貿易協定で SPS 分野に関し協議の場を設けることは当然である。他方、実際に貿易関
係を持つのは ASEAN 加盟国であり、加盟国が独自に地域貿易協定を締結してその地域
貿易協定に SPS 分野に関する協議の場を設けることもありうる。しかしながら、SPS
分野に関する協議の場を「屋上屋を重ねる」形で設けることは、協議の場の管轄問題も
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さることながら、コスト面の問題を生じる。この問題については、ASEAN とオースト
ラリア・ニュージーランドとの協定では ASEAN としての協議の場のほかに二国間で協
議を行う途が設けることで、一応の整理がなされている。一方、日本の地域貿易協定で
は、ASEAN との地域貿易協定に基づく SPS 分野に関する協議の場が唯一の協議の場
となっている加盟国（インドネシア、タイ、フィリピンなど）と ASEAN との地域貿易
協定および二国間の地域貿易協定に基づく SPS 分野に関する協議の場が二重に存在す
る加盟国（マレーシア、ベトナム）とが存在する。この後者のケースについては、オー
ストラリア・ニュージーランドによる協定の場合と異なり、整理規定が置かれていない。
最後に極めて興味深いのは、これまでのところ主要国同士の地域貿易協定の締結は比
較的尐なく、主要国とその他の国々との締結が主であったこと、なかでも上記の二つの
グループ同士の組み合わせによる地域貿易協定の締結は米国・オーストラリア（2004
年）の一事例にとどまっていることである47。EU、オーストラリア、ニュージーラン
ド 3 ヵ国のうちオーストラリアの SPS 条項が米国をはじめとする（ⅰ）グループのパ
ターンに近く、いわば「親和性」が高いことを考えれば、（Ⅰで取り上げた地域貿易協
定締結の政治的動機の存在を別にして）この組み合わせは当然と言える。この SPS 条
項は典型的な「米国型」である。
（2）作業仮説による検証
主要国の地域貿易協定の SPS 条項を分析するに当たり、Ⅰで次の作業仮説を立てた。
「ある WTO 加盟国が他の WTO 加盟国と地域貿易協定を締結しようとするときに、WTO
協定でルールがすでに定められている分野について規定を盛り込むには、WTO 協定で定
められたルールに満足している場合とこのルールに満足していない場合の二つの場合が
ありうる。
WTO 協定のルールに満足している場合であっても、（ⅰ）地域貿易協定の当事国間の
貿易関係において必要と認められた事項を規定することがありうる。その際、
（ⅱ）WTO
協定上すでに規定されていることであっても地域貿易協定上再確認することがありうる。
一方、WTO 協定のルールに満足していない場合、WTO 加盟国としては WTO の場で
ルールの見直しを提案するにしても、当面は地域貿易協定を締結する当事国間で（ⅲ）
WTO 協定の不十分さや不備（法の欠陥）を「補完」し、あるいは（ⅳ）WTO 協定がル
ールとして緩過ぎる、ないし厳格に過ぎる点をより適切と考えられるルールに「代替」
することがありうる。」

この作業仮説を SPS 条項の主な内容について検証する。
（ァ）目的規定および SPS 協定との関係規定
主要国が地域貿易協定に SPS 条項を置く意図は、その目的規定に反映しているはず
である。主要国の規定は、（目的規定を欠く日本を別にして）地域貿易協定を締結する
2013 年 10 月、EU・カナダ地域貿易協定交渉が合意された旨発表されたが、条文テキス
トは未公表である。
47
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相手国によりテキストの書き振りが異なるものの、SPS 協定のルールの「書き換え」
の意図を闡明したものはない。むしろ、「SPS 協定の実施の推進」、当事国間の「相互
理解の増進」、先進国による途上国の「支援」や「キャパシティ・ビルディング」とい
った、グローバル・ルールである SPS 協定の実施をローカル・ルールである地域貿易
協定においても推進することの意図表明を基調とする。
また、
「人、動植物の生命・健康の保護」の必要性を確認しつつ SPS 分野での問題の
解決を通じた貿易の「円滑化」
（facilitate）の必要性を強調したものが多い一方、
「貿易
自由化」を目的として掲げたものはない。この点、関税撤廃を通じた「貿易の自由化」
が地域貿易協定締結の目的として強調されていることとは対照的である。
こうした SPS 協定の目的規定のテキストが GATT における地域貿易協定48の要件を
意識したものであることは明白である。GATT は、「当事国間の経済の一層密接な統合
を発展させて貿易の自由を増大すること」が望ましいとの認識の下、地域貿易協定が「構
成領域間の貿易を容易にする（facilitate）」ことを目的に関税および「その他の制限的
通商規則」
（other restrictive regulations of commerce）を「構成地域間の実質上のす
べての貿易について廃止する」ものであると規定する。この「その他の制限的通商規則」
からは「第 20 条の規定に基づいて認められるもので必要とされるものを除く（except,
where necessary）」とされているものの、地域貿易協定を締結した主要国はいずれも
SPS 措置を関税と同一次元では取り扱うべきではないと判断したと言えよう。
確かに、GATT ウルグアイ・ラウンドでの SPS 交渉の結果 GATT 第 20 条柱書およ
び（b）項の解釈了解ではなく SPS 協定が合意されたのは、SPS 措置が非関税障壁の
一種ではあるものの削減や撤廃すべき措置ではなく、加盟国がこうした措置をとる権利
を認めたうえで行動規範としてのルールを定めるべきと認識されたからであった。地域
貿易協定を締結することにより当事国間の関税の削減や撤廃をウルグアイ・ラウンドで
合意されたよりもさらに一層進めることを意図するものであればあるほど、地域貿易協
定に SPS 条項を置くことが関税の削減・撤廃とは異なる目的意識に基づくものである
ことを表明せざるを得なかったのである。
地域貿易協定に SPS 条項を置く目的が上記のとおりならば、SPS 協定に基づく権利
義務の確認規定を置き、地域貿易協定の締結により SPS 協定により定められた権利義
務関係を変更する意図がないことを当事国間で確認することは当然である（テキストに
より「既存の」を付しているもの、
「再確認」か「確認」かの表現の相違はあるものの、
これらの相違と SPS 条項の実体的な規定内容との間に明確な相関関係は見られない）。
SPS 条項の目的規定と SPS 協定との関係規定の検討から、主要国が地域貿易協定に
SPS 条項を置くのは、SPS 協定のルールへの不満からこれを変更する意図を持ってい
ることによるものではないと結論付けることができる。
GATT は関税同盟および自由貿易協定について規定している（第 24 条）が、ここでは便
宜上「地域貿易協定」を用いる。
48
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（ィ）SPS 条項の内容から見た検証
主要国の地域貿易協定の SPS 条項は、
（ⅰ）SPS 協定に規定のある項目についてのも
のと（ⅱ）SPS 協定に明示的に規定のない事項についてのものに大別される。
（ⅰ）SPS 協定に規定のある項目についての条項
EU、オーストラリアおよびニュージーランドの地域貿易協定の SPS 条項に見られる、
SPS 協定の同等性（第 4 条）
、
「地域化」
（第 6 条）、透明性（第 7 条、附属書 B）に関
する詳細な手続規定がこれに該当する。
次の二つの表は、同等性および「地域化」について、詳細な規定を置く EU・チリ間
の地域貿易協定の該当条項と SPS 協定の規定を比較したものである（表 4、5）
。SPS
協定発効後、SPS 委員会ではこれら規定に関するガイドラインが検討されていること
から、これも併せて示した49。

表 4 同等性に関する SPS 協定と EU・チリ地域貿易協定の比較
SPS 協定

（
《》内はガイドライン）

EU・チリ地域貿易協定

基

輸出国と輸入国間で異なる SPS 措置をとって

当事国は SPS 措置、措置のグループ

本

いる場合であっても、輸入国は輸出国のそれを

または一つの分野（ないしその一部）

規

受け入れなければならない（shall accept）。

に適用されるシステムに関し同等性
を認定することができる（may be

定

recognized）
。
要

輸出国はその措置が輸入国の適切な保護水準

輸出当事国は、
「客観的な同等性の証

件

を満たすことを客観的に示さなければならな

明」を示さなければならない。
「客観

い。

的な同等性の証明」は、国際基準、

《①輸出加盟国は、
「科学に基づく技術的情報」 正規の科学的証拠に基づく基準、こ
（関連する国際基準または輸出加盟国その他

れまでの客観的な文書化された経

の加盟国で行われているリスク評価を含む）を

験、SPS 措置の法的・行政上のステ

示さなければならない。

ータス・レベル、実施・強制力の水

②輸入加盟国は、要請があれば達成しようとし

準（監視・予察制度の効果、輸入当

同等性に関するガイドライン（Decision on the Implementation of Article 4 of the
Agreement of the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (G/SPS/19/Rev.2,
23 July 2004)）は、2001 年 10 月に決定されたガイドラインを改定したものである。輸入
実績がある輸出国からの認定手続の促進は当初のガイドラインから規定されていたが、
「情
報と経験」は改定の際に加えられた。「地域化」に関するガイドライン（Guidelines to
Further the Practical Implementation of Article 6 of the Agreement on
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (G/SPS/48, 16 May 2008)）
は、2008 年 4 月に決定された。透明性については現在「推奨」手続が検討されている
（Recommended Procedures for Implementing the Transparency Obligations of the SPS
Agreement (Article 7) as of 1 December 2008（G/SPS/7/Rev.3, 20 June 2008）
。
49
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ている適切な保護水準を示し、あわせてその措

事国による確認（verification）
・輸入

置が基づいているリスク評価または国際基準

検査結果、輸出当事国の業務遂行能

に基づく技術的正当化を説明しなければなら

力）などからなる。

ない。
》
手

①同等性の認定のための協議要請があれば協

①輸入当事国は、客観的な同等性の

続

議に応じなければならない。

証明が提出されてから 180 日以内に

②輸出国は、輸入国に対し検査等のアクセスを

評価を行う。

提供しなければならない。

②輸入当事国は、同等性の認定を行

《①輸入加盟国は、要請に対して適時に

った時には 90 日以内に必要な法的

（ timely ）、 通 常 6 ヵ 月 以 内 に 対 応 す る

行政上の手続をとらなければならな

（respond）。②輸入加盟国は、同等性の認定

い。

を要請された産品が輸出加盟国から輸入され

③輸入当事国が同等性の認定を拒絶

た実績がある場合には、これまでの「情報と経

する場合には、輸出当事国に対し認

験」をもとに認定手続を早めることを考慮す

定のための必要な条件を示したうえ

る。「情報と経験」とは輸入加盟国当局の輸出

で、協議を再開する。

加 盟 当 局 に 対 す る 知 識 と 信 頼 （ historic
knowledge and confidence）
、検査・照明につ
いての評価・認証の実績、要請を支持する入手
可能な科学的情報をいう。
》

表5
SPS 協定

「地域化」に関する SPS 協定と EU・チリ地域貿易協定の比較
（
《》内はガイドライン）

EU・チリ地域貿易協定

基

①加盟国は、その SPS 措置を地域（国の一部

当事国は、地域化の概念を認知し、

本

または 2 ヵ国以上にまたがる）の SPS 上の特

当事国間の貿易に適用することに合

規

性に適合させるよう確保しなければならない

意する。

定

（shall ensure）
。
②加盟国は、有害動植物・病気の無発生地域お
よびこれらの低発生地域の概念を認知しなけ
ればならない（shall recognize）
。

要

輸出国は、自国の領域（の全部または一部）が

①輸出当事国は、地域化の認定の申

件

これらの地域に該当することの認定を輸入国

請を行うときには申請文書に説明文

に求めるときには、自国の領域がこれらの地域

書とデータを添えて輸入当事国に提

に該当し、この状況が継続することを客観的に

出する。

証明するための必要な証拠を示さなければな

②要請の検討は、動物の疾病につい

らない（shall provide）
。

ては国際獣疫事務局によるガイドラ

②加盟国は地域の SPS 上の特性を評価するに

イン、病害虫の場合には国際植物防
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当たり、特定の病気・有害動植物の発生の程度、 疫条約に基づくガイドラインに基づ
撲滅・防除計画の有無および関連する国際基準

き行う。

を考慮しなければならない。
③これらの地域の決定は、地理、生態系、疫学
的監視および SPS 上の制御の有効性に基づき
行わなければならない（shall be based on）。
《①地域化に関するあらゆる決定は、輸出加盟
国の動植物検疫体制（infrastructure）が輸入
国の適切な保護水準に一致することへの能力
と信頼性（strength and credibility）を考慮す
る。②輸出加盟国の当局は、特定の病害虫が存
在しない状態を維持する能力があることを輸
入加盟国の当局に対して証明しその信頼
（confidence）を強化しえなければならない。
③輸入加盟国は、輸出加盟国当局に関するあら
ゆる関連する知識およびこれとのこれまでの
経験を考慮に入れる。
》
手

認定のため、輸入国に対して検査、試験その他

①輸出当事国が輸入当事国に地域化

続

の関連手続のための適当な機会が与えられな

の認定申請を行ってから原則として

ければならない。

15 日経過したときには、要請が受諾

《①要請後妥当な期間内、通常 90 日以内に輸

されたものと見なす。

入加盟国と輸出加盟国は全体的な手続、検討に

②動物の疾病の場合、輸入当事国は

必要な情報に関する一般的な協議を行う。②認

追加的な情報の要否を受諾後 15 日

定に至るまでの定型的なステップは、輸出国に

以内（病害虫の場合（3 ヵ月以内）

よる手続等に関する情報提供要請、輸入国によ

に決定し、確認（verification）を要

る回答、輸出国による資料提出、輸入国による

請後 25 日以内（病害虫の場合 12 ヵ

提出資料の検討（要すれば追加的な資料提出要

月以内）に実施する。

請）、輸出国によるフィードバック、輸入国に

③病害虫の場合、地域化の認定申請

よるその検討（要すればクラリフィケーション

があったときから 3 ヵ月以内に輸入

要 請 ）、 輸 入 国 に よ る 現 地 確 認 （ on-site

当事国から明示的な拒絶ないし追加

verification）
、要すれば伝達された確認結果に

的な情報要請、協議、確認がなされ

基づく輸出国による説明・変更、輸入国による

なかった場合には要請が承認された

決定（認定しない場合はその技術的根拠）と輸

ものと見なす。

出国への伝達、とする。③輸入国は、国際基準

④輸入当事国は、要請の検討手続が

に基づく地域化の認定がなされている場合、こ

終了した場合には速やかに（without

れまでの貿易関係から輸出国の検査体制・運営

undue delay）必要な法的・行政上の
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がよく知られている場合等には、いくつかのス

手続をとらなければならない（shall

テップないしステップの一部を省略して認定

take）
。

手続を早めることができる。
》

二つの表から、EU は SPS 協定のルールをもとに手続面での詳細化を行っているこ
と、これと並行して SPS 委員会においても SPS 協定の手続面での詳細化が行われてい
ることが読み取れる。
SPS 協定の同等性、
「地域化」および透明性についての条項は、ウルグアイ・ラウン
ド SPS 交渉では大きな争点とならなかった。SPS 分野について初めて貿易ルールを定
めたこの交渉では、基本的なルールの枠組みをどう定めるかが最大の焦点であったから、
貿易ルールの実務上の問題についての具体的な検討は行われなかった。SPS 協定の附
属書にやや詳しい規定がある透明性についても、スタンダード・コードの透明性に関す
るテキストを引き写したに過ぎず、SPS 分野に即した実務的な検討は行われなかった50。
WTO 発足後、SPS 委員会においてこれら条項の要件や手続の詳細化の検討が行われて
ガイドラインが決定されたのは、こうした制定経緯を背景にしている。換言すれば、SPS
協定発効後に定められたこれらガイドラインは、SPS 協定が定めるルールを加盟国が
実施するにあたって必要な実施上の細目を定めることにより、SPS 協定のルールを補
完する役割を果たしている。
ここで挙げた EU・チリ間の地域貿易協定をはじめ、主要国の地域貿易協定における
SPS 条項の同等性、
「地域化」
、透明性に関する条項も、SPS 協定のルールを手続面で
詳細化することにより、地域貿易協定当事国間でルールを補完するものであった。SPS
委員会での検討と地域貿易協定交渉のプロセスに立ち入った検討なしに断定できない
ことであるが、これらの条項に関しては WTO というグローバル・ルールと地域貿易協
定というローカル・ルールが、相互に影響を与えつつともに SPS 協定のルールの詳細
化による「補完」のプロセスがパラレルに行われつつあると見ることができよう。
主要国の地域貿易協定の SPS 条項に見られる手続規定の詳細化は、SPS 協定が定め
るルールを実際に実施する見地から不十分であると認められたものについて、必要な
「補完」を行ったものである。主要国には SPS 協定の手続規定や SPS 委員会で定めら
れたガイドラインが不十分との不満があるものの、ルールを変更する意図はない。
（ⅱ）SPS 協定上明示規定のない事項についての条項
主要国の地域貿易協定の SPS 条項には、①SPS 分野についての協議の場の設置、②
当事国の「適切な保護水準」に関する権利、③基本原則・概念、④検査体制・実施の確
認、⑤輸入検査時の不適合発見の際の取り扱い、⑥深刻な「懸念」や「リスク」の取り
扱いおよび⑦動物福祉に関する規定といった、SPS 協定上明示規定のない事項が定め
られているものがある。
50

ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉プロセスにおける検討については、林［2013b］参照。
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① SPS 分野についての協議の場の設置
地域貿易協定当事国間の貿易関係をより密接化する以上、SPS 分野においても当事
国の担当部局間の連携関係をより密にする必要があることは当然である。両当事国の担
当部局の専門家からなる協議の場や連絡・調整窓口の設置規定がほとんどの SPS 条項
に見られるのは、これを反映している。SPS 分野に関する協議の場の設置は検疫措置
の解禁要請案件の処理状況を透明性のある形で定期的にレビューすることなどを通じ、
当事国間の貿易問題の解決にとりプラスに機能する。その限りでは WTO の SPS 委員
会の機能と両立するのみならず、地域貿易協定当事国間のローカルなレベルでの SPS
協定の実施の推進に寄与することは疑いない。
他方、WTO の SPS 委員会とは異なり、関連国際機関の専門家のような第三者の参加
が確保されていないだけでなく、WTO の SPS 委員会という全加盟国が参加した公開の
場でのピア・レビューによらず、当事国間で第三国にとり不透明な形で問題が処理され
てしまう可能性がある。また、かなりの SPS 条項において見られる WTO の SPS 委員
会やその他の SPS 分野に関連する国際機関の会合のための当事国間の「ポジション調
整」条項は、主要国がグローバルなレベルでの交渉を念頭に地域貿易協定締結国間での
「連合体」形成の手段として機能する。
すなわち、地域貿易協定での協議・検討の場の設置は SPS 協定の実施の推進、特に
二国間での SPS 問題の解決にとりプラスに働く反面、問題がローカルな世界で不透明
に処理されてしまうリスクと「多国間交渉での交渉力」強化の手段として利用されるリ
スクを内包する。
② 当事国の「適切な保護水準」に関する権利
SPS 協定に基づく権利義務を確認する一般的規定に加え、SPS 協定の実体的なルー
ル内容について触れた規定が、尐数ながら存在する。地域貿易協定当事国に「適切な保
護水準を達成する権利」があることないしこれが制限されない旨の規定がオーストラリ
アとタイ、ニュージーランドとシンガポールおよびタイとの SPS 条項に見られる（オ
ーストラリアとタイとの協定ではさらに「調和の推進が適切な保護水準の変更を求める
ものであってはならない」ことが規定されている）。SPS 協定上、「適切な保護水準」
を設定することは加盟国の権利ではあるものの明示的な規定が置かれていない51。こう
したことから、地域貿易協定交渉の際にこれを明示する必要性が認識されたのであろう。
これも SPS 協定のルールを「再確認」したものである。
③ 基本原則
基本原則と輸入要件に関する規定（EU とコンビア・ペルー、中米諸国）、リスク分

ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉の際、これをあえて明示することは見送られたものの、
EC・ホルモン牛肉紛争事案（DS26, DS48）に関する上級委員会報告により確認された（こ
の経緯は林［2013］443 頁）
。なお、ウルグアイ・ラウンドの実質的な終結の 1 年前に調印
された北米自由貿易協定（NAFTA）には、この権利規定が置かれている（第 712 条 2 項）
。
51
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析に関する規定（ニュージーランドと中国）、輸出入検査の基本原則に関する規定（ニ
ュージーランドとチリ・シンガポール・ブルネイ、中国）が置かれているものがある。
これら項目は SPS 協定上明示されていないものの、根拠がないわけではない。「科学」
に基づく措置については基本的権利義務（第 2 条）、
「リスク」についてはリスク評価に
関する規定（第 5 条）
、輸出入検査の基本原則については検査承認手続に関する規定（第
8 条）があるからである。
これら規定の内容は、いずれも SPS 協定のルールのコロラリイであり、ルール内容
を変更しない範囲内での「書き換え」ないしパラフレーズであることは明らかである。
こうした規定はいずれも輸出入検査に関するものであり、検査体制・実施に関する確認
や輸入検査時の不適合発見の際の取り扱い規定とともに、輸出入検査の実務上の取り扱
いを地域貿易協定というローカルなレベルで詳細化したものであると見ることができ
る。この問題は、SPS 委員会でも「適正規制規範」（Good Regulatory Practice）とし
て議論されている52。
④検査体制・実施の確認
貿易相手国の検査体制・実施の確認に関する規定は EU とニュージーランドによる地
域貿易協定に多く見られる。SPS 協定に検査承認手続規定（第 8 条）が存在するから、
この規定も全く新たな項目についてのものではない。この条項のテキストから浮かび上
がるのは、先進国である主要国側から見た途上国政府の輸出入検査体制と運用への抜き
がたい不信感である。条文テキストに検査の「信頼性」
（confidence）や「信頼」
（trust）
といった言葉がしばしば見られるのも、この一端を現している。SPS 交渉の際に途上
国に関して論議されたのは、もっぱら「特別かつ異なる待遇」や「技術支援」であった。
しかしながら、SPS 協定を実施する際に直面することになったのは、先進国と途上国
間の貿易関係における途上国の輸出入検査の信頼性の問題であった。同等性と「地域化」
についての SPS 協定と地域貿易協定の該当条項との比較から明らかとなったように、
SPS 交渉時に抽象的に規定されたにとどまった「検査等のアクセス」の提供とは、貿
易相手国の検査体制・能力が信頼できるか否かの確認（verification）にほかならなか
った。
途上国政府による検査体制・能力が信頼に足るものであるかどうかは、先進国政府当
局が直接「確認」する以外に方法はなかったのである。
⑤輸入検査時の不適合発見の際の取り扱い
この規定はオーストラリアとニュージーランドによる地域貿易協定に見られる。輸入
検査時に使用が認められていない食品添加物や基準以上の残留農薬が含まれる「不適合」
な財貨が発見されることは、予想されうる事態である。しかしながら、ウルグアイ・ラ
ウンド SPS 交渉は SPS 分野において実効性のあるルールを定める初めての試みであっ
たから、「科学」や「調和」概念をもとにした具体的なルール化にもっぱら注意が払わ
52

SPS 委員会による第 3 回レビュー結果報告（G/SPS/53）28～29 頁参照。
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れ、実務上の手続の詳細化は行われなかった。検査・承認手続にはスタンダード・コー
ドというモデルがあったから、これをほぼそのまま SPS 協定に組み込む（附属書 C）
にとどめられた53。SPS 協定が実施に移されルールとして定着するに従い、輸入検査の
際の「不適合」発見を理由に全面的な輸入差し止め措置がとられるような事態について、
SPS 協定のルールを敷衍して詳細な手続規定を定める必要性が痛感されるようになっ
たのである。
⑥深刻な「懸念」や「リスク」の取り扱い
深刻な「懸念」の取り扱いに関する規定は EU による地域貿易協定のほか、同趣旨の
規定がオーストラリア、ニュージーランドによる地域貿易協定にも見られる。
この条項は、ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉当時に EC によって主張された「消費
者の懸念」
（consumer concerns）や米国の消費者・環境団体が主張した「予防原則」
を強く想起させる点で、きわめて興味深い。SPS 交渉においては、これらは「適切な
保護水準」の設定、リスク評価、暫定措置により対応できるとの整理がなされた54。
WTO 協定発効後、EU は SPS 委員会や現在のドーハ・ラウンドへの準備交渉プロセス
で「予防原則」に関する解釈ガイドラインの検討を提案したものの支持を得ることがで
きなかったから、これを地域貿易協定レベルで実現を図ったものという見方もできなく
はない。地域貿易協定で WTO 協定におけるよりもより制限的なルールを定める可能性
の一つとして「食品安全に関する予防原則の強化」を挙げる論者もいる55。
しかしながら、EU の地域貿易協定のこれらの規定は「予防原則」について何ら言及
せず、深刻な「懸念」があることを理由に措置をとった場合の通報・協議手続を内容と
するものである。また、同様の規定は「予防原則」に関し EU と立場を異にするオース
トラリアおよびニュージーランドの地域貿易協定にも見られる（オーストラリアとニュ
ージーランドともに「懸念」に代え「リスク」や「脅威」を用いているが、ニュージー
ランドとチリ・シンガポール・ブルネイとの協定では「懸念」を用いている）。EU、オ
ーストラリア、ニュージーランドの地域貿易協定に共通しているのは、政策当局による
政策判断の可能性を認めていることである。限られた情報をもとに政策当局が判断を行
わざるを得ない状況について、EU、オーストラリアおよびニュージーランドは、その
地域貿易協定の SPS 条項で当局による政策判断が行われる余地を認めたうえで、政策
判断の方法や基準についてのルールではなく、政策判断を行った後の関係国との通報・
協議手続に関するルールを定めるというアプローチを採用した。
EU は WTO 紛争事案で措置を正当化する根拠として「予防原則」を提起したが、SPS
ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉中に発生した青酸カリ混入を理由とするチリ産生鮮ブド
ウの輸入禁止措置を契機に定められた「貿易に損害を与える行為」発生時のガイドライン
（1989 年 10 月理事会決定）が GATT1994 の一部をなすことが、この当時の関係者にとっ
ては知られていたことも理由の一つであったであろう。
54 ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉時の論議については、林［2013ｂ］参照。
55 Mathis[2006]98 頁。
53
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協定を改正して「予防原則」を書き込むよう主張したことはなかった。この事実は示唆
的である。EU も貿易相手国により「予防原則」が濫用されることは望まないのである。
⑦動物福祉
動物福祉（animal welfare）は、EU の地域貿易協定にのみ見られる。動物福祉は、
ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉の際に EC が対象範囲に含めるよう強く主張し大きな
争点となったが、最終的に「その他の方法で取り扱うことが適当である」とされた56。
こうした経過を考慮すれば、EU が地域貿易協定（韓国、チリ、コロンビア・ペルーお
よび中米諸国）で動物福祉に関する規定を置いたのは、ウルグアイ・ラウンドの際に実
現しえなかった「国内制度の国際的拡張」の一つの現れであると言える。
しかしながら、かかる規定は SPS 協定のルールに何ら変更をもたらすわけではない。
SPS 条項の動物福祉に関する条項が、情報交換の対象にこれに関する基準の開発の進
捗状況（チリ）や情報、専門知識や経験の交換を含むこと（韓国）、協議する場合の日
数要件（チリ）
、国際機関での基準作成に関する協力（韓国）、SPS 分野に関する委員
会での動物福祉に関する協力の推進（promote collaboration）（コロンビア・ペルー、
中米諸国）を規定しているに過ぎないからである。とはいえ、EU はこの問題を地域貿
易協定の SPS 条項の枠組みの中で取り扱うことに成功し、関連国際機関での動物福祉
基準に関する「連合体」の形成の手掛りとすることはできたと言えよう。
（ゥ）テキストの変更と権利義務関係
主要国による地域貿易協定の詳細な SPS 条項の内容が SPS 協定のルールを「代替」
するものではなく、したがって「規範の衝突」をもたらすことはないとしても、地域貿
易協定の SPS 条項のテキストが SPS 協定のそれを「書き換え」たものである場合には
――SPS 協定上の権利義務の確認規定が置かれているとしても――当事国間の権利義
務関係に何らの変更ももたらさないとは言い切れない。
地域貿易協定の詳細な SPS 条項のテキストに見られる「書き換え」には、
（ⅰ）具体
的な要件や手続の明示、
（ⅱ）義務レベルの変更および（ⅲ）要件の変更の三つがある。
（ⅰ）の具体的な要件や手続の明示の例として、EU・チリ地域貿易協定の同等性の
認証に関する手続規定がある。この協定では、同等性についての認定要請があった場合
に要請国が示すべき証明とはどのようなものかが詳細に列挙されるとともに、要請後 3
ヵ月以内協議を開始し、同等性の証明がなされてから 6 ヵ月以内に評価を行い、同等性
を認定してから 3 ヵ月以内に必要な法的・行政手続きをとることが定められている（第
7 条）。これらは SPS 協定の該当条項（さらには SPS 委員会で合意されたガイドライ
ン）よりもはるかに詳しい（表 4 参照）ものの、同等性に関する認定の手続を進める上
で妥当な内容であると考えられる57。SPS 委員会が定めるガイドラインにおいても、要
56

この経緯は、林[2013]参照。
日数要件を明示的に規定することが申請、被申請国いずれに有利かは一概には言えない。
長い日数要件はかえって余裕がある分手続に遅延をもたらすことがありうるからである。
57
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件や手続を具体的に明示する傾向が見られる58。
（ⅱ）の義務レベルの変更の例として、同じく EU・チリ地域貿易協定の同等性の認
証に関する規定で、同等性を認定することができる（may be recognized）としている
ことが挙げられる（第 7 条 1 項）
。認定しなければならない（shall recognize）として
いる SPS 協定の規定に比べて明らかに義務レベルが緩和されているものの、
（ⅰ）で見
たように要件と手続が明示的に規定されているから、認定に関し被申請国側に自由裁量
が認められたわけではない。逆に言えば、いくら規定上義務レベルを高めても要件と手
続が具体的に定められていなければ義務規定として機能しえないので、文言上はともか
く実質的に義務レベルに変更が行われたとは言えない。
（ⅲ）の要件の変更として、SPS 措置の要件やリスクとの「比例性要件」を規定し
たものが EU とニュージーランドの協定に見られる。EU の地域貿易協定に当事国は輸
入要件を比例的（in a proportionate）かつ無差別的であるよう確保しなければならな
い（コロンビア・ペルー第 91 条 3 項、中米諸国第 146 条 2 項59）、深刻な理由ないしリ
スクがある場合に措置をとるときには貿易への不必要な攪乱を避ける見地から「最適で
比例的な解決策」
（the most suitable and proportional solution）を検討しなければな
らない（チリ第 14 条 2 項、コロンビア・ペルー第 98 条 1 項60、中米諸国第 153 条 1
項）とされ、ニュージーランド・中国の地域貿易協定では検査時に不適合な産品が発見
された場合の措置はリスクに比例的（be proportionate to the risk involved）であるべ
き（第 84 条 4 項）と規定されている。ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉でのドラフティ
ングの際にこのような表現を採用することが注意深く避けられた61だけに、きわめて興
味深い。しかしながら、これらが SPS 協定の基本的な考え方やルールに変更をもたら
したか否かについて、筆者は懐疑的である。適切な保護水準を達成するための SPS 措
置が「求められる以上に貿易制限的であってはならない」（not more trade-restrictive
than required）（SPS 協定第 5 条 6 項）ことがリスク評価に基づき評価されたリスク
の程度に対応するものであることを意味する以上、実際的な見地からとられる措置に何
ら変わりがないと考えられるからである（興味深いことに、SPS 措置が予想されるリ
スクと比例的なものでなければならないことは、1927 年の輸出入禁止制限撤廃条約最
終議定書にすでに規定されていた62）
。
（ェ）地域貿易協定の紛争処理条項との関係

例えば、
「地域化」のガイドライン（表 5）
。このほか、SPS 協定の第 3 回レビューの際、
中国、インド、MERCOSUR 諸国から日数要件を明確すべきことが提案されている（Review
of the Operation and Implementation of the SPS Agreement, Report adopted by the
Committee on 18 March 2010 (G/SPS/53, 3 May 2010)）
。
59 中米諸国とのテキストでは“in a proportional”となっている。
60 コロンビア・ペルーとのテキストでは“proportionate”となっている。
61 この経過とその際の論議については、林［2013ｂ］
。
62 林[2013a]参照。
58
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主要 6 ヵ国は、SPS 分野における地域貿易協定当事国間の紛争について（ⅰ）地域
貿易協定の紛争処理手続条項を援用しない米国、カナダ、日本およびオーストラリアの
グループと、
（ⅱ）地域貿易協定の紛争処理条項を適用する EU およびニュージーラン
ドのグループに分かれる。
こうした主要国間のアプローチの相違を、地域貿易協定の SPS 条項の規定内容によ
り説明することはある程度まで可能である。一般論として、SPS 分野に関する協議の
場の設置を SPS 条項の主たる内容とする場合と、SPS 協定の条項に関して詳細な規定
を置く場合とでは、後者の方が規定内容に関し疑義を生じる可能性が高く、また地域貿
易協定のルールをめぐる問題は地域貿易協定において解決せざるを得ない。しかしなが
ら、詳細なルールを定める一方地域貿易協定の紛争処理手続規定を適用しないオースト
ラリアのようなケースについては説明できない。
SPS 分野に関する貿易問題をどのような方法で解決するかは、長年の課題であった。
世界初の多国間貿易交渉である 1927 年の輸出入禁止制限撤廃条約交渉会議においては、
動植物検疫・食品安全措置に関する貿易紛争を国際司法裁判所に付託することとするか
否かが焦点となり、これが否定された一方、第三者の専門家による何らかの勧告的意見
の重要性を指摘する意見があった。GATT においても SPS 分野が交渉可能か否かに慎
重な意見が根強かったなか、東京ラウンドでのスタンダード・コードを経て、関連国際
機関での国際基準化などの取り組みと統合した形で SPS 協定が制定され、SPS 分野に
関する紛争は WTO の紛争処理手続にゆだねるものの、専門家の意見を反映する途が
SPS 協定上用意されるとともに63、WTO の SPS 委員会で「貿易上の関心事項」の議題
のもとで貿易問題をピア・レビューにより解決するスタンダード・コードにおける紛争
処理手続に類似するプラクティスが確立されることになった64。すなわち、グローバ
ル・ルールにおいては、SPS 分野に関する貿易問題はまず①関連国際機関を含む専門
家による「認識共同体」の場でのピア・レビューによる早期解決を図り、これにより解
決しえない場合でも②「司法」判断によるのではなく専門的な知見を用いた「実質」的
な解決によるという方式が成立するに至った。しかしながら、ローカル・ルールのレベ
ルでは、主要国における SPS 問題の解決に関する考え方とアプローチの違いが依然と
して根強く残っており、このことが地域貿易協定における紛争処理条項の適用の態様に
反映していると見ることができよう。
（ォ）GATT 第 20 条類似条項に関する補論
ほとんどの地域貿易協定が GATT 第 20 条類似条項を有しているのは、地域貿易協定
がさまざまな分野を包括するに従い、貿易ルールとしての体系性からこのような例外条
63

以上の経緯は林［2013b］参照。
東京ラウンドの結果制定されたスタンダード・コードでは、一般紛争処理手続に移行す
る前にスタンダード委員会で専門家の意見を聞いて検討する途が用意されていた。WTO に
おいても SPS 委員会での「特定の貿易関心事項」
（Specific Trade Concerns）の検討は、
紛争処理プロセス移行前の貿易問題の解決メカニズムとして機能している（林［2013b］）。
64
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項を必要とするに至ったことが理由であると考えられる。
興味深いのは、GATT 第 20 条柱書のテキストの「同じ条件」
（the same conditions）
を「似た条件」
（like conditions）に改め、あるいはこの比較に関する部分を削除する65
といった変更が EU およびニュージーランドによる地域貿易協定に見られること、EU
の地域貿易協定のなかに一般的例外としてではなく「許可された制限」（Authorized
Restrictions）として位置付けているものがあること、および同条（b）項の「人、動植
物の生命・健康の保護のために必要な措置」に「環境措置」を含むことを確認する規定
が置かれているものが米国、EU、オーストラリア、カナダが締結した地域貿易協定に
尐なくないことである。
GATT 第 20 条柱書のテキストの「同じ条件」
（the same condition）が SPS 分野に
照らしどのような意味を持つのかは、ウルグアイ・ラウンド SPS 交渉の際の論点の一
つであった。SPS 措置に即した場合、異なる国々の間に「同じ条件」が存在するとは
考え難かったことから、SPS 協定では「同一または類似の条件」
（identical or similar
conditions）と規定された（同第 2 条 3 項）。また、SPS 協定の成文化にあたって「人、
動植物の生命・健康」を保護するための措置をとることは各国政府の当然の責務である
との共通認識が交渉参加者の間に存在したから、SPS 協定は GATT 第 20 条と（b）項
の単なる解釈了解に止まらない、独立したルールとして位置づけられた。地域貿易協定
の GATT 第 20 条類似条項で GATT 第 20 条柱書のテキストと異なる表現があえて採用
され、あるいは「一般的な例外」としてではなく「許可された制限」として積極的な位
置づけが与えられているものがあるのは、同様の議論と理解が地域貿易協定の成文化の
際にもあったことの反映であろう。このような規定が多くみられる EU の地域貿易協定
の興味深い点は、GATT 第 20 条のテキストとの「乖離度」が地域貿易協定調印の時系
列関係とは有意ではなく、EU との「地政学的」遠近関係と強い相関関係があることで
ある。将来的に EU との統合の可能性がある国々、統合しないまでも EU との強い経済・
政治関係を有する「周辺国」は、EU の貿易ルール上の考え方に適合しなければならな
いインセンティブをより強く持つであろう。このことが、テキスト上の異同に現れてい
ると考えられるのである。
一方、GATT 第 20 条（b）項が「環境措置」を含むことを地域貿易協定当事国間で
合意する動機と実益は、明らかではない。SPS 協定は、ウルグアイ・ラウンド SPS 交
渉当初に考えられたような GATT 第 20 条（b）に関する解釈の明確化以上の貿易ルー
ルを定めており、しかも SPS 措置が環境（のすべてではないにせよ）を保護するため
にも適用可能であることは、ほぼ共通認識となっていると考えられるからである66。
この結果、テキストは“shall not (…) constitute a means of arbitrary discrimination or
a disguised restriction between the parties”に改められている。
66 SPS 協定上、
「動植物」には「野生動植物、森林」
（wild fauna, wild flora, forests）が含
まれ、
「有害動植物」
（pest）には「雑草」
（weeds）が含まれる（附属書 A）
。したがって、
「外来侵入種」
（Invasive Alien Species）についての措置は SPS 措置の対象範囲と理解さ
65
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小括
条約であるか否かを問わず、合意は当事者間の妥協の産物である。いったん行った合
意内容に不満がある場合に締結国がとる行動として考えられるのは、（ⅰ）再交渉して
不満のある条項を満足すべき内容に改めるか、（ⅱ）別途満足すべき内容の条約を締結
して「代替」してしまうことである。
WTO においてラウンド交渉、SPS 委員会いずれにおいても SPS 協定の改正が提起
されたことはない。SPS 委員会の場でこれまで行われてきているのは SPS 協定の実施
のための手続面でのガイドラインの検討と制定であり、規定の明確化と手続面の詳細化
による「補完」の性格をもつ。主要国の地域貿易協定に詳細な SPS 条項を置いている
ものも、SPS 協定のルールの「確認」または手続面の詳細化による SPS 協定のルール
の「補完」であった。SPS 交渉の際に大きな争点となった事項について、地域貿易協
定による「蒸し返し」が行われたかどうかの観点から注目されるのは、EU の「深刻な
懸念」と「動物福祉」である。「深刻な懸念」は EU が交渉時に強く主張した「消費者
の懸念」や協定発足後に主張された「予防原則」を想起させるが、EU の地域貿易協定
で規定されているのは措置の通報・協議の手続規定であり、措置をとる要件などの実体
的な内容にわたるものではない（しかも EU とは立場を異にするオーストラリアやニュ
ージーランドも同旨の規定を置いている）
。
「動物福祉」に関する規定内容は「検討する
ことについての合意」にとどまっている。こうしたことから、主要国による地域貿易協
定の SPS 条項で SPS 協定のルールを「代替」したと見られるものはないと言ってよい。
WTO 加盟国は SPS 協定に 100％満足しているわけではない――すべての交渉参加国
が完全に満足する合意などありえない。しかしながら、合理的に考え、行動する政府で
あれば再交渉することによる利害得失を比較衡量して条約の改正を提起するかどうか
を判断する。SPS 協定に関し発足以降の WTO のプラクティスから言えることは、加盟
国は WTO というグローバル・ルールのレベルでは SPS 協定のルールの変更を行わず、
その実施に関する手続規定の不十分さについてガイドラインを制定することにより「補
完」することを選択しているということである。また、これと並行した形で主要国は地
域貿易協定というローカル・ルールのレベルで SPS 分野についての協議の場の設置に
より当事国間の貿易の円滑化や問題の早期解決を図り、なかには SPS 協定のルールの
実施に関する手続規定の詳細化を行うことにより当事国間での「補完」を行ったものも
ある。地域貿易協定の SPS 条項で WTO の SPS 協定のテキストにない規定を設けるこ
とにより SPS 協定を「補完」しているものについては、その意味でこれを「超える」
ものであるとも言えようが、SPS 協定のルールを変更するものでも、加盟国にすでに
課されている以上に義務を課すものでもない。グローバル・ルールとローカル・ルール
れることは、2012 年 7 月の SPS 委員会会合の際に行われたセミナーの際に WTO 事務局責
任者からも説明されている
（このセミナー資料は STDF のウェブサイトに掲載されており、
報告書（STDF[2013]）も公表されている）。
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それぞれにおいて SPS 協定の「補完」のプロセスがパラレルに――相互に影響を与え
合いながら――進みつつあるのが現在の状況であると言えよう。
2.

SPS 条項における「重畳化」の含意

（1）SPS 分野におけるローカル・ルール形成の問題
とは言え、主要国の地域貿易協定による SPS 分野におけるローカル・ルール形成は、
地域貿易協定に関する多くの論考で触れられていない、より大きな問題を内包している。
それは、①無差別原則の「迂回」問題の深刻化、②多国間での貿易問題解決機能の浸食
および③多国間交渉を念頭に置いた主要国による「囲い込み」手段化の諸問題である。
（ァ）無差別原則の「迂回」問題の深刻化
SPS 協定の「同等性」に関する規定（第 4 条）は、各国の SPS 措置を共通化（調和）
させることが実際上困難であるとの認識から、異なる措置が同等であることを認定する
途を開いたものである。
「地域化」に関する規定（第 6 条）は、疾病や病害虫の発生が
国家の領域単位で発生するとは限らない実態に即して、SPS 措置の適用を国家単位で
はなく疾病や病虫害が発生しない「フリーゾーン」認定の途を開くものであった。これ
らは従来の無差別原則に現実的な柔軟性をもたらしたが、実際の適用いかんによっては
――本来同等と認められてしかるべき措置が認定されないことがありえ、定量的な基準
を定めにくいこともあり第三国にとっては不透明である――無差別原則の「迂回」を可
能とする。認定のための具体的なルールの検討・制定は SPS 委員会に、同等性や地域
化の認定の前提となるリスク評価の手法については関連国際専門機関での検討にゆだ
ねられたものの、同等性の認定状況についての SPS 委員会への通報が極めて不十分で
あることが指摘されていることから明らかなように、問題が残されているのが現状であ
る67。地域貿易協定においてこれらの認定に関するより詳細な手続が定められることは、
長期的にはグローバル・ルールとしての貿易ルールの詳細化（これにはラウンド交渉を
必要としない）に向けてのテスト・ケースとして評価すべき半面、地域貿易協定締結当
事国のみに適用される「特恵」的な取り扱いの拡大の側面も併せ持っていることも看過
できない。この問題は、WTO ドーハ開発アジェンダ（ドーハ・ラウンド）の初期段階
で一部の加盟国から提起されたされた68ものの、議論が深められないままとなっている。
今後地域貿易協定の締結がさらに進められてゆくなか、これらの認定の手続と認定結果
の透明性をグローバル・ルールのレベルでいかに確保してゆくかが、WTO 制度の信頼
性の維持のために必須である。
（ィ）多国間での貿易問題解決機能の浸食
Review of the Operation and Implementation of the SPS Agreement, Report adopted
by the Committee on 18 March 2010 (G/SPS/53, 3 May 2010)
68 例えば、Discussion Paper on Regional Trade Agreements, Communication from India
(TN/RL/W/114, 6 June 2003), Submission on Regional Trade Agreements,
Communication from the Republic of Korea (TN/RL/W/116, 11 June 2003)
67
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SPS 分野に関し WTO 制度が用意している貿易問題解決機能は、紛争処理手続がすべ
てではない。WTO 発足後 2011 年 12 月までの 26 年間に、SPS 協定に関して貿易上の
問題として提起された事案（
「特定の貿易関心事項」）は 328 件に上るが、その大部分
は SPS 委員会の場で解決を見、紛争処理手続が援用されることとなった 33 件の事案の
うち、パネル報告がなされるに至ったのは 7 件である（うち 5 件について上級委員会に
よる判断が示された）69。すなわち、SPS 分野について提起された貿易問題のうち紛争
処理手続が援用されるに至ったのは 1 割、このうちパネル報告に至ったのは 2 割に過ぎ
ない。このことは、WTO の SPS 委員会が貿易問題の解決の場として重要な役割を果た
していることを意味する。懸念されるのは、地域貿易協定というローカル・ルールの世
界で他の WTO 加盟国にとり不透明な形で貿易問題の解決が行われてしまうことであ
る。地域貿易協定の SPS 条項に基づく担当部局の専門家から成る委員会は、相互の理
解を深め認識を共通化しさらには信頼関係を構築することを通じて、貿易問題の発生防
止や早期解決に寄与することに疑問の余地がない。反面、一部の地域貿易協定などに見
られるように、
「貿易問題の解決」と WTO の SPS 委員会に向けての「共通ポジション
形成」の場として委員会を機能させることを通じて、SPS 委員会という多国間の場で
の解決でなく、当事国だけのローカルなレベルで不透明な形での解決を「大国」により
強いられる危険をはらむ。EU の地域貿易協定において見られるように、その紛争処理
手続で貿易問題を自動的に取り扱うこととすることも、EU による地域貿易協定のネッ
トワークというローカル・ルールの世界で貿易問題の解決を図る方向に機能してゆくも
のと見られる。以上の結果、多国間での関連国際機関も交えたピア・レビューや紛争処
理手続の援用に至る前に、地域貿易協定の場で「実質的」にかつ「大国」ではない国に
とって必ずしも公平ではない形で貿易問題の実質的ないし法的な解決がなされること
により、多国間の貿易問題解決機能が浸食されてゆく可能性は否定できない70。
（ゥ）主要国による「囲い込み」手段化
主要国の地域貿易協定の SPS 条項は、WTO の場のみならず関連国際機関における
SPS 問題についての「連合体」形成の手段でもある。地域貿易協定というローカルな
場において、グローバルな多国間の場での交渉が意識され、この多国間交渉の場での交
渉で優位に立つため手段としても位置付けられている。このことは、WTO や関連国際
機関における交渉の「ゲームのルール」がウルグアイ・ラウンド交渉の場合とは異なり、
はるかに複雑なものとなったことを意味する。米国や EU のような主要国が、WTO の
場でルールの在り方をめぐり対立する問題について地域貿易協定というローカル・ルー
ルの場で実現しつつ、地域貿易協定の相手国との間で「連合体」関係を条約の形で固定
化することにより、多国間によるラウンド交渉の「交渉設計」と交渉開始後の「交渉管
69

林［2013a］参照。
言うまでもなく、これはいずれの方向に働くのか、あるいは中立的なのかという定性的
な政策的観点からの議論である。
70
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理」をはるかに困難なものとするであろう。
（2）SPS 以外の分野でのローカル・ルール形成に関する問題
以上は SPS 分野に関する限りのものであり、安易な一般化は慎まねばならない。し
かしながら、農業・農産物貿易分野のみをとってみても、地域貿易協定によるローカル・
ルールの形成は、さまざまな問題を内包しているように思われる。管見の限りであるが、
①WTO では認められない制度のローカル・ルールでの認知、②WTO の場で対立があ
る事項についてのローカル・ルールでの実現、および③グローバル・ルールとしてのみ
実現可能な事項の「置き去り」の問題が指摘できる。
（ァ）WTO では認められない制度のローカル・ルールでの認知
代表例に、チリの「価格帯システム」
（Price Band System）がある。周知のように、
輸入数量制限や可変課徴金制度は、ウルグアイ・ラウンドの結果禁止され（農業協定第
4 条 2 項注）
、関税化された。2011 年、アルゼンチンはチリが導入した小麦、小麦粉、
砂糖、植物油について「価格帯システム」に基づく関税を賦課する制度を、農業協定で
禁止されている可変課徴金・最低輸入価格制度に該当するとして提訴した。チリは通常
関税であると主張したものの、翌年パネル、上級委員会ともに国際価格の変化に応じて
調整されていることを理由にチリの主張を退ける判断を示した。チリは制度を改めたも
のの再びアルゼンチンにより WTO 提訴され、再び農業協定に不整合であるとの判断が
示された（パネル 2006 年、上級委員会 2007 年）
。
ところで、チリは 2003 年 9 月、ニュージーランド、シンガポールとの間で地域貿易
協定交渉を開始し、ブルネイも 2005 年 4 月に加わって 2005 年 7 月に調印が行われた
この地域貿易協定の「モノの貿易」の章に、チリがその「価格帯システム」を維持でき
ることが規定されている。チリの「価格帯システム」の認知条項は、その他の主要国と
の地域貿易協定においても存在する71。これは、グローバル・ルールにおいては認めら
れないような事項であってもローカル・ルールにおいては認知されることがありうる一
例であると言えよう72（この問題は、今日の世界の農業・農産物貿易問題に取り組むに
当たり 20 年前に定められた WTO の農業協定のルールと 10 数年前に設定されたドー
ハ・ラウンド交渉の枠組みが今日もなお有効なのかという基本的な問題ともかかわって
いると考えられるが、稿を改めて取り上げることとしたい）
。
（ィ）WTO の場で対立がある事項のローカル・ルールでの実現
地理的表示はウルグアイ・ラウンドの結果、TRIP 協定上の知的所有権の一つとして
保護の対象とされた。地理的表示については、WTO ではドーハ・ラウンドでの交渉の
71

カナダとチリとの地域貿易協定（C-17 条）
。日本とペルーとの地域貿易協定にも同様の
条項が存在する（第 28 条）
。
72 この問題は、今日における為替変動のもとで国内産業保護のため認知された手段として
の固定関税制度の有効性というより大きな問題とも関連する。ドーハ・ラウンドにおいて
可変関税の必要性が指摘されたことはあった（McMahon[2011]74 頁）ものの、検討課題と
しては取り上げられていない。
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争点として追加的保護の拡大（第 23 条の保護対象品目をワイン・蒸留酒以外にも広げ
る）および地理的表示の多国間での登録制度の設置の可否があり、米国・オーストラリ
アと EU との間で商標登録との優先関係が WTO の紛争案件となった73。
これらの問題では、EU をはじめとする欧州諸国が地理的表示の保護の拡大強化の立
場をとっているのに対し、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドがこれに
反対の立場をとり、いわば「旧大陸」諸国と「新大陸」諸国が対立する構図となってい
る。のみならず、地理的表示についての保護制度を採用する途上国もあり、ドーハ・ラ
ウンドにおいて未だ収斂を見ていない大きな争点の一つである。
このような状況下、主要国は自らの立場を反映させた条項を地域貿易協定におく傾向
がある。なかでも米国と EU は、地域貿易協定においてそれぞれの立場を反映させたロ
ーカル・ルールの形成を行いつつある。米国は地理的表示が商標により保護可能であり、
先行して登録された商標が地理的表示に優先すること、地理的表示登録の際の異議申し
立て・登録後の取り消し手続を定めた地域貿易協定を締結している（オーストラリア、
ペルー）
。一方、EU は特定の地理的表示には商標の効力が及ばない（チリ）、先行商標
であっても地理的表示との併存を可能とする（シンガポール）、双方の地理的表示制度
を同等のものと認める（韓国）こと等を内容とする地域貿易協定を締結している。
グローバルなレベルで対立がある事項について、自国の立場に沿ったローカル・ルー
ルを定めることによる「囲い込み」は、異なる立場をとる主要国と地域貿易協定を締結
するその他の国々にとり、地域貿易協定交渉の際に矛盾する内容の条約上の義務を課さ
れないようにしなければならないだけでなく、条約締結後に異なる国際条約に基づく規
範を国内法上整合させて履行しなければならないという、困難な課題を課している74。
（ゥ）グローバル・ルールとしてのみ実現可能な事項の「置き去り」
周知のように、国内農業部門に対する補助は、ウルグアイ・ラウンドの結果 AMS を
用いて削減することが合意され、現在行われているドーハ・ラウンドにおいても国内支
持のさらなる削減の方式などが交渉の大きな焦点の一つとなっている。
農業部門への国内支持政策が引き続き多くの国々によって広範にとられている一方、
地域貿易協定で国内支持の削減について規定したものはない。この事実は、国内支持の
削減約束が生産能力削減「カルテル」的な性格をもっていることを考えれば、驚くべき
「バドワイザー」の名称等をめぐる紛争事案（EC-Trademark and Geographical
Indications (DS174, 290)）については、米国で先行登録された商標について EU での地理
的表示登録を「限定的な例外」
（TRIP 協定第 17 条）として認めるパネル報告書が 2005
年に採択された（米国が 1999 年、オーストラリアが 2003 年に協議要請し、同年にパネル
が設置）
。
74 大町［2012］
、内藤［2013］による。TPP 交渉においても、地理的表示として保護でき
ない名称のリストを米国、オーストラリア、ニュージーランドが提案したのに対し、その
他の交渉参加国がこれに反対し（日本は態度を保留）大きな争点となっており、その背景
にこれらの国々が EU との地域貿易協定を締結しているか交渉中（ベトナム）である事情
があることが報じられている（2013 年 12 月 13 日付 Inside US Trade）
。
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ことではない。「外部性」のある問題は、地球規模の環境問題への対応と同様、グロー
バル・ルールとして対応せざるを得ない。仮に一部の国々が取り組んだとしても、フリ
ーライドにより効果が減殺され、無意味なものとなってしまうからである。先進国によ
る国内農業支持問題は、WTO 加盟国の大多数を占める途上国との衡平の問題としても
放置したままにすることはできない問題であり、WTO の場でのグローバルな取り組み
によってのみ解決可能であり、解決しなければならない75。
小括
WTO 発効後に締結された地域貿易協定は WTO 協定の存在と機能を前提としており、
グローバル・ルールとローカル・ルール双方において並行して詳細化による「補完」と
いう形での国際ルールの発展のダイナミズムが現出しているのが、SPS 分野ににおけ
るルールの「重畳化」の実態であると言えよう。しかしながら、負の側面がないわけで
はない。SPS 分野においては無差別原則の「迂回」問題の深刻化、多国間での貿易問
題解決機能の空洞化、主要国による「囲い込み」手段化の懸念があり、その他の分野で
は WTO では認められない制度がローカル・ルールで認知され、WTO の場で対立があ
る事項をローカル・ルールで実現する、あるいはグローバル・ルールとしてのみ実現可
能な事項が「置き去り」となっていると見られる事例が存在する。こうしたことから、
ローカル・ルールがいずれグローバル・ルールに昇華してゆく「予定調和」は存在しな
いと言ってよい。
3.

おわりに――今後の地域貿易協定交渉と我が国

今後の地域貿易協定交渉
ところで、近年の地域貿易協定交渉開始をめぐる動き――環太平洋経済連携協定
（TTP）、日・EU 経済連携協定、東アジア包括経済連携協定（RCEP）
、さらには環大
西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）――は「メガ FTA」形成への動きとして知ら
れ、積極的に評価されている76。また、これら地域貿易協定のなかには WTO 上の権利
義務を強化することを目指していることを標榜しているものもある77。
75

同じ補助金でも輸出補助や漁業補助は供与国が限られており、供与国が広範な国内支持
とは性格が異なる。農産物輸出補助については多くの地域貿易協定で供与しない旨の規定
がなされており、EU の地域貿易協定にも撤廃に向けての協議を行う旨規定しているものが
ある（パプアニューギニア・フィジーとの協定）
。WTO ドーハ・ラウンドにおいても、輸
出補助金の撤廃の可否はもはや争点ではない。
76 日本貿易振興会[2013]、2013 年 12 月 2 日～6 日付日本経済新聞など。
77 2011 年 11 月の TPP 交渉参加国閣僚による「TPP 交渉のアウトライン」は、SPS 分野
については「WTO の SPS 協定のもとでの既存の権利義務を強化し築き上げる（reinforce
and build upon）
」ことが合意されているとしている。TTIP 交渉については、2013 年 2 月
に公表された米国 EU 合同の雇用と成長に関する高級レベル委員会報告 は、「意欲的な
『SPS プラス条項』を設け、
（中略）WTO の SPS 協定の基本的な諸原則を基に築き上げる
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なかでも環太平洋経済連携協定（TTP）交渉は、我が国で大きな論議の的となってい
る。SPS 分野については「食の安全」をめぐり対極的な立場――我が国主導で積極的
なルール形成を目指すべきとする立場とこれが脅かされることになるとする立場――
から議論がなされている。しかしながら、これらの論者はいずれも具体的な論拠に基づ
くことなく総論的な議論を行うにとどまり、これまでの WTO と地域貿易協定における
SPS 分野のルールと適用の実際に関する実証分析に基づく議論を展開していない78。
今後「メガ FTA」交渉の結果、WTO のルールを「代替」することによりこれを「超
える」地域貿易協定が合意されることは、ありえないことではない。しかしながら SPS
分野に関する限り、貿易ルールは「発明」の産物ではなく、それまでに形成されてきた
ルールと実際の適用の経験をもとに――他の「場」におけるルールからの影響を受けつ
つまた影響を与えながら――しだいに形成されるものであると言うことができる。
ところで、上記の四つの地域貿易協定交渉で注目すべきことは、これらが地域貿易協
定の SPS 条項の分析で見た二つの異なるグループに属する国々を含む国・地域同士の
ものであることである。ということは、これまでとは異なり交渉参加国間のアプローチ
の違いの調整が中心課題となることを意味する。SPS 分野に関する限り問題は SPS 協
定のルールの「補完」を当事国間で積極的に行うかどうか、行うとしてどの程度まで行
うかの選択であるが79、その他の WTO において対立がある分野、あるいは WTO で取
り上げるかどうか議論がある分野においては、地域貿易協定交渉の場で WTO における
と同様の対立と論議が見られることになるであろう。地域貿易協定交渉の場で解決が見
られたとしても、これまでの地域貿易協定の形成が、米国、EU をはじめとする主要国
によるそれぞれの立場に基づいたその他の国々の「囲い込み」
、
「連合体」関係の条約に
よる固定化であるだけに、こうしたローカル・ルールが新たな WTO ルールの形成にと
り「積み上げの石」ではなく「躓きの石」となる可能性がある。

（build upon）ことを目指す」としている。RCEP 交渉については、2012 年 8 月に公表さ
れた「ガイドライン」には SPS 分野についての言及がなく、基本的な方針として交渉参加
国の既存の地域貿易協定よりも「相当程度の改善」を目指すことが表明されている。日 EU
経済連携協定交渉については、交渉で何を目指すのかについて両国政府または民間レベル
での文書が（管見の限り）存在しない。
78 WTO がだめなら FTA があるとの認識を背景に、TPP こそ WTO が目指す理想形に近い
自由貿易の形であるとするもの（岩田［2011］11 頁）
、WTO 協定が各国の国内法制を規制
している分野は WTO の占有分野であると断定するもの（小寺［2007］10 頁）がある。SPS
分野に関しては TPP に
「科学的根拠に基づかない輸入規制を禁止するなどの点を盛り込む」
ことの提案（渡邉[2011]45 頁）
、TPP の日本への影響に関し「輸入検査や検疫手続の透明性
の向上に関する義務を日本はこれまで受諾したことはない」
（中川[2011]7 頁）など基本的
な点についての誤解ないし認識不足が疑われる論述がしばしば見られる。
79 TPP 交渉での SPS 分野の未解決の争点は当事国間の貿易問題について協定の紛争処理
条項を適用するか否かであり、米国政府は国内業界の反対にもかかわらず適用に否定的な
立場をとっている旨報じられている（2013 年 7 月 19 日付 Inside US Trade）
。この米国政
府の立場は、WTO 発足後の地域貿易協定の SPS 条項における取り扱いと一貫している。
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国際交渉における合意形成の観点からも、多くの国々・地域の参加による地域貿易協
定の締結交渉は、これまでにない困難さが予想される。
第一に、これら地域貿易協定構想には「交渉設計」や「交渉管理」が存在しない。地
域貿易協定一般に交渉は参加者数が増加するほど複雑化するから、交渉を開始するにあ
たっての「交渉設計」と交渉開始後合意に向けての「交渉管理」が重要な役割を果たす。
しかしながら、これら地域貿易協定構想には GATT や WTO におけるラウンド交渉に
おけるような準備交渉の過程を経て合意された「交渉の枠組み」や「交渉の目的」とい
った「交渉設計」が存在しないという、共通の特徴がある。また、GATT や WTO のよ
うな事務局という「仲介者」も存在しない。
第二に、地域貿易協定が多くの分野を包括し、それぞれの分野で実質的な成果を上げ
ようとすればするほどリンケージによる「パッケージ」としてのバランスを目指さざる
を得ないという、GATT や WTO におけるラウンド交渉と同じ問題に逢着する。このこ
とはまた、本稿の冒頭に挙げた地域貿易協定締結の政治的動機のいくつか――「互恵性」
の説明のしやすさ、多国間交渉に比べての交渉コストの低さ――が失われることを意味
する。
第三に、ルール分野についての交渉では、GATT や WTO におけるラウンド交渉がそ
うであったように、今後の課題として先送りにするか、交渉参加国の最大公約数をもと
に「合意できる範囲で合意する」か、あるいは「主導原則」を見出したうえで「制度間
調整」を行うかのいずれかの選択しかない。最後の困難な途を選ぶ場合、ラウンド交渉
では合意された結果の国内実施がもっぱら問題であったのに対し、地域貿易協定交渉の
場合には異なる相手国との地域貿易協定上の義務が衝突しないよう交渉するとともに
これらを国内法上矛盾なく実施するという、複雑で困難な問題に直面せざるを得ないこ
とを覚悟しなければならない。
我が国の地域貿易協定交渉
我が国の地域貿易協定は、何を目指そうとしているのか読み取りがたいことに特色が
ある。端的な例は、最も新しく締結されたペルーとの地域貿易協定である。この協定は、
そもそもなぜ日本とペルーとが二国間条約を締結するのかの目的規定を欠いている80。
我が国の地域貿易協定で SPS 条項を置いているものとそうでないものとが存在する事
実も、締結する相手国との農林水産物貿易の重要性では説明できない。他の主要国の地
域貿易協定で SPS 条項の主たる内容が SPS 分野に関する協議の場の設置であるものは
多いが、米国の場合には協議の場を設置する目的意識が締結相手国ごとに明確に表明さ
れているのに対し、日本の場合にはきわめて紋切形である。カナダのように、地域貿易
主要国の地域貿易協定の第 1 条にはこのような目的規定が置かれている。日・ペルーの
地域貿易協定は、協定全体の目的規定が置かれておらず、SPS 条項に目的規定がない一方
で TBT 条項には目的規定があるという形式的に「ちぐはぐ」な国際条約である。
80
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協定を締結しても SPS ルールやこの分野に関する問題の解決は WTO の場に譲るとの
考え方がとられているわけでもない。
SPS 分野に関する協議の場の設置は、当事国の SPS 分野に関する専門家による「認
識共同体」の形成という、重要な意味を持つものとして積極的に評価できる。この意味
で、当事国の担当者間の定期的な協議の場の設置規定は、単なる組織規定に止まらない
重要な意義をもっている。しかしながら、多くの国々と地域貿易協定を締結してこのよ
うな場が多数設けられることは、人員・経費両面での行政コストの増大という、看過し
えない問題を発生させる。このような地域貿易協定締結に伴う行政コストの増大の問題
について、実際に会合を持たなくても電話・テレビ会議などにより代行できるとの規定
を置くものが多く（オーストラリア、ニュージーランド、カナダ）、通報についても
WTO 通報や無料でアクセス可能な公的機関のウェブサイトに掲示することをもって足
りるとする規定を置くものある（EU）
。我が国も地域貿易協定の締結数の増加に伴う行
政コストの増高をどう軽減するかの問題に真剣に取り組むべきであり、特に ASEAN の
ような「緩い連合体」が参加する地域貿易協定の場合には特に注意が必要である。
より重要な課題は、農林水産物貿易における「クライシスマネジメント」のためのル
ール作りである。我が国は、輸入国としてすでにいくつかの大きな問題を経験している
のみならず、近年には輸出国の立場としても問題を経験しつつあることは周知のとおり
である。基本的な貿易ルールの運営、貿易問題の早期解決、さらには紛争処理の場とし
ての WTO を基本としつつ、重要な貿易相手国との地域貿易協定を通じて貿易上の問題
の発生の回避と発生した場合に早期に解決を図るルール作りを行うことは可能であり、
すでに多くの主要国はこのような観点からルールを定めていることは、すでに見たとお
りである。
我が国が地域貿易協定に取り組むに当たっては、個々の分野ごとに何を実現したいの
か、またこれまでに経験した問題や今後直面しうる問題について、どのように取り扱う
べきか、そのためにはいかなるルールを定めておくことが望ましいのか、といった実際
的かつ主体的な検討とその実現のための政府全体としての戦略が不可欠である。
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付表

1 米国の地域貿易協定と SPS 条項等
調印（発効）年月日

協定名・SPS 条項等

2000 年 10 月 24 日 Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the
（2001 年 12 月 17 日） Establishment of a Free Trade Area
SPS条項：United States – Jordan Joint Statement on WTO Issues パラグラフ5（同等性の認証）
GATT第20条類似条項：第12条（例外）
2003 年 5 月 6 日

United States – Singapore Free Trade Agreement

（2004 年 1 月 1 日）

SPS 条項：なし（ただし、前文で言及）
GATT 第 20 条類似条項：第 21.1 条（一般的例外）

2003 年 6 月 6 日

United States – Chile Free Trade Agreement

（2004 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 6 章（目的（前文）
、対象範囲（第 6.1 条）、一般規定（第 6.2 条）、SPS 事項に関する委員会（第
6.3 条）
、定義（第 6.4 条）
）
GATT 第 20 条類似条項：第 23.1 条（一般的例外）

2004 年 5 月 18 日 Australia – United States Free Trade Agreement
（2005 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 7 章（目的（第 7.1 条）、対象範囲（第 7.2 条）、SPS 協定の確認（第 7.3 条）、SPS 事項に関す
る委員会（第 7.4 条）、定義（第 7.5 条））
、附属書 7（動植物の健康措置に関する常設技術ワーキンググルー
プ）、交換公文（2004 年 5 月 18 日付）
GATT 第 20 条類似条項：第 22.1 条（一般的例外）

2004 年 6 月 15 日 United States – Morocco Free Trade Agreement
（2006 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 3 章 B 節（対象範囲（第 3.8 条）
、一般規定（第 3.9 条）
、定義（第 3.10 条））、United States –
Morocco Joint Statement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Cooperation
GATT 第 20 条類似条項：第 21.1 条（一般的例外）、交換公文
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2004 年 8 月 5 日 The Dominican Republic – Central America – United States Free Trade Agreement
（2006 年 3 月 1 日）

SPS条項：第6章（目的（前文）、SPS協定の確認（第6.1条）、対象範囲（第6.2条）、SPS事項に関する委員
会（第6.3条、附属書6.3）、交換公文（2004年5月28日付、同年8月5日付）
GATT第20条類似条項：第21.1条（一般的例外）

2005 年 9 月 14 日

United States - Bahrain Free Trade Agreement

（2006 年 8 月 1 日）

SPS条項：第6章（目的（第6.1条）、対象範囲（第6.2条）、一般規定（第6.3条）、定義（第6.4条））
GATT第20条類似条項：第20.1条（一般的例外）

2006 年 1 月 19 日

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the

（2009 年 1 月 1 日）

Sultanate of Oman on the Establishment of a Free Trade Area
SPS条項：第6章（目的（第6.1条）、対象範囲（第6.2条）、一般規定（第6.3条）、定義（第6.4条））
GATT第20条類似条項：第21.1条（一般的例外）

2006 年 4 月 12 日

The United States - Peru Trade Promotion Agreement

（2009 年 2 月 1 日）

SPS条項：第6章（目的（前文）、対象範囲（第6.1条）、一般規定（第6.2条）、SPS事項に関する常設委員会
（第6.3条））、交換公文（2006年1月5日付、同年4月10日付、同年10月6日付）
GATT第20条類似条項：第22.1条（一般的例外）

2006 年 11 月 22 日

The United States – Colombia Trade Promotion Agreement

（2012 年 5 月 15 日） SPS条項：第6章（目的（前文）、対象範囲（第6.1条）、一般規定（第6.2条）、SPS事項に関する常設委員会
（第6.3条））、交換公文（2006年2月26日付、同年8月21日付、同年11月22日付）
GATT第20条類似条項：第22.1条（一般的例外）
2007 年 6 月 30 日

Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea

（2012 年 3 月 15 日） SPS条項：第8章（目的（前文）、対象範囲（第8.1条）、権利義務（第8.2条）、SPS事項に関する委員会（第
8.3条）、紛争処理（第8.4条））
GATT第20条類似条項：第23.1条（一般的例外）
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2007 年 6 月 28 日

United States – Panama Trade Promotion Agreement

（2012 年 10 月 31 日） SPS条項：第6章（目的（前文）、SPS協定の確認（第6.1条）、対象範囲（第6.2条）、SPS事項に関する委員
会（第6.3条）、附属書6.3（SPS事項に関する委員会の構成員））、交換公文（2006年12月20日付、2013年2
月28日付）
GATT第20条類似条項：第21.1条（一般的例外）

2

EU の地域貿易協定と SPS 条項等

調印（発効）年月日

協定名・SPS 条項等

1995 年 3 月 6 日

DECISION No 1/95 OF THE EC-TURKEY ASSOCIATION COUNCIL of 22 December 1995 on

（1996 年 1 月 1 日）

implementing the final phase of the Customs Union (96/142/EC)
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：なし

1995 年 7 月 7 日

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the European

（1998 年 3 月 1 日）

Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other
part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：なし

1995 年 11 月 20 日

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the European

（2000 年 6 月 1 日）

Communities and their Member States, of the one Part, and the States of Israel, of the other Part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：なし

1996 年 2 月 26 日

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the European
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（2000 年 3 月 1 日）

Communities and their Member States, of the one Part, and the Kingdom of Morocco, of the other Part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 28 条

1996 年 12 月 6 日

Agreement between the European Community, of the one Part, and the Government of Denmark and the

（1997 年 1 月 1 日）

Home Government of the Faroe Islands, of the other Part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：

1997 年 2 月 24 日

EURO-MEDITERRANEAN INTERIM AGREEMENT on trade and cooperation between the European

（1997 年 7 月 1 日）

Community, of the one Part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the
Palestine Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other Part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 24 条

1997 年 11 月 24 日

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the European

（2002 年 5 月 1 日）

Communities and their Member States, of the one Part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the
other Part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 27 条

1997 年 12 月 8 日
（2000 年 7 月 1 日、
10 月 1 日）

Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European
Community and the United Mexican States
SPS 条項：EC/メキシコ共同理事会決定（2000/415/EC）
GATT 第 20 条類似条項：なし

1999 年 10 月 11 日

Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member

（2000 年 1 月 1 日）

States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part
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SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 27 条
2001 年 4 月 9 日

STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT between the European Communities and their

（2001 年 6 月 1 日、 Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part
2004 年 4 月 1 日）

SPS条項：なし
GATT第20条類似条項：第41条

2001 年 6 月 25 日

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an Association between the European

（2004 年 6 月 1 日）

Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
SPS条項：なし
GATT第20条類似条項：第26条

2002 年 4 月 22 日

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an Association between the European

（2005 年 9 月 1 日）

Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of
the other part
SPS条項：なし
GATT第20条類似条項：第27条

2002 年 6 月 17 日

INTERIM AGREEMENT on trade and trade-related matters between the European Community, of the

（2003 年 3 月 1 日）

one part, and the Republic of Lebanon, of the other part
SPS条項：なし
GATT第20条類似条項：第23条

2002 年 11 月 18 日

Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the

（2003 年 2 月 1 日、 one part, and the Republic of Chile, of the other part
2005 年 3 月 1 日）

SPS 条項：第 89 条、附属書 IV(Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures Applied to Trade in
Animals and Animal Products, Plants and Plant Products and Other Goods and Animal Welfare)（目
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的（第 1 条）
、多国間の義務（第 2 条）、適用範囲（第 3 条）
、定義（第 4 条）、権限ある当局（第 5 条）、
動物の健康、病害上のステータスおよび地域的状況の貿易上の認知（第 6 条）、同等性の決定（第 7 条）、
透明性・貿易上の状況（第 8 条）、証明手続（第 9 条）、情報交換（第 12 条）、通報・協議（第 13 条）、セ
ーフガード条項（第 14 条）、未解決問題（第 15 条）、共同管理委員会（第 16 条）、コミュニケーションの
円滑化（第 17 条）、地域的適用（第 18 条）、附属書Ⅰ（対象範囲）、附属書Ⅱ（権限ある当局）、附属書Ⅲ
（通報対象疾病・病害）、附属書Ⅳ（地域化・ゾーニング）、附属書Ⅴ（同等性認証検討の優先分野）、附
属書Ⅵ（同等性の決定手続）、附属書Ⅶ（確認実施のガイドライン）、附属書Ⅷ（輸入検査費用）、附属書
Ⅸ（証明）
、附属書Ⅹ（未解決問題）、附属書 XI（コンタクトポイント・ウェブサイト）、附属書 XII（適
用される地域））
GATT 第 20 条類似条項：第 91 条（一般的例外）
2006 年 6 月 12 日

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States,

（2006 年 12 月 1 日、 of the one part, and the Republic of Albania, of the other part
2009 年 4 月 1 日）

SPS条項：なし
GATT第20条類似条項：第42条（許容される制限）

2007 年 10 月 15 日

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States,

（2008 年 1 月 1 日、 of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part
2010 年 5 月 1 日）

SPS条項：なし
GATT第20条類似条項：第45条（許容される制限）

2008 年 4 月 29 日
（2010 年 2 月 1 日）

Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part,
and the Republic of Serbia. of the other part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 45 条（許容される制限）

2008 年 6 月 16 日

Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part,
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（2008 年 7 月 1 日）

and Bosnia and Herzegovina, of the other part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 28 条（許容される制限）

2008 年 10 月 15 日

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT between the CARIFORUM States, of the one part, and the

（2008 年 11 月 1 日） European Community and its Member States, of the other part CARIFORM
SPS条項：第7章（多国間の義務（第52条）
、目的（第53条）
、適用範囲・定義（第54条）、権限ある当局（第55
条）
、地域的協力・統合（第56条）、透明性（第57条）、情報交換・協議（第58条）、協力（第59条））
GATT第20条類似条項：第224条（一般的例外）
2008 年 11 月 26 日

STEPPING STONE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT between Cote d'Ivoire, of the one part,

（2009 年 1 月 1 日）

and the European Community and its Member States, of the other part
SPS条項：第4章（貿易への技術的障害・SPS措置）
（多国間の義務（第36条）、目的（第37条）
、適用範囲・定
義（第38条）
、権限ある当局（第39条）、SPS地域の決定（第40条）
、透明性・情報交換（第41条）、国際機
関における協力（第42条）、協力（第43条）
）
GATT第20条類似条項：第68条（一般的例外）

2009 年 1 月 15 日

Interim Agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European

（2009 年 10 月 1 日） Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa, of the other part*
SPS 条項：第 4 章（貿易への技術的障害・SPS 措置）
（目的（第 40 条）、多国間の義務（第 41 条）、適用範囲・
定義（第 42 条）
、権限ある当局（第 43 条）
、SPS 上のゾーニング（第 44 条）、透明性・情報交換（第 45
条）
、地域的統合（第 46 条）、キャパシティビルディング・技術支援（第 47 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 89 条（一般的例外）
2009 年 7 月 30 日

INTERIM PARTNERSHIP AGREEMENT between the European Community, of the one part, and the

（2009 年 12 月 20 日） Pacific States, of the other part**
SPS 条項：第 4 章（貿易への技術的障害・SPS 措置）
（適用範囲・定義（第 33 条）、目的（第 34 条）、優先品
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目（第 35 条）
、権利義務（第 36 条）、同等性（第 37 条）、権限ある当局（第 38 条）、SPS・TBT 上の問
題の解決（第 39 条）、透明性・情報交換（第 40 条）、実施（第 41 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 42 条（一般的例外）
2009 年 8 月 29 日

Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the

（2012 年 5 月 14 日） Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member
States, on the other part
SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 56 条（一般的例外）
2010 年 10 月 6 日

FREE TRADE AGREEMENT between the European Union and its Member States, of the one part, and

（2011 年 7 月 1 日）

the Republic of Korea, of the other part
SPS条項：第6章（目的（第5.1条）、適用範囲（第5.2条）
、定義（第5.3条）、権利義務（第5.4条）、透明性・情
報交換（第5.5条）、国際基準（第5.6条）
、輸入要件（第5.7条）
、動植物の健康に関連する措置（第5.8条）、
動物福祉に関する協力（第5.9条）
、SPS措置に関する委員会（第5.10条）
、紛争処理（第5.11条）
）
GATT第20条類似条項：第2.15条（モノに関する例外：一般的例外）

2012 年 6 月 26 日

TRADE AGREEMENT between the European Union and the Columbia and Peru

（2013 年 5 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 85 条）、権利義務（第 86 条）、適用範囲（第 87 条）
、定義（第 88 条）、権限あ
る当局（第 89 条）、一般原則（第 90 条）
、輸入要件（第 91 条）、輸入手続（92 条）、確認（第 93 条）動
植物の健康に関連する措置（第 94 条）、同等性（第 95 条）、透明性・情報交換（第 96 条）、通報・協力（第
97 条）、緊急措置（第 98 条）、代替措置（第 99 条）、特別かつ異なる待遇）、技術協力・貿易能力の向上
（第 101 条）、動物福祉に関する協力（第 102 条）、SPS 措置に関する小委員会（第 103 条）、紛争処理（第
104 条）、協定附属書Ⅵ：附属書 1（権限ある当局）、附属書 2（動物性産品施設の承認要件）
、附属書 3（確
認実施のガイドライン）
、附属書 4（コンタクトポイント・ウェブサイト）
GATT 第 20 条類似条項：第 106 条（モノに関する貿易についての例外）
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2012 年 6 月 29 日

EU-Central America association agreement***

（2013 年 8 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 140 条）、多国間の権利義務（第 141 条）
、適用範囲（第 142 条）
、定義（第 143
条）
、権限ある当局（第 144 条）、一般原則（第 145 条）、輸入要件（第 146 条）、貿易の円滑化（第 147
条）
、確認（第 148 条）
、動植物の健康に関連する措置（第 149 条）
、同等性（第 150 条）、透明性・情報
交換（第 151 条）、通報・協議（第 152 条）、緊急措置（第 153 条）、協力・技術支援（第 154 条）、特別
かつ異なる待遇（第 155 条）、SPS 措置に関する小委員会（第 156 条）
、紛争処理（第 157 条）
、協定附属
書Ⅶ（動物性産品施設の承認要件）
、協定附属書Ⅷ（確認実施のガイドライン）、協定附属書Ⅸ（コンタク
トポイント・ウェブサイト）
GATT 第 20 条類似条項：第 158 条（モノに関する例外：一般的例外）

注：締結の当事国は＊はカメルーン、＊＊はパプアニューギニアおよびフィジー、＊＊＊はコスタリカ、エルサルバドル、
グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアおよびパナマである。

3

オーストラリアの地域貿易協定と SPS 条項

調印（発効）年月日

協定名・SPS 条項等

2003 年 2 月 17 日

Singapore – Australia Free Trade Agreement (SAFTA)

（2003 年 7 月 28 日）

SPS 条項：第 5 章 強制規格および SPS 措置（目的・定義（第 1 条）
、適用範囲・義務（第 2 条）、生産国
（第 3 条）、調和（第 4 条）、同等性（第 5 条）
、協力（第 6 条）
、同等性の評価（第 7 条）、情報交換・協
議（第 8 条）、秘密の保持（第 9 条）、分野別附属書に関する最終規定（第 10 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 12 条（一般的例外）

2004 年 5 月 18 日

Australia – United States Free Trade Agreement

（2005 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 7 章（目的（第 7.1 条）、適用範囲（第 7.2 条）、SPS 協定の確認（第 7.3 条）、SPS 事項に関
する委員会（第 7.4 条）
、定義（第 7.5 条））、附属書 7（動植物の健康措置に関する常設技術ワーキンググ
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ループ）
GATT 第 20 条類似条項：第 22.1 条（一般的例外）
2004 年 7 月 5 日

Thailand – Australia Free Trade Agreement

（2005 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 6 章 SPS 措置および食品規格（目的（第 601 条）、定義（第 602 条）、適用範囲（第 603 条）
、
義務（第 604 条）、調和（第 605 条）、同等性（第 606 条）、検査・承認手続（第 607 条）、情報交換・協力
（608 条）、SPS 措置および食品規格に関する協議の場（第 609 条）
、紛争処理（第 610 条）
、附属書（市
場アクセス優先品目（6.1）、検査・承認の優先分野（6.2）
GATT 第 20 条類似条項：第 1601 条（一般的例外）

2008 年 7 月 30 日

Australia – Chili Free Trade Agreement

（2009 年 5 月 6 日）

SPS 条項：第 6 章（定義（第 6.1 条）
、目的（第 6.2 条）
、適用範囲（第 6.3 条）、一般規定（第 6.4 条）、SPS
措置とその実施に関する協議（第 6.5 条）
GATT 第 20 条類似条項：第 22.1 条（一般的例外）

2009 年 2 月 27 日

Agreement Establishing the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area

（2010 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 1 条）、適用範囲（第 2 条）、定義（第 3 条）、一般規定（第 4 条）
、同等性（第
5 条）
、権限ある当局・コンタクトポイント（第 6 条）、通報（第 7 条）
、協力（第 8 条）
、協議（第 9 条）
、
SPS 事項に関する当事国間の会合（第 10 条）、協議・紛争処理規定の非適用（第 11 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 15 章第 1 条（一般的例外）

2012 年 5 月 22 日

Malaysia – Australia Free Trade Agreement

（2013 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 5.1 条）
、適用範囲（第 5.2 条）、定義（第 5.3 条）、SPS 協定の確認（第 5.4 条）、
情報交換（第 5.5 条）、SPS 協定実施に関する協力（第 5.6 条）
、協議に関する取り決め（第 5.7 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 18.1 条（一般的例外）
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4 ニュージーランドの地域貿易協定と SPS 条項
調印（発効）年月日

協定名・SPS 条項等

2000 年 11 月 14 日

Agreement between New Zealand and Singapore on a Closer Economic Partnership

（2001 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 7 章（技術的、SPS 上の規制・規格）（適用範囲（第 35 条）、定義（第 36 条）
、作業計画の
策定（第 37 条）、共同レビューメカニズム（第 38 条）、生産国（第 39 条）、強制規格の同等性の認証（第
40 条）、適合性評価の相互認証（第 41 条）
、任意規格の同等性の相互認証（第 42 条）、情報交換（第 43
条）
、規制当局（第 44 条）、秘密保持（第 45 条）
）
GATT 第 20 条類似条項：第 71 条（一般的例外）

2005 年 4 月 19 日

Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership Agreement

（2005 年 7 月 1 日）

SPS 条項：第 6 章（目的（第 6.1 条）、適用範囲（第 6.2 条）、定義（第 6.3 条）、国際的な義務（第 6.4 条）、
権限ある当局・コンタクトポイント（第 6.5 条）
、健康保護に係る緊急の問題（第 6.6 条）、非遵守の状況
（第 6.7 条）、共同 SPS 委員会（第 6.8 条）、技術的ワーキンググループ（第 6.9 条）、協議（第 6.10 条）、
その他の協力（第 6.11 条）、秘密の保持（6.12 条）、紛争処理（第 6.13 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 15.1 条（モノの貿易に関する一般的例外）

2005 年 7 月 18 日

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement

（2006 年 5 月 28 日）

SPS 条項：第 7 章（定義（第 7.1 条）、目的（第 7.2 条）、適用範囲（第 7.3 条）、SPS 事項に関する委員会
（第 7.4 条）
、権限ある当局・コンタクトポイント（第 7.5 条）、地域的状況への適合（第 7.6 条）、同等
性（第 7.7 条）、確認（第 7.8 条）、輸入検査（第 7.9 条）、通報（第 7.10 条）、暫定措置（第 7.11 条）、情
報交換（第 7.12 条）、技術的協議（第 7.13 条）
、協力（第 7.14 条））、実施に関する取決め
GATT 第 20 条類似条項：第 19.1 条（一般的例外）

2008 年 4 月 7 日

New Zealand – China Free Trade Agreement

（2008 年 10 月 1 日）

SPS 条項：第 7 章（定義（第 73 条）、目的（第 74 条）、適用範囲（第 75 条）、国際的な義務（第 76 条）、
実施に関する取決め（第 77 条）、権限ある当局・コンタクトポイント（第 78 条）、リスク評価（第 79 条）、
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地域的な状況への適合（第 80 条）、同等性（第 81 条）、確認（第 82 条）、証明（第 83 条）、輸入検査（第
84 条）、協力（第 85 条）
、通報（第 86 条）
、情報交換（第 87 条）、共同マネジメント委員会（第 88 条））
、
実施に関する取決め
GATT 第 20 条類似条項：第 200 条（一般的例外）
2009 年 2 月 27 日

Agreement Establishing the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area

（2010 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 1 条）
、適用範囲（第 2 条）、定義（第 3 条）
、一般規定（第 4 条）、同等性（第
5 条）
、権限ある当局・コンタクトポイント（第 6 条）
、通報（第 7 条）
、協力（第 8 条）
、協議（第 9 条）、
SPS 事項に関する当事国間の会合（第 10 条）、協議・紛争処理規定の非適用（第 11 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 15 章第 1 条（一般的例外）

2009 年 10 月 26 日

New Zealand - Malaysia Free Trade Agreement

（2010 年 8 月 1 日）

SPS 条項：第 6 章（定義（第 6.1 条）、目的（第 6.2 条）
、適用範囲（第 6.3 条）
、権限ある当局・コンタク
トポイント（第 6.5 条）
、SPS 委員会（第 6.6 条）、貿易の円滑化・実施に関する取り決め（第 6.7 条）、
同等性（第 6.8 条）、地域化（第 6.9 条）、緊急措置（第 6.11 条）、通報（第 6.12 条）、非遵守の状況（第
6.13 条）、措置についての説明・協議（第 6.14 条）、協力（第 6.15 条）
）
、実施に関する取決め
GATT 第 20 条類似条項：第 17.1 条（一般的例外）

2010 年 5 月 29 日

New Zealand – Hong Kong, China Closer Economic Partnership Agreement

（2011 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 7 章（目的（第 1 条）、適用範囲（第 2 条）、定義（第 3 条）、国際的な義務（第 4 条）、権限
ある当局・コンタクトポイント（第 5 条）
、実施に関する取決め（第 6 条）、同等性（第 7 条）、
地域的な状況への適合（第 8 条）、確認（第 9 条）、緊急措置（第 10 条）、通報（第 11 条）
、措置につい
ての説明（第 12 条）、協力（第 13 条）、協議（第 14 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 19 章第 1 条（一般的例外）

2013 年 7 月 10 日

Agreement between New Zealand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and

（2013 年 12 月 1 日）

Matsu on Economic Cooperation
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SPS 条項：第 6 章（定義（第 1 条）、目的（第 2 条）、適用範囲（第 3 条）、国際的な義務（第 4 条）、実施
に関する取り決め（第 5 条）、権限ある当局・コンタクトポイント（第 6 条）、地域的な状況への適用（第
7 条）
、同等性（第 8 条）
、確認（第 9 条）、証明（第 10 条）、輸入検査（第 11 条）、協力（第 12 条）、通
報（第 13 条）、緊急措置（第 14 条）
、情報交換（第 15 条）、共同管理委員会（第 16 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 24 条第 1 条（一般的例外）

5 カナダの地域貿易協定と SPS 条項等
調印（発効）年月日

協定名・SPS 条項等

1996 年 7 月 31 日

Canada – Israel Free Trade Agreement

（1997 年 1 月 1 日）

SPS 条項：第 4.3 条
GATT 第 20 条類似条項：第 10.1 条（一般的例外）

1996 年 12 月 5 日

Canada – Chili Free Trade Agreement

（1997 年 7 月 5 日）

SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：第 O-01 条（一般的例外）

2001 年 4 月 23 日

Canada – Costa Rica Free Trade Agreement

（2002 年 11 月 1 日）

SPS 条項：第 IX.5 条
GATT 第 20 条類似条項：第 XIV.1 条（一般的例外）

2008 年 1 月 26 日

Free Trade Agreement between Canada

（2009 年 7 月 1 日）

Association (Iceland, Lichtenstein,

and

Norway and

SPS 条項：第 6 条
GATT 第 20 条類似条項：第 22 条（一般的例外）
2008 年 5 月 29 日

the

Canada – Peru Free Trade Agreement
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（2009 年 8 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 501 条）、適用範囲（第 502 条）、他の協定との関係（第 503 条）
、SPS 措置
に関する委員会（第 504 条）、SPS 問題の発生の回避と解決（第 505 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 2201 条（一般的例外）

2008 年 11 月 21 日

Canada – Colombia Free Trade Agreement

（2011 年 8 月 15 日）

SPS 条項：第 5 章（目的（第 501 条）、適用範囲（第 502 条）、他の協定との関係（第 503 条）
、SPS 措置
に関する委員会（第 504 条）、SPS 問題の発生の回避と解決（第 505 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 2201 条（一般的例外）

2009 年 6 月 28 日

Canada – Jordan Free Trade Agreement

（2012 年 10 月 1 日）

SPS 条項：第 7 章（第 7.1 条）
GATT 第 20 条類似条項：第 15-1 条（一般的例外）

2010 年 5 月 14 日

Canada – Panama Free Trade Agreement

（2013 年 4 月 1 日）

SPS 条項：第 6 章（他の協定との関係（第 6.01 条）、SPS 問題の発生の回避と解決（第 6.02 条）、SPS コ
ーディネーター（第 6.03 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 23.02 条（一般的例外）

6

日本の地域貿易協定と SPS 条項等

調印（発効）年月日

協定名・SPS 条項等

2002 年 1 月 13 日

Agreement between Japan and the Republic of Singapore for a New-Age Economic Partnership

（2013 年 11 月 30 日）

SPS 条項：なし
GATT 第 20 条類似条項：なし

2004 年 9 月 17 日

Agreement between Japan and the United Mexican States for the Strengthening of the Economic

（2005 年 4 月 1 日）

Partnership
SPS 条項：第 3 章第 2 節（権利義務（第 12 条）
、照会所（第 13 条）
、SPS 小委員会（第 14 条）
、紛争処理
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（第 15 条）
）
GATT 第 20 条類似条項:第 168 条（一般的例外）
2005 年 12 月 13 日

Agreement between Japan and the Government of Malaysia for an Economic Partnership

（2006 年 7 月 13 日）

SPS 条項：第 6 章（適用範囲（第 68 条）、権利義務（第 69 条）、SPS 小委員会（第 70 条）
、照会所（第 71
条）
、紛争処理（第 72 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 10 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2006 年 9 月 9 日

Agreement between Japan and the Republic of the Philippines for an Economic Partnership

（2008 年 12 月 11 日）

SPS 条項:なし
GATT 第 20 条類似条項：第 23 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2007 年 3 月 27 日

Agreement between Japan and the Republic of Chile for a Strategic Economic Partnership

（2007 年 9 月 3 日）

SPS 条項:第 6 章（適用範囲（第 62 条）
、権利義務（第 63 条）、照会所の設置（第 64 条）
、SPS 小委員会（第
65 条）、紛争処理（第 66 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 192 条（一般的例外）

2007 年 4 月 3 日

Agreement between Japan and the Kingdom of Thailand for an Economic Partnership

（2007 年 11 月 1 日）

SPS 条項:なし
GATT 第 20 条類似条項：第 10 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2007 年 8 月 20 日

Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership

（2008 年 7 月 1 日）

SPS 条項:なし
GATT 第 20 条類似条項：第 11 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2007 年 6 月 18 日

Agreement between Japan and Brunei Darussalam for an Economic Partnership

（2008 年 7 月 31 日）

SPS 条項:なし
GATT 第 20 条類似条項：第 8 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2008 年 3 月 26 日～4 月 Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Japan and Member States of the
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14 日（2008 年 12 月 1 日
～2010 年 7 月 1 日）

Association of Southeast Asian Nations
SPS 条項:第 4 章（適用範囲（第 38 条）
、権利義務（第 39 条）、SPS 小委員会（第 40 条）、照会所（第 41
条）
、紛争処理（第 42 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 7 条（一般的例外）

2008 年 12 月 25 日

Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an Economic Partnership

（2009 年 10 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（適用範囲（第 45 条）、権利義務（第 46 条）、紹介所（第 47 条）、SPS 小委員会（第 48
条）
、紛争処理（第 49 条））
GATT 第 20 条類似条項：第 8 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2009 年 2 月 19 日

Agreement on Free Trade and Economic Partnership between Japan and the Swiss Confederation

（2009 年 9 月 1 日）

SPS 条項：第 4 章（適用範囲（第 33 条）
、権利義務（第 34 条）、協議（第 35 条）、紛争処理（第 36 条）
）
GATT 第 20 条類似条項：第 22 条（一般的・国家安全保障上の例外）

2011 年 2 月 16 日

Comprehensive Economic Partnership between Japan and the Republic of India

（2011 年 8 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（適用範囲（第 50 条）、権利義務（第 51 条）
、照会所（第 52 条）、小委員会（第 53 条）、
後発医薬品（第 54 条）、相互承認（第 55 条）、紛争処理（第 56 条）
）
GATT 第 20 条類似条項：第 11 条（例外）

2011 年 5 月 31 日

Agreement between Japan and the Republic of Peru for an Economic Partnership

（2012 年 3 月 1 日）

SPS 条項：第 5 章（適用範囲（第 96 条）、権利義務（第 87 条）、照会所（第 88 条）、SPS 小委員会（第 89
条）
）
GATT 第 20 条類似条項：第 10 条（一般的例外）
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