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ＮＡＦＴＡ１０年の農業政策がカナダの農業に与えた影響 

小沢 委員 

 

はじめに 

 

  北米自由貿易協定（North American Free Trade Agreement=ＮＡＦＴＡ、以下ＮＡＦＴ

Ａと記す）は1994年1月に発効し、10年余が経過した。この間の経験を踏まえ、ＮＡＦＴＡ

のカナダの農業、農業政策への諸影響を検討することが本稿の課題である。しかし、カナダ

の農業生産や農業政策に対するＮＡＦＴＡの影響を特定化するには困難がともなう。農業生

産には様々な経済的諸要因が作用し、農業政策も多様な政治・経済的諸条件の複合的な所産

だからである。 

 

 このなかで、ＮＡＦＴＡの影響はカナダの農産物貿易動向に端的に見出される。また、Ｎ

ＡＦＴＡ下での農産物貿易紛争と紛争処理のあり方も、カナダの対外農業政策、とくに今後

の国際農業交渉におけるカナダの対応を理解するうえで重要である。それゆえ、ここでは二

つの課題を設定する。 

 

一つは、ＮＡＦＴＡ下でのカナダの農産物貿易動向の考察である。なかでも、ＮＡＦＴＡ

域内でのカナダの農産物貿易の大部分は米加間であるため、米加間の農産物貿易がＮＡＦＴ

Ａ下でいかに展開し、それはＮＡＦＴＡのどのような経済的諸条件によるものか、ここに主

として焦点を当てる。 

 

 もう一つは、ＮＡＦＴＡ下の域内農産物貿易紛争、とくに米加間の貿易紛争の経緯とそこ

での問題の所在である。本文にみるように、ＮＡＦＴＡは若干の農産物を例外とするものの、

域内農産物貿易の完全自由化を目標に、貿易紛争に関する様々な予防措置および紛争処理メ

カニズムを講じている。にもかかわらず、ＮＡＦＴＡ発効と踵を接して米加間の農産物貿易

紛争が頻発した。しかも、ＮＡＦＴＡの機構内では解決できずにＷＴＯに持ち込まれるケ－

スが生じている。このことが、カナダの対外農業政策のあり方にも様々な影響を与えている。 

 

  米加間の貿易紛争は、農業政策が農業利害を中心とする固有の国内政治メカニズムに強く

影響されるのと同様に、それぞれに特有な国内政治力学を背景とする。そして、ＮＡＦＴＡ

下での米加間での農産物貿易紛争の処理の困難性は、自由貿易を提唱するＮＡＦＴＡの理念

にも抵触しかねない。それゆえ、この問題の検討はＮＡＦＴＡの意義と限界 ―これは自由

貿易協定一般に共通するものであるが― を理解するうえからも重要である。 
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１ 農産物貿易に関連するＮＡＦＴＡの諸条項 
 

１） ＮＡＦＴＡの構成、特質とカナダ経済の動向 

  ＮＡＦＴＡは、アメリカ、カナダ、メキシコの北米三カ国で1993年中に協定の批准をそ

れぞれ完了させ、1994年1月1日に発効した。協定の期限は2008年1月1日までである。協定

名称に示されるように、ＮＡＦＴＡは北米地域における貿易の自由化実現を主たる目的とす

る。ＮＡＦＴＡの構成は、ガット協定を前提にして８部、２２章から組み立てられ、それぞ

れの条項には細則が付けられている。法律専門家でも、条項、細則の一々を正確に読みとり、

解釈を下すのは困難なほどに、協定の法文は煩瑣かつ膨大なものである。こうしたことに留

意して、最初にＮＡＦＴＡの構成、特質をごく簡単に紹介しておこう。 

 

 ＮＡＦＴＡは、財の貿易、貿易の技術的障壁、紛争処理の機構・手続きなどの貿易関係条

項を中心に、投資・サ－ビス、知的所有権、政府調達などを網羅する包括的なものである。

例えば、投資条項では域内での海外投資にともなう内国民待遇を保障し、“カネ”の自由な

域内取引、移動を定めている。要するに、ＮＡＦＴＡは域内の“モノ”、“カネ”の自由な

取引を通して、北米地域を全体とする共通市場、統一経済圏の実現を志向した包括的経済協

定である。ただ、“ヒト”の移動と共通通貨の規定を欠くだけに、ＥＵより緩やかな経済統

合を目指すものと言ってよい。 

 

  もっとも、米加間に限定すれば、ＮＡＦＴＡは1989年に締結されたＣＦＴＡ（米加自由

貿易協定）をたんに継承するものでもある。第二次大戦後、とくに1960年代以降、貿易、

資本取引の自由化を通した両国間の経済統合は時期を追って進展してきた。その一つの画期

は1965年の米加自動車協定である。さらに、先端技術産業に立ち遅れたカナダの経済事情

のなかで、1988年にＣＦＴＡが締結された。ＣＦＴＡは、両国間の貿易と投資の一層の自

由化を目指したものであり、1989～1998年の10年間を協定期間とした。 

 

 ＮＡＦＴＡは、このＣＦＴＡをさらに10年間延長し、対象地域にメキシコを加えて北米

全域に拡大したものと言える。このため、米加間の経済統合はＣＦＴＡのもとですでに相当

に進展していたが、ＮＡＦＴＡ下でさらにその深化が図られたのである。それは、1990年
代から2000年代初頭の両国の主要経済指標に裏づけられる。1990～2002年のカナダ、アメ

リカの経済動向、具体的には経済成長率はほぼ同一趨勢で推移し、そこに両国経済の統合化

の深化が見出される。 

 

  図１に示されるように、両国間の経済成長率、失業率の増減はほぼシンクロナイズしてい

る。1992年から上昇に転じた経済成長率は、1995年以降ともに加速され、2001年に入ると

ＩＴバブルの崩壊などにより失速する。両国の経済成長率は、年によって若干のタイムラグ
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があるもののほぼ同調している。失業率はカナダがアメリカを相当に上回るが、ともに1990
年代後半に低下する。メキシコ・中南米諸国に焦点を当ててＮＡＦＴＡの教訓を包括的に提

示した世界銀行の報告書でも、米加間経済の相関関係の高さが指摘されている注１）。 
 注１） Daniel Lederman & Others, "Lessons From NAFTA", The World Bank,2003, Dec. p.xi. 

 

図１　アメリカとカナダの経済成長率及び失業率
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 もっとも、90年代末から2000年代初頭のカナダの経済成長率はアメリカを上回るものの、

カナダの経済パフォ－マンスは1990年代を通してアメリカに立ち遅れている。それは、両

国間の失業率の相当な格差、およびそれぞれの国民一人当たり平均ＧＤＰに示される。2001
年のアメリカ、カナダの国民一人当たり平均ＧＤＰはそれぞれ33,000㌦、22,000㌦であり、

カナダはアメリカの三分二水準にとどまる。それが両国間の賃金格差のもとでの海外直接投

資の流れを規定し、両国間の農産物貿易動向にも影響を与えているのである。 

 

２） ＮＡＦＴＡの農産物貿易条項 

  農産物貿易の自由化は、ＮＡＦＴＡの法条項ではどのように定められているだろうか。こ
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の点では、ほぼ全ての（virtually all）農産物の関税撤廃が、米加間では1998年末、また、

メキシコ間では2003年末までに取り決められる。要するに、ＮＡＦＴＡ発効の10年以内に

農産物貿易のほぼ全面自由化が図られる。米加間の農産物貿易の関税撤廃期限を1998年末

とするのは、1998年がＣＦＴＡの発効10年目に相当するためである。 

 

  もっとも、農産物貿易の自由化にはいくつかの例外措置が講じられている。一つは、関税

撤廃の例外品目の設定である。関税撤廃をほぼ全ての農産物とすること自体、例外品目を想

定している。具体的には、家禽（鶏肉、七面鳥）、卵、精糖が例外品目に該当する。家禽、

卵はカナダの供給管理政策の対象農産物であり、クオ－タ制度のもとに国内の生産、流通が

管理される。この国内措置を根拠に、家禽、卵は関税撤廃のカナダの例外品目に位置づけら

れる。同様に、精糖は販売割当、輸入数量規制の対象品目としてアメリカの例外品目に相当

する。 

 

  第二に、野菜・果物に関しては緊急暫定保護措置（セイフガ－ド）の発動が定められる。

野菜・果物の季節ごとの価格変動幅は大きく、域内三カ国でも収穫・出荷時期に微妙なタイ

ムラグが存在する。この野菜・果物の商品特性がその域内貿易を促進する一方で、各国生産

者に大きな打撃を与えがちである。この事態を避けるために、輸入価格が国内価格を一定水

準下回ると、関係諸国間の協議にもとづいて、野菜・果物に関しては期間を特定した関税引

き上げの輸入制限の発動が可能となる。 

 

  第三に、関税撤廃規定にもかかわらず、関税割当による輸入数量規制が適用されるいくつ

かの農産物が存在する。これは、カナダの大麦、メキシコのトウモロコシなどに代表される。

これらは、ＮＡＦＴＡ発効以前には各国で輸入許可制(import licensing system)の対象とさ

れていた品目である。ＮＡＦＴＡのもとで輸入許可制は廃止されたものの、輸入数量規制自

体は代償措置として残存したのである。カナダの酪農品もこれに該当する。 

 第四に、輸入制限措置の対象ではない農産物にも、各々の国内法を根拠に状況に応じて輸

入規制が講じられるケ－スが多い。これは、後にみるアメリカの通商法の反ダンピング・相

殺関税措置などの適用ケ－スである。 

 

  これ以外に、各国で実施される動植物の防疫・検疫措置も農産物貿易自由化への障害とな

りうる。ＮＡＦＴＡでは、三カ国間の協議を通して、貿易自由化の制約とならないような防

疫・検疫措置の運用が定められる。しかし、動植物の安全基準はそれぞれの固有な風土条件

にもとづいて国ごとに相違している。このため、特定国で家畜の病疫が発生する際に、その

他の国は状況に応じて一定の輸入制限措置を講じがちである。 

 

 このようにＮＡＦＴＡは農産物貿易の完全自由化を目標とするものの、現実には多くの農
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産物に様々な輸入制限措置が施されている。とくに国内法を根拠に特定農産物にアドホック

な輸入制限措置が導入されるが、この際に農産物貿易紛争が発生しやすい。これを回避する

ために、ＮＡＦＴＡでは貿易紛争の行政処理手続きが定められる。 

 

 それは、事前に紛争処理委員会を当事国家間で組織し、そこでの討議、交渉を通じて事態

の打開を図るものである。紛争処理委員会での解決が期待できない場合には、当事国による

ＮＡＦＴＡ機構への提訴となるが、その際にはパネルの設置とその裁定により紛争処理が図

られる。そして、ＮＡＦＴＡはパネル裁定が出されれば再提訴を認めないことを原則として

いる。 

 

 にもかかわらず、農産物貿易紛争はＮＡＦＴＡの機構内では円満に処理できず、しばしば

紛争は長期化する。それは、３でみる様々な農産物貿易紛争のケ－スに示される通りである。 

 

２ ＮＡＦＴＡ下での農産物貿易の動向 

 

１） カナダの農産物貿易動向 

 ＮＡＦＴＡ発効以降、カナダの農産物貿易に占める域内貿易の比重は一貫して増大し続け

てきた。例えば、カナダのアメリカ、メキシコへの農産物輸出額は、1993～2003年にそれ

ぞれ110％、210％も増大し、2003年のカナダの農産物貿易の実に68％はＮＡＦＴＡ域内に

よるものである注１）。 

注１） http;//www.agr.gc.ca/itpd-dpci/english/trade-agr/ＮＡＦＴＡ.htm,p.2 

 
 具体的には、農産物貿易額全体に占める対アメリカ、メキシコの比率は、2003年にそれ

ぞれ65％、3％である。農産物貿易額の伸び率はメキシコ間が目立つものの、相手国として

はアメリカの比重が圧倒的である。カナダの農産物輸出の相手国としては、日本、輸入相手

地域としてはＥＵも一定の比重を占めるものの、2003年のカナダの農産物輸出、輸入額全

体の各々68％、59％は対アメリカ間である（表１）。 

 

 このように、カナダの農産物貿易にとって、ＮＡＦＴＡ域内市場の重要性は年を追って増

大している。もっとも、カナダの農業生産、農産物貿易へのＮＡＦＴＡの影響はメキシコと

対比するとはるかに小さい、というのが一般的評価である。ＮＡＦＴＡ発効とともに、対メ

キシコ間の農産物貿易額は急増するようになった。だが、もともと比重が高いアメリカとの

農産物貿易はＣＦＴＡ下ですでに増加趨勢にあり、ＮＡＦＴＡの米加間農産物貿易への影響

はその延長にすぎないからである。 
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表１ カナダの対相手国農水産物輸出入額シェア（単位：％） 

(2003年1月～2004年1月) 
 輸出 輸入 

アメリカ 68.3％ 59.4％ 

メキシコ 2.6 3.8 

日 本 11.1 0.2 

Ｅ Ｕ 4.6 10.0 

その他 13.4 26.6 

合 計 100.0 100.0 

         資料：Statistic Canada, Canadian International Merchandise                                     

Trade,2004Feb  p.24,36 

 

 このため、米加間の農産物貿易動向には、ＮＡＦＴＡ下での関税引下げ・撤廃措置以外の

諸要因が大きく作用する。この点では、米加間の為替レ－トの変動が重要である。両国間の

経済パフォ－マンスの差異を背景に、カナダ・ドルの対米ドル為替レ－トは弱含みで推移し、

このことがアメリカ向け農産物輸出に有利に作用している。この結果、アメリカ向け農産物

輸出の伸びはアメリカからの輸入を相当に上回っているのである。 

 

 また、ＮＡＦＴＡの経済効果としては関税措置よりも、域内での海外直接投資の影響が大

きい。後にみるように、米加間の海外直接投資はＮＡＦＴＡ発効以降急増している。これは

食品・農業関連産業分野についても例外ではない。と言うより、食品・農業関連産業は海外

直接投資の伸びが最も大きな部門の一つである。そして、域内での海外直接投資は、Ｍ＆Ａ

Ｍ＆Ａを通した当該分野での事業再編、事業拡大につながり、米加間の食品・農産物貿易に

大きな影響を与えている。この点を確認するためには、域内、とくに米加間の食品・農産物

貿易の品目別動向をみなければならない。 

 

２） 米加間の品目別食品・農産物貿易動向 

  カナダの主要輸出農産物は、穀物、畜産物、油糧種子などから構成される（表２）。対ア

メリカ向け農産物輸出としては、これに加えて、野菜、生体家畜の比重も高い。さらに農産

物に食品を加えると、輸出構造に異なった側面が浮かび上がってくる。米加間の食品・農産

物貿易の主要品目別構成では、カナダの輸出品目として畜産物、穀類、油糧種子、飲料、野

菜、輸入品目として野菜・果物、飼料、各種加工食品、穀物調整品、畜産物などの比重がそ

れぞれ高い。これは、ＮＡＦＴＡ発効以前からの趨勢である。適地・適産にもとづく各々の

比較優位農産物が、カナダの対アメリカ向け、アメリカの対カナダ向けの主要輸出農産物を

それぞれ構成しているのである。 
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表２ カナダの主要品目別農水産物輸出入額構成 

（2003年1月～2004年1月、単位：100万㌦） 

輸 出 輸 入 

水産物 356 野菜・果実類 581 

穀 物 328 ココア・コ－ヒ－等 272 

菜 種 104 飲 料 204 

穀物加工品 178 穀 物 138 

食肉類 366 食肉類 88 

生体家畜 63 牧草・飼料類 76 

その他      971 その他              313 

合 計 2,366 合 計 1,672 

資料：Statistic Canada, Canadian International Merchandise 

                 Trade, 2004Feb,p.20,32 

 

第３表 カナダの対アメリカ向け食品・農水産物の輸出額の品目別構成と増加率 

                          （単位：100万カナダ㌦） 

 1995年 2001 増加率（倍） 

食肉類 1,345 3,598 2.68 

水産物 1,368 2,615 1.91 

生体家畜 1,502 2,375 1.58 

穀物・油糧種子 1,109 1,220 1.10 

飲 料  896 1,438 1.60 

穀物加工調整品  726 1,791 2.47 

野菜・果実加工品  273  963 3,49 

生鮮野菜・根菜類  273  884 3.24 

その他 2,465 4,367 1.77 

合 計 10,138 19,624 1.94 

  注： 穀物加工・調整品にはモルト、スタ－チも含む。また、preparationを調整品と訳出している。 

  資料：Statistic Canadaの内部資料（compiled by Chantal Sicotte）     

 

しかし、主要輸出入品目間でも、輸出入の伸びはそれぞれ大きく相違する。カナダの対ア

メリカ向け輸出の伸びがとくに大きいのは、食肉類、穀物の加工・調整品、野菜・果実、加

工野菜などである（表３）。また、アメリカからの輸入増は、飲料、野菜、野菜・果物加工

品、穀物加工・調整品、畜産物、飼料・牧草類などで目立つ（表４）注２）。輸出入いずれで

も、畜産物、野菜の伸びは大きい。これには、ＮＡＦＴＡ下での関税引き下げが作用してい
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るのである。 

注２）表３には示されないが、さらに品目を細分類すると牧草の輸入も増加している。また、アメリカか

らの穀物輸入の大部分は飼料用である。 

 

第４表 カナダのアメリカからの食品・農産物の輸入額の品目別構成と増加率 

                       （単位：100万カナダ㌦） 

 1995年 2001 増加率（倍） 

野菜・根菜  979  1,391 1.42 

果 実 931 1,214 1.30 

穀物加工・調整品 673 1,353 2.01 

食肉類 977 1,321 1.35 

穀物・油脂作物 518 1,117 2.16 

野菜・果実加工・調整品 535 843 1.58 

その他調整食品類 537 889 1.66 

飲 料 251 632 2.52 

砂糖類 228 361 1.58 

その他 2,502 4,039 1.61 

合 計 8,130 13,160 1.62 

    注： 穀物加工・調整品にはモルト、スタ－チも含む。また、preparationを調整品と訳出 

している。 

資料：Statistic Canadaの内部資料（compiled by Chantal Sicotte）     

 

  例えば、カナダの食肉・畜産物類の輸出増には、ＮＡＦＴＡ発効によるアメリカの食肉法

のカナダに対する適用除外が影響する。また、ＮＡＦＴＡによる関税引き下げが、野菜・果

物の輸出入のいずれでもの大幅増を生み出している。このうち、カナダへのアメリカからの

野菜、果物の輸入増はレタスを中心に多品目におよんでいる。一方、カナダからアメリカへ

の野菜輸出増は馬鈴薯、トマトに代表され、それは品質格差にも支えられたものである注３）。 

注３）これについては、S.Zahnier & J.Link eds, "Effects of North American Free Trade            

Agreement on Agriculture and the Rural Economy", USDA,ERS, 2002,July,pp.96-98.  

 

 例えば、カナダは低品質の加工用トマトの輸入依存度を高める一方で、ハウス栽培による

高品質トマトのアメリカ向け輸出増に努めている。このように同一品目でも、用途、あるい

は銘柄・品質差に応じてカナダ、アメリカがそれぞれ比較優位を有するために、同一農産物

の輸出入が同時に増大する、水平貿易あるいは輸出入の交差現象が米加間の農産物貿易で部

分的に生じている。それは、後にみる米加間の小麦貿易紛争の一背景をもなしている。 
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  ところで、米加間の食品・農産物の品目別貿易動向では、高付加価値品目あるいは加工食

品の伸びが大きいことが特徴である。例えば、カナダのアメリカ向け輸出を品目別に再分類

すれば、各種加工食品の伸びがとくに目立っている。家畜・畜産物の場合には、生体家畜の

輸出も増加しているが、カナダで屠殺・処理された食肉類の輸出増がとくに大幅である。穀

類でも、パスタ、モルトなどの加工・調整品の輸出の伸びが顕著である。   

 

 ＮＡＦＴＡ発効とともに、カナダからアメリカへのデュラム小麦を中心とした小麦輸出が

一時的に急増した。その後、４で考察する小麦貿易紛争の発生とともに対アメリカ向け小麦

輸出量は一定水準で推移するなかで、穀物加工・調理品の輸出増が目立つようになった。同

様な事情は、野菜・果実類にも該当する。カナダで原料を加工・調理し、アメリカ向けに輸

出される野菜・根菜類はポテトチップに代表されるように一部で急増している注４）。これ以

外にも、畜産物、穀物、油脂類の様々な加工・調整品の輸出、輸入がともに増加している。 

注４） Ibid ,pp.106-108. 

 

  こうした加工食品、各種調整品類の輸出増は、食品・農業関連産業におけるＮＡＦＴＡ域

内での海外直接投資増が背景をなしている。例えば、カナダの肉牛、豚のフィ－ドロット、

屠殺・加工部門へのアメリカ系資本の直接投資の増大が、カナダの対アメリカ向け食肉輸出

増に帰結しているのである。他方で、カナダでの飼料・牧草類の輸入需要を増大させ、アメ

リカからの飼料類の輸入増を促進する貿易構造を生み出す。ＮＡＦＴＡ下での米加間の農産

物貿易は、貿易自由化措置以上に、海外直接投資の内国民待遇によって大きな影響を受ける

構造になっているのである。 

 

３） 食品・農業関連産業への海外直接投資と加工食品貿易との相関関係 

  食品産業における米加間の海外直接投資と加工食品貿易との相関を、簡単に確認しておこ

う。図２に示されるように、カナダへの海外直接投資はアメリカからを中心にＣＦＴＡ発足

を契機に1990年代以降急増し、とくに90年代後半の直接投資増は大幅である。食品産業へ

のアメリカからの海外直接投資も全体の動きとほぼ並行して増加している。具体的には、カ

ナダの食品産業へのアメリカの直接投資額は、1988年の15億㌦前後から90年代末には50億
㌦前後の水準にまで急増した注５）。 

注５）Ibid.,p.26 

 

  一方で、アメリカの食品・農産物貿易全体に占める高付加価値の加工食品（processed 
food）の割合が1990年代以降、急速に高まっている注６）。この加工食品の輸出動向と食品産

業への海外直接投資には一定の相関がある。2002年のアメリカの加工食品貿易についてみ

ると、輸出額と輸入額とはほぼ拮抗する。また、相手国別の加工食品の輸出入シェアはいず

れもカナダとの間が最大である。ただし、輸出入のそれぞれに占めるカナダのシェアには相
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当の格差が存在する。アメリカの加工食品輸出の対カナダ向け比率21％に対し、アメリカ

の加工食品輸入の34％はカナダによっている注７）。加工食品の米加間貿易は、アメリカ側の

大幅入超である。この一因は、アメリカのカナダ食品産業への直接投資の増大に求められる

だろう。アメリカの直接投資がカナダでの食品産業の事業拡大を支え、対アメリカ向け加工

食品輸出増に結果する。ＮＡＦＴＡ下での海外直接投資に支えられた食品・農業関連産業で

の（主要企業のＭ＆Ａを通じた）急激な事業再編、事業拡大が、域内食品・農産物貿易の構

造変化を生む最大の要因となっている、と概括してよい。 
 注６）USDA, ERS, "U.S. Export Performance in Agricultural Markets",1997p.12 

 注７）USDC, International Trade ＡＤＭinistration, "Processed Food Outlook",2003,July p.8 
 

図２　カナダへの海外直接投資
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３ ＮＡＦＴＡ下での米加間の農産物貿易紛争 

 

１） 主要農産物貿易紛争とその推移 

  北米三カ国のいずれでも、農産物貿易の域内比重は増大し続けている。この事実だけに注

目すると、域内農産物貿易は順調に展開し、そこに何らの問題も存在しないかにみえる。し

かし、農産物貿易が拡大する一方で、いくつかの深刻な農産物貿易紛争も生じ、紛争処理は

しばしば暗礁に乗り上げている。 



 

 54

 カナダ・メキシコ間にはさしたる貿易紛争は生じない一方で、ＮＡＦＴＡ下の農産物貿易

紛争にはアメリカがいずれも介在する。これはＮＡＦＴＡ域内の農産物貿易に占めるアメリ

カの比重の大きさを反映するものであるが、同時に、そこにＮＡＦＴＡをめぐる農産物貿易

紛争の特質も見出される。今後のＮＡＦＴＡ域内の農産物貿易の行方を展望するうえでも、

米加間の農産物貿易紛争の経緯とその問題の所在の検討が必要となる。 

 

(1)  1994年米加小麦貿易紛争： 
ＣＦＴＡを契機に、1990年代に入ると、カナダからアメリカへの小麦輸出が増加し続け

た。これには、アメリカ国内の小麦価格を国際価格よりも割高にするアメリカの輸出補助金

付き小麦輸出計画（ＥＥＰ）も一因をなした。さらに、気象条件にもとづく1993/94年産の

アメリカの小麦不作が重なって、アメリカのカナダからの小麦輸入量は1994年には一時的

に300万㌧台に達した。輸入量は1989年の５倍にも増大したのである。この事態に直面し、

アメリカの国際貿易委員会（ＩＴＣ=International Trade Commission）は調査を開始した。 

 

 ＩＴＣの調査は、カナダからの小麦輸入の急増が国内の農産物計画（具体的には小麦の 

融資単価にもとづく価格支持および目標価格による不足払い措置）に支障をきたすことを根 

拠としたものである。このなかで米加間の小麦貿易紛争処理委員会が組織され、その討議を 

通じて両国間の覚書きが締結された。覚書きは、1994年9月～1995年9月までの１年間に 
限って一定数量以上のカナダからの小麦輸入を暫定的に輸入制限する（高率関税を課す）、 
とするものである。低率関税の適用は、デュラム小麦30万㌧、その他小麦105万㌧の数量と 

された。 

 

 ＮＡＦＴＡが定める低率関税はアメリカへのカナダの小麦輸出の一定数量に限定され、 

事実上、関税割当措置が講じられたのである。1995年以降、カナダからアメリカへの小麦

輸出数量は200万㌧前後で推移したが、年によってはカナダからの小麦輸入量は増加してい

る。その度に、ノ－スダコタ州小麦委員会はカナダからの小麦輸出を問題とし、米加間の小

麦貿易紛争問題は繰り返されている。このことが、４でみる2002年にアメリカ商務省がＣ

ＷＢ問題をＷＴＯに提訴する基本背景でもある。 
 

(2)  酪農・家禽・卵・大麦・マ－ガリンに関する紛争（1995年）： 

酪農品・家禽・卵は、カナダのクオ－タ制にもとづく供給管理政策の対象農産物である。

また、ＮＡＦＴＡ発効以前には大麦・マ－ガリンに輸入許可制が講じられ、それぞれに輸入

規制が実施されていた。これらの輸入規制措置は、1995年のＷＴＯ協定発足にともない関

税割当措置に転換された。これに対し、アメリカは関税割当による高率関税の設定はＮＡＦ

ＴＡが定めた関税率を上回り、これに違反すると主張し、ＷＴＯ協定を重視するカナダの見

解と対立した。 
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 結局、両国の対立はＮＡＦＴＡのパネルに持ち込まれた。ＮＡＦＴＡのパネルは三カ 

国の委員から構成され、メキシコ委員はカナダの見解に汲みした。この結果、1996年12
月2日に出されたパネル裁定は、カナダの措置をＷＴＯ協定に合致し、ＮＡＦＴＡ下でも

合法とするものであった。パネル裁定が出されると、ＮＡＦＴＡでは再提訴が認められな

い。このため、カナダの関税割当への転換措置はＮＡＦＴＡ下で合法と認定されたのであ

る。 

 

(3)  酪農紛争（1997～2000年）： 

ＷＴＯ協定発足にともない、カナダは生乳のクラス分類を再編し、原料乳を対象に価格水 

準の低いスペシャルクラスを新たに設定し、酪農品の輸出競争力の維持・強化を図った。こ

の措置は補助金付き輸出に該当するとして、アメリカはニュ－ジ－ランドとともにカナダ政

府に協議を申し入れた。だが、協議は不調に終わった。このため、アメリカなどはＷＴＯに

提訴したものである。ＷＴＯのパネルは、1999年3月にカナダの措置をＷＴＯ協定に違反す

る補助金付き輸出とする裁定を下した。この裁定を不満としてカナダ政府は上訴したが、上

級委員会はカナダの再提訴を却下した。これにより、スペシャルクラスの設定などはＷＴＯ

協定に違反することが確定した。これを受けて、カナダはＷＴＯのパネル裁定を遵守するこ

とを表明し、2000年度に酪農政策の是正に取り組むようになったのである。 

 

２） 農産物貿易紛争の諸要因 

  ＮＡＦＴＡ下での米加農産物貿易紛争の諸要因は、個々の紛争事例に示される。その一つ

は、ＷＴＯ農業協定とＮＡＦＴＡをいかに整合させるか、この調整が域内三カ国、とくに米

加間で事前に図られなかったことである。各国の輸入規制農産物に関する調整はＮＡＦＴＡ

発足に際して行われ、カナダの家禽などは関税撤廃の対象品目から除外された。しかし、Ｎ

ＡＦＴＡのもとで輸入規制に関して明確に規定されない農産物も残されていた。 

 

  それが、カナダの酪農品、大麦、マ－ガリンなどの品目、農産物である。これら品目は、

ＷＴＯ協定発足にともない関税割当措置の対象とされた。一方、ＮＡＦＴＡは関税撤廃によ

る貿易自由化を原則とする。このため、ＷＴＯ協定発足にともなう関税割当への転換措置は、

ＮＡＦＴＡの規定と矛盾することになった。これはＮＡＦＴＡ協定諸国にとって、ＷＴＯと

ＮＡＦＴＡのどちらを上級国際法に位置づけるかの法律解釈問題でもある。そして、紛争処

理の過程を経て、ＷＴＯとＮＡＦＴＡとの調整、あるいは両者の関係に対する一定の法律上

の解釈が出されたのである。 

 

  もう一つは、各国の国内法、とくにアメリカの通商法に定められる各種措置の適用問題で

ある。アメリカの通商法は反ダンピング、相殺関税措置を定め、また通商法３０１条は不公

正貿易慣行を規定している。このため、1994年のカナダ産小麦のように、特定農産物の輸
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入が急増すれば、反ダンピングないし相殺関税の適用対象とされがちである。輸入急増は、

カナダ側による不当な廉価輸出か、各種の国内補助金措置に支えられた押し込み輸出と解釈

され、アメリカによる高率関税設定の根拠となるのである。 

 

  このように国内の個別利害にもとづく国内法の適用は、ＮＡＦＴＡの自由貿易原則と絶え

ず抵触している。この点では、動植物検疫・防疫措置にもとづく輸入制限も類似する問題で

ある。動植物の防疫・検疫措置や食品の安全基準は、各国ごとの慣習や風土条件の特殊性に

よって相違せざるをえない。このため、動植物の防疫・検疫措置にもとづくＮＡＦＴＡ下の

農産物貿易紛争の処理は、状況に応じたアドホックなものとなりがちである。国内法と国際

法との調整問題は、結局のところ、関係諸国間の利害調整による妥協の形をとらざるをえな

いが、これはＮＡＦＴＡの場合にも同様に言えることである。 

 

  このような貿易紛争の発生を避けるために、ＮＡＦＴＡのもとでも様々な努力、対応も繰

り返しなされている。その一つは、野菜・果物の暫定輸入制限措置の発動に際しての関係諸

国間の協議である。これは、ＮＡＦＴＡ下では比較的円滑に行われ、ル－ルとして定着して

いる。このことが、野菜・果物の貿易紛争が事前に回避され、野菜・果物の域内貿易の順調

な拡大に寄与している。 

 

  また、貿易紛争を回避するための三カ国間協議も頻繁に行われている。各国間の防疫・検

疫措置の相違を解消する努力も重ねられている。1998年に米加間で紛争処理に関する覚書

きが締結されたのも、その一つの現れである。これは、アメリカ、カナダ政府がともに貿易

攪乱行為を回避し、紛争問題に事前対処することで同意したものである。しかし、これら努

力にもかかわらず、米加間の農産物貿易紛争は解消されていない。それは、次のアメリカに

よるカナダ小麦局（ＣＷＢ）のＷＴＯ提訴問題にも明らかである。 

 

 このように米加間の農産物貿易紛争は、ＮＡＦＴＡの自由貿易理念にもとづいて円滑に処

理されているとは言い難いのが現状である。ここに、ＮＡＦＴＡの理念、原則と、その現実

の運用との齟齬、矛盾が端的に見出せるのである。 

 

４ アメリカのＣＷＢ問題のＷＴＯ提訴 

 

１） 経緯 

  1994年の小麦貿易紛争に関する米加間の暫定合意にもかかわらず、両国間の小麦問題は

その後も燻り続けた。これには、ノ－スダコタ州の小麦委員会がカナダからの小麦輸入問題

をアメリカ商務省に繰り返し提訴したことが影響している。カナダからアメリカへの小麦輸

入は1995年以降ほぼ一定水準で推移したが、一時的には増大した。これは、カナダ産小麦、
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とくにデュラム小麦に対する製粉業界を中心としたアメリカの国内需要に基本的にもとづ

いている注１）。しかし、ノ－スダコタ州の小麦委員会は産地がカナダと隣接することもあり、

カナダの小麦輸出増をＣＷＢによる小麦の全面的な流通管理、とくに小麦の独占的輸出業務

に起因するもの、と主張し続けた。 

注１）http;//www.ers.usda.gov/briefing/canada/, pp24-29.なお、このインタ－ネットによる情報は、USDA, 

ERS, "Agricultural Outlook",1999 June-July に依拠している。 

 

ノ－スダコタ州の小麦委員会の提訴にもとづき、アメリカの通商代表部（ＵＳＴＲ）は、

ＣＷＢ問題を通商法３０１条の不当（unreasonable）な貿易慣行に該当するとして、2000
年10月に調査を開始した。ＣＷＢ問題とは、ＣＷＢによる小麦輸出業務の独占、およびカ

ナダの鉄道会社による穀物輸送政策がＣＷＢの小麦輸出を利している、との二事案から構成

される。この調査をふまえ、両国間の紛争処理手続きの了解ル－ルにもとづき、アメリカ政

府はＣＷＢ問題の協議をカナダ政府に申し入れた（2002年12月17日）。しかし、協議は不

調に終わった（2003年1月31日）。 
 

  これをうけて、アメリカ政府はＣＷＢ問題に関するパネル設置をＷＴＯに申請したのであ

る（2003年3月6日）。審査申請は、ＵＳＴＲがさきに取り上げた二事案である。ＷＴＯの

紛争処理機構によるパネルが設置され（2003年3月31日）、両国からの事情聴取をふまえて

パネルの中間報告が発表された（2003年12月22日）。さらに、中間報告に関する両国のコ

メント受理の手続きを経て、パネルの最終報告が発表されたのである（2004年2月10日）。

最終報告は、アメリカの申請を却下するものであった。アメリカはパネル裁定を不満とし、

直ちにＷＴＯの上級委員会に再提訴した（2004年6月31日）。上級委員会は再提訴の内容を

審査し、再提訴を却下する裁定を下したのである（2004年8月30日）。 

 

２） ＷＴＯのパネル、上級委員会による裁定、審査の根拠 

  ＣＷＢ問題のアメリカの申請および再提訴の却下理由、根拠は何であっただろうか。パネ

ル報告によると、アメリカはＣＷＢに関わる二つの事案をＷＴＯ協定違反として提訴したが、

申請は違反とする問題を特定していないとし、これを却下理由としている。提訴は、“違法

の法的根拠となる問題、事案を特定し、それを明確に提示しなければならない”。しかし、

アメリカの提訴は、“その要件を欠いている”、とするものである注２）。 

注２） ＷＴＯのパネル裁定での却下理由は、原文では以下のように表現される。"The claims    

advanced by the United States fail to meet the letter and the spirit of that article." "The legal     

basis of the complaint is to be presented at all, but it may not always be enough....must        

present the problem clearly" (ＷＴＯ/DS276 R4April2004pp.19-20) 

 アメリカによるＣＷＢ問題の提訴根拠は、国家貿易機関としてのＣＷＢによる小麦の流通

管理と輸出業務の独占によって、カナダでの小麦の正常な商取引慣行が妨げられている、と
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いうものであった。これに関して、パネル裁定は、“ＣＷＢは正常な商取引慣行にしたがっ

て輸出業務を行っていない”とは論証できず、“アメリカはＣＷＢのどの取引行為が商業配

慮にしたがっていないかを明示していない”、とするものである。この根拠にもとづいてパ

ネルはアメリカの主張を斥けたが、上級委員会の判断もこのパネル裁定に基本的に従ってい

る注３）。 

注３） Inside USTrade-www.Inside Trade.comは、"The World Trade Organization Appellate Body    

this week rejected a U.S.appeal "のニュ－スを伝え、このなかで上級委員会の却下決 定の重要な

部分は、"the Appellate Body agreed with the earlier panel that the CWB is in compliance with 

subparagraph "b" of Article17, j of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),which 

requires state trading enterprises to make "purchases or sales solely in accordance with 

commercial considerations." ( September3,2004,p.3) としている。 

 

 このようにパネル裁定は、アメリカのＣＷＢ問題のＷＴＯ提訴を、パネル設置のための要

件を満たさず、そもそも申請手続に不備があったとした。そして、今回のＣＷＢ問題のパネ

ル裁定を通して、ＷＴＯでのパネル設置、審査、裁定の一般ル－ル、あるいはその原則も示

されている。 

 

 それは、一つには、提訴事案の挙証責任を提訴国に求めること、二つには、パネルは当事

諸国から提訴事案の事情を聴取し、疑義が生じる場合には関係諸国からの回答を求め、その

うえで提訴事案を審査するが、提訴された事案の内容を裏付ける事実関係の実質的究明まで

は立ち入らないこと、三つには、再提訴についてさらに新たな事実、論拠を再提訴国が提示

しないかぎり、上級委員会はパネル裁定を支持し、再提訴を却下すること、などである。 

 

  このように、米加間の小麦貿易紛争は、1994年の暫定的合意の覚書き締結以降、ＣＷＢ

問題との形をとって継続してきた。ＮＡＦＴＡ、ＷＴＯの法的枠組みのもとでは、2004年8
月のＷＴＯ上級委員会のアメリカ再提訴却下をもってＣＷＢの合法性が確認され、この問題

は一応決着したことになる。 

 

 しかし、アメリカは今回の再提訴却下をもってＣＷＢ問題の幕引きとはしてはいない。国

家貿易の規制を次期のＷＴＯ農業交渉の重要案件とし、そのなかでＣＷＢ問題を取り上げる

方針だからである。ＣＷＢ問題は米加間の10年以上におよぶ懸案である。しかも、アメリ

カはこの問題に固執する姿勢を最近になるほど強めている。アメリカがＣＷＢ問題に固執し、

交渉の俎上に上げようとする背景は何であろうか。それは、アメリカの国際農業戦略と密接

に関係するものであろう。それでは、アメリカの国際農業戦略とは何であり、それはアメリ

カのいかなる経済的利害にもとづくものか。この問題への接近も要請される。 
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おわりに 

 

  ＮＡＦＴＡのカナダの食品・農業分野への影響として、本稿では論じなかった二点につい

て、今後の課題の意味を含めて最後に触れておく。ＮＡＦＴＡはカナダの食品・農産物貿易

の拡大にとって、なかでも域内貿易の比重を高めるうえで大きな役割を果たし、これには食

品・農業関連産業への海外直接投資が大きく影響していることを、本稿では指摘した。しか

し、アメリカからの直接投資と並行して、カナダの食品・農業関連産業における事業再編、

事業拡大がＭ＆Ａなどを通じていかに進展しているか。これに関しては業種を特定して実態

を把握しなければならない。これが一つの課題である。 

 

  もう一つは、アメリカが重視するＣＷＢ問題は、アメリカ系穀物商社、いわゆる穀物メジ

ャーの動向と密接に関連することに関して、である。カナダの食品・農業関連産業へのアメ

リカの直接投資は穀物取引・流通部門が最大であり、とくに90年代後半以降、アメリカに

よる当該部門での投資活動が活発化している。西部鉄道輸送補助廃止を契機とした、カナダ

での穀物流通自由化がその背景となっている。小麦プ－ルの再編とカ－ギル、ＡＤＭ、コナ

グラなどアメリカ系穀物メジャーのカナダの穀物流通・取引業への進出は、その具体的な現

れでもある。このなかで、ＣＷＢの小麦輸出業務の独占は、穀物メジャーのビジネスチャン

スへの障壁となっている。アメリカ政府がＣＷＢを国家貿易機関として問題とするのも、穀

物メジャーの経営対応とも絡んだ、カナダの穀物流通業界の再編が背景となっているとみて

よい。 

 

  こうしたアメリカ側のＣＷＢ問題への圧力、攻勢に、カナダがどのように対応するかが問

題であろう。具体的には、ＣＷＢが“商業的配慮”に留意して小麦、大麦の流通管理、輸出

業務にいかなる工夫を施しているか、あるいはそのための努力を行っているか、そして、こ

れに対するカナダ西部の穀物生産者の反応はどうか。こうした動きの概要に関しては、以前

の報告書で取り上げたことがある。しかし、これに関する最近の動きを正確に把握すること

は、ＷＴＯ農業交渉におけるカナダの今後の対応を知るうえで重要である。この二点を、最

後に指摘しておく。 

 

   


