
略語：米国州名略称表 

 
略称 州名 

AL アラバマ 
AZ アリゾナ 
AR アーカンソー 
CA カリフォルニア 
CO コロラド 
CT コネチカット 
DE デラウェア 
FL フロリダ 
GA ジョージア 
IA アイオワ 
ID アイダホ 
IL イリノイ 
IN インディアナ 
KS カンザス 
KY ケンタッキー 
LA ルイジアナ 
MA マサチューセッツ 
MD メリーランド 
ME メーン 
MI ミシガン 
MN ミネソタ 
MO ミズーリ 
MS ミシシッピ 
MT モンタナ 
NC ノースカロライナ 
ND ノースダコタ 
NE ネブラスカ 
NH ニューハンプシャー 
NJ ニュージャージー 
NM ニューメキシコ 
NV ネバダ 
NY ニューヨーク 
OH オハイオ 
OK オクラホマ 
OR オレゴン 
PA ペンシルバニア 
RI ロードアイランド 
SC サウスカロライナ 
SD サウスダコタ 
TN テネシー 
TX テキサス 
UT ユタ 
VA バージニア 
VT バーモント 
WA ワシントン 
WI ウィスコンシン 
WV ウエストバージニア 
WY ワイオミング 



第１章 次期米国農業法について 
 

第 1 章においては、米国の最近の貿易紛争について分析を行うとともに、次期米国農業

法について以下の三つの視点から分析を行う。 

 

１． 米国の最近の貿易紛争 

２． 次期米国農業法を巡る情勢 

３． 米国 2008 年農業法の WTO 協定及びドーハ開発アジェンダ（Doha Development 

Agenda; DDA）との関連性、そして 

４． 米国 2008 年農業法と EU2008 年共通農業政策（Common Agricultural Policy; CAP）

改革の比較 

 
１．米国の最近の貿易紛争 
１．１．2005 年以降の動向 

2005 年以降、農業協定に関連した紛争案件は 13 件あり、そのうち米国が申立国となって

いる案件が 3 件、被申立国となっているものが 2 件となっている。 



図表 1－1 農業協定整合性が争われた米国関連案件（2005 年以降） 

DS 
番号 タイトル 経過 申立国 被申 

立国 
第三国 
参加 

主な申立て事由及び 
パネル・上級委報告の概要 

DS334 

トルコの

米の輸入

に係る措

置 

2005/11/ 2 協議要請 
2006/ 2/ 6 パネル設置要請 
   3/17 パネル設置 
2007/ 9/21 パネル報告書配布 

10/22 報告書採択 
11/20 トルコ、履行の意思

通報 
2008/ 5/13 シークエンス合意 

米国 トルコ 

アルゼン

チン、 
豪州、 
中国、 
エジプト、

EU、 
韓国、 
パキスタ

ン、タイ 

トルコによる米国産米の輸入に係

る措置（譲許税率を超える税率で

の輸入ライセンスの発給、関税割

当にあたっての輸入者への国産米

購入義務づけ等）は TRIM 協定第

2 条、GATT 第 3、11 条、農業協

定第 4 条及び輸入ライセンス協定

第 1、3、5 条に違反するとして米

国が申立て。パネルは、農業協定

第 4 条違反等を認定した。 

DS357 

米国のト

ウモロコ

シ他農産

品への補

助金等国

内支持 

2007/ 1/ 8 協議要請 
2007/ 6/ 7 カナダ、パネル設置要

請 
（11/15 この要請を撤回） 

11/ 8 パネル設置要請 
12/17 パネル設置

（DS365 と併合） 

カナダ 
 
米国 無し 

米国による米国内のトウモロコシ

及びその他農産品の生産者・輸出

者への補助金その他国内支持は、

補助金協定第 3.1（a）、3.2、5（c）、

6.3（c）条及び農業協定第 3.2、3.3、
8、9.1、10.1 条に反するとしてカ

ナダが申立て。 

DS387 

中国―贈

与、貸付け

及びその

他の奨励

措置 

2008/12/19 協議要請 
2009/ 1/15 カナダ、EU、メキシ

コ、トルコが協議参

加を要請 
1/16 豪州、コロンビアが

協議参加を要 
1/19 エクアドル、グアテ

マラ、NZ が協議参

加を要請 
2/ 3 中国が各国の第三国

参加を受け入れ 

米国 中国 

豪州、 
カナダ、 
コロンビ

ア、 
エクアド

ル、 
EU、 
グアテマ

ラ、 
メキシコ、

NZ、 
トルコ 

2008 年 12 月 19 日、米国は、中

国によるⅠ . 中国世界トップブラ

ンドプログラム（the China World 
TopBrand Program）Ⅱ . 中国有名輸

出ブランドプログラム（the 
ChineseFamous Export Brand 
Program）に関して繊維や家電製品、

農産品等の幅広い分野において、

輸出実績に合致した中国企業に対

して拠出される贈与、貸付け及び

その他の奨励措置は、補助金協定 3 
条（禁止）、農業協定 3（譲許）、

9（輸出補助金に関する約束）、10
（輸出補助金に関する 

DS389 

EC ―米国

からの鶏

肉等及び

鶏肉等の

製品の輸

入に関す

る措置 

2009/ 1/16 協議要請 
1/30 豪州、協議参加を

要請 
2/10 EU、豪州の第三国参

加を受け入れ 
10/ 9 米国パネル設置要 

求 
11/19 パネル設置 

米国 EU 豪州 

2009 年 1 月 16 日付で、米国は、

EC が自らが承認しない化学物質を

利用して殺菌処理された鶏肉の輸

入を禁止したことに関して、① SPS 
協定 2.2（基本的な権利義務）、5
（危険性評価及び適切な保護水

準）、8（管理、検査及び承認手続）

条、②GATT10、11 条（貿易規則

の公表及び施行）農業協定 4.2 条
（市場アクセス）、③ TBT協定 2 条
（強制規格の中央政府による立

案、制定及び適用）に非整合であ

るとして、協議を要請。 

DS392 

米国―中

国からの

家禽類の

輸入に関

する措置 

2009/ 4/17 協議要請 
2009/ 6/23 パネル設置要請 
2009/ 7/31 パネル設置 

中国 米国 

ブラジル、

EU、 
グアテマ

ラ、 
韓国、 
台湾、 
トルコ 

2009 年 4 月 17 日付けで、中国は、

米国のオムニバス法 727 条は、米

国農務省が中国からの輸入に必要

な規則の制定や規則の実施を行う

ための支出を行うことを禁じてい

ること等は、GATT1.1 条（最恵国

待遇）、11.1 条（一般的数量制限

の禁止）及び農業協定 4.2 条（市

場アクセス）及び SPS 協定に非整

合であるとして協議を要請 

出所：経済産業省「不公正貿易報告書 2010 年版」等を参考にMURC作成 1

                                                   
1 米国のトウモロコシ他農産品への補助金等国内支持（DS357）については、6 月 7 日と 11 月 8

 



 

また、同時期に農産品に関連して争われた事案は 14 件あり、そのうち米国が申立国・被

申立国の案件がそれぞれ 1 件ずつとなっている。 

 

図表 1－2 農産品について争われた米国関連案件（2005 年以降） 

DS 
番号 タイトル 経過 申立

国 
被申

立国 
第三国

参加 
主な申立て事由及び 

パネル・上級委報告の概要 

DS338 

カナダの米国

産トウモロコ

シへのアン

チ・ダンピン

グ及び相殺関

税 

2006/ 3/17 協議要請 米国 カナ

ダ 無し 

カナダによる米国産粒トウ

モロコシへの AD 税及び相

殺関税の暫定賦課は、AD 
協定第 1、3、7、12.2.1 条、

補助金協定第 5、10、17、
22.4 条及び GATT 第 6 条
に反するとして米国が申

立。 

DS382 

米国のブラジ

ルからのオレ

ンジジュース

輸入に係る

AD 見直しそ

の他の措置 

2008/11/27 協議要請 
2009/ 8/20 パネル設

置要請 
9/25 パネル設置 

ブラ

ジル 米国 

アルゼン

チン、 
EU、 
メキシ

コ、 
韓国、 
台湾、 
タイ 

ブラジルからのオレンジジ

ュースの輸入に係る AD 行

政見直し等におけるゼロイ

ング使用について、GATT2
（譲許表）、6 条（AD）、

AD 協定 1（原則）、2（ダ

ンピングの決定）、9（AD
税の賦課及び徴収）、11（AD 
税及び価格約束の期間及び

見直し）、18 条（最終規定）、

WTO 設立協定 16 条（WTO 
協定の遵守）に整合してい

ないとしてブラジルが申

立。 

出所：経済産業省「不公正貿易報告書 2010 年版」等を参考に MURC 作成 

 
これらの農業協定及び農産品関連案件のうち、実際にパネル報告書の配付まで至ったケ

ースはわずかであり、米国が関係した案件では、トルコの米の輸入に係る措置（DS334）の

みとなっている。上記のような状況を踏まえ、本節では若干時期は遡るものの（2002 年協

議要請）、米国農業法の立法過程に未だに大きな影響を与えている米国－ブラジル綿花紛争

の推移を概観し、次項以降の分析の基礎としたい。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
日の二回、パネル設置が要請されている。11 月 8 日に再要請が行われた理由は、パネル付託事

項（対象措置）の拡大が目的であったものと思料される。 



１．２．米伯－綿花紛争概要 

図表 1－3 米伯綿花紛争における措置の WTO 整合性（判旨） 

   パネル・上級委判決 判決理由 

問題の措置 

直接固定支払 黄の政策 
生産から切り離されていない所得支持で

あるため 

CCP 支払 黄の政策 デカップリングされていないため 

ステップ２支払 輸出補助金 
輸出価格と基準価格の差が生産者に対す

る輸出補助金として機能するため 

輸出信用保証計画 輸出補助金 
輸出信用保証の手数料が輸出補助金の機

能を持つため 

出所：MURC 作成 

 

１．２．１事件の概要 2

米伯綿花事件（DS267）は、1996 年農業法と 2002 年農業法に基づき陸地綿の生産者に対

し支払われた種々の補助金

 

3

 

がWTOのSCM協定（補助金及び相殺措置に関する協定）等に

違反するとして、ブラジルが申し立てた事件である。本件で係争された主な補助金は以下

の通り。 

１．２．１．１．直接固定支払（Direct Payment）4

米国が行った綿花に対する直接固定支払について、パネル・上級委員会は「米国の直接

固定支払は（野菜、果樹、wild riceを除くという）生産に関連しているため、生産から『切

り離されていない所得支持（Decoupled Payment）』であり、削減対象から免除されることは

ないと主張するブラジルの訴えを全面的に認める｣と説示した。つまり、現行の直接固定支

払は「黄色の政策」であり、直接固定支払を保護削減の対象とされない｢緑の政策｣とする

ためには、野菜と果樹を含め作付けを全面自由化する必要がある、という考えを示した

 

5

                                                   
2 以下の記述に関しては、農林統計出版『価格高騰・WTO とアメリカ 2008 年農業法』（服部信

司 著）および有斐閣『ケースブック WTO 法』（松下満雄・清水章雄・中川淳司 編著）を参照。 

。 

3 本件で問題となった補助金は、国内助成と輸出補助金の 2 種類に分類されるが、国内助成につ

いては次の 6 種が挙げられる。すなわち、a.販売ローンプログラム支払（MLP）、b.使用者販売支

払（Step2）、c.生産調整契約支払（PFC 支払）、d.市場損失補助支払（MLA）、e.直接固定支払、f.
価格変動対応型支払（=新しい不足支払、CCP）である。他方輸出補助金については、輸出信用

保証計画（GMS102・GSM103）,供給者クレジット保証プログラム（SCGP）、2000 年 FSC 廃止・

域外所得除去法（2000 年 ETI 法）に基づく輸出補助金の 4 種である。本調査では主に争点とな

った DP 支払、CCP 支払、ステップ 2 支払、および輸出信用保証計画について詳述する。 
4 制度の詳細については、資料『次期米国農業法について』第 3 章 3 節 1 項「固定支払（Direct 
Payment）」（5 ページ）を参照。 
5 これにより、米国はミネソタ州ほか 7 州についてパイロット・プログラムとして自由化を実施

したが、7 州以外については依然として自由化していない。このように WTO ルールへの対応を

部分的なものにとどめている点は、｢価格に依存する補助政策｣との相関性を見出すことができ、



 

１．２．１．２．価格変動対応型支払（=新しい不足支払、CCP支払）6

パネルは、「農業協定 13 条（b）（ⅱ）の『特定の産品についてのこれらの助成』という

文言は、青の政策・黄の政策（つまり緑の政策に位置づけられない、デカップリングせず

助成対象産品を特定したすべての政策）のことを指し、産品特定型の助成に限らない」と

前提を置いた上で、CCP 支払は『特定の産品についてのこれらの助成』に該当する、と説

示した。 

 

 

１．２．１．３．ステップ２支払（使用者販売支払） 

ステップ 2 支払とは、綿花を購入して国内で使用あるいは輸出するものに対し、輸出価

格が基準価格を上回った場合に一定限度で差額を補填するという制度である。ブラジルは、

当該措置が SCM 協定違反に当たると主張した。パネル・上級委員会は、｢アメリカ産綿花

を輸出する業者に与えている補助金（すなわちステップ 2 支払）は、SCM 協定において『禁

止されている補助金』である。また、アメリカ産綿花を用いる国内ユーザーに与えられて

いる補助金は『輸入代替のための補助金』であり、『禁止されている補助金』である」と説

示し、廃止を勧告した。これを受け米国は 2008 年農業法制定を待たずして 2006 年に制度

を廃止した。 

 

１．２．１．４．輸出信用保証計画（GSM102 および GSM103） 

輸出信用保証計画（Export Credit Guarantee Program）とは、民間企業が、外貨購買力の乏

しい国及びそうした国の民間企業に対して行う信用売りについての政府保証のことである。

GSM102 とは期間 90 日から 3 年の信用売りのことであり、GSM103 という中期信用売り（期

間 3～10 年）の制度も存在した。この制度を利用すると、信用売りの期間中に相手国若し

くは相手企業が支払い不能に陥った場合でも、CCC（商品金融公社）が輸出代金の 98％を

肩代わりする。また、相手国のカントリーリスクに応じて手数料が定められるが、１％を

上限とする非常に低いものである。本紛争案件において、パネル・上級委員会は、輸出信

用保証の手数料は、SCM 協定 3.1 条（b）で禁止されている輸出補助金とみなされ、協定違

反が認められた。 

 

以上から分かるとおり、本件で問題になった陸地綿に対する補助金（国内助成・輸出補

助金）は SCM 協定または農業協定に反する国産品優遇補助金・輸出補助金として禁止の対

象となり、輸出信用保証計画が農業協定に反する輸出補助金削減約束の迂回であることを

パネル・上級委員会ともに認めている。 
                                                                                                                                                     
依然として WTO 非整合的と指摘されている。農林統計出版『価格高騰・WTO とアメリカ 2008
年農業法』（服部信司 著）を参照。 
6制度の詳細については、資料『次期米国農業法について』第 3 章 3 節 2 項「新しい不足支払」

（5 ページ）を参照。 



 
１．２．２．米国－綿花紛争（DS267）仲裁決定について 

2009 年 8 月、米国－綿花紛争（DS267）の仲裁裁定が発出された。同仲裁においては、

禁止補助金（ステップ 2 支払い及び輸出信用保証）、相殺可能補助金、及びクロス・リタリ

エーションについて判断が下された 7

 
。 

１．２．２．１．禁止補助金（ステップ２及び輸出信用保証） 

ステップ２については、履行パネル設置時点において措置が廃止されていたことも踏ま

え、ブラジルの主張する 2005 年における支払い（350 万ドル）8

 

に対する対抗措置の承認は

認められなかった。一方、輸出信用保証については、GSM102 による輸出信用保証の対象と

なる「利率割引（IRS）」と「販売増加分（additionality）」それぞれについて、前者について

は 2,527 万ドル、後者については 1 億 2,210 万ドル、合計 1 億 4,737 万ドルの対抗措置が承

認された。 

１．２．２．２．相殺措置対象補助金 

相殺措置対象補助金に対する対抗措置に関しては、2005 年に改善（CCP 等）がなければ、

世界の綿花価格は実際よりも 9.38%高かったと認定し、その悪影響を 29 億 500 万ドル、同

額にブラジルの綿花生産シェア 5.1%を乗じ、1 億 4700 万ドルの対抗措置が認定された。 

 
１．２．２．３．クロス・リタリエーション 

ブラジルに認められた対抗措置額が、米国からブラジルへの（代替先がある）輸入額を

超える場合には、その範囲内で知的財産権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS）及び（若しくは）サービス貿易一

般協定（General Agreement on Trade in Services; GATS）に関わる義務の免除が認められた。 

 
１．２．３．パネル・上級委員会報告後の流れ 

このように長年続いた米伯綿花紛争は、2009 年 8 月に仲裁パネルの裁定が採択され、ブ

ラジルは約 3 億ドル（2005 年分）9

                                                   
7 Decision by the Arbitrator, United States - Subsidies on Upland Cotton - Recourse to Arbitration by the 
United States under Article 22.6 of the DSU and Article 4.11 of the SCM Agreement, WT/DS267/ARB, 
Aug. 31, 2009. 

の対抗措置を実施することが認められた。ブラジルは対

抗措置の対象となる米国産物品（農産物、機械、医薬品等）を決定し、対抗措置が開始さ

れると見られていたものの、2010 年 4 月 20 日、米国政府とブラジル政府は覚書（MOU：

memorandum of understanding）を締結し、とりあえず対抗措置の発動は回避された。同覚書

では、ブラジル政府がWTOにおいて承認された対抗措置の発動を見合わせる代わりに、米

8 Id. at ¶3.2. 
9 米国農業省発表の統計資料に基づくと 2006 年分の対抗措置額は 8 億米ドルに及ぶ見込み。 



国政府はブラジル政府が指名する機関に、1.4 億ドルを送金し（transfer）、同機関がブラジ

ルに対して、農業関連の技術支援を提供することが合意された。さらに、2010 年 6 月、米

国政府とブラジル政府がGSM 102 を 2010 年 10 月から次期米国農業法成立前となる 2012 年

10 月まで 5 回に渉り見直しを行う旨、合意している。同合意によれば、直近 6 ヶ月のGSM102

の利用状況をチェックし、実際に供与された信用保証額によってGSM102 の手数料率を調整

するとされている。 

 
１．３．米伯綿花紛争の次期米国農業法等への影響 

本件履行確認パネルは｢2008 年農業法は、CCP、融資不足払い、価格支持の制度を維持し

ているのであるから、『価格に依存する政策のマイナス効果の除去～政策の撤廃』の勧告に

対応していない｣と説示しているにもかかわらず、米国は「措置の存続は合理的」とみなし、

諸々の政策を継続させてきた。 

これまでに述べてきた状況と上記に述べた米国の立場を踏まえ、「次期農業法を巡る情

勢」、「米国 2008 年農業法の WTO 協定及び DDA との関連性」、そして「米国 2008 年農業法

と EU2008 年 CAP 改革の比較」の三つの視点から分析を行う。 

特に「次期米国農業法を巡る情勢」については、2010 年 4 月、米国下院農業委員会ピー

ターソン委員長（Collin Peterson：民主党・ミネソタ州）は、米国議会は 2012 年農業法に米

国－ブラジル綿花紛争を反映させ、ブラジルが米国の綿花輸出に対して対抗措置をかけな

いようにしなけられないと発言した。しかしながら同時に彼は、米国議会が米国－ブラジ

ル綿花紛争を反映することに失敗する可能性も排除しなかったとされる（Peterson: Farm Bill 

Should Address Brazil Cotton Case, But Outcome Uncertain, Inside U.S. Trade, 4/23/2010）。 

 

１．４．綿花問題に関する最近の動向 

 最後に、米伯綿花紛争や WTO 裁定に対する米国農業関係者の反応と彼らによる次期農業

法における綿花プログラムの修正の可能性に対する見方を見ていきたい。まず米伯綿花紛

争や WTO 裁定に対する米国農業関係者の反応について確認する。 

上述のとおり、米国はブラジル政府との二国間協議の結果、農業法修正の議論を先送り

にし、ブラジルに対して経済的支援等を行うことを選択した。ブラジルもそれら経済的支

援等を見返りに報復措置の発動を行わないことを選択した。この措置を米国上院民主党ス

タッフは肯定的に見ている。すなわち、仮に報復措置をとった場合にはブラジルもダメー

ジを受けたであろうことから、ブラジルもこの合意に大部分満足しているとしている。ま

た米国としても、数 10 億ドル規模の農業プログラムがわずか 1 億 4 千万ドルのブラジル等

への技術支援で守られ、技術支援の用途も生産者への直接的な補助金の支払に充てられな

いように限定していることから、コスト的に十分見合っていると発言している。 

また WTO のパネルにおいて米国の直接固定支払が緑の政策に該当しないとの裁定があ

ったことについては、米国下院スタッフはこの裁定を否定している。すなわち、米国にと



って WTO 交渉でもっとも困難な問題は国内支持であり、直接固定支払は緑の補助金に該当

しないというパネル裁定には同意できない、との立場を示している。また WTO における直

接支払は緑の政策に該当されないとの判断はあくまでも傍論としての言及にすぎず、直ち

に何らかの害が及ぶということはなく、積極的にプログラムの内容を変更する必要はない、

との見解もみられる。一方、農業ロビイング団体には、（議会が決めることであるがと前置

きしながら）直接固定支払が緑の政策ではないということであれば、野菜・果実の作付制

限を取り除き、直接固定支払を見直す必要があるのではないか、との見方も示されている。 

以上、米国民主党系議会スタッフが農業法を修正せずにブラジルとの紛争の解決を模索

した措置を肯定する見方や、直接固定支払が緑の政策に該当しないとする WTO パネルの裁

定を否定する見方から次期農業法において更なる修正が必要でないとの立場が農業委員会

で有力といえる。 

他方、米伯紛争や予算削減の必要性を契機に綿花プログラムが修正される可能性を指摘

する立場もある。 

米国下院共和党スタッフはプログラムの修正が必要ないとの立場で以下のとおり発言し

ている。「ブラジルとの間の綿花紛争に対処するため、2008 年農業法において既に一部輸出

信用プログラムや綿花プログラムの廃止・修正を行ったため、次期農業法において更に修

正する必要があるとは考えていない。WTO パネルは、米国が既に実施したプログラム見直

しを勘案していない。農業委員会メンバーは、現時点において、綿花裁定に対応した新た

な枠組みを構築するという意思は有していないと思われる。 」 

 これに対して、農業系民間シンクタンクのスタッフは（困難であるとしながらも）綿花

プログラム修正の可能性を指摘している。同氏によると、「WTO に対する米国議会の関心

は薄いが、最近、議会調査局（CRS）が議会に対し、WTO パネルに整合させるように農業

法を見直す責任を有している旨の報告書を提出した。同報告書によれば、2008 年農業法の

中で議会はステップ 2 支払の廃止や GSM102 の手数料上限の撤廃等を行ったものの、依然

として WTO パネルへの整合性という観点から問題が残されている。他方、綿花問題は政治

的案件であること、またマーケティング・ローン等のプログラムは綿花だけを対象として

いるわけではなく、他作物にも大きな影響があることから、見直しは困難なため次期農業

法をめぐる初期段階の議論においては、農業団体、議会ともに本件に対してあまり関心を

払っていない。しかしながらブラジルによる対抗措置を回避するために 147 百万ドルの支

払に合意したが、このような支払を問題視する向きもあり、プログラムの見直しのきっか

けとなるかもしれない。また、次期農業法の議論では大幅な予算削減が求められると見込

まれることから、綿花プログラムを含む既存プログラムの変更のためのインセンティブが

生じるという面もあるかもしれない。いずれにせよ、次期農業法において実際に綿花プロ

グラムがどうなるかを判断するには時期尚早である」と述べている。 



【参考１】2010 年 4 月 20 日米伯合意 10

 2010 年 4 月 20 日、米国とブラジルは以下の内容について合意している。 

 

 

1. 米国政府はブラジル政府が設立する資金受領機関（a recipient entity）に対して、以下の

資金提供を行う 

(ア) 合意締結直後：3 千万米ドル 

(イ) 2010 年 6 月：430 万米ドル 

(ウ) 2010 年 7 月以降毎月：1,227 万米ドル 

 

2. ブラジル政府の設立した機関は、技術支援やキャパシティビルディング活動を実施す

る。同活動は、ブラジル綿花セクターに関連する事業に加え、サブサハラ諸国、メル

コスール諸国、ハイチ等の綿花セクターに関連する事業とする。詳細は以下の通り。 

(ア) ペスト・疾病管理 

(イ) ポスト収穫技術（post harvest technology）の利用 

(ウ) 資本設備（capital equipment）の購入 

(エ) 綿花使用へ向けたプロモーション 

(オ) 作付けの多様化の実施 

(カ) 労働法の遵守監視 

(キ) 労働者・被雇用者の教育 

(ク) 市場情報サービス 

(ケ) 天然資源の維持・管理 

(コ) 綿花品質改善に関わる技術の利用 

(サ) 格付サービス改善方法の利用 

(シ) 上記に関連するサービス 

                                                   
10 USTR Press Release, U.S., Brazil Agree Upon Path Toward Negotiated Solution of Cotton Dispute, 
April 20, 2010, available at 
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/april/us-brazil-agree-upon-path-toward-neg
otiated-solution  

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/april/us-brazil-agree-upon-path-toward-negotiated-solution�
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/april/us-brazil-agree-upon-path-toward-negotiated-solution�


 
【参考２】2010 年 6 月 21 日合意 11

 上記 4 月 20 日合意に続き、2010 年 4 月 21 日、米国政府とブラジル政府は、懸案となっ

ていた GSM-102（米国の輸出信用保証制度）に関連して、以下の通り合意している。 

 

1. 2010 年 10 月以降、毎年 4 月及び 10 月に、米国政府とブラジル政府は、GSM-102 プロ

グラムの実施状況についてレビューを行う（”Operation Review”）。レビュー項目は以下

のとおり。 

(ア) レビュー対象期間中に登録された「輸出信用保証利用額（‟ Uncancelled Guarantee 

Value”）」12

(イ) 同保証の価格／重量平均（‟Weighted Average Tenor”）の傾向 

 

2. レビュー結果に基づき、米国政府は以下の措置を取ることに合意 

(ア) ‟Uncancelled Guarantee Value”が 13 億米ドルを上回る場合、米国政府は GSM-102 の

手数料（料率）を平均諸経費の 11 パーセント以上、引き上げる。 

(イ) ‟Uncancelled Guarantee Value”が 13 億米ドルを上回らないものの、続くレビューに

おいて‟Uncancelled Guarantee Value”が 15 億米ドルを上回る場合、米国政府は

GSM-102 の手数料（料率）を平均諸経費の 15 パーセント以上、引き上げる。 

(ウ) 上記レビューにおいて、‟Uncancelled Guarantee Value”が 13 億米ドルを上回るもの

の、15 億米ドルを下回る場合、米国政府は GSM-102 の手数料（料率）を平均諸経

費の 11 パーセント以上、引き上げる。 

(エ) ‟Uncancelled Guarantee Value”が 8 億米ドルを下回る場合、米国政府は GSM-102 の

手数料（料率）を引き下げる等。 

3. 米国次期農業法に関する協議を最低年 3 回開催することに合意（協議の項目は以下の

とおり） 

(ア) 米国政府による綿花に対する国内支持の動向について 

(イ) GSM-102 の実施状況について 

(ウ) その他 WTO 綿花紛争に関連する事柄について 

                                                   
11 USTR Press Release, U.S., Brazil Agree on Framework Regarding WTO Cotton Dispute,” June 17, 
2010, available at 
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/june/us-brazil-agree-framework-regarding-
wto-cotton-disput  
12  “Uncancelled Guarantee Value” とは、GSM-102 の実際の利用額を指す。GSM-102 は綿花の輸

出に対する外国銀行の輸出信用（期間 90 日-3 年）への保証を提供する措置である。そもそも輸

出信用保証とは、民間企業（穀物商社などの輸出商社）が、外貨購買力の乏しい国、あるいは民

間企業に対しておこなう信用売りに対して政府保証を提供する制度である。仮に信用売りの期間

中に相手国あるいは相手企業が支払い不能に陥れば、民間輸出商社に融資を行っている銀行に対

して、政府が支払を行うことになる。Randy Schnepf, Brazil’s WTO Case Against the U.S. Cotton 
Program, Congressional Research Service, June 30, 2010, available at 
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL32571.pdf  

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/june/us-brazil-agree-framework-regarding-wto-cotton-disput�
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/june/us-brazil-agree-framework-regarding-wto-cotton-disput�
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL32571.pdf�
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