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1. 事案の概要 

○ 2018 年 5 月 28 日に第一履行確認手続パネル・上級委員会報告書が紛争解決機関で採択され

ると，その翌日に EU は 2 回目となる履行確認手続における協議要請を行った（パネル設置

は 2018 年 8 月 27 日）。2019 年 12 月 2 日に第二履行確認パネル報告書が加盟国に配布され

た。 

○ 第一履行確認手続に続き，4 ヶ国（仏・独・英・西）によるエアバス社の「A380（超大型航空

機）」および「A350XWB（双通路民間航空機）」に対する「立ち上げ支援/加盟国融資（LA/MSF）」
について，補助金協定 7.8 条にしたがって「廃止」されたか，またはそれがもたらす「悪影響

を除去するための適当な措置がとられたか」が争点とされた。 

 

2. 主要論点と結論 

LA/MSF の「廃止」について 

○ A350XWB 向け独 LA/MSF：EU は当該 LA/MSF ローンを市場ベンチマークに沿って修正する

ことで，当該補助金が廃止されたことを立証できていない。 

○ A350XWB 向け英 LA/MSF：EU は当該 LA/MSF ローンを補助金条件下で返済することで当該

補助金が廃止されたことを立証できていない。 

○ A380 向け LA/MSF：①EU は 4 ヶ国による A380 向け LA/MSF ローンが市場ベンチマークに

沿って修正されたことを立証できていない，②EU は A380 向け西 LA/MSF の利益が償却され

たことを立証できていない，③A380 計画の中止は LA/MSF の廃止を意味しない。 

LA/MSF による「悪影響を除去するための措置」について 

○ 2014 年以降の LA/MSF の製品効果：①LA/MSF がなければ A380 はいかなるタイミングでも

ローンチされなかった，②LA/MSF がなくても A350XWB は 2014 年にローンチされた（納入

は早くてもそこから 8 年後），③LA/MSF は A330neo の現在の市場プレゼンスの真正かつ実質

的な原因ではない。 

○ 因果関係を弱体化する諸要因 ：①EU は利益の償却によって製品効果も減退されたという点

を立証できていない，②EU は元本の不完全な引き出しによって製品効果が減退された点を立
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証できていない，③ローンチ後の投資は LA/MSF が現在の市場プレゼンスの真正かつ実質的

な原因であるという結論を変更するものではない。 

○ 悪影響：LA/MSF は，①妨げ：VLA 市場（新・UAE），双通路 LCA 市場（中・EU・韓・新），

および②著しい販売減少：VLA 世界市場，について真正かつ実質的な原因となっている。 

 

3. 本件判断の意義 

○ 補助金ローンの完済のみでは当該補助金は「廃止」されないこと，そしてその利益の「残存

価額（remaining value）」を将来に向けて返済することで当該補助金の寿命が終了し，よって

補助金が廃止されうることが，それぞれ明確にされた。 

○ たとえば補助金を用いて固定資産が購入される場合，補助金の寿命は当該資産の「耐用年数」

に左右されるところ，この場合の利益の「残存価額」は耐用年数をベースに計算されること

が示された（減価償却費）。 

○ 返済中（継続中）の補助金ローン契約の返済条件を市場ベンチマークに沿って修正すれば，

当該補助金は「廃止」されうる。その場合，借手を，仮に当該ローンが当初から市場条件下

で締結されていれば，契約修正時に置かれていたであろう立場におくこと，すなわち契約締
．．．

結時
．．

の市場ベンチマーク（資本コスト）に沿って契約を修正することが求められる，という

点が明らかにされた。 

○ 補助金ローン返済の前後で当該補助金を廃止するための条件に違いがあることが明らかにな

った（返済後：残存価額の支払い，返済前：将来に向けた市場ベンチマークに沿った契約の

修正）。ただし両者の違いは，個別の事実関係を踏まえた上で評価する必要がある。 
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I. 事実の概要・経緯 

大型民間航空機（Large Civil Aircraft: LCA）1の中でも，座席数 500前後の超大型航空機（Very Large 

Aircraft: VLA）の市場は，もともとボーイング社の 747 によって独占されていた。それに対抗す

るべくエアバス社は，747 を上回る席数 550 の VLA として「A380」を 2000 年 12 月 19 日にロー

ンチ（企業内開発着手）させた 2。そして 2006 年 12 月に型式証明（安全基準に適合的であること

の証明）を取得すると，2007 年 12 月にシンガポール航空が A380 の商業飛行を開始した 3。なお

A380 のローンチに対抗するべく，ボーイング社は 2005 年に 747-400 の後継として

「747-8Intercontinetal: 747-8I」をローンチさせた。 

しかしながら，原油価格の高騰により各航空会社の需要が VLA から省エネ型の LCA に移って

くると，2004年にローンチしたボーイング社の双通路（客室に通路を 2本備える）LCAである「787」

が燃費効率のよい次世代航空機として受注を増やしていった 4。それによって双通路 LCA である

A300（同社の設立以来生産されており、第 2 世代の A300-600 シリーズは 1984 年に初就航）の受

注を失ったエアバス社は 787に対抗するべく，2006年 12月に同じく双通路LCAである「A350XWB

（eXtra Wide Body）」5シリーズをローンチした。 

 そこで A380（VLA）および A350XWB（双通路 LCA）向けにフランス，ドイツ，スペイン，英

国（4 ヶ国）が交付した「立ち上げ支援（launch aid）」または「加盟国融資（member State financing）」

－両者はあわせて「LA/MSF」と呼ばれる－と補助金協定の整合性が争点とされた。そして後述す

るように、本稿の検討対象である第二履行確認手続では、EU が A380・A350XWB 向け LA/MSF

                                                   
1 LCA は小型航空機や軍用輸送機とは区別され，大型（重量は 15 トン以上）の「tube and wing」型（円筒形の胴

体（tube）の中央部および後部にそれぞれ翼（wing）を配置したもの）の航空機で，乗客 100 名以上を輸送できる

ように設計されたものを指す。HS コードは 8802.40（Airplanes and other airacraft, of an unladen weight exceeding 
15,000 kg）。Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 2.1. 
2 ローンチ（launch）という用語はコマーシャル・ローンチ（商業開発）を指すこともあるが，WTO パネル・上

級委員会報告書の中では「企業内開発着手」という意味で使用されている。 
3 エアバス社の競争戦略については，閑林享平『アヴィエーション・インダストリー：航空機産業の経営戦略』（文

眞堂，2020 年）87-104 頁が詳しい。 
4 なお全日空は 787 のローンチカスタマーとして 50 機を発注している（2011 年 9 月に納入）。また 787 には計画

当初から日本の航空機産業が関与してきたことから，同型機は「準国産」と説明されることもある。「ボーイング

『787』：35%が日本製の『準国産』」日本経済新聞朝刊（2013 年 1 月 18 日）3 面。 
5 A350XWBシリーズにはA350-900およびA350-1000の2機種がある。もともとA350-800も開発予定であったが，

A350-900 型機への注文切り替えや受注キャンセルが相次ぐなど需要の見込みがないことから，エアバス社は同型

機の開発を中止した。また A350XWB は 2004 年にローンチした「A350」とは別物である。Panel Report, EC and certain 
member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 6.53. 
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を「廃止」またはその「悪影響を除去」（補助金協定 7.8 条）したかに争点は絞られた。 

A. 経緯 

原審手続の後，紛争解決機関（DSB）の勧告および裁定の履行期限（2011 年 12 月 1 日）を過ぎ

ると，米国は EU が DSB 勧告を履行していないとして第一履行確認手続を開始した。そこで上級

委員会は同手続パネル判断を覆し，EU の履行期限前に補助金の「寿命（lives）」が失効したこと

を根拠として，A380
．．．．

以前の機種
．．．．．

（A300，A310，A320，A330，A330-200，A340，A340-500/600）

向けの LA/MSF について，EU は補助金協定 7.8 条の遵守義務を負わないと結論づけた 6。他方で

上級委員会は，A380・A350XWB 向け LA/MSF については寿命が失効しておらず，したがって履

行期限後も双通路 LCA 市場および VLA 市場において，LA/MSF が引き続き悪影響をもたらして

いると結論づけた。 

上級委員会報告書は 2018 年 5 月 15 日に加盟国配布されたが，その 2 日後の同年 5 月 17 日に

EU は DSB に対し，A380・A350XWB 向け LA/MSF を「廃止」またはその「悪影響を除去」（補助

金協定 7.8 条）するためにとられた一連の措置（steps）について通知を行った 7。さらに同年 5 月

22 日にエアバス社は，4 ヶ国政府と A380 向け LA/MSF 契約の修正につき合意に至ったと公表し

た 8。その後，同年 5 月 28 日に第一履行確認手続におけるパネル・上級委員会報告書が DSB で採

択された。 

もっとも報告書採択の翌日（5 月 29 日）に，EU は直ちに DSB 勧告・裁定の実施をめぐり米国

との間で「意見の相違」があるとして，2 回目となる履行確認手続における協議要請を行った。

協議は同年 6 月 27 日に実施されるも事件の解決に至らなかったため，同年 8 月 27 日の DSB 会合

で第二履行確認パネルが設置され，同年 9 月 28 日にパネルが構成された 9。そして 2019 年 12 月

2 日に，第二履行確認パネル報告書が加盟国に配布されると 10，その 4 日後である同年 12 月 6 日

に EU は，DSB に対し上訴通知を行っている（米国による上訴はない）。 

なお第二履行確認手続と並行して，2018 年 7 月 13 日に米国はシークエンス合意に基づいて，

それまで停止されていた譲許停止仲裁の手続の再開を要請した。そして第二履行確認パネル報告

書が発出される 2 ヶ月前の 2019 年 10 月 2 日に，仲裁人は参照期間（2011 年 12 月 1 日（原審の

DSB 勧告・裁定の履行期限）から 2013 年 12 月 31 日までの期間）を根拠に，対抗措置の水準を

                                                   
6 補助金協定 7.8 条は「補助金が第五条に規定する他の加盟国の利益に対する悪影響をもたらしたと決定する旨の

小委員会又は上級委員会の報告が採択される場合には，当該補助金を交付し又は維持している加盟国は，当該悪

影響を除去するための適当な措置をとり又は当該補助金を廃止する」と定める（下線は筆者）。 
7 Communication from the European Union dated 17 May 2018, WT/DS316/34 (Compliance communication). 
8 Airbus, “Airbus statement regarding the recent WTO AB report and the Second Compliance Communication by t
he EU”, 22 May 2018, available at https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/05/airbus-statement-regard
ing-the-recent-wto-ab-report-and-the-seco.html (as of 2 December 2020). 
9 議長は Hugo Cayrús 氏，委員は Christian Etter 氏および Thinus Jacobsz 氏。また豪州，ブラジル，カナダ，中国，

インド，日本，ロシアが第三国として手続に参加した。 
10 Panel Report, European Communities and Certain Member States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft – 
Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union and Certain Member States, WT/DS316/RW2 and Add.1, 
circulated to WTO Members 2 December 2019. 

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/05/airbus-statement-regarding-the-recent-wto-ab-report-and-the-seco.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/05/airbus-statement-regarding-the-recent-wto-ab-report-and-the-seco.html
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年額約 75 億米国ドルとする判断を下し，同年 10 月 14 日に当該仲裁判断は DSB で採択された。

したがって当該仲裁判断は，第二履行確認パネルの判断に影響を与えるものではない。 

B. 本件で問題となる措置 

上述のように第二履行確認手続では，第一履行確認手続における DSB 勧告・裁定を EU が実施

したか，すなわち補助金協定 7.8 条を遵守したかが争点とされた。より具体的には，2018 年 5 月

17 日に DSB に通知された履行措置によって EU が，①「A380 向け仏・独・西・英 LA/MSF」お

よび「A350XWB 向け独・英 LA/MSF」を廃止したか，また仮に廃止されていないとしても，②こ

れらおよび「A350XWB 向け仏・西 LA/MSF」－すなわち 4 ヶ国による両型機向けの 8 つの LA/MSF

－がもたらす悪影響を除去するための措置をとったか，という 2 点が争われた。なお本件パネル

は EU による履行措置を以下のように分類した 11。 

LA/MSF を廃止する措置 

- A380 向け仏・独・西・英 LA/MSF 契約の修正：4 ヶ国とエアバス社の間で締結されたローン

契約を現時点での市場ベンチマークに沿って修正することで，LA/MSF は廃止された。 

- A350XWB 向け独 LA/MSF 契約の修正：エアバス社とドイツ国営金融機関である「独復興金

融公庫（KfW）」の間で締結されたローン契約を現時点での市場ベンチマークに沿って修正す

ることで，LA/MSF は廃止された。 

- A350XWB 向け英 LA/MSF ローンの完済：エアバス社が当該ローン契約下で元利金を英ビジ

ネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）に完済したことで，LA/MSF は廃止された。 

- A380 向け西 LA/MSF の利益の償却：A380 向け西 LA/MSF の利益は【BCI】までに完全に償

却されることで，LA/MSF は廃止された 12。 

LA/MSF による悪影響を除去する措置 

- 両型機向け LA/MSF の利益の償却：両型機向け LA/MSF の利益の償却は，当該 LA/MSF を廃

止させるのみならず（上述），LA/MSF が悪影響の真正かつ実質的な原因であるかを検討する

際にも関係してくる。 

- 両型機へのローンチ後の（補助金性のない）投資 ：エアバス社がローンチ後に両型機に対し

て行った補助金性のない投資によって，LA/MSF と悪影響の間の因果関係は否定される（よっ

て LA/MSF は悪影響の真正かつ実質的な原因ではない）。 

- 一部 LA/MSF における元本の不完全な引き出し ：A380 向け仏 LA/MSF および A350XWB 向

け仏・英 LA/MSF において元本は完全には引き出されておらず，したがってこれらの LA/MSF

はもはや悪影響の真正かつ実質的な原因とはならない。 
                                                   
11 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), paras. 7.15-7.40. 
12 2018 年 5 月 17 日付の DSB への通知の中で EU は，両型機向け LA/MSF すべてについて利益の償却による廃止

を主張したが，本件では A380 向け西 LA/MSF に限定してかかる主張を行った。 



 

4 
 

- 経年による LA/MSF とローンチの間の因果関係の弱体化：経年によって両型機向け LA/MSF

と両型機ローンチの間の因果関係が弱体化しており（両型機の開発に対する LA/MSF の効果

は限定的），よって LA/MSF はもはや悪影響の真正かつ実質的な原因とはならない。 

- 両型機の納入のキャンセル，完了，変更：A380 の納入キャンセル・完了（エミレーツ航空等），

A350XWB の納入完了・変更（キャセイパシフィック航空等）によって悪影響は除去された 13。 

C. 検討対象となる期間 

第一履行確認手続においてパネル・上級委員会は「第一履行参照期間（First Compliance Reference 

Period）」，すなわち 2011 年 12 月 1 日（原審の DSB 勧告・裁定の履行期限）から 2013 年 12 月 31

日までの期間の，6 つの関連市場における悪影響について検討を行った 14。また 2018 年 7 月に再

開された譲許停止仲裁も，同様の期間－そこでは「2011-2013 参照期間」と呼ばれる－に存在する

と判断された悪影響に基づいて，対抗措置の額を決定した 15。 

これに対して第二履行確認パネルでは，廃止されていない A380・A350XWB 向け LA/MSF が関

連市場における「現在の」悪影響について，真正かつ実質的な原因となっているかが争点とされ

た。そのため当事国の主張に反し、検討のための具体的な参照期間は設定されていない 16。なお

「現在の」悪影響の具体的なタイミングについて，譲許停止仲裁は第二履行確認パネルの設置時

（2018 年 8 月 27 日）を指すと示唆したものの 17，第二履行確認パネルはこの点を明確にしてい

ない。 

 

II. パネル報告書の概要 

A. R&D 補助金をめぐる付託事項について 

省略 

B. A350XWB および A380 向け LA/MSF は「廃止」されたか 

ここでは，EU が A350XWB・A380 向け LA/MSF を「廃止」（補助金協定 7.8 条）することで

DSB 勧告を遵守したかが争点となる。EU によれば補助金を構成する 2 つの要素（資金的貢献，

利益）のいずれかが除去されれば補助金は存在しなくなり，「廃止」される。EU によれば，①補

助金契約下での元利金の返済（A350XWB 向け英 LA/MSF），②市場ベンチマークに沿った契約の

修正（A350XWB 向け独 LA/MSF，A380 向け仏・独・西・英 LA/MSF），③利益の償却（A380 向

                                                   
13 ただし本件パネルは EU のかかる主張について検討を行っていない。 
14 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), paras. 7.261, 7.273, 7.276. 
15 Decision by the Arbitrator, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 22.6 – EU), paras. 2.33, 2.39, 
6.46, 9.1(a). 
16 本稿 II.C.2 を参照。 
17 Decision by the Arbitrator, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 22.6 – EU), paras. 2.33, 2.39. 
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け西 LA/MSF）によって，これらの LA/MSF は寿命が終了し，よって「廃止」された（7.118-7.121）。 

1. 第一履行確認手続で示された「廃止」をめぐる指針 

第一履行確認手続において上級委員会は，補助金協定 7.8 条で「補助金を交付し又は維持して

いる（granting or maintaining）」と定められていることを理由に，補助金が失効して（expired），既

に存在しない場合，加盟国はそれを廃止する義務を負わないと説示した。また上級委員会によれ

ば，補助金を廃止するには，問題となる補助金の条件を市場ベンチマークに沿って調整するか，

またはそれが補助金を構成しないように修正することが求められる。補助金協定 7.8 条は悪影響

そのものではなく，それをもたらす補助金についてとるべき行動を定めているところ，そこでは

禁止補助金と同様に問題となる補助金を廃止すれば十分であり，廃止に加えてさらに当該補助金

がもたらす悪影響を除去することまでは求められない。このように補助金協定 7.8 条では，履行

期間終了後に加盟国によって「交付し又は維持されている」補助金が問題とされるに過ぎず，す

でに失効し（expired）、または存在しなくなった（ceased to exist）補助金について履行義務は負わ

ない。以上を踏まえて A380・A350XWB 向け LA/MSF の廃止の有無を検討する（7.122-7.128）。 

2. A350XWB 向け独 LA/MSF ローン契約の修正 

当事国の主張 

EU によれば，A350XWB 向け独 LA/MSF 契約を通じてエアバス社に交付されていた補助金は，

2018 年に当該契約が市場ベンチマークにそって修正されたことで，「廃止」された。新たな修正

契約における利益の有無は，契約修正時の市場ベンチマークとの対比によって決まる。第一履行

確認手続で確認されたように，ここでは「内部収益率（internal rate of return: IRR）」が用いられる

ところ，EU 顧問の TradeRx 社によれば，修正ローン契約から期待される IRR は修正時の市場ベ

ンチマークを上回っており（利益を付与されない），よって補助金は廃止された（7.129-7.132）。 

他方で米国によれば，契約修正によって A350XWB に付与される利益は増加し，またその寿命

も延びた。また米国顧問の NERA 社は，当初の独 LA/MSF ローン契約から期待される IRR と，修

正ローン契約から期待される IRR を比較し，前者は後者よりも高いと結論付けた。また仮に EU

のアプローチ（契約修正時の市場ベンチマークとの対比）を受け入れたとしても，修正契約の IRR

が修正当時の市場ベンチマークを上回ることを EU は立証できていない（7.133-7.135）。 

パネル判断 

A350XWB 向け独 LA/MSF ローン契約は修正されたが，エアバス社は引き続き修正契約下で残

りの元利金の返済義務を負っている。そこで以下では，当該ローン契約が補助金を構成しないよ

うに市場ベンチマークに沿って修正されたかが検討される（修正が「介入事象」に該当するかは

判断しない）。なお WTO での救済が将来効であることを踏まえると，市場ベンチマークに沿った

契約の修正には，当該契約下で支払われた過去の補助金の返済ではなく，それが将来に向けて補

助金を構成しないことが求められる（7.139-7.140）。 

分析枠組み 
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 EU は日本・DRAM 事件パネル判断を根拠に，補助金ローン契約の条件が実質的に修正されれ

ば，当該契約は別個の新契約によって必然的に置き換えられると主張するが，それはパネル判断

の誤読である。独 LA/MSF 契約の修正によって新たなローン契約が締結されたわけではなく，単

に支払い条件が修正されただけで元来の契約は継続して存在している。このことは，独 LA/MSF

契約が市場に沿って修正されたかを判断するための適切なベンチマークが，契約の修正時に初め

て市場の貸手によって提示されるローン契約ではないことを示唆している（7.141-7.147）。 

原審および第一履行確認手続でも，エアバス社に対する利益の付与の有無は，合意された条件

での同社に対する資金調達コスト（各 LA/MSF 契約に対する「内部収益率（IRR）」）と，LA/MSF

契約の締結時に市場から同一または類似の資金調達を行うのに同社が負担したであろうコスト

（「収益率（rate of return）」）を比較することで，判断されてきた（7.148）。 

これと整合的に考えると，補助金ローンの返済が残っている場合，当該ローン契約を市場ベン

チマークに沿って将来に向けて修正するには，修正された支払条件が，市場の貸手が当該ローン

契約を最初に締結した際に，残りのローン期間で達成できると期待したであろうキャッシュフロ

ー全体を反映している必要がある。そうすることで借手は，仮に当初から市場ベースでローン契

約が締結されていれば，契約修正時に置かれていたであろう立場に置かれることになる（7.149）。 

たとえば金利年 5%で 10 年間のローン契約を組み（契約当時の市中金利が 7%），それから 5 年

後に当該契約を市場ベンチマークに沿って修正するのであれば，仮に修正時の市中金利が 7%以上

または以下であっても，残りの 5 年間の金利を（契約当時の金利である）7%に上げることが求め

られることになる。そこでは加盟国自身の行為および決定が重視される。さもなければ（EU のア

プローチに依拠するなら），補助金ローン契約の締結時から修正時までに資本コストが上昇すれば，

市場ベンチマークに沿って契約を修正するのに借手は本来（契約時から市場ベンチマークに沿っ

た場合）よりも多くの負担を求められ，反対にそれが低下すれば借手の負担は本来よりも小さく

済んでしまう（7.150-7.151）。 

繰り上げ返済を前にした契約の修正 

 EU は以下のとおり主張する。当初の独 LA/MSF 契約下で KfW はエアバス社からの繰り上げ返

済（early repayment）の受け入れを義務付けられており，また市中金利が契約時から大幅に低下し

たことで，エアバス社は低利率でリファイナンスを受けることが可能となり，同社は繰り上げ返

済のインセンティブを有していた。ローン契約において借手による繰り上げ返済が認められてお

り，そして実際に借手がその権利を行使する場合，貸手は期待していた正味現在価値（Net Present 

Value: NPV）や IRR を当然達成できなくなる。このような状況でローン契約の修正に応じたにも

かかわらず，契約時の「優れた」IRR と，契約修正時の「劣った」IRR を対比するのは不当であ

ろう 18。そこで EU によれば，修正された独 LA/MSF 契約の IRR と，契約修正時の市場ベンチマ

                                                   
18 【報告者注】繰り上げ返済を回避するべく契約の修正に応じたということは，当初期待していた IRR の達成は

不可能であるのに，それと修正契約の IRR を対比するのは不当（当然当初契約の IRR の方が高くなる），というこ

とである。 
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ーク（修正契約と同一または類似の条件でエアバス社に融資を行う場合の資本コスト）を対比す

ることで，それが市場ベンチマークに沿って修正されたかを適切に判断できる（7.152-7.153）。 

しかしながら米国が主張するように，そもそも EU は前提として「KfW との間で契約修正が合

意できなければ，エアバス社は繰り上げ返済を選択していたであろう」という点を立証できてい

ない。すなわち EU は，エアバス社が繰り上げ返済条項を実際に援用した，独政府との間で繰り

上げ返済をめぐって交渉を行った，その交渉時に同社がリファイナンスを検討していたといった

証拠を何ら提出していない。EU は自らの主張の前提を立証できておらず，ゆえに A350XWB 向け

独 LA/MSF が修正によって廃止されたとの主張は受け入れられない（7.155-7.156）。 

なお，仮にエアバス社が繰り上げ返済を行う権利を援用する信憑性が高かったとしても EU の

アプローチは説得的ではない。その場合でも，LA/MSF 契約が市場ベンチマークに沿って修正さ

れたか否かは，ある市場の貸手（KfW ではない）が，エアバス社による繰り上げ返済によって達

成できる収益よりも，契約修正にともなう収益を好むかが検討されなければならない。そうする

ことで，契約の修正によってエアバス社が，仮に独 LA/MSF 契約が当初から市場条件下で締結さ

れていれば修正時に置かれていたであろう立場に置かれることになる（7.158）。 

しかしながら EU はこの点を示せていない。よって EU は，独 LA/MSF 契約の修正によってエ

アバス社が，仮に当該契約が当初から市場条件下で締結されていれば修正時に置かれていたであ

ろう立場に置かれたことを立証できていない（7.163-7.164）。 

3. A350XWB 向け英 LA/MSF ローンの完済 

当事国の主張 

EU によれば，エアバス社は A350XWB 向け英 LA/MSF ローンについて，補助金条件下で元利

金を英（BEIS）に完済したことで補助金を構成する要素（資金的貢献）が除去され，当該補助金

の寿命は終了し，よってそれは「廃止」された。他方で米国によれば，エアバス社は必ずしもロ

ーンを完済しておらず，加えて補助金条件下でのローン返済は当該補助金を「廃止」せず，この

点は第一履行確認パネルも同意している（7.165-7.168）。 

パネル判断 

 エアバス社は A350XWB 向け英 LA/MSF ローンの元利金を 2018 年に完済したところ，当該補助

金の寿命が終了するかが問題となる（返済が「介入事象」に該当するかは判断しない）。EU は第

一履行確認手続でも A380 以前の機種向け LA/MSF について同様の主張を行ったが，同パネルは

次のように説示した（7.175-7.178）。 

EU は，上級委員会の「補助金の寿命は，資金的貢献の除去 and/or 利益の失効によって終了す

る」との判断を根拠に，ローン完済によって補助金は存在しなくなると主張するが，上級委

員会判断を誤読している。補助金条件下でのローン返済によって資金的貢献が除去されるわ

けではなく，むしろ受益者に資金的貢献の完全に提供されたことを暗示するに過ぎない。確

かに補助金条件下でローンを返済すれば資金的貢献は終了するかもしれないが，それによっ
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て当該補助金が必ずしも存在しなくなるわけではない。 

もっとも第一履行確認パネルは，その他の理由から関連する補助金の寿命は失効したと結論づけ

たため，補助金条件下でのローン返済によって補助金が廃止されるかについて判断を下さなかっ

た。また EU はこの点について上訴したが，上級委員会はパネルの結論を支持したことからこの

点について追加的判断は不要と述べた（7.179）。 

 EU は，第一履行確認パネルによる上述の「補助金条件下でのローン返済では資金的貢献除去さ

れない」との判断は解釈上誤りであると主張するが，いずれも根拠を欠く（7.180-7.190）。 

2 つの補助金の対比（EU の主張の検討） 

 EU は補助金条件下でのローン返済によって補助金が廃止されることを説明するべく，1000 万

ユーロの一度限りの現金給付の返済と，1000 万ユーロの補助金ローン（返済期間 10 年）の返済

について，以下のように比較した（いずれの補助金も耐用年数 10 年の資産の購入が目的）（7.191）。 

一度限りの現金給付：補助金の寿命を決める 1 つの方法は，購入資産の予想耐用年数に対する利

益の償却であり，10 年後の利益消滅によって補助金も廃止される。かかる補助金を 5 年後に廃止

するには，①利益の除去（受給者による未償却利益 500 万ユーロの返済），②資金的貢献の除去が

ある（受給者による受給した 1000 万ユーロの全額返済），という 2 通りがある（7.192-7.193）。 

補助金ローン返済：返済期間は 10 年で，かつ購入資産の耐用年数も 10 年であるため，補助金は

10 年後に廃止される。かかる補助金を 5 年後に廃止するには，①利益の除去（将来の利子の返済

を市場ベンチマークに合わせる），②資金的貢献の除去がある（受益者によるローン元本である

1000 万ユーロの返済），という 2 通りがある（7.194）。 

 しかしながら EU は 2 つの補助金の重要な相違点を見落としている。一度限りの現金給付（給

付時に利益も受益者に移転）とは対照的に，補助金ローンの利益は，市中金利を下回る金利を政

府が課すことで受給者がえる貯蓄から生じる。したがって貯蓄全額（すなわち全利益）は一度に

ではなく，返済期間を通じて徐々に移転していく。ゆえに補助金ローンの全利益は，ローンが完

済される時になって初めて移転する。このように，補助金ローン下での元本完済はせいぜい資金

的貢献の提供と同視できるに過ぎず，補助金を除去するものではない（7.195-7.196）。 

 また EU の説明によれば，1000 万ユーロの現金給付の 5 年後の返済も，また 1000 万ユーロの補

助金ローンの 5 年後の返済も，いずれも資金的貢献が完全に除去され，よって補助金も存在しな

いことになる。しかしながらこの場合，前者（現金給付）の利益全体は返済されるのに対し，後

者（補助金ローン）の利益は何ら返済されていない。そして，加盟国が資金的援助の方法として

補助金ローンか現金給付を選ぶかで，補助金廃止義務の履行に必要とされる返済額が異なる（現

金給付は利益全体の 1000 万ユーロの返済が求められ，補助金ローンは元本（利益ではない）の返

済で済んでしまう）ことを示す法的根拠は存在しない。以上から，補助金条件下でのローン返済

は補助金の寿命を終わらせるものと解されるべきではない（7.197）。 
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 さらに補助金ローン下では元利金の返済によって資金的貢献が移転するが，他方で一度限りの

現金給付において返済は金銭的貢献の一部を構成しない（給付によって移転は完結する）。かかる

相違を見落として両者をパラレルにとらえる EU の主張は誤りである。補助金を交付する手段そ

のもの（補助金ローンの場合は返済）によって，当該補助金を「廃止」させることはできない。

換言すれば，補助金条件下でのローン返済という行為によって，補助金の交付および（and）廃止

の両方を達成することはできない（7.198）。 

EU は，上級委員会が「資金的貢献の除去 and/or 利益の失効のいずれかで」補助金の寿命は終了

しうると判断したことを根拠に，補助金条件下でのローン完済によって資金的貢献が除去され，

よって補助金は「廃止」されると主張する。しかしながら第一履行確認パネルによっても指摘さ

れたように，その後で上級委員会は「資金的貢献の交付の後であっても，補助金は存在しうる」

とも述べており，EU は具体的な文脈を無視して上級委員会判断に依拠している。そこで上級委員

会は，補助金ローンの寿命が①資金的貢献と利益の除去，または②利益のみの除去，によって終

了しうるとの立場を示したにとどまる。このことは，補助金条件下でのローン返済のみでは補助

金の寿命は終了しない（①にも②にも該当しない），という見解を支持している（7.199-7.202）。 

 さらに上級委員会は，失効した（expired）補助金について加盟国は補助金協定 7.8 条の義務を

負わないと述べたところ，前述のとおり補助金条件下でのローン返済は必ずしも当該補助金を失

効させず（expired），よって廃止もさせない。補助金ローンの返済は，一度限りの現金給付が資金

的貢献の完全な提供を意味するように，補助を受けた資金的貢献の完全な提供を意味するにすぎ

ない。したがって一度限りの現金給付によって補助金の寿命が終了しないのと同様，補助金条件

下でのローン返済の後でも当該補助金は終了しない。いずれの場合も補助金の寿命は，受益者が

当初意図した目的のために補助金を－少なくとも利益の残存価額（at least the remaining value of the 

benefit）を将来にむけて返済することなく－どれだけ使用し続けているかに左右される（EU の場

合は購入資産の耐用年数）（7.203）。 

結論 

 以上から EU は，エアバス社による A350XWB 向け英 LA/MSF ローンの補助金条件下での返済

によって当該補助金が「廃止」されたことを立証できていない（7.204）。 

4. A380 向け仏・独・西・英 LA/MSF の廃止 

EU は，仏・独・西・英による A380 向け LA/MSF が 3 つの事由－①2018 年の契約修正，②経年

による利益の償却，③2019 年 2 月の計画中止の発表－によって廃止されたと主張する（7.205）。 

(a) LA/MSF ローン契約の修正 

当事国の主張 

 EU によれば，A350XWB 向け独 LA/MSF と同様，4 ヶ国による A380 向け LA/MSF 契約は修正

の結果，市場ベンチマークに沿った新規契約に置き換えられた。この点，EU 顧問の PwC 社の報

告書によれば，これらの修正契約の条件は，A380 計画中止の可能性に直面した際に商業的貸手が
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エアバス社に提示していたであろう条件と整合的である（契約修正によって貸手は，計画中止と

比べてより良い収益を得られる）。従って修正契約において利益は付与されていない（7.206-7.208）。 

他方で米国によれば，今回の修正で当初の LA/MSF 契約が新規契約に置き換えられたという証

拠はない。また米国顧問の NERA 社によれば，今回の修正でエアバス社は，修正がなかった場合

と比べてより有利な立場に置かれることになった（修正契約下の IRR の方が当初契約下の IRR よ

りも低い）。また EU のアプローチに依拠しても，合理的な貸手は（契約を修正しなくても）エア

バス社が受注を取り戻すと考えたはずである（契約を修正しなかっただろう）（7.209-7.211）。 

パネル判断 

分析枠組み 

ここで EU は，A350XWB 向け独 LA/MSF 契約の修正と同様の主張（修正による新規契約の利

益を，修正時の市場ベンチマークとの対比で認定する）を主張したが，修正された A380 向け

LA/MSF 契約の IRR を計算し，それを契約修正時の市場ベンチマーク（修正契約と同様の条件を

得るために貸手がエアバス社に要求していたであろう収益率（資本コスト））と対比すべきとは主

張しなかった。むしろ EU によれば，A380 計画中止の可能性に直面した商業的貸手が，今回エア

バス社と 4ヶ国政府の間で合意された修正契約と同様の修正を行ったか問題となる（7.215-7.216）。 

上述したように（A350XWB 向け独 LA/MSF），既存ローン契約の実質的修正によって必然的に

新規契約が発生するわけではなく，A380 向け LA/MSF 契約の修正によって新規契約が発生したこ

とを示す証拠はない。補助金ローンを返済中の場合，当該ローン契約を将来に向けて市場ベンチ

マークに沿って修正するには，受益者（借手）が，仮に当該ローンが当初から市場条件下で締結

されていれば契約修正時に置かれていたであろう立場にあることが求められる（7.217-7.219）。 

LA/MSF 契約は市場ベンチマークに沿って修正されたか 

EU 顧問の PwC 社の報告書は，A380 向け LA/MSF ローン契約の修正が，修正時点での市場ベン

チマークと整合的な形で行われたか（類似の状況にある民間債権者もそれと同様の要求を行った

か）を審査している。そして同報告書は，A380 計画について中止のリスクがあるものの将来状況

が改善する可能性があったことから，民間債権者も今回の修正を受け入れたはずであり，よって

当該修正は市場ベースで行われたと結論付けた。しかしながら，同報告書は A380 向け LA/MSF

契約が市場ベンチマークに沿って修正されたことを示す根拠たりえない（7.221-7.225）。 

PwC 報告書によれば 2018 年時点での A380 の市場見込みは好調とのことだが，現実には受注キ

ャンセルが相次ぐなど同型機の事業見込みは厳しい。そしてエアバス社が A380 計画中止の寸前

であったこと，そして同社は事業見込みに楽観的となる傾向がある（返済条件が成功依存型であ

ったため）という事実を踏まえると，（計画中止からの損失を甘受する代わりに）契約修正に応じ

るべきかを判断する際に市場の貸手は，A380 計画の今後の見込みをもっと慎重に審査したはずで

あり，PcW 社の考えるほど容易には契約修正に応じなかったであろう（7.226-7.229）。 

 さらに米国は，契約修正時に 4 ヶ国の政府が「投資前の事前調査（due diligence）」を果たさな
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かったと指摘する。米国が指摘するように，A380 計画中止の可能性や航空機の納入見込みの不確

実性に直面する場合，市場の貸手は通常であれば A380 の事業見込みについて事前調査を行うは

ずだが，契約修正時に 4 ヶ国の政府がそれを果たしたことを示す証拠はない。もちろん，それだ

けで A380 向け LA/MSF 契約が市場ベンチマークに沿って修正されていないことの証明にはなら

ないが，市場の貸手であれば通常実施しているはずである（7.231-7.232）。 

結論 

以上から EU は，A380 向け LA/MSFローン契約が市場ベンチマークに沿って修正されたこと（す

なわち，市場の貸手であれば A380 計画中止に直面すれば契約修正に応じたであろう旨）を立証

できておらず，よって当該 LA/MSF の「廃止」も証明できていない（7.234）。 

(b) 経年にともなう利益の償却 

当事国の主張 

 EU によれば，補助金ローンの寿命は，補助金条件下での完済をめぐる当事者間での事前の期待

に基づく。A380 向け西 LA/MSF については，エアバス社と西政府の合意時の期待に基づけば，元

利金の完済時に当該 LA/MSF の利益が償却される。EU 顧問の TradeRx 社によれば，当該ローン契

約の返済期間等を考慮すると，その利益は【BCI】年までに完全に償却される（7.235）。 

他方で米国によれば，TradeRx 社による補助金寿命の分析は，A380 の予想「販売期間（marketing 

life）」を考慮することなく，「ローン返済期間（loan life）」のみに不当に依拠している。上級委員

会も第一履行確認パネルも，予想販売期間の分析は LA/MSF の寿命を計算するのに有効な方法で

あると認めたところ，これを無視した同社の分析は不適切である（7.236）。 

パネル判断 

 EU（TradeRx 社報告書）によれば，A380 向け西 LA/MSF の利益はローン返済期間中にのみ存在

するところ（いいかえれば補助金ローンの完済によって利益は償却され，補助金は廃止される），

以下の理由からかかるアプローチは適切ではない（7.237-7.238）。 

第 1 に EU は，補助金条件下でのローン返済期間を巡る当事者の期待に着目するが，前述した

ようにかかる返済は資金的貢献が完全に提供されたことを意味するに過ぎず，それによって補助

金が常に終了するわけではない。一度限りの給付や補助金ローンの寿命は，受益者が当初意図し

た目的のために資金的貢献を－少なくとも利益の残存価額（remaining value）を将来に向けて返済

しないで－どれだけ使用し続けているかに左右される（7.239）。 

第 2 に EU は，A380 向け LA/MSF はエアバス社による A380（そして A350XWB）に対する製

品効果はなかったのだから，その寿命はローンの予想返済期間に基づくべきと主張する。しかし

ながら，第一履行確認パネルは「LA/MSF がなければ，エアバス社は現在の設計・タイミングで

A380 をローンチできなかっただろう」と認定し，上級委員会も同様の立場である（7.240-7.242）。 

 なお A380 向け西 LA/MSF 契約はこれまでに 2 回修正されているが，契約締結時にかかる修正
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は予想されていなかったことから，EU も認めるようにそれは「介入事象」に該当する。修正によ

って当該 LA/MSF の返済期間をめぐる事前の期待は変更された（返済期間は当初の期待を上回っ

て延長された）。そのため，仮に EU の基準（ローンの予想返済期間）に依拠しても西 LA/MSF の

寿命は終了していない（7.243-7.244）。 

 以上から EU は当該 LA/MSF が利益の償却を通じて廃止されたことを立証できていない（7.245）。 

(c) エアバス社による A380 計画中止の発表 

当事国の主張 

 EU によれば，2019 年 2 月 14 日のエアバス社による A380 計画中止の発表は，EU による A380

向け LA/MSF の廃止の根拠となる。第 1 に，今回の発表によってエアバス社は元利金の返済を義

務付けられる（またローンが返済されれば，それによって LA/MSF は廃止される）。第 2 に，今回

の発表は交付当時の当事者の期待を大きく変更する「介入事象」に該当し（事前の期待よりも補

助金の寿命を早く終了させる），よって LA/MSF は廃止される（7.246-7.247）。 

これに対して米国は，エアバス社の発表が LA/MSF を廃止するものではない理由として，①補

助金条件下でローンを返済しても当該補助金は廃止されない，②A380 計画廃止の公表は補助金の

寿命を終了させる「介入事象」には該当しない（A380 計画は未だに機能している），③第一履行

確認パネルはローン完済前の A340 計画の中断という主張を却下していない（A380 計画も同様に

まだ中断していない），と指摘する（7.248-7.249）。 

パネル判断 

エミレーツ航空が A380 の 39 機分の発注をキャンセルすると，2019 年 2 月 14 日にエアバス社

は A380 計画の中止を公表した。そこで EU は同年 8 月 14 日にパネルに対し，計画中止にともな

い同社と【BCI】の間で合意が結ばれたとの通知を行った（7.250-7.251）。 

EU は，今回のエアバス社の発表が A380 向け LA/MSF の寿命を終了させる「介入事象」にあた

ると主張するが，現時点で同社は A380 の生産を継続していることから（2021 年 7 月の引き渡し

を最後に生産中止の予定），今回の発表で LA/MSF が終了するとは考えられない（7.254-7.255）。 

最後に EU の主張（A380 計画中止の公表によってエアバス社は元利金の返済を義務付けられる

こととなり，それによって LA/MSF が廃止される）を検討する。EU は，計画中止にともなうエ

アバス社と【BCI】の合意によって，当初の LA/MSF 契約が市場条件に基づく新たなローン契約

に置換されたと主張する。しかしながら，当初契約にも A380 計画が終了した際の同社による返

済をめぐる規定が存在しており，加えて残りの元利金に適用される利率は，当初契約と同じ基準

で定められる。このように今回の合意は，当初契約での A380 計画終了時のローン返済義務を実

施させる以上の意味を持っておらず，A380 向け LA/MSF を廃止するものではない（7.256-7.258）。 

5. 結論 

以上から，A350XWB 向け独・英 LA/MSF および A380 向け仏・独・西・英 LA/MSF は，いず
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れも「廃止」（補助金協定 7.8 条）されていない（7.259）。 

C. A380 および A350XWB 向け LA/MSF によってもたらされる「悪影響を除去するための適

当な措置」がとられたか 

 続いて A380 および A350XWB 向け仏・独・西・英 LA/MSF が「現在の悪影響（adverse effects at 

present）の真正かつ実質的な原因であるか」が検討される。この点，第一履行確認手続において

上級委員会は「第一履行参照期間（2011 年 12 月 1 日～2013 年末）」におけるこれらの補助金の効

果について検討を行った。そこで本件では，これらの補助金がもたらす当該期間後の
．．．．．．

「製品効果

（product effects）」19の程度を明らかにし，そのような効果の関連市場における現在の影響につい

て検討する（7.260-7.262）。 

1. 適切な反実仮想 

当事国の主張 

EU によれば，廃止されていない補助金（A380 および A350XWB 向け仏・独・西・英 LA/MSF）

の悪影響の有無は，現実の市場状況と「履行期間の終了時（2011 年 12 月 1 日）に当該補助金が

廃止されていれば存在していたであろう市場状況」の対比によって判断される（仮に補助金が廃

止されていたも現実の市場状況と違いがなければ，それは悪影響の原因とならない）。そして EU

によれば，仮にこれらの補助金が廃止されたとしても，A380 と A350XWB のローンチ（それぞれ

2000 年 12 月と 2006 年 12 月）には影響がなかった。これに対して米国は，第一履行確認手続で

とられた手法と同様に，現在の市場状況と「問題となる補助金が当初からエアバス社に対して交

付されていなければ存在していたであろう状況」とを対比すべきと反論した（7.263-7.264）。 

パネル判断 

 EU は，問題となる補助金の交付（provision）ではなく，補助金の廃止（withdrawal）に着目す

る反実仮想分析（すなわち LA/MSF が廃止された場合との対比）を提案するものの，それは当該

補助金の過去のすべての効果を無視するものであり，補助金協定 7.8 条の問い－履行期間後に継

続して存在する補助金の交付が現在にもたらす影響－に答えられない。ゆえに本件では，第一履

行確認手続と同様，A380・A350XWB 向け LA/MSF が当初からエアバス社に交付されていなかっ

た場合の反実仮想が採用される。ただし A380 以前の型機向け LA/MSF－いずれも履行期限内に廃

止済み－の効果については無視する（7.265-7.268）。 

2. 適切な参照期間 

当事国の主張 

EU は，本件の参照期間が「2018 年 5 月 28 日（第一履行確認手続における DSB 勧告の採択時）

から現在まで」と主張する。他方で米国は，第一履行確認手続では「第一履行参照期間（2011 年

                                                   
19 【報告者注】DS316 において製品効果とは「特定の LCA モデルをローンチ・市場投入するエアバス社の能力に

対する LA/MSF の効果」と説明されてきた。後述するように製品効果は，直接効果と間接効果から構成される。 
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12 月から 2013 年末）」における EU の履行の有無が問題とされており，よって本件では EU がそ

れ以降に悪影響を除去したかが争点となるため，ここでの参照期間は「2014 年 1 月 1 日から現在

まで」である，と主張する（7.269-7.270）。 

パネル判断 

本件では A380 および A350XWB 向け LA/MSF が，現在の（present）悪影響の真正かつ実質的

な原因であるかが争点とされる。そして補助金協定には悪影響の除去義務（同協定 7.8 条）が現

時点において（present-day）履行されているかを判断するための参照期間について具体的な規定が

存在しないものの，そのためには現時点での情報に加えて，過去の出来事についての審査も欠か

せない。ゆえに，ここでは参照期間を前もって決めておく必要はなく，当事国が提出する証拠全

体（直近の情報を含む）を考慮することが上記の争点を検討する上で好ましい（7.271）。 

3. 2013 年末までの LA/MSF の効果 

 第一履行確認手続で上級委員会は，A380・A350XWB 向け LA/MSF が第一履行参照期間におい

て，①VLA 市場での著しい販売減少・妨げ，さらに②双通路 LCA 市場での著しい販売減少の真

正かつ実質的な原因となっていると結論づけた（7.272-7.273）。 

しかしながら，LA/MSF がない場合の上級委員会の認定をめぐる当事国の解釈は異なる。EU に

よれば，上級委員会は「LA/MSF がなくても A380 は 2002 年頃，A350XWB は 2007 年または 2008

年にそれぞれローンチされ，よって 2013 年末までに受注・納品できた」と認定した。他方で米国

によれば，上級委員会は「LA/MSF がなければ 2013 年末まで両型機はローンチできなかった」と

認定した。以下，反実仮想の認定をめぐる上級委員会判断について検討する（7.274-7.275）。 

(a) A380 への効果をめぐる上級委員会判断 

 A380 向け LA/MSF の同型機に対する製品効果をめぐり上級委員会は，それがなければ A380 が

市場に投入されることもなく，よって同型機は 2013 年末までに受注も納入もできなかったと認定

した（7.277-7.279）。また，当該 LA/MSF の製品効果が VLA 市場での「販売減少」に対する真正

かつ実質的な原因であるかを検討する際に上級委員会は，それがなければ 2013 年末までに A380

の受注・納入はもちろん，ローンチもできなかったであろうとの立場をとったと解される

（7.280-7.285）。さらに上級委員会は，当該 LA/MSF の製品効果が 6 つの VLA 市場における「妨

げ」の真正かつ実質的な原因であるかを検討する際に，同様の考え方を示した（7.286-7.291）。 

(b) A350XWB への効果をめぐる上級委員会判断 

 上級委員会は A350XWB に対する，A350XWB 向け LA/MSF の直接効果を，また A380 向け

LA/MSF の間接効果をそれぞれ認定した上で，それらがなければ 2013 年末までに A350XWB はロ

ーンチできなかったであろうと判断した（7.292-7.293）。また上級委員会は，両 LA/MSF の製品効

果が双通路 LCA 市場における「販売減少」の真正かつ実質的な原因であるかを検討する際に，そ

れらがなければ 2013 年末までに A350XWB を受注・販売することはできなかったと判断したが，

その前提としてローンチもできなかったと示唆した（7.294-7.297）。 
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(c) 結論 

 以上から，上級委員会の想定をめぐる EU の理解は根拠を欠いている。上級委員会は，両 LA/MSF

がなくても両型機は 2013 年末までに受注・納品できたであろうとは認定していない。ただし上級

委員会判断からは，これらの LA/MSF がなければ 2013 年末まで両型機がそもそもローンチできな

かったと認定したのか，それとも（ローンチはできても）受注・納入はできなかったと認定した

のか，必ずしも明らかではない（7.298）。 

4. 2014 年から現在までの LA/MSF の効果 

 続いて A380・A350XWB 向け LA/MSF の 2014 年から現在までの製品効果について検討する。

上述のように上級委員会は，2013 年末まで両型機がローンチされることはなかったと認定したと

解される 20。本件で EU は 2014 年以降に両型機がローンチしていたことを示す証拠を提出してお

らず，米国も LA/MSF がなければ両型機のローンチは早くても 2014 年であったと主張するが，具

体的な時期に言及していない。以下では 2013 年末まで存在していた LA/MSF の製品効果が，2014

年から現在までどの程度継続しているかについて検討する（7.299-7.301）。 

(a) A380 および A350XWB 向け LA/MSF の効果の統合 

 複数の補助金と悪影響の間の真正かつ実質的な因果関係の有無を判断する際に，当該補助金に

よる効果を統合する手法が用いられる。先例と同様，本件でも A380 向け LA/MSF の A380 に対す

る直接効果 21を検討すると同時に，A350XWB に対する①A380 向け LA/MSF の間接効果 22と②

A350XWB 向け LA/MSF の直接効果を統合させた効果について検討する（7.302-7.303）。 

また両 LA/MSFA の「A330neo」23に対する効果についてであるが，同型機は 2014 年にローンチ

されたところ，米国はこの点について第一履行確認手続で争うことはできず，よって本件パネル

が同型機に対する両 LA/MSF の間接効果を検討することは問題ない（7.304-7.306）。 

(b) 競争条件と製品市場 

 原審および第一履行確認手続で認定された LCA 産業における一般的な競争条件については， 

2014 年から現在までの反実仮想（LA/MSF がない場合の市場プレゼンス）を検討する際にも同様

に当てはまる。それらは以下のとおりである（7.307-7.308）。 

(a) LCA の開発・生産は「非常に複雑で高価な事業」であり，LCA 計画を収益性の高いも

のにするには，当該 LCA を数百台販売することが一般的に必要とされる。 

                                                   
20 【報告者注】前述のとおり，上級委員会は 2013 年末までに両型機がローンチできなかったと認定したのか，そ

れとも（ローンチはできても）受注・納入はできなかったと認定したのか，明らかではないと結論づけている（para. 
7.298）。その意味で，この 1 文は適切ではないと考えられる。 
21 【報告者注】DS316 において「直接効果」とは，LA/MSF によって支援される特定の LCA モデルをローンチ・

市場投入するエアバス社の能力に対する当該 LA/MSF の効果，と説明される（fn. 515）。 
22 【報告者注】DS316 において「間接効果」とは，ある LCA モデルに交付される LA/MSF が，後続の LCA モデ

ルをローンチ・市場投入するエアバス社の能力に対して有する，学習効果および資金効果と説明される（fn. 514）。 
23 【報告者注】同型機のローンチは 2010 年 12 月であった。 
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(b) 範囲・規模の経済は既存企業の競争上の優位性（incumbency advantage）を強化し，LCA

製造業者による市場参入を困難にする。 

(c) LCA 計画から生じる「学習」効果，範囲効果，資金上の効果によって，後続の LCA 計

画の立ち上げが容易になる。 

(d) 既存企業は「参入障壁となる価格戦略（deterring price strategies）」を採るインセンティ

ブを有している。 

(e) 顧客は航空機共通性（fleet commonality）を好む。 

(f) エアバス社とボーイング社の間では激しい競争が続いている。 

(g) LCA の受注は比較的不定期であるが，受注額は大きい。 

(h) 双通路 LCA・VLA 市場にはエアバス社とボーイング社の複占（duopoly）が存在する。 

以下では，上述の競争条件が反実仮想（LA/MSF がない場合の市場プレゼンス）の分析において

も有効である，という想定の下で検討が行われる（7.309-7.310）。 

(c) LA/MSF がない場合の 2014 年以降の A380，A350XWB，A330neo の市場プ

レゼンス 

当事国の主張 

米国によれば，LA/MSF がなくても 2014 年以降に A380・A350XWB をローンチできたと主張す

るのであれば，かかる状況でエアバス社が経済的・財政的・技術的にそれが実行可能であったこ

とを示す必要がある。しかしながら A380 について，VLA の需要は年々低下しており，加えて VLA

市場でのボーイング社の優位性は明確であった。A350XWB について，仮にエアバス社が A380 の

ために市場から資金調達をしていれば，A350XWB に資金供給するのは困難であっただろう。ま

た A380 からの学習効果がなければ A350XWB をローンチさせることは技術的に困難であっただ

ろう。よってエアバス社は，LA/MSF がなければいかなるタイミングでも A350XWB をローンチ

できなかったはずである。また両型機のローンチ時に書かれた「投資対効果検討書（Business Case）」

は，執筆時から長時間が経過しているため，以下の分析での価値は限定的である（7.311-7.312）。 

他方 EU は，LA/MSF がなくても A380 は 2002 年頃に，そして A350XWB は 2007 年または 2008

年にそれぞれローンチできており（実際よりも少し遅れるだけ），よってその場合でも現在までに

受注・納入も可能であっただろうと主張する（7.313）。 

パネル判断 

以下では，A380・A350XWB 向け LA/MSF がない場合に，エアバス社は 2014 年以降に A380 計

画，A350XWB 計画，A330neo 計画を実行に移したかについて，第一履行確認パネルが A350XWB

についての反実仮想分析で依拠した 4 つの基準－①市場条件での資金調達によって関連計画に効

果的に資金を供給するエアバス社の能力，②関連計画について予想される NPV，③関連計画を追

求するエアバス社の戦略的理由，④関連計画のリスク－を参考に検討を行う（7.358）。 
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A380 

 A380 のローンチ時（2000 年 12 月）にエアバス社が依拠した投資対効果検討書には「LA/MSF

がなくても 2000 年 12 月時点での A380 計画の NPV はプラス」と記載されていた。しかし 14 年

前の文書を根拠に「LA/MSF がなくても 2014 年以降の同計画の NPV はプラスであった（よって

A380 はローンチされたであろう）」と結論づけられない（7.359）。 

 2000 年代初頭と比べて 2014 年以降は A380 の需要が低下しているところ，LA/MSF がなくても

エアバス社が 2014 年以降に同型機を追加で受注したであろう旨を示す証拠はない。同時に VLA

の需要が高かった 2000 年代初頭と異なり，LA/MSF がない場合の 2014 年当時の A380 計画の戦略

的利益は低下していたであろう（ボーイング 747-8I の販売が出遅れ，エアバス社は VLA 市場で

のボーイング社との競争を急務と考えなかったであろう）（7.360-7.361）。 

また，2018 年にエミレーツ航空から A380 を 20 機（確定分）受注したが，それだけで LA/MSF

がなくてもエアバス社が 2014 年以降に A380 計画をローンチしたであろう（十分な需要があった）

と考えることはできない。第 1 に，そのような受注があったとしても，エアバス社は A380 の全

体的な需要低下を認識していたはずである。第 2 に，LA/MSF がない場合にエミレーツ航空が 2018

年の A380 発注をおこなったか不明である（同社は 2001 年から一貫して A380 を発注しており，

仮に LA/MSF がなければ，当初からボーイング社の VLA を発注していたであろう）。この意味で

ボーイング社は，LA/MSF がなければエミレーツ航空に対して既存企業の優位性を有していたで

あろう。第 3 に，エアバス社が需要低下を理由に 2019 年に A380 計画の中止を公表したことから

も明らかなように，LA/MSF がない場合にその 1 年前である 2018 年時点で A380 をローンチする

には需要が小さ過ぎると判断したであろう（7.362）。 

さらに LA/MSF がない場合，エアバス社の競争力・財務状態はいずれも低下していたと考えら

れ，それにもかかわらず同社が A380 と A350XWB の両方を同時期にローンチできたことを示す

証拠は存在しない。むしろ同社はいずれかを選択しなければならなかったはずであり，その際に

需要低下に直面していた A380 計画を選んだとは考えられない（7.363）。 

以上から，A380 向け LA/MSF がない場合，2014 年以降のいずれのタイミングでも（at any time）

A380 は受注も納入もされなかったはずであり 24，よって当該 LA/MSF は引き続き同型機の市場プ

レゼンス（現在の悪影響）の「真正かつ実質的な」原因となっている（7.364）。 

A350XWB 

 A380・A350XWB向けLA/MSFがなくてもエアバス社はボーイング 777や 787に対抗するべく，

できるだけ早く A350XWB をローンチしたはずであり，その戦略的利益は大きかったと考えられ

る。それによって双通路 LCA 市場における同社の競争力を再確立するだけではなく，ボーイング

社が有する既存企業の優位性および市場価格の相互補助能力を低下させ，それによってさらには

                                                   
24 【報告者注】別の個所で本件パネルは「LA/MSF がなければいかなる時にも（at any time）A380 はローンチされ

なかったであろう」と述べている（7.398）。 
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エアバス社の単通路 LCA 市場での競争力強化も意図されたであろう。実際に自社の一般的な競争

力への懸念が，エアバス社が A350XWB のローンチを決定した重要な要因であった。このように

エアバス社は，LA/MSF がなくても 2014 年以降に A350XWB をローンチする強い動機を有してい

たであろう。同時に LA/MSF がなくても A350XWB などの双通路 LCA への需要は十分存在してい

たであろう。ただしその場合，同型機のローンチは 2014 年となるので，それまでにボーイング社

は双通路 LCA 市場における既存企業の優位性を一層蓄積したはずであり，その結果エアバス社は

現実（2006 年ローンチ）とは異なる競争に直面することとなったであろう（7.365-7.366）。 

 ただし，具体的な証拠はないものの，一般論として 2014 年以降の同社の財務状況の悪化を踏ま

えると，LA/MSF がない場合，同社が A350XWB をローンチできたのは早くても 2014 年であった

と想定するのが合理的であろう（7.367）。 

 さらに LA/MSF がない場合，A350XWB のローンチ時（2014 年と想定）におけるエアバス社の

技術力も低下していたと考えられる。そのため，ローンチ後の生産過程で同社は技術上の困難に

直面したであろうし，結果としてコスト超過や生産遅延が発生したであろう。その結果，A350XWB

の顧客数は実際の場合と比べて減少したであろう。一方で，その間にボーイング社はすでに納入

可能であった 777 と 787 を通じて顧客に対する既存企業の優位性を確保していったであろう。し

たがって LA/MSF がない場合，現実と同様にローンチから受注まで少なくとも 8 年を要した（す

なわち現時点でも納入されていなかった）と考えるのが合理的であろう（7.368）。 

 以上から，LA/MSF がない場合，同型機のローンチは 2014 年となったと考えられ，さらにそこ

から少なくとも 8 年間は同型機の納入はできなかったであろう。またその場合でも，エアバス社

は，ボーイング社が双通路 LCA の納入に対して提供できるものと同等に魅力的提案を，A350XWB

の納入に際して顧客に行うことはできなかったであろう（7.369）。 

A330neo 

当事国の主張 

 米国は，A380・A350XWB 向け LA/MSF の A330neo に対する間接効果として，①両 LA/MSF が

なければ A330neo の 2014 年のローンチは財務上不可能であった，また②A380 および A350XWB

の特性は A330neo に統合されている（つまり A330neo は A380/A350XWB 計画から生じる財務効

果（financial effects）と学習効果の恩恵をうけていた），よって両 LA/MSF がなければ A330neo は

現在の形でローンチ・市場投入されることはなかったと主張した（7.370-7.372）。 

パネル判断 

財務効果：両 LA/MSF がない場合の 2014 年以降のエアバス社の財務状況は，A380 がローンチさ

れず，またボーイング社との競争圧力に直面して低下していたはずである（受注・納入からの財

源を得られないため）。そのためエアバス社は 2000 年以降，LCA に投資するのがより困難となっ

ており，結果として A330neo を 2014 年にローンチさせることも（同型機のローンチは 2014 年 7

月），それを今日までに受注・納入することも困難であったかもしれない（7.373）。 
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もっとも A330neo は以前開発された A330 の変形であり，その改良は「斬進的（incremental）」

なものに過ぎない。それを踏まえると，両 LA/MSF がない場合でも 2000 年から 2013 年までの間

にエアバス社は，これまで有していた双通路 LCA 市場のシェアの維持を試みたであろう。したが

って 2014 年前に A350XWB がローンチされなければ，エアバス社は同社唯一の双通路 LCA であ

った A330 を改良する戦略上のインセンティブを有していた。以上から，同社が財務上の重大な

困難に直面していたことが示されない限り，両 LA/MSF がなくても同社は A330neo 計画を現実と

同様の方法かつタイミングで追求したであろう（7.374）。 

学習効果：米国は A330neo の客室デザイン，エンジン，設計等は A350XWB をモデルにしている

と指摘する。しかしながら，A380 と A350XWB がなければ A330neo におけるそれらの特性の開

発がどのように困難であったかを示さない限り，両 LA/MSF がなければ A330neo は今日まで発

注・納入されなかったであろう旨，ということの立証としては不十分である（7.375-7.376）。 

 以上から，A380・A350XWB 向け LA/MSF が A330neo の現在の市場プレゼンス（悪影響）の真

正かつ実質的な原因である（両 LA/MSF がなければ A330neo は現在のような形でローンチ・市場

投入されていなかった），ということは立証されていない（7.377）。 

(d) LA/MSF と悪影響の因果関係を弱体化する諸要因 

 EU によれば，以下の諸要因のために A380・A350XWB 向け LA/MSF が現時点での悪影響の真

正かつ実質的な原因であるという結論は否定される。以下，順に検討する（7.378-7.379）。 

①A380・A350XWB 向け LA/MSF の効果は「中断（timing out）」された。 

②A380・A350XWB 向け LA/MSF の経年による償却の結果，両 LA/MSF の利益が減少した。 

③一部の LA/MSF では元本が不完全にしか引き出されておらず，これらの LA/MSF の利益

は減少した。 

④A380・A350XWB 計画への大規模なローンチ後の投資（ただし補助金性はない）によっ

て LA/MSF の製品効果が置き換えられた。 

なお①について EU は，A380・A350XWB 向け LA/MSF の直接効果および間接効果が「中断」し

ており，結果として LA/MSF は現時点での悪影響を引き起こしていないと主張するが，この点は

すでに検討済みであり（製品効果は認められている），改めて検討しない（7.380-7.381）。 

②利益の償却 

当事国の主張 

 EU は，LA/MSF の利益の償却による補助金「廃止」に加え，そのことが，当該 LA/MSF が悪影

響の真正かつ実質的な原因であるかの検討時にも考慮されると主張する。なお TradeRx 社によれ

ば，A380・A350XWB向けLA/MSFの利益はいずれも完全または部分的に償却されている（7.382）。 

他方で米国によれば，EU は補助金の寿命と，補助金と悪影響の因果関係を減衰させうる介入事

象を混同している。また EU は利益の償却が LA/MSF の製品効果にどのように影響を与えるかを
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説明しておらず，さらに利益の償却と悪影響を実質的に結び付けた先例も存在しない（7.383）。 

パネル判断 

 TradeRx 社の報告書によれば，補助金の効果は，補助金受益者がその交付時にそこからどれだ

けの利益を期待していたかに左右される（利益の期間・程度はローン返済期間によって決まる）。

補助金効果の期間・程度を決定する 1 つの方法として，補助金利益の償却に注目するアプローチ

は排除されない。しかしながら，それは A380・A350XWB 向け LA/MSF の文脈では適当でない。

その決定的な理由として，かかるアプローチは LA/MSF による製品効果の性質を反映できないか

らである（ローンを返済（EU にとっての利益の償却）しても製品効果は残る）。このように，ロ

ーンの返済期間・規模に注目して LA/MSF の効果を認識するアプローチは LA/MSF による製品効

果の性質と整合的ではない（7.384-7.385）。 

 以上から EU は，LA/MSF 下で交付される元本が部分的または完全に返済されたことで（利益

の償却）当該 LA/MSF の効果も減退された，という点を立証できていない（7.387）。 

③資金の不完全な引き出し 

当事国の主張 

 EU によれば，エアバス社は A380 向け仏 LA/MSF 契約，そして A350XWB 向け仏・英 LA/MSF

契約において，資金を不完全にしか引き出しておらず，このことは「事前分析下で決定された補

助金の予想価値（projected value）に影響を与える」介入事象にあたる。補助金の規模と悪影響の

程度は対応するため，補助金の規模の縮小によってLA/MSFと悪影響の因果関係は弱まる（7.388）。 

 他方で米国によれば，LA/MSF の利益は措置が付与された時点で決まるため，資金の不完全な

引出しによって利益は縮小されない。仮にそうだとしても，EU は利益の縮小が LA/MSF の製品

効果にどのように影響を与えているか説明していない。さらに補助金の規模は悪影響の検討に関

係するかもしれないが，本件のLA/MSFの程度はその製品効果の検討に際して関連しない（7.389）。 

パネル判断 

 一般論として，補助金の規模（利益 and/or 資金的貢献の規模）が，当該補助金の悪影響をもた

らす能力に影響する可能性はある。しかしながら A380・A350XWB 向け仏 LA/MSF に未引き出し

の資金があるのは，エアバス社が A380 の開発・生産を追求しなくなったためである。実際には，

当該 LA/MSF の資金を用いてエアバス社は両型機の【部品（BCI）】をローンチ・開発しており，

その意味で仏 LA/MSF は予定通り両型機のローンチ・開発に使用されている（7.390）。 

 また A350XWB 向け英 LA/MSF でも【部品（BCI）】の生産を想定していたが，エアバス社がそ

の開発・生産を行わないと決定したために，資金の不完全な引き出しが発生したに過ぎない（実

際には当該 LA/MSF は A350XWB のローンチ・開発に使用された）（7.391）。 

 いずれにせよ，仏・英 LA/MSF 契約下での元本を全額は引き出さないというエアバス社の決定

は，ローン契約締結から数年後の，A350XWB の初期モデルの開発後に行われた。したがって，

かかる決定は 2006 年の同社のローンチ決定に影響し得ない。ゆえに資金の不完全な引き出しとい
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う事実だけから，エアバス社は当該 LA/MSF がなくても実際と同様に両型機を開発できた（よっ

て悪影響の真正かつ実質的な原因とはならない）と結論づけることはできない（7.392）。 

 以上を踏まえると，上述した一部の LA/MSF の製品効果が，これらの LA/MSF の元本の不完全

な引き出しによって弱められたと結論づける根拠は散見されない（7.393）。 

④ローンチ後の（補助金性のない）投資 

当事国の主張 

 EU によれば，A380 と A350XWB のローンチ後もエアバス社は両計画に大規模な投資を行って

きた（主に両型機の継続的な開発，生産ラインの維持・強化のため）。そして両型機の現在の市場

プレゼンスは LA/MSF ではなく，補助金性のないこれらの投資によって説明される。これらの投

資は LA/MSF から生じる製品効果に換わる（因果関係を弱める）介入事象である（7.394-7.396）。 

 他方で米国によれば，①これらの投資が可能となったのは LA/MSF によって A380 と A350XWB

がローンチされたからである，②第一履行確認パネルおよび上級委員会は EU による同様の主張

をすでに却下している，③仮にかかる投資が現在の両型機の市場プレゼンスの原因と判断されて

も，LA/MSF がその原因でなくなるわけではない，④両型機から生じる学習効果は当該投資によ

ってそんなに早く取り換えられない（学習効果がその後の開発によって取り換えられたと認めら

れた事例は初期の A300・A310 計画のみ）（7.397）。 

パネル判断 

A380：前述のとおり LA/MSF がなければいかなる時にも（at any time）A380 はローンチされなか

ったことから，A380 計画へのローンチ後の投資は「LA/MSF が同型機の市場プレゼンスの真正か

つ実質的な原因である」という結論に変更を加えるものではない（7.398-7.399）。 

A350XWB：前述のとおり LA/MSF がなくても A350XWB は 2014 年以降にローンチされたと考え

られる。よって 2013 年末までは，LA/MSF がなければ同型機に対するローンチ後の投資もありえ

なかったのであり，したがって「LA/MSF が同型機の市場プレゼンスの真正かつ実質的な原因で

ある」という結論は変わらない（7.400-7.401）。 

 他方で 2014 年以降について，前述のとおり LA/MSF なしでも A350XWB はローンチできたが，

エアバス社は生産上の困難に直面していたであろう。そこでローンチ後の投資によって LA/MSF

の製品効果が弱体化されたと示すには，かかる投資によって 2014 年以降に同社が（LA/MSF がな

い状態で）直面していた困難に打ち勝つことができたことを証明する必要がある（7.402）。 

 EU による大規模な投資がエアバス社による A350XWB の販売・納入の一助となったことは疑い

ないが，同社がかかる投資を行う決定を下したのは，少なくともローンチ後 7 年の経験を積んで

からであった。したがって LA/MSF がなければ，実際の投資が行われた時期に同社はまだローン

チ後投資を行うインセンティブや技術力・財源を有していなかったであろう（その時期はまだ同

型機の基本モデルの市場投入の検討中であったはず）（7.403-7.404）。 
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 以上から，A350XWB に対するローンチ後の投資は，LA/MSF が同型機の市場プレゼンスの真正

かつ実質的な原因であるという結論に変更を加えるものではない（7.405）。 

(e) A380 計画の中止 

当事国の主張 

EU によれば，2019 年 2 月 14 日のエアバス社による A380 計画中止の発表は，同型機の市場プ

レゼンスに関するすべての悪影響を除去する介入事象に該当する。当該発表によって A380 の販

売期間は終了し，よって A380 向け LA/MSF の直接効果，そして A350XWB に対する間接効果も

終了する。第一履行確認パネルはA380向け LA/MSFの間接効果と併せて，A350XWB 向け LA/MSF

が悪影響の真正かつ実質的な原因となると判断したところ，その一方の間接効果が終了すれば，

LA/MSF の統合的効果が悪影響の真正かつ実質的な根拠となることはない（7.406-7.408）。 

他方で米国によれば，仮に今後 A380 が大量受注されれば同社が A380 計画を再開する可能性が

ある。また計画中止の発表で悪影響が除去されたとする EU の主張は誤りである。確かに最終納

入見込みは LA/MSF が引き起こす市場現象が 2021 年で終了することを示すが，将来の遵守の見込

みをもって現時点での遵守とはできない。また第一履行確認パネルは，過去に発生した間接効果

は他のモデルの現時点での市場プレゼンスに継続して影響すると述べる（7.409-7.410）。 

パネル判断 

 エアバス社が A380 計画中止の決定を覆す可能性が高いとする米国の主張には賛同できない。

A380 向け LA/MSF の修正時（2018 年）の同計画の短期・中期見込みは順調ではなく，また最終

納入後に同型機の生産再開を正当化するのに十分な将来の需要は見込めない。さらに米国は，

A380 計画中止の発表が潜在的な買い手の見通しに与える影響を軽視している（7.411）。 

 とはいえ A380 計画中止の発表のみで，A380 向け LA/MSF による VLA 市場での悪影響が除去

されるわけではない。A380 の生産・納入が続く限りかかる悪影響は存続する。同様に A380・

A350XWB 向け LA/MSF による双通路 LCA 市場での悪影響も継続する（7.412）。 

5. A380 および A350XWB 向け LA/MSF の製品効果による市場への影響 

ここまで，A380・A350XWB 向け LA/MSF の製品効果が，①両型機の現時点での市場プレゼン

スに対する真正かつ実質的な原因になっていること，そして②LA/MSF がなければエアバス社は

A380 を全くローンチできず，他方で A350XWB については 2014 年時点でローンチできたものの

その後は困難に直面したであろう，と認定した。そこで本節では，これらの LA/MSF が製品効果

を通じて，悪影響の真正かつ実質的な原因となっている程度について検討する（7.413）。 

なお，両 LA/MSF がなくても A350XWB は今日までにローンチされていたであろうと結論づけ

たが，これによって自動的に「両 LA/MSF は現時点での悪影響の原因ではない」との結論が導か

れるわけではない。たとえば両 LA/MSF がなければ同型機のローンチ・納入は実際よりも遅れる

ため，その間顧客はボーイング社に注文をしたはずであるところ，その意味で両 LA/MSF がボー

イング社の販売減少の原因となっと判断される場合はありうる（7.417）。 
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(a) 妨げ，代替 

VLA 市場 

 米国によれば，A380 と 747-8I の（受注ではなく）納入および市場シェアを根拠に，EU・韓国・

シンガポールの VLA 市場では「代替 and/or 妨げ」が，そして UAE の VLA 市場では「妨げ」が

発生している（7.421）。 

 

 

 

妨げ：A380 向け LA/MSF の製品効果がなければ，ボーイング社（747-8I）の納入数および市場シ

ェアは 4 つの市場において実際よりも高かったであろう（2000 年から現在までボーイング社が

VLA 市場を独占していたであろう）。しかしながら，EU・韓国での A380 納入は 2016 年が最後で

あるため現在の妨げは存在せず，他方でシンガポール・UAE では 2017 年と 2018 年に A380 が納

入されていることから，現在の妨げが存在する（7.422-7.424）。 

代替：代替とは「同種の産品の輸入または輸出が，補助をうけた産品の販売によって置き換えら

れる状況」を指す。2014 年から 2018 年までのシンガポールでの 747-8I のシェアはそもそもゼロ

であり，代替と評価するための前提を欠いている。また同時期の EU での 747-8I のシェアをみる

と，特に最近は A380 による代替は認められない（2017 年から 2018 年は両者共にシェアがゼロで

あるため）。さらに同時期の韓国での 747-8I のシェアはむしろ上昇傾向にあり，唯一減少した 2018

年については A380 もゼロであるため，747-8I が A380 に代替されたとはいえない（7.425-7.426）。 
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 以上から A380 向け LA/MSF は，シンガポール・UAE の VLA 市場における現在の「妨げ」の

真正かつ実質的な原因となっている（EU・韓国はその限りでない）。またそれは，シンガポール・

EU・韓国の 3 市場における現在の「代替」の真正かつ実質的な原因とはなっていない（7.427）。 

双通路 LCA 市場 

 米国によれば，エアバス社およびボーイング社の双通路 LCA の納入データを根拠に，中国・EU・

韓国・シンガポールの双通路 LCA 市場で「妨げ」が発生している（7.428）。 

 

 

 

 A380・A350XWB 向け LA/MSF がなければ 2014 年までに A350XWB はローンチされたものの

今日まで納入できなかったはずであり，したがって 2014 年以降の各市場におけるボーイング社の

双通路 LCA（777，787）の納入数・市場シェアは実際よりも大きくなっていたであろう（787 の

ローンチは 2004 年 4 月，初納入は 2011 年）。以上から，A380・A350XWB 向け LA/MSF は，中国・

EU・韓国・シンガポールの双通路 LCA 市場における現在の妨げの真正かつ実質的な原因となっ

ている（7.429-7.430）。 
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(b) 著しい販売減少 

VLA 世界市場 

 米国によれば，以下の表の取引（納入数ではなく受注数）が VLA 世界市場でのボーイング 747-8I

の「著しい販売減少」を示している（7.433）。 

 

リース会社 Amedeo による 2014 年の発注：Amedeo 社は 2019 年にエアバス社が A380 計画中止を

公表した直後に，2014 年の受注分をキャンセルしたが，仮に LA/MSF がない場合にボーイング社

が代わりにそれらを受注したとしても，同様にキャンセルされていたであろう（VLA の需要低下

が理由のため）。「著しい（販売減少）」とは「戦略的重要性，学習曲線効果，既存企業の優位性，

販売機数，販売に関連する金額」を考慮して判断される。この点，LCA 販売からの利益の大部分

は引渡し時に実現されるため，仮にボーイング社が 20 機の受注を受け，その後キャンセルされた

としても，そこから得られる収益は不明である。その他にも，20 機分の生産から得られる学習効

果も，顧客に対する既存企業の優位性も，そして戦略上の利益も不明である。以上から，LA/MSF

がない場合に獲得したであろう当該 20 機の受注からボーイング社が「著しい」利益を得ていたか

は明らかではない（LA/MSF による販売減少は「著しい」とはいえない）（7.434-7.435）。 

ANA・エミレーツ航空による 2016 年の発注：両社への A380 の販売については事実関係を巡って

争いがあるため，それらを根拠に著しい販売減少について結論を導くことはできない（7.436）。 

 なお「2013 年にエミレーツ航空が発注した A380（50 機分）」についてはすでに第一履行確認パ

ネルによって「著しい販売減少」と認定されたものの，その内現時点で未納入の機体について，

引き続き本件で著しい販売減少の根拠とすることができるかが争われた。ここでは未納入分の存

在だけではなく，過去に認定された販売減少が「現在も進行中である」ことを説明しない限り，

それを現時点での著しい販売減少として考慮することはできない（7.437-7.439）。 

 以上から，A380 向け LA/MSF は，VLA 世界市場における現時点での「著しい販売減少」の真

正かつ実質的な原因となっていない（7.440）。 

双通路 LCA 世界市場 

米国によれば，以下の受注が双通路 LCA 世界市場での現時点での「著しい販売減少」を示して

いる（7.441）。 
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この問題を検討するにあたり以下の点に留意する。第 1 にこれらの受注はいずれも 2016 年以降

と比較的最近のものである。第 2 に A350XWB と競争関係にある 777・787 はこの間にすでに受注・

納入可能な状態にあった。第 3 にエアバス社の当時唯一の双通路 LCA であった A330 で 777・787

と受注競争をするのは困難であった，第 4 に実質的に A330 の漸進版である A330neo（デザインも

機能も A350XWB とは異なる）で競争するのも困難であった，第 5・6 に LA/MSF なしで 2014 年

以降に A350XWB をローンチさせたとしても同型機の販売は困難であっただろう，第 7 にエアバ

ス社は（LA/MSF がなくても）2014 年以降には既存企業の優位性をもつボーイング社と競合して

いたであろう（7.442）。 

LA/MSF がなくてもエアバス社は 2014 年に A350XWB をローンチできたとされるが，だからと

いって同社が上記 Table 10 の受注すべてを獲得できたわけではない。他方でいずれの受注につい

て本来であればボーイング社が獲得できたかは明らかでない。この点，ヴァージン・アトランテ

ィック航空による 2016 年の A350XWB12 機の発注が参考になる。同社は 2022 年までの同型機の

納入を予定していたが（内 5 機については 2019 年まで），LA/MSF がない場合の A350XWB の納

入は「早くても 2022 年（2014 年のローンチから 8 年後）」とされていることから，かかる状況で

同社が 2016 年時点で A350XWB を発注したとは考えにくい。この場合，エアバス社は旧モデルの

A330 シリーズで 777 に対抗するより他なかったであろう。さらに同社は以前にもボーイング社か

ら 787 を購入していることから，引き続き同社から 777 を購入することで共通性の利益も享受で

きたであろう。以上を踏まえると，LA/MSF がない場合に 2016 年にヴァージン・アトランティッ

ク航空が A350XWB を発注したとは考えにくい（7.443-7.444）。 

 以上を考慮すると，A380 向け LA/MSF の「間接」効果と，A350XWB 向け LA/MSF の「直接」

効果を統合すると，それらは双通路 LCA 世界市場における米国 LCA 産業の現時点での著しい販

売減少の「真正かつ実質的な」原因となっている（7.445）。 
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III. 分析  

 本件の争点は補助金協定 7.8 条との関係で，第 1 に A380・A350XWB 向け LA/MSF が廃止され

たか，そして第 2 に廃止されていない LA/MSF について悪影響を除去するための措置がとられた

か，という 2 つに大きく分けられる。本稿では前者の「廃止」をめぐる争点の中でも，とりわけ

過去のパネル・上級委員会によって十分に検討されてこなかった 2 つの論点，すなわち補助金ロ

ーンの完済による補助金の廃止（III.A），および返済中の補助金ローンの修正による廃止（III.B）

を中心に検討を行う 25。 

A. 補助金ローンの完済による補助金の「廃止」 

本件で EU は，A350XWB 向け英 LA/MSF についてエアバス社が当該ローン下の元利金を英国

のビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）に完済したことで，当該 LA/MSF は「廃止」（補

助金協定 7.8 条）されたと主張した。そこで補助金条件下でのローン完済によって当該補助金の

寿命が終了し，よって補助金が廃止されるかが問題となる。後述するようにこの問題は第一履行

確認手続においても正面からは議論されていないことから，この点を検討したことが本件パネル

判断の意義の 1 つといえよう。 

この点について第二履行確認パネルは，補助金ローンの完済のみで当該補助金は廃止されず，

当該補助金の寿命は「少なくとも利益の『残存価額（remaining value）』を将来にわたって返済し

ない限り，一定期間存続する」との考えを示した。そこで以下では，まず補助金ローンの完済が

補助金協定 7.8 条の文脈でどのように評価・特徴づけられるかを概観し（A.1），続けて「残存価

額」の内容を検討する前提として，補助金の「寿命（life）」をめぐる先例の判断を概観する（A.2）。

その上で，第二履行確認パネルが補助金の寿命について「購入した資産の耐用年数」をもとに計

算し，それに基づいて利益の残存価額を把握するよう示唆したという点を指摘する（A.3）。 

1. 補助金ローンの完済の意味 

 補助金ローンの完済は，補助金協定 7.8 条が規定する「廃止する（withdraw）」との関係でどの

ように評価されてきたのか。以下ではこの点をめぐる先例を確認する。 

(a) 第一履行確認手続 

第一履行確認手続において EU は，A380 以前の機種向け LA/MSF について，エアバス社による

ローン完済によってその寿命が終了し，したがってこれらの LA/MSF は「廃止」されたと主張し

                                                   
25 エアバス事件について分析する邦語文献として，梅島修「EC 及びその一部加盟国－大型民間航空機に関する措

置に係る 21.5 条手続：WT/DS316/AB/RW」『WTO パネル・上級委員会報告書に関する調査研究報告書』（2019 年）

1-42 頁; 川瀬剛志「WTO 補助金規律における国家資本主義の位置：エアバス事件の示唆」江藤淳一（編）『国際法

学の諸相：到達点と展望（村瀬信也先生古稀記念）』（2015 年）479-512 頁; 米谷三以「航空機産業に対する WTO
補助金協定の適用：エアバス・ボーイング紛争を踏まえて」『空法』第 54 巻（2013 年）27-53 頁；小林友彦「EU
及びその一部加盟国－大型民間航空機に関する措置」事件：上級委員会報告（WT/DS316/AB/R）『WTO パネル・

上級委員会報告書に関する調査研究報告書』（2013 年）1-16 頁を参照。 
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た 26。そこで EU は上級委員会判断を根拠に，補助金ローンの完済によって資金的貢献が除去さ

れ，よって補助金は存在しなくなると主張したが，第一履行確認パネルは次のように述べて EU

の主張を退けた。 

EU は上級委員会判断を誤読している。補助金条件下でのローン返済によって資金的貢献が

除去されるわけではなく，むしろ受益者に資金的貢献の完全に提供されたことを暗示する

に過ぎない。確かに補助金条件下でローンを返済すれば資金的貢献は終了（もはやそれは

存在しないという意味で）するかもしれないが，それによって当該補助金が必ずしも存在

しなくなるわけではない 27。 

 もっとも第一履行確認パネルは，別の理由から（利益の償却 28）A380 以前の機種向けすべての

LA/MSF の寿命は履行期限前に終了したとすでに結論づけていたため，補助金条件下でのローン

返済によって補助金の寿命が終了するかについて確定的な判断を避けた 29。EU はこの点について

上訴したものの，上級委員会はパネルの結論を支持したことから，この点について追加的な判断

は不要との考えを示した 30。 

 なお，資金的貢献の交付によって補助金が終了するわけではない（交付後も補助金は存続しう

る）ことは，原審の段階で既に上級委員会も指摘していた 31。 

(b) 第二履行確認手続 

 第二履行確認手続において EU は，A350XWB 向け英 LA/MSF について，2018 年にエアバス社

がローンを完済したことで当該 LA/MSF の寿命は終了し，よって当該補助金は廃止されたと主張

した。第一履行確認手続とは異なり，ここで EU は当該 LA/MSF について経年による利益の償却

を主張しておらず 32，本件パネルはこの問題を正面から検討する必要に迫られた。 

 この点をめぐって EU は，第一履行確認手続から一貫して「補助金ローンの完済で資金的貢献

は除去され，よって補助金は廃止される」と主張している。そして本件で EU は 2 つの補助金の

類型を対比させることで，自らのかかる主張の論拠を明らかにしようと試みた。 

まず EU は，固定資産（耐用年数 10 年）の購入目的で 1000 万ユーロの補助金ローン（返済期

間 10 年）を借り入れる場合を例にあげる。そして EU によれば，ローン契約の締結から 5 年後に

元本 1000 万ユーロが返済されれば資金的貢献は除去され，よって当該補助金は廃止されることに

なる 33。これに対して EU は，同じ目的から一度限りの現金給付（1000 万ユーロ）をうける場合

                                                   
26 具体的には，A310-300 向け仏 LA/MSF，A300B/B2/B4 および A300-600 向け仏・西 LA/MSF，A320 および A330/340
向け仏・西・英 LA/MSF について，EU はローンが完済されたと主張した。Panel Report, EC and certain member States 
– Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 6.1069. 
27 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 6.1071-6.1073 (Italic 
Original). 
28 本稿 III.A.2.(a)を参照。 
29 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 6.1074. 
30 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 5.353, 5.406. 
31 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 708. 
32 第二履行確認手続では 4 ヶ国による A380 向け LA/MSF のみ経年による利益の償却を EU は主張している。 
33 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.194. 
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を例にあげた上で，給付から 5 年後に全額が返還されれば資金的貢献は除去され，よって当該補

助金は廃止されると説明する 34。 

 しかしながら本件パネルは，これら 2 つの補助金類型の間の「重大な相違」を EU が見落とし

ているとして，以下のように説示した。 

一度限りの現金給付（給付時に利益も受益者に移転する）とは対照的に，補助金ローンの

利益は，市中金利を下回る金利を政府が課すことで受給者がえられる貯蓄から生じる。し

たがって貯蓄全額（すなわち全利益）は一度にではなく，返済期間を通じて徐々に移転し

ていく。ゆえに補助金ローンの全利益は，ローンが完済される時になって初めて移転する。

このように，補助金ローン下での元本完済はせいぜい資金的貢献の提供と同視できるに過

ぎず，補助金を除去するものではない 35。 

このように本件パネルは，「利益の移転」という点で，一度限りの現金給付と補助金ローンでは重

大な違いがあると指摘する。その上で，補助金ローンの完済は単に資金的貢献が提供され，全利

益が受益者へ移転されたことを意味するに過ぎないとする。したがってこの限りで，補助金ロー

ンの「完済」は，一度限りの現金給付と同視されうる 36。 

(c) まとめ 

 以上のように，原審段階からパネル・上級委員会は一貫して「補助金ローンの完済は受益者へ

の資金的貢献の完全な提供および全利益の移転を意味するに過ぎず，それだけで当該補助金は廃

止されない」との立場をとってきたといえよう。 

2. 補助金の利益が残存する期間 

それでは補助金ローンの返済後，どのような条件を満たせばこれらの補助金の寿命は終了し，

よって「廃止」されたとみなされるのか。 

まずはこの点が問題となる具体的な場面を考えてみたい。たとえば上で EU が挙げた事例，す

なわち固定資産（耐用年数 10 年）の購入目的で 1000 万ユーロの補助金ローン（返済期間 10 年）

を借り入れる場合，ローン完済の時点で同時に購入資産も耐用年数も経過しているため，補助金

の廃止のタイミングが争点となることはあまりないであろう 37。 

むしろ補助金ローンの廃止の有無が実際に問題となるのは，ローン完済後も耐用年数が残って
．．．．．．．．．．．．．．．

いる場合
．．．．

であろう。この点，第二履行確認パネルは補助金ローンの返済のみでは当該補助金は廃

止されないと述べた上で，次のように説示した。 

一度限りの現金給付や補助金ローンの 寿命（life）は ，受益者が当初意図した目的のため

                                                   
34 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.193. 
35 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), paras. 7.195-7.196 (Italic 
Original). 
36 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.203. 
37 EU 自身も，この場合の補助金は 10 年後に廃止されると説明している。Panel Report, EC and certain member States 
– Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.194. 
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に補助金を－少なくとも利益の残存価額（at least the remaining value of the benefit）を将来に

むけて返済することなく －どれだけ使用し続けているかに左右される（EU の場合は購入

資産の耐用年数）38。 

当該パネルによれば，補助金ローンの返済後であっても，少なくともその利益の「残存価額」を

将来にわたって返済しない限り，受益者が当初の意図にしたがって補助金を使用し続けている間

（例：購入資産の耐用年数）は，当該補助金の寿命（life）は終了しないと述べる。それでは補助

金ローンの返済後，その利益はいつまで残存することになるのか。この問題は補助金の「寿命」

の問題と密接に関連することから，以下ではこの点から検討を行う。 

(a) 補助金の「寿命」 

原審手続において上級委員会は，補助金の寿命について次のように説示した。 

利益の分析は 将来の予測に焦点をあてるものである。利益の存在が期待される期間につい

ての検討には，問題とされる補助金の性質，規模，そして予想される利用（projected use）

といった諸要素が考慮されるであろう。たとえばパネルは，利益の事前分析の一部として，

補助金が投入物それとも固定資産の購入に割り当てられているか，これらの投入物または

固定資産の耐用年数，補助金額の規模，将来の生産に向けて補助金が使用される予想期間

，を考慮するかもしれない 39。 

 続いて上級委員会は，「補助金の寿命は有限」であるという事実が悪影響の分析（補助金協定 5

条）にどのように影響を与えるかについて，以下のように説明した。 

補助金の交付時に，当該補助金が有限の寿命（finite life）を有しており，そしてその有限の

期間（finite period）中に利用されることが，必然的に想定されているであろう。したがっ

て悪影響の分析に際してパネルは，交付された補助金が時間の経過によって発生そして減

少し，そしてその寿命は有限である，ということを考慮に入れなければならない。悪影響

の分析は「利益」の分析とは別物であり，利益の規模を悪影響の分析で再度評価する必要

はない。むしろ悪影響の分析では，補助金の交付時に一定期間に実現すると予想されてい

たように，補助金の「軌跡（trajectory）」を考慮しなければならない 40。 

さらに上級委員会は以下のように述べることで，事前に想定された補助金の寿命が「介入事象

（intervening events）」によって影響を受ける旨を明らかにした。 

当事国から主張されればパネルは，事前分析で決定された補助金の予想価値（projected value）

に影響を与えるかもしれない「介入事象」が，補助金の交付後に発生したかを検討しなけ

ればならない。介入事象は補助金と悪影響の間の因果関係に影響を与えるかもしれず，よ

                                                   
38 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), paras. 7.203, 7.239（下線部は筆

者）. 
39 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 707（下線部は筆者）. 
40 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 709（Italic Original，下線部は筆者）. 
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って悪影響分析に関連するかもしれない 41。 

 以上をまとめると，上級委員会によれば悪影響の分析の際には，補助金の寿命の「軌跡」につ

いて「事前に想定される寿命（補助金交付時
．．．．．．

の期待）」，そして「介入事象の有無（補助金交付後
．．．．．．

の事象）」という 2 つの観点から検討されることになる 42。 

さらに介入事象とは別に上級委員会は，たとえば「償却（amortization）」によって補助金の寿命

が終了したかについても検討されなければならないと説示した 43。そして償却方法をめぐって上

級委員会は次のように述べた。 

EU が提案した具体的な償却方法について肯定も否定もしないが，航空機計画における「予

想販売期間（anticipated marketing life）」にわたる補助金の割り当てが，補助金の寿命を検

討する 1 つの方法であることは否定しない 44。 

このように上級委員会は，航空機計画の予想販売期間が経過すれば，それは「償却期間の経過」

として当該補助金の寿命の軌跡に影響を与えうる，という点を明らかにした。 

(b) 利益の償却 

 補助金の寿命は経年による利益の償却によっても終了しうるところ，補助金ローンの完済（返

済期間の満了）によって利益が償却されるかが問題となる。以下ではこの点をめぐる過去の判断

について概観する 45。 

第一履行確認手続 

第一履行確認手続において EU は，LA/MSF の寿命が経年による償却の影響を受けるところ，

償却期間は①ローン返済期間（loan life），または②各 LCA 計画の予想販売期間（marketing life）

を考慮して決まるとし，A380 以前の機種向けの一部の LA/MSF については寿命が履行期限前に終

了したと主張した。またその際に EU は，補助金ローンの元利金の完済期間（①）に依拠するこ

とが「最適」であると指摘した 46。ちなみに予想販売期間は「最終納入日」または「最終発注日」

にもとづいて決まるとされる 47。 

第一履行確認パネルが指摘したように 48，①のアプローチの背景には「ローン完済によって利

益が消滅し，よって補助金を構成しなくなる」という理解が横たわっている。しかしながら，ロ

ーン返済によって補助金の寿命が終了しないことは原審段階から上級委員会によって指摘されて

                                                   
41 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 709. 
42 このような整理は第一履行確認手続において上級委員会が行ったものである。See Appellate Body Report, EC and 
certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 5.387, 5.400. 
Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 714. 
43 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 1236. 
44 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 1241（下線部は筆者）. 
45 経年による利益の償却は，補助金の利益を終了させる「介入事象」とは別概念であることに注意を要する。See 
e.g. Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), fn. 492. 
46 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 6.869, 6.872. 
47 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 6.879. 
48 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 6.872-6.873. 
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きたところである 49。さらに上述のとおり，補助金の寿命は，予想される将来の「使用」期間を

考慮して決まると判断されてきた 50。 

以上から第一履行確認パネルは，①のアプローチ（ローン返済期間）の妥当性に疑問を呈しつ

つも，他方で関連する LCA の「予想販売期間（航空機の開発・市場投入が予想される期間）」（②

のアプローチ）に基づいて LA/MSF の寿命を決める方法も同様に妥当であるとした。しかしなが

ら最終的に当該パネルは，本件ではいずれのアプローチをとっても問題となる LA/MSF の寿命が

履行期限前に終了していることは明らかとして，償却方法について確定的な判断を行わなかった。

その上で，A380 以前の機種向け LA/MSF の利益はいずれにせよ償却されており，よってこれらの

LA/MSF の寿命は履行期限前に失効したと結論づけている 51。 

かかるパネル判断に対して米国は上訴を行ったが，上級委員会は LA/MSF の寿命を検討する際

に LCA の予想販売期間に依拠したパネル判断は誤りではなかったと述べた 52。他方で，補助を受

ける航空機計画の商業期間（commercial life）中は利益が存続するとの米国の主張に対し，上級委

員会は，航空機計画の期間は当該計画の成否に左右されるところ，その成否は「補助金がどのよ

うに実現すると期待されているか」という問いとは関係がなく，したがって米国の主張は補助金

の利益ではなく「効果」の問題であると述べた 53。 

第二履行確認手続 

 2018 年 5 月 17 日付の DSB に対する履行通知において EU は，A380 および A350XWB 向け

LA/MSF すべてについて利益の償却による廃止を主張したものの，第二履行確認手続においては

A380 向け LA/MSF に限定してかかる主張を行った。その際に EU はローン返済期間を経過すれば

利益が償却されると主張したが，これに対して米国は，上述した第一履行確認パネルおよび上級

委員会判断を根拠に，LA/MSF の寿命の計算には LCA の予想販売期間も考慮されなければならな

いと反論した 54。 

 この点，確定的な判断を避けた第一履行確認手続とは対照的に，第二履行確認パネルは EU の

アプローチ，すなわち補助金ローンの返済期間によって当該補助金の寿命が決まる（償却された

とみなす）という立場について，いくつか理由を挙げた上で不適切と判断した 55。 

とりわけ本件パネルは「根本的な」問題として，EU のアプローチは「補助金条件下でのローン

完済によって補助金が廃止される」という考え方を前提としているが，すでに検討したとおり 56，

かかるローン返済は「資金的貢献が完全に提供された（全利益が受益者に移転した）」ことを意味

                                                   
49 本稿 III.A.1 を参照。 
50 本稿 III.2.(a)を参照。 
51 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 6.878-6.879. 
52 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 5.394. 
53 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 5.395. 
54 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), paras. 7.235-7.236. 
55 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.238. 
56 本稿 III.A.1.(b)を参照。 
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するに過ぎない，という点を強調する 57。ローン返済期間アプローチが抱えるこのような問題点

は第一履行確認パネルによってすでに認識されていたものの 58，本件パネルはこの点について確

定的な判断をあらためて行ったといえよう。 

(c) まとめ 

 本節の冒頭部分で述べたように，第二履行確認パネルによれば，返済した補助金ローンの寿命

（life）は，少なくとも利益の「残存価額」を将来に向けて返済しない限り，受益者が当初の意図

にしたがって補助金を使用し続けている間は終了しない。そこで本節では，補助金の寿命および

利益の償却をめぐる先例について概観してきた。とりわけ利益の償却方法をめぐって先例では，

「ローン返済期間」を補助金ローンの寿命の根拠とすることは不適切とされ，それよりも LCA の

「予想販売期間」を根拠とする方が好ましい旨が暗示されてきた。いいかえれば，補助金ローン

の返済（返済期間の満了）によっても利益は償却されない（補助金の寿命は終了しない）。 

3. 購入資産の耐用年数と「残余価額」 

前節までは，補助金ローンの返済によっても当該補助金は（利益の償却や介入事象が生じない

限り）廃止されないとする先例の立場を確認してきた。しかしながら第二履行確認パネルは，補

助金（ローン，一回限りの現金給付）の寿命の決まり方について以下のように説示した（下線部

は筆者）。 

7.203. …In both situations, the life of the subsidy will depend upon the extent to which the 
recipient is continuing to use the subsidy for its originally intended purposes (in the European 
Union's example, the useful life of the purchased assets) without having repaid at least the 
remaining value of the benefit associated with the original financial contribution on a 
prospective basis.374 

374 In this regard, we recall that the "nature, amount, and projected use of the challenged subsidy 
may be relevant factors to consider in an assessment of the period over which the benefit from a 
financial contribution might be expected to flow. A panel may consider, for example, as part of its 
ex ante analysis of benefit, whether the subsidy is allocated to purchase inputs or fixed assets; the 
useful life of these inputs or assets; whether the subsidy is large or small; and the period of time 
over which the subsidy is expected to be used for future production". (Appellate Body Report, EC 
and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 707). 

当該パネルによれば，先例でも繰り返し言及されてきたように，補助金の寿命は「補助金の受益

者が本来意図した目的のために補助金を使用し続けている程度」に左右されることになる。ただ

しパネルによれば，それは「少なくともその利益の残存価額（remaining value）を将来にわたって

返済しなかった場合」の話であり，いいかえれば利益の残存価額を返済することで（利益の償却

前であっても）補助金の寿命が終了し，よって補助金が廃止されうる。なお，ここには「少なく

とも（at least）」という文言が挿入されていることから，利益の残存価額を返済すれば必然的に補

助金の寿命が終了するわけではない旨が示唆されているとも読める。 

 ここで注目すべきは，当該パネルが補助金の寿命について「受益者が当初意図していた目的で

                                                   
57 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.239. 
58 本稿 III.A.2.(a)を参照。 
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補助金を使用し続ける程度（the extent to which the recipient is continuing to use the subsidy for its 

originally intended purposes）」と述べた直後に，続けて「EU の場合は購入資産の耐用年数（useful life）」

という文言を挿入している点，加えて脚注 374 において「投入物または固定資産の耐用年数」と

いう文言を含む上級委員会報告書を引用している点であろう 59。当該パネルによれば，補助金を

もちいて固定資産が購入される場合，補助金の寿命は当該資産の「耐用年数」に左右されること

になり，その場合の「利益の残存価額」は耐用年数をベースに計算されることになる（例：減価

償却費）。 

(a) 税務上と会計上の減価償却 

我が国では法人税法上，公平性の観点から資産の種類や用途に応じて法定耐用年数が定められ

ており，そこで定められた期間を通じて資産の減価償却を行うことを義務付ける。2007 年度の税

制改正前までは，有形償却資産の取得価額の 10%を「残存価額（法定耐用年数の経過後に残る減

価償却後の価値）」として差し引き，差し引かれた金額（すなわち取得価額の 90%）をベースに減

価償却費が計算されてきた。もっとも 2007 年の税制改正によって，同年 4 月 1 日以降に取得した

有形償却資産については残存価額を「ゼロ」として減価償却を行う，いいかえれば資産の取得価

額そのものをベースに減価償却費が計算されることとなった 60。したがって 2007年度改正以降は，

税法上「残存価額」という概念は撤廃されたことになる。 

これに対して会計上，企業は購入資産の実際の耐用年数（当該資産を使用する見込みの年数）

を自ら決定し，その期間に応じて減価償却計算を行うことが認められている 61。したがって，購

入資産の耐用年数到来時にそれを売却・利用できる見込みがある場合，企業によってはその価値

を残存価額として見積もり，それを差し引いて減価償却計算を行うことを認められる。もっとも

会計上も，税法上の減価償却方式や耐用年数が採用されるのが一般的とされる 62。 

以上から，第二履行確認パネルが言及する「利益の残存価額」とは，LA/MSF を通じてエアバ

ス社が購入した固定資産についての，ローン完済時点での残りの減価償却費と考えることができ

よう。また減価償却は毎年行われることから，毎年残存価額は目減りしていくことになる（耐用

年数の経過後にゼロとなる）。 

 具体例で考えてみる。たとえば政府系銀行から 30 億円の補助金ローン（返済期間 20 年）を借

り入れて，ある企業が航空機の製造に必要な設備（6 億円，耐用年数は 30 年）を購入したとする。

「定額法」63に依拠するのであれば減価償却費は毎年 2 千万円ということになる（6 億円÷30 年）。

したがってローン完済の時点で，当該設備の耐用年数はまだ 10 年間残っている計算になるため，

                                                   
59 ちなみに残存価額という用語は原審および第一履行確認手続では言及されない。 
60 ただし最後の年は「残存簿価（備忘価額）」を 1 円残して償却することとされる。したがって定額法で計算する

場合，毎年の減価償却費から 1 円を引いた額が最終年の減価償却費ということになる。 
61 同じ設備を使用する会社 A と会社 B であっても，それぞれ耐用年数の設定は変わってくる（例：技術進歩を見

越して設備の耐用年数を短く設定する，使用頻度の違い）。 
62 CS アカウンティング株式会社（編）『減価償却のしくみ』（2018 年，中央経済社）98 頁を参照。 
63 固定資産の耐用期間中，毎期均等額の減価償却費を計上する方法とされる（企業会計原則注解 注 20）。 
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今後 10 年間の減価償却費の総計（2 千万円×10 年＝2 億円）が残存していることになる。そこで

補助金ローン返済後に，借手がその金額（残存価額）を返済する場合に当該補助金ローンの寿命

は終了しうることになる。 

なお，ここまでは補助金ローンによって固定資産が購入される場合について検討してきたが，

LA/MSF は必ずしも固定資産の購入にあてられるとは限らない。それ以外の場合に残存価額がど

のように計算されるかについては，別途検討が必要となろう。 

(b) 一度限りの現金給付 

 本節の初めで第二履行確認パネル判断の原文を引用したが，引用部分の冒頭で「両方の状況で

（In both situations）」と述べられているが，そこでは「補助金ローン」と「一度限りの現金給付

（one-off cash grant）」の 2 つを指している。したがって本節でのここまでの議論は，一度限りの

現金給付にもそのままあてはまると考えられる。 

一度限りの現金給付をうけた数年後に，全額を返還するという事例について考えてみる。前述

のとおり，一度限りの現金給付は，給付時に資金的貢献および利益が受益者に完全に移転するこ

とになり，この点で補助金ローン（「完済」によって資金的貢献・利益の移転が完結する）と対

照的である。そして第二履行確認パネル判断によれば，現金給付によって購入した資産の耐用年

数が残っている場合，当該補助金の寿命を終了させるには少なくとも残存価額（当該資産の残り

の減価償却費）の返還が求められる。 

したがって給付金を返還する場合，補助金ローンの返済とは異なり，返還額が残存価額を上回

っていれば当該補助金の寿命は終了する。ここで第二履行確認パネルは，1000 万ユーロの現金給

付を受けて固定資産（1000 万ユーロ，耐用年数 10 年）を購入する場合，5 年後に全額を返還すれ

ば「利益全体は返済される」と説明する 64。しかしながら，これまでの議論を前提とすると，全

額でなくても購入資産の残存価額を返還すれば足りる（補助金の寿命は終了する）と考えられる。 

B. 返済中の補助金ローンの修正による「廃止」 

前節では，補助金ローンの完済のみで当該補助金は「廃止」（補助金協定 7.8 条）されないもの

の，少なくともその利益の残存価額を将来に向けて返済することで当該補助金の寿命が終了し，

よって補助金が廃止されうることが確認された。もっとも補助金を廃止するには，当該補助金の

寿命の終了－①経年による利益の償却や②利益を終了させる介入事象による－に限られず，後述

するように，補助金の条件を（利益が発生しないように）修正するという方法がある 65。 

そこで本節では，返済中の
．．．．

（継続中の）補助金ローンの返済条件を市場ベンチマークに沿って

修正することで，当該補助金を廃止する方法について検討する。後述するように，この問題は第

                                                   
64 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.197. 
65 この点を明確な形で指摘するものとして，Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 
21.5 – US), paras. 6.1097-6.1098 を参照。 
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一履行確認手続において争われたものの（ハンブルク市によるエアバス社に対する安価な料金で

の工業用地のリース），パネル・上級委員会はこの点について具体的な判断を行わなかった 66。他

方で第二履行確認パネルはこの問題について実質的な検討を行っており，この点が本件の意義の

1 つといえよう。 

以下ではまず，LA/MSF 契約が市場ベンチマークに沿って修正されたかを判断する際に依拠さ

れる「内部収益率（internal rate of return: IRR）」について概説する（B.1）。続いて補助金ローンの

完済の前か後かで，補助金廃止に求められる条件に違いがあるように見えるところ，両者につい

て比較検討を行う（B.2）。最後に，補助金ローンの修正をめぐる議論が他の形式の補助金（例：

給付型補助金）にあてはまるかについて検討する（B.3）。 

1. 市場ベンチマークに沿った補助金契約の修正 

第一履行確認手続において上級委員会は，補助金を廃止するには「問題となる補助金の諸条件

を市場ベンチマークに沿って調整するか，またはそれが補助金を構成しないように諸条件を修正

する」という方法があると説示したが，具体的にどのような修正をすれば足りるかは「明らかで

ない（not clear to us）」と述べた 67。 

第二履行確認手続において EU は，A350XWB 向けの独 LA/MSF ローン契約について，その返

済条件を市場ベンチマークに沿って修正したことでもはや利益はもたらされておらず，よって当

該 LA/MSF は廃止されたと主張した。この点，市場ベンチマークに沿ったローン契約の修正につ

いて第二履行確認パネルは次のように述べた。 

原審および第一履行確認手続でも，エアバス社に対する利益の付与の有無は，合意された

条件での同社に対する資金調達コスト（各 LA/MSF 契約に対する「内部収益率（IRR）」）

と，LA/MSF 契約の締結時に市場から同一または類似の資金調達を行うのに同社が負担した

であろうコスト（収益率（rate of return））を比較することで，判断されてきた 68。 

第二履行確認パネルは LA/MSF による利益の有無をめぐる先例の基準に言及した上で，市場ベン

チマークに沿った補助金ローンの修正方法について次のように述べた。 

これと整合的に考えると（Consistent with this approach），補助金ローンの返済が残っている

場合，当該ローン契約を市場ベンチマークに沿って将来に向けて修正するには，修正され

た支払条件が，市場の貸手が当該ローン契約を最初に締結した際に残りのローン期間で達

成できると期待したであろうキャッシュフロー全体を反映している必要がある。そうする

ことで借手は，仮に当初から市場ベースでローン契約が締結されていれば，契約修正時に

置かれていたであろう立場に置かれることになる（下線は筆者）69。 

                                                   
66 詳細については本稿 III.B.3.(b)を参照。 
67 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 5.366. 
68 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.148 (Italic Original). 
69 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.149 (Italic Original). 
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このように第二履行確認パネルは，補助金ローンにおける利益の認定基準と，補助金ローンの

市場ベンチマークに沿った修正方法は，整合的に把握されるべきであると指摘する。そこで以下

ではまず，利益の認定基準として先例で言及されてきた「内部収益率（IRR）」や「資本コスト」

といった用語の意味内容について確認し，その上で市場ベンチマークに沿った修正の方法につい

て検討を行う。 

(a) 内部収益率（IRR）70 

上述したように，LA/MSF によってエアバス社に「利益」がもたらされているかを判断する際

には，①修正契約の内部収益率（IRR）と，②市場から同一または類似の条件で資金調達を行った

場合に受益者（借手）が負担したであろう資本コストが対比される。実際に原審パネルも 71第一

履行確認パネルも 72，それぞれ同様の判断を行ってきた 73。内部収益率（IRR）という用語の内容

は投資案件の評価という文脈で理解する必要がある。 

たとえば 200 万円の投資に対して，将来発生する儲け（キャッシュフロー）が「1 年目：60 万

円，2 年目：80 万円，3 年目：120 万円」と予測される案件①について考えてみよう。この投資案

件からは合計で 260 万円の儲けが期待できるが，その儲けは「3 年間」という時間を考慮に入れ

て評価する必要がある。たとえば「今貰える 200 万円」と「10 年後に貰える 200 万円」とでは現

在価値が異なることは直ちに理解できよう。投資案件の評価についても同様に，200 万円の投資

に対して 1 年後に 10 万円の儲けが発生する案件と，5 年後に 10 万円の儲けが発生する案件では，

儲けの額は同じでも評価は異なる（当然前者の方が好ましい）。このように投資案件の評価に際し

ては，将来の儲けを現時点での価値に置きなおす必要がある。 

その方法の 1 つに「正味現在価値（Net Present Value: NPV）法」と呼ばれるものである。上述し

た事例で，将来の儲けを現在価値に割り引いて計算すると（割引率は 10%とする），その儲けは「1

年目：54.5 万円，2 年目：66.1 万円，3 年目：90.1 万円」となる 74。これらを合計すると，投資案

件を評価する際に期待できる儲け（現時点での価値）は合計で 210.8 万円となり，投資額 200 万

円に対して正味 10.8 万円プラスとなる。したがって，投資案件①からはリターンが期待できる（投

資すべき案件）ということになる。この評価手法は，投資案件からの儲けを「金額」で判断する

手法といえよう。 

 

                                                   
70 本節の記述は，西山茂『「専門家」以外の人のための決算書&ファイナンスの教科書』（東洋経済，2019 年）; 西
山茂『ビジネススクールで教えている会計思想：77 の常識』（日経 BP 社，2018 年）; 朝倉智也『一生モノのファ

イナンス入門：あなたの市場価値を高める必修知識』（ダイヤモンド社，2016 年）での優れた解説に依拠している。 
71 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, paras. 7.401, 7.482. 
72 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 6.306, 6.349. 
73 なお手続全体を通して「収益率（利益率）」を意味するのに，米国は「rate of return」を，EU は「internal rate of return 
(IRR)」という用語をそれぞれ用いるが，パネル・上級委員会報告書では「rate of return」で総称されている。Panel 
Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), fn. 485. 
74 たとえば 1 年後の 60 万円の現在価値は，「60 万円/(1+0.1)=54.5 万円」と計算できる。また 3 年後の 120 万円の

現在価値は「120 万円/(1+0.1)3=90.1 万円」と計算できる。 
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 0 年目 1 年目 2 年目 3 年目 IRR 

案件① -200 60 80 120 12.7% 

現在価値 -200 54.5 66.1 90.1  

案件② -200 120 80 60 16.4% 

現在価値 200 109.1 66.1 45.1  

 

これに対して，内部収益率（IRR）法は，年平均で何パーセント儲かるかという「儲けの効率の

良さ（利益を得られる早さ）」で投資案件を評価する方法である 75。たとえば上述した案件①につ

いて年平均での儲けは「60/(1+x)+80/(1+x)2+120/(1+x)3=200」という計算式で 12.7%と計算される。

これに対して，3 年間の儲けが同じく 60 であっても，たとえば「1 年目：120 万円，2 年目：80

万円，3 年目：60 万円」と予測される案件②では IRR は 16.4%と計算される。これは，案件②で

はより早い段階で儲けを得られるためであり，よって案件②の方がよい（儲けの効率が良い）投

資案件ということになる。 

(b) 市場ベンチマークに沿った修正 

 上述したように，先例において LA/MSF における利益の有無は「内部収益率（IRR）と資本コ

ストの対比」によって判断されてきた。資本コストとは一般的に，企業が市場から資金調達を行

うのに必要なコスト－①国債金利，②事業リスク（相手の信用度），③借金の規模に左右される 76

－を指すが，同時にそれは「資金提供者が投資先企業に期待する儲けの水準（収益率）」を意味し

ている。そして各 LA/MSF 契約の IRR（投資案件からの年平均での儲け率）と対比して，仮に IRR

が資本コストを上回れば，それは貸手の期待以上の収益が見込める案件ということになる。ただ

し，その際に資本コストが本来よりも低く見積もられていれば（例：市中金利よりも低利での融

資），かかるローン契約は利益をもたらすと考えられよう 77。 

 かかるローン契約について市場ベンチマークに沿って修正することで「利益」をもたらさない

ようにするには，第二履行確認パネルによれば，「修正された支払条件が，市場の貸手が当該ロー

ン契約を最初に締結した際に，残りのローン期間で達成できると期待したであろうキャッシュフ

ロー全体を反映していること」が求められる 78。すなわち，たとえば年利 5%で 10 年間の補助金

ローン契約を締結し（当時の市中金利は 7%），5 年後に当該契約を市場ベンチマークに沿って修

                                                   
75 エクセル計算を使用すれば簡単に計算することができる。エクセル計算の方法は西山（2019 年）194-200 頁に

詳しい説明がある。 
76 国債よりも高いリターンが得られなければ，資金提供者としてはある事業に投資するメリットは小さい。した

がって国債金利が高くなれば，その分だけ資本コスト（資金提供者が企業に期待するリターン）も高くなる。朝

倉（2016 年）152-153 頁。また事業リスクが高ければ，その分だけ資金提供者が企業に求めるリターンも当然高く

なる。資本コストを計算する代表的な手法は「WACC（Weighted Average Cost of Capital）」と呼ばれる。 
77 これに対して IRR が資本コストを下回る場合，それは貸手の期待以下の収益しか見込めない案件（市場の資金

提供者であれば融資を行わないであろう案件）を意味することから，そのような案件について締結される LA/MSF
ローン契約は当然に利益をもたらしていると考えられよう。そしてかかるローン契約を市場ベンチマークに沿っ

て「修正」することは困難であろう（市場条件下では「融資は行われなかった」と考えられるため）。 
78 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.149. 
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正するのであれば，当時の市場の資金提供者は年利 7%を当然期待したであろうから，仮に契約修

正時の市中金利が 3%であっても（逆に 10%であっても），当初の期待に沿って残りの 5 年間の年

利を（契約当時の市中金利である）7%とすることが求められる 79。 

 以上をまとめると，第二履行確認パネルによれば，返済中の補助金ローンを市場ベンチマーク

に沿って修正するには，「借手を，仮に当該ローンが当初から市場条件下で締結されていれば，契

約修正時に置かれていたであろう立場におくこと」が求められる 80。 

 それでは第二履行確認パネルが「ローン契約締結時の市場ベンチマーク」に沿った修正を求め

る根拠は何であろうか。パネル自身が指摘するように，そして第三国意見書で我が国およびブラ

ジルが言及したように，その 1 つとして「加盟国による行動・決定の尊重（Member’s own actions and 

decisions）」があげられる。仮に契約修正時の市場ベンチマークに依拠すると（EU の立場），契約

締結から修正までの間に市中金利が上昇すれば，契約締結時の市中金利に合わせるだけでは足り

ないことになり，よって締結時から市中金利に従っていた場合と比べて負担が大きくなる。それ

とは反対にその間に市中金利が低下すれば，当該政府は本来よりも少ない負担で補助金を廃止で

きてしまう 81。いいかえれば，外生的な条件変化（市中金利の変動）によって補助金廃止の有無

が左右されるべきではない，という考え方がそこにはある 82。 

2. 補助金ローン返済後の補助金廃止との比較 

 ここで，前節で検討された補助金ローン返済後の
．．．．

補助金廃止と，本節で検討される返済中の
．．．．

補

助金ローンの廃止について，求められる条件について対比を行う。 

 前節で確認されたように，補助金ローン完済後に補助金を廃止するには，少なくとも「利益の

残存価額（補助金で購入した固定資産の耐用年数の残りの減価償却費の総計）」の返済が求められ

る。 

これに対して返済中の補助金ローンについては，ローン契約を「将来に向けて」契約締結時の

市場ベンチマークに沿って修正すれば利益はもたらされなくなり，よって補助金は廃止される。

この点について第二履行確認パネルは次のように述べた。 

WTO での救済が将来効であることを踏まえると，市場ベンチマークに沿った契約の修正に

は，当該契約下で支払われた過去の補助金の返済ではなく，それが将来に向けて補助金を

構成しないことが求められる 83。 

したがってこの場合，補助金によって購入した固定資産の耐用年数が到来する前であっても，当

該資産に残存する価値を返済することなく当該補助金は廃止されうることになる。そして一見す

ると，両者の結論は均衡を失する（ローン完済後の補助金廃止の条件の方が厳しい）ようにも思

                                                   
79 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.150. 
80 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), paras. 7.149, 7.158, 7.219. 
81 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.151. 
82 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), fn. 298. 
83 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – EU), para. 7.140（下線部は筆者）. 
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われる。 

 しかしながら，この点は個別の事実関係によって大きく左右されるようにも思われる。たとえ

ば，補助金ローン契約（20 年）が締結され，補助金で固定資産（耐用年数 30 年）が購入される

場合を考えてみる 84。ローン完済後に当該補助金を廃止するには残存価額（耐用年数 10 年分の減

価償却費）の返済が求められるが，市中金利との差額分の返済は求められない。これに対し，仮

にローン締結の翌年に市場ベンチマークに沿って契約が修正されれば，残りの 19 年間は利益が存

在しない状態で（市中金利に基づいて）返済が行われることになる。その際に，前者のコスト（残

存価額から金利差額分を引いた額）が後者のコスト（金利差額分）よりも小さくなる場合はあり

えよう。そしてその場合は，返済中の補助金ローンを廃止する条件の方がむしろ厳しくなる。 

3. 他の形式の補助金への適用可能性 

 ここまでは第二履行確認手続で争点とされた「返済中の補助金ローン（A350XWB 向け独

LA/MSF）」に着目し，当該ローン契約を市場ベンチマークに沿って修正する方法について検討を

行ってきた。続いて以下では，ここまでの検討が補助金ローン以外の形式の補助金について適用

できるかを検討する。 

(a) 給付型補助金 

前述のとおり 85，給付型補助金（例：助成金のような一度限りの現金給付）と補助金ローンの

重大な相違点として，利益の移転のタイミングがあげられる。補助金ローンについては元利金の

返済を通じて徐々に利益が移転するのに対し，給付型補助金の場合は給付の時点で資金的貢献お

よび利益が受益者に移転する。このような相違を踏まえると，返済中の補助金ローン契約の修正

による補助金廃止の議論は，あくまで利益がまだ受益者（借手）に完全に移転していない状況を

扱うものであり，給付型補助金には必ずしもあてはまらない。 

(b) 土地利用目的でのリース契約 

補助金の利益が完全に移転していない状況での補助金契約の修正については，第一履行確認手

続においてすでに問題とされた。 

ハンブルク市は，同市郊外の Finkenwerder（地名）にあるエアバス社の施設（A380 の組立工場）

を拡張するために，隣接する湖「Mühlenberger Loch」の湿地の 20%を埋め立てて工業用地とする

約束をした。そこで同市はエアバス社との間で，当該用地について不適切な賃料（同市における

類似する工業用地の賃料の市場価格，および同地をエアバス社仕様にしたこと等に対するプレミ

アムを反映していない）でリース契約を結んだ。そこで原審パネルは，同市によるかかる工業用

地の提供が「一般的なインフラ以外の物品もしくは役務の提供」（補助金協定 1.1 条(a)(1)(iii)）に

                                                   
84 さらに融資期間の方が耐用年数よりも長くなる場合も例外的にありえよう。その場合，ローン完済時にすでに

耐用年数は経過していることから，補助金廃止の条件として残存価額の返済は求められないのではないか。 
85 本稿 III.A.1 を参照。 
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該当し 86，それによって「利益」がもたらされると結論づけた 87。さらに原審パネルは，かかる

補助金によって悪影響がもたらされていると判断した。この点について上級委員会は，利益の認

定方法をめぐって一部パネル判断を修正したものの，結論としてはパネル判断を支持した 88。 

続いて第一履行確認手続において EU は，当該リース契約が市場条件に沿って修正された（リ

ース料にプレミアムを加えた）ことから，もはやエアバス社に利益はもたらされておらず，当該

補助金は廃止されたと主張した。これに対して申立国である米国はパネル手続において，この論

点については判断を求めないと述べたことから，第一履行確認パネルはリース契約の市場ベンチ

マークに沿った修正によって当該補助金が「廃止」されたかについては判断を行わなかった 89。

この点は上訴対象とされたものの，上級委員会もパネルが判断を行わなかったことに誤りはない

と結論づけた 90。 

この点，ハンブルク市とエアバス社との間の工業用地をめぐる安価な料金でのリース契約は，

リース期間の終了をもって全利益がエアバス社に移転することになるという点において，補助金

ローン契約の完済と類似性がある。したがってリース期間の途中でリース料が市場ベンチマーク

（リース契約締結時の賃料相場）に沿って修正されれば，第二履行確認パネルが示した基準に依

拠すれば，当該補助金が廃止されたと判断される可能性はあった。 

（2021 年 3 月 3 日） 

                                                   
86 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 7.1084. 
87 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 7.1097. 
88 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft, para. 990. 
89 Panel Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), paras. 6.21-6.22, fn. 1472, 1847. 
90 Appellate Body Report, EC and certain member States – Large Civil Aircraft (Article 21.5 – US), para. 5.25. 
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