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１． 事案の概要 
○ 本件は、豪州が導入したタバコ製品に対するプレインパッケージ規制（TPP 措置）の

WTO 協定整合性を認めたパネル報告書に関して、ホンジュラス及びドミニカ共和国

が上級委員会に上訴した事案である。 
○ 本件において、上級委員会は、一部パネルの判断に過誤を認めたものの、上訴国の主

張を概ね退け、豪州の TPP 措置が WTO 協定に整合的であるとしたパネル報告を支持

した。 
 
２． 主要論点と結論 
（1）TBT 協定 2.2 条 
① TPP 措置の目的への貢献 

上訴国は、パネルの DSU11 条違反に関する様々な主張を行ったが、上級委はほとんど

の主張を排斥した。しかし、措置実施後の証拠のパネル評価に関して、一部ドミニカの

主張を取り扱わなかった点、及び中間報告においてパネルが新たな計量経済学上の主張

を導入した点について、DSU11 条違反を認定した（上級委報告パラ 6.143, 6.257）。そ

の結果、関連するパネルの事実認定が無効とされたものの、パネルの最終的な結論は支

持した（上級委報告パラ 6.373） 
② TPP 措置の貿易制限性 

上訴国は、措置の「設計及び構造」以外のいかなる証拠も貿易制限性の立証に不要と主

張したが、上級委は、一定の状況では、実際の貿易上の効果や質的・量的な性質などの

追加的な証拠や議論を考慮しなければならないと論じた。さらに、措置は貿易促進効果

と貿易減少効果を共に有しうるのであり、両効果を相殺したうえで、貿易上の効果を判

断しなければならないと判示し、パネル判断を支持した（上級委報告パラ 6.374－6.393）。 
③ 代替措置 

上訴国は、代替措置の貢献度の判断において、豪州の TPP 措置については他の政策と

のシナジー効果を認めつつ、上訴国が提示した代替措置に関してはシナジー効果を参照

せずにその貢献度を認定した点にパネルの過誤があると主張した。この点、上級委は上

訴国の主張に同意し、パネルが TBT 協定 2.2 条の法的基準の適用において過誤を犯し

たと判断した（上級委報告パラ 6.504）。ただし、パネルの最終的な判断は支持した（上
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級委報告パラ 6.521－6.522）。 
 

（2）TRIPS 協定 
① TRIPS 協定 16.1 条 

上訴国は、(i)16.1 条は商標の権利者に対して商標を使用する権利を付与するものであ

る、(ii)同条の下、加盟国は、使用による商標の識別力を保護する義務を負う、(iii)同条

に従い、加盟国は商標の識別力及び使用に関する最低限の保護を保障しなければなら

ない、と主張した。それに対して、上級委は、16.1 条は、登録された商標を使用する権

利を付与するものではなく、承諾を得ていない第三者による一定の活動を防止する権

利を付与するにとどまること、よって、加盟国は上訴国が主張するような義務を負わな

いとして、パネル判断を支持した（上級委報告パラ 6.544－6.619）。 
② TRIPS 協定 20 条 

上訴国は、TRIPS協定20条の下での「不当な（unjustifiably）」の解釈について、GATT20
条や TBT 協定 2.2 条と同様の必要性テストが適用されると主張した。上級委はかかる

上訴国の主張を認めず、TRIPS 協定 20 条の下では必要性テストよりもより緩和され

た判断基準が用いられると論じた。具体的には、(i)商標の権利者が商標を商業上使用し

それによって商標の意図された機能を享受することについての正当な利益を考慮した

うえでの、特別な要件による妨げの性質と程度、(ii)特別な要件が適用される理由、及

び (iii)そのような理由が結果として生じる妨げの十分な根拠となっているか否かの立

証、という要素を考慮してなされなければならないとのパネル判断を支持した。また、

TRIPS 協定 20 条の下での不当性の判断においては、代替措置の検討も必要不可欠で

はないとのパネル判断を支持した（上級委報告パラ 6.620－6.660）。 
 

３． 本件判断の意義 
○ 豪州のプレインパッケージング規制の WTO 協定整合性が確定した点に意義がある。 
○ 本件は、上訴国によって多岐にわたる DSU11 条違反の主張がなされたが、そのほと

んどが上級委によって排斥された点に意義がある。 
○ TBT 協定 2.2 条の目的貢献度の判断において、代替措置についても他の措置とのシナ

ジー効果を検討する必要があることが明示された点に意義がある。 
○ TBT 協定 2.2 条の貿易制限度の判断において、非差別的措置の貿易上の効果の測定に

際し、貿易促進効果と貿易減少効果を「相殺」する必要があるなど、解釈基準が明ら

かに示された点に意義がある。 
○ TRIPS 協定 20 条に関して、上級委が初めて解釈を示したという点で重要な意義があ

る。特に、上級委が本件で示した同条の「不当な」の解釈は、今後の重要な先例とし

ての意義がある。 



1 
 

豪州―たばこ製品及びパッケージへの商標表示、地理的表示、 
プレインパッケージング要求に関する措置 

（上級委員会報告 WT/DS435/441/AB/R, 配布日 2020 年 6 月 9 日） 
2021 年 3 月 9 日 

 
小寺 智史（西南学院大学）  

 
Ⅰ．事実の概要 1 
 2008 年、豪州は、健康予防対策委員会（National Preventive Health Taskforce , NPHT）を創設し

た。2009 年、同委員会は最終報告書を公表し、タバコの規制に関して 11 の「重要分野（key action areas）」
を同定した。豪州政府は同報告書に基づき、一連のタバコ規制関連措置を導入した。本件で対象となっ

た措置（TPP 措置）は以下の 3 つである。 
a. TPP 法（the Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Cth)） 
b. TPP 規則（the Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 (Cth), as amended by the 

Tobacco Plain Packaging Amendment Regulation 2012 (No.1) (Cth) 
c. TMA 法（the Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act 2011 (Cth)  

 2012 年 10 月 1 日以降、オーストラリア内で国内消費のために製造・包装されたタバコ製品につい

て、TPP 措置を遵守することが義務付けられた（paras.5.3-5.6）。同措置は、小売りパッケージに関す

る要件及びタバコの形状に関する要件を詳細に定めるものである（paras.5.7-5.13）。 
 2012 年以降、豪州の TPP 措置に対して、タバコ輸出国であるホンジュラス（DS435）、ドミニカ共

和国（DS441）、キューバ（DS458）、インドネシア（DS467）が WTO 協定違反を理由に申し立てた。

申立国は、TPP 措置が TBT 協定、TRIPS 協定、GATT の各条文に違反すると訴えたが、パネルはいず

れの違反も認定しなかった。それに対して、ホンジュラス及びドミニカ共和国が上級委員会に上訴した。 
 上級委員会では特に、DSU11 条、TBT 協定 2.2 条、TRIPS 協定 16.1 条及び同協定 20 条に関するパ

ネルの判断が争われた。上級委員会はパネルの判断を支持し、豪州の TPP 措置の WTO 協定適合性が

認められた。 
 
Ⅱ．手続の時系列 
2012 年 4 月 4 日 協議要請（DS435）  

7 月 18 日 協議要請（DS441）  
10 月 15 日 パネル設置要請（DS435）  
11 月 9 日 パネル設置要請（DS441） 

2013 年 5 月 3 日 協議要請（DS458）  
9 月 20 日 協議要請（DS467）  
9 月 25 日 パネル設置（DS435） 

2014 年 3 月 3 日 パネル設置要請（DS467） 

                                                   
1 事実の概要及びパネル報告については、福永有夏「豪州―タバコ 製品の包装に関する規制に関する

措置（DS435, DS441, DS458, DS467）（パネル）」経済産業省『WTO パネル・上級委員会報告書に関

する調査研究報告書（2018 年度版）』参照。 
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3 月 26 日 パネル設置（DS467）  
4 月 4 日 パネル設置要請（DS458）  
4 月 25 日 パネル設置（DS458）  
5 月 5 日 パネル設置（DS441） 

2018 年 6 月 28 日 パネル報告書配布（DS435、DS441、DS458、DS467）  
7 月 19 日 上級委員会上訴（DS435）  
8 月 23 日 上級委員会上訴（DS441）  
8 月 27 日 パネル報告書採択（DS458、DS467） 

2020 年 6 月 9 日 上級委員会報告書配布（DS435、DS441）  
6 月 29 日 上級委員会報告書採択（DS435、DS441） 

 
Ⅲ．上級委員会報告要旨 
【6.1】TBT 協定 2.2 条 
【6.1.2】TPP 措置の目的への貢献 
 申立国であるホンジュラスとドミニカ共和国は、パネルが「TPP 措置が、タバコ製品の使用及び接触

を減らすという豪州の目的に適合したものであり、かつ有意な貢献（a meaningful contribution）をし

ている」と認定したことについて、DSU11 条の自己に付託された問題の客観的な評価（objective 
assessment）を行う義務に違反したと主張する（para.6.27）。 
 かかる主張に対して、上級委はまず 3 つの予備的考察を行う。第 1 に、TPP 措置が目的に貢献してい

ないこと、またはより制限的ではない代替措置が存在することの立証責任は申立国にある（paras.6.33-
6.36）。第 2 に、パネルによるパラ 7.1043 での TPP 措置の有意な貢献の認定は、より制限的ではない

代替措置に関する申立国の主張を検討するための入り口（gateway）とみなすことができる（para.6.40）。
第 3 に、申立国による DSU11 条に関する無数の主張は個別に検討する必要はなく、それら主張を支え

る分野横断的な（cross cutting）テーマに基づいて統合して扱うことで十分である（para.6.45）。パネ

ルの事実評価の客観性に対する異議申立てという装いの下、事実に関する主張を再提示しようとするホ

ンジュラスとドミニカ共和国の試みは認められない。仮に認めれば、WTO 紛争処理における事実の評

価者及び第一審としてのパネルの機能を損なうことになるだろう（para.6.50）。 
上級委は、(i) TPP 措置の設計、構造、意図された運用に関する実施前の証拠（pre-implementation 

evidence）のパネル評価、(ii) TPP 措置の適用に関する実施後の証拠（post-implementation evidence）
のパネル評価、(iii) TPP 措置の将来の影響に関するパネルの言明、(iv) 取り上げる必要のない実施後の

証拠、(v) パネルの全体的な結論、の順に検討を行う（para.6.54） 
〔6.1.2.3.2.〕TPP 措置の設計、構造、意図された運用に関する実施前の証拠のパネル評価 
 TPP に関する研究の 2 つの特徴（行動に直接関与しない結果に焦点を当てた研究であること、及びラ

ンダム化された反事実的な縦断研究ではないこと）が致命的な欠陥であることをパネルが認めた、とい

うホンジュラスの主張に同意しない（para.6.72）。また、パネルは、TPP に関する研究が全体としてい

かに合理的な基礎を提供しうるかについて詳細な説明を行った（para.6.73）。ホンジュラスは、パネル

が DSU11 条に違反して行動したことを立証しなかった（paras.6.77-6.78）。この点、ドミニカ共和国

による主張も排斥する（paras. 6.94-6.95）。パネルの判断を支持する（para.6.98）。 
 



3 
 

〔6.1.2.3.3.〕TPP 措置の適用に関する実施後の証拠 
 ドミニカ共和国とホンジュラスによる主張は、個別の主張（discrete claims）と分野横断的なテーマ

に基づく主張（claims based on cross-cutting themes）に区別することができる。（para.6.102） 
（1）個別の主張 

個別の主張は、①喫煙の普及状況（smoking prevalence）に関するパネル分析の第一段階（TPP 措置

の実施後に喫煙の普及状況は減少したか否か）、②タバコ消費に関するパネル分析の第二段階（TPP 措

置の実施によりタバコ消費の減少は加速したか否か）、③喫煙の普及状況及びタバコ消費に関するパネ

ル分析の第三段階（TPP 措置は喫煙の普及状況及びタバコ消費に貢献したか否か）、④TPP 措置の実際

の効果に関するパネル分析を基礎づける適正手続上の問題、並びに⑤パネルによる過誤の結果からなる

（para.6.106）。 
喫煙の普及状況に関するパネル分析の第一段階について、パネル報告書の Appendix C における第一

段階とその他の分析の間で、パネル判断に非整合的な点は見当たらない（para.6.116）。 
パネル報告書の Appendix D におけるタバコ消費に関するパネル分析の第二段階について、ホンジュ

ラスは、パネルが客観的評価を怠ったことを立証していない（para.6.125）。 
喫煙の普及状況及びタバコ消費に関するパネル分析の第三段階について、Dr Chipty の消費モデルは

内国消費税の上昇がタバコ消費の増加を導いたことを示す、というドミニカ共和国の主張をパネルが扱

わなかったことは、パネルによる証拠の評価の過誤である（para.6.143）。それ以外の上訴当事国の主

張は排斥。 
適正手続上の問題について、まずパネルが証拠の評価に際して自ら専門家を任命しなかったことは

DSU11 条に違反しない（para.6.235）。パネルは紛争当事者の計量経済学上のモデルのロバストネスを

評価する基準として多重共線性（multicollinearity）や非定常性（non-stationarity）に依拠したが、こ

れら基準に依拠することを当事者が知ったのはパネル中間報告においてである。中間報告を受領した時

点でホンジュラス及びドミニカ共和国が両基準に関して異義を申し立てなかったのは遺憾であるが、

DSU15 条における中間段階での検討は、紛争当事国がこれら問題を適切に検討するうえで十分ではな

かっただろう（paras.6.254-6.256）。中間報告において新たな計量経済学上の基準を導入したことで、

パネルは当事者の適正手続上の権利を否認し、DSU11 条の義務に違反 した（para.6.257）。 
 上記パネルの過誤により、Appendix D におけるタバコ消費分析の第三段階に関する「TPP 措置……

がタバコの卸販売及びタバコ消費の減少に貢献したことを示す、いくつかの計量経済学上の証拠が存在

する」とのパネル判断は無効である（para.6.262）。ただし、この無効は「［TPP 措置が］豪州におけ

る喫煙の全体的な普及状況の減少に貢献したことを示す、いくつかの計量経済学上の証拠が存在する」

とのパネルの結論に影響を及ぼさない（para.6.266）。 
（2）分野横断的なテーマに基づく主張 
 ホンジュラス、ドミニカ共和国によるすべての主張を排斥（paras.6.268-6.331）。 
（3）TPP 措置の将来の影響についてのパネル言明に関する主張 
 ホンジュラス、ドミニカ共和国による主張を排斥（paras.6.332-6.338）。 
（4）本案件の解決にとって扱う必要のない主張 
 ＜省略＞（paras.6.340-6.345）。 
〔6.1.2.3.4.〕パネルは TPP 措置の貢献に関する最終結論において誤ったか否か 
 パネルが、TPP 措置の現実の効果の証拠よりも、予期された影響に関する証拠により大きな重みを与
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えたことはその裁量の範囲内である（para.6.358）。 
 実施後の証拠の評価に関してパネルの 2 つの過誤を認定し、タバコ消費分析の第三段階に関する事実

認定を無効とした。問題は、この無効が、TPP 措置が豪州の目的に貢献しうる、または貢献するとした

パネルの最終的な結論に影響を与えるか否かである（para.6.365）。この点、上訴国が立証したのは、

タバコ消費分析の第三段階の「一」側面についてパネルが過ちを犯したということである（para.6.366）。
上訴国は、パネルがその最終的な結論に関して過誤を犯したことを立証しなかった（para.6.373）。 
 
【6.1.3】TPP 措置の貿易制限性 
〔6.1.3.1.〕パネルは TBT 協定 2.2 条の解釈において過誤を犯したか。 
 市場における競争条件の変更という単なる事実だけでは、パネルが特定の強制規格の貿易制限性の程

度に関して結論を出すには不十分ということがありえる、とのパネル判断に同意する。強制規格の影響

を検討する際、輸入促進効果と輸入減少効果が共に考慮されうる。非差別的な競争条件の変更は、貿易

促進効果（trade-enhancing effects）と貿易減少効果（trade-reducing effects）を共に有しうる。ある

輸入産品の競争機会が他のすべての産品との関係で減少したことを立証することは、必ずしも措置の貿

易制限性の程度を立証するには十分とは言えない、としたパネル判断に誤りはない（para.6.389）。 
 上訴国は、措置の「設計及び構造（design and structure）」以外のいかなる証拠も、貿易制限性の立

証に必要ではないと主張するが、この見解に同意しない。一定の状況では、係争措置の国際貿易への制

限的効果の有無や程度をパネルが判断するにあたり、措置の設計と構造では不十分ということがありえ

る。その場合、パネルは当事者が提示する追加的な証拠や議論（実際の貿易上の効果や質的・量的な性

質を含む）を考慮しなければ「ならない（must）」（para.6.393）。 
上訴国は、パネルがTBT協定2.2条の解釈において過誤を犯したことを立証しなかった（para.6.394）。 

〔6.1.3.2.〕パネルは TBT 協定 2.2 条の適用において過誤を犯したか。 
（1）ブランドに基づく差別化の機会減少 
 TPP 措置による産品間の差別化の機会減少が、必ずしも国際貿易に対する制限効果となるわけではな

いとのパネル判断に誤りはない（para.6.408）。TPP 措置がブランドに基づく差別化の機会減少をもた

らすという事実のみで、TPP 措置の貿易への影響を予期することはできないとしたパネル判断に誤りは

ない（para.6.411）。 
（2）輸入タバコ製品の価値に対する TPP 措置の影響 
 上訴国の主張をすべて排斥（paras.6.412-6.450）。 
〔6.1.3.3.〕DSU11 条の下での主張 
 上訴国の主張を排斥（paras. 6.451-6.458）。 
〔6.1.3.4.〕結論 
 上訴国は、パネル報告書パラ 7.1255 における［TPP 措置の貿易制限性に関する］認定においてパネ

ルが過誤を犯したことを立証しなかった（para.6.459）。 
  
【6.1.4】代替措置 
〔6.1.4.2.〕代替措置の相対的な貿易制限性のパネル評価 
 上訴国は、自らが提示した 2 つの代替措置（タバコ購入可能な最低年齢の引き上げ、タバコ税の増税）

は、いずれも TPP 措置よりも貿易制限性が低いことを立証しておらず、パネル認定に誤りはない
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（para.6.467-6.479）。 
〔6.1.4.3.〕代替措置の相対的な貢献のパネル評価 
 上訴国は、代替措置の貢献度について、(i)代替措置が TPP 措置とは異なるメカニズムによって豪州

の目的に貢献するという事実に基づいて同等性を認めなかったこと、(ii)TPP 措置と豪州の他のタバコ

規制措置の間の「シナジー効果」を考慮する一方で、代替措置と既存の措置の間のシナジー効果を考慮

しなかったことで、TPP 措置と代替措置の貢献の比較を適切に行わなかった、という点でパネルは過誤

を犯したと主張する（para.6.481）。 
 上訴国は、パネル報告書は、各代替措置が TPP 措置と同程度（＝meaningful）にタバコ製品の使用

の減少を達成しうると述べつつ、代替措置は(i)タバコ・パッケージングのデザイン上の特徴に関係しな

い、(ii)TPP 措置が対象とする複合的な問題の特定の側面を扱わないことで、豪州の政策の包括的な性

質を損なう点で同等とは言えないと指摘していると主張するが、上級委はこの点に同意する

（para.6.496）。 
 同等性の否定においてパネルが言及した 2 つの点は、TBT 協定 2.2 条の法的基準を正確に反映してい

ないとする上訴国の主張に同意する（para.6.497）。(i)タバコ・パッケージングのデザイン上の特徴に

関係しないという点について、同等性の評価において関連するのは「追求される目的に対する強制規格

の全体的な貢献度（the overall degree of contribution）」であり、「提案された代替措置は、問題となっ

ている強制規格とは『異なった方法で』同等の貢献度を達成しうる」。この点、提案された代替措置が

タバコ・パッケージングのデザイン上の特徴に関係しないために、なぜ同等の貢献を達成しないのかと

いう理由は明らかではない（para.6.498）。(ii)代替措置が豪州の政策の包括的な性質を損ないシナジー

効果を減少させるという点について、代替措置が TPP 措置と同等の度合いのタバコ使用の減少を達成

しうるとすれば、TPP 措置が豪州の広範な政策の一部をなしているか否か、TPP 措置の貢献が当該政

策の他の要素とのシナジー効果から部分的に派生するものであるか否か、は同等性の決定において決定

的な考慮要因ではない（para.6.499）。 
 パネルは、TPP 措置の実質的な貢献度の認定において、すでに豪州の他の措置との相互作用から派生

するシナジー効果を反映させていたが、他方で、代替措置の貢献度については、豪州の既存の措置との

相互作用について参照せずに認定した。この点、TPP 措置の全体的な貢献度が代替措置の貢献度よりも

いかにして必然的大きいといえるか、理解することは困難である（para.6.500）。 
 パネルは、ブラジル再生タイヤ事件上級委報告に依拠するが、同事件では、申立国が提案した措置が

代替措置として認定されなかったのに対し、本事件では代替措置として認定されている点で異なる。

よって、パネルがブラジル再生タイヤ事件上級委報告に依拠したことは不適切である（para.6.501）。

また、同上級委報告は、ある措置の他の措置のシナジー効果は、措置の全体的な貢献度の評価の「一考

慮要因」としており、決定的なものではない（para.6.502）。シナジー効果ゆえに、TPP 措置が代替措

置よりも必然的に実効的であるとしたパネルの判断は非論理的である（para.6.503）。パネルは TBT 協

定 2.2 条における法的基準の適用において過誤を犯した（para.6.504）。 
〔6.1.4.4.〕DSU11 条の下での主張 
 上訴国の主張を排斥（paras. 6.507-6.512）。 
 
【6.1.5】TBT 協定 2.2 条に関する結論 
 代替措置の貢献度に関連して 2 点パネルは過誤を犯した。しかし、申立国が、代替措置が TPP 措置
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よりも貿易制限的ではないことを立証しなかった、とするパネル認定に誤りはない。よって、パネルの

結論を支持する（paras.6.521-6.522）。 
 
【6.2】TBT 協定 2.2 条に関する個別意見 
【6.2.2】TPP 措置の貢献度に関する検討の不要性 
 上訴国は、パネル報告書パラ 7.1025 の第 1 センテンスについては取り上げず、第 2 センテンスのみ

を問題としたが、第 2 センテンスに関するパネル認定の過誤の立証が、なぜ第 1 センテンスに関する過

誤の立証にとって十分なのかは明らかにしていない。第 1 センテンスと第 2 センテンスは異なる内容を

指示している。第 1 センテンスのパネルの結論、すなわち TPP 措置が豪州の目的の達成に貢献しうる

ことの立証に申立国が失敗したとの結論を覆すためには、上訴国は、証拠の検討におけるパネルの過誤

が当該結論を無効とし、DSU11 条に違反することを立証しなければならない。しかし、上訴国は第 1 セ

ンテンスに関して上訴しておらず、申立国が立証しなかったとのパネル認定は上訴の対象ではない。本

紛争を解決するうえで、TPP 措置の貢献のパネル評価に関する上訴国の主張を詳細に取り上げる必要は

なかった（paras.6.525-6.536）。 
7.1025. Overall, we find that the complainants have not demonstrated that the TPP measures are 
not apt to make a contribution to Australia's objective of improving public health by reducing the 
use of, and exposure to, tobacco products. Rather, we find that the evidence before us, taken in its 
totality, supports the view that the TPP measures, in combination with other tobacco-control 
measures maintained by Australia (including the enlarged GHWs introduced simultaneously with 
TPP), are apt to, and do in fact, contribute to Australia's objective of reducing the use of, and 
exposure to, tobacco products. 

 
【6.2.3】DSU11 条の下での適正手続 
 パネルの中間報告における計量経済学上の分析に関して、申立国は意見を申し立てる機会を有してい

たにもかかわらず申し立てなかったのであり、適正手続を否定していない（para.6.537-6.543）。 
 
【6.3】TRIPS 協定の下での主張 
【6.3.1】TRIPS 協定 16.1 条 
 ホンジュラスは、(i)16.1 条は商標の権利者に対して商標を使用する権利を付与するものである、(ii)
商標の識別力（distinctiveness）及び 16.1 条における「混同を生じさせるおそれ」は密接に関連する概

念であり、加盟国に対して、使用による商標の識別力の保護を義務付けるものである、(iii)16.1 条に従

い、加盟国は商標の識別力及び使用に関する最低限の保護を保障しなければならない、と主張する

（para.6.574）。 
「16.1 条は、商標の権利者に対して、登録された商標を使用する権利を付与するものではない。むし

ろ、同条は、当該権利者に対して、16.1 条第 1 文に定められた条件の下、承諾を得ていない第三者によ

る一定の活動を防止する権利を付与するのみである」とするパネル判断に誤りはない（para.6.588）。 

また、16.1 条は使用による商標の識別力の保護を加盟国に課すものではないとのパネル判断にも誤りは

ない（para.6.592）。また、ホンジュラスの主張とは反対に、16.1 条は、(i)商標の権利者に商標を使用

する「最低限の機会」を保障するように加盟国に求めるものでもなく、(ii)承諾を得ていない第三者によ
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る類似の標識が「混同を生じさせるおそれ」に至るか否かを評価する基準を提示しておらず、または(iii)
加盟国に対して、16.1 条の累積的要件が想定する事実上の状況が生じることを確保するよう義務付ける

ものでもない（para.6.601）。この点、パネル判断に誤りはない（para.6.602）。 
「申立国は、TPP 措置が TRIPS 協定 16.1 条の下での豪州の義務に違反することを立証しなかった」

というパネル判断を支持する（para.6.619）。 
 

【6.3.2】TRIPS 協定 20 条 
〔6.3.2.3.〕TRIPS 協定 20 条の「不当に（unjustifiably）」の解釈 

20 条は商標の使用の「妨げ」が正当な場合が存在することを示唆しており、よって、20 条は「使用

に対する政府の妨げを……一般的に禁止する」とするホンジュラスの見解に同意しない（para.6.641）。
20 条のいかなる文言も「商標の商業上の使用」が商標の権利者に認められた積極的な権利であることを

示すものではなく、それら権利を保護する義務が加盟国に存在することを示すものでもない

（para.6.642）。 
TRIPS 協定 17 条とは異なり、20 条は例外として位置づけられてはおらず、その違反の一応の（prima 

facie）な立証責任は申立国にある。違反を立証するためには、(i)「特別な要件」の存在、(ii)それら要件

による「妨げ」、(iii)商標の商業上の使用、(iv)妨げが「不当に」なされたこと、を立証しなければなら

ない（para.6.643）。 
TRIPS 協定 20 条における「不当な」という文言は、特別な要件を通じて商標の使用を妨げる際の、

加盟国が享受する規制上の自律性（regulatory autonomy）の程度を反映している。20 条において必要

性（necessity）ではなく正当性（justifiability）という観念が参照されていることは、「不当な」とい

う文言が示す、商標使用の妨げと追求される目的との間の連関の程度は、「必要性」という観念が仮に

用いられていた場合よりも低い、ということを示している。よって、商標の使用が「不当に」妨げられ

たか否かの判断は、GATT20 条や TBT 協定 2.2 条における必要性テストと同一視すべきではない

（para.6.647）。 
TRIP 協定 8 条は、公衆の健康や健康などを保護するために加盟国は必要な措置をとることができる

と定めており、それらには広範な措置が含まれうる。TRIPS 協定 20 条の下での特別な要件による商標

使用の妨げが、公衆の健康を目的として課されるとのパネル判断に同意する（para.6.6.49）。 
パネルは、商標の商業上の使用が特別な要件により「不当に」妨げられているかの判断は、(i)商標の

権利者が商標を商業上使用しそれによって商標の意図された機能を享受することについての正当な利

益を考慮したうえでの、特別な要件による妨げの性質と程度、(ii)特別な要件が適用される理由（保護さ

れようとする社会的利益も含む）、及び (iii)そのような理由が結果として生じる妨げの十分な根拠と

なっているか、という 3 つの要素を考慮してなされなければならないと判示したが、このパネル判断を

支持する（para.6.651）。 
TRIPS 協定 20 条では「必要性」という文言が用いられていない以上、代替措置の検討を含む必要性

テストを 20 条に当てはめることはできない。もちろん、より妨げの度合いが低い代替措置の存在が考

慮要因として用いられることはあろうが、20 条の下では必要不可欠な検討ではない（para.6.653）。こ

の点、パネル判断に誤りはない（para.6.654）。 
 以上から、TRIPS 協定 20 条における「不当な」という文言の解釈において、パネルは過誤を犯して

おらず、パネル判断を支持する（para.6.660）。 
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〔6.3.2.4.〕TRIPS 協定 20 条の適用 
 TPP 措置から帰結する妨げの性質と程度について、パネルは、TPP 措置の禁止的要素と許容的要素

をともに評価したうえで「広範な影響をもたらすもの（far-reaching）」と性質決定したのであり、商標

の言語的要素の使用許可によって、非言語的要素の禁止の「実際上の帰結（practical implications）」

が緩和されたとのパネルの言及は、当該結論に影響を及ぼすものではない（para.6.675）。 
 特別な要件が適用される理由について、ホンジュラスは、パネルが公衆の健康上の諸問題とそれが商

標の商業上の使用にもたらす影響とを比較衡量（weighing and balancing）しなかったと主張するが、 
パネルの分析には比較衡量の基本的な諸要素が含まれており、ホンジュラスの見解に同意しない

（para.6.681）。また、ホンジュラスは、パネルが代替措置の利用可能性を常に検討する必要はないと

述べたことを問題視するが、上述の通り、TRIPS 協定 20 条の下では当該検討は必ずしも必要ではなく、

パネルのアプローチに過誤はない（para.6.684）。ホンジュラスは、TBT 協定 2.2 条での分析を TRIP
協定 20 条の分析に誤って当てはめたと主張するが、パネルは商標という観点から代替措置を検討して

おり、当該主張は妥当しない（para.6.689）。なお、パネルは TBT 協定 2.2 条の下での代替措置の貢献

度に関する認定を 20 条での判断に適用している。しかし、TBT 協定 2.2 条での 2 つの代替措置の貢献

度の評価についてパネルが法的過誤を犯した以上、20 条の文脈において当該評価に依拠することはで

きない。ただし、上述のように、20 条では「不当な」という文言を使用されていることから、代替措置

の分析はすべての事件で求められているわけではなく、また決定的な指針でもない（para.6.695）。代

替措置の分析に関する過誤にもかかわらず、TPP 措置の商標に関連する要件が商標の商業上の使用を不

当に妨げていることを申立国は立証していない、とのパネルの最終結論は依然として有効である

（para.6.697）。以上から、TPP 措置の下で特別な要件が適用される理由が結果として生じる妨げの十

分な根拠となっているか否かを検討するに際して、パネルは過誤を犯さなかった（para.6.699）。 
 最後に、ホンジュラスは、パネルが WHO タバコ規制枠組条約とその指針に不当な法的重要性を認め

たと主張する。しかし、パネルはそれらをすでに得られた結論を追加的に支持する事実として参照した

に過ぎず、ホンジュラスの見解に同意しない（para.6.707）。 
〔6.3.2.5.〕個々のタバコに関する TPP 措置の要件の分析－DSU7.1 条及び 11 条 
 ドミニカ共和国は、個々のタバコにおける商標の使用禁止は、タバコのパッケージ及び葉巻に関する

禁止と「著しく異なる」との主張をパネルは評価せず、DSU7.1 条及び 11 条に違反したと主張する

（para.6.708）。しかし、パネルはかかるドミニカ共和国の主張を検討している。よって、DSU7.1 条

及び 11 条に関するドミニカ共和国の主張を排斥する（para.6.718）。 
  
Ⅳ．評釈 
１．本件の意義 
 本件は、豪州が導入したタバコに対するプレインパッケージング規制に対して、その WTO 協定整合

性が争われたケースである。豪州の同規制をめぐっては、投資仲裁と WTO 紛争処理手続という 2 つの

国際的なフォーラムで並行して争われ、前者については管轄権が認められず、本案の判断には至ってい

ない。 
 本件において、上級委員会は、一部を除いて、豪州のプレインパッケージング規制が WTO 協定に整

合的であるとのパネル判断を支持し、これによって同規制の WTO 協定整合性が確定した。まずはこの

点に本件の意義が認められる。続いて、上級委員会は、同結論を導くに際して、DSU11 条、TBT 協定
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2.2 条、同協定 20 条に関して詳細な検討を行った。本件は、これら検討において、各条文の今後の解釈

の指針を示した点に意義がある。以下、各条文の解釈上の論点について検討を行う。 
 
２．DSU11 条 
 本件では、DSU11 条の解釈及び適用をめぐり、2 つの点でパネルによる DSU11 条の違反を認定した

ものの、上訴国のほとんどの主張を排斥した。 
 ホンジュラスとドミニカ共和国は上訴に際して、DSU11 条に関する 450 頁近い書面を提出した。

DSU11 条に関する主張の多さは、上級委が指摘するように「前例のない（unprecedented）」（para.6.48）
ものである。このような上訴国の主張及び訴訟戦略は、WTO 紛争処理におけるパネルと上級委の役割

分担を無視するものである。実際、上訴国による主張には、パネル報告や過去の WTO 判例の明白な誤

読と思われるものも多い。DSU11 条に関する主張という見せかけ（disguise）の下、パネルによる事実

認定をすべて覆そうとする試みは、上級委に過度な負担を強いるものである。WTO 加盟国は、このよ

うな WTO 紛争処理の使用を控えなければならないだろう。 
DSU11 条に関する上訴国の主張をより簡潔に排斥すべきであったとの個別意見は、上記の点を反映

したものである。個別意見は、パネル報告書パラ 7.1025 第 1 センテンス「we find that the complainants 
have not demonstrated that the TPP measures are not apt to make a contribution to Australia's 
objective of improving public health by reducing the use of, and exposure to, tobacco products」と第

2 センテンス「Rather, we find that the evidence before us, taken in its totality, supports the view 
that the TPP measures, in combination with other tobacco-control measures maintained by 
Australia (including the enlarged GHWs introduced simultaneously with TPP), are apt to, and do in 
fact, contribute to Australia's objective of reducing the use of, and exposure to, tobacco products」を

分離し、前者について上訴国が異議を申し立てていない以上、後者に関する TPP 措置の実際の効果の

分析に踏み込む必要はなかったと論じている。 
ただし、上級委の多数意見が指摘するように、本件では、申立国であるホンジュラス・ドミニカ共和

国のみならず、被申立国であるオーストラリアも、両センテンスは分離不可能との見解を共有している

（para.6.39）。実際、同パラグラフの構造からして、両センテンスは一体として捉えることが自然であ

り、個別意見のように解釈することは困難であるように思われる。 
また、本件では、中間報告段階でのパネルの過誤に関する多数意見に対しても、個別意見が付されて

いる。多数意見は、中間報告段階で新たな計量経済学上の基準を導入したことで、パネルによる当事者

の適正手続上の権利の否認及び DSU11 条違反を認定した。これに対して、個別意見は、オーストラリ

アの主張に同意し、申立国には中間報告段階でパネルに対して意見を陳述する「実質的な機会

（meaningful opportunity）」が保障されていたと論じている（para.6.539）。実際、上級委の多数意

見も、中間報告を受領した時点でホンジュラス及びドミニカ共和国が、パネルが導入した基準に関して

異義を申し立てなかったのは遺憾であると述べている（para.6.257）。 
 本件では DSU11 条に関して様々な論点が争われたが、その背景に存在するのは、パネルの事実認定

に対する上級委による審査という問題である。現在、WTO 紛争処理は上級委員の不在により機能不全

に陥っているが、その一要因である上級委員会問題について、米国は、本来パネルの専権事項である事

実認定に対して、上級委が事後に新規で審査することはその権限を逸脱するものであると一貫して批判
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している 2。本件におけるホンジュラスとドミニカ共和国の訴訟戦略は、まさに米国の批判するところ

であり、WTO 紛争処理制度が現在抱える問題を端的に示すものといえよう。 
 
３．TBT 協定 2.2 条 
（1）目的貢献度 
 上級委は、係争措置と代替措置の目的貢献度の「同等性」の判断において、パネルが、TPP 措置につ

いて豪州の既存の他の措置とのシナジー効果を認めつつ、代替措置に関しては同効果を検討しなかった

ことについてパネルの過誤を認めた。 
そもそも、既存の他の措置とのシナジー効果を係争措置の目的貢献度に含めることには慎重であるべ

きである。仮にシナジー効果を係争措置の目的貢献度に含めれば、申立国に要求される代替措置の立証

レベルは著しく上昇し、事実上その立証は不可能となりえる。その結果、目的貢献度について係争措置

の協定非整合性を争うことは困難となるだろう。 
ただし、加盟国は一定の目的を達成するために、複数の措置を包括的な政策パッケージの下に実施す

ることが通常である。そのため、係争措置を他の措置と完全に分離してその目的貢献度を評価すること

は実際上困難であり、効果の分離を可能とする法的基準を新たに定立することが必要となる。この点、

本件が今後の類似のケースにどのような判断を及ぼすのかを注視することが重要である。 
 

（2）貿易制限度 
 本件では、TBT 協定 2.2 条における貿易制限度の立証基準が争点となった。上訴国は、係争措置の貿

易制限性を立証するためには、競争機会の変更（modification of the conditions of competition）の立証

のみで十分であると主張した。 
このような上訴国の主張に対して、上級委は、措置の貿易制限度を判断するにあたり、法律上の（de 

jure）差別的措置と非差別的措置について異なる基準が適用されることを明確にした。一方で、法律上

の差別的措置の場合、競争機会の不利益な変更が自明でありうるのに対し、本件のような非差別的措置

の場合、貿易制限度を判断するためには、貿易上の効果の検討が必要となりえることを明らかにした。

さらに、この非差別的措置の貿易上の効果については、貿易促進効果と貿易減少効果を共に考慮する必

要があり、また、措置の「設計及び構造」が貿易促進効果と貿易減少効果を共に示す場合、現実の貿易

上の効果（actual trade effects）や当該措置の予想される効果を示す量的・質的な証拠をパネルが検討

する必要があると判示した。 
 現実の貿易上の効果の検討を求める本件上級委の判断は、従来の WTO 判例法の変更を示唆するもの

である。本件上級委の判断が今後継続すれば、パネル及び上級委は計量経済学上のモデルの有意性を競

う場へと変容することになり、両者の任務及び能力の適切な範囲を逸脱する可能性もある。この点、今

後の動向を慎重に見極める必要があるが、仮に本件上級委の判断が継続するとすれば、非差別的措置が

争われるケースにおいては、現実の貿易上の効果に関する証拠が重要な意義を有することになる。貿易

促進効果と貿易減少効果を「相殺」した結果、貿易減少効果が上回ることを措置の「設計及び構造」の

みで立証することには、訴訟戦略上大きなリスクが伴う。よって、非差別的措置の WTO 協定非整合性

                                                   
2 この点については、例えば次を参照。荒木一郎「WTO の停滞と日本の対応」『国際問題』678 号

（2019 年）15－23 頁；川瀬剛志「WTO 上級委員会危機と紛争解決手続改革――多国間通商システム

における『法の支配』の弱体化と今後」『法律時報』91 巻 10 号 （2019 年）14－20 頁。 
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を争う場合、措置の「設計及び構造」を超えた証拠を積極的に提示し立証に努めることが一層必要とな

ろう。 
 
４．TRIPS 協定 20 条 
 本件は、上級委が TRIPS 協定 20 条に関して初めて解釈を示した点に意義がある。特に、本件で上級

委が示した「不当に（unjustifiably）」に関する詳細な解釈は、今後、重要な先例としての意義を有す

る。 
 第一に、本件で上級委は、パネルが示した 3 要件テスト（three-factors test）3を支持した。改めて確

認すれば、商標の商業上の使用が特別な要件により「不当に」妨げられているかの判断は、以下の 3 つ

の要素を考慮してなされなければならない（para.6.651） 
(i) 商標の権利者が商標を商業上使用しそれによって商標の意図された機能を享受することについ

ての正当な利益を考慮したうえでの、特別な要件による妨げの性質と程度、 
(the nature and extent of encumbrances resulting from special requirements, taking into 
account the legitimate interest of the trademark owner in using its trademark in the course 
of trade) 

(ii) 特別な要件が適用される理由 
(the reasons for the imposition of special requirements) 

(iii) そのような理由が結果として生じる妨げの十分な根拠となっているか否かの立証 
(a demonstration of how the reasons for the imposition of special requirements support the 
resulting encumbrances) 

 第二に、本件で上級委は、TRIPS 協定 20 条における不当性の判断においては、GATT20 条や TBT
協定 2.2 条の下での「必要性」テストとは異なり、より緩和された判断基準が用いられることが明示さ

れた。具体的には、不当性判断における商標使用の妨げと追求される目的との間の連関の程度は、必要

性テストよりも低いことが明らかにされた。さらに、TRIPS 協定 20 条では「必要性」という文言が用

いられていない以上、代替措置の検討は必ずしも求められないことも示された。 
TRIPS 協定 20 条において「不当な」という文言が用いられている以上、上訴国が主張するように必

要性テストと同一視することは適切ではなく、本件上級委の解釈は妥当であると思われる。その結果、

WTO 加盟国は、GATT20 条や TBT 協定 2.2 条よりも、TRIPS 協定 20 条の下でより広範な裁量が認め

られることになる。他方で、TRIPS 協定 20 条における不当性テストを、GATT20 条その他における必

要性テストと完全に切り離して解釈可能か否かについては反論もあり得るだろう。また、TRIPS 協定

20 条の下で認められる加盟国の裁量についても、その具体的な範囲についてはいまだ明らかではなく、

今後、本件上級委が示した解釈の具体的な適用を待つ必要がある。 
 
 

                                                   
3 Carlos Maria Correa, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on 
the TRIPS Agreement, 2nd ed. (Oxford University Press, 2020), p. 192.  


