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「WTO 上級委員会の機能停止下における日本の政策対応について」
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今般、産業構造審議会通商・貿易分科会不公正貿易政策・措置小委員会において
「WTO 上級委員会の機能停止下の政策対応研究会中間報告書」が報告・公表されま
したが、鉄鋼業界はその内容を支持し、報告書に示された提言が速やかに実現される
ことを強く期待します。
我が国鉄鋼業は、自由で公正かつ多角的な貿易体制が維持・発展されるためには、
WTO ルールに整合しない不公正な貿易措置が WTO 紛争解決手続という国際的に合
意されたルールに基づき解決が図られることが極めて重要であるとの認識のもと、こ
れまで主要な貿易相手国が日本製鉄鋼製品に発動した不当な貿易救済措置に対して、
WTO 協定に定められた紛争解決手続の下で解決が図られるよう日本政府に要請して
まいりました。
報告書においては、現在実質的に機能停止している WTO 上級委員会の機能を暫定
的に補完する手段として、多国間暫定上訴仲裁アレンジメント（MPIA）への参加や、
いわゆる空上訴への対抗措置の検討等が提言されております。鉄鋼業界においては、
現在、中国による日本製ステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置のパネル審
理が進んでいることから、特に MPIA への参加については日本政府としてスピード
感をもって検討いただくことを望みます。
以上
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The Sub-Committee on Unfair Trade Policies and Measures of the Trade Committee under
the Industrial Structure Council in the Ministry of Economy, Trade and Industry, has
recently reported and published the Interim Report of the Special Task Force on Policy
Response Measures under the Suspension of the Function of the WTO Appellate Body. The
steel industry supports its contents and strongly hopes that the recommendations set
forth in the report will be realized quickly.
The Japanese steel industry recognizes that in order to maintain and develop a free, fair
and multilateral trading system, it is extremely important that unfair trade measures that
are not consistent with WTO rules be resolved based on the internationally agreed rules
of the WTO Dispute Settlement (DS) procedure. From this standpoint, we have requested
the Japanese Government to ensure that unfair trade remedy measures initiated against
Japanese steel products by major trading partners are resolved under the DS procedures
set out in the WTO Agreement.
The report recommends participation in the Multi-Party Interim Appeal Arbitration
Arrangement (MPIA) and consideration of countermeasures against so-called “appeal into
the void”, as a means of interim and alternative supplement to the functions of the WTO
Appellate Body, which has currently practically ceased to function. Since the steel industry
has the case which WTO panel examination on China's anti-dumping measures against
Japanese stainless steel products is currently underway, we hope that the Japanese
Government will consider participation in the MPIA with a sense of speed, in particular.

