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アンケート返送先 FAX 03-3587-2485 

日本貿易振興機構 海外調査部 北米課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：米国の新たな自由貿易協定（FTA）の動き 

ジェトロでは、世界の通商政策の動向にご関心をお持ちの皆様への情報提供を目的に本報

告書を作成いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願

い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

 

■質問１：本報告書は参考になりましたか？（○をひとつ） 

1:参考になった 2:まあ参考になった 3:あまり参考にならなかった 4:参考にならなかった 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご

感想をご記入下さい。 

 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願い

ます。 

 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署・部署名 

 

お名前 

 

～ご協力ありがとうございました～ 
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Ⅰ．まとめ  

１．2012 年～13 年にかけ、韓国、パナマ、コロンビアの順で対米 FTA 発効の見通し 

 米国議会は 2011 年 10 月 12 日、議会の批准待ちとなっていた韓国、コロンビア、パナマとの

自由貿易協定（FTA）の実施法案を可決し、同法案は 10 月 21 日にオバマ大統領の署名を得

て成立した。3 本の FTA は、調印から各々4～5 年を経て、発効に向けた最大の難関である

米国議会の批准を乗り越えた。 

 韓国では 2011 年 11 月 22 日、議会与党が批准案を強行採決で可決し、李大統領が 11 月

29 日に署名した。早ければ 12 年前半の発効に向けて動き出した。パナマでは議会批准が済

んでおり 12 年半ばの発効が見込まれる。コロンビアでは法令関連の国内手続きがあること

から発効は 13 年になると見込まれる。 

 

２．米韓 FTA の日本への影響 

 3 つの FTA の中で最も日本への影響が大きいとみられる米韓 FTA について、日韓の米国市

場向けの輸出競争力をみると、両国は機械類で競争力が拮抗する。たとえば旋盤などの工

具やマシニングセンター、ポンプ類など。基本税率は 2～4％台とそれほど高くないものの、発

効後即時撤廃されるものが多く、日本企業には悪材料の一つとなる。 

 米国における自動車の基本税率は 2.5％だが、自動車１台当たりの最終価格にすると数百ド

ルの差が生じる。日韓製品の価格が拮抗するサスペンション、マフラーなど部品類で関税が

即時撤廃される。 

 

３．批准に向けた政治環境が整う 

 米国議会での批准には、1）連邦議会の党派構成の変化、2）雇用改善の一手としての輸出

促進策への期待の拡大、3）貿易調整支援（TAA）法案の前進などが影響した。 

１） 連邦議会の党派構成の変化： 

 米国と FTA 相手 3 カ国が調印した 06～07 年、ブッシュ共和党政権は FTA を推進する立場

だったが、06 年の議会選挙で民主党が下院の過半数をとり、民主党の支持母体である労

働組合からの反対などから、議会批准を進められない政治環境にあった。 

 オバマ大統領が当選した 08 年大統領選挙と同時に行われた議会選挙では、上下両院とも

民主党が多数を占め、一旦妥結した米韓 FTA 協定案は 10 年、再交渉にかけられた。また、

オバマ政権では景気対策、金融安定化、自動車産業の救済、医療保険制度（ヘルスケア）

改革などに重きを置き、労働者受けの良くない自由貿易推進を強く打ち出す状況にはなか

った。 

 しかし、10 年の議会選挙で、経済の回復の遅れに対する世論の批判が政権与党である民

主党に向き、自由貿易を推す（ビジネス寄りの）共和党が再び下院の多数党に返り咲いた。 
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２） 雇用改善の一手としての輸出促進策への期待の拡大： 

 12 年大統領選挙で再選を目指すオバマ大統領にとっても、雇用情勢の改善は目下最大の

政治課題である。 

 高止まりする失業率の改善に資する一手として、オバマ政権は企業が輸出拡大を通じて売

上を伸ばし、雇用を増やす効果に期待。オバマ大統領は 10 年 1 月の一般教書演説で、輸

出倍増計画（National Export Initiative）構想を発表し、5 年で米国の輸出額を倍増させると

した。目標達成には 5 年間、前年比 15％増のペースで輸出を増やす必要がある。 

そこで労働者を保護しつつ輸出拡大を進める、すなわち貿易調整支援（TAA）を確保した上

で FTA を通すという方向で議会の議論は進んだ。 

 

３） 貿易調整支援（TAA）法案の前進：〔詳細はⅣ．貿易調整支援の項を参照〕 

 TAA は、FTA の影響で職を失った労働者のための、転職に向けた技術訓練などの機会を

提供する施策である。財政赤字削減が課題の中、政府支出を抑制したい共和党が、民主

党の主張する手厚い水準のTAA導入に反対していた。民主党は11年 2月に失効したTAA

の復活が FTA 審議の条件と主張、最終的に両党間で民主党が求める水準を縮小する形で

TAA 法案を審議にかける合意が形成され、FTA 実施法案と同時に議会は可決した。 
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Ⅱ．貿易概況  

（1）米国の韓国、コロンビア、パナマ 3 カ国との貿易額（2010 年） 
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米国の3カ国との貿易額（2010年）
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（2）米国の輸出額に占める 3 カ国向けの割合 

 
 

（3）米国の輸入額に占める 3 カ国からの割合 
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（4）米国の 3 カ国向け主要輸出入品目（2011 年 1～10 月） 

品目 金額 品目 金額 品目 金額 品目 金額 品目 金額 品目 金額

1位

原子炉、ボイラー及
び機械類並びにこ
れらの部分品
（HSコード84類）

5,069.6

電気機器及びその
部分品並びに録音
機、音声再生機並
びにテレビジョンの
映像及び音声の記
録用又は再生用の
機器並びにこれらの
部分品及び附属品
（HSコード85類）

13,241.4

原子炉、ボイラー及
び機械類並びにこ
れらの部分品
（HSコード84類）

2,469.0

鉱物性燃料及び鉱
物油並びにこれらの
蒸留物、歴青物質
並びに鉱物性ろう
（HSコード27類）

13,695.1

鉱物性燃料及び鉱
物油並びにこれらの
蒸留物、歴青物質
並びに鉱物性ろう
（HSコード27類）

3,232.7
その他
（HSコード98類）

111.6

2位

電気機器及びその
部分品並びに録音
機、音声再生機並
びにテレビジョンの
映像及び音声の記
録用又は再生用の
機器並びにこれらの
部分品及び附属品
（HSコード85類）

4,856.6

鉄道用及び軌道用
以外の車両並びに
その部分品及び附
属品
（HSコード87類）

9,881.2

鉱物性燃料及び鉱
物油並びにこれらの
蒸留物、歴青物質
並びに鉱物性ろう
（HSコード27類）

2,080.4

天然又は養殖の真
珠、貴石、半貴石、
貴金属及び貴金属
を張つた金属並び
にこれらの製品、身
辺用模造細貨類並
びに貨幣
（HSコード71類）

1,776.7

原子炉、ボイラー及
び機械類並びにこ
れらの部分品
（HSコード84類）

521.3

魚並びに甲殻類、
軟体動物及びその
他の水棲無脊椎動
物
（HSコード03類）

63.0

3位

光学機器、写真用
機器、映画用機器、
測定機器、検査機
器、精密機器及び
医療用機器並びに
これらの部分品及
び附属品
（HSコード90類）

2,372.9

原子炉、ボイラー及
び機械類並びにこ
れらの部分品
（HSコード84類）

8,637.1

電気機器及びその
部分品並びに録音
機、音声再生機並
びにテレビジョンの
映像及び音声の記
録用又は再生用の
機器並びにこれらの
部分品及び附属品
（HSコード85類）

948.3
コーヒー、茶、マテ
及び香辛料
（HSコード09類）

1,021.6

航空機及び宇宙飛
行体並びにこれらの
部分品
（HSコード88類）

443.7

天然又は養殖の真
珠、貴石、半貴石、
貴金属及び貴金属
を張つた金属並び
にこれらの製品、身
辺用模造細貨類並
びに貨幣
（HSコード71類）

56.2

4位

航空機及び宇宙飛
行体並びにこれらの
部分品
（HSコード88類）

2,035.3

鉱物性燃料及び鉱
物油並びにこれらの
蒸留物、歴青物質
並びに鉱物性ろう
（HSコード27類）

2,302.3
有機化学品
（HSコード29類）

823.5

生きている樹木そ
の他の植物及びり
ん茎、根その他これ
らに類する物品並び
に切花及び装飾用
の葉
（HSコード06類）

482.7

電気機器及びその
部分品並びに録音
機、音声再生機並
びにテレビジョンの
映像及び音声の記
録用又は再生用の
機器並びにこれらの
部分品及び附属品
（HSコード85類）

393.1
糖類及び砂糖菓子
（HSコード17類）

38.1

5位

鉱物性燃料及び鉱
物油並びにこれらの
蒸留物、歴青物質
並びに鉱物性ろう
（HSコード27類）

2,024.9
鉄鋼製品
（HSコード73類）

1,822.9
プラスチック及びそ
の製品
（HSコード39類）

576.0

食用の果実及び
ナット、かんきつ類
の果皮並びにメロン
の皮
（HSコード08類）

179.5
その他
（HSコード98類）

279.1

食用の果実及び
ナット、かんきつ類
の果皮並びにメロン
の皮
（HSコード08類）

15.8

6位
穀物
（HSコード10類）

1,984.2
ゴム及びその製品
（HSコード40類）

1,645.7

光学機器、写真用
機器、映画用機器、
測定機器、検査機
器、精密機器及び
医療用機器並びに
これらの部分品及
び附属品
（HSコード90類）

569.1
その他
（HSコード99類）

163.8

鉄道用及び軌道用
以外の車両並びに
その部分品及び附
属品
（HSコード87類）

202.5
コーヒー、茶、マテ
及び香辛料
（HSコード09類）

8.0

7位
有機化学品
（HSコード29類）

1,967.2
鉄鋼
（HSコード72類）

1,193.9

鉄道用及び軌道用
以外の車両並びに
その部分品及び附
属品
（HSコード87類）

532.3
プラスチック及びそ
の製品
（HSコード39類）

144.7
有機化学品
（HSコード29類）

144.8
アルミニウム及びそ
の製品
（HSコード76類）

5.9

8位
鉄鋼
（HSコード72類）

1,317.5
有機化学品
（HSコード29類）

1,174.4
穀物
（HSコード10類）

367.6
各種の調製食料品
（HSコード21類）

116.7

精油、レジノイド、調
製香料及び化粧品
類
（HSコード33類）

122.4
その他
（HSコード99類）

4.0

9位
プラスチック及びそ
の製品
（HSコード39類）

1,157.7
プラスチック及びそ
の製品
（HSコード39類）

1,063.3
その他
（HSコード98類）

290.5

衣類及び衣類附属
品（メリヤス編み又
はクロセ編みのもの
を除く。）
（HSコード62類）

99.4
穀物
（HSコード10類）

121.0
飲料、アルコール及
び食酢
（HSコード22類）

3.8

10位
肉及び食用のくず肉
（HSコード02類）

1,094.2

光学機器、写真用
機器、映画用機器、
測定機器、検査機
器、精密機器及び
医療用機器並びに
これらの部分品及
び附属品
（HSコード90類）

832.9

航空機及び宇宙飛
行体並びにこれらの
部分品
（HSコード88類）

265.7
鉄鋼製品
（HSコード73類）

98.1
医療用品
（HSコード30類）

111.2
銅及びその製品
（HSコード74類）

3.5

対韓国 対コロンビア 対パナマ

（単位：100万ドル）

出所：ワールド・トレード・アトラス

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
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（5）米国、韓国、コロンビア、パナマ 4 カ国間の貿易額（2010 年） 
 

4カ国間の貿易額（2010年）

米国

韓国

コロンビア パナマ

489億㌦

388億㌦

121億㌦

157億㌦

61億㌦

4億㌦

6億㌦

3億㌦

4億㌦

3億㌦

9億㌦

2億㌦

注：網掛け矢印は2国間の輸出入額で金額が大きい方をさす
出所：ワールド・トレード・アトラス
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Ⅲ．米国の新たな FTA 関連報告 
 

（1）韓国、コロンビア、パナマとの FTA 批准に向けた経緯（時系列） 
 

〇コロンビアとの FTA、批准に向け一歩前進【米国】 

2011 年 04 月 18 日 ニューヨーク発  

 米国とコロンビアは、2 国間自由貿易協定（FTA）で懸案事項となっている労働関連法の改善に

向けた行動計画に合意した。共和党の有力議員や産業界は相次いで支持を発表、締結から 4 年

半以上たなざらしにされてきた FTAは実現に向けて一歩前進した。しかし、労働組合は強く反対、

再選を目指すオバマ大統領が労働組合の意向を無視できなくなる中、実現にはまだ多くのハード

ルがある。 

＜労働者の権利保護の実現が条件＞  

 米国通商代表部（USTR）は 4 月 6 日、議会の批准待ちになっているコロンビアとの 2

国間 FTA を進めるために、両国政府がコロンビアの労働関連法の改善に向けた「労働権に

関する行動計画（Action Plan Related to Labor Rights）」（以下、行動計画）の実施に合意

したと発表した。「（FTA による貿易拡大は）米国とコロンビア両国にとってウィン・ウィ

ンとなる」。オバマ大統領はサントス・コロンビア大統領との 7 日の共同会見でこう語った。

また、FTA 実現に向けて「労働組合員が保護され、われわれや世界中の企業や労働者にと

って公平なビジネス環境を築く」ことを目指し、共同で作業していくとも述べた。 

 

 米国は、コロンビアの労働法の改善や労働組合員への暴力の防止を FTA 批准の条件とし

てきた。今回の合意により、協定署名日の 2006 年 11 月以来、4 年半以上動かなかった FTA

の発効に向けて、一歩前進したことになる。コロンビアとの FTA 発効には、オバマ政権が

FTA 法案を議会へ提出し、上下両院から承認を得る必要がある。政権は法案提出の時期を

明らかにしていないが、今後コロンビア政府による労働関連法の導入・改定状況をみなが

ら判断することになる。 

 

 行動計画は、a.暴力の防止と加害者の起訴、b.労働者の権利の保護の 2 つの改善事項、そ

して改善のための 13 の実施事項から構成される（表参照）。13 の実施条項のほか、警察官

や検事向けの訓練プログラムや、過去の労働組合指導者の殺人事件の分析など、コロンビ

ア検事総局が約束した実施事項もある。コロンビア政府にはこれら実施事項のうちのほと

んどを、今後 2～3 ヵ月の間に実施することが求められる。「行動計画の実現には多くの作
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業が必要となる」とオバマ大統領が指摘するとおり、容易ではない。 

 

 

＜盛り上がる共和党＞ 

 オバマ政権は批准待ちの韓国、パナマ、コロンビアとの 3 つの FTA のうち、韓国との FTA

を優先してきた。韓国とは 10 年 12 月には自動車などの懸案事項で合意に達し、11 年前半

までに発効を目指す一方、コロンビアとパナマとは懸案事項の解決に動く気配をみせなか

った。 

 

 ところが、3 月に入り一転して懸案事項の解決に乗り出した。なぜか。理由の 1 つは下院

で与党となった共和党指導部の強い要求だ。キャンプ歳入委員長やブレイディー貿易小委

員長は、これら 2 つの FTA 法案を米韓 FTA 法案と同時に議会へ提出するよう求めている。
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2 月には民主党が求める、貿易自由化の影響で失業した労働者を対象とする技術訓練プログ

ラムなどを含む貿易調整支援法（TAA）、2 月に失効したアンデス貿易促進・麻薬撲滅法

（ATPDEA）や一般特恵関税法（GSP）の成立をいわば人質にとり、3 つの FTA 法案の同

時提出を条件とした。 

 

 共和党の有力議員は行動計画の合意に対し、相次いで賞賛の声を上げた。ベーナー下院

議長は「コロンビアは南米地域で最も強固な同盟国の 1 つ。両国間貿易の増加は経済連携

を補強する」と期待を表明した。キャンプ歳入委員長やブレイディー貿易小委員長もオバ

マ政権に対し、各関係委員会と法案の詰めの作業を加速するよう求めた。 

 

 共和党有力議員の声明は一貫して、従来からの主張である「3 つの FTA の同時提出」を

前面に出している。ブレイディー委員長は「7 月 1 日までに 3 つすべての FTA 法案を議会

に提出するよう期待している」と述べた。7 月 1 日にはコロンビアとカナダ、韓国と EU、

それぞれの間で 2 国間 FTA が発効する予定だ。米国が FTA を結ばない限り、米国企業が

これらの市場で「競争力を落とす」日となる。 

 

 民主党にも行動計画の合意に賛成した議員がいる。ボーカス上院財政委員長は「（FTA の

進展により）発効の遅延が原因で失った米国産の農産品や製造品の市場シェアを取り戻す

ことになる」とコロンビア市場へのアクセス改善に期待を示した。産業界では米国商工会

議所や全米製造業者協会（NAM）が熱烈に支持した。 

 

 ワシントンの産業専門家は、米国議会ではコロンビア FTA がこれまでになく盛り上がり

をみせていると指摘する。同時に、パナマ政府は米国が要求する税制や経済特区での労働

者の権利の改善を急ピッチで進めており、米韓 FTA を加えれば「3 つ同時の FTA 実現の可

能性が高まる」（先の産業専門家）。 

 

＜まだまだハードル多く＞ 

 しかし、民主党議員の間では FTA 批准に慎重あるいは反対の声が根強い。選出州である

モンタナ州の農産品輸出の拡大を優先するボーカス上院議員の賛成は、どちらかといえば

例外といえよう。 

 

 レビン下院歳入委員会尐数党筆頭委員は「追加的な作業が必要だ」と慎重な姿勢をみせ

た。下院貿易作業部会長のミショー議員は「単に法律を通す、あるいは計画を策定するだ

けで、コロンビア国民の基本的人権や労働権を守れると考えるのは馬鹿げている。オバマ
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大統領が選挙キャンペーンで約束した内容と反対だ。数百万人の勤労な米国民に肘鉄砲を

食らわせたようなものだ」と痛烈に批判した。ミショー議員のほか、サットン、スロータ

ー、サンチェス各民主党下院議員らも、合意内容が労働者の権利の改革に十分でないこと

を理由に反対した。 

 

 民主党支持団体の労働組合は強く反対している。全米最大の労働組合中央組織、米労働

総同盟産別会議（AFL-CIO）のトラムカ会長は「コロンビアの状況は受け入れがたいほど

暴力的だ。（オバマ政権が FTA を進めていることに）深い失望を覚えた」と痛烈に批判。

鉄鋼労働組合（USW）のジェラルド会長は、今でも労働組合員に対する暴力は続いている

とし、「米国の価値観にとって恥ずべきこと(shameful reflection on America’s values)」

とののしった。 

 

 労働組合は多くの場合 FTA に反対する。特に今回は FTA 批准の条件として、务悪とい

われるコロンビアの労働組合員の保護状況が争点となっている以上、労働組合としては反

対の材料が豊富にあるといえる。前述のとおり、民主党のオバマ政権がコロンビアとの FTA

を進めるのをためらっていたのは、労働組合からの強い反対、それを支持する民主党議員

の存在があるからだ。 

 

 コロンビアでは、ウリべ前大統領の政策を継承したサントス大統領の治安改善努力によ

り、犯罪率は低下しているものの、労働組合員への暴力はなくなっていない。行動計画の

実施期間に大きな事件がマスコミで取り沙汰されれば、「敏感になっている民主党議員が大

声を上げる」（ワシントンの通商専門家）。さらに、実施事項の中には目標期限がないか、

あるいは長期にわたるものがみられ、オバマ政権と議会との調整で FTA 法案の提出を遅ら

せる材料が尐なくない。そして 12 年が近づくにつれて大統領選レースが盛り上がり、再選

を目指すオバマ大統領にとって労働組合の意向を受け入れる必要性が増していく。 

 

 こうした状況を踏まえ、先の通商専門家は「すぐに実現するかどうかといえば、懐疑的

にならざるを得ない」と指摘している。 

 

（水野亮） 
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〇韓国、コロンビア、パナマとの FTA、議会審議へ【米国】 

2011 年 10 月 07 日 ニューヨーク発  

 議会の批准待ちになっていた韓国、コロンビア、パナマとの自由貿易協定（FTA）実施法案の議

会審議がついに始まった。FTA 実施法案の審議要請は貿易調整支援制度（TAA）の下院通過が

条件としてきたオバマ政権が、同時審議を求めていた共和党指導部に歩み寄るかたちとなった。

これらの FTA は大統領貿易促進権限（TPA）が有効な間に締結されているため、議会による修正

を受けず、承認または否認のいずれかで採決できる。専門家は、共和党多数の下院はもちろん、

民主党多数の上院も通過すると読んでいる。 

＜オバマ政権が譲歩＞ 

 オバマ大統領は 10月 3日、長年批准待ちになっていた韓国、コロンビア、パナマとの FTA

実施法案を審議するよう下院に要請した。これら 3つの FTAは、ブッシュ前政権下で TPA

が有効な期間内に相手国との間で署名された。TPAとは、議会が持つ貿易交渉権限を政府に

付与する時限立法で、TPAが有効な間に署名された FTAは、大統領が議会にその実施法案の

審議を要請すれば、議会による修正を受けずに承認または否認のいずれかで採決できる。 

 

 TPAのルールによると、大統領が審議を要請してから議会が採決するまで、下院は最大で

60日、上院は 30日の期間が与えられる。つまり、仮に承認されるとして、最も遅れた場合

でも大統領が署名するのは 2012年 1月初旬ごろになる。一方、下院共和党指導部はできる

だけ早期の採決を目指している。各紙によると、下院歳入委員会は 10月 5日か 6日に審議

を予定、11日か 12日には法案を本会議での審議にかけられるという。下院を通過すれば法

案は上院に送られ、財政委員会の審議を経て、早ければ 10月 17日の週には本会議での審

議にかけられると報じられている。 

 

 オバマ政権は、9月 22日に上院を通過した一般特恵関税システム（GSP）と TAAを含む法

案（H.R.2832修正法案：GSP／TAA法案）を下院が承認しない限り、FTA実施法案の審議を

要請しないと表明していた。特に、FTA相手国からの輸入拡大により失業した労働者を支援

する内容の TAAは、労働組合を支持基盤にもつ民主党とオバマ政権にとって重要な法案だ。

これに対し、下院の共和党指導部は、FTA実施法案の審議要請を受ければ、GSP／TAA法案

と同時に審議すると主張していた。 

 

 オバマ政権は 10月 13日に韓国の李明博（イ・ミョンバク）大統領を国賓として米国に

迎える予定で、それまでに韓国との FTA実施法案を前進させたいという意向もあった。各
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紙によると、ベイナー下院議長（共和党）は GSP／TAA法案審議の意向をオバマ政権側に伝

えた。オバマ政権は下院議事規則委員会が GSP／TAA法案の審議を発表したのをみて、FTA

実施法案の審議を下院に要請した。これは GSP／TAA法案と FTA実施法案の同時審議を意味

し、オバマ政権が共和党に譲歩したことを示している。 

 

＜FTAは承認される見込み＞ 

 FTA実施法案は、共和党が多数を占める下院は簡単に通過するとの見方が多い。ベイナー

下院議長をはじめ、多くの共和党議員は声明でオバマ大統領の審議要請を賞賛すると同時

に、「遅すぎた」と批判するコメントをしている。これら 3つの FTAはブッシュ前政権が

共和党と協力して相手国と交渉し締結した FTAだが、06年秋の中間選挙で民主党が上下両

院で勝利し、09年 1月にオバマ政権が誕生して以降、たなざらしにされてきたとの思いが

共和党には強い。 

 

 民主党多数の上院での採決はどうなるか。民主党議員のうちリベラル派の中には FTA自

体に一貫して反対する議員もみられるが、多くにとっては下院が GSP／TAA法案を承認する

かどうかが重要だ。通商専門誌「インサイド・US・トレード」（10月 3日）によると、ボ

ーカス上院財政委員長（民主党）やリード院内総務（同）は、GSP／TAA法案の通過を上院

財政委員会や本会議での FTA実施法案審議の条件としている。 

 

 ワシントン DCの通商専門家は、まだ FTA実施法案の議会通過を確証できないとしながら

も、「オバマ政権による FTA実施法案の審議要請は、共和党に対する懐疑的な見方をこの

件に限り払拭（ふっしょく）した結果」とし、オバマ政権と共和党指導部が両法案の通過

に向けて何らかの強い約束を交わした可能性を指摘している。 

 

 また、ワシントン DCの産業専門家は、下院共和党と上院民主党が GSP／TAA法案と FTA

実施法案可決のプレッシャーを相互にかけあっていると指摘した上で、「両法案が通過す

る可能性が高い」と読んでいる。つまり、GSP／TAA法案を可決しなければ、上院で FTAに

反対票を投じる議員が増えると下院共和党は考える。反対に、共和党指導部が約束したと

おり、下院が GSP／TAA法案を可決すれば、今度は上院民主党議員に FTA承認のプレッシャ

ーがかかるというわけだ。 

 

 多くの企業が待望している韓国、コロンビア、パナマとの FTAの実現が大きく近づいた

といえよう。 
（水野亮） 
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〇韓国、コロンビア、パナマとの FTA 法案ついに可決【米国】 

2011 年 10 月 17 日 ニューヨーク発  

 上下両院はついに韓国、コロンビア、パナマとの自由貿易協定（FTA）実施法案を可決した。同

時に下院は、オバマ政権や民主党が求めていた貿易調整支援制度（TAA）と一般特恵関税制度

（GSP）の延長法案を承認した。FTA 実施法案は数週間後のオバマ大統領の署名を経て成立す

る予定だ。FTA 締約各国での国内手続きを残しており、発効時期は未定だが、最大の山を乗り越

えたのは間違いない。 

＜韓国、パナマとの FTA に高い支持＞ 

 上下両院は 10 月 12 日、韓国、コロンビア、パナマとの FTA 実施法案すべてを批准した。

続いて下院は、GSP と TAA を含む貿易法案（H.R.2832 修正法案、以下、GSP／TAA 法案）

も賛成 307、反対 122 で可決した。FTA 相手国からの輸入拡大で失業した労働者を支援す

る TAA は、オバマ大統領や民主党が可決を強く求めてきた法案で、共和党多数の下院がそ

の要求に応えたかたちだ。 

 

 

 

 締結以来長い間批准待ちとなっていた 3 つの FTA は、1 週間から 3～4 週間後といわれる

大統領による署名、米国と FTA 締結相手の 3 ヵ国での FTA 規定に基づく各種立法手続き

や既存法の改正などを経て、外交文書の交換により発効することになる。 

 

 3 つの FTA の中で、米韓 FTA 実施法案は上下両院で最も支持されており、下院では賛成

278、反対 151、上院では賛成 83、反対 15 で可決された。米国・パナマ FTA 実施法案も

同様に、下院で賛成 300、反対 151、上院で賛成 77、反対 22 と高い支持を得て可決された。

労働組合員への暴力が問題にされ、民主党員の間で懸念する声も多かった米国・コロンビ

ア FTA 実施法案は、下院で賛成 262、反対 167、上院では賛成 66、反対 33 で可決された。 

 

＜オバマ大統領は対韓輸出拡大を強調＞ 

 オバマ大統領は、10 月 12～14 日の日程で訪米中の李明博（イ・ミョンバク）韓国大統

領を、13 日に国賓としてホワイトハウスに招待し、会談後に演説を行った。米韓 FTA 実施

法案の可決は「両国にとっての勝利だ」と評し、「農産品、航空機、電子製品などの対韓輸

11 月 10 月に成立した貿易調整支援（TAA）の概要、過去の TAA の経緯に

ついては本報告書の「Ⅳ．貿易調整支援」の項を参照 
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出が拡大する」と米国製品の輸出拡大の重要性に触れた。加えて、半分冗談めいた口調で

「米国人は現代や起亜を買うようになる。韓国人もフォード、クライスラー、シボレーを

購入してほしい」と述べた。自動車に関する約束は議会にとって最大の懸案事項の 1 つだ

った。07 年 6 月に FTA を締結したにもかかわらず両国は自動車交渉を継続、10 年 12 月に

合意に至り、米国側の輸入関税の引き伸ばしや、自動車特別セーフガードを導入した経緯

がある。 

 

（水野亮） 

 
  



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  18 

 

 

（2）米国―韓国 FTA の分析  
 

〇自動車関税撤廃スケジュールを引き延ばし―米韓 FTA 交渉で合意―【米国】 

2010 年 12 月 07 日 ニューヨーク発  

 米韓自由貿易協定（FTA）の早期発効を目指す両国政府は 2010 年 12 月 3 日、自動車分野の

修正交渉で合意に達したと発表した。2007 年 6 月の締結時点で米国が約束した協定発効直後の

関税撤廃を大幅に遅らせることになった。また、自動車特別セーフガードを協定に含めることで、

韓国車の輸入急増の際には容易に関税引き上げ措置をとることができる。今後牛肉などの懸案

事項でも合意すれば、発効に向けて議会での批准にかけることになる。だが、議会にはいまだ反

対の声が多く、オバマ政権がどう調整していくかが注目される。 

＜「労働者」のための自動車合意＞ 

 米韓 FTAの早期発効を目指す両国政府は、11月にオバマ大統領がソウルを訪問した際に

は懸案事項を解消できなかった。しかし「数ヵ月ではない。数週間以内に解決を目指す」

とのオバマ大統領の宣言を受けて懸命に協議を続け、自動車分野の修正交渉で合意に達し

た。 

 

 「合意は米国の労働者にとっての勝利だ」。オバマ大統領は 4日のスピーチで合意をた

たえた。国内の失業率は依然として高い水準にある。大統領は「米国産自動車やトラック

の製造業者は韓国市場へのアクセスを拡大した」と続け、米国車の対韓輸出拡大を通じた

雇用の増加に期待している。 

 

 同時に、自動車関税撤廃スケジュールの引き延ばしや特別自動車セーフガードの新規導

入など、合意内容は国内自動車産業や労働者保護の意味合いが強いのも事実。ミシガン州

やオハイオ州出身の民主党議員やフォード、クライスラーなど自動車業界、全米自動車労

働組合（UAW）は、07年 6月にブッシュ政権が締結した米韓 FTA（以下、07年 FTA）は韓国

からの輸入車に有利な内容と反発し、協定の議会批准に反対してきた。 

 

 また、ピュー・リサーチセンターが 11月に発表したアンケート結果によると、10月時点

で米国民の 44％が FTAは米国に「悪い」影響を与えると答えている。これは「良い」の 35％

を上回り、08年 4月の調査結果に次いで高かった。特に、アンケート結果は韓国との貿易

拡大が米国に悪影響を与えると考える国民が多いことを示している。従って FTA法案の議

会承認のためには、議員や自動車業界、さらには国民が納得する内容、すなわち 07年 FTA
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で韓国が約束した市場アクセス水準の引き上げと同時に、米国が約束した自由化水準の引

き下げを必要とした。「労働者にとっての勝利」という言葉はこの両面の成功を賞賛して

いる。 

 

 一方、自動車とともに米国が韓国に求めていた月齢 30ヵ月未満に限定した牛肉輸入の開

放については、韓国側の反対が強く合意に達していない。米国政府は今後引き続き協議を

続けると発表している。 

 

＜自国に優しく、韓国に厳しく＞ 

 今回の自動車合意は、「労働者」がキーワードになった。労働者保護の観点でいえば、

合意事項の目玉の 1つは自動車関税撤廃スケジュールの引き延ばしだ。07年 FTAでは、米

国は乗用車輸入に対する 2.5％の関税を、韓国産について協定発効直後に撤廃すると約束し

ていた。協定文の修正作業には数週間かかるといわれており、正確な内容はまだ不明だが、

米国通商代表部（USTR）の発表によると、今回の合意により、協定発効後 4年間は 2.5％を

維持し、5年目に撤廃するという。一方、韓国は当初、乗用車に課している 8％の関税を協

定発効直後に撤廃の予定だったが、これを変更して協定発効後に 4％まで削減、その後 5年

目に撤廃する。 

 

 米国はトラックの輸入に 25％に上る高関税を課しているが、07年 FTAでは韓国産に対し

て協定発効直後から税率の削減を開始し、10年目に撤廃する予定だった。今回の合意では

協定発効後 8年間は 25％の水準を維持し、その後 3年間かけて撤廃することを約束した。 

 

 こうした関税撤廃スケジュールの引き延ばしに加え、米国は特別自動車セーフガード条

項の導入に成功、さらに自国の自由化水準を下げる。一般にセーフガードは、貿易の自由

化過程で相手国からの輸入が急増し、国内産業に損害を与える場合に適用される一時的な

関税引き上げ措置を指す。07年 FTAでは農産品を除く産品すべてに適用されるセーフガー

ド条項を導入したが、今回の合意により、韓国産車に対しては特別なルールを採用する。 

 

 前者のセーフガード条項と自動車特別セーフガード条項との違いは大きく分けて 2つあ

る。1つは、一般のセーフガードは関税撤廃終了後は発動できないが、今回の特別セーフガ

ードの場合は関税撤廃後 10年間は発動可能になっている。もう 1つは、前者のセーフガー

ドを発動する際には措置の対象になっている品目以外の関税を引き下げるといった補償を

相手国に与えなければならないが、自動車特別セーフガードの場合、協定発動後 2年間は

補償しなくてもいい。 
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 総じていえば、米国は乗用車やトラック関税の撤廃期間を大きく引き延ばしただけでな

く、関税撤廃以降も韓国車の輸入が急増した場合には自動車特別セーフガードを発動し、

関税を引き上げることができる。向こう約 20年は何らかのかたちで米国自動車産業保護の

保障を与えることを意味し、過去には短期間での貿易自由化を特徴としてきた米国 FTAの

中では異例の内容といえる。 

 

 米国は国内自動車産業保護の観点から、関税撤廃スケジュールの引き延ばしを韓国に認

めさせる一方、韓国には安全基準や環境基準に関する 07年 FTAでの約束の変更による非関

税障壁の削減を約束させた。韓国は米国の自動車メーカーに対してそれぞれ年間 6、500台

までの輸入を対象に、米国の安全基準を満たしている限り、自国の安全基準適用の例外と

していた。今回の合意により、韓国はこの台数を 2万 5,000台まで増やした。また、環境

基準については、韓国は自国の温室効果ガス排出や燃費基準目標数値より 119％増以内の排

出を米国車に許した。 

 

＜反対の声、依然として根強く＞ 

 07年 FTA締結から早くも 3年以上が経過した。議会での早期批准を目指し、自動車・牛

肉の懸案事項解消をオバマ大統領は強調してきたが、11月の自身のソウル訪問までに合意

を実現できなかった。この難しい自動車分野での合意をソウル訪問後 2週間強で達成でき

た理由の 1つには、11月 23日の北朝鮮の韓国砲撃事件があると指摘する専門家の声が多い。 

 

 米国は FTAを経済的動機だけでなく、政治的動機に基づき締結する傾向がある。ブッシ

ュ政権は世界同時多発テロ以降、数多くの中東諸国と FTAを締結した。FTAは締結国同士の

「緊密さ」や「安全保障同盟の永久化」を示すものととらえているのだ。その文脈でいえ

ば、「朝鮮半島での事件は米韓両国政府に強い動機を与え、自動車合意実現につながった」

（ワシントンの産業専門家）といえる。 

 

 ただし、残りの牛肉やそのほかの懸案事項を解消した後に FTA法案を提出するとすれば、

早くとも 11年以降、すなわち中間選挙で圧勝した下院共和党多数議会での提出になる。一

般的には自由貿易支持派が多いといわれる共和党議員の一部は自動車合意を賞賛し、米韓

FTAの議会批准を支持すると発言した。「議会承認に向けて議会や政権と作業するのを楽し

みにしている」。次期下院歳入委員長候補のデーブ・キャンプ議員（ミシガン州）や貿易

小委員長候補のケビン・ブレイディー議員（同）はそろって FTA法案支持を表明した。 

 

 全米商工会議所や全米製造業者協会（NAM）など業界団体はもちろんのこと、フォードも



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  21 

 

今回の自動車合意を賞賛した。同社のアラン・ムラリー最高経営責任者（CEO）は「新たな

条項は、韓国の消費者らにより良いサービス・製品を提供できるとの自信を当社に与えた」

と強調、合意事項に満足感を示した。UAWも自動車合意を支持した。自動車業界や UAWとの

間で話し合いの機会を設けながら韓国側との交渉を進めてきたオバマ政権の努力が功を奏

したようだ。 

 

 一方、反対の声が多いのも事実だ。下院議会での反対派の先鋒は貿易作業グループ（TWG）

だ。そのグループ長のマイク・ミショー下院議員（民主党）は、2週間前にオバマ大統領と

の会議で要求した労働者権利の保護やオフショアリング防止策が含まれていないとして、

「われわれのゴールにはほど遠い内容。議会の同志と組んで法案排除のために何でもする」

と強い反対を示した。新議会では TWG議員は尐なくとも 82人に上ると予想されており、オ

バマ政権にとっては TWGとの調整が最大の難関になりそうだ。 

 

 上院議会ではマックス・ボーカス財政委員長（民主党）やシェロッド・ブラウン議員（民

主党）が今回の合意に強く反対している。ボーカス議員の不満は地元モンタナ州の主要生

産物の牛肉交渉に進展がみられないことだ。オバマ大統領が 6月に「決定的に重要なイシ

ュー」で、FTAを進展させる前に「解決すべき」問題と指摘したことを引き合いに出し、「深

く失望している」と述べた。 

 

 議席数を落としたとはいえ、上院は 11年も FTAに懐疑的な民主党が多数を占める。今後

オバマ政権にとって共和党との協調が必要不可欠になると考えられる中、逆に「民主党、

特にリベラル派との調整は難しくなる」（ワシントンの通商専門家）といわれる。 

 

 また、今回下院で新たに 24議席を獲得し、新議会で総勢 76人となるティーパーティー

支持議員の存在も気になるところだ。ティーパーティーは基本的に FTA反対の立場だ。他

方、新たに加わる 24人はそれほど FTAに反対しているわけではないとの声も聞かれる。ワ

シントンの通商専門家は「財政赤字など、ティーパーティー支持議員にとってより重要な

政策アジェンダでの譲歩と引き換えに、通商に関するスタンスを緩和する可能性はある」

とみている。 

 

 多くの利害関係者と話し合いながら韓国と交渉を進めてきたオバマ政権だが、朝鮮半島

の事件を契機に合意を急いだ点も否定できない。反対派との調整を含めて、米韓 FTAの実

現に向けた正念場はこれからといえる。 

（水野亮） 
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〇米韓 FTA は交渉後 4年経て批准へ【米国】 

2011 年 6 月 15 日発行 「ジェトロ・センサー」7 月号 国際経済研究課 

 2007 年 4 月に交渉妥結した米韓自由貿易協定（FTA）は、ようやく批准手続きが始まろうとして

いる。ブッシュ政権期に妥結した内容は民主党支配の議会から支持が得られず、たなざらしにな

っていた。それが、10 年中間選挙での共和党の躍進と、10 年末に自動車の関税撤廃スケジュー

ルなどを見直すことで両国政府が再合意したことで、批准が進められる状況となった。米議会は 7

月 1 日までに批准法案の採決を済ませるスケジュールを描く。米国国際貿易委員会（ITC）がまと

めた、協定の影響評価報告書の内容を紹介するとともに、米国市場で日韓製品の競争はどうな

るかを、品目別に探ってみた。特に韓国の合成繊維は対米輸出増が見込まれる。 

＜米韓 FTA を優先＞ 

 米国が抱える批准待ちの三つの FTA（韓国、コロンビア、パナマ）は、長期にわたり国内

の政争の材料となってきた。ところが、2010 年の中間選挙で下院が共和党多数に転じたこ

とで、議会批准を求める声が強まった。このうち、対韓 FTA については両政府間で内容に

再合意が得られたことで、オバマ政権はゴーサインを出すに至った。しかし、コロンビア

とパナマについては依然、批准に向けた歩みは遅い。労働組合は一般的に FTA には反対の

姿勢だ。昨今の民主党政権の足取りの重さがこのような労働組合の意向を反映したものと

みる層は、「既に 12 年再選挙に向けた支持層固め戦略の一環だ」と冷ややかに指摘する。 

 

 そもそも、前ブッシュ政権は合意済み FTA の批准については、妥結した順番（①コロン

ビア、②パナマ、③韓国）で進める予定だった。ところが、現オバマ政権は韓国を筆頭に

据えている。政権の意向や経済状況によって、それまでの原則がいとも簡単に変更されて

いる。 

 

＜対韓で化学品や一般機械、対米で繊維輸出増を予想＞ 

 米国は、米韓FTAにより対韓輸出が97億～109億ドル増えると見込む。ITCは、生産や雇用

に対して「プラスだが効果は緩やか」と評している。輸出増の期待が大きい食肉分野は11

億～26億ドルだが、国内生産や雇用は大きく見積もっても2%増えるだけだと分析する。ほ

かに輸出が目立って増えると見込まれるのは化学品（27億～29億ドル）と一般機械（28億

～29億ドル）だ。 

 

 他方、韓国の対米輸出は64億～69億ドル増加すると予想。主な増加品目は繊維・アパレ

ル（27億～31億ドル）、自動車・同部品（13億～17億ドル）、化学品（7億～8億ドル）な

どだ。もっとも、これら韓国輸出の伸びの全てが米国製品を侵食するわけではない。韓国

繊維製品の伸びの約90%、自動車の伸びの約55%は他の外国製品の輸出シェアを食うかたち

になるとしている。 
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＜韓国合繊の対米輸出増見込む＞ 

 日韓の対米輸出で変化が出そうな品目は何か。主要な品目について、米国の標準的な税

率と、両国が占めるシェアをみてみよう（表）。 

 

 

 

 乗用車については、米国は2.5%の関税を課しているが、再合意の結果、協定発効後4年間

は現行税率を維持し5年目に撤廃することになった。元々税率が低いことに加えて、しばら

くは日本車も同じ競争条件下に置かれる。 

 

 ピックアップトラックについては元来貿易額が大きくないことに加えて、25%の高関税を

10年かけて撤廃するスケジュールである。「発効後数年は、韓国の対米輸出は増えない」

とITCは分析する。 

 

 他の鉱工業製品の中で、「携帯電話」（HS8517）や「半導体」（HS8542）、「鉄鋼」（HS72、

73）では韓国が日本のシェアを上回る。ただ、これら品目の大半は米国で既に無税であり、

米韓FTAが韓国の輸出を特段後押しするわけではない。他方で、ベアリングや電動機、発動

機、プラスチックなど、現在の関税が5%以を超える品目は尐し状況が違う。これらの品目

では韓国が輸出を伸ばす可能性がある。 

 

日本 韓国
84 249,674 9.9 3.7

ベアリング 8482 2.4～9.9% 2,195 27.2 2.8
85 258,259 7.1 5.9

電動機、発電機 8501 0～6.7% 5,978 11.4 2.1

ＴＶ受像機
（ブラウン管、液晶など）

852871
～852872

0～5.0% 24,245 0.2 1.0

ＴＶ用部品 8529 0～4.0% 2,996 12.8 3.7
電線 8544 0～5.3% 12,257 1.8 0.9

86～89 204,867 21.4 4.7
乗用車 8703 2.5% 115,325 27.7 5.7
貨物自動車
（ピックアップトラック）

8704 25.0% 11,708 3.7 0.0

自動車部品 8708 2.5% 42,118 17.2 6.1
72～73 0～12.5% 48,125 6.2 5.1
28～40 214,302 6.0 1.9

プラスチック 39 6.5% 34,967 5.8 3.0
タイヤ 4011 0～4.0% 10,335 15.3 11.4
合成繊維 54～55 0～25.0% 3,559 5.1 8.2

時計 91
部品ごとの

積み上げ〔注〕
3,743 20.1 0.2

総額 1,912,092 6.3 2.6
時計は、ムーブメント、ケース、ストラップ、電池など部品ごとに課税される。時計として平均すると10%前後。

資料：米貿易統計、米関税率表から作成

一般機械

電気機器

輸送機器

鉄鋼
化学品

ほか

輸入シェア
HSコード 一般税率

（標準的な税率）
対世界輸入額

（100万ドル）

表　米国の主要品目別輸入に占める日本、韓国のシェア（2010年）
（単位：100万ドル、％）
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 冒頭で挙げた繊維製品は、韓国がシェアを伸ばすことが確実とみられる。特にポリエス

テル繊維などの「人造繊維・織物」（HS54、55）では、①元々8～5%前後と関税が比較的高

い、②発効後即時関税撤廃となる品目が多い、③現在の対米輸出シェアで日韓が競合、と

いった状況がある。このため、FTAにより韓国製品の輸出は増えるだろう。 

 

 ITCも韓国を「競争力を有しており、一大対米供給国」と分析している。例えば、人造繊

維では韓国製品が米国品を代替し、アパレル製品では、NAFTA諸国や中米諸国が持つ輸出シ

ェアを奪うと見通している。 

 

＜ビザ有効期間の改善はコスト減に＞ 

 モノの輸出入以外の分野では、米国非移民ビザの期間延長が再合意に含まれた。韓国企

業駐在員にとってメリットが大きそうだ。一般に駐在員が使うことの多いL-1ビザ（企業内

転勤ビザ）は、3-2-2 年の期間で更新が可能だが、米韓FTA はこれを5-2 年と期首の有効

期間を長くする。 

 

 更新手続きは書類提出のみで済まず、パスポートにビザスタンプを押してもらうために

各人が3～4日の日程で国外（一般的にはカナダや日本）に出て米国の在外公館で面接を受

ける、非常に面倒なものとなっている。それに伴う旅費、申請料、弁護士料は、一家4 人

家族と仮定すると合計でおよそ1万ドルに上る。 

 

 駐在員は一般に3～5年の任期が多いため、期首が5年であればこの手続きからほぼ解放さ

れることになる。韓国企業にとっては事務コスト、費用の軽減という点でメリットになる。

ビザ発給枠の拡大には通常米議会が移民政策の観点から猛反発するが、このような期間の

改編であれば、議会から特段の異論は聞かれない。 

 

（山田 良平） 
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〇米韓 FTA で日韓の競争力に変化も【米国】 

2011 年 10 月 27 日 ニューヨーク発 

 米国議会は 10 月 12 日、韓国との自由貿易協定（FTA）の実施法案を賛成多数で可決、10 月 21

日にはオバマ大統領の署名も完了した。今後、韓国議会での批准承認を経て発効する。米韓

FTA は関税の削減・撤廃のほか、非関税障壁、サービス、投資の自由化など広範な分野を対象

としているが、中でも日本企業への影響が懸念されるのが関税の削減・撤廃だ。各国の貿易統

計などを基に、日本と韓国の競合関係を比較しつつ、米韓 FTA の日本企業（製品）への影響を探

った。 

＜米国市場で競合する日韓製品＞ 

 2010 年時点の日本から米国への輸出額は 1,182 億ドルで、日本の総輸出額の 15.4％を占

める。09年に、仕向け先国 1位の座を中国（10年の輸出額 1,490億ドル、総輸出額の 19.4％）

に明け渡したものの、依然として日本にとって重要な輸出先であることには変わりない。

対して、韓国から米国への輸出額は 498 億ドル（総輸出額の 10.7％）で、金額では日本の

約半分程度にとどまるが、同様に中国に次いで第 2 位の仕向け先になっている。米国の輸

入統計からみると、日本からの輸入は 1,250 億ドル（総輸入額の 7.0％）、韓国からは 489

億ドル（同 2.8％）で（注 1）、輸入先のそれぞれ 4 位、7 位になる。 

 

 米韓 FTA の発効に伴い、日本製品の米国向け輸出競争力にどのような影響が見込まれる

か。それを探る前提として、米国の輸入市場での日韓の競合関係を概観する。表では、米

国の日本および韓国からの輸入のうち、金額で上位 10 品目（HS2 ケタベース）を示した。

日韓に共通しているのは、自動車、機械類、電気機器・同部品の 3 品目が上位 3 位までを

占め、かつその合計が輸入全体の 7 割前後を占めている点だ。そのほかの品目でも重複す

るものが多い。 
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 さらに、比較顕示優位指数（RCA 指数）を基に、米国市場での日韓両国製品の輸出競争

力を比較する。RCA 指数の具体的な計算式と意味は注 2 のとおり。ここでは、米国を世界

大の市場ととらえ、米国の輸入統計で日韓の輸出競争力を比較した。全体を概観するため、

HS（関税分類番号）2 ケタベースを使用し、日韓いずれも RCA が正値となる品目を示した

のが、図 1 だ。45 度線より上にある品目は韓国製品により競争力があり、45 度線より下に

ある品目は日本製品が優位にあることを示す。 

 

 

図１　日韓の米国向け輸出競争力

（注１）RCAの算出式は本文の（注２）を参照。
（注２）図中に掲載されていない「写真用又は映画用の材料」

（HS37類）の座標は（6.6、0.2）。
（資料）米国貿易統計から作成
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 これをみると、米国市場では「写真用または映画用の材料」（HS37 類、注 3）、「卑金属

製の工具、道具、刃物、スプーンおよびフォークならびにこれらの部分品」（82 類）、「鉄道

用または軌道用の機関車および車両ならびにこれらの部分品」（86 類）、「自動車および同部

分品」（87 類）、「楽器ならびに同部分品および附属品」（92 類）などの品目では、日本製品

が比較優位にある。 

 

 これに対し、「ゴム・同製品」（40 類）、「人造繊維の短繊維およびその織物」（55 類）、「含

浸織物類・繊維製品」（59 類）、「鉄鋼製品」（73 類）、「電気機器・同部分品」(85 類)では、

韓国製品が優位に立っている。また、「原子炉、ボイラーおよび機械類ならびにこれらの部

品」（84 類）では、両国製品の競争力はほぼ拮抗（きっこう）している。 

 

＜機械類の一部で日本に悪影響か＞ 

 機械類（84 類）について、米国側の関税分類である HTS（10 ケタ）で詳細な分析を試

みた。その際、両国からの輸入単価に大幅な乖離がある場合、RCA による輸出競争力が拮

抗していても、同一品目内で価格帯によるすみ分けが行われていることも想定されるため、

日本／韓国の輸入単価比が 0.5 以上 2.0 以下の品目に絞り込んだ。また、米国側の譲許表に

基づき、米国の基本関税率が既に無税の品目を除外した。そのうち、日韓両国からの輸入

額がともに 1,000 万ドルを超える品目が、表 1 に掲げた 12 品目だ。 

 

 

 

 金額の大きいものでは、日本企業が比較的得意としている旋盤などの工具や数値制御工

作機（マシニングセンター）なども含まれる。また、ポンプ類では、輸出競争力だけでな

く、価格面でも拮抗している品目が多い。基本税率はさほど高くはないため、米韓 FTA の

発効がコスト競争力に与える影響は限られるとの見方も可能だが、発効後に即時撤廃され

表1　米国輸入市場において、日韓の競争力が拮抗する品目（HS84類）

8401400000 原子炉の部品 91.0      33.6    28.6   4.9 11.3 119,570  91,281  1.3 3.3
8409915085 航空機エンジンの部品 2,562.4  774.2   177.5  3.8 1.7 16         9         1.7 2.5
8413309030 燃料用のポンプ 562.0    96.0    17.5   1.7 0.2 23         23       1.0 2.5
8413309060 潤滑油用のポンプ 175.0    16.9    59.3   0.5 12.3 34         54       0.6 2.5
8413309090 その他のポンプ 414.6    54.0    18.6   1.1 0.8 29         24       1.2 2.5
8414100000 真空ポンプ 493.6    62.2    29.4   1.0 1.3 894       783      1.1 2.5
8457100015 マシニングセンター（自動工具交換装置付） 159.9    95.0    15.9   8.4 2.9 110,701  57,547  1.9 4.2
8458110030 旋盤（数値制御式、定格電力18.65kw未満） 208.6    133.8   40.0   9.2 6.5 118,814  61,282  1.9 4.4
8458110050 旋盤（同上、定格電力18.65kw以上37.3kw未満） 109.1    74.0    18.9   9.8 5.8 170,992  99,871  1.7 4.4
8479899899 機械類（固有の機能を有するその他のもの）（注） 1,395.5  273.2   78.9   2.1 1.2 211       223      0.9 2.5
8480718045 ゴム・プラスチック成形用型（射出式又は圧縮式） 768.4    94.6    33.9   1.0 0.7 2,212     3,000   0.7 3.1
8481809015 コック、弁その他これらに類する物品（その他のもの） 799.4    139.7   43.9   1.8 1.2 4          3         1.2 2.0
（注）発効から満10年後に撤廃。その他は発行後即時撤廃。
（資料）米国貿易統計および米韓FTA協定書、米国側譲許表（ANNEX 2-B、Tarriff Schedule of United States）から作成
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日本 韓国 日本 韓国 日本①
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る品目がほとんどなので、日本企業にとって悪材料が 1 つ加わることになる。 

 

＜自動車は現地生産やメキシコからの輸出が緩衝材に＞ 

 加えて注目すべきは自動車分野だ。同分野に関しては、米国がトラックに 25％の高関税

を課していること、また、米韓 FTA 交渉でも、10 年 12 月には、07 年 6 月に約束した協定

発効直後の関税撤廃を大幅に遅らせることで合意に達するなど、両国間交渉の中でも特に

慎重に扱われた経緯がある。 

 

 自動車および同部分品（87 類）について、前述と同様の分析を試みたものが表 2 だ。金

額で大きいのは、比較的大型の乗用車が多くを占めるほか、ギアボックスなどの部分品も

多く含まれる。これらの品目の基本関税率は 2.5％と低いが、自動車 1 台当たりの最終価格

にすれば数百ドルの差が生じる。日本車メーカーへの影響は無視できない。他方、サスペ

ンション、マフラー、クラッチなどの部品類は、価格面で拮抗している品目が尐なくない

こと、さらにほとんどの品目で発効後に関税が即時撤廃される点には留意する必要がある。 

 

 

 

 さらに、日本および韓国の自動車メーカーは輸出だけでなく、現地生産も行っているた

め、輸出競争だけでは、市場プレゼンスへの影響は測りにくい。日本と韓国企業の米国で

の現地生産の状況を示したのが図 2 だ。 

表2　米国輸入市場において、日韓の競争力が拮抗する品目（HS87類）

8703230044 乗用自動車（1500cc～3000cc,内部容積が2.4-2.8立方メートル） 5,062.7     984.2      1,212.2    2.1 8.4 14,929.4    11,191.9    1.3
8703230046 乗用自動車（同上、内部容積が2.8-3.1立方メートル） 12,102.6    3,530.2    2,189.6    3.6 6.1 15,157.5    11,559.4    1.3
8703230048 乗用自動車（同上、内部容積が3.1-3.4立方メートル） 9,797.5     3,714.9    894.8      5.0 2.6 19,258.5    10,885.0    1.8
8703230052 乗用自動車（同上、内部容積が3.4立方メートル以上） 15,142.6    5,377.7    648.4      4.6 0.7 17,874.7    13,894.8    1.3
8703240068 乗用自動車（同上、内部容積が3.4立方メートル超）（注） 7,830.6     1,839.6    275.7      2.7 0.4 46,973.4    29,336.1    1.6
8708295060 自動車の部分品（車体、バンパー、シートベルト以外、その他のもの） 7,231.6     589.4      358.0      0.3 0.9 1.6           0.9           1.8
8708401110 ギヤボックスおよびその部分品 3,997.6     1,255.0    251.3      4.0 1.5 1,559.6     970.8        1.6
8708806590 懸架装置（サスペンション）およびその部分品 1,380.4     242.3      144.1      1.8 3.1 1.6           1.3           1.2
8708925000 消音装置（マフラー）および排気管並びにこれらの部分品（その他のもの） 509.0        79.8        57.9        1.5 3.5 4.2           4.0           1.1
8708937500 クラッチおよびその部分品、その他のもの 622.7        83.2        86.0        1.1 4.4 3.4           3.8           0.9

8708947550
ハンドル、ステアリングコラムおよびステアリングボックス並びにこれらの部
分品（その他のもの） 2,693.0     254.5      143.0      0.5 1.1 3.3           4.4           0.7

8708995500 ゴムを含む振動制御部品 220.9        29.5        22.7        1.1 3.0 4.1           2.3           1.8
8708996810 自動車用の鍛造ユニバーサルユニット 23.0         3.0         4.9         1.0 7.3 2.1           2.4           0.9
8708996890 その他の部品 3,322.1     1,626.8    189.9      6.8 1.2 8.4           6.5           1.3

（注）発効から満３年後に撤廃。その他は発行後即時撤廃。
（資料）米国貿易統計および米韓FTA協定書、米国側譲許表（ANNEX 2-B、Tarriff Schedule of United States）から作成。
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 10 年時点の日本メーカーによる米国での現地生産は 267 万 6,084 台で、韓国メーカー（現

代自動車、起亜自動車の合算）は、05 年以降急速に現地生産台数を増やしてはいるものの、

日本メーカーの約 6 分の 1（45 万 4,165 台）にとどまる。また、輸出に対する比率も、韓

国の現地生産台数は輸出（51 万 952 台）の約 0.9 倍なのに対し、日本は輸出（153 万 1,026

台、四輪車の合計）の約 1.7 倍に達しており、韓国と比較して、輸出よりも現地生産での対

応で先行している（注 4）。加えて、日本メーカーはメキシコでの米国向け輸出拠点の設置、

増設を加速している（注 5）。 

 

 米韓 FTA の影響は、日本からの輸出に限られ、現地生産、あるいはメキシコからの対米

輸出に対しては中立と考えられるため、韓国企業に先行している日本企業が受ける影響は

限られるとの見方もできよう。 

 

 ただし、このところの円高に加え、日本企業にとっては韓国企業との競争上、不利な立

場に立たされることは間違いない。また、自動車分野は部品だけでなく、鉄鋼や化学など

幅広い分野に影響を及ぼす可能性が高いため、その影響についても過小評価することなく、

注視する必要があろう。 

 

（注 1）日韓両国の対米輸出と、米国の両国からの輸入の数値に乖離があるのは、各国の輸

出統計が仕向け先ベース、かつ船積み渡し価格（FOB）で計上されるのに対し、輸入は原

産地ベース、かつ運賃・保険料込み価格（CIF）で計上されることによる。以下の分析では

原産地同士の輸出競争力の実態に近い状況を把握する観点から米国の輸入統計を使用した。 
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（注 2）A 国の i 財の世界における輸出競争力（RCA）は、「（A 国の i 財の輸出額／A 国の

輸出総額）／（世界の i 財の輸出額／世界の輸出総額）－1」によって算定される。世界へ

の平均的な輸出比率と比較し、どのような財に比較優位があるかをみることができる。こ

の数値が正（プラス）であれば比較優位があり、負（マイナス）であれば比較务位にある

ことになる。 

（注 3）日本が 6.6、韓国が 0.2 と、値が 3 を超えるためこの図には出てこない。 

（注 4）起亜自動車の公表データ（10 年）によると、同社は米国での販売台数（35 万 6,268

台）のうち、韓国から 24 万 8,066 台、米国の現地工場から 10 万 8,202 台を出荷している。 

（注 5）日産、マツダ、トヨタ、日野自動車などがメキシコに生産拠点を持つほか、ホンダ

も新工場の建設に乗り出した。韓国メーカーは、現代と起亜が 09 年 11 月にメキシコ工場

を建設、13 年中の生産開始を計画中との報道があったが、現時点で生産統計などからは確

認されていない。 

 

（東野大） 
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〇韓国との同盟関係を多元化・強化【米国】 

2011 年 11 月 10 日 ニューヨーク発  

 オバマ大統領は 10 月 12～14 日に訪米した韓国の李明博（イ・ミョンバク）大統領を異例の厚遇

で歓迎した。両国政府は、軍事分野にとどまらない米韓同盟の多元化と強化を目指したい考えだ。

米韓自由貿易協定（FTA）はその一環として位置付けられる。 

＜李大統領を異例の厚遇＞ 

 李大統領は、ちょうど米国議会が米韓 FTA実施法案を可決した 10月 12～14日、米国に

滞在した。オバマ大統領は 13日に国賓として李大統領をホワイトハウスに招待し、歓迎式

典や夕食会を行った。韓国の大統領が国賓として訪米するのは 1998年の金大中大統領以来

13年ぶりだ。両首脳は米韓 FTAの早期発効を目指すことで合意したほか、北朝鮮の非核化

に向けて連携を強化し、さらに圧力をかけていくことなどを確認した。 

 

 これに先立ち、李大統領は国防総省でパネッタ国防長官や同省高官らと 12日に会談、

「ザ・タンク」と呼ばれる情報分析用の特別会議室に外国首脳として初めて招かれた。同

日夜にはオバマ大統領と李大統領がワシントン郊外の韓国料理店を訪れ、非公式の夕食会

を開いた。オバマ大統領が、招待した相手国の料理が出るレストランに出向いて食事をす

るのは極めて異例だという。 

 

 両大統領は 14日、自動車産業が集積するミシガン州デトロイト郊外にあるゼネラル・モ

ーターズの工場をそろって視察。米韓 FTAが雇用創出に大きな役割を果たすことをアピー

ルした。オバマ大統領が外国の首脳とともに地方都市を訪問することも異例とされている。 

 

 異例づくしの李大統領に対する厚遇だったが、オバマ大統領が外国の首脳の応接に 3日

間を割くのも珍しく、両国が過去にない緊密な関係を構築していることがうかがえる。韓

国側は今回の李大統領の訪米により、米韓同盟の多元化と強化を目指したい考えだった。

軍事分野にとどまらない同盟関係の強化を目指していた韓国が、米韓 FTAの米国側の批准

で、その関係に経済的要素を加えられたことは、訪米の大きな成果といえる。 

 

＜アジアの重要なプレーヤーに位置付け＞ 

 一方、李大統領に対する厚遇には、韓国との関係強化を望む米国の思惑もある。米国が

韓国との関係強化を望む背景には、（1）北朝鮮の非核化に向け、両国が協力関係を構築す

る必要があること、（2）台頭する中国への牽制、（3）グローバルプレーヤーとしての韓
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国への期待、などがあるとワシントンの専門家は指摘する。 

 

 （1）については、北朝鮮の核放棄に向けて、米韓が緊密に連携していくことを 13日の

首脳会談で確認した。オバマ大統領は共同記者会見で「北朝鮮が今後も国際義務を無視し

続けるなら圧力はさらに増し、北朝鮮はさらに孤立することになる。核兵器を放棄し、非

核化に向けて取り組むなら、北朝鮮国民に対する安全は増すだろう」と述べ、北朝鮮の核

開発に向けた動きを牽制した。 

 

 （2）について、北朝鮮への影響力が強い中国は、北朝鮮との友好関係をより強化してい

くとしている。クリストファー・ヒル元東アジア・太平洋担当国務次官補は、中国に対し

て米韓が協力して外交的プレッシャーをかけていく必要があると 10月 26日の公聴会で証

言している。今後、米韓は北朝鮮問題で足並みをそろえるとともに、軍事分野にとどまら

ない政治、経済、外交分野などでの同盟関係を強化していくと思われる。 

 

 （3）については、北朝鮮問題などで中国から協力的な対応をすぐに得ることは難しく、

日本も震災の復旧に注力している中、米国は韓国をほかのアジア諸国の中でも重要なプレ

ーヤーとみている、と先の専門家は指摘している。今後、グローバルプレーヤーとしての

韓国への米国の期待は増していくと考えられる。 

 

（吉田薫） 
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〇韓米 FTA、国会で批准案可決【韓国】 

2011 年 11 月 24 日 ソウル発  

 難航していた米国との自由貿易協定（FTA）批准案が 11 月 22 日、国会本会議で与党ハンナラ

党の強行採決で可決された。批准案通過に対し、経済界や同 FTA で恩恵を受けると予想される

産業界は歓迎したが、被害が予想される農業界などは激しく反発している。 

＜与党が強行採決＞ 

 国会は 11月 22日、本会議を開き、米国との FTA批准案と 14の関連法案を可決した。出

席議員 170人のうち、賛成 151人、反対 7人、棄権 12人と、与党ハンナラ党単独の強行採

決で可決された。民主党など野党は強行採決に強く反発し、今後の国会日程をボイコット

すると宣言、12月 2日が法定期限の予算案審議などが滞り、国政の空白が予想される。 

 

 一方、国会での批准案可決に対し、各経済団体は即座に歓迎の意を示した。韓国貿易協

会は「韓米 FTAは韓国の貿易と経済史の中で最も画期的な転機」と評価し、「グローバル

経済の危機深化により競争が激化する中で、この FTAで米国市場の先取り効果はもちろん、

価格競争力を高め、韓国企業のシェア拡大に大きく寄与できる」との声明を出した。全国

経済人連合会（日本の経済団体連合会に相当）は「批准案可決を大変歓迎し、12年 1月の

発効に向けて不備なく準備すべき」、大韓商工会議所は「米国との経済高速道路が構築さ

れ、韓国が欧州、アジア、北米の 3大陸を結ぶ自由貿易の中心に飛躍できる」など、歓迎

と期待を示した。 

 

 しかし、被害が予想される農業界、製薬業界などは強く反発し、批准無効や追加交渉推

進などを主張する抗議声明の発表や抗議デモなどを行っている。 

 

＜自動車・同部品、繊維、電子などに恩恵＞ 

 米国との FTAにより、韓国経済はプラスの影響を受けるといわれている。11年 8月に政

府系シンクタンク 10機関が共同で発表した「韓・米 FTA経済的効果再分析」によると、発

効後 10年間に韓国の実質 GDPは 5.66％増え、消費者余剰（消費者が得る便益）は同 321億

9,000万ドル増と、韓国経済に大きく貢献すると分析されている。また雇用面では、短期的

には 4、300人、生産性増大を考慮した長期的には 35万 1,300人の雇用を創出すると予測

されている。 
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 FTAにより、発効後 15年間で、対世界輸出は年平均 31億 6,700万ドル、対米輸出は、同

12億 8,500万ドル増加すると分析され、品目別では、自動車・同部品、繊維、電子製品な

どが直接的な恩恵を受け、農水産業、製薬業、サービス業などはマイナス効果があると分

析されている。特に、被害が大きいと予想される農業と水産業は、それぞれ発効後 15年間

の対米輸入が年平均 4億 2,400万ドル、同 1,178万ドルそれぞれ増加すると分析されてい

る。 

 

＜12年 1月 1日の発効は不透明＞ 

 政府は 12年 1月 1日に韓米 FTAを発効させることを目標としている。そのため、11月

29日に大統領の正式署名を得て、12月から米国と発効日の交渉作業に入る予定だ。しかし、

批准案と 14の関連法案の下部法令（施行令、施行規則）との整合性の確認作業（米国側は

不要）が残っており、12年 1月 1日の発効は厳しいとの見方もある。 

〔李海昌（イ・ヘチャン）〕 
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〇畜産を中心に競争力強化、体質改善に注力－農業分野の FTA 対策－【韓国】 

2011 年 11 月 25 日 海外調査部  

 韓米自由貿易協定（FTA）発効により、畜産業を中心に国内の農業生産は減尐する見通しだ。

韓国政府が実施中の 20 兆 4,000 億ウォン（1 ウォン＝約 0.067 円）に上る農業対策の力点は、農

業の競争力強化・体質改善に置かれている。 

＜コメだけが譲許除外に＞ 

 米国との FTA 批准案が国会で可決され、2012 年に発効することになった。同 FTA で打

撃を受けると予想される産業の 1 つが農業だ。 

 

 韓米 FTA で韓国が関税を撤廃しないのは（1）乳製品（粉乳・加工乳など）、（2）天然蜂

蜜、（3）ジャガイモ、（4）オレンジ、（5）食用大豆、（6）コメ、だけだ。ただし、コメ以

外の（1）～（5）は、FTA 発効時から一定の数量が無税で輸入できる関税割当枠（TRQ）

が設定されるため、輸入自由化の例外はコメだけだ。ちなみに、牛肉は 15 年かけて関税が

撤廃されることになり、農業セーフガード関税率も当初の 40％から最終的には 24％に引き

下げられる。 

 

 政府系シンクタンクが共同で 11 年 8 月に発表した韓米 FTA の「経済的効果再分析」に

よると、発効後 15 年間の年平均で、農業部門の対米輸入は 4 億 2、400 万ドル増加する見

込みだ。ただし、他国からの輸入が米国からの輸入に転換する効果も見込まれるため、農

業部門の対世界輸入は 2 億 6,400 万ドルの増加にとどまる。 

 

 農業部門の輸入増により、国内の農業生産は減尐し、特に畜産業への影響が大きい。発

効後 15 年間の年平均生産減尐額は農業部門全体では 8,150 億ウォンで、内訳は畜産 4,866

億ウォン、果物 2,411 億ウォン、野菜 655 億ウォン、穀物 218 億ウォンと、生産減の約 6

割が畜産部門に集中する見通しだ。 

 

＜対チリ FTA 発効による所得補てん措置は発動されず＞ 

 農業部門は韓米 FTA だけでなく、ほかの FTA でも影響を受けてきた。韓国にとって初

の FTA だったチリとの FTA（04 年 4 月発効）の場合は、農業、特に果実がセンシティブ

品目だった。 
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 韓国は一連の FTA でコメを譲許対象から除外しているが、それ以外の農産品では、セン

シティブな品目について長期間かけて関税を撤廃するなど、国内農業への影響を軽減させ

る措置を取る一方で、さまざまな農業対策を行ってきた。 

 

 農業対策の全般的な特徴として指摘できるのが、短期的な被害補てんよりも長期的な農

業の競争力強化に重点を置いていることで、以下のとおり整理できよう。 

 

 農業対策の骨格になったのは、03 年 11 月に発表された 119 兆 3,000 億ウォン（約 8 兆

円）の「農業・農村総合対策」（期間は 04～13 年）だ。これは FTA 対策というよりも、過

去のウルグアイ・ラウンドによる農業市場開放対策の流れをくんでいる。1992～98 年に「農

漁村構造改善対策」が、99～2003 年に「農業農村発展計画」が実施された。これらは農村

のインフラ整備に重点が置かれていたが、それに対し「農業・農村総合対策」は農業の体

質強化、農業の所得安定、農村福祉向上に焦点が当てられている。 

 

 総予算の内訳は、競争力向上対策（農業体質強化、農業生産基盤整備、農産物流革新）

52％、所得政策（農家所得・経営安定）27％、農村政策（農村福祉、地域開発）15％、そ

の他（山林資源育成）6％だった。 

 

 チリとの FTA の発効に際しては、政府は「FTA 締結に伴う農漁業人などの支援に関する

特別法」（同法は韓米 FTA など、それ以降の FTA にも適用されている）を 04 年 3 月に制

定し、これを基に 04～10 年の 7 年間に 1 兆 2,000 億ウォン（約 800 億円）の支援（財源

は農業・農村総合対策の内数）を行った（図参照）。支援内容は（1）競争力強化、（2）所

得補てん、（3）廃業支援だった。 

 

 このうち、（2）所得補てんについてはキウイフルーツ、ブドウ、桃を対象にして、FTA

発効による輸入増加で価格が20％以上下落した場合に下落分の80％を補てんするというも

の。ただし、現実には、季節関税（ブドウ）を導入したことや、長期での段階的な関税引

き下げ（キウイフルーツ、桃）だったこともあり、輸入増加により 20％以上価格が下落す

るという事態は発生せず、所得補てん措置が発動されることはなかった。 

 



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  37 

 

 

 一方、（3）廃業支援は問題含みになった。廃業支援は 04～08 年に実施され、キウイフル

ーツ、ブドウ、桃を対象とし、廃業した場合に純収入（所得から自家労務費を控除）を一

定期間支援する内容だったが、廃業者の多くが、特に被害が予想されたキウイフルーツや

ブドウではなく、チリからの輸入がない桃の栽培者だった。こうしたこともあり、所得補

てんや廃業支援の対象品目はそれ以降、事後に指定される方法に見直された。 

 

＜韓米 FTA で 20 兆 4、000 億ウォンを支出＞ 

 韓米 FTA では牛肉のほかに、豚肉、鶏肉、ミカン、リンゴ、ブドウなどの被害が予想さ

れた。そのため、韓国チリ FTA に比べるとはるかに規模の大きい 20 兆 4,000 億ウォン（約

1 兆 3,700 億円）を 08～17 年に支出する対策が取られた（注 1）。このうち約半分の 10 兆

1,000 億ウォンが既存の農業・農村総合対策の内数、残りが新規の予算だった。 

 

 対策の内容は 3 分野に区分される（表参照）。全体の 94％が品目別競争力強化、韓国農業

の体質改善といった競争力強化分野に使用され、短期的被害補てんは 6％に限定されている

のが特徴だ。 
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 このうち被害補てんの対象については、チリとの FTA でとられた対象品目を事前に指定

する方式から、「輸入急増により被害を受けた品目」を事後に指定する方式に改められた。

具体的には、「輸入急増により粗収入が平年に比べ 80％以下に減尐した事実が立証されれば、

減尐分の 85％までを現金で支援できる」（注 2）とした。廃業支援も品目は事後指定になっ

た。 

 

 一方、競争力強化については、最も被害が大きいと予想される畜産分野では、子牛共同

飼育施設、生きた家畜の輸送用特装車両への支援などが行われ、さらに、08 年から牛肉の

トレーサビリティー制度の拡大、飲食店での食肉の原産地表示義務の拡大が行われた。ま

た、農家の体質改善策として、一定規模以上の専業農家の農業所得が基準以下に減尐した

場合に、その一部を政府が補てんする政策や、高齢農家の農地売却・賃貸を促進する政策

が取られた。 

 

＜EU との FTA では養豚業の競争力強化に注力＞ 

 11 年 7 月に暫定発効した EU との FTA では、FTA による生産減は養豚を中心とする畜

産業に集中すると予想されている。これを受けて農業対策として 11～20年に 2兆ウォン（約

1,300 億円）の支出を追加的に行うことにした。内容は被害補てんではなく競争力強化とな

っており、具体的には次のとおり。 

 

○養豚：ワクチン支援による口蹄疫などの疾病の根絶、施設近代化、優秀な種豚の提供、

家畜糞尿処理施設の拡充など。 
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○酪農：加工原料乳支援、乳加工産業活性化、学校牛乳給食拡大などによる生産基盤維持。 

○養鶏：鳥インフルエンザなどの疾病の根絶、大型鶏生産を通じた生産コスト削減。 

○税制上の支援：畜産農家の家業相続支援のための営農相続控除額の拡大、畜舎減価償却

期間の短縮など。 

○制度改善の実施：トレーサビリティー管理体制の拡大、液状肥料基準の強化・飼料への

抗生剤使用禁止推進など。 

 

 一方、被害補てん、廃業支援については既存の「自由貿易協定締結に伴う農漁業人など

の支援に関する特別法」を活用することにしており、EU との FTA に対する新たな措置は

取られていない。 

 

（注 1）11 年 8 月 18 日の政府発表によると、水産業を含めた対策費が 21 兆 1、000 億ウ

ォンから 22 兆 1,000 億ウォンへと、1 兆ウォン増額された。さらに現地報道では、現在、

韓米 FTA 関連での農業対策の増額が検討されているという。李明博（イ・ミョンバク）大

統領は 11 月 23 日、韓米 FTA 関連緊急長官会議の席で「農民と零細企業の被害に対する憂

慮が多い。政府は既に被害対策を作成し実行しているが、国会で提起された問題を積極的

に検討する必要がある」として増額を示唆した。その上で、「（農業については）被害補償

という消極的な姿勢を脱し、競争力を強化するきっかけにできればよい」「競争力を持てる

基盤を作って支援すればデンマークなど欧州より务る理由はない」と発言した。 

（注 2）11 年 8 月 18 日の政府発表によると、発動基準を「80％以下」から「85％以下」

に、補填（ほてん）基準を「85％」から「90％」にそれぞれ緩和した。 

 

（百本和弘） 
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（3）米国―コロンビア FTA の分析 
 

〇対米 FTA、発効は 13 年の見込み【コロンビア】 

2011 年 10 月 17 日 ボゴタ発  

 米国との自由貿易協定（FTA）が 5 年を経て米国議会でついに承認された。サントス大統領は、

この 10 月 12 日を歴史的記念日とたたえ、歓迎のメッセージを発表した。当地主要メディアは、一

斉に米国との FTA の効用について特集を組んだ。ただし、批准後にもさまざまの手続きが必要な

ため、発効は 2013 年とみられている。繊維製品など特産品の対米取引機会の拡大が期待されて

おり、政府・貿易投資振興機構（PROEXPORT）はアウトソーシング、IT、医療ツアー、各種農産物

取引など、米国の各地域を対象とした有望産業も紹介している。 

＜署名から 5年後に米国議会で可決＞ 

 06年 11月の両国間署名以来 5年越しの懸案だった米国との FTAは 10月 12日、米国議会

で可決・承認された。カリブ海側のカルタヘナ市を訪問中だったサントス大統領は大統領

府を通じて、「本日は 3つの歴史的記念日となった。1つ目は両国関係緊密化にとっての記

念日、2つ目はコロンビアが世界に船出する記念日、3つ目はコロンビア企業・労働者にと

っての記念日だ。10月 12日は『民族の日（Dia de la Raza）』（注）だが、オバマ大統領

は議会による FTA承認についてコロンビア人との約束を果たした。われわれが構築し、窓

を開いた新しいコロンビアを世界は認めた」と、歓迎のメッセージを出した。 

 

 ディアス・グラナドス商工観光相は同省ウェブサイトを通じて、「米国議会によるコロ

ンビアとの FTA承認は、今後の先進国との各種協定推進に大きな一歩となった。現政権は

14年までに 13件の FTA（50ヵ国以上対象）を発効させようと努力している。現在はアンデ

ス共同体、メキシコ、チリ、メルコスール、中米 3ヵ国、スイス、カナダとの 7件が発効

している。件数目標実現のためには、年間輸出額で 532億ドル超の水準達成が必須だ（10

年の輸出は 398億ドル）」と、抱負を述べた。 

 

 ただし、議会承認は直ちに発効にはつながらない。第 1段階として外交ルートを通じた

批准書交換に約 1ヵ月かかる。第 2段階として FTA協定書に盛り込む条項の両国間の合意

までに関連法令などの公布が必要なため、通常 12～18ヵ月かかるが、これを 7～8ヵ月に

短縮する努力をする（ガブリエル・シルバ駐米・コロンビア大使）。最終の第 3段階とし

て、両国間で外交文書を交換するための法令手続きに約 2ヵ月かかる。結果的にこれらの

段階をクリアするのに約 1年かかるため、13年発効の見通しだ。 
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＜米国とのビジネス機会拡大に期待＞ 

 当地主要紙（10月 13日）はそれぞれ、米国との FTAについての特集を組んだ。「ポルタ

フォリオ」紙（経済専門）は、FTA対象品目を 3グループに分け、それぞれの措置概要を次

のように説明した。a.発効後に関税が直ちに免除される品目として、生きた動物、果物、

肉の一部、生きた植物、野菜、種、油脂の一部、加工食品（パン、クッキー、菓子、缶詰、

果汁、ソース、アルコールを含む飲料など）、b.発効 3年・5年・7年後に関税免除になる

品目として、紙、インキ、鉄鋼製品、ガラス製品、自動車部品、油脂、牛乳、コーヒーの

一部、豚肉・鶏肉・鴨肉など、c.発効 9年後に関税免除対象とする品目として、砂糖、大

豆製品、トウモロコシ、水産物の一部、セメント、燃料の一部、化学品の一部、医薬品、

塗料、プラスチック品、ゴム製品の一部、木製品、皮革製品の一部など。 

 

 「エル・ティエンポ」紙（一般紙）は、発効後、米国からの輸入で直ちに関税免除措置

が受けられる品目として、トラック・4WDなどの自動車、鶏肉（2万 6,000トンの輸入見込

み）、トウモロコシ（同約 200万トン）、牛肉（同 6,400トン）、コーヒー〔同 13万トン

の焙煎（ばいせん）コーヒー〕を挙げた。 

 

 PROEXPORTは、特産繊維製品の対米輸出について地域別にとり上げた。カリフォルニア州

など米国西海岸向けにジーンズ、下着、水着、スポーツ衣料、皮革製アクセサリーなど、

イリノイ州など中西部向けにユニフォーム、ジーンズ、カジュアル衣料など、テキサス、

ジョージア、フロリダ州など南部向けにジーンズ、スポーツ衣料、下着、水着、ユニフォ

ーム、皮革製アクセサリーなど、ニューヨーク州など東部海岸向けにジーンズ、カジュア

ル衣料、下着、ユニフォーム、水着、フォーマル衣料、靴下、皮革製アクセサリーなどの

注目度が高いとしている。 

 

 さらに PROEXPORTは、将来米国との間に期待される産業として、アウトソーシング（全

米）、ITソフトウエア、デジタルアニメーション（カリフォルニア州中心）、医療ツアー

（カリフォルニア、テキサス、フロリダ州など南部）、各種農産物取引（南部諸州：花き、

バナナ、砂糖、エスニック食品など）を挙げた。 

 

＜明暗が分かれそうな農業分野＞ 

 FTAの交渉国間で常に大きな問題となるのが農業分野だ。「ラ・レプブリカ」紙（経済専

門）は、FTAに伴う同分野の光と影を説明している。光の当たる分野として花きとバイオ燃

料の品目を挙げた。コロンビア花き協会のアウグスト・ソラノ会長は「花き生産の 75％が
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対米向けで FTAの恩恵を受けるが、唯一の障害が国内通貨のコロンビア・ペソ高だ」と論

評した。 

 

 バイオ燃料協会のホルヘ・ベンデック会長は「現在よりさらに出荷港に近い新地域でサ

トウキビ・ヤシが栽培されると、コスト効果が出て FTAのさらなる恩恵が期待される」と

述べた。 

 

 一方、陰になる分野としてコメと酪農を挙げた。コロンビア・コメ協会ラファエル・エ

ルナンデス会長は「輸送インフラが貧弱なためコスト高となっており、米国産のコメが入

ると太刀打ちできない」と悲観的見通しを述べた。 

 

 コロンビア酪農協会のホルヘ・アンドレス・マルティネス会長も「国内通貨高、輸送イ

ンフラの弱さ、米国政府の農業補助金などが要因で、コロンビアに散らばる約 40万の中小

酪農業者は、米国の大規模酪農家との競争には勝てない。地域酪農家が壊滅的な影響を受

けるとみている」と同様の見通しを述べた。 

 

（注）米国では 10月の第 2月曜日（11年は 10月 10日）をコロンブス記念日として祝日に

している。コロンブスをきっかけにして植民地支配を受けることになった中南米諸国でも、

10月 12日（あるいは直近の月曜日）を祝日としている国が尐なくない。多くの国ではスペ

インと同じ「民族の日」という名称を使い、スペイン語圏としての一体性を強調している。 

 

（清水文裕） 
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（4）米国―パナマ FTA の分析 
 

〇輸出拡大は限定的との見方も【パナマ】 

2011 年 10 月 17 日 メキシコ発  

 米国議会が 10 月 12 日、韓国、コロンビア、パナマとの自由貿易協定（FTA）実施法案を可決し

たことを受け、政府首脳はこれを歓迎すると同時に、国内市場での米国産品との競争に向けた準

備が不可欠との認識を示した。対米輸出の拡大に期待がかかるが、米国のカリブ海支援構想

（CBI）、一般特恵関税制度（GSP）で既に関税減免メリットを享受していることから、米国との FTA

による輸出拡大は限定的との見方もある。 

＜国産品の競争力強化が不可欠＞ 

 リカルド・マルティネリ大統領は「米国の FTA批准は、すべてのパナマ国民の成果だ。

まもなく発効するであろう FTAのメリットを享受するための準備をしなければならない」

と述べた。 

 

 リカルド・キハーノ貿易産業相は「今後の両国経済の発展に、対米 FTAがもたらす機会

が期待できる。米国企業は FTA発効に向けて市場開拓の準備を整えており、FTAにより、パ

ナマの国内市場でわが国企業と変わらぬ競争条件が与えられる。農水産品は 10年から 15

年かけて関税を撤廃することになるため、その間、わが国企業は競争力を高める必要があ

る。また米国市場の開拓を通じて、わが国企業は競争力、生産性を高めることができるだ

ろう」と語った。 

 

 政府首脳は米国の FTA批准を歓迎する一方で、自国市場での米国産品との競争に向けて

国産品の競争力強化が不可欠との認識を示している。 

 

 両国の FTA交渉は全 9回。第 1回交渉は 2004年 4月、最終交渉となった第 9回交渉は 05

年 4月に行われた。交渉は、a.関税撤廃、b.原産地規則および原産地認定手続き、c.税関

手続きおよび貿易手続きの円滑化、d.衛生植物検疫措置、e.貿易に対する障壁（TBT）、f.

不公正貿易に対する措置、g.政府調達の自由化、h.投資家保護（内国民待遇）、i.越境サ

ービス貿易、j.金融サービス、k.通信、l.電子商取引、m.知的財産権保護、n.労働、o.環

境、p.透明性、q.キャパシティービルディング、r.紛争処理メカニズムについて行われた。 

 

 07年 6月に両国が協定書に署名、パナマはその翌月に批准手続きを終えていたため、米

国の批准を 4年以上待っていたことになる。発効日は未定だが、8ヵ月以内に発効するとみ
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られる。 

 

＜パナマ産品はすでに関税恩典を享受＞ 

 同 FTAの発効により、パナマは米国産の工業製品・衣料品について関税分類品目（タリ

フライン）の 75.8％、農産品についてタリフラインの 67.7％の関税を即時撤廃する。関税

が即時撤廃されない工業製品・衣料品は最大 10年、農産品は最大 15年かけて関税を撤廃

するほか、割当品目の農産品については最大 20年かけて段階的に割り当てを廃止する。 

 

 一方米国は、パナマ産の工業製品・衣料品についてタリフラインの 99.8％、農産品につ

いて 89.0％を即時撤廃する。関税が即時撤廃されない工業製品・衣料品は最大 10年、農産

品は最大 15年かけて関税を撤廃するほか、割当品目の農産品については、最大 17年かけ

て段階的に割り当てを廃止する。ただし砂糖は割り当てを維持する。 

 

 パナマは中米・カリブ諸国、アンデス北部のコロンビア、ベネズエラ向け輸出の中継貿

易地のため、中継貿易拠点「コロン・フリーゾーン」への一時輸入額、同フリーゾーンか

らの再輸出額はそれぞれ大きいが、パナマへの輸入額、パナマ原産品の輸出額は小さく、

同 FTAの発効が米国経済と貿易額に与える影響は小さい。 

 

 パナマにとって米国は貿易額の 3割程度を占める最大の貿易相手国だ（図参照）。しか

し、この FTAがパナマの対米輸出額に与える影響も限定的と考えられる。その理由は、米

国は CBIに基づき 1983年に公布されたカリブ海経済復興法（CBERA）や GSPにより、従来

からパナマ原産品に関税恩典が与えられているためだ。FTA発効前の段階で、工業製品・衣

料品はタリフラインの 40.8％、農産品は 21.4％の関税が既に撤廃されている。 
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（西澤裕介） 

 

 

  



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  46 

 

Ⅳ．貿易調整支援（TAA）による国内への影響緩和措置 

 

（1）貿易調整支援法の成否が FTA 批准の最大のカギ【米国】 

2011 年 06 月 07 日 ニューヨーク発  

 批准待ちのパナマ、韓国、コロンビアとの自由貿易協定（FTA）の同時提出をオバマ政権に求め

る共和党、FTA 批准の条件として拡充した貿易調整支援法（TAA）の成立を求める民主党、そし

て拡充 TAA に反対する共和党。上院財政委員会開催の FTA 公聴会では、TAA の内容をめぐる

議論が FTA 批准のカギを握ることが明らかになった。今後この議論が盛り上がるとみられるが、

2012 年の大統領選が近付くほど、党派対立が強まると予想されるため、可能な限り早期の決着

が求められる。 

＜上院財政委員会は FTA 批准を支持＞ 

 上院財政委員会は 5月 25日にパナマ、26日に韓国とのFTAに関する公聴会を開催した。

両公聴会でボーカス財政委員長（民主党）とハッチ尐数党筆頭委員（共和党）らが、サピ

ロ米国通商代表部（USTR）次席代表や各産業界の代表を証言者に招き、FTA が米国にも

たらすメリットなどを中心に意見を求めた。 

 

 2 つの FTA に対するボーカス委員長の意見は共通して「批准すべきだ」というものだっ

た。パナマとの FTA については、パナマが 10 年 11 月に租税情報交換協定（TIEA）に署

名し、さらには労働者の権利の拡大に向けて法整備を進めていることを受け、「パナマは仕

事を終えた。今度はわれわれの番だ」と FTA 法案の批准の必要性を強調した。 

 

 韓国との FTA に対してボーカス委員長は以前、対パナマよりも厳しい見方をしていた。

韓国による米国産牛肉に対する輸入制限措置を問題とし、それが解決するまでは批准を支

持しないと主張してきた。だが、10 年 12 月の自動車合意に続き、FTA 発効後すぐに牛肉

輸入の自由化に向けて協議を開始すると両国政府が合意したことを評価し、FTA 実施まで

「あと数歩」との見解を示した。 

 

 ボーカス委員長に比べハッチ委員は、FTA の批准に、より積極的だ。コロンビアを含め

て 3 つの FTA が与野党の支持を得ているにもかかわらず、オバマ政権が FTA 法案を議会

にまだ提出していない点を批判し、可能な限り早期の提出を求めた。 

 

＜問題は新 TAA の成立にあり＞ 

 FTA の批准に支持を表明した両議員だが、ある点に関しては異なる意見を持っている。
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それは、貿易自由化の影響を受けて職を失った労働者向けの支援プログラムを施行するた

めの TAA の内容だ。TAA は 09 年 2 月に成立した景気対策法に含まれ、失効直前の 10 年

12 月に 6 週間延長が決まったが、その後 11 年 2 月までに延長されなかったため失効した。 

 

 ボーカス委員長は、職を失った労働者の支援、自由貿易がつくる新たな機会を労働者に

提供することを目指し、「強固な」内容の TAA の承認を求めている。そして、3 つの FTA

の批准と同時に TAA を成立させる必要性を主張している。 

 

 ボーカス委員長のいう「強固な」TAA とは、09 年景気対策法に含まれた、過去の失業者

支援プログラムを大幅に拡充した内容の TAA を指す。具体的に過去の TAA と比較すると、

a.製造業に加えてサービス産業の労働者も対象、b.FTA 相手国への生産拠点の移転による失

業だけでなく、すべての外国への拠点の移転による失業を対象、c.職業訓練支出を 2.6 倍に

拡大、d.ヘルスケアの保険料の税控除率を 65％から 85％へ拡大、といった内容を含む。「自

由貿易＝国内失業者の増加」とみる向きが多い労働組合を支持母体に持つ民主党にとって、

この「新 TAA」の成立は FTA 批准の必須条件になっている。 

 

 これに対し、ハッチ委員は新 TAA の必要性を懐疑的にみている。パナマ FTA の公聴会

ではサピロ USTR 次席代表が「既存の米国・カリブ海貿易法（00 年 5 月成立、20 年まで

有効）により、ほとんどの品目でパナマからの輸入に対する関税が減免されているため、

FTA のメリットは米国企業の輸出拡大にある」と主張したのに対し、「米国製品の輸出拡大

が主なメリットであれば、米国内に失業者は生まれないはず。なぜ国民の税金を使ってプ

ログラムを拡充しなければならないのか」と厳しく問い詰めた。 

 

＜大統領選を控えますます厳しくなる批准＞ 

 TAA をめぐる両議員の対立する考え方は、上下両院を問わず民主党と共和党の意見を代

表している。民主党は FTA 批准のためには新 TAA が不可欠と考える。41 人の上院民主党

議員はオバマ大統領宛てに、新 TAA を求める内容の書簡を 5 月 23 日に送ったばかりだ。

下院でも民主党議員はおおむね支持している。一方、共和党は TAA の拡充に反対だ。上院

ではハッチ議員に加え、マコネル院内総務やカイル議員ら、下院議会ではブレイディー貿

易小委員長らを筆頭に、新 TAA を FTA 批准の条件とする民主党の主張を批判している。 

 

 TAA は従来、民主党だけでなく、共和党からもおおむね支持を得てきた法律だった。だ

が、連邦政府の支出削減を強く主張する現共和党にとって、09 年景気対策法に含まれた拡

充 TAA は高い出費に映る。ブレイディー下院議員は「（TAA を拡充した）09 年から状況は
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変わった。連邦政府の財政状況は悪化している」と述べて、内容を縮小するよう求めてい

る。加えて、通商専門誌「Inside U.S. Trade」（5 月 24 日）によると、ハッチ上院議員は

25 日のパナマ FTA 公聴会後の会見で、新 TAA の費用は今後 10 年間で 72 億ドルに達する

上、オバマ政権が求めている 5 年間の延長でも 50 億ドルに上る、との試算を紹介し、「文

無しの国には大きな額だ」と皮肉った。 

 

 TAA をめぐる両党の対立は、オバマ政権が議会に FTA 法案を提出できずにいる大きな理

由の 1 つだ。オバマ政権は新 TAA を支持する労働組合の主張に耳を傾ける一方、下院で多

数を占める共和党の意見を聞き入れる必要がある。同時に、上院は民主党多数のため、法

案批准のためには TAA の拡充が必須条件となる。つまり、両党が TAA で合意する見通し

が立たない限り、FTA 法案を議会に提出するのは難しい状況となっている。 

 

 米国が抱える 3 つの FTA は当初、EU と韓国間、カナダとコロンビアの 2 国間 FTA の発

効が予定されている 7 月 1 日までの批准を目指す声が議会、特に共和党の間で多かった。

これら他国の FTA 発効で生じる米国企業への不利益を避けるためだ。一方、今の議会にと

っては、政府の債務上限をめぐる議論が最優先事項であることも確かだ。通商問題に詳し

いワシントンのコンサルタント、ダニエル・オニール氏は「連邦の支出を引き上げる効果

を持つ新 TAA は、連邦政府の債務上限に関係する議論で、それが落ち着くまでは内容を明

確にしにくい」という。従って、夏季休会が始まる 8 月 8 日までの FTA 批准が「より現実

的」（オニール氏）との見方が強まっている。 

 

 しかし、逆に「8 月休会までに批准できなければ、FTA の実現はいっそう厳しい状況に

なる」とワシントンの通商専門家は警鐘を鳴らす。8 月休会の終了日は 9 月 5 日、そのころ

には 12 年の大統領選挙戦が盛り上がっていく。大統領選が本格的になるほど、党派対立は

強まっていく傾向がある。現時点でさえ、マコネル院内総務が新 TAA に反対するのは「民

主党が FTA 法案を提出できなければ、共和党よりも大統領へのダメージが大きいと計算し

ているため」（「Inside U.S. Trade」5 月 25 日）との見方もあるほどだ。 

 

 このような状況から、オニール氏は「FTA 批准の機運が高まっていることは間違いない。

両党は 8 月休会までに TAA の内容で妥協点を見つけるのでは」と分析している。 

 

（水野亮） 
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（2）FTA による失業者の再就職を TAA で支援【米国】 

2011 年 11 月 08 日 ニューヨーク発 

 韓国、コロンビア、パナマとの自由貿易協定（FTA）実施法案成立の最大の障壁になったのは、

貿易調整支援（TAA）の延長をめぐる民主党と共和党の対立だった。TAA は、FTA の影響による

相手国からの輸入増加、相手国への工場の移転などで発生した失業者を対象に、再就職のため

の職業訓練向け支援や失業手当などを供与する、連邦政府のプログラム。貿易自由化に反対す

る国民の不満を和らげる意味でも重要なこのプログラムの概要を紹介する。 

＜FTA 法成立のカギだった TAA＞ 

 オバマ大統領が韓国、コロンビア、パナマとの FTA 実施法案に 10 月 21 日に署名し、同

法が成立した。FTA 発効には、協定文に基づく法導入・改正といった各国の国内手続きを

完了させなければならないが、最大の難関といわれた米国議会をクリアしたことで、FTA

発効に向けて弾みがついたのは間違いない。韓国では国内手続きの完了に向けて政府や議

会が動き始めており、早ければ 2012 年 1 月に発効との声もある。 

 

 他方、締結から約 5 年という長い年月を経てようやく批准にこぎ着けたという事実は、

近年の米国でのいわゆる「プロアクティブ」な通商政策の難しさを示している。FTA の実

現を求める共和党、FTA 審議には、FTA の影響で職を失った労働者のための支援策、TAA

の導入が条件だとする民主党とオバマ政権、その TAA の導入に反対する共和党、という対

立構図が、10 年 11 月の議会中間選挙で共和党が下院与党を奪回して以来、FTA 批准が進

まない最大の原因になっていた。 

 

 TAA は、FTA 発効後の関税撤廃により相手国からの輸入が増加するか、あるいは国内企

業が製造拠点などを相手国に移転やアウトソーシングすることで国内での製造を縮小また

は閉鎖した結果、失業した労働者を対象に、ほかの職業に転職するために必要な技術訓練

の機会などを提供するプログラム。TAA の費用は連邦政府予算で賄う。そのため、連邦政

府の赤字削減の議論が進む中で、民主党が主張する水準の TAA の導入は政府支出の増大に

つながるとして、共和党が強く反対していた。 

 

＜62 年法 TAA が通商政策の転機に＞ 

 TAA の歴史は 1962 年通商拡大法（62 年法）までさかのぼる（注 1）。62 年法は、議会

が政府に対して関税の 50％削減を上限に交渉権限を供与するのが主な目的だったが、ケネ

ディー大統領（当時）は、関税自由化の結果として輸入増加の影響を受ける労働者や企業
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に対し、失業手当ての拡大や給付期間の延長、職業訓練補助、企業向け技術支援などを含

む TAA プログラムの創設を提唱した。62 年法は、通商関連法案に貿易自由化に対する国内

の懸案事項を含めるという意味で、米国通商政策の転機になる法だった。 

 

 しかし、62 年法の TAA は、製品の輸入増加の「ほとんどが関税削減によるもので、かつ

輸入が企業や労働者への損害の大きな原因」だと証明しなければならないなど、給付を受

けるための条件を厳しく設定していた。その結果、失業者が増えても十分な給付を与えら

れないという状況に陥っていた。 

 

 74 年通商法（74 年法）に再び含まれた TAA は、62 年法 TAA を拡充する内容だった。

まず、失業手当や職業訓練補助の給付資格条件が緩和され、輸入が労働者や企業への損害

の「大きな原因」である必要がなくなり、ほかのすべての要因より重要なら、給付可能と

した。また、コミュニティーに対する新たな支援プログラムの追加、労働者や企業に対す

る補助の拡大、高齢失業者や工場閉鎖による失業者向け特別支援の供与など、支援の内容

も大幅に拡充した。 

 

 その後 TAA は、通商法や 81 年包括予算調整法（The Omnibus Budget Reconciliation Act 

of 1981）の中で、どちらかといえば縮小されるかたちで延長が繰り返されてきた。93 年

12 月には翌年の北米自由貿易協定（NAFTA）発効に備えるために NAFTA－TAA が可決さ

れた。NAFTA－TAA は特定の FTA 実施法案に付された初めての法で、NAFTA 発効によ

りカナダとメキシコからの輸入や両国への製造拠点移動に伴う失業を対象とした。主に繊

維・アパレル、自動車産業など計 4,116 件、52 万 5, 407 人に上る労働者を補助の対象とし

た（注 2）。 

 

 2002 年には、ブッシュ大統領（当時）に貿易促進権限（TPA）を付与する 02 年通商法

（02 年法）の中に TAA が導入された。同時に、NAFTA－TAA は 02 年法の TAA に吸収さ

れることになった。02 年法 TAA の施行期間は 5 年間で、過去の TAA をさらに拡充する内

容になった。特に、a.支援の対象を輸入増や工場の移転で影響を受けた製造企業（Primary 

Firm）だけでなく、その上流・下流サプライヤーの労働者に拡大、b.失業者向けに政府助

成の健康保険を給付、c.農務省管理下で農家向け TAA を創設、といった点が特徴だった。 

 

＜09 年法で拡充された TAA、11 年法で縮小＞ 

 02 年法 TAA は 07 年に期限切れを迎え、その後 08 年 12 月 31 日、そして 09 年まで短期

間での延長が繰り返された。09 年に入り、リーマン・ショックを発端に米国での景気後退
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が明らかになると、上下両院で多数を占めていた民主党が TAA の拡充と延長を求める声を

強め、09 年景気回復法（09 年法）に TAA が再び含まれることになった。 

 

 09 年法の TAA は、02 年法 TAA の支援内容をさらに拡大したものだ（表 1 参照）。02 年

TAA 法では、年間 2 億 3,000 万ドルだった職業訓練への給付額上限を年間 5 億 7、500 億

ドルに引き上げた。次に、従来 TAA が対象とした製造業だけでなく、FTA の影響を受ける

サービス業従事者や公務員も支援の対象とした。さらには、支援対象者の定義を拡大し、

FTA 相手国に限らず、外国への工場移転に伴い失業した労働者を支援の対象とするという、

FTA と労働者への影響の関係がはっきりしない内容になった点が特徴的だ。 
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 09 年法 TAA は 10 年 12 月 31 日に失効予定だったが、10 年オムニバス貿易法の成立に

より、11 年 2 月 12 日まで延長された。その後、民主党議員らは TAA 延長の必要性を訴え

たが、10 年 11 月の議会中間選挙で勝利した共和党は、09 年法と同水準の TAA の延長に対

して反対の声を強めた。結局、09年法TAAは延長されず2月の期限切れをもって終了した。 

 

表1．2009年TAAと2011年TAA拡大法の相違点
2009年ＴＡＡ 2011年TAA拡大法

・製造業に加えてサービス業および公務員も支援の対象 ・製造業およびサービス業のみ対象。
・以下の6つの条件のうち1つ以上満たせば現金支給（貿易再
調整手当〈TRA〉）のための職業訓練所登録要求の除外を労働
省から受けることが可能：
（1）雇用者から解任通知を受けた、
（2）再雇用可能な技能を有し、前職と同等の賃金を得られる合
理的な期待がある、
（3）2年以内に退職予定、
（4）健康上の理由から職業訓練を受けられない、
（5）認定された職業訓練所へ参加する機会がない、
（6）認定された職業訓練所自体がない。

・職業訓練所登録要求の除外を受けるための6つの条件のう
ち、（1）雇用者から解任を通知を受けた、（2）再雇用可能な技
能を有し、前職と同等の賃金を得られる合理的な期待がある、
（3）2年以内に退職予定の3つを除外。

・130週間を上限に認可職業訓練参加費用の現金支給、ある
いは訓練所登録までに補修が必要な場合は156週間までの現
金支給。

・130週間から117週間へ現金支給期間を縮小。ただし、縮小
分の13週間については以下の条件を満たせば現金支給が認
められる：
（1）職業訓練所を満了するに必要、
（2）職業訓練所に毎週出席している、
（3）職業訓練所で優良な成績を維持しているなど。
・補修が必要な場合の26週間の現金支給を削除。

・2009、2010年度の職業訓練向け予算額は5億7,500万ドル、
2011年度第一四半期の予算額は1億4,375万ドルを上限とす
る。
・上記に加え：
（1）各州政府が負担した訓練費用の15％、管理費の3分の2、
雇用・ケースマネージメント・サービス費の3分の1、
（2）雇用・ケースマネージメント・サービス向け一時支払い金35
万ドル
にのぼる追加的配分を認めている。

・2012、2013年度の訓練向け予算額は5億7,500万ドル、2014
年度第一四半期の予算額は1億4,375万ドルを上限とする。た
だし、訓練、雇用、ケースマネージメント・サービス、求職、再配
置にかかる費用すべてをカバーする。
・労働者向けTAAの管理費は全体の10％を超えてはならない、
また雇用・ケースマネージメント・サービス費は全体の5％以上
でなければならない。

・各州政府は年度に受け取った基金を雇用・ケースマネージメ
ント・サービス、訓練、求職、再配置向けにその年度およびそ
の後2年度間にわたり出費することが可能。

・2009年TAAと同様。ただし、労働長官は2年、3年度目に州政
府が出費しなかった予算を再び割り当てることが可能。

・求職費として一人あたり1,500ドルを上限に支給することを労
働長官に認める。

・求職費の支給権限を州政府に認め、必要経費の90％支給可
能とし、1,250ドルを上限とする。

・再配置費として一人あたり1,500ドルを上限に支給することを
労働長官に認める。

・再配置費の支給権限を州政府に認め、必要経費の90％支給
可能とし、1,250ドルを上限とする。

・現金給付資格を有する50歳以上の労働者に対し、解雇時の
給料と再雇用後の給料の差額の50％にあたる額を支給（再雇
用貿易調整支援〈RTAA〉）可能。支給額は2年間で12,000ドル
を上限とし、再雇用後の給料は年間55,000ドルを超えてはなら
ない。RTAA受給者は職業訓練所への登録を義務付けられる
（職業訓練を受けているあいだは再雇用先でパートタイムとし
て就労すること）。

・RTAA受給額は2年間で10,000ドルを上限とし、再雇用後の給
料は年間50,000ドルを超えてはならない。

・企業向けTAAを担当する商務長官は議会に対して年次報告
書を提出する義務を負う。

・年次報告書には支援を受けた企業数、支援プログラム完了
後2年間操業中あるいは操業を停止した企業の数、仲介組織
による技術支援の費用に関するデータなどを含む。

・2009、2010年度の企業向けＴＡＡ予算はそれぞれ5,000万ド
ル、2011年度第一四半期の予算は1,250万ドル。

・2012、2013年度の企業向けＴＡＡ予算はそれぞれ1,600万ド
ル、2013年度第一四半期は400万ドル。

・商務省の「コミュニティー向けTAA」、労働省の「コミュニティー
カレッジ・キャリア訓練助成金プログラム」、「貿易の影響を受け
た産業・セクター連携助成金プログラム」を導入。

・「コミュニティーカレッジ・キャリア訓練助成金プログラム」のみ
残し、コミュニティー向けTAA、貿易の影響を受けた産業・セク
ター連携助成金プログラムを廃止。

[資料]2011年貿易調整支援拡大法から作成。

労働者向けTAA

企業向けＴＡＡ

コミュニティー向けTAA
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 共和党指導部はオバマ政権に対して韓国、コロンビア、パナマとの FTA 法案の審議を強

く求めていた。共和党の要望に対し、オバマ政権と民主党は 09 年法と同水準の TAA の延

長を、FTA 実施法案審議を進める条件とした。共和党指導部とオバマ政権・民主党は最終

的に TAA の労働者保護水準を縮小することで合意し、例えば、a.現金支給期間を最大 130

週間から 117 週間に短縮、b.公務員を支援対象から除外、c.企業向け TAA 予算を大幅に縮

小、d.コミュニティー向け TAA の対象を縮小、などが決まった。 

 

 この縮小版 TAA は、先に下院を通過した一般特恵関税システム（GSP）法案の上院審議

の際に加えられ、GSP／TAA 法案が可決された。GSP／TAA 法案は再審のために下院に差

し戻され、FTA 実施法案とともに審議され、最終的には両法案同時に可決された。 

 

 こうして、TAA は 02 年、09 年法でその内容が拡充された後、11 年法で再度縮小される

ことになった。だが、国民や労働組合などからの理解を得て、韓国、コロンビア、パナマ

との FTA を実現する上で、その可決がもたらす意義は小さくないと考えられる。 

 

（注 1）議会調査サービス（CRS）報告書「貿易調整支援と米国通商政策におけるその役割

〔Trade Adjustment Assistance （TAA） and Its Role in U.S. Trade Policy〕」参照。 

（注 2）「FTA ガイドブック 2007」浦田修次郎、石川幸一、水野亮、第 9 章『NAFTA の教

訓と加盟国の FTA 戦略』長島忠之著、ジェトロ出版、2007 年 6 月発行。 

 

（水野亮） 
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Ⅴ．協定の概要  

 

（1）米国・コロンビア FTA を読む～米国の輸出拡大、コロンビアのビジネス

環境の改善につながる～ 

2011 年 04 月 27 日 ニューヨーク発  

 「労働権に関する行動計画（Action Plan Related to Labor Rights）」（以下、行動計画）の合意に

より実現に一歩近づいた米国・コロンビア自由貿易協定（FTA）。発効までにはまだ多くの障壁が

残っているが、実現すればコロンビアは関税を全廃、サービス・投資・政府調達も自由化するため、

米国企業にとっては市場アクセスが格段に拡大する。米国・コロンビア FTA がもたらすビジネス機

会を検証する。 

＜典型的な米国型の FTA＞  

 米国とコロンビアは行動計画の実施について 4 月 6 日に合意し、コロンビアは労働法の

改善や労働組合員への暴力の防止に努めることになった。両国は 2006 年 11 月に FTA を締

結したが、米国は労働環境の改善をコロンビア側に求めており、議会での批准が滞ってい

た。このため、行動計画の実施の合意は、コロンビアによる今後の実施状況次第ではある

ものの、FTA 発効に向けた一歩となった。 

 

 行動計画の合意に慎重、または反対を表明した民主党議員の一部や労働組合とは反対に、

共和党指導部、米国商工会議所や全米製造業者協会（NAM）など産業界は相次いで支持を

表明した。 

 

 コロンビアは 7 月 1 日にカナダとの FTA を発効させる予定なので、現状のままだとカナ

ダ企業と競合する米国製造業、農業、中小企業などは輸出面で不利を被ることになる。コ

ロンビアがカナダ企業からの輸入に対してのみ関税を撤廃するからだ。キャンプ下院歳入

委員長（共和党）やブレイディー下院貿易小委員長（共和党）が、7 月 1 日までの米国・コ

ロンビア FTA の議会批准を求めているのはこのためだ。 

 

＜両国で異なるメリット＞  

 FTA が発効すれば、コロンビアは米国製品の輸入に対する関税を撤廃、または段階的に

撤廃するため、貿易の拡大につながる（注 1）。効果は物品貿易だけにとどまらない。米国

からの投資やサービス提供への各種規制も緩和されるため、投資やサービス貿易の拡大も

見込まれる。また、コロンビア政府による物品やサービスの購入、すなわち政府調達の分

野でも米国企業や製品への差別を撤廃する。コロンビア側はさらに貿易の技術的障壁、衛
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生検疫、知的財産権、貿易円滑化、競争政策など多くの分野で国内法規制の改善を約束し

ている。 

 

 米国は 94 年に創設したメキシコおよびカナダとの北米自由貿易協定（NAFTA）をモデ

ルに、以降に締結した FTA では一貫して高度で包括的な約束を相手国に求めてきた。コロ

ンビアも例外ではない。 

 

 米国もコロンビアからの輸入に対して関税を撤廃する。ただし、米国側の関税撤廃はか

なり進んでいる。90％以上の品目が既に実質的に無税だ。現在、2 月に失効したアンデス貿

易促進・麻薬撲滅法（ATPDEA）や、一般特恵関税（GSP）の延長に関して、オバマ政権

と議会が議論を進めている。FTA が発効しても、従来無税の品目を除けば、米国は残りの

10％弱の品目の関税を撤廃するにとどまる。このため、FTA がコロンビアの対米国輸出に

もたらす利益はあまり大きくない。 

 

 重要なメリットは、「米国が要求する高度で包括的な FTA は、コロンビアでの投資やビ

ジネス環境の改善に一定の保証を与える。これに期待する海外企業からの投資拡大の可能

性だ」と中南米ビジネスに詳しいアメリカス・マーケット・インテリジェンスのジョン・

プライス氏は指摘する。 

 

＜高関税を早期に撤廃＞ 

 米国・コロンビア FTA は米国企業の対コロンビア輸出を拡大する効果がある。現行のコ

ロンビアの一般関税（米国からの輸入に対する FTA 発効前の輸入関税）はかなり高い水準

にあるからだ。実効関税率は単純平均（09 年、品目ベース）で 12.5％、うち農産品は 16.8％、

工業製品は 11.8％で、米国の 3.5％、4.7％、3.3％と比べて格段に高い（WTO 資料）。農産

品の関税水準は特に高く、関税の撤廃は米国農産品の競争力を引き上げることになる。 

 

 関税率 12％以上の品目は魚・魚製品（単純平均 18.9％）、靴・皮革製品（19.4％）、材木・

木製品（12.3％）、紙・紙製品（12.5％）、建設機械（12.0％）、建物・建材（13.2％）、自動

車・同部品（15.8％）、運輸機器（12.7％）、その他一般消費財（14.6％）分野の製品だ（表

参照）。 
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 コロンビアは FTA 発効直後、工業製品や一般消費財など米国から輸入する 80％以上の品

目で関税を撤廃する（米国・コロンビア FTA 協定文第 2 章「内国民待遇と市場アクセス」

および付属の関税撤廃スケジュール表）。 

 

 米国通商代表部（USTR）によると、関税撤廃は次の 7 つのカテゴリーに分けられる。 

 

（1）カテゴリーA：即時完全撤廃 

（2）カテゴリーB：5 年間で段階的に撤廃 

（3）カテゴリーC：10 年間で段階的に撤廃 

（4）カテゴリーD：15 年間で段階的に撤廃 

（5）カテゴリーE：10 年間据え置き 11 年目から 7 年間で段階的に撤廃 

（6）カテゴリーF：既に無関税としているものを継続 

（7）カテゴリーT：11 年間で段階的に撤廃 

 

 工業品や一般消費財の関税撤廃スケジュールをみると、発効直後も関税が残る 20％弱の

品目は、カテゴリーB、C がほとんどだ。農産品では肉類の一部や酪農品などわずかな産品

が関税割り当ての対象となっている。 

 

コロンビアの対米輸入と米国・コロンビアFTAの関税撤廃スケジュール概要

製品分野 対米国輸入製品例 対米国輸入額 平均実効関税率 関税撤廃スケジュール

魚・魚製品 えび、生鮮・冷凍魚、切り身 3.0 18.9 直後：93、5年：7

卑金属・鉱物資源 鉄くず・スクラップ、フラットロール鋼、アルミ塊、メタル 234.0 9.2 直後：46、5年：37、10年：17

化学製品 塩化ビニル、プロピレン、スチレン、医薬品、ポリエチレン 2000.0 7.8 直後：82、5年：2、7年：5、10年：11

靴・皮革製品 ゴム靴、ハンドバック、容器、革靴 4.3 19.4 直後：88、10年：12

材木・木製品 型粋、線路つなぎ材、容器・たる 8.4 12.3 直後：69、5年：15、10年：16

紙・紙製品 クラフトライナ、化学木材パルプ、はり紙、ダンボール紙 234.0 12.5 直後：44、5年：8、7年：42、10年：6

農業機械 トラクター、収穫機、刈り機 19.0 10.8 直後：92、5年：8

インフラ・機械
ポンプ、圧縮機、栓・コック・バルブなど部品、発電機部品、
交換可能手工具・部品

763.0 11.1 直後：70、5年：6、7年：1、10年：23

建設機械 試錐・空引き機械・部品、ダンプ、クレーンなど 653.0 12.0 直後：88、5年：12

建物・建材 ガラス、ブリック、組立式（プレハブ）建物 40.4 13.2 直後：58、5年：26、10年：16

電気・電子機器 テレビ、カメラ、受信機、絶縁同軸ケーブルなど 220.0 11.0 直後：68、5年：16、7年：4、10年：12

情報技術協定（ITA）関連製品 コンピューター・部品、データ送信機器、計算機 1000.0 8.2 直後：100（伝導体のみ7年）

航空機・関連機器 航空機・ヘリコプター、部品、タービン 229.0 7.4 直後：100

自動車・自動車部品 乗用車、運搬車、エンジン、その他部品 198.0 15.8 直後：53、5年：23、10年：24

運輸機器 線路、トラム、トラック車軸、トレイラー 110.0 12.7 直後：91、5年：2、10年：7

環境関連製品
空気・ガスパンプ、フィルター機器、エンジン部品、
測量機械

300.0 10.0 直後：79、5年：6、7年：11、10年：4

医療機器 診療・実験用試薬、医療用針、電子診療器具 184.0 8.8 直後：96、10年：4

科学関連機器 制御機器、物理・化学分析機器、測定機材 110.0 7.3 直後：98、5年：2

その他一般消費財
家庭用器具、家具、玩具、レクリエーション
器具、貴金属、ジュエリーなど

195.0 14.6 直後：54、5年：15、10年：31

注：①対米国輸入額は07年データで単位は百万ドル、②平均実行関税率、関税撤廃スケジュールの単位は％。

出所：米国通商代表部（USTR）資料を基に作成。
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＜在米の日本企業にも大きなメリット＞ 

 物品貿易に関する約束には関税撤廃のほか、（1）アンデス共同体（注 2）の協約に基づき

採用している価格バンド制度の廃止、（2）再生製品に対する輸入制限の禁止などがある。 

 

 このうち、（1）の価格バンド制度とは、トウモロコシ、小麦、豆、豚肉、鶏肉など約 150

品目に上る農産品の輸入に対して、商品国際価格の増減により調整した関税額を課す制度

を指す。USTR は、国際価格の水準によっては 100％以上に関税を引き上げる例がある点

を問題視してきた。コロンビアは協定文第 2 章付属書 1 で、この制度を米国の農産品に課

さないことを約束した。 

 

 （2）に関しては、コロンビアは現在、中古・再生製品の一部の輸入に対して輸入ライセ

ンスを課している。しかし USTR によると、実際には輸入ライセンスを申請企業に付与し

ない場合が多く、事実上輸入を禁止している。また、生産から 5 年以上経過した医療機器

の再生製品などは輸入を禁じている。 

 

 協定文第 2 章 8 条「輸出入制限」はこれに関し、GATT 第 11 条「数量制限の一般的禁止」

とその注釈の順守を義務とし、さらに同条の注釈 1 に「この段落は、特に（inter alia）再

生製品の輸入の禁止や制限に適用される」とすることで、この措置の撤廃を明確に約束し

ている。USTR は、コロンビアが現在再生製品に課している関税のほとんどが発効直後に

撤廃されると指摘しており、特にコンピュータ、携帯電話、医療機器、自動車製品（エン

ジンなど）の再生製品が大幅に自由化されると期待している。 

 

 在米の日本企業にとっても米国・コロンビア FTA はメリットが大きい。原産地規則（注

3）に準じて製品を製造している限り、FTA を利用して無税でコロンビアに輸出できるから

だ。関税撤廃スケジュール表によると、早い段階で無税になる製品には化学製品（発効直

後に品目の 82％に当たる関税を撤廃）、農業機械（同 92％）、建設機械（同 88％）、航空機・

関連機器（同 100％）、運輸機器（同 91％）、医療機器（同 96％）、科学関連機器（同 98％）

などが挙げられる。 

 

 加えてコロンビアは、「WTO の情報技術協定（ITA）に 07 年末までに加入する」と FTA

のサイドレターで約束している（現時点では未加入）。ITA に加入すると半導体、コンピュ

ータ、通信機器、半導体製造装置といった情報通信機器輸入に対する関税を直ちに撤廃す

る義務が生じる。米国でこれらの製品を生産している日本企業にとって、ビジネス機会が

広がるといえる。 
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＜公平なビジネス環境を確保＞  

 米国・コロンビア FTA が発効すれば、コロンビアは米国製品の輸入に課している平均実

効税率（品目ベース、2009 年）12.5％に上る一般関税（最恵国関税）を撤廃する。関税撤

廃は米国企業の対コロンビア輸出を引き上げると期待されている。協定で約束したのは関

税撤廃だけではない。投資（協定第 10 章）、越境サービス（第 11 章）、金融サービス（第

12 章）、電気通信（第 13 章）、政府調達（第 9 章）でも大幅な自由化を約束した。 

 

 投資や越境サービスの章（相手国でのサービスの提供）は、米国の製造業・サービス業

にとって、コロンビアでの円滑で予見性の高い投資や企業活動ができるようにしている。1

つは、内国民待遇だ。投資でいえば第 10 章 3 条で、一方の国の投資家が相手国で「設立、

取得、拡張、経営、管理、運営、売却やその他処分」を行う際、相手国政府は国内企業と

の間で差別しないことを規定している。サービス（注 4）についても同様の約束をしている

（第 11 章 2 条）。 

 

 また、第三国の企業やサービス提供者に比べて差別しないことも約束している（第 10 章

4 条、第 11 章 3 条の「最恵国待遇」）。これは、一方の国が将来、第三国に対して投資やサ

ービス提供に関する規制を緩和すれば、同等の条件を相手国の企業にも与えることを意味

する（注 5）。 

 

 つまりコロンビアは将来にわたり、自国企業を含め、どの国の企業に比べても米国企業

が不利になる扱いをしない、公平なビジネス環境を確保するという約束をしたことになる。 

 

＜サービス市場へのアクセスを確保＞ 

 差別の撤廃のほか、双方は相手国の企業やサービス提供者が円滑に事業活動を行えるよ

う、さまざまな障壁を減らす義務を負う。例えば投資の章では、投資許可の条件として一

定の水準・割合の物品・サービス輸出を義務付ける輸出要求、一定の原料や部品の国内調

達を義務付ける現地調達要求、特定の技術や生産過程の地場企業への移転を求める技術移

転要求といった、いわゆるパフォーマンス要求（第 10 章 9 条「パフォーマンス要求」）や、

企業の最高責任者や役員を自国民に限定するような制度（第 10 章 10 条「最高責任者およ

び役員」）を禁じている。 

 

 さらに、企業が本国から相手国に、あるいは相手国で上げた収益を本国に、迅速に送金

できる環境を確保する（第 10 章 8 条「移転」）ことで、企業が活動しやすい投資環境を提

供する。 
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 越境サービスの章は、市場アクセス（第 11 章 4 条）の改善に焦点を当て、相手国のサー

ビス提供者に対する、a.サービス提供者の数の制限、b.サービス取引額の制限、c.サービス

活動数の制限、d.雇用者数の制限、e.特定の国内法人や合弁事業を通じたサービス提供への

制限や要求、を禁止している。また、第 11 章 5 条「拠点設置」により、企業が相手国でサ

ービスを提供するに当たり、代表事務所などの設置や維持、代表者の居住を条件とするこ

とを禁じている。 

 

 コロンビアのサントス政権はウリベ前政権の経済自由化路線を継承し、外国投資の誘致

に積極的だ。米国通商代表部（USTR）発表の「2011 年外国貿易障壁報告書」によると、

コロンビアが外国企業による投資を差別している事例はあまり見当たらない。例外は国家

安全保障、放送、有害廃棄物処理の分野に限られるが、これらの分野の保護はコロンビア

だけでなく、多くの新興国でみられる。従って、コロンビア側の約束は、現行の自由な投

資環境を将来にわたって維持し、予見性を高めることで米国企業の投資を呼び込むところ

に意義があると考えられる。 

 

＜留保項目は付属書で規定＞ 

 ただし、業種によっては自由化の例外もある。非整合的（いわゆる留保）措置（Non－

Conforming Measures）を付属書 I に掲載することで、限られた業種を例外扱いしている

（表参照）。 
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 将来、これらの分野の規制を緩和することはできるが、強化することはできない（注 6）

ため、予見性を高める効果を期待できる。 

 

＜政府を相手取った仲裁が可能＞ 

 投資の章は規制の緩和だけでなく、相手国に投資した企業を保護する規定を含む。例え

ば、一方の政府が公的な目的などにより相手国企業を直接的（国家による財産権の移転）

または間接的〔恣意（しい）的な許認可の剥奪（はくだつ）など〕に収用せざるを得ない

場合には、迅速で十分な補償を企業に支払う義務がある（第 10 章 7 条「収用と補償」）。補

償額は収用直前の企業の「公正な市場価値（fair market value）」と同じ額を支払う。 

 

 また、相手国政府が投資の章の義務を怠った結果、投資活動に損害が生じたと信じる企

業は、相談や交渉の機会を求めることができる（第 10 章 15 条「相談および交渉」）。話し

合いで解決しなければ、紛争を投資紛争解決国際センター（ICSID）または国際連合国際商

取引法委員会（UNCITRAL）のアドホック仲裁に付託できる（第 10 条 16 条「調停へのク

レームの提出」）。 

 

 ただし、仲裁での解決は長期にわたる、訴訟費用が高額に上るなどの点から、インフラ

や資源開発といった巨額な投資に絡む企業が訴えるケースが想定される。一方、日本の経



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  61 

 

済産業省の 2010 年版不公正貿易報告書の指摘によると、過去には政府との交渉段階で仲裁

の存在をレバレッジとして使い、和解に持ち込むケースが多くみられる。従って、この紛

争解決に関する規定の存在自体に、相手国政府を牽制する効果があると考えられる。 

 

＜「バイ・コロンビアン」規制を緩和＞ 

 政府による物品やサービスの購入を政府調達と呼ぶ。安全保障や国内産業保護の観点か

ら、多くの国は政府調達に当たり国内企業の製品・サービスを外国企業に優先させる制度

を持っている。この点、米国政府はバイ・アメリカン法により国内製品を優遇している。

コロンビア政府も例外ではない。例えば外国企業が入札に参加するには地場のパートナー

企業との共同参加を求めるケースがみられる。さらに、コロンビア産の製品やサービスを

優遇して調達する、「バイ・コロンビアン」も存在する（USTR の 2011 年版外国貿易障壁

報告書）。 

 

 政府調達の自由化や規律化に向けた世界的な取り組みには、WTO の政府調達協定（GPA）

がある。一定額以上の政府調達案件で、各国政府（中央政府、国営企業、州政府）に GPA

加盟国産の製品・サービスに対する差別の撤廃を求める内容だ。国内産業の保護に傾きや

すいこの分野では画期的な協定とはいえ、11 年 4 月時点で GPA 加入国はわずか 14 ヵ国・

地域と極めて尐ない。コロンビアは GPA にオブザーバー参加しているが、協定の順守義務

を負っていない。 

 

 米国は北米自由貿易協定（NAFTA）の枠組みでメキシコに政府調達市場を開放させて以

来、FTA 締結を通じて相手国の政府調達市場の自由化を実現してきた。コロンビアにも同

様に FTA を結ぶことで、米国企業や製品・サービスを差別する措置の撤廃を約束させた（第

9 章 2 条「一般原則」）。差別の撤廃だけでなく、契約締結の条件としてのローカル・コンテ

ント（現地調達）や技術移転などを要求するオフセットの禁止、透明性を高めるための調

達案件の情報公開の充実（第 9 章 4 条「公告の刊行」、同 6 条「予定調達の情報」）や入札

までの十分な時間の確保（第 9 章 5 条「時間制限」）を規定した。 

 

 USTR の資料によると、これまでコロンビア政府の調達案件への参加を試みた米国企業

は、透明性の低さを問題視していた。政府調達の章はこうした問題の解決も目指している

ことが分かる。 

 

 ただし、すべての政府機関が協定の対象となるわけではない点に注意が必要だ。第 9 章

「政府調達」付属書 I にリストアップされた機関だけが差別撤廃やアクセス改善義務の対象
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になる。また、GPA と同様に一定以上の入札予定額の案件が協定の対象だ。これらの額は

インフレなどの指数に基づき定期的に再計算されるが、たとえば FTA 発効時の中央政府に

よる政府調達の場合、物品やサービスの購入は 6 万 4,786 ドル以上、公共事業の場合は 740

万 7,000 ドル以上の案件に限られる（注 7）。 

 

 州政府の場合、物品・サービスの購入の際は 52 万 6,000 ドル以上、公共事業は中央政府

と同様に 740 万 7,000 ドル以上の案件が対象になる。そのほか、コロンビア石油公社、国

家郵便局、社会保険庁、コロンビア国家ラジオ放送局、軍事関係諸機関などによる物品・

サービスの購入は 25 万ドル以上、公共事業は 740 万 7,000 ドル以上が対象になる。 

 

 投資や越境サービス、政府調達の章のいずれにも一定の制約はあるが、各章の規定がコ

ロンビアのビジネス環境を改善するのは間違いない。コロンビア進出を考えている在米日

本企業にとっても大きなチャンスとなろう。 

 

（注 1）協定全文は以下の USTR のウェブサイトを参照。 

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text  

（注 2）ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーのアンデス地域 4 ヵ国が創設した FTA。 

（注 3）第 4 章「原産地規則および原産手続き」で規定。第 4 章 1 条付属書で製品別の詳細

な原産地規則を規定している。 

（注 4）越境サービスの章がカバーするのは、a.サービスの生産、分配、マーケティング、

販売、配達、b.サービスの購入・使用、または支払い、c.分配・輸送・情報通信ネットワー

ク、サービス提供に関連した各種サービスへのアクセスや使用、d.相手国のサービス提供者

の領域での参加、e.サービスの提供に必要な条件としての保証またはその他個人の財政的保

証の提供。 

（注 5）ただし、第三国との FTA といった国際協定を通じて与えてきた優遇措置はこの限

りではない。同時に、航空、漁業、海難救助サービスについては、米国・コロンビア FTA

発効以降に締結した FTA などの国際協定に基づいて与えた待遇が優遇する内容になってい

ることを妨げない。 

（注 6）一方、付属書 II にリストアップしている業種は FTA 発効後でも規制を強めること

ができる。対象業種として宝石デザイン、手工芸、視聴覚、陸運などが挙げられている。 

（注 7）ただし、FTA 発効から 3 年までは物価指数などに基づいて 740 万 7,000 ドルを調

整した額か、800 万ドルのいずれか高い方を下限とする。 

 

（水野亮）  

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
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（2）米韓 FTA の概要（平成 23 年 10 月 25 日 外務省 資料） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp03_01.pdf 

 

第 1 章 冒頭規定・定義 

 

第 2 章 内国民待遇及び物品市場アクセス 

 ・物品貿易に関し、原則として内国民待遇の付与、関税の撤廃等を規定。 

 

 

＜自動車＞（2011年2月10日の交換公文より） 

【関税譲許】 

■乗用車：  

・米国は、関税（2.5%）を発効後4年間維持した後、撤廃。  

・韓国は、発効日に関税（8%）を4%に引き下げ、これを4年間維持した後、撤廃。  

■その他自動車（電気自動車等）：  

・米国は、関税（2.5%）を4年間均等撤廃（関税引下げ回数5回）。  

・韓国は、発効日に関税（8%）を4%に引き下げ、発効2年目から3年間均等撤廃（関

税引下げ回数4回）し、双方発効5年目に完全撤廃。  

■貨物自動車：  

・米国は、発効後7年間は現行関税（25%）を維持し、発効8年目から2年間均等撤廃

（関税引下げ回数3回）し、発効後10年目に完全撤廃。  

・韓国は、関税（原則10%）を発効後即時撤廃。  

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp03_01.pdf
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【安全基準】  

・メーカー別に2万5000台の限度内で米国の安全基準を遵守している場合、韓国の安全

基準を遵守しているものと認定。  

・深刻な安全問題が発生した際には、措置の権限を確保。  

【透明性】  

・新規技術規定公布後施行日まで尐なくとも12か月以上の期間を付与等。  

【自動車に関するセーフガードの規定】  

・発動期間は最大 4 年間等。 

 

第 3 章 農業 

・コメ及びコメ関連製品は譲許対象外。  

・一部の農産品（大豆、ジャガイモ等）に関税割当を設けることを規定。  

・牛肉、豚肉、高麗人参、唐辛子、ニンニク、玉ネギ等の限定された品目に関し、年次ご

とに指定された輸入量を超えた時点で自動適用できる等の特別なセーフガードについて規

定。 

 



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  65 

 

第 4 章 繊維及び繊維製品 

・繊維及び繊維製品を対象とした特別なセーフガードについて規定。  

・正確な原産地証明等に関する税関協力の強化について規定。 

 

第 5 章 医薬品・医療機器 

・医薬品・医療機器等の規制等に関する透明性等について規定。  

・医薬品・医療機器等に関する委員会を設置することについて規定。  

・別途の確認書簡において、医薬品・医療機器の価格決定等を申請者の要請に応じて検討

する独立の機関を設置することの確認について規定。 

 

第 6 章 原産地規則・原産手続 

・原産品の定義等を規定。  

・原産地証明は、自己申告制を採用することを規定。 

 

第 7 章 税関行政及び貿易円滑化 

・税関協力について規定。 

 

第 8 章 衛生植物検疫措置（SPS） 

・SPS協定上の権利と義務を確認することを規定。  

・SPS に関する委員会を設置し、両国の当局間の協力を強化することを規定。 

 

第 9 章 貿易の技術的障害（TBT） 

・TBT協定上の権利と義務を再確認することを規定。  

・互いの制度についての理解を改善し、市場アクセスを促進するための各分野での協力を

強化することを規定。 

 

第 10 章 貿易救済 

・セーフガード（同一物品に2回以上の適用禁止等）、アンチダンピング（調査開始前の事

前協議制度等）に関する原則を規定。  

・貿易救済委員会の設置について規定。  

・繊維及び繊維製品、農産品のセーフガードは別途規定。 

 

第 11 章 投資 

・原則として、内国民待遇及び最恵国待遇を付与することを規定。  

・協定上の義務範囲を示す方式として、ネガティブ・リスト方式を採用。  

・投資家と国家間紛争解決の手続等を規定。  

・附属書において、通貨危機等における一時的セーフガードについて規定。 
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第 12 章 越境サービス貿易 

・原則として、内国民待遇及び最恵国待遇を付与することを規定。  

・協定上の義務範囲を示す方式として、ネガティブ・リスト方式を採用。  

・専門家の免許や資格の基準等の承認について、相手国に対して情報提供をすることや、

附属書別表に掲げる分野（エンジニアリングサービス、建築サービス、獣医師サービス）

を含め、関連団体間による相互に受入れ可能な基準の策定を奨励することを規定。議論の

促進のために「専門家作業グループ」を設置することを規定。  

・急送便サービスについて、附属書において、協定署名時における自由化水準の維持、独

占的な郵便事業者が独占範囲外のサービスを提供する際に独占的地位を濫用することの禁

止、独占的な郵便事業者が独占郵便事業から得られる収入を民間事業者と競合する他のサ

ービスへ割り当てることを禁止する意図について規定。また、別途の確認書簡において、

協定発効までに、韓国ポストの独占の範囲の例外に国際書類配達サービスを含むよう拡大

すること、独占の範囲を客観的基準（重量、価格等）により設定すること等について規定。 

 

第 13 章 金融サービス 

・原則として、内国民待遇及び最恵国待遇を付与することを規定。  

・協定上の義務範囲を示す方式として、ネガティブ・リスト方式を採用。  

・協同組合の提供する保険サービスについて、附属書において、民間事業者との間で競争

上の優位性を与えるべきではなく、実施可能な限り、民間事業者と同一のルールを適用す

ることを規定。また、農業協同組合や水産協同組合等の保険事業の支払能力（ソルベンシ

ー）については、協定発効後3年以内に、金融監督委員会（FSC）の規制下に置くことも規

定。  

・韓国ポストの提供する保険サービスについて、附属書において、民間事業者との間で競

争上の優位性を与えるべきではなく、実施可能な限り、民間事業者と同一のルールを適用

することを規定。  

 別途の確認書簡において、韓国ポストに対し、韓国ポストの財務諸表等の検証を含めた

FSC の監督体制、保険商品広告への民間事業者と同一の認可要件の適用、変額生命保険・

損害保険・退職保険を含む新商品販売の禁止、既存商品変更の際の FSC の勧告、限度額引

上げの際の FSC との協議及び FSC の意見書提出について規定。ただし、韓国ポストが、

現在、金融機関として規制を受けない政府機関であり、将来政府機関でなくなった場合に

見直し協議を行うことについても規定。 

 

第 14 章 電気通信 

・電気通信事業者に対し、相互接続、番号ポータビリティ等についての非差別提供を義務

付ける等を規定。 
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第 15 章 電子商取引 

・デジタル・プロダクトに対する関税不賦課及び無差別待遇、電子署名、オンライン消費

者保護、ペーパーレス貿易等について規定。 

 

第 16 章 競争関連事案 

・両国が自国の競争法を通じて、競争を促進するための手続、透明性確保及び両国の競争

当局間の協力について規定。  

・公的企業・指定独占企業を設立・維持できることを認めた上で、政府が、このような企

業が本協定上の義務を遵守することを確保する義務について規定。  

・両国の消費者保護法に基づき、担当当局間の協力を促進することを規定。 

 

第 17 章 政府調達 

・GPA（WTO政府調達協定）の原則的適用について規定。  

・政府調達章の対象は、米韓両国とも中央政府機関のみであることを規定。  

・米韓両国とも、中央政府の財・サービスに係る調達基準額を米国 10 万ドル、韓国 1 億ウ

ォン、建設サービスに係る調達基準額を 500 万 SDR（74 億ウォン又は 740 万 7000 ドル）

とすることを規定。 

 

第 18 章 知的財産権 

・国際条約の加盟等の一般的原則について規定。  

【商標】  

・音声、においが、商標として保護され得ることを規定。  

・地理的表示（GI）保護を商標によっても可能とすること等を規定。  

【著作権】  

・著作権保護期間を70年に延長（2年の猶予期間あり）することを規定。  

・著作物のアクセスを防止する技術的保護措置を迂回し、そのための機器・サービスを製

造・輸入・頒布等する行為を刑事罰の対象とすること等を規定。  

【特許】  

・医薬品について、新薬の製造販売許可のために特許保護期間が不当に短縮される場合に

は、特許保護期間を調整することを規定。  

・発明の公表から特許出願までに認められる猶予期間を12か月とすることを規定。  

【執行】  

・著作物、レコード、実演に関する著作権・隣接権侵害及び不正商標の場合に法定損害賠

償を定めることについて規定。  

・権利者からの正式な申立が無くても、故意の商業的規模の著作権侵害や商標侵害に対し

て、関係当局が職権で刑事上の手続を開始できることを規定。  
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・インターネットサービスプロバイダーの法的責任の範囲を定め、著作権者と協力させる

ための法的措置（インセンティブ）を講ずること等を規定。 

 

第 19 章 労働 

・国際的に認められた労働権の受入れ・維持の義務付けについて規定。  

・貿易及び投資促進の目的で、国内労働法上の保護水準を低下させない義務等について規定。 

 

第 20 章 環境 

・多国間の環境に係る協定を遵守するための法律等の制定義務等を規定。  

・貿易及び投資促進の目的で、環境保護水準を低下させない義務等について規定。 

 

第 21 章 透明性 

・本協定に係る関連法規等についての速やかな開示について規定。  

・腐敗防止等について規定。 

 

第 22 章 総則規定・紛争解決 

・米国通商代表部（USTR）と韓国の外交通商部通商交渉本部長（又はそれぞれから指定さ

れた者）を共同議長とする合同委員会を設置し、毎年定期的に開催し、協定の実施状況、

協定の解釈・運用等について協議することについて規定。  

・紛争解決に関する手続について規定。 

 

その他 

・商用関係者の移動に関しては、特段の章を設けていないが、「2011 年 2 月 10 日付合意議

事録」において、米国は韓国人の企業内転勤に係る査証の有効期限を 5 年に延長するとし

ている。 
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（3）米国が締結した主要 FTA の構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

内容 韓国・米国 コロンビア・米国 オーストラリア・米国 シンガポール・米国 北　米（NAFTA）

内国民待遇および
物品の市場参入

第2章 第2章 第2章 第2章 第3章

農　業 第3章 ― 第3章 ― 第7章
繊維、繊維製品 第4章 第3章 第4章 第5章 付属書
医薬品、医療機器 第5章 ― ― ― ―
エネルギー、
石油化学品

― ― ― ― 第6章

自動車
関連各章に措置
規定が散在

― ― ― 付属書

原産地規則 第6章 第4章 第5章 第3章 第4章
通関行政 第7章 第5章 第6章 第4章 第5章

衛生・植物検疫措置 第8章 第6章 第7章 ― 第7章
貿易の技術的障害 第9章 第7章 第8章 第6章 第9章
セーフガード 第10章 第8章 第9章 第7章 第8章
AD・相殺関税 第10章 第8章 ― ― 第19章

投　資 第11章 第10章 第11章 第15章 第11章
越境サービス取引 第12章 第11章 第10章 第8章 第12章
金融サービス 第13章 第12章 第13章 第10章 第14章
電気通信 第14章 第14章 第12章 第9章 第13章
電子商取引 第15章 第15章 第16章 第14章 ―

実業家の一時的入国 ― ― ― 第11章 第16章
非合致措置

（現在および未来留保）
付属書 付属書 付属書 付属書 付属書

競争関連事案 第16章 第13章 第14章 第12章 第15章
政府調達 第17章 第9章 第15章 第13章 第10章

知的財産権保護 第18章 第16章 第17章 第16章 第17章
労　働 第19章 第17章 第18章 第17章 補完協定
環　境 第20章 第18章 第19章 第18章 補完協定
透明性 第21章 第19章 第20章 第19章 第18章

組織規定、紛争解決 第22章 第21章 第21章 第20章 第20章

協定の目的等
前文、
第1章

前文、
第1章

前文、
第1章

前文、
第1章

前文、
第1章

一般的定義 第1章 第1章 第1章 第21章 第2章
例　外 第23章 第22章 第22章 ― 第21章
最終規定 第24章 第23章 第23章 第21章 第22章

(出所)各協定文を基に作成

(注)上表中の「―」は各協定の章・付属文書・補完協定の題目として明示的に現れていないことを示すもので、必ずしも当該事項が取り扱わ
れていないことを意味しない。

総則的な確認事項

主に物品貿易の自由化に関する措置

主に投資またはサービスの自由化に関する措置

基礎条件整備または関連政府施策



Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved.  70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記すよう努力しておりますが、

本資料で提供した情報等の正確性等についてジェトロが保証するものではないことを予め

ご了承下さい。 
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