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米トランプ大統領の登場と通商環境の考察        2017 年 4 月 27 日 
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はじめに 

昨年行われた米大統領選挙は、共和、民主両党の候補者選びから始まり異例尽くめの展開と
なった。最終的に共和党がドナルド・トランプ氏(副大統領候補、マイク・ペンス氏)、民主
党はヒラリー・クリントン氏(副大統領候補、テイム・ケイン氏)を選出、両候補者の一騎討
ちとなった。 
その結果 11 月 8 日に行われた一般有権者による投票でトランプ氏陣営の当選が決定、12 月
19 日選挙人による投票が行われ、2017 年 1 月 6 日大統領及び副大統領当選者が正式決定と
なった。そして 1 月 20 日トランプ氏の大統領就任式を以て、トランプ政権は発足した。投
票率 55.3％、獲得選挙人；トランプ氏 304、クリントン氏 227、得票率；トランプ氏 46.0％、
クリントン氏 48.1％。またトランプ氏はこの間執拗に激しいメディア批判を行った。 
更に TV 討論会、Twitter 等でトランプ氏はオバマ政権批判を繰り返し、米国第一主義、強
いアメリカの復権を、縮小を余儀なくされた中産階級・白人労働者階級(サイレント・マジ
ョリティ)を中心に訴えた。ある種のポピュリズム的色彩を帯びた運動だ。そこには雇用の
確保、伝統的アメリカ産業(自動車・鉄鋼など)の救済・活性化、貿易赤字(米国の核心的課
題である双子の赤字の一つで、TPP 離脱、NAFTA の見直し等を通じて)の解消と米国ベー
スの世界新経済秩序の確立、不法移民対策、国防費の 10％増額、オバマ・ケアの代替策導
入、税制改革、社会資本の整備等が掲げられた。 
トランプ氏の演説・メッセージの多くは、専門家、メディア、関係者間では評価が得られな
いが、大衆の受けは悪くない。初当選時の歴代大統領の人気に比べ低いがそれでも 40％強
の支持を得ている(今月初めには 30％台半ばまで低下)。通常この時期、議会との関係はハ
ネムーンと言われる概ね良好な関係が維持されるが、トランプ大統領と議会(特に共和党保
守強硬派)は異例の冷戦状態が続く。 
通商には相手国・地域があり、トランプ流が何処まで米国の国益に通じることになるか予断
は許されない。しかしこの分野でも大統領令を発動、選挙公約履行に向け全力投球の構えだ。
世界貿易は近年、BRICS や先進国の多くの景気減速・失速を反映、逓減傾向にある。そう
した状況を背景に、世界は今、未知数の多いトランプ政権の通商戦略・政策(強いて言えば、
経済・通商政策より、政治指導の古い社会政策の色彩を持つ)への対応を迫られている。 
このレポートが多少なりとも読者の参考になれば幸甚である。 
トランプ政権の主な政策など：通商関係を中心に 
＊基本姿勢：今後、不透明な点の解消・説明が不可欠 
 ・米国第一主義、偉大なる米国の復権 
  ▽国防費の 10％アップ。 
 ・通商協定の見直し：米製造業の雇用を大量に減らし、多くの工場を閉鎖に追い込んだ通

商協定の見直し。特に自動車、空調、石炭、鉄鋼(原因；産業政策の遅れと利益至上。 
  ▽国際収支(貿易)の巨額赤字解消を中国・ドイツ・日本などを挙げ、赤字をフェアーで

ないとし、当事者間の協定(FTA)締結でその解消を狙う。米企業の行動を無視して。 
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 ・国境調整：連邦法人税を輸入品に課し (トランプ氏は中国品への 45％関税示唆)、輸出
品は免除。そもそも現行国際収支の計算は誤解を招く。ビッグデータの様に精緻で検証
可能な大量のデータ収集・分析を様々な視点から行い、評価する工夫が欠かせない。 

 ・二国間協定(FTA など)の推進：中国、日本、ドイツなどとの貿易収支の異常赤字の解消
を狙う。－｢マルティ｣から｢バイ｣への転換―例 TPP の離脱、NAFTA の仕切り直し。 

 ・経済・社会政策：国内産業の活性化と雇用増大： 
  ▽通商政策の見直しとの関連でラスト地帯(Rust Belt; 旧式の産業構造を抱える中西

部・北東部の重工業地帯＜斜陽化した鉄鋼・鉱業など＞)の復興支援。 
  ▽消滅の危機に瀕した中産階級の復権 
  ▽貧富の格差解消 
  ▽社会インフラの整備：成長戦略の一環 
 ・移民問題： 
  ▽不法移民の消滅 
  ▽特定国民の入国阻止(大統領令；Executive Order の発動) 
  ▽ハイテク企業産業への影響も：サプライチェーン、OEM, ODM,技術・研究者確保。 
  ▽移民の受け入れか海外生産か？： 
   日本の事例；貿易摩擦→海外直接投資・内需拡大(前川レポート)・プラザ合意→バブ

ル崩壊・失われた 15 乃至 20 年・デフレ・中国の台頭・移民受け入れ拒否。戦略
上の課題：輸出品目の過度な集中(特定産業との摩擦必至)。米経済依存型。 

   ドイツ；移民(隣国を中心に)受け入れ(社会問題を抱えながら)→生産・輸出拡大→遅
れて海外直接投資の併用。利点：①輸出品目の多様化(中堅企業の発達)②通貨ユー
ロの最大限活用(ユーロ圏内最強の競争力を通貨面で更に補強)→貿易額は域内・中
国・米国の順。 

＊為替政策 
 交易に重大な影響を及ぼす為替政策は各国が常に神経を尖らせる課題だ。口先介入を含

めその戦術は多様だが昨今の状況をまとめてみた。 
 ・為替操作国： 
  トランプ発言； 

イ. 中国や日本は何年も市場で通貨安を誘導している(1 月 31 日)。 
ロ. 米国の貿易赤字や企業流出の要因は｢他国のマネーサプライと通貨切下げだ(同

上)｣。日銀の金融政策も標的？ 
  日本の立場： 

イ. 風評；有事に強い円 
ロ. 変動相場制下では、相場は市場が決める。通商上の為替操作はしない。介入データ

の定期的公表。 
ハ. 理論武装の不備・対応等； 直物、先物、実質実効為替レート、経常収支(貿易)、購
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買力平価、Big Mac Index、実需 vs 仮需、国家の総合力？ 

 

出所：日経 2017.2.2 

     
     出所：日経 2017.1.19 

    

     出所：日経 2017.1.19 

 ・長期的視点：混迷する見方 
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トランプ氏は、米紙とのインタビュアーで｢我々の通貨(ドル)は強すぎる｣と述べた。こ
れまで米国は｢強いドル政策｣を標榜しながらも、実際には一貫してドル安誘導政策を
貿易の基本に据えていた。次期財務長官に指名されたムニューチン氏は 1 月 19 日の公
聴会で長期的に強いドルが重要だ、と強調した。 

 ・当面の米国の金融政策等：FRB のイエレン議長は 1 月 18 日サンシスコの講演で｢次回
の利上げは今後数カ月の景気動向次第だ｣と指摘し、年前半の追加利上げの可能性を示
唆した。米景気は｢完全雇用に近づき、物価上昇率も目標に向かっている｣と自信を示し
た。日経(1 月 19 日)によると、FRB は本年中に 3 回の利上げを中心シナリオとしてい
るが、現在 0.50～0.75％の政策金利は 19 年末には、3％まで上昇するとの予測を示し
た。結局 FRB は 3 月 14 日(現地時間)の FOMC で、3 カ月振りとなる FF レートの 0.25
ポイント引き上げを決定した。同時発表の経済見通しで、本年中の 0.25％切り上げ予
想回数を中央値の 3(昨年 9 月は 2)とした。その動向が為替に影響するため、米国は難
しい選択と、巨額な出超を続ける中国、日本、ドイツとの厳しい通商交渉を抱えること
になる。 

 ・日米金利差と円・ドル相場：金利差(長期)拡大がドル高要因の一つになる。 

   
   出所：日経夕 2017.3.7 

＊国際協調：米国サイドの動向と言動、その本音は？ 

  
  出所：日経 2017.3.9 

・4 月 18 日東京で日米経済対話：麻生・ペンスが出席；詳細は後日の予定。 
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過去の日米経済協議； 

  

  出所：日経 2017.2.9 

 日米構造協議は SII(Structural Impediment Initiative)と呼ばれ、予め日本に構造上の障害
(障壁)がある、と米国は認識して協議に臨んだ。    

＊産業政策と課題 
 米国がリードする最先端技術産業等(医薬品、宇宙産業、金融・保険、IT, IOT, AI, 通信、

ソフトウェア、軍需産業、シリコンバレー産業、知的財産権等の維持・発展)とそれらに
求められる外国人技術者確保問題、従来型産業(モノ作り)による雇用創出の意義と限界、
更に 7 割を占めるサービス産業に見る人手不足の問題。 

オバマ政権までの米国の通商政策と多国間貿易協定 

 

出所：日経 2016.11.23 

＊多国間・地域協定から 2 国間・地域への転換の動き 
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  出所：日経 2017.1.22 

＊通商協定から政・経パートナー協定へ、そして今再び FTA へ回帰。 
 米通商代表部(USTR)代表に指名されたレイトハイザー氏は 3 月 14 日、上院委員会の公

聴会で｢農業分野の市場拡大が、日本が第一の標的になる、と言明した。 

  
                 出所：日経 2017.3.16 

＊SNS の活用と政策・姿勢の不透明さ：トランプ大統領は、Twitter 経由で政策・姿勢・批
判などを頻繁に発信している。ポピュリズム全盛時の反映とも言えるが、国際的影響大。
異 端の 経済 学 者 Navarro( トラ ンプ の側 近) 新設 の NTC( 通 商政 策の司 令塔 ) へ 。
GDP=C+G+I+(EX―IM)、貿易赤字の縮小が米経済を成長させる、日本の非関税障壁。 

通商・連携協定の現状 

 ここでは現行通商・連携協定と共に現在交渉中の協定を含め概括した。 
 ＊東アジア地域包括的経済連携(RCEP)； 
  ・日・中・印・ASEAN など 16 カ国が参加する RCEP の首席交渉官会合が 3 月 3 日神

戸市で関税の他、サービス貿易、知的財産権など 13 分野のルールを中心に 5 日間の
協議を終えたが、新たに合意した分野はなかった。報道によると、高水準の自由化を
目指す日本、オーストラリアなどと国内産業保護を優先する中国、インドなどとの溝
は深い。自由化のレベルは米国の離脱で実現しなかった TPP(環太平洋経済連携協
定)には及ばない見通し。次回会合は 5 月 2 日フィリピンで開催される。 

  ・期待されるポイント： 
   ▽日本の期待した TPP は域内の 6 割を占める米国が批准しない限り発効しない仕組
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みであり、トランプ政権の撤退表明で頓挫した。 
   ▽RCEP は日中韓(これら 3 カ国は別途困難な FTA を交渉中)など 16 カ国が参加す

るメガ自由貿易協定交渉。GDP では TPP に劣るが、域内人口は 4 倍超、成長市
場でもあり、日本の期待も大きい。 

  ・参加国の様々な事情 
   ▽日本など TPP 参加国はアジアでの電子取引(EC)の急激な発展に備え、外国企業に

サーバーを自国内に設置する義務を付けたり、ソフトの中身を強制的に開示させ
ることを制限する規定を要求する。 

    なお日本などには米国抜きの TPP 再構築の動きも見受けられる。 
   ▽中国は安全保障を盾にこれを拒み目下は平行線。 
   ▽アジアに多い国有企業への優遇策：日本など TPP 陣営はより強い規制を要求。こ

れに対し中国・ASEAN は強く反対している。 
   ▽インドは最も消極的と見られていたが、後半年程度で妥結可能との憶測も出てい

る。 
   ▽大筋合意の時期：交渉参加国の多くは ASEAN 創立 50 周年の 2017 年中に大筋合

意にこぎ着けたい意向。日本はこれまで｢時期よりも質｣を重視、早期妥結に拘って
いなかった。新たな事態を迎え、日本も中国にも変化の兆しが伺える。 

 ＊アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)： 

   
  出所：日経 2016.11.21 

 ＊TPP(環太平洋経済連携協定); 
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     出所：日経 2016.11.21                     同 2016.8.6  

  経過と現状 
  ・環太平洋経済連携協定(TPP)と関連法が 2016 年 12 月 9 日の参議院本会議で自民、

公明、日本維新の会などの賛成多数で可決、承認、成立した。 
  ・オバマ米政権の推計；2016 年 11 月 3 日、TPP が発行せず、日本や中国が参加する

RCEP が実施された場合、対日貿易に関係する米国の 470 万人が失職するとの推計
を発表。その論調は｢RCEP が発効すれば、日本は中国からの輸入品に対する関税を
大幅に引き下げることになる。これに伴い、RCEP に 参加していない米国は、対日
輸出額の約 8.5％が価格面で不利な立場に置かれ、16 万 2 千社の 470 万人の職が危
機にさらされる｣。 

  ・米通商代表部(USTR)は 1 月 30 日、TPP からの離脱を参加各国に書簡で正式に伝達
した。 

  ・米国離脱(意向)への反応他： 
   12 カ国閣僚・主脳会合：2016 年 11 月 18～19 日(リマ)。安倍首相、オバマ大統領ら

が出席、米国のつなぎとめを行った。 
   日本：米国への参加説得を継続。米国の離脱で協定は頓挫したが、これまでの交渉は

決して無駄ではなかった。今後の RCEP、FTAAP 更に日・欧 EPA 交渉に於いて、
この折衝等で得られた基準・情報・体験等を十二分に活用すべきだ。更に今後予想
される米国との FTA や EPA に於いても同様である。 
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   ニュージーランド；米国抜きの TPP を探る。 
   マレーシア：米の離脱に失望 
   オーストラリア：日本と連携、米国説得を続行 
   メキシコ：・メキシコのグアハルド経済相は、昨年 11 月 22 日｢米国が離脱するなら 
    TPP の内容を踏まえ(参加国がそれぞれ)2 国間協定を結んでいくことも選択肢と

して考えなけれはならない｣と話した。 

    
    出所：日経 2016.11.21             同 2016.11.19 

    
     出所：日経 2017.1.22 

 ＊北米自由貿易協定(NAFTA) 

  ・就任前の主なトランプ発言； 
   選挙戦を通して NAFTA に否定的。特にメキシコでの自動車生産をやり玉に挙げた。

メキシコ工場への小型車生産管理を進めるフォード・モーターに対して、トランプ氏
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は｢米国への輸出車に 35％の関税をかける｣と発言。選挙戦の間、米国に生産を戻す
よう圧力をかけ続けた。 

   昨年 2 月エアコン大手のキャリアはインディアナ州の工場を閉鎖して、労賃の安い
メキシコに生産を移す方針を発表した。約 1400 人の失業が生じるため地元自治体や
労 組 が 反 対 。 ト ラ ン プ 氏 は ツ イ ッ タ ー で 移 転 阻 止 を 発 信 し た 。  

 
   出所：日経 2017.1.22               同 2016.11.26 

  日本・欧米企業の動向：特に自動車産業 
  ・メキシコは NAFTA を前提に日系企業が生産拠点を築いてきた(近年拠点数がブラジ

ルを抜き第 2 に)。中でも自動車産業は米国に無関税で輸出が出来、完成車や部品メ
ーカーが相次いで生産拠点を構えている。日産はメキシコで年間約 80 万台を生産す
る。 

   
   旭硝子は昨年 4 月新工場を稼働させ

北米向けに自動車用ガラスの供給を
開始した。計画では今後フロントガ
ラスに加え生産品目を拡大する予定。 

   NAFTA の見直しは経営にも重大な
影響を及ぼすことになる。日本企業
も傍観できない事態が生じた。 

         
 

出所：いずれも日経 2016.11.26 



12 
 

   ・  

     出所：日経 2017.3.7          同左 

   米・メキシコ通商の現状とメキシコサイドの対応 

    

    出所：日経 2017.2.15            同 2017.2.3  

    メキシコ政府は 2 月 1 日、国内の民間企業と再交渉に向け 90 日間の正式協議を始め
ると発表した。報道によると 5 月にも再交渉を始める意向。他にはアジア諸国と FTA
交渉を加速させる以外に、EU と通商関係強化で合意した。北米偏重の経済構造の改
革を加速させ、再交渉に臨む意向。 

  米国サイドの動向 

   ・再交渉の司令塔；次期商務長官のウイルバー・ロス氏 
     
  ・ ロス氏の姿勢；雇用や環境規制など全てが交渉 
    の対象になる｣と 1 月の公聴会で述べた。 
  ・ 上院金融委員会のロン・ワイデン議員(民主党)は、2 月

2 日ホワイトハウスでトランプ大統領が共和・民主両党
の上下院議員と面会し、協力を求めた折、｢大統領は
NAFTA を変えたいとの考えを示したが、何のためにど
のように見直すかは説明しなかった｣と指摘、具体策の 

出所：日経 2017.2.4    提示を求めた。 
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   米・加交渉スタート 

   トランプ大統領は 2 月 13 日、カナダのトルドー首相と会談、両国でメキシコを含め
た NAFTA 再交渉に向けたトップ外交をスタートさせた。会談後の記者会見でトラ
ンプ大統領はカナダとの関係見直しは｢微調整｣にとどめ、メキシコを標的にする考
えを改めて強調した。 

   トランプ大統領の NAFTA 再交渉の標的はあくまでメキシコ。会見で｢カナダとはと
ても素晴らしい貿易関係にある｣と述べ、一方メキシコについては、｢長年、極めて不
公正な取引だった｣と批判した。両者の分断を図る戦略か。米・加の貿易はカナダの
モノの輸出のうち 75％が米国向け、米国からの輸入も多く両国間の貿易不均衡は大
きくない。 

  カナダ・メキシコ関係 

   メキシコ政府は 1 月 22 日、ペニャニエト大統領がカナダのトルドー首相と電話協議
を行ったと発表した。ペニャニエト大統領は両国関係の重要性やメキシコ・米・加の
3 カ国間の自由貿易や投資の促進を強調。北米の経済統合を今後も推進していくこと
で一致した、と報ぜられた。 

 ＊日・欧 EPA(経済連携協定) 
  交渉は再三に亘り合意延期が行われているが、直近の状況を以下に記述した。 
  ・昨年 12 月 12 日から東京で年内合意を求め首席交渉官会合が開催された： 
   欧州委員会のペトリオーネ首席交渉官は｢年内若しくは来年早々の合意が可能だ｣と

説明した。マルムストローム欧州委員は、12 月 7 日日経などの記者団に｢来週が合意
できるか、幾つかの案件を積み残すかを決める重要な 1 週間になる｣と話した。その
上で、大枠合意への道筋を描ければ、年内にも東京を訪れるなどして閣僚会議を開く
準備がある、と語った。尚本年 4 月 5 日終了の交渉では進展は見られなかった。次
回日程は未定。 

  ・大筋合意へ向け更なる歩み寄りが必要な分野；  
   農産物：ワイン、チーズ、パスタ、チョコレート、木材、豚肉などの関税撤廃・削減。 
    チーズに関して、TPP でも日本は一部の関税を維持した。酪農家などは EU との

EPA で TPP を上回る市場開放に反対。 
   公共調達：地方の大学・公立病院のどの入札に欧州企業が参加しやすくする。 
   地理的表示： 
   日本の求める完成車・同部品の関税撤廃：EU 農産物に関する関税撤廃に日本側がど

こまで応じるかに対応して相互主義の立場から対応する。 
   自動車部品にかかる関税：今回の交渉で 80％前後が即時撤廃の見通しに。日本は更

に TPP 並み(輸出額ベースで 81.3％)のレベルを要求。これに対し、EU 側はギアボ
ックスやエンジンなど欧州メーカーに競争力のある一部製品で撤廃まで数年の猶予
期間を設けるよう求めている。 
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EU は世界貿易機関(WTO)での約束に従い、日本製自動車部品に 3～4.5％の関税を
かけている。 

   日欧は貿易額ベースで 8 割前後となる品目で協定発効と同時に関税を撤廃する。 
  ・経緯：日欧は 2013 年 4 月 EPA 交渉を開始した。安倍首相と EU のトウスク大統領

ら EU 主脳は昨年 7 月の会談などで、年内の大筋合意を目指す方針で一致した。EU
は同時並行的に米国との間で TTIP(FTA)交渉を進めており、トランプ大統領の掲げ
る 2 国・地域間 FTA の基本的考え方やスタンスが十分に読めない中、新たな事態へ
の対応に苦慮している。その意味で日欧 EPA の合意形成は対米折衝上も極めて重要
となる。 

  ・EU の政治事情： 
   域内では 3 月以降、オランダ、フランス、ドイツなどで国政選挙が相次いでおり、自

動車関連の関税撤廃・削減は雇用問題とも絡み政治決着がますます困難に。加えて英
国の EU 離脱交渉の本格化も日・欧 EPA への関心を削ぎかねない。 

  ・韓国：EU 間で FTA 締結済み 

  
   出所：日経 2016.7.16                   同 2016.9.24 

＊日・コロンビア EPA： 
  TPP 会合（リマ）に出席中の安倍首相は昨年 11 月 19 日、コロンビアのサントス大統

領と会談、両国の経済連携協定(EPA)の早期妥結を目指すことを確認した。 
＊中・豪 FTA の強化 

 ・最初の FTA 発効：2015 年 
 ・本年 3 月 24 日：中国李克強首相・豪ターンブル首相会談(キャンベラ)。 
  両首脳は FTA の強化や、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)交渉の妥結へ協力する

ことで一致。 
 ・記者会見の発言：豪首相；多極化した世界で、米中のどちらかを選ばないといけないと

言う考えは正しくない。李首相；中国は豪州にとって長期にわたり、信頼できる友人だ。 
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出所：日経経済教室下 2017.3.7              同 2017.3.6 

＊環インド洋連合(IORA＜Indian Ocean Rim-Association＞) 
 目的：加盟国域内での貿易と投資の活性化、前身は 1995 年設立の環インド洋地域協力連

合。2013 年に現在の名称となる。 
    今年 3 月 7 日ジャカルタで初の首脳会議を開催、域内貿易・投資の拡大に加え中

国の海洋進出や海賊対策など海洋安全保障分野での連携強化を確認した。 
 加盟国：19 カ国 
 対話パートナー；中国、エジプト、フランス、日本、英国 
＊韓国・中米 6 ケ国の FTA(出所：日経夕 2016.11.17)と韓・米 FTA(KORUS) 

・韓国政府は、昨年 11 月 17 日エルサルバドルなど中米 6 ケ国との自由貿易協定(FTA)
が実質妥結したと明らかにした。自動車やエアコンといった家電製品など 95％以上の
品目について関税が段階的に撤廃される。中米 6 カ国と FTA を結ぶのは初めてと言う。 

  ・KORUS；ラチェット規定の導入等韓国サイドに問題の多かった KORUS は、2007 年署
名、発行は 2012 年。関税の撤廃、知的財産権の保護、韓国のサービス分野市場の開放
など米国の期待を込めた最後の FTA となり、折衝に当たったウインディー・カトラー
は、雇用の創出を標榜、最高水準の協定と自慢した。 

  ところが、それから 5 年宴は終わった。トランプ氏は選挙戦中、この協定を雇用キラー
とやり玉に挙げた。米国の対韓貿易赤字は 2011 年以降 2 倍強になった。実際には米韓
貿易は期待を下回った。協定調印時に、米国国際貿易委員会((USITC)は韓国への貿易
輸出が凡そ 100 億ドル増えると予想した。実際には 2011/2016 年間に 30 億ドル減少
した。協定は重大な問題に直面した。関税が引き下げられたが、米国の自動車メーカー
は、韓国が別な障壁を設けていると不満をぶちまけた。韓国にとり最もショッキングだ
ったのは政府が競争上の優位性を保つため通貨を切り下げているという非難だった。
輸出の弱さは KORUS に起因されることは出来ない。協定が実施されたとき世界貿易
は後退した；韓国の輸入は急減した。関税を切り下げたこの協定がなければ、米国のモ
ノの輸出はもっと減少したであろう。一方で米国のサービス分野の輸出は 2011 から
2016 年間に粗 30％上昇した。また韓国の米国への直接投資額は倍以上に増加した。韓
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国への米国産チルド・ビーフの輸出はこの 5 年間に 152％増加した。その結果米国は今
や強いドルを克服し、ナンバーワン・サプライズだと米国食肉輸出連合会(USMEF)の
CEO セン氏は KORUS に大変満足している。なお 2026 年にはこの関税が完全に撤廃
となる。もう一つの考えられる期待外れの要因は協定交渉官達の時間の浪費。KORUS
実施の 9 カ月前、EU・韓 FTA が実施され、EU 企業に先手を取られてしまった。 

トランプ氏の掲げる米国第一主義に怯える中、来る韓
国大統領選の有力候補者達は自分たちのベースで先取
特権的に協定の再交渉に臨むと示唆している。この間
韓国政府は再交渉の話は抑えている。協定の有意義な
アップグレードは可能であり、修正バージョンはデジ
タル取引、e-コマース、通貨介入に関する一層の透明
性についての新しいルールを含むこともありうるだろ
う。しかしその時はこれらの条項はトランプ政権が廃 

出所：The Economist(2017.3.18)  止した TTP に類似したものになるだろう。現在トラン
プ政権の積極的 2 国間主義は通商より憎悪を促進するように見える。注記：KORUS に
関する記述は The Economist(2017.3.18)から一部引用、参考にした。4 月に始まる｢日
米経済対話｣の参考になればと思い付記した。 

＊カナダ・EU  FTA、暗雲を払拭署名へ:EU サイドの実情を知る上でも重要な試金石に 
  EU とカナダが昨年 10 月 27 日に予定していた自由貿易協定(FTA)の正式調印が見送ら

れた。原因はベルギーの国内調整が失敗(地元産業への打撃を懸念するベルギー南部ワ
ロン地域議会が反対、多言語国家で分権化の進むベルギーでは EU の協定締結を承認
できない)、EU サイドの署名の準備が整わなかったため。この協定は｢包括的経済・貿
易協定(CETA)｣と呼ばれ、EU が主要 7 カ国(G7)と結ぶ初の FTA。交渉開始は 09 年
10 月、2013 年秋に CETA を巡って双方が原則合意していた。 

  英国の EU 離脱や反グローバリゼーションに揺れる EU の求心力が試された。｢カナダ
とできないことが、英国とできるとは思えない｣、と日経夕(2016.10.25)は EU の通商
政策を担うマルムストローム欧州委員の英離脱交渉への影響を懸念する発言を紹介す
る事態も生じた。 

  EU が第三国と結ぶ FTA の署名には加盟 27 カ国の承認が必要。一定の時間がかかるの
はやむを得ないが、更に交渉が妥結しても、その後の手続きが常に手間取るようなら、
EU と真剣に交渉しようとする国は少なくなる。同じことは多少の差はあれここでも言
えることだ。 

  結局昨年 10 月 30 日ブリュッセルで首脳会談を開き、署名した。今後欧州議会の承認
を経て 2017 年初めに暫定発効する。発効すれば貿易品目の 99％の関税が撤廃される。 

  署名後の両者の発言： 
  ・カナダのトルドー首相；中産階級にとってよいニュースだ。勢いづく反グローバル化
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の背景とされる中産階級の没落や格差拡大への対抗につながる、と日経(2016.10.31)
が記している。 

  ・EU トウスク大統領；保護主義は国家のエゴイズムと暴力的な紛争の脅威に後戻りす
ることを意味する。 

 ＊米・欧環大西洋貿易投資協定(TTIP)： 
  経緯の一部に関しては、スマイル会 HP 掲載の拙著｢米・欧 FTA 交渉の現状 2014 年｣

参照。 
  昨年の状況； 

・フランスのオランド大統領は 8 月 30 日各国に駐在する仏大使を集めた 
会合で、｢年末までに合意することはないだろう｣との見通しを述べた。その理由とし
て大統領は｢フランスの立場が尊重されておらず、明らかにバランスを欠いている｣
と述べた。一方米国は今年中に交渉をまとめるのを目標に取り組みを続けると反応
した。 

・EU、オバマ政権下での合意断念： 
EU の通商担当相らは 9 月 23 日米国と交渉中の TTIP を巡り、米オバマ政権下での
合意を断念した。 
拙速な交渉は欧州市民の不信を深めかねないとの危機感がある模様。会合では明年 1
月に任期が終了するオバマ政権下で交渉を妥結させる目標を｢非現実的｣との認識で
加盟 28 カ国が一致した。交渉は継続するが、交渉期限の目標を失い長期化の様相。 
EU の通商交渉を担うアルムストローム欧州委員は、米大統領の交代後は、交渉が｢少
なくとも 5、6 カ月は中断される｣と述べ、｢再開時期を推測するのは時期尚早だ｣と、
新大統領の姿勢を見極める必要性を示した。報道によると、会合前にはオールトリア
やフランスから対米協定の名前を変えてゼロから交渉をやり直すよう求める声も噴
出した。 

英国事情 

・英国のメイ首相は今年 1 月 19 日ダボス会議で講演、欧州連合からの離脱を踏まえて｢世
界中の国と FTA を結びたい｣と力説した。また｢EU から離脱するが、欧州を拒絶したわ
けではない、今後も欧州各国と経済や政治での協力関係を継続する意向｣であると話した。 

・英国は 3 月 29 日正式に離脱通知を EU に提出した。これを受け、EU は 31 日英国の離脱
を巡る交渉指針案を加盟国に提示した。交渉は双方にとり歴史上最も困難で利害の錯綜
する重大イベント、その完結には 2 年を要する予定。中でも通商関連は今後の世界通商
戦略の要となる。 
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・離脱後に新たに EU と包括的な FTA を締結す
るとともに、EU 以外の国々とも FTA 交渉を進め
る意向をメイ首相は表明した。英国は EU に加盟
している間は他国と FTA 交渉は始められないが、
すでにオーストラリア、インドなどと準備的な話
し合いを始めているとメイ首相は説明した。いず
れにせよ英国の離脱交渉は長期にわたる、複雑で
莫大なコストのかかる世紀の難題だ。 
左表の出所：日経 2016.8.3 討論会特集 

 
・米国との関係： 
 ＊1 月 27 日、メイ首相ワシントンでトランプ大統領と会談、EU 離脱後に英米 FTA 交渉

開始で合意。 
 ＊米国は輸出入の 1～2 割を占める EU に次ぐ規模の貿易相手国。英国は米国を足掛かり

に中国やインドなど非 EU 諸国との FTA 交渉進めたい考えだ。 
米中通商事情・他： 
 ・米国の巨額な貿易収支の赤字の 50％弱は中国だ。この中には中国で米国企業が製造し

米国に輸出したものが入る。ここで大きな利益を出しているが、トランプ氏は、これが
怪しからんとやり玉に挙げ国境税を課す構え。米国の雇用機会を奪い、大きな貿易収支
の赤字要因となる、と決めつける。そこには米国の消費者満足度や巨大な中国市場への
ビジネスチャンスなどへの理解・戦略などは微塵もない。通商・投資・新たなビジネス
モデルの開発意義を認めようとしない姿勢も伺える。 

 ・元はと言えば、中国の経済発展は米国を中心にした先進国による直接投資、技術移転等
の上に、中国の改革開放政策が上手く結びついて築かれたものだ。現状に至る発展過程
への理解が求められる 

 ・ 米国債の最大の保有国は中国、日本は 2 番目。 
 ・人民元の操作、国有・国営企業優勢の国家資本主義経済、非市場経済、閉鎖・規制経済、

非関税障壁など中国に絡む米国サイドの姿勢は厳しさを増す中、中国は米国とその産
業にとり最大の利害調整課題。 

  権力を掌握し、核心化された習近平率いる中国と未知の巨人トランプ率いる米国の両
大国による今後の｢米中対話｣の進展に注目したい。 

 ・尚 4 月 6.7 の両日に亘行われた米中首脳会談については、機会を見て別途述べることに
した。 
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  出所：日経 2017.2.2                Economist2016.12.10 

 ・中国の鍾山商務相は 3 月 11 日の記者会見で、米中間の貿易・経済関係について｢協力が
唯一の正しい選択だ。貿易戦争は百害あって一利なしだ｣と述べた。また｢あらゆる保護
主義的な措置は米中両国の利益にならない｣と語った。 

更に同氏は｢中国は米国が輸出するボーイング社
の飛行機の 26％、大豆の 56％、自動車の 16％、
集積回路の 15％を輸入している｣、｢過去 10 年間
を見ると、米国の対中輸出の伸びは中国の対米輸
出の伸びを大幅に上回っている｣とも主張した。 
そして同氏はロス米商務長官との早期会談に意
欲を示した。 
記事の要旨：日経 2017.3.12 

出所：Economist 2017.3.11  

 ・2 月貿易収支が 3 年ぶりの赤字：中国税関総署は 3 月 9 日、2 月の貿易統計を発表した。
それによると、ドル建ての貿易収支は 91.5 億ドル(約 1 兆 400 億円)の赤字だった。主な
要因は輸出の低迷と原油や資源価格の上昇で輸入が膨らんだこと。輸出は前年同月比 1. 
3％減の 1200 億ドル。2 カ月ぶりに前年同期比を下回った。米国など主要輸出先が前年
割れ。携帯電話・集積回路は好調の反面、衣料など軽工業が減った。 

米・独通商事情他： 
・3 月 17 日ホワイトハウスで行われた初めてのトランプ大統領(ビジネスマンから転じた政

治家)・メルケル首相(百戦錬磨の政治家で継続して首相の座を狙う)会談は映像で見る限
り、緊張と駆け引きに終始した観があった。今年はドイツが G20 の議長国をつとめるこ
ともあって、メルケル首相には EU の代表者としての任もある。 

 記者会見終了時に両者は握手を交わしたが、会談中トランプ大統領はメルケル首相の求
めに応じる気配を示さないほどトランプ氏は選挙戦中からドイツに対し強い拘りを持っ
ていた。 
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・通商面ではドイツの大幅対米貿易黒字が最大の標的。今後の TTIP 交渉も注目点。 
今回メルケル首相にはシーメンスや BMW の
関係者も同行した。GM はドイツにあるオペ
ル社の売却を既に決定(フランスの PSA＝旧
プジョーシトロエングループが買収)、ドイツ
市場から撤退する。日本でもフォード社が撤
退を決めた。個々の産業、個別企業の国際競
争力強化も米国の課題だ。個別企業を名指し
で要求を突き付けたり、非難するやり方はウ
イン・ウインを基本とする通商協定から大き
く逸脱する。通商拡大ではなく反発や憎悪を
買う結果になりかねない。 

 出所：日経 2017.3.13           通商問題ではないが、ドイツは今回 7 年後ま
でに GDP の 2％を国防費(NATO)に充てることを米国からの要請で強いられた。 

・日本にとり気になる点はドイツの中国への通商・投資面での傾斜だ。アジアに大きな利害
関係を持たないドイツは、摩擦を抱える米国市場から中国へのシフトも選択肢。それだけ
に中国市場、通商上の結合はドイツにとり最重要課題の一つ。英国に次いでドイツも中国
が創設したアジアインフラ投資銀行(AIIB)に最初から参加した。方や日本は政治・外交・
国防等の面で中国との距離感が定まらない。日独関係がやや冷え込む中今後の両国関係
改善・発展は日本にとり重大事だ。その意味で、3 月 20 日ハノーバーで行われた日独首
脳会談は意味があり、同時に自動車産業で先行する両国が次世代自動車の開発や規格策
定で包括的な協力関係を築こうとする動きは注目される。3 月 20 日からハノーバーで開
催される IT 見本市(CeBIT)を前に世耕経済産業大臣とツィプリース経済・エネルギー相
がそのための覚書を交わす。 

WTO のレゾンデートル 

・ドーハ・ラウンドの行き詰まり； 
 2001 年 11 月に始まり 2011 年 7 月の貿易交渉委で部分合意が先進国・新興国間で得られ

ず事実上断念された。ある意味でこれは国連など国際機関に内在する意思決定の問題点
を浮き彫りにしている。加盟国間の経済的・社会的(貧富、発展段階、経済・社会政策、
文化など)格差のある中、包括的合意形成が困難。 

・マルティからバイへ通商政策の軸足を明瞭に転換したトランプ政権の WTO 対応が注目
される中、日経夕(2017.3.10)が、興味を引く記事を掲載した；｢トランプ政権は日本の自
動車と農業分野の市場開放を求める 8 日付の意見書を WTO に提出した。自動車には許
認可や販売網など＜重大な非関税障壁が残っている＞と指摘、農業分野は＜高関税によ
ってかなり保護されている＞と批判した｣。 

・方や日本政府は 3 月 9 日、インドが鉄鋼製品輸入に発動している一時的な関税の引き上
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げ(セーブ・ガード)が不当として、WTO に提訴したと発表した。政府間の協議が不調に
終わったためで、第三国による紛争処理小委員会(パネル)に判断を委ねる。 

 ところがパネルは 3 月 22 日、インドが設置を拒否したことで設置を見送った。 
・中・韓の応酬： 
 ＊韓国は 3 月 20 日、地上配備型迎撃ミサイル(THAAD)の韓国配備に反発した中国が、

韓国に対し経済面で報復的な措置を取っているとして、WTO に問題提起したと明言した
旨報じられた。聯合ニュースによると、韓国は中国の措置について、WTO 加盟国が全て
の加盟国に最も有利な貿易条件を適用する｢最恵国待遇(MFN)｣の原則や外国企業を内国
企業と同等に扱う｢内国民待遇｣の原則に違反する可能性があると指摘した。 

・注目を集めたトランプ政権の 3 月 1 日公表通商経済報告書との関連： 
 米国の不利益になる場合は WTO の決定に従わない。経済ナショナリズム？ 
 経済ナショナリズムは、トランプ氏の側近で｢黒幕｣と呼ばれるスティーブン・バノン首席

戦略官・上級顧問(国家安全保障会議 NSC の常任委員、後日更迭)の唱える政権の 3 本柱
の一つ。 

・中国を提訴：欧州委員会は 2016.7.19 に、中国がグラファイト、コバルト、銅など 11 種
類の原材料について不当な輸出関税をかけて、中国国外の企業が入手するのを妨げてい
るとして同国を WTO に提訴した。 

・ＷTO(世界貿易機関)の任務： 
 ＊WTO 設立協定及び多角的貿易協定の実施及び運用等  
 ＊多角的貿易関係に関する交渉の場所及びその実施の枠組みの提供 
 ＊紛争解決了解の運用 
 ＊貿易政策検討制度の運用 
 ＊IMF、世銀及びその関連機関との協力 
G20 財務相・中央銀行総裁会議等 

 トランプ政権にとり初めてとなる 3 月 17 日に開幕した 2 日間の G20 財務相・中央銀行
総裁会議が混迷を極める世界情勢の中、ドイツの保養地バーデンバーデンで開催された。
メディアの報道を中心に、今後の通商環境の視点から状況をまとめてみた。 

 ・自由貿易 vs 保護貿易：保護貿易を掲げるトランプ政権の登場でこれまでの自由貿易の
標榜が大きくその構図を崩されてしまった。同じ日にワシントンで行われた米独首脳
会談の成り行きからある程度の進路変更も予見されたが、今回 G20 は強引な米国のや
り方に翻弄され、参加者の多くが不満を抱える問題含みの閉会を迎えた。 

 ・共同声明：米国の主張は｢保護主義に対抗する｣に代えて｢自由で公正な貿易｣の挿入。こ
れに対し貿易黒字の中国やフランスなどが反対、議長国ドイツの仲裁で結局｢貿易の経
済への貢献を強める｣との抽象的文言となった。 

 ・ドイツのメルケル首相は訪米直前、中国の習近平国家主席と電話会談を持ち、政策等の 
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摺り合わせ行った。中国は域内を除くと米国を抜きドイ
ツの 2 番目に重要な通商相手国だ。保護主義に反対、自
由貿易を標榜、投資を含め連携強化を図っている。中国
市場はトヨタを抜き昨年世界最大の自動車メーカーと
なった VW の最大市場。また中国の李克強首相は、国
内市場に関して、中国は EU 企業を国内企業と同等に扱
う考えを披露している。 
左表の出所：日経 2017.3.19 

  

○前回の G20 財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、2016.10.6-7)のポイント： 
  ＊金融緩和政策頼みの低成長克服懸念と副作用(銀行経営への影響)の表面化 
  ＊財政出動への参加国間の温度差 
  ＊G20 議長国中国の楼継偉財務相の発言：米欧の選挙や英国の EU 離脱などでリスク

が高まり、世界経済が直面する不確実性は高まりつつある。 
  ＊IMF リカルド専務理事の事前の発言：金融政策だけでなく財政政策や構造改革を同

時に進めることが大切だ、と強調、特にドイツ、カナダ、韓国を名指しして、財政出
動を促した。 

 ○G20 貿易相会合(2016.7.10 閉幕、中国、上海)：出所：日経 2016.7.11 

   
 ○20 カ国・地域首脳会議；G20 サミット(2016.9.4-5 中国浙江省・蘇州) 
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  出所：日経 2016.9.6 

 なお今年から議長国がドイツに変わり、首脳会議はドイツで 7 月開催、トランプ大統領が 
出席表明した。 

参考資料：NZZ(スイス有力紙)関連記事(2017.3.17)の紹介：von C. Eisenring 

 ―世界貿易のストレステスト― 
 ▽基本的コンセンサスへの挑戦： 

・自国を孤立化させないことが G20 の基本的コンセンサスである。ところが米国はそ
の根底を揺さぶり、｢国際的で公正な｣通商制度を義務付けようとする。これは不穏な
展開の始まりになるかも知れない。 

・長年にわたり G20 の首脳会議は保護主義的行動を戒めることを明確に打ち出してき
た。それは必ずしも常にそうであったわけではないが、実際に少なくとも金融危機後
諸国が概ね経済を孤立化することだけは避けられた。そしてその結果、経済回復を助
成したのだ。しかしこうしたコンセンサスが今や危機に瀕している。米国のトランプ
大統領はドイツの自動車メーカーに対して、彼等がメキシコから自動車を輸入しよ
うとする際課税すると脅す。いずれにせよ保護主義の明瞭な拒絶文言は今回 G20 の
閉会コミュニケに再び見出すことは出来なかった。今回のバーデンバーデンの会議
にスイスもゲスト国として招待されている。 

  ・フランス、イタリア乃至は英国のような国々はこのため、少なくとも規則に基づいた、
多国間通商制度の宣言を文書化するよう要望した。ジュネーブで WTO に場所を提
供するスイスもまた、小さな、開かれた経済国としてこうした文言を提言しなければ
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ならない。しかしこのような表現は明らかに米国を更に遠くに追いやることになる。 
   彼等は単に国際的且つ公正な通商制度を認めようとするだけである。 
 ▽決して簡単な討議ではない 
  ・それは唐突にやってきたわけではない。財務長官スティーブン・ムニューチン氏は前

日のドイツ財務相ショイブレとの会談で、米国は決して貿易戦争を望んでいるわけ
ではなく、ただ通商関係が正しく検証されなければならない、と言明した。その際に
は中国と並んでドイツも焦点だ。主催者のショイブレは金曜日の会議の始まる前、複
雑な討論で新たなパートナーと良い成果に至ることに自信がある、と語った。ムニュ
ーチン氏と同様、中国の肖捷財政相も新顔だ。世界貿易の開放性を如何に文書に書式
化するかが大変重要だ、とショイブレは述べた。 

   そこで困難なことは、トランプ政権の姿勢が多くの設問で定まっていない点だ。G20
のこれまでの姿勢を単純に踏襲することが反感を呼ぶことは明らかだ。そこで財務
相達が最終的に貿易問題の解決策を首脳達に委ねることもありうる。その首脳会議
は 7 月にハンブルグで開催される予定。G20 は、会議は良好な雰囲気の中で行はれ
た、と強調した。貿易問題が大変注目された中、その他の分野は多くが継承された。 

 ▽バーゼルⅢが軌道に 
・G20 関係筋によると、金融分野の改革は良い方向に向かっている。これは先駆者と

して強固な自己資本規定を銀行に設けるスイスにとっては大変よい情報だ。為替相
場の過度な変動は有害であり、通貨切り下げ競争から遠ざかるべきとの文言がコミ
ュニケに再度書かれている。これは先の中国浙江省蘇州で開催された首脳会議の文
言と符合するものであり、G20 は為替市場の参加者を不必要にぐらつかせることは
しないだろう。 

むすびにかえて 

早くもトランプ政権は、対日経済対話をスタートさせる構えを見せている(4 月東京)。だ
がまだその基本姿勢・戦略の全体像が十分に掌握できない状況だ。今後他国・地域との交
渉も始まるので、拙速に陥らないよう、日本としての基本姿勢・戦略を確立して、情報収
集・分析・評価を貫徹、国益に沿うよう交渉に臨みたい。米国は目下のところ、貿易赤字
の解消、相手国に対する市場開放、個別事業・企業の利害にも立ち入った(表面上ロビー活
動に反対を表明しているが)協議を最優先に考えているようだ。つまりこれまでのような地
域包括的連携協定やある種のブロック経済圏構想は後退したように見える。 
トランプ大統領は 3 月 31 日、貿易赤字削減を目指す大統領令を正式に発動した。その主
な内容は； 
・貿易赤字の要因分析；商務長官と通商代表部代表は、貿易相手国の高関税や非関税障壁

の米国の貿易に対する影響を調査・分析・評価し 90 日以内に大統領に報告する。  
 その結果を踏まえて適切な法的措置をとり、目的を達する。 
現在の米国を傍観すると、幾つかのポイント・疑問が浮き彫りになる。例を拾うと： 
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 ・新政権の要所・要所に専門性、地域特性、通商交渉体験などを備えた人材は十分にい
るのか。 

 ・アメリカ社会は今や行き過ぎた規制に縛られ企業・起業が自由闊達に行動できない国
になってしまったのか。 

 ・利益至上主義に走る米企業・産業(含む金融)は、企業統治に加え、広い意味での CSR
やマクロ経済・国益との整合性を重要視できないのか(企業の視点)。 

 ・圧倒的国際競争力を有する最先端を行く産業・企業への配慮(海外からの技術者確保、
世界市場戦略など)は十分なのか。それなくして貿易収支の大幅改善はあるのか。 

  更にこの分野でも急速に米国を追い上げる中国に如何に対処するのか。 
 ・第一次・二次産業の復活だけで、雇用や中産階級の救済、格差の是正、貿易収支の改

善は十分出来るのか(AI、IOT などの導入で雇用形態・産業構造が変わり、転職・研修
の在り方も変化している)。 

 ・提唱された政策には、本来民主党が立案・実施すべきものがある。なぜそれらは民主
党時代に実現されなかったのか。そして今なぜ異色の共和党大統領トランプ氏が実施
しようとするのか(SNS をベースにしたポピュリズムの登場・米国社会の変質？)。 

 ・ミクロ経済政策が先行する傾向にあるが、マクロ経済政策との整合性をどのように担
保するのか(国策)。 

 ・歴史の教訓は生かされないのか。 
  －｢アメリカ資本主義は世界中の如何なるところでも、そして歴史上如何なる時でも、

その他の如何なる制度よりもより多くの人々に、より多くの恩恵を齎してきた｣。これ
は今年 3 月 20 日 101 歳で亡くなったチェイスマンハッタン銀行元会長兼 CEO、デイ
ビッド・ロックフェラーの言葉である(出所；Bloomberg Businessweek 2017.3.27)。－ 

いずれにせよ、大統領令を頻発する米国が、本来のチェック・アンド・バランス機能を早
期に回復することを期待しながら、日本は新たな展開を見せ始めた米国への有効な戦略的
対応と同時に、世界の通商環境に大きな影響力を持つ中国市場への確かな足固めを、政治
的緊張の続く中強いられることになる。 

参考情報：スマイル会 HP に掲載済みの筆者の報告・論考など 
＊ 米中戦略対話のレヴュー 2009 年 
＊ 自動車社会の物語～トヨタのリコール問題など～ 2010 年 
＊ 2012 年大統領選を通じて見る米国の民主政治 2013 年 
＊ オバマ・ケア―(米医療改革法)の考察 2014 年 
＊ エレクトロニクス産業の謎―半導体の興亡を探る 2014 年 
＊ 米欧 FTA 交渉の現状 2014 年 
＊ M&A の考察 2014 年  
＊ 進化する自動車産業の考察 スマイル会 HP 2016 年 
(了) 


