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NAFTA に代わる新貿易協定 USMCA の批准に向けた動向
【要旨】
 昨年 11 月 30 日、NAFTA に代わる新貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）」が 3 ヵ国首脳によって署名された。新協定の発効には各国議会の批
准が必要となるが、4 月頃より批准に向けた動きが幾つかみられている。
 まず 4 月 18 日、米国国際貿易委員会が USMCA の米国経済への影響に関する報告
書を発表した。USMCA が米国の実質 GDP や雇用者数にネットでプラスの影響を
与えるとし、米国議会での批准に向けたハードルを一つクリアしたと言えそうだ。
 5 月 17 日には、トランプ大統領がカナダとメキシコから輸入する鉄鋼・アルミニ
ウムへの追加関税の撤廃を発表した。当該関税が USMCA 合意後も継続していたた
め、カナダとメキシコ議会で批准が進まず、米国でも共和党議員が批准手続きの前
にまずは当該関税を撤廃すべきだと主張していた。
 今後の見通しについて、民主党が USMCA の一部変更こそ求めているものの、国境
への壁建設等に比べてそこまで強硬な反対姿勢ではないことを鑑みれば、同党内の
大統領弾劾に向けた機運が低下すれば議会での批准確率は一般的に考えられている
ほど低くないのではないか。背景として、①「NAFTA 批准時を振り返ると下院民
主党議員の 40％、上院民主党議員の略半数が賛成票を投じており、民主党はカナ
ダ・メキシコとの自由貿易を従来全面的に否定してきたわけではない」、②「もと
もと NAFTA 再交渉の内容は、民主党の通商政策の方向性に概ね沿っている」、③
「ライトハイザーUSTR 代表は USMCA 批准に民主党議員の賛成票が必要なことを
見越して、カナダ・メキシコとの交渉段階からペロシ現下院議長ら民主党指導部と
協議していた」、④「トランプ大統領は、民主党の求めるインフラ投資法案に取り
組む前に USMCA 批准が必要である点を明確にした」、⑤「USMCA 批准は対中通
商交渉を優位に進めることに少なからず資する」等が指摘できよう。
 なお、実施されれば批准に大きな悪影響を与えるとみられた不法移民問題を背景と
したメキシコへの追加関税措置は、6 月 7 日に発動見送りが発表されている。
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USMCA 批准に向けた動きが 4 月頃より幾つかみられている
昨年 11 月 30 日、北米自由貿易協定（NAFTA）に代わる新貿易協定「米国・メキシコ・カ
ナダ協定（USMCA）」が 3 ヵ国首脳によって署名された。新協定の発効には各国議会の批准
が必要となるが、4 月頃より批准に向けた動きが幾つかみられている（注 1）。
（注 1）USMCA の内容については、2018 年 9 月 11 日付 Weekly「NAFTA 再交渉～米国とメキシコは暫定合意に到達」
等を参照されたい。

米国国際貿易委員会は USMCA が米国経済にプラスとの試算結果を発表
まず 4 月 18 日、米国国際貿易委員会（ITC）が USMCA の米国経済への影響に関する報告
書を発表した。当該報告書は、大統領貿易促進権限（TPA）に基づき署名された通商協定の
批准に必要となる。
内容を具体的に確認すると、報告書は USMCA が発効して完全実施される 6 年後時点の米
国経済について、ベースラインシナリオ（現行 NAFTA が引き続き存在）との比較で実質
GDP は+0.35％、雇用者数は+17.6 万人夫々上振れするとしている（注 2）。貿易面では、カナダ
への輸出は+5.9％、カナダからの輸入は+4.8％、メキシコへの輸出は+6.7％、メキシコからの
輸入は+3.8％夫々増加すると推計されている（第 1・2 図）。
このうち、NAFTA 再交渉で焦点となっていた自動車産業への影響をみると、域内部材調達
比率を定めた原産地規則の強化等を受けて生産コストが上昇するため（注

3）

、自動車の平均販

売価格は例えばピックアップトラックで+0.37％、小型車で+1.61％上昇し、価格上昇を受け
て、米国内の自動車販売台数は▲14 万台程度減少、完成車工場の雇用者数が▲0.2 万人減少
するとしている。一方で原産地規則の強化は、米国内の自動車部品生産を増加させ、部品工
場の雇用者数は+3.0 万人増加するとされている（自動車製造関連の雇用者数は完成車工場と
部品工場を合わせて+2.8 万人増加）（いずれも数値はベースラインシナリオ比）。
報告書は USMCA が米国の実質 GDP や雇用者数にネットでプラスの影響を与えるとし、
USMCA への批判を殊更強めるような試算結果でなかったことから、米国議会での批准に向
けたハードルを一つクリアしたと言えそうだ。
（注 2）雇用者数上振れ幅（+17.6 万人）の内訳をみると、農業で+0.2 万人、製造業・鉱業で+5.0 万人、サービス業で
+12.4 万人である。
（注 3）原産地規則上、自動車の域内部材調達比率は現行の 62.5％から 75％へ引き上げられるほか、自動車生産過程の
40～45％は時給 16 ドル以上の労働者が担うことを求められる。原産地規則を満たせなければ、関税ゼロは適用
されず、乗用車には 2.5％、（ピックアップ）トラックには 25％の関税が賦課される。
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カナダとメキシコから輸入する鉄鋼・アルミニウムへの追加関税を撤廃
次に 5 月 17 日には、トランプ大統領がカナダとメキシコから輸入する鉄鋼・アルミニウム
への追加関税の撤廃を発表し、カナダとメキシコも米国の農産品等への報復関税を撤廃した
（注 4）

。当該関税は USMCA 合意後も継続していたため、カナダとメキシコ議会で批准が進ま

ず、米国でも共和党議員が批准手続きの前にまずは当該関税を撤廃すべきだと主張していた。
当該関税の撤廃を受けてカナダのトルドー首相は「USMCA の批准に向けて進むことができ
る」と述べ、メキシコのオブラドール大統領も「USMCA の批准に自信がある」と述べてい
る。なお、トランプ大統領が USMCA 合意後も当該関税を維持してきた背景は判然としない
が、このタイミングで撤廃した一因は、中国との通商交渉が難航して米中双方の追加関税措
置が想定以上に長く維持される可能性が出てきたためであろう。
またメキシコでは 5 月 1 日、労働法が改正されている。米国の民主党は労働者への配慮か
ら、USMCA を批准する前にメキシコ国内の労働法改正が必要だと主張していた。
（注 4）通商拡大法 232 条に基づく鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置は 2018 年 3 月 23 日に発動された。カナダと
メキシコは当初は適用が猶予されていたが、2018 年 5 月 31 日に適用猶予が打ち切られた。

民主党のペロシ下院議長は USMCA の変更を要求
米国議会で新協定の批准に必要な票数は、上院・下院ともに過半数である（注

5）

。上院では

与党共和党、下院では野党民主党が多数を占めているため、下院で一部民主党議員の支持を
得て批准できるかが焦点となる。下院の議席数内訳は、民主党が 235、共和党が 197、空席が
3 である。
民主党のペロシ下院議長は「新協定を支持したいが、労働条項、環境条項、医薬品に関す
る条項の一層の強化や、履行を確実にする変更を求めたい」と述べていてライトハイザー通
商代表部（USTR）代表と協議している。協定本文の変更は困難なため、ライトハイザー
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USTR 代表は民主党の要望をサイドレター（付属文書）に盛り込む形で対処したい構えであ
る。
（注 5）TPA に基づいているため議会は協定の個別内容は変更できず可否のみを示す形となる。

民主党は USMCA の変更を求めているものの、国境への壁建設等に比べればそこまで強硬な
反対姿勢ではない
議会共和党は 8 月 3 日から始まる夏季休会前の USMCA 批准を目指しているようだ。今後
の見通しについて、民主党が USMCA の一部変更こそ求めているものの、国境への壁建設等
に比べてそこまで強硬な反対姿勢ではないことを鑑みれば、同党内の大統領弾劾に向けた機
運が低下すれば議会での批准確率は一般的に考えられているほど低くないのではないか。こ
れは、通商問題自体が、民主党にとっても「如何なる手柄もトランプ大統領に立てさせない」
とするほどの選挙戦上の重大争点分野ではないこととも関係している。即ち、背景として、
①「NAFTA 批准時を振り返ると下院民主党議員の 40％、上院民主党議員の略半数が賛成票
を投じており（第 1 表）、民主党はカナダ・メキシコとの自由貿易を従来全面的に否定して
きたわけではない」、②「もともと NAFTA 再交渉の内容は、民主党の通商政策の方向性に
概ね沿っている（注 6）」、③「ライトハイザーUSTR 代表は USMCA 批准に民主党議員の賛成
票が必要なことを見越して、カナダ・メキシコとの交渉段階からペロシ現下院議長ら民主党
指導部と協議していた」、④「トランプ大統領は、民主党の求めるインフラ投資法案に取り
組む前に USMCA 批准が必要である点を明確にした（5 月 21 日）」、⑤「USMCA 批准は対
中通商交渉を優位に進めることに少なからず資する（民主党もトランプ政権の対中姿勢を支
持）」等が指摘できよう。
なお、実施されれば批准に大きな悪影響を与えるとみられた不法移民問題を背景としたメ
キシコへの追加関税措置は、米国とメキシコが不法移民対策で合意に達し 6 月 7 日に発動見
送りが発表されている（注 7）。
（注 6）民主党上院トップのシューマー議員は昨年の USMCA 合意時に「トランプ大統領は NAFTA の改善に向けて大
きく前進し賞賛に値する」等と発言していた。
（注 7）不法移民問題を背景とした追加関税計画については、2019 年 5 月 31 日付 Weekly「メキシコ国境における不法
入国者・移民希望者の増加について」を参照されたい。
第1表：1993年に行われたNAFTA施行法案採決の結果
下院
投票数

上院

民主党議員 共和党議員 無所属議員

投票数

民主党議員 共和党議員 無所属議員

賛成

234

102

132

0

賛成

61

27

34

0

反対

200

156

43

1

反対

38

28

10

0

（資料）米国議会資料より三菱UFJ銀行経済調査室作成
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operations. Before entering into any particular transaction, you are advised to obtain such independent financial, legal,
accounting and other advice as may be appropriate under the circumstances. In any event, any decision to enter into a
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