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バイデン政権下での通商政策の行方
【要旨】
 バイデン政権が発足して間もなく 100 日となる。通商政策関連ではこの間、通商代
表部（USTR）代表にタイ氏が就任し（3 月 18 日）、年次通商政策報告書・半期為
替報告書等が公表された。通商政策の方向性は徐々に明らかになりつつある。
 タイ代表が示す通商政策方針は、①「労働者中心の貿易モデルを目指す」、②「労
働者・環境を傷付けてきた『底辺への競争』を終わりにする」、③「関税を政策手
段として排除しない」等となる。貿易関係で（消費者よりも）労働者への恩恵を重
視し、公平・公正さを一層求めてそのために関税発動も手段とする点等は、トラン
プ前政権の主張と同じと捉えられる。なお、上院本会議はタイ氏の USTR 代表への
指名を賛成 98、反対 0 で承認しており、こうした政策方針には超党派の幅広い支
持があると考えられる。
 対中通商政策について、タイ代表は「中国は第 1 段階合意のコミットメントに従う
必要がある」、「中国に第 1 段階合意を含めたコミットメントに対する説明責任を
果たさせるために、戦略的で一貫した計画を作成し実行する」等と述べている。
USTR による当計画がどのような内容になるのか注視が必要だが、対中通商政策は
一先ずトランプ前政権下での第 1 段階合意を前提として検討はされそうであり、そ
うであれば継続性の観点等からは不確実性が低減されると言えよう。
 第 1 段階合意には、中国による米国からの輸入拡大が盛り込まれていた。2020 年
はコロナ・ショックもあり目標を大きく下回ったが、足元の貿易統計をみると目標
はともかくとして回復傾向にあり、直近 2 月の対中輸出（財）は前年同月比＋38.8％
増（コロナ禍前の 2019 年 2 月比では＋13.4％増）で、米国の輸出に占める中国向け
の割合も上昇傾向にある。コロナ禍で他地域への輸出動向が不透明な情勢下、2021
年の対中輸出が引き続き堅調に増加するのであれば米国経済乃至米国労働者にとっ
ても大きな恩恵となることになる。世界各国・地域の回復が遅れ、中国向け輸出の
みが好調となる場合は、米国の対中通商政策に影響する可能性もあるだろう。
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バ イデン政権下での通商政策の方向性は徐々に明らかになりつつある
バイデン政権が 1 月 20 日に発足して間もなく 100 日となる。通商政策関連ではこの間、通
商代表部（USTR）代表にタイ氏が就任し（3 月 18 日）、年次通商政策報告書・半期為替報
告書等が公表された。通商政策の方向性は徐々に明らかになりつつある。
労 働者への恩恵を重視し公平・公正さを一層求める点等は、トランプ前政権と同様
タイ代表が示す通商政策方針は、①「労働者中心の貿易モデルを目指す」、②「労働者・
環境を傷付けてきた『底辺への競争（race to the bottom）』を終わりにする」、③「関税を政
策手段として排除しない」等となる（第 1 表）。貿易関係で（消費者よりも）労働者への恩
恵を重視し、公平・公正さを一層求めてそのために関税発動も手段とする点等は、トランプ
前政権の主張と同じと捉えられる（注 1）。
例えば、トランプ前大統領は米国の貿易赤字が大きな問題であるとしていた一方、バイデ
ン政権は貿易赤字への言及が少ない点は一見相違点のようにみえる。しかしながら、バイデ
ン政権の掲げる「労働者中心の貿易モデル」とは、様々な含意はあろうが、米国製品が安価
な輸入品との競争に過度に晒されることを抑制したり米国製品の輸出を拡大することで、米
国労働者の雇用・賃金を維持・拡大することと受け止められるため、結果的には貿易赤字の
縮小を意味するようにも感じられる。
（注 1）トランプ前政権は通商政策を大きく転換し、「環太平洋経済連携協定（T PP）からの離脱」、「北米自由貿易
協定（NAFT A）の再交渉、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の締結」、「中国からの輸入品に対する追
加関税賦課、第 1 段階の通商合意」等を実施した。

第1表：タイUSTR代表の上院指名承認公聴会での主な発言
通商政策全般
労働者中心の貿易モデルを目指す
過去の貿易自由化は、繁栄に結びつかず、労働・環境基準の低下に繋がることが散見された。労働者や環境を傷付けてきた「底辺への競争」を終わりにする
米国の通商政策は、バイデン大統領が発表した「メイド・イン・アメリカ」大統領令の目標と整合させる
対中通商政策
中国は第1段階合意のコミットメントに従う必要がある。中国に第1段階合意を含めたコミットメントに対する説明責任を果たさせるために、戦略的で一貫した計画を作成
し実行する
特定のグローバルな課題に対処するために中国と協働する必要がある
中国はオーケストラの指揮者の様に自国経済を導くことができ、非常に手強い競争相手である
中国政府の戦略・野心に対処するため、米国は「より戦略的な投資」、「強固なサプライチェーン」、「貿易執行」が必要となる
中国との貿易関係ではルールが明確ではないグレーな領域が多く存在する。中国に構造変化を求めるための新たなオプションを他国と協働して検討すべきである
追加関税
関税は米国の通商政策において正当な手段である
関税は不公平な貿易慣行への対処として、米国の企業・サプライチェーン・労働者・消費者への影響を考慮しつつ適切に反応すべきである
5年前や10年前であれば先進国との通商協定において「関税ゼロ・割当ゼロ・障壁ゼロ」を盛り込むことが理想だと答えただろう。現在は見解が変わった
USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）
合意内容を力強く執行する
TPP（CPTPP）
協定の土台は依然として健全であるが、オバマ政権が参加を決定した2015年頃から世界は大きく変化している
サプライチェーン
信頼できるパートナーと強固なサプライチェーンの構築を目指す
（資料）上院資料、各種報道より三菱UFJ銀行経済調査室作成
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なお、上院本会議はタイ氏の USTR 代表への指名を賛成 98、反対 0 で承認しており（第 1
図）、こうした政策方針には超党派の幅広い支持があると考えられる（注 2）。
（注 2）タイ氏が上院指名承認採決で獲得した賛成票数（98）は、バイデン政権の主要な閣僚等の中で最も多い（発声
投票を除く）。近年の UST R 代表の指名承認採決結果を振り返ると、トランプ政権時のライトハイザー代表は賛
成 82、反対 14、オバマ政権時のカーク代表は賛成 92、反対 5、同じくオバマ政権時のフロマン代表は賛成 93、
反対 4 であった。
第1図：バイデン政権の主な閣僚等の上院における指名承認採決結果
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（注）発声投票は含めず。
（資料）各種報道より三菱UFJ銀行経済調査室作成

対 中通商政策に関し、USTR は戦略的で一貫した計画を作成するとしている
対中通商政策について、タイ代表は「中国は第 1 段階合意のコミットメントに従う必要が
ある」、「中国に第 1 段階合意を含めたコミットメントに対する説明責任を果たさせるため
に、戦略的で一貫した計画を作成し実行する」等と述べている。
USTR による当計画がどのような内容になるのか注視が必要だが、対中通商政策は一先ず
トランプ前政権下での第 1 段階合意を前提として検討はされそうであり、そうであれば継続
性の観点等からは不確実性が低減されると言えよう。
中 国の対米輸入はこのところ回復傾向にある
昨年 1 月に署名された第 1 段階の通商合意には、中国による米国から輸入拡大目標（2020
年と 2021 年の 2 年間）が盛り込まれていた（注 3）。2020 年の中国による対米輸入額（財・サ
ービス）は 1,632 億ドルとコロナ・ショックもあり中国の対米輸入目標額（2,630 億ドル）を
大きく下回ったが（次頁第 2 図）、足元の貿易統計をみると目標はともかくとして回復傾向
にあり、直近 2 月の対中輸出（財）は前年同月比＋38.8％増（コロナ禍前の 2019 年 2 月比で
は＋13.4％増）で（次頁第 3 図）、米国の輸出に占める中国向けの割合も上昇傾向にある。
（注 3）具体的な輸入拡大の目標は、2020 年と 2021 年の 2 年間で米国からの輸入額（財・サービス）を 2017 年を基準
として＋2,000 億ドル増加、である（2020 年に＋767 億ドル、2021 年に＋1,233 億ドル）。2,000 億ドルの内訳は、
工業製品が 777 億ドル、農産品が 320 億ドル、エネルギー製品が 524 億ドル、サービスが 379 億ドルである。
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こうしてみると、コロナ禍で他地域への輸出動向が不透明な情勢下、今年 2021 年の対中輸
出が引き続き堅調に増加するのであれば、米国経済乃至（バイデン政権が重視する）米国労
働者にとっても大きな恩恵となることになる。この点、世界各国・地域のパンデミックから
の回復形態次第で、輸出のうちほぼ中国向けのみが好調に推移するような展開などになれば、
交渉の力学が変化することによって米国の対中通商政策に影響する可能性すら出て来ること
も考えられよう。
第2図：中国の対米輸入額（財・サービス）の年次推移
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（注）第1段階合意では、2020年、21年の対米輸入額を2017年を基準として
＋2,000億ドル増加させる目標が定められた。
（資料）米国商務省統計より三菱UFJ銀行経済調査室作成
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