
環太平洋経済連携協定（TPP）交渉は、米国が2010年3月、日本
が2013年7月に参加し、度重なる会合を開いてきましたが、終結

の見通しが立っていません。会合の都度、マスコミは、最終合意
、大筋合意、終結などの見通しを報道していますが、全て誤報で
した。

国民生活に密接に影響を及ぼすTPP交渉の内容についても、守
秘義務があると言って、政府は国民に情報開示をしていません。

なぜ、交渉が行き詰まっているのか、交渉の内容の問題は何か
を説明していきます。
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アメリカの政治情勢を紹介することによって、交渉難航と交渉内
容が秘密にされていることがご理解いただけると思います。

先ず、アメリカの政治システムとその状況と、TPPへの取り組みを
紹介します。

次に日米間の通商協定の経緯を紹介します。
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アメリカの政治を知るには、まず合衆国憲法を紹介します。

議会の権限は大統領に比べ強大です。

立法部 第8 条［連邦議会の立法権限］通商交渉関連は、

［第1項］租税、関税、輸入税および消費税を賦課し、徴収する権限。

［第3項］諸外国との通商、各州間の通商およびインディアン部族との通商
を規制する権限。

です。

第10項～第16項までは、宣戦布告権、軍隊の組織化、軍の統帥権などの
権限が議会にあるとされています。

それに比べ大統領権限は、わずかなもので

立法部 第7条 ［第2項］の下院および上院を通過したすべての法律案に
署名、または拒否であり、いわゆる拒否権です。

執行部 第2条「大統領の権限」

［第1 項］最高司令官、行政各部門の長官に対して文書によって意見を述
べることを要求する権限、刑の執行停止または恩赦をする権限

［第2 項］大統領は、上院の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有
する。批准には上院の出席議員の3 分の2 の賛成を要します。

大使その他の外交使節および領事、最高裁判所の裁判官、合衆国官吏の
指名、上院の助言と承認を得て、これを任命する指名権です。
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通商交渉権限が議会にあり、通商交渉以外の条約は、上院の承
認付きで締結する権限を大統領に与えています。

日本の場合は、日本国憲法において

通商も外交も区別なく、内閣の専権事項であり、国会は批准する
か否決するかの判断となります。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行
ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に
、国会の承認を経ることを必要とする。

米国の議員の権限は大きく、政府各組織は議会各委員会の管
轄になります。議員は選挙区の代表であるため、日本のように法
案採決時の党議拘束は困難です。
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貿易促進権限（TPA）の成立過程を紹介します。

合衆国の建国時に13州（国）の経済的統合の目的と大統領へ

の権限集中を避けるため、州の代表が集まる連邦議会がこの通
商交渉権限を持つことになりました。

議会は、世界恐慌の対策として、1930年関税法を制定、大幅な

関税引き上げを行いました。その結果、世界中をブロック経済に
追い込み、第二次世界大戦の原因になったと言われています。
ルーズベルトは、議会の行動を非難し、「関税引き下げ」を訴え
大統領に立候補し当選しました。1934年に「互恵通商協定法」成

立に努力、関税引き下げ決定権を大統領府に委任する時限法を
挿入しました。法に記載された上限・下限の範囲内では、関税率
決定を議会に諮らず大統領府が行えることになりました。この法
律は、延長を重ね、1967年失効するまで続きます。
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1964年から67年のガット・ケネディラウンドで合意された「関税率

引き下げ」と世界共通の「アンチダンピング・ルールの採用」と「米
国販売価格制度（ASP）の撤廃」のうち、議会は、ASPの廃止に反

対し、アンチダンピング・ルールの国内法制定を行わず、国際協
定と国内法が対立する場合は、国内法が優先するという法律（
PL90-634）を制定しました。

この国内法が優先すると言う規定は、NAFTA以降の全てのFTAの
実施法第102条に書かれます。

ケネディラウンドで、一旦国際合意した項目について、非関税措
置の部分的な項目を否定したことの反省から、ニクソン政権下で
1974年通商法に「ファストトラック権限」を導入することになります
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権限は「関税率決定権」と「非関税措置交渉権」に分け、関税
率は1934年互恵通商協定法で規定されたように、大統領府に権

限移譲しました。非関税措置交渉については、大統領府の交渉
機関（USTR）が議会アドバイザーと連携して交渉団を結成し、交
渉締結前90日に議会に申請を行い、締結後、条文の変更を行わ

ず、賛否を採決するルール、すなわちファストトラック法を挿入し
ます。

ファストトラック法（TPA法）は、1974年から1994年まで延長され
、1994年から2002年8月の「通商法＋TPA法」成立まで失効します
。2002年通商法のなかのTPA法は、2007年7月1日に失効し、現
在TPA法がない状態であります。

つまり、「関税率決定権」「非関税措置交渉権」も議会に戻り、
オバマ大統領（USTR）はこれらの権限を持っていません。
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2013年2月22日の安倍・オバマ共同声明は、オバマ大統領が議
会の権限を侵す越権行為だったと、2013年3月19日上院財政委
員会（USTRの年次報告）で、ハッチ共和党筆頭理事が非難します
。

「(TPAなしに交渉していることに)違法性はないのか。安倍首相と

の共同声明において、オバマ大統領は詳細項目に触れたが、こ
れまでそんなことをした大統領はいない。」と

ハッチ理事は、安倍・オバマ共同声明は、合衆国憲法に違反して
いると非難したわけです。
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条約と国内法とが矛盾する場合、条約に合わせて国内法を改正
あるいは制定するのが通常ですが、アメリカの場合は、通商協定
に限定すると、協定より国内法を優先させます。そのため、交渉
相手国には、譲歩することはせず、米国のルールを押しつけま
す。つまり、米国法の輸出になるわけです。その典型的な協定は
、13（18ヶ国）のFTAであり、その実施法（批准書）に国内法優先
が書かれています。

相手国は、一方的に国内法を変えざるをえません。米議会は、
相手国の法改正を強制し確認するまで施行を延ばします。

米国との通商協定は、米国法の支配下に入ることを意味します。

この主権侵害の契約が危険であることが、私のTPP反対の最大
の理由であります。
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日本政府は、TPAについて、協定締結後の米議会における一括

採決と説明しています。また、国内法と貿易協定の優先順位を
条約と同じと答弁しています。

私の知っている範囲で、TPAを正確に説明された議員は、小野寺

議員（前防衛相）で、2011年10月30日「新報道2001」で語ってい
ます。
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この図は、TPA法による米国の貿易交渉の体制を示したものです
。USTRは、議会の監督下にあり、ロビーストであるステークホル
ダーと密接な共同作戦を行っています。
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独立したITCと大統領府のUSTRが貿易の窓口です。

ITCは、司法権を持ち、貿易ルールの裁定をすることで知られて
います。

USTRは、国務省から独立し、他国との交渉を受け持ち、大使館
の位置にあります。
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2007年7月1日にTPA法が失効し、現在USTRは正式な交渉権を持

っていません。特に米国の輸入関税引き下げと国内法を改正す
る非関税障壁の交渉権がありません。従って、交渉相手国に要
求のみ押しつけます。
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USTRに限らずの政府幹部は、民間企業・団体との人材交換が頻
繁に行われます。
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これまで締結した米国のFTAを示します。NAFTAはパパブッシュと

クリントン政権で、ヨルダンはクリントン政権からジュニアブッシュ
政権に移行するとき議会主導で締結されました。残り１１のFTAは
ブッシュ政権で締結されました。

ヨルダンだけはTPAなしで交渉締結批准を行いましたが、中東和
平のため議会主導で進められた協定です。
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協定締結後も米議会は相手国に要求を出します。協定実施まで
時間がかかります。

この表は米韓FTAの場合です。韓国側は多くの国内法を改正して
います。
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しかし、米国は国内法を改正していません。
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以下、米議会の動向を紹介します。

管轄の委員会では、USTRや利害関係者と議員との質疑がありま
す。これをウォッチすれば米政界の動向が分かります。
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これまでの公聴会では、主にTPAを何時どのように成立させるか
を議論しています。日本のマスコミは、TPA議論を報道しません。
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2013年2月22日の安倍・オバマ共同声明は違法だとハッチ共和
党筆頭理事が非難しています。元USTR次席代表のバーティア氏
もTPAが必須であると証言しています。
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ワイデン委員長はスマート・トラックを作ると発表しましたが、その
後の日程は不明です。

中間選挙の結果、2015年からの上院は共和党が多数党になり、

財政委員会の委員長がハッチ議員になりますので、スマート・ト
ラック法案は浮上しないことが確実になりました。
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米議員の関心は「為替操作問題」と「交渉の透明性」です。

為替操作条項をTPP協定に入れるよう求めています。1930年関

税法の改正は、中国や韓国など為替操作国の対策として、法案
が作られましたが、2013年2月22日安倍・オバマ共同声明後、日
本がTPP交渉参加が明確になりましたので、アベノミクスによる円

安政策がターゲットになりました。この法案は、まだ審議日程に
は入っていません。

しかし、行政側のルー財務長官やフロマン代表は、貿易協定に
為替操作条項を入れることに反対しています。

22



TPPがなぜ秘密なのか、オバマ政権が「機密事項指定」にしたか
らだと、グレイソン議員が語っています。

ブッシュ政権時代のゼーリックUSTR代表（後の世界銀行総裁）は

、「一般の方がテキストを入手することによって協定の認識が深
まり支持を増やす」としてFTAのテキストを公開していました。

TPPのテキストは、なぜ機密なのでしょうか。それは、ブッシュ政
権が憲法規定に基づき正式交渉権を得て、議会と共同でFTA交

渉をすすめていたからです。もちろん交渉権限を持つオーナーの
各議員は、テキストの閲覧や交渉団への要求を行っていました
ので、情報はオープンであったわけです。

ところが、TPPは、TPAを持たないUSTRと一部の委員会幹部議員

が交渉をすすめていました。ある意味では、違法状態で交渉をす
すめているわけです。TPA法案を通過させるまで、波風を立てたく

ない気持ちがあって議員に対しても機密指定にしたのだろうと推
測できます。つまりオバマ政権はやましい行動をとっていることを
自覚しているのだと思います。
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この表は、2015年1月3日までの議席のTPAに反対する187名の
議員です。11月4日の中間選挙で選出された次の議会の議員に
ついては、今後明らかになるでしょう。
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1930年関税法に為替操作条項を挿入する法案の共同提案者
157名の議員リストです。共和党議員も参加しています。
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ティーパーティ派は、オバマ大統領にどんな権限も与えたくあり
ません。2015年1月3日までの議席の下院議員48名のリストです
。

中間選挙での当落を調べますと、ティーパーティ派が推薦した候
補の当選者は、下院48名、上院17名で、強い影響力を維持して
います。
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2014年1月にボーカス・キャンプ・ハッチTPA法案が提出されまし
た。しかし、ボーカス委員長は、2月6日中国大使指名を満場一致
で承認され、即日議員辞職し、その後北京に赴任しました。

ボーカス委員長の後任にワイデン上院議員が就任します。

リード上院院内総務、ペロシ下院院内総務、バイデン副大統領
など民主党幹部は2月14日の時点でTPA審議を封印しました。

従って、11月4日の中間選挙の争点にならなかったのです。

日本のマスコミは中間選挙の争点だと誤報を流していました。
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中間選挙の結果上院では共和党が多数派、下院ではさらに共
和党議席が増加。2015年からの議会運営は、共和党が仕切りま
す。

上院では、マッコネル共和党院内総務とハッチ財政委員会委員
長が1月より議事運営を行います。

北京APECに合わせて、TPPの閣僚会議（11月8日）、首脳会議（10
日、11日）が行われるとの報道がありましたが、10月30日にフロ
マン代表が、11月3日にホワイトハウスが、北京ではTPPの進展
について発表をしないと予告しました。

11月8日、甘利大臣は、年内の妥結をあきらめ、来年2月の妥結
を目指すと発言しましたが、TPAの審議日程が不透明なので、甘
利大臣の希望も満たすことはできないと思います。
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日米間の通商交渉の経緯を紹介します。

黒船がやってきて徳川幕府が安政条約を結びます。この不平等
条約を改定するため、明治政府は多くの努力をします。関税の
主権を取り戻したのは、1911年、小村寿太郎外務大臣でした。

ルーズベルト大統領は、日本包囲網のため、1939年通商航海条

約を破棄します。これが大東亜戦争を引き起こす原因になりまし
た。

戦後、1953年に条約を結び、現在に至っています。

しかし、その後の日本から輸出が増加し、日米間に貿易摩擦が
生じ、その解決策を米国から要求されます。ほぼ一方的な自主
規制により、日本が譲歩していきます。1995年以降、米国は年次

改革要望書を毎年日本に突き付け、日本の法律や規制の改革
を求めてきました。政府内に民間議員が入った規制改革諮問会
議などで、米国の要求を法案にして、国会議員に強要し、成立さ
せて行きます。（小泉内閣の郵政改革法案の解散総選挙）

橋本・小泉構造改革は、米国の要求に応えた日本改造政策で、
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その後の日本経済がどうなったか、皆さんはご存じのはずです。
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2006年発効した、ニュージーランド、シンガポール、チリ、ブルネ
イの4ヶ国のTPP-P4協定国と、2010年3月、米国、豪州，ペルー，
ベトナムの8カ国で交渉が開始されました。その後、マレーシア，
メキシコ，カナダ及び日本が交渉に参加し，現在は12カ国です。

2008年7月までは、各国はWTOウルグアイラウンドの妥結を目指
していましたが、7月29日決裂しました。

日本の二階大臣がAPECで、アジア、太平洋の経済連携協定の
推進を提案します。
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ウルグアイラウンドに代わるものとして、TPP参加国を増やす提

案を、日米通商交渉を担当した元交渉官達が、発足したオバマ
政権と麻生政権にします。

オバマ大統領は、2009年11月に東京でTPP参加を表明します。こ

の声明は、鳩山政権への誘いだったと思われますが、鳩山首相
はその認識がなかったものと思います。

鳩山政権では、2001年以来続けてきた「成長のための日米経済
パートナーシップ」と「年次改革要望書」が停止されます。
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現在実施されている日米間の通商交渉条約は、1953年の条約

であり、その後の経済・貿易の変化に対応出来なく、米政府・
USTRからの一方的な要求を日本が受入れ、自主規制や国内法

改正を行ってきました。その間、交渉に従事した両国の元交渉官
達は、行政協定交渉の限界を感じて、1953年条約の改正の必要
性を訴えました。

この条約改正の意図が、TPP交渉であると推測できます。米国政
府は、TPAを取り、正式交渉権を持って日本と通商協定（条約）を

結びたい、日本の官僚は、条約と言う形で、毎年続く米国政府の
要求を止めたいと考えたのかも知れません。
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2013年4月に、日本のTPP参加表明に際して日米間の合意があり
ました。TPP全体交渉と日米二国間交渉は、TPP交渉の範囲であ

り、法的拘束力を持たせると発表しました。この法的拘束力とは
、条約の締結と批准を意味すると解釈するのが自然です。

つまり、日米は、真っ正面から条約交渉を行うと発表したのです
。

この事前の合意のなかに、米国の自動車関税の維持が書かれ
ています。もし、引き下げの文語が入れば、TPAを持たないUSTR
は憲法違反をすることになります。
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USTRは、日本のTPP参加申請を議会に承認を求めます。これは、
失効している2002年TPA法に書かれている90日前申請ルールで
あり、あたかも法があるような行為です。

90日後の2013年7月、ブルネイ会合に日本の交渉団が参加しま
す。
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1953年通商条約は、大統領権限のもと国務省が担当した条約交
渉であり、上院の２／３の賛成で批准されたものです。

立法部第8条第3項の議会の通商交渉権限で行われた交渉では
ありません。

その後、GATTなどの多国間交渉が増え、国務省から通商交渉が
分離されUSTRに移って行きます。条約ではなく通商協定の交渉
になって行くわけです。

35



米通商法、TPP交渉についての情報元を紹介します。

米国の政治システム、特に通商法とTPA法については、日本政府

もマスコミも正確な報道をしていません。従って、米国の情報を
参照されることをすすめます。

36



37



マスコミ、評論家、学者の皆さんが、TPPや米国の貿易交渉、政

治システムについて解説していますが、不正確です。上記の先
生方の著作で確認されることをすすめます。
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