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はじめに 

 
 本稿は、米国連邦議会における中米自由貿易協定（Central America Free Trade 
Agreement = CAFTA）批准過程を、特に大統領の貿易促進権限のもとにおける批准手続き

に焦点をあて、検討するものである。また、法案審議過程とは別に、非公式な形で行われ

た行政府と議員の交渉を、砂糖問題を中心に紹介する。 
 
 
１ 貿易促進権限 

 
 「貿易促進権限（Trade Promotion Authority=TPA）」は、議会が一定の条件の下に、一

定期間に限り、大統領に対して与える貿易交渉権限である。この権限の下において合意さ

れた貿易協定を実施するために必要な国内法制定のための議会審議は、特別の規則の下に

おいて行われなければならず、審議期間は制限され、また、提出された法案の部分的修正

は認められず、議会はその採択か否決かの二者択一的な決定をしなければならない。 
 
貿易交渉や、貿易協定を実施するための法律の制定は、憲法が定める大統領と議会の権

限およびその分担と直接的にかかわり、両者の協力と妥協の微妙なバランスが必要とされ

る領域である。合衆国憲法は連邦議会に対して、「租税、関税、賦課金、物品税を創設、徴

収し・・・、外国国家との、および数州間での通商を規制する」権限を与えているが、大

統領に対しては外国貿易に対するいかなる明示的な権限も与えていない。一方、大統領は、

憲法により、条約や国際協定を締結する権限が与えられている。 
 
 したがって、合衆国建国から百数十年にわたり、輸入品に対する関税を設定し、貿易を

規制してきたのは連邦議会であった。また、この時代には、関税は主要な貿易政策の手段

であると同時に、重要な歳入源でもあった。そのために、今日でも連邦議会で貿易政策を

所管する委員会は下院歳入委員会と上院財政委員会である。 
 

1930 年のスムート・ホーレイ関税法（P.L.71-361）は、大恐慌のさなかに国内製造業者

の保護主義的な要求の高まりに応えるために、議会が制定した関税法であった。同法は、

極めて高い水準の関税を設定するものであり、諸外国の報復的な高関税を招き、貿易を低

迷させ、恐慌からの脱出を一層困難にしたと一般に考えられている。 
 
 これに対して、議会は 1934 年互恵貿易協定法（Reciprocal Trade Agreements Act of 1934, 
P.L.73-316）を制定し、貿易の回復と振興をはかった。同法は、大統領に対して一定の範囲

内で関税を引き下げる互恵的な協定を交渉する権限を与えるものであり、引き下げられた
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関税は、同様の協定を結ぶすべての国々に同様に適用された（最恵国約款）。また、関税の

引き下げは大統領の布告により発効し、議会による新たな立法は必要とされなかった。（し

たがって、スムート・ホーレイ関税法は、議会が制定した最後の一般関税法になった。） 
 
 1934 年互恵貿易協定法の特徴は、議会が憲法上の権限である関税設定権限を明示的に大

統領に委任すると同時に、同権限を放棄することはせず、定期的に大統領の関税交渉を監

視する体制をとったことである。 
 
 貿易交渉分野で議会が大統領に対して委任する権限の内容には、その後、大きな変化が

見られた。その理由は、当初、貿易交渉の内容がもっぱら関税の引き下げをめぐるもので

あったのが、1960 年代のケネディー・ラウンド以降は、非関税障壁をめぐる交渉が次第に

重要なものとなり、そのための国内法の改正や整備が必要になってきたからである。1974
年貿易法（P.L.93-618）は、国内法の改正を必要とする貿易協定に関する新たな体制を整備

した法律であるということができる。 
 
 1974 年貿易法は、「ファースト・トラック（fast track）」と呼ばれる制度的枠組みを設定

した。この制度的枠組みは、現在の「貿易促進権限」に引き継がれるものである。貿易協

定の実施法案が、特別の迅速な手続きの下で審議され、修正無しで承認（あるいは否決）

されることになったのは、それが貿易関係の発展という立法目的を達成するために必要で

あると考えられたからである。すなわち、政府間の交渉結果がその後、議会により修正さ

れる可能性があれば、外国政府は始めから消極的な姿勢でしか交渉に臨むことができない。

したがって、貿易交渉において積極的な成果を上げるためには、交渉で一旦合意された内

容がその後、修正されずに速やかに承認されるという、一定の保証が必要だからである。 
 
 憲法が議会に対して与えている貿易を統制する権利を大統領に委任するにあたり、議会

は様々な条件や義務を大統領に課している。一般に、大統領に与えられる貿易交渉権限は

期限付きの権限である。このため、大統領は定期的に議会に対して同権限を与える立法を

要請しなければならない。しかしながら、議会が大統領に対して貿易交渉権限を与えるか

否かは様々な経済的、政治的、あるいはイデオロギー的な要因に影響される。近年では、

クリントン政権時代の 1994 年 4 月 16 日に「ファースト・トラック」が失効した後、2002
年に現在のブッシュ大統領の下で、2002 年貿易法により「貿易促進権限」が認められるま

での 8 年間、大統領は貿易交渉に関する特別の権限を議会により与えられていない状態が

続いていた。 
 
 クリントン政権の下での「ファースト・トラック」の難航は、必ずしも民主党大統領と

共和党議会指導部のいずれかが同権限に対して消極的であったということではなく、むし
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ろ貿易政策の内容に関する意見対立を克服することができなかったことが主要な原因であ

ったと思われる。最も大きな対立点は、労働と環境にかかわる問題であり、大まかに言え

ば、貿易交渉相手国におけるこれらの基準の順守を要求する民主党と、それを貿易立法に

含めることに反対する共和党の対立であった。この対立点は、今日でも基本的に同じ形で

継続している。 
 
 
２ CAFTA の議会審議にいたるまでの経過 

 
 第一期のブッシュ政権は、「競争的自由化（Competitive Liberalization）」という標語の

下に、従来の WTO を中心とする多角的貿易自由化から、二国間および地域的自由貿易協定

をも同時に積極的に追及する貿易政策路線への転換を打ち出した。この貿易政策を推進す

るために、8 年間にわたり大統領に対して認められてこなかった貿易交渉にかかわる特別の

権限を、改めて議会に対して要求した。 
 
 2001 年 12 月 6 日に、「2001 年超党派貿易促進権限法案（H.R.3005, Bipartisan Trade 
Promotion Authority Act of 2001）」は、下院本会議で 215 対 214 の僅差で可決された。た

だし、同法案はその後、上院において別の大規模な貿易法案である、「2002 年貿易法

（H.R.3009, Trade Act of 2002）」のタイトル XXI に組み込まれた。同法案の両院協議会報

告書は下院では 2002 年 7 月 27 日、215 対 212 で可決され、上院では 8 月 1 日、64 対 34
で可決された。大統領は、同法案に 2002 年 8 月 6 日に署名し、2002 年貿易法(P.L.107-210)
が成立した。 
 
 同法案の採択にいたる経過からも明らかなように、8 年ぶりに大統領に対して貿易促進権

限が与えられたとは言っても、その過程は困難なものであり、また議会審議は（「超党派貿

易促進権限」という言葉とは裏腹に）極めて強い党派的対立により特徴付けられるもので

あった。 
 
 2002 年 10 月 1 日、大統領は貿易促進権限の規定に基づき、議会に対して、グアテマラ、

エルサルバドル、ホンジュラス、コスタリカ、そして、ニカラグアと米国・中米諸国自由

貿易協定（U.S.-Central America Free Trade Agreement=CAFTA）の交渉を行う意向を公

式に議会に伝達した。 
 
 2004 年 2 月 20 日、大統領は CAFTA に署名する意向を公式に議会に伝達した。また、

2004 年 3 月 24 日に、大統領はドミニカ共和国との自由貿易協定に署名する意向を公式に

議会に伝達した。 
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 2004 年 8 月 5 日、USTR と中米諸国およびドミニカ共和国の通商大臣は、ワシントン

DC で、CAFTA-DR 自由貿易協定に署名した。 
 
貿易促進権限は時限的な権限であり、2002 年貿易法で大統領に与えられた権限は、2005

年6月30日までに締結された貿易協定に対して与えられたものであった。したがって、2004
年に署名された CAFTA-DR は、2002 年貿易法の貿易促進権限の規定に従って、特別の議

会審議規則の下でその実施法を審議することができた。ただし、ブッシュ政権のこれまで

の貿易政策の成果に対する議会の信任を得て、その後の一連の自由貿易諸協定を締結する

ためにも、貿易促進権限の延長を要求する必要があった。2002 年貿易法には、貿易促進権

限の延長に関し、大統領が議会に対し延長を要請し、そして、議会が不承認決議を可決し

なければ、2 年間延長することができる規定があった。 
 
 ブッシュ大統領は、2005 年 3 月 30 日、議会に対して貿易促進権限の延長を要請した。

上院では Byron Dorgan(D-North Dakota)議員が延長不承認決議案(S.Res.100)を提出した

が、上院財政委員会委員長はこれを本会議に報告する意図は無く、結局、貿易促進権限の

2007 年までの延長が確定した。 
 
 
３ 貿易促進権限の下における CAFTA の議会批准手続き 

 
 最初に、貿易促進権限のもとにおける一般的な議会関連手続きの概要を説明する。 
 
 議会は大統領に対して貿易促進権限を与える見返りに、大統領の行う貿易交渉が法律の

定める貿易政策の諸目的に合致していること、そして、議会に対する適切な通知、事前の

協議、および報告が行われることを要求している。 
 
 まず、貿易交渉が開始される以前に、行政府は議会に対し、 
① 少なくとも交渉開始の 90 日前までに、交渉に入る意思を文書で議会に通知する。 
② 下院歳入委員会、上院財政委員会、他の関連委員会、および議会監視グループ

（Congressional Oversight Group、2002 年貿易法により設置され、メンバーは米国

の貿易交渉使節団の正式の顧問としての資格が与えられる）と、交渉の性質について

協議する。 
③ 農産物などの特別な産品の貿易に関しては、上下両院の農業委員会等と協議する。 
 
 つぎに、貿易交渉の結果の協定に署名する前に、行政府は議会に対し、 
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① 協定の性質が、貿易促進権限の定める諸目的をどのように達成しているか、そして、

現行法に対してどのような潜在的（改正等の）影響があるかを、下院歳入委員会、上

院財政委員会、他の関連委員会、および議会監視グループと協議する。 
② 協定に署名する少なくとも 180 日前に、米国の貿易救済法（trade remedy laws：一定

の条件の下で WTO 上の義務免除が認められるセーフガード、アンチダンピング、補助

金相殺等の措置を規定する法律）の改正を必要とする可能性に関し、下院歳入委員会

と上院財政委員会に通知する。 
③ 大統領が協定に署名する意思を議会に通知してから 30 日以内に、民間部門のメンバー

からなる諮問委員会の報告書を議会、大統領、そして、USTR に提出する。 
④ 協定に署名する少なくとも 90 日前までに、貿易協定の詳細を米国国際貿易委員会

（USITC）に提供する。 
⑤ 協定の米国経済に与える影響に関する USITC の報告書を、協定に署名した後、90 日

以内に議会に提出する。 
 
 大統領が貿易促進権限の下で交渉し合意した貿易協定が、権限法の全体的な諸目的に合

致しており、また、大統領が定められた通知、協議、報告等の諸手続きを順守していると

議会が判断する場合、貿易協定の実施法は議会において特別の迅速な議事規則の下で審議

されることになる。ただし、その際、大統領は以下の手続きを踏まねばならない。 
① 協定に署名する少なくとも 90 日前までに、議会に対して署名の意思があることを通知

する。 
② 協定に署名して 60 日以内に、協定を順守するために必要となる米国法の改正のリスト

を議会に提出する。 
③ 最終的な貿易協定の文書、実施法案草稿、協定を実施するための行政措置の声明、そ

して、協定がどのように議会の表明した諸目的を達成しているか、現行の諸協定をど

のように変更しているか、および米国の商業的利益にどのように貢献するかに関する

関連資料を開会中の議会に提出する。 
 
 このような手続きの後、議会は協定の実施法案に関する審議を、以下のような手順で行

わなければならない。 
① 上下両院に法案を提出しなければならない。また、当該法案は直ちに適切な委員会（通

常は下院歳入委員会と上院財政委員会）に付託されなければならない。 
② 同法案を付託された委員会は、一定期間（45 立法日-legislative session days-）以内に

委員会審議を終了し、報告しなければならない。ただし、上院が下院から送付された

法案を審議する場合は、上院の委員会が報告を義務付けられる期限は、上院に法案が

提出されてから 45 立法日以内、あるいは下院から法案が送付されてから 15 日以内の

より遅いほうになる。 
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③ 本会議審議は、委員会から法案が報告されてから 15 立法日に制限され、それ以降はい

ずれの議員でも投票を要求することができる。法案は修正が許されない。 
 
 CAFTA-DR の場合、協定自体はすでに 2004 年の夏に署名が行われており、議会におけ

る実施法案の審議が 2005 年の春以降になってやっと始まることになったのは、複雑な事前

の議会との協議や折衝があったことを暗示している。 
 
 上院財政委員会は 2005 年 4 月 13 日に、下院歳入委員会は 4 月 21 日に、CAFTA-DR 実

施のための公聴会を開催している。 
 
 上院財政委員会は 6 月 14 日に、大統領により示された CAFTA-DR 実施法案について「模

擬マークアップ」をおこなっている。通常の法案の「マークアップ」が委員会としての法

案の修正作業であるのに対し、この「模擬マークアップ」は、法案に対する委員会として

の行政府に対する最後の意見表明の場であり、この場における意見や決定によって行政府

が法的に拘束されるわけではない。法案草稿自体は行政府で準備され、ひとたび議会に提

出されれば修正は許されないため、このような「模擬マークアップ」の機会が設けられて

いる。委員会は、法的拘束力の無い 1 つの修正案をつけ、11 対 9 の賛成多数で、非公式に

同草案を承認した。 
 
 下院歳入委員会も 6 月 15 日に「模擬マークアップ」を行い、法的拘束力の無い 1 つの修

正案をつけ、25 対 16 の賛成多数で、非公式に同草案を承認した。 
 
 大統領は、6 月 23 日に最終的な CAFTA-DR 実施法案を議会に送付した。この法案には、

下院の法的拘束力の無い修正案の要求を受け入れて、新たなセクション 403 において、労

働条件に関連する諸条項の実施進捗状況を年二回、議会に報告すること定めていた。同じ 6
月 23 日に、同一内容の法案が上下両院に、下院法案 3045 号(H.R.3045)、上院法案 1307
号(S.1307)として提出され、それぞれ下院歳入委員会および上院財政委員会に付託された。 
 
 上院財政委員会は、6 月 29 日、S.1307 を発声投票で承認した。下院歳入委員会は、6 月

30 日、25 対 16 で、H.R.3045 を承認した。 
 
 上院本会議は、6 月 30 日、S.1307 の審議を開始し、54 対 45 の賛成多数で同法案は承認

された。 
 
 下院本会議の審議は、賛成票の確保が困難であるという状況判断があったため、7 月 28
日まで延期された。2時間の本会議審議の後、217対215の賛成多数で同法案は承認された。 
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 下院承認と同日、上院本会議は 56 対 44 の賛成多数で、上院法案 S.1307 を下院法案

H.R.3045 で置き換えることを承認したが、この形式的な措置は、歳入に関する法案の下院

先議を定めた憲法の要求を満たすためである。 
 
 大統領は、8 月 2 日、下院法案 H.R.3045 に署名し、CAFTA-DR 実施法（P.L.109-53, 119 
Stat.462）が成立した。 
 
 
４ CAFTA 実施法案に関連した多数派工作：「砂糖ディール」、その他 

 
 CAFTA-DR 実施法案の議会通過は、上院よりも下院の通過がより困難であると見られて

いた。したがって、ブッシュ政権は、まず同法案の上院通過を目指し、その勢いで、下院

の通過も図るという戦術をとった。CAFTA-DR 実施法案に関しては、CAFTA-DR 諸国の

労働問題、人権問題、そして、環境問題に関して（あるいは、より一般に自由貿易協定の

利益に関して）共和党と民主党の間で党派的な対立があるばかりでなく、砂糖や繊維の特

殊利益に基づく反対論が根強く存在した。 
 
 上院財政委員会は、6 月 29 日、S.1307 を発声投票で承認したが、根強い反発が無かった

わけではなかった。行政府は特に共和党内部の反対派を懐柔するために、いくつかの提案

を行った。提案には以下のようなものが含まれていた。 
 
労働・環境問題に関する追加的措置の約束を行った（後に、通商代表部 Rob Portman の Jeff 
Bingaman 上院議員への書簡として文書化される）。 
2006 会計年度外交歳出予算において「労働および環境分野の実施・執行能力形成支援」の

ために 4,000 万ドルを割り当てること。また、2007 から 2009 会計年度まで継続して同水

準の資金を議会に対して要求し続けること等。 
 
2007 会計年度まで、2002 年農業法の規定する砂糖計画の運営に CAFTA-DR が支障をきた

さないことを約束した（後に、農務長官 Mike Johanns の Saxby Chambliss 上院議員（上

院農業委員会委員長）と Bob Goodlatte 下院議員（下院農業委員会委員長）への書簡とし

て文書化される）。 
特に、CAFTA-DR によって砂糖輸入が年間 153.2 万トンの枠を超え砂糖計画運営に支障

をきたすことがないように、必要な措置をとることを約束する。かりに、そのような事態

に至りそうな場合、農務長官は、国内甘味料市場に追加的な砂糖が入らないように、輸出

国に輸出を控えるための支払いをしたり、非食料用途（エタノールなど）に使用するため
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に砂糖を他の農産物と交換で購入する。 
 
また、繊維・衣料問題に関しても行政府は議会に対していくつかの約束を行った。 
（以上の様々な「ディール」に関しては、J.F.Hornbeck. The Dominican Republic-Central 
America-United States Free Trade Agreement(CAFTA-DR), CRS Report for Congress 
RL31870, updated August 1, 2006. p3.） 
 
 この砂糖問題に関する約束の結果、Saxby Chambliss(R-Ga)および Norm Coleman 
(R-Minn)両上院議員は、法案支持を公に認めた。また、6 月 30 日には、それまで反対の立

場を表明していた Dave Camp(R-Mich)、Adam H. Putnam(R-Fla)、Mark Kennedy 
(R-Minn)等の下院議員達も行政府提案を受け入れる姿勢に転換した。しかし、行政府の「約

束」がすべての議員を納得させたわけではなかった。農務省の「砂糖ディール」に関して

も、例えば Kent Conrad(D-ND)上院議員は、その「法的効力」は疑問であり、受け入れ難

いという意見であった（同上院議員は、この問題に関する議会調査局の法律家によるメモ

を公表している http://conrad.senate.gov/issues/statements/agriculture/050627_CAFTA- 
CRSReport.pdf）。 
 
 一方、共和党が 232-203 で多数をしめる下院でも、CAFTA-DR 実施法案が過半数をとる

のはかなり困難であると考えられていた（オハイオ州選出の民主党議員 Sherrod Brown は、

約 190 の民主党議員と 40 から 50 人の共和党議員が反対にまわると見ていた）。このような

状況のため、6 月 30 日に下院歳入委員会を通過した法案の正式な報告書は、7 月の半ばに

なっても、提出されていなかった（上述したように、貿易促進権限の規則の下では、委員

会から報告書が提出されると、その後 15 立法日以内に投票を行わなければならない）。 
 
 下院の状況を打開するための 1 つの方策として、下院の共和党指導部は、ブッシュ政権

が反対を表明している米国通商権利エンフォースメント法案（H.R.3283）の投票を行うこ

とに同意することで、CAFTA-DR への支持を広げようとした。同法案は、中国およびその

他の非市場経済の「公平でない」貿易慣行に対して、より強い手段で是正を要求すること

を目指すものである。これによって、同法案の支持者である Phil English(R-Pa)下院議員は

CAFTA-DR 支持の態度表明を行った。 
 
 7 月 28 日の下院本会議における投票では、その最終段階においても 8 人の共和党議員

(Steven C. LaTourette, Rob Simmons, Charles H. Taylor, Charles Boustany jr., Bobby 
Jindal, Shelley Moor Capito, Jo Ann Davis, Michael G. Fitzpatrick)が賛否の投票を決め

かねていた。これらの議員は共和党と大統領が勝利を得ると同時に、自分では（次の選挙

のために）選挙民に不人気な法案に反対票を投じることを望んでいた。最終的に、共和党
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指導部が調整を行い 3 人の議員(上述の 8 人の中から LaTourette と Fitzpatrick、そして、

反対票を投じた Robin Hayes の票を賛成票に訂正させた)に賛成票を投じさせることで、残

りは反対票を投じることが許された（CQ Weekly Report, August 1, 2005. p.2112）。この

結果、CAFTA-DR 実施法案は、217-215 の賛成多数で下院を通過した。 
 




