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より広い範囲に包含することだと思う。だからこういった

困難を３カ国間で克服していく必要がある。

　そろそろ結びに入りたいと思う。今日の発表ではとても

わかりやすく、刺激的で、かつ建設的な討議ができたと思

う。また、北東アジア諸国の間の様々な問題に関しては、

　当分科会においては、以下のような内容の報告が行われ、

それに基づき北東アジアにおけるFTA戦略の望ましいあ

り方について議論が行われた。

　まず慶応義塾大学の木村福成教授による導入部では、北

東アジアにおけるFTAの現状と、それを取り巻くWTOな

どの世界の貿易体制との関係が整理された。

　川 論文に基づいた内閣府経済社会総合研究所の堤雅彦

特別研究員の報告においては、応用一般均衡（CGE）モ

デルによるシミュレーションをもとに、FTAが北東アジ

ア諸国経済に与える影響が、いくつかのケースについて示

された。それによれば、日中韓各国が東アジアにおける

FTAから得るマクロ経済的利益はかなりの規模といえ、

特に日韓両国では大きいことが示された。ここから北東ア

ジア諸国が、そのFTA戦略の中で近隣諸国とのFTAを優

先させることの合理性が示唆された。

　中国の国務院発展研究センター（DRC）対外経済研究

部の許宏強副研究員の報告は2003年から2006年の４年間

にわたって、日本の総合研究開発機構（NIRA）、中国の

DRC、韓国の対外経済政策研究院（KIEP）の三つのシン

クタンクが行った日中韓FTAに関する共同研究の成果を

整理したものである。それによればFTAの経済的効果は、

部門別効果については三カ国それぞれに利益と損失を得

る部門が生ずるものの、マクロ的効果については全ての国

に利益が生ずることが示された。また、共同研究の一部と

して行われた三カ国企業に対するアンケート調査の結果で

は、いずれの国においても日中韓FTAの早期の締結を望

む回答が多数となった。これらの結果から、全体として日

中韓FTAの推進に肯定的な結果が示された。

　韓国の仁荷大学校のチョン・インキョ教授の報告は、

ノ・ムヒョン政権によるFTAロードマップの提示と、そ

れ以降の韓国のFTA政策を包括的に整理した内容であっ

た。それによれば、北東アジアビジネスハブを志向する韓

国の対外経済戦略の中で、北東アジア諸国とのFTAは高

い優先順位を与えられてきた。しかしながら現状では、日

韓FTAは政府間交渉にはいったものの、交渉が棚上げ状

態となっている。また、韓中FTAについては政府間研究

レベルに止まっている。これらの促進の必要性が結論とし

て示された。

　慶応義塾大学の渡邊頼純教授の報告においては、東アジ

アにおける経済統合の現状と、その中における日中韓三カ

国のFTA政策の特徴が包括的に示された。さらに同報告

ではロシアのWTO加盟問題と、ロシア極東部の「独立関

税地域」の可能性について言及した。

　以上のように、当分科会における報告は、いずれも北東

アジア地域におけるFTAの経済効果を肯定的に評価して

おり、一方で制度としてのFTA交渉の遅れを政策的課題

として指摘した。 

 ［ERINA調査研究部研究主任　中島朋義］

分科会Ｃ-２「東アジア共同体時代における北東アジアのFTA戦略」要旨

Session C-2: FTA Strategy in Northeast Asia in the Era of the 
East Asian Community (Summary)

In this session, reports were made with the following 
content, and discussion took place on desirable forms for an 

FTA strategy in Northeast Asia based upon them. 
Firstly, in his introduction, Professor Fukunari Kimura- 

コミュニケーションまたはさらなる討議が必要だと感じ

る。特に３カ国の経済統合について我々は既に多くを語っ

た。そこで何か行動をとることが求められる。自国民を説

得し、FTA締結に向けての努力を共同でやっていく必要

があると思う。
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Faculty of Economics, Keio University - summarized the 
current status of FTAs in Northeast Asia and relations with 
world trade bodies, such as the WTO, which encompass 
them. 

In the report, based on Mr. Kawasaki’s paper, of 
Masahiko Tsutsumi - Fellow, The Cabinet Of ce Economic 
and Social Research Institute - the in uence an FTA would 
have on the economies of the countries in Northeast Asia 
was shown in a number of cases, based on a simulation 
using a computational general equilibrium (CGE) model. 
According to his report, it can be said that Japan, China 
and the ROK would all gain considerable macro-economic 
bene t from an East Asian FTA, and it was shown that for 
both Japan and the ROK in particular, that would be large. 
This suggests the logic of the nations of Northeast Asia 
henceforth giving priority to an FTA with their neighboring 
countries, within that FTA strategy.

Xu Hongqiang - Associate Research Fellow, Foreign 
Economic Relations Department, Development Research 
Center (DRC) of the State Council of China - gave his 
report, in which he summarized the results of joint research, 
spanning the four-year period from 2003 to 2006, related to 
a Japan-China-ROK FTA by three think tanks: the National 
Institute for Research Advancement (NIRA) in Japan, the 
DRC in China, and the Korea Institute for International 
Economic Policy (KIEP) in the ROK. According to his 
report, the economic effects of an FTA were shown to be 
that, although there are sectors which would experience 
gains and losses in each of the three countries, respectively, 
for the effects broken down into individual sectors, for 
macro-economic effects all countries would experience 
gains. Moreover, in the results of a survey of businesses in 
the three countries, undertaken as part of the joint-research, 

in all the countries the desire for a speedy conclusion of a 
Japan-China-ROK FTA was the majority response. From 
these results, a positive result to a drive towards a Japan-
China-ROK FTA in its entirety was demonstrated.

Cheong In-Kyo - Professor, Department of Economics, 
Inha University, ROK - made a report, the content of which 
summarized comprehensively the unveiling of the FTA 
roadmap by the Roh Moo-hyun administration, and the 
subsequent FTA strategy of the ROK. According to the 
report, an FTA with Northeast Asian countries has come 
to be given a high level of priority, within the ROK’s 
international economic policy of aspiring to becoming the 
Northeast Asia business hub. Regarding the current state of 
affairs, however, intergovernmental negotiations have been 
entered into for a Japan-ROK FTA, but those negotiations 
have been inconclusive. Additionally, an ROK-China 
FTA has stopped at the intergovernmental research level. 
The importance of the furthering of these was given as the 
conclusion.

In the report of Professor Yorizumi Watanabe of Keio 
University, the current status of economic integration in 
East Asia, and within that the special characteristics of 
the FTA strategies of the three countries of Japan, China 
and the ROK, were presented. Further, in the same report, 
he mentioned the issue of Russia’s WTO entry and the 
possibility of a Russian Far East ‘Independent Tariff Zone.’

As stated above, all the reports in this session 
evaluated positively the economic effects of an FTA in 
Northeast Asia, while they pointed out as a policy issue the 
institutional delay in FTA negotiations. 

[Tomoyoshi Nakajima, Associate Senior Economist, 
Research Division, ERINA]
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