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TPP：日本の視点
慶應義塾大学経済学研究科委員長

木村福成

日本においてのTPPの話をしていきたい。この大筋合意

TPPは秘密裏に進められていたという点を批判されてき

の内容は、まだ直接的な影響は大きくない。むしろ、間接

た。政府は草稿案の全体内容を内閣官房のウェブ上に載せ

的な影響の方が大きいと言っていいかもしれない。例えば、

ている。様々な質疑の経緯、TPPの詳細説明等がかなり細

農業、その他のセクターにおいてTPPの影響がこれから出

かく網羅されている。またこの文章は既に日本語に訳され

てくる。アジアへの影響からみると、マレーシア、ベトナ

ているが、これはある意味で非常に稀なことである。これ

ムなどの国がTPPに参加する。その他のアジアの国々で

を読むとTPPの交渉内容がどのようなものなのかが非常

も、TPPに参加したいと思う国々が増えてきている。そう

によく分かるようになっている。ある意味、政府の方から

いったことから、北東アジア、南アジアを含む地域におい

も異例と言われる対応の仕方をとっていると言える。

ての様々な国にとってはTPPによるポジティブな影響が

また、国会審議等に関してはまだ有効な反論が出ておら

出てくると思う。日本においても同様である。ここでは主

ず、恐らく中身に関しては今後、より細かく対応されてい

に日本を中心に話すが、日本の企業にとって北東アジアは

くのではないかと思う。今の段階では、そういった意味で

非常に重要になっているので、北東アジアを含め、話をし

は反論が審議の中でも明確に提示されていない。

たい。

では、日本経済への影響について見ていきたい。まず、

まず、TPPの交渉がどのように進んでいたかについてで

内閣官房からは経済効果を分析した内容が出されている。

ある。この交渉は2015年の10月初頭に大筋合意を迎えた。

こ れ は 現 行 のEPAの 効 果 を 除 い た 分 析 で あ る。 実 質

そして同年11月、具体的な文書がこの合意に関しての草稿

GDP2.6％増で、これは2014年度換算で14兆円程度の増加

案が出てきた。これはUSTR
（米国通商代表部）、その他さ

と見込んでいる。かなり大きい評価といえよう。この効果

まざまのところでも公表されている。これに対する日本で

分析はかなり入念に書かれている。もちろん、関税障壁の

の反響は比較的冷静に受け止められていると言える。戦略

撤廃、貿易の促進による貿易コスト低下等も検討している。

的な意義という面で評価されていると考える。この大筋合

そして貿易自体が拡大することも述べている。さらに、実

意による政治的な影響はもう出ている。しかし、経済的な

質の労働賃金の増加による労働量の増加が見込まれてい

効果に関してはまだ漠然とした状況である。草稿文は６千

る。これもGDPの増加に貢献している。そして貯蓄や投

枚に及ぶものであって、私もすべて読んではいないが、具

資の増加も見込まれている。このようなことを考えた上で、

体的に理解しようとしている段階である。TPPによって日

実質GDP2.6％増と計算している。また、農産品、漁業に

本がどう変わろうとしているかがその中に細かく書かれて

関しては、おそらく、1300億から2100億円の減少になるこ

いる。

とを関税削減の影響として見込んでいる。農水省の予測に

次に日本国内の世論である。世論ではさまざまな捉え方

よる経済効果によると、大体３兆円程度の生産高が下がる

がされている。昨年10月、交渉直後に読売新聞と朝日新聞

と言われていた。その減少量からすると、ここで表されて

を見てみる。この段階ではTPPの草稿文は未発表の状況

いるのは非常に少ないと言える。一方で、農家の所得は維

だったが、大筋合意の効果に対して59%が支持し、28%評

持されると分析している。農業部門を見てみると、主要農

価しないということを読売新聞は表明している。朝日新聞

産品が、米、小麦、肉、砂糖、乳製品の５品目で、こういっ

では、賛成58%、反対21%だった。

た分野では、貿易に関する保護がまだ残るということが見

それから政府の対応である。日本政府はさまざまなTPP

込まれている。その結果、日本においてのみ、95％程度の

に絡む情報をできる限り発信しようとしている。元々

関税撤廃に止まることになっており、この点で自由化のレ
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ベルは非常に低い。他の参加国は99％関税撤廃の場合もあ

なってしまう。インド、中国は比較的受け身的な参加と

るので、日本はある意味で例外である。日本の場合は保護

なっている。中国はRCEPの交渉自体には積極的であるが、

が残るということで、農業への影響はあまり出ないと見ら

自由化のレベルを低く留めたい意向でもある。したがって

れている。草稿案を見ずに詳しいことは分からないが、恐

この交渉は今、非常によくない時期にあるといえる。これ

らく条件交渉があったのではないか、そして国内の農業改

はTPP最終合意の効果が出ているからでもある。RCEP交

革が関係しているのではないかということが思われる。そ

渉自体は行われているが、各国の期待がTPPに取られてし

ういったことからTPPの直接的な影響が農業部門にはあ

まい、RCEPの価値が見出されていないと思う。中国、イ

まり大きく見られていない。プラスにもならなければ、マ

ンドに関しても同様である。一方でASEANでは一部の国

イナスにもならないという状況に止まったと言える。

だけがTPPに参加しているので、これに対してRCEPを重

一方、グローバル化についてである。ここはもう少し大

視するASEAN中心主義という動きも出てきている。これ

きな影響が出ているので、具体的にみていきたい。TPPの

は日本にとってはいいことである。要約すれば、RCEPは

大筋合意を迎えた東アジアでの影響であるが、まず、TPP

日本とASEAN地域において引き続き重要視されてはいる

に関してドミノ効果というものがある。TPP交渉の中にそ

が、すこし失速しているのである。RCEPは交渉の様式を

の他の国々も入ると見られている。韓国、台湾、インドネ

作り直す必要があると思う。また、枠組協定として早急に

シア、フィリピン、タイ、もしかしたら中国も将来加わる

RCEP交渉の妥結を見出し、次の段階に進む必要がある。

と見込まれている。草稿案が公表されているので、各国は

さらに国際通商政策に関してはTPPに任せて、RCEPは経

それを細かく調査していると思う。この文章が公開されて

済協力に特化していくのも一つの方法になると思う。

３日くらい経っているが、経産省の方でもその中身を詰め

次にASEAN+１のFTAにおける関税撤廃の状況につい

て10人以上の人たちが英知を絞って書いていると思われ

て説明する。多くは90～95％の関税障壁の撤廃だが、一部

る。国によっては将来的には参加できる国もあるかもしれ

の80％の関税撤廃は低すぎてFTAとして成り立っていな

ないが、苦しむ国も出てくるかもしれない。高いレベルの

い。プラスの影響は多少出るかもしれないが、80％という

自由化に踏み切れるのかどうかがカギとなる。関税、サー

のはあまりにも低すぎる状況である。一方、日本、韓国、

ビス、投資面においても同様である。これはある意味でネ

中国はFTAによって繋がっていない。日中韓FTA交渉は

ガティブメソッドになる。それぞれのセクターを見てみる

さらに失速しているので、期待もあまり高くない。そう

と、保護がすぐ解除されないようなものがネガティブメ

いったことから、このような会議の機会を使うことによっ

ソッドというものである。マイナス面がすぐ出ないセク

て環境改善に努めることが必要ではないかと思う。中国と

ターを意味する。一方、自由化が進む、門戸の開放に繋が

韓国は中韓FTAを妥結している。ここでも自由化はまだ

るセクターがプラスの効果をもたらすという考え方にな

低い。10年間で80％の関税障壁の撤廃、そしてそれ以降、

る。要は、自由化されるか、されないかという二極の状況

90％と設定している。そのため、中韓FTAをある意味、

がカギとなる。無論、より多くの国々が参加する中で、自

日中韓FTAもしくはRCEPの比較対象としてみることはで

由化レベルは高い方がいいが、ものによって一部は保護さ

きないだろう。

れている。例えば、知的財産権、ISDS（投資家対国家間の

次に、東アジアにおける経済的な影響である。まず、自

紛争解決）等の部分がある。国内の紛争解決に関しては他

由化があげられる。サービスや投資の部分での自由化が

の方法で解決したいところで、少しバッファーをとってお

TPPにおいても書かれており、これは非常にレベルが高い

きたいところが現れているのではないかと思う。

ので、影響が出ると思われる。また政府調達も同様である。

もう一つの影響として出ているのは、東アジア包括的経

特にWTOに関して調達協定があるが、それに調印してい

済連携協定（RCEP）の交渉が、これによって失速するので

ない国がある。そういったことから、TPPがこの分野で影

はないかということである。これはASEAN+６の枠組み

響を与え拡大する可能性がある。また、TPPでは例外事項

で話し合いが行われてきた。この会合は進んでいるが、や

も数多く設定している。そのため、TPPの合意からどの程

はり交渉のレベルが低いと言えよう。モノの貿易の関税ゼ

度の影響があるかはまだ読み切れていない。さらに、国有

ロは80％程度で、その他の自由化レベルもかなり低く止

企業という分野がある。これはある意味で非常に歴史的な

まっている。FTAは重複して締結することができる。民

項目でもあるが、民間企業との競争に関する大原則がある。

間企業は最も低い関税を適用したいので、自由化レベルが

物品取引だけではなく、サービスや投資についても書き込

低いと誰もRCEPからメリットを享受することができなく

みがあることは、重要視されていることの表れだと思う。
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WTO協定や既存のFTAもカバーしていなかった部分が、

重要になってくると言える。こういったところは、通商交

TPPの大筋合意によって網羅されることになった。だが、

渉においては非常に歩みが遅いことになるが、共通の標準

直近の影響はまだ分からない。例外も数多く入っており国

と整合性が必要になる。企業対消費者のビジネスに関して

別の留保もある。

は、民間からの声を反映することが最も重要と思われる。

次に行政の効率性もしくは規制改革が加速するというこ

そして商社等にとってもサービスの消費ということを考え

とである。特に東アジアの国々で波及が出てくるのではな

ると、その声は無視できない。また高所得者、高学歴の人

いかと思う。次に各国の発展モデルへの影響である。これ

たちが都市部に入ってくるとさらに重要になってくる。環

はより根本的な部分になる。東アジアにおいて、シンガ

境問題、労働問題等もTPPによって変わってくるだろう。

ポール、マレーシア、台湾等の国々でもさらに所得が高ま

東アジアの発展もより高いレベルへ進んでいくと思うの

ると考えられる。高所得国に移行していく中で、どのよう

で、TPPに影響されると考えられる。

な基盤作りができるかが非常に重要になってくる。その中

RCEPや日中韓FTA、日本EU FTA、その他の協定交渉

で、グローバル・バリューチェーンが重要視されるように

等を考えると、TPPの早期署名、発効が望まれている。そ

なるだろう。ネットワーク、産業界での整理統合も出てく

の中では、米国議会の動向もカギになってくる。私は日本

ると思う。一人当たりGDPが１万ドルになると、独自の

では恐らく、批准することは難しくないと期待している。

イノベーションを導入する必要がある。そういったことか

TPPによって経済改革が東アジア諸国内で加速していく

ら、イノベーション・ハブを作ってより多くの人たちを引

ことによって、先進国への道を開くことにも繋がると考え

きつけていくことに繋がるのである。特に教育レベルの高

られる。さらに、その他のアジアの国々がTPPに関わるか

い人たちが国を出たり入ったりすることが自由になると、

もしれず、その際には中国国内でも経済改革の考え方がよ

海外の必要な人材を魅了することにも繋がる。都市部の生

り 重 視 さ れ る こ と に な っ て い く か も し れ な い。 ま た

活改善も期待されるようになる。また、非関税障壁の撤廃、

ASEANの経済統合をサポートし、RCEPや日中韓FTAの

貿易の円滑化等が、特に企業対消費者のビジネスにおいて

意義を謳うことも必要である。

米国とTPP
ピーターソン国際経済研究所
（アメリカ）
シニア・フェロー

ジェフリー・ショット

私がこの会議に貢献できるのは２回目になる。２年前、

輸出量の25%を占めている。米国にとってTPPは、商業的、

同じようにTPP の話をしたが、TPPに関してはこういう

戦略的に非常に重要な意味合いをもっている。まず、米国

期待がある、としか話ができなかった。政府というものは

と同盟国、たとえば、オーストラリアや日本等との経済、

大抵の場合、評価が低く、それほど多くのことは達成でき

商業的な関係を強化する。NAFTAとの関係も25年も経っ

ないと言われるのだが、今回のTPPに関しては、驚くこと

ているので、ある程度、内容を更新しなければならない。

にたくさんの期待を裏切る利益があったと言っていい。木

さらに、ASEAN諸国のマレーシア、ベトナムとの貿易関

村氏は関税の撤廃が不十分と言った。しかし私は、コップ

係を強化することができる。米国の観点からみると、投資

にはいっぱいの水が入っていると思う。TPPは非常に多く

と貿易が非常に改善することになる。これまで、貿易障壁

の国にメリットをもたらすことができるし、非常にいい結

を残してきた農業分野でも大きな進歩をみることができ

果となったと思っている。今日は、TPPが米国との関係で

る。これまで、センシティブといわれた品目に関しても輸

どのような意味をもつかについて話したい。

出することができるようになる。もちろん、ゼロ関税に

TPPは米国にとってだけではなく、先進国、発展途上国

なったわけではない。しかし、コメに関しては例外になる

の両方にとって最も包括的な自由貿易協定だと言えよう。

が、それ以外の農業一般製品に関しては、米国にとっては

参加国は全部で12カ国、これは世界のGDPの約40%を占め、

大変大きなチャンスがTPPから生まれた。特に日本市場に
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TPP：2030年における実質収入増見込み

Total world

Annual real income gains
% change from baseline
billions of 2015 dollars
492
0.4
465

1.1

United States

131

0.5

Japan

125

2.5

Malaysia

52

7.6

Vietnam

41

8.1

27

negl.

48

0.2

China

-18

-0.1

India

-5

-0.1

Korea

-8

-0.3

Thailand

-7

-0.8

Total TPP-12

Total non-TPP members
European Union

Source: Petri and Plummer (2016).

対してはそう言えよう。私は日本にとって、またこの地域

これらの国々と中国との間の貿易においては、非常に小さ

にとって大変な効果をもたらすと評価している。

な下げしか考えられない。これらの国々はTPPに参加した
ほうが成長率を上げることになるだろう。

ワシントンにある私たちの研究所のピーター・ペトリと
マイケル・プランマーが行ったTPPの与える効果の分析が

米国はTPPに関してどのような目標があるのか、戦略

ある（表）。このモデルの結果は、交渉の進展による前提条

的、経済的それぞれの観点から見てみる。まず、これは貿

件の変更によって修正がかけられているので、順次変わっ

易に関する政策なので、貿易と投資を増やさなければなら

ていく。TPPの自由化が実際に始まる時期を考慮に入れて

ない。そのうちで特に投資が重要となる。また、サービス、

いる。ウェブサイトにも公開されているので、興味のある

農業といった分野については今回驚くほどの成果を出して

方はぜひ見て欲しい。この中で私が特筆したいのは、まず

おり、重要である。TPPが実行されることによって米国と

実質収入が上がることである。ほとんど５千億ドルの実質

NAFTA加盟国の間での経済統合はさらに強化される。エ

収入が増えることになる。TPPが2030年までに発効し、ま

ネルギー、貿易に関連する環境問題、電子商取引、国有企

たそれが実際に実行されるようになれば、これだけのメ

業についてこれまであった格差を埋めることができるだろ

リットがあることになる。そして12カ国に関しては、ベー

う。NAFTAが90年代の最初に作られた時には、今、言及

スラインに比べて1.1％の上昇がある。特に、日本、マレー

した分野についての研究はほとんどなされていなかった。

シアは非常に大きな影響を受ける。一番大きな数字が出て

また、TPPはWTOのルールブックをさらに強化するこ

くるのは、日米２カ国である。なぜかというと、もともと

とになる。新しいナイロビでの交渉の内容に関しても、よ

経済規模が大きいからである。日本はベースラインに対し

りよいものを作ることができると思う。WTOのナイロビ

て2.5％増、米国はベースラインに対して0.5％増だが、マ

会議は最低限の成果しか出すことができなかったが、ここ

レーシアとベトナムを見ると、相対的に大変大きな伸びが

で 空 い て い る 穴 をTPPが 埋 め る こ と が で き る と 思 う。

ある。これは現在、マレーシアとベトナムにおいては既存

WTOの加盟国が実質的な形で何かをやれるまでにはあと

の規制が、投資や貿易に対して大きなマイナスとなってい

数年かかると思うが、その間にもTPPの合意が実施される

るため、これを変えることによって得られるメリットであ

ことになれば様々なことができる。そういう意味では、

る。批判者たちはこのような優遇政策が加盟国に対して悪

WTOが世界の中で意味を持つことができるか、疑問を

い影響を与えるという人もいる。しかし、TPPによってこ

持っている。ジュネーブ（WTO本部）がこれから検討すべ

れだけの実質収入が上がるということは、現実には貿易転

きこととして、TPPの交渉官が交渉した内容をより詳しく

換分によるマイナスも相殺するだけのメリットがあるとい

見ていく必要があろう。FTAは交渉の研究現場と考えて

えよう。最も損失を受けるのは中国だと思う。インド、韓

もよい。交渉者が机について、今どのような問題があり、

国、タイといったところも貿易転換効果の影響をうけるが、

それに対して各国のルールの中で、一体どれほど実際的な
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解決策を取れるかを話し合う場である。そういった意味で、

らない。

さまざまなニュアンスをもった解決策がFTAでは交渉さ

必要な国内法を変えなければならない。特に産業に関連

れる。WTO、GATTも交渉に時間がかかり、それだけ複

する人々がもっている懸念事項に応えなければならない。

雑性がある。私もかつてメンバーとしてその交渉に参加し、

これは日本の農業が抱えている問題と同様である。共和党

そこで決められたことが国際貿易の枠組みの一部となって

とオバマ大統領は、できるだけ早い時期にTPPを批准した

いる。TPPに関しては、電子商取引、環境問題、国有企業

いと思っているし、できれば夏までにはやりたいと思って

をどう取り扱うかというようなことが今回の合意に取り込

いるはずである。一方で、より長い期間を考えている人た

まれている。市場において国有企業が民間企業に対して特

ちもいる。大統領選の後と考える人もいるが、これはでき

別な優遇を受けないようにしなければならない。いずれに

ないと思う。非常に賭け金の高いポーカーゲームのような

せよ、TPPはアジア太平洋地域、自由貿易圏内においての

もので、本当に何かをやるというのであれば、夏まででな

広範囲な協定を結ぶ上での一つのひな型となりうる。

ければならない。大統領選の後のレームダック（死に体）と

TPPは米国の外交政策に対しても大きな貢献をしてい

言われる期間になると、あまりにも不確定要因が高くなっ

る。米国がこの地域において信頼できるパートナーである

てしまい、本当に批准できるかどうか分からない状況にな

ことをもう一度示すことができたからである。これには、

るだろう。

そういうイメージを築けたということと、現実的にも信頼

北東アジア、アジア太平洋地域に対するTPPの意味合い

できるということの両方の意味がある。議会の中にはこれ

は非常に大きい。木村氏が言ったように、米国はさらにア

をきちんと理解していない人もいる。韓国、日本等の北朝

ジア太平洋地域との経済的なかかわりを強くしたいと思っ

鮮のミサイルの脅威にさらされている国々では、米国が信

ているので、TPPが拡大することは歓迎することとなる。

頼できるパートナーであることは非常に重要である。オー

実際に発効されればAPECの加盟国だけではなく、より多

プンでかつ安全保障がなされたシーレーンというのも、米

くの国に参加してもらいたいと思っている。もうすでに列

国の存在がなければ成り立たない。さらに中国にとっても、

ができている。TPPの加盟国になろうと、第２ステップの

米国がこの地域に関わり続けることは、貿易の自由及び安

中で交渉したいと思っている国はたくさんある。韓国はか

全保障が担保された地域として認識されるという点で非常

なり長い間検討している。恐らくこれから参加するだろう。

に大きな意味がある。これについては中国のリーダーも認

インドネシアは最近、かなりコースの転換を図り、TPPに

識している。TPPは常に検討の対象になっている。米中の

興味を持ち検討を始めた。タイ、台湾、フィリピン、コロ

リーダーが毎年会うたびに交渉テーマの一部となってい

ンビア、他にもいろいろある。

る。

その一つが中国である。近々中国がTPPに入るとは思わ

米国のTPP批准のスケジュールは、米国の国内の政治に

ないが、現在、北京では集中的に検討が行われている。

よって決まる。ワシントンの人たちにとって、これはまさ

TPPに参加した場合、どのような機会が訪れるかを検討し

に生活の糧である。ワシントン以外の人たちにとっては別

ている。多くのTPPの原則は、これまで２年半かけて行わ

にどうでもいいこと、または、自分たちの経済収入を良く

れてきた中国の様々な改革開放政策の中身と合致するとこ

するものとなる。米国は他の国と違って、新しい協定は立

ろが多いからである。それが本当に中国の全般的な外交政

法化しなければならない。TPPに調印したとはいえ、その

策と一致するかどうかについての検討が行われている。

まま法律になるわけではなく、議会内で立法化し批准して

TPPの拡大モデルがこれからどう進化していくかは、米

もらわなければならない。これに対して大統領の貿易促進

国議会で何が起こるかによってくる。もし私が正しければ、

権限があるが、その前に審議が行わなければならない。こ

プロセスは迅速に進む。TPPは2016年の後半に批准される

こで勢いがつけば、実際の批准になる。いろいろなニッチ

ことになる。2018年の初めには発効するかもしれない。イ

な問題に審議が集中するはずであるが、実は全般的な影響

ンドネシアが約束通りに自分たちのルールを改革して

はない。私見にはなるが、新聞にもある通り、オバマ大統

TPPに入るかどうかも非常に重要だ。ASEAN加盟国はこ

領と議会内の共和党が協力して議会の代表たちの納得を得

の国に影響をうけることが多いからである。すでにTPPに

られるだけの結果を出していかなければならない。もし

入っているASEAN加盟国は多いが、木村氏が言ったよう

TPPの再交渉をすることになると大変である。二国間の

にRCEPに対する影響が非常に大きくなる。RCEPはTPP

FTAであっても再交渉は容易ではないのに、TPPは多く

に対して競争的な意味合いをもたないが、RCEPの交渉参

の参加国との再交渉となる。この点を納得させなければな

加国の半分ほどはすでに改革をし、TPPに合わせた形に
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なっているので、残りの半分も改革を考えなければならな

る。APECにおいては、別の合意をもつことも一つの道か

い。中国の参加についてはたくさんの側面があるが、忘れ

もしれない。

てはならないのは、米中がFTAAP
（アジア太平洋地域自

いずれにせよ、TPPはアジア太平洋地域において非常に

由貿易圏）の検討会のメンバーであるということである。

大きなメリットがある。中国、韓国、日本との関係にも影

中国にとっての問題は、既存の合意をそのまま当てはめる

響を与える。TPPを拡大する上では、韓国、日本の貿易関

ことに関していくつか難しいレッドラインがあることであ

係にも非常に大きな影響を与える。

TPPの中国に対する潜在的な影響および中国の対応
中国社会科学院APEC・東アジア協力研究センター副主任・秘書長

沈銘輝

中国のFTA政策、特にアジア地域内での協力関係に与

げられる。そのため参加するチャンスを逃したと言えるか

える影響について話したい。まずFTA締結における中国

もしれない。中国はTPPに参加しないだろうと米国に思わ

の対応の進捗度についてだが、中国は2001年にWTOに加

れているとも思う。これが中国の現状の見方である。

わり、FTAを域内の国々と結ぶなど、さまざまな戦略を

中国政府の反応について見てみたい。中国政府は基本的

練ってきた。例えば、中国－ASEAN FTA、中国－パキ

にはオープンな姿勢であるが、参加に慎重であることは変

スタンFTA、中国－ニュージーランドFTAなど、FTAの

わっていない。TPPが大筋合意に至って２日後、中国では

多 く は2010年 以 前 に 結 ば れ た。 最 近 で は、 中 国 － 韓 国

大筋合意内容の詳細が中国語に翻訳され、ウェブサイト上

FTA、中国－オーストラリアFTAが続いた。さらに中国

に出された。中国では政府のホームページからそれが見ら

は新しいFTAの交渉もスタートした。モルドバとジョー

れる。12月22日、TPPの文言についてかなり長い中国版の

ジアがその二国である。また湾岸協力会議
（GCC）との交

翻訳が出ており、電子商取引等がどういう意味をもつか等

渉を再開した。中国の戦略は、FTAの交渉に関しては、

についても書かれている。無論、TPPに関してはまだ数千

段階的なアプローチをとっている。最近では、さまざまな

ページに至る文書が翻訳中であり、まだ完全なバージョン

モノの貿易についての交渉を始め、続いてサービス、投資

は出ていない。2015年12月22日、中国とASEANは、二国

の順で段階的な交渉手法をとっている。とはいえ、新しい

間のFTAをさらにアップグレードしていく話し合いを

様式にも挑戦している。例えば、すべてを一括化した形で

行った。その中には投資に関する項目も入っている。中国

交渉するというやり方で、中国－ニュージーランドFTA、

とASEANはより自由化された形で貿易の取引を向上させ

中国－シンガポールFTA、中国－オーストラリアFTAで、

ようということで協定が結ばれた。さらにFTA戦略を実

このような方法をとってきた。中国と韓国のFTAの中身

行し加速化していくために、政府もシンクタンク等もTPP

は17章に及ぶ。ものによってはFTAの中身が22章にも及

の文言を精査している状況である。

ぶこともあり、電子商取引、投資、環境に関する項目等も

中国経済におけるTPPの影響はどうか。これは、特に中

含まれているのが特徴である。

国ではホットトピックとなっている。北京大学においても、

TPPの状況について見てみたい。TPPはこの域内におけ

米国のシンクタンクと共同でTPPの中身を精査し、中国経

る影響が出ており、韓国、タイ、インドネシア等が参加を

済に与える影響を評価している。同じような形で中国社会

検討している。そして中国にとってもTPPに参加するか否

科学院でも研究を行っている
（表）
。これらの研究では実質

かの決断を迫られる状況になっている。TPP交渉が2015年

GDPにはマイナスの影響が出ている。しかしあまり大き

10月５日に大筋合意に至ったことが、中国に影響を与えて

な影響ではないという見方もあるかもしれない。輸出につ

いる。ここでは、２つの問題点が挙げられる。まず、米国

いてみると、かなり大きな打撃を被ることが予想される。

が中国の発展をTPPによって封じ込めようとしているこ

だが、近い将来を考えるとTPPによる中国経済への影響は

と。次に、中国がTPP参加をあまり望んでいないことが挙

まだ受け入れやすいレベルのものであるとされ、さほど問
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中国経済におけるTPPの影響

Peking Univ. (2014)
2015

2020

Real GDP (%)

-0.28

-0.32

Exports (%)

-0.21

Imports (%)

-0.21

DRC (2013)

Petri et al (2015)
2015

2020

2025

-0.14

0.0

-0.2

-0.2

-0.25

-0.32

-0.1

-1.1

-1.0

-0.24

-0.53

-0.2

-1.1

-1.0

term of trade (%)

-0.22

Welfare (Billion USD)

-4.1

題視されていない。

FTAも重要である。木村氏ほか日本の皆さんは、中韓

各セクターへの影響についても評価、シミュレーション

FTAは果たしてどうなのかと考えているかもしれない。

が行われ、もっとも打撃を受ける分野が繊維、アパレルだ

そうしたことからも、FTAを単に推進するという簡単な

ろうと見られている。次に農業である。農業は米、麦、さ

話ではないということが分かる。TPPの圧力が中国にかけ

らに漁業、乳製品といったところに影響がでるだろうと見

られているが、それに関連してWTOが中国にとって非常

られている。だが、中国はまだこうした影響を容認できる

に重要になってくる。中国にとっても米国にとっても

と考えている。なぜかと言うと、こういったセクターに関

WTOは安全の範囲に入っているといえよう。居心地のよ

しては、長期的には輸入が必要でもあるということからで

い関係だと感じているということである。つまり、WTO

ある。その次に打撃を受けるセクターが自動車である。む

を生かしていくことを考えているのである。

しろこの分野が深刻ではないかと見られる。さらに課題と

一帯一路という考え方に基づくFTAについては、発展

して考えられる部分は、国有企業や電子商取引、政府調達、

の速度を速めていくかもしれない。そこにはいくつかのス

投資、サービス等である。かつては関税やSPS等がFTAの

テップがある。まず近隣諸国との関係を築いていくこと、

影響が出やすいところだったが、今はその様子が少し違っ

さらに一帯一路に繋がる国々との関係を強化していくこ

ている。

と、新興国もしくは発展途上国等との国々と交渉をするこ

米国をはじめ、韓国、日本、カナダといった先進国では、

とによってFTAの妥結をみることも考えているかもしれ

「WTOプラス」という問題を抱えている。これはある意味、

ない。私たちもこのFTAの交渉が最初に発展途上国との

貿易政策の中では非伝統的な項目による影響にある。また、

間で加速するのではないかと考えている。

この新しく加えられている項目がどの程度、施行に値する

次に、中国のFTAのテンプレートについてである。中

かを考えると、中国の場合は新しく加えられている項目の

国は市場アクセスを重視しており、サービスのみならず、

20％しか容認できず、その内の７%が施行可能であると見

金融、教育、文化、医療の分野においても市場アクセスが

込まれており、容認レベルが非常に低いことが分かる。そ

加速してくると考えられる。さらに、物流等の分野も同様

ういった点から、中国はTPPにあまり参加したがっていな

だと思う。将来を考えるとこれらの分野により多くの投資

いと言えよう。

が加わると思う。今は知的財産権を含む新しい貿易の問題

次に、中国政府にとってのFTAの将来図についてであ

の解決案を模索している。中国もできるだけ知的財産権へ

る。この点において中国－韓国、中国－オーストラリアと

の対応を向上させたいと考えている。さらに、環境、電子

いった二国間のFTAが積極的に行われてきた。さらに

商取引、競争、政府調達といった部分に関しても新たに模

FTAについては新しい国々も対象としてみており、将来

索していくことが考えられる。特に、政府調達には中国も

的には貿易相手国とのより積極的なFTAも考えている。

関心を寄せている。WTOのメンバーとも働き掛けを行っ

また、RCEP、中国－米国の二国間投資協定において、非

ており、良好な関係の中で、近い将来に実現すると思われ

常に競争力のある自由化も出てくるのではないかと思われ

る。電子商取引はまだセンシティブな問題である。電子商

る。こうしたものに向けては、まだ中国は遅れをとってい

取引はそれだけではなく、ネットワークをいかに自由化す

る状況といえよう。また、米中間のWTO枠組みも重要に

るかということも絡んでいるので、非常にセンシティブな

なっている。来年になると思うが、二国間投資協定交渉に

部分である。中国は原産地規則に関しても貿易促進を考え

関してはある程度の道筋が立つと言われている。中日韓

ている。中国もこの点をより開放することによって自由度
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もしくはモルドバといったところも同様である。昨年末、

さらに、中国は新しくFTAのイニシアティブを増やし

中国はGCC諸国との交渉の再開に踏み切った。これも非

ていくと思う。一帯一路と関係するが、中国－ジョージア、

常に重要である。

TPPおよびその他のFTAに関する韓国の立場
対外経済政策研究院
（KIEP）招聘研究員

イ・チャンジェ

まず、現在の韓国のFTA状況を振り返る。ASEAN加盟

と考えているのではないかと思う。ただ、政治的なリスク

国、EU、米国、最も新しく中国等を含め、韓国はすでに

を最低限にするために、韓国政府は少なくとも今年４月に

50カ国以上とFTAを結んでいる。しかし、すでに交渉が

予定されている総選挙以降にその決定を発表するのではな

始まった国のうち、日本等のいくつかの国は、残念ながら

いか。しかしもちろん、TPP交渉に参加するかどうかは、

FTA交渉を始めたが途中で中止している。簡単にまとめ

主たる加盟国、特に米国がTPPを国内で批准できるかどう

ると、ほとんどの主要国と二国間FTAは結んでいるが、

かに関わってくる。

例外は日本である。そして現在、２つの主要な地域FTA

TPP以外に、韓国はどういうFTA政策をもっているか。

交渉に参加している。一つは日中韓FTAで、これは北東

先ほど述べたように、継続中の２つのFTA交渉がある。

アジアの国々の間における交渉である。もう一つはRCEP

私は、日中韓FTAにプライオリティを置くべきだと考え

で、これは東アジアの国々を対象にしたものである。ご存

る。日中韓FTAは16カ国のメンバーのRCEPよりシンプル

知のように、日本、中国は日中韓FTAとRECP両方に交渉

である。16カ国の中には、発展途上国、例えばラオス、カ

官を送っている。韓国は、TPPの交渉に参加しなかった。

ンボジア、ミャンマーといったASEAN諸国とインドがあ

TPPは昨年、大筋合意に至った。TPPが合意される前、韓

る。インドは重要な国であるが、FTA交渉という側面か

国はアジアにおいてFTAの最先端を走っていると考えら

らみると難しい国である。それに、日中韓はすでにRCEP

れたが、残念ながら、今はそうした地位にはいられなく

の交渉メンバーであるので、タイミングよく日中韓の合意

なってしまった。

ができれば、RCEP交渉に勢いをつけることになる。そし

次にTPPを中心に話したい。昨年10月、米国のオバマ大

て、この３カ国が日中韓交渉においてどういう状況になる

統領とパク・クネ大統領がワシントンで会談をもち、その

かが、RCEPの合意の中で障害になるか、それとも促進者

時に韓国はTPPに参加する意思があると表明した。しか

になるかを決める。私は３カ国とも、日中韓FTAの交渉

し、韓国政府はまだTPPに参加するかどうかを最終決定し

を促進・加速化する努力をしなければならないと思う。特

ていない。ご存知のように、韓国政府はTPP交渉への参加

に、日本はTPPに入ったので、日中韓FTAの内容、つま

に関して、国民の同意を得ることができなかった。私の記

り質を高いものにしなければならないと考えている。しか

憶が正しければ2013年、ショット氏とピーター・ペトリ氏

し、それに対して中国は対極にいるということで、日中の

がソウルに来て、私たちの研究所が開催した会議に参加し

合意が難しくなることもあるだろう。昨日の会議では経済

た。そして、韓国の会議参加者及び韓国政府に対して、

協力についての話があった。日中韓FTAが締結されれば、

TPPに参加するほうがいいと説得を試みた。今なら間に合

北東アジアにおける制度的な統合の第一歩が踏み出せるこ

うと説得しようとしたのである。両氏の努力にもかかわら

とになる。今は、制度の統合が欠けている点が課題である。

ず、残念ながら韓国は参加しなかった。そしてTPPの交渉

最後に、韓国政府はどのようにして日本とFTA交渉を

はすでに大筋合意という段階まできた。

するかを決定しなければならないか。皮肉なことに、日本

では一体、いつ韓国はTPPの交渉に参加できるのか、ま

は、韓国が最初にFTA交渉を始めた国である。韓国は今、

たはしないのか。私見だが、韓国政府はTPP交渉に参加す

日本と日中韓、RCEP両方の交渉を行っている最中である。

べきだと思うし、韓国政府はよい決定、つまり、参加する

そして、韓国がTPPへの参加を決めれば、日本と交渉をし
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セッションＣ

表

China
Japan
Korea

Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports

中国・日本・韓国の貿易

2012
7.9
4.4
-2.9
3.6
-1.4
-0.9

2013
7.8
7.3
-10.5
-6.1
2.1
-0.8

(Unit: Growth rates, %)
2014
6.0
0.7
-3.4
-2.4
2.3
1.9

2015.1-11
-2.3*
-19.2*
-9.8
-20.6
-7.4
-16.7

Note: * 2015.1~10.
Sources: IMF. 2015. Directions of Trade Statistics; KITA; JETRO.

なければならないことになる。もう一つのオプションは、

に日本の輸出は2012年から４年連続して減じ、輸入量も３

2003年12月に始まり、2004年12月から行き詰ったままに

年続けて縮小している。さらに、昨年は３カ国とも相当量

なっている日韓FTA交渉を再開することである。これを

の貿易の減少があった
（表）
。日中韓はこれから先、FTA

再開することは日本にとっても理想的なことだと思う。

交渉を加速しなければならない。各々の貿易量を増やし、
３カ国間での貿易関係を活性化すべきだと思う。

かつて３カ国とも貿易が非常に良かった時期がある。し
かし、今は日中韓３カ国とも貿易に問題を抱えている。特

ベトナム経済：FTAとそのインパクト
経済管理中央研究所
（ベトナム）
シニアエキスパート

ボー・チ・タイン

（ペーパー参加）

セッションCではベトナムのTPP参加と経済へのインパ

しかし、現状においても、不効率な国有企業、高いビジ

クトについて、ボー・チ・タイン（経済管理中央研究所
（ベ

ネスコスト、限定的な対内直接投資からの波及効果、グ

トナム）副所長兼シニアエキスパート）から報告をいただく

ローバル・バリューチェーンの中での弱い地位、所得格差

予定であったが、都合により参加いただけなかった。予定

の拡大、環境汚染など、多くの課題が残されている。これ

されていた報告の要旨は以下のとおりである。

らの課題を克服し、
「中所得国の罠」と呼ばれる経済成長の

ベトナムは過去30年にわたってドイモイと呼ばれる経済

停滞を回避するために、ベトナムはFTAを中心とする対

改革政策を継続している。その中ではASEANへの参加、

外経済開放政策を継続していく必要がある。その中で貿易

WTO加盟、各国とのFTAの締結など、対外的経済開放政

自由化の水準が高く、多くの新たな交渉分野を包括し、参

策が大きな役割を果たしてきた。この結果、ベトナム経済

加する諸国の経済規模の大きなTPPは、EUとのFTAと並

は貿易のGDPに対する比率、対内直接投資の増加などの

んでベトナムにとって最も重要な協定と位置づけられる。

指標でみると開放度の高いものとなっている。

セッションC

経済連携（要旨）

2015年10月のTPP大筋合意は、北東アジアとアジア太平

国及び韓国を取り上げ、それぞれの国のFTA専門家から

洋地域の全体の制度的経済統合にとって大きな画期となっ

TPPの影響と今後の展望について報告を受けた。

た。セッションCではTPPの主要参加国である日本及び米

木村福成氏からは日本について以下のような報告があっ

国、北東アジアの主要貿易国でありかつTPPに未参加の中

た。
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TPP大筋合意は日本では比較的冷静に受け止められて

そが、TPP交渉国の大多数がアメリカとすでにFTA調印

いる。戦略的意義の評価と経済効果についての期待に基づ

済みの貿易相手国あるいはその盟友であることの根本的な

き、世論調査もTPPに対する支持を明らかにしている。

原因である。こうした角度からみれば、中国がTPPに加入

TPPの日本経済への影響については、内閣官房による推計

申請を行っていたとしても、アメリカは許可しなかったろ

が発表され、一定の設定の下、実質GDP2.6％増との数字

う。いったんTPPの実施が承認されれば、中国は新しい地

が出ている。TPP大筋合意に対する東アジアの反響は大き

域経済一体化への道のりに加入するよう求められるだろう

い。東アジア包括的経済連携協定（RCEP）
、日中韓FTA等

ということは予測できる。中国のTPPに対する態度は一貫

をめぐる交渉は失速しつつあり、新たな動機付けと長期戦

して開放的で、加入する必要があるか、いつ加入するかど

略の構築が課題となる。TPPは、東アジアの新興国・発展

うか等の政策決定は客観的な費用収益の分析の上にたたな

途上国が新たな次元の政策論を展開する契機となる。TPP

ければならない。TPPが比較的中性的な伝統的市場参入の

の早期署名・発効は極めて重要である。日本としては、東

分野を含みながら、かなり多くの貿易新規則に関わってお

アジアの新規加盟希望国を支援し、また中国国内の改革派

り、これらの新規則の中国に対する影響は異なっている。

も後押ししたい。

貿易の新しい分野についていえば、TPPは国有企業・労働

ジェフリー・ショット氏からは米国について以下のよう

者・知的財産権等の条項等、中国の政治経済への影響が極

な報告があった。

めて大きい条項を含み、サービス、電子商取引、環境保護、

TPPは先進国と発展途上国の間に結ばれた最も包括的

政府調達等、十八期三中全会で開放型経済の新体制を構築

な自由貿易協定（FTA）である。これはアジア太平洋地域

する方向性に合わせた重要な領域も含む。実際には、これ

における米国の戦略的及び商業的利益を拡大し、世界貿易

らの貿易の新しいテーマや新規則の影響は純経済領域に限

システムの強化に重要な貢献を成すものである。TPPは米

らず、政治の領域まで波及している。したがって、穏当な

国とこの地域における最も近しい同盟国である日本、オー

政策決定が発展途上の中国にとって極めて重要となる。

ストラリアとの関係を強化する。伝統的なパートナーであ

イ・チャンジェ氏からは韓国について以下のような報告

るカナダ、メキシコとの北米自由貿易協定
（NAFTA）の内

があった。

容を更新し、強化するであろう。ASEANの重要メンバー

韓国は積極的なFTA政策を推進してきた。この結果と

であるマレーシア、ベトナムとの新たな貿易上の結びつき

して韓国は日本を除くほとんど全ての主要経済と二国間

をもたらすであろう。TPPは世界の生産の40％、世界の商

FTAを締結した。これに加えて韓国は現在、二つの主要

業貿易の25％をそれぞれ占める国々の間に取り交わされた

な地域FTAの交渉に参画している。一つは北東アジア諸

合意である。合意内容が2030年までに実施されれば、TPP

国間の中日韓FTA交渉、もう一つは東アジアの16カ国に

参加国では標準的な成長の予測ケースに比べて、１％の恒

よるRCEP交渉である。両者に日本も参加している。しか

常的な実質所得の上昇が実現するであろう。これは2015年

し韓国はTPP交渉には参加していない。TPPに関する韓国

価格で５兆ドルに相当する。TPPは米国においてはGDP

の立場は、昨年10月に朴槿恵大統領がバラク・オバマ大統

の0.5％の恒常的な実質所得の上昇をもたらす。TPPはよ

領との会談において参加の意向を表明している。しかし、

り広いアジア太平洋地域の経済統合に包括的なひな形を提

韓国政府はTPP参加に向けた最終決定をまだしていない。

示し、アジア太平洋自由貿易地域（FTAAP）構想の実現の

韓国政府はTPP参加への国民的合意を形成することに失

核を提供するものである。

敗し、参加国間のTPP交渉は既に合意に至ってしまった。

沈銘輝氏からは中国について以下のような報告があっ

韓国政府はTPPに参加すべきであり、またおそらくそれに

た。

ついて肯定的な決定を下すものと考える。私の予想では、

客観的にいえば、TPPはアメリカにドーハ・ラウンドの

参加の正式表明は政治的なリスクを最小にするために、４

交渉を全面的に進める力がないための仕方がない措置で

月の国会選挙の後に行われるであろう。また、韓国のTPP

あった。TPP交渉でアメリカが中国を避けたのはほかでも

参加の決定はTPP参加国の批准プロセス、特に米国のそれ

なく交渉の障害を減らしたいからで、長期化しているドー

に影響を受けるだろう。

ハ・ラウンド交渉の轍を踏みたくないからである。これこ

（ERINA調査研究部主任研究員
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