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1．トランプ政権の貿易政策の
傾向

アメリカのトランプ大統領は就任後、「ア
メリカ優先」の理念のもと、一連の保護主
義政策を推進した。特に、貿易政策では、
多国間主義をやめ、二国間主義を訴え、
主体的に貿易戦争をしかけ、関税という
大ナタをふるって保護貿易主義を実行し、
国際貿易システムに著しく損害を与え、世
界経済の発展にマイナスの影響をもたらし
ている。

トランプ政権は、経済のグローバル化
はアメリカの製造業の衰退や国内投資の
縮小、雇用の減少をもたらし（President 

Donald J.Trump’s Inaugural Adress 2017
年1月20日）、不公平な貿易が「アメリカ
人の食い扶持を奪っている」とし、アメリカ
に巨額の貿易赤字をもたらしたとする。こ
のため、経済主権を保護すると同時に国
際的な規則の束縛を弱くすることをまず
強調している。また、WTOを代表とする
多国間貿易システムをアメリカの利益と対
立するとみなし、多国間協力メカニズムを
回避して、アメリカが単独で行動できる貿
易の空間を開拓しようとしている（Shawn 

Donnan, 2017、p.6）。『2017年 大 統 領
貿易政策議程』のなかでは、『ウルグアイ・
ラウンド協定』におけるアメリカと国内法に
抵触する条項について効力がないという
ことを宣言さえした（Office of the United 

States Trade Representative, 2017、p.3）。
さらに、『国家安全戦略報告（2017）』の
なかで「WTOを形づくり改革するには、
後のものが『不公平な』貿易行為を裁定
できるよう保証すべきだ」と提起した（The 

White House, National Security of the 

United States of America, pp.40-41）。
次に、トランプ政権は二国間あるいは非

多国間の方式で貿易交渉を展開し、これ
までの貿易協定を覆して改めて交渉を進
める傾向にあり、WTO に対し不満を度

重ねて提起し、「不公平な待遇を受けた」
と声高に主張して、「脱退」するよう威嚇
さえしている。トランプ政権は多国間メカ
ニズムがアメリカの交渉の空間を制限する
とみなしているので、就任後、行政命令
に調印して「環太平洋パートナーシップ協
定」から正式に脱退することを公表し、ア
メリカ貿易代表事務室（USTR）に二国
間の交渉を通じてアメリカの産業を盛り立
て、アメリカの労働者を保護して賃金レベ
ルが向上するように指示した（Presidential 

Memorandum of January 23, 2017）。
2017年4月、トランプ大統領は商務省と
USTR にアメリカが調印した貿易協定や
貿易赤字のある二国関係を評価するよ
うに指示し、直後の8月、NAFTAを修
正する第一回交渉を提起した（呉其勝、
2018、124-138pp）。

このほか、選択性の貿易に対する法執
行の強化を訴え、主な貿易パートナーに
譲歩を迫り、アメリカの利益と国家の安全
を名目として、「反ダンピング」「反補助金」
などの貿易救済措置を頻繁に用いてい
る。例えば、アメリカ商務省が『2015年貿
易優遇延長法』（The Trade Preferences 

Extension Act of 2015）の第504条を例
外的に適用して、より厳しい方法でダンピ
ングの幅を計算し、ダンピングの税率を高
めた（U.S. Department of Commerece, 

2017）。2017年4月、トランプ大統領は商
務省に鉄鋼とアルミ製品の輸入につい
て「232」調査を開始することを求め、同
年8月18日、商務省は中国の技術移転、
知的財産権と自主イノベーションに対して

「301」調査を展開し、矛先を直接中国
に定めた。2018年6月20日、商務省は中
国・インド・韓国・トルコから輸入した大口
径の鋼鉄管に対して、「反補助金」の調
査（CVD）を行った（U.S. Department of 

Commerce Issues Affirmative Preliminary 

Determinations on Large Diameter 

Welded Pipe from China,India,Korea,and 

aturkey, 2018）。こうして政権成立以降、
商務省はすでに118件も反ダンピングと反
補助金の調査を行っており、前任政権の
調査総数の59％を超えている。2018年7月
6日、アメリカ政府は340億ドル相当の中国
商品に対して初めて25％上乗せして輸入
関税を課税し、貿易戦争を発動した。こうし
た一連の保護貿易主義のやり方は世界
の貿易システムを崩壊させ、世界経済回
復のために「暗雲」をもたらしている。

目下、「反グローバル化」の思想が世
界のなかで起こり、保護貿易主義が台
頭しはじめている（佟家棟ほか、2017、
5-59pp）。「反グローバル化」の思想は
以下の特徴に表れている。理性的な分析
を否定し、経済のグローバル化の基本理
念を否定する。経済のグローバル化を支
える媒体からの脱退あるいは脱退への強
要。世界へ公共物品の提供の拒絶。国
際間の商品・資本・労働力の要素の流動
に対して、陰に陽に傷害を与える（李向
陽、2017、30-35pp）。一国の政策が地
域の一体化にむかう多国間協力から遠ざ
かるようにする、甚だしきは一国主義に転
向する、等々である（李向陽、2017、30-
35pp）。「反グローバル化」がもし進行しつ
づければ、地域の一体化に深刻なダメー
ジを与え、さらに保護貿易主義を加速さ
せ、世界の製造業の生産システムの非市
場化の調整をもたらし（沈銘輝・劉均勝、
2017、116-120pp）、ブロック経済を加速
することになるだろう。

2．  中国のFTA政策における新し
い変化

中国の地域経済協力はアジア太平洋
経済協力機構（APEC）に加入すること
から始まった。その直後に世界貿易組織

（WTO）に加入し、地域経済協力と多
国間貿易システムに全面的に参与した。
このほか、中国も流れにのって、FTA の
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と、中国―ASEAN の FTA の更新版は
貿易の相互補完性と産業の分業協力に
注目している。中国は資金と技術が集約
した製品を主に輸出しているが、ASEAN
は資源と労働が集約した製品を主に輸
出している。双方の国境における事後措
置、貿易と投資の自由化・利便化における
協力空間は大きく、相互通行・安全・サー
ビス・文化・科学技術・人材育成・産業・環
境保護などの多方面の分野で協力を強化
している（商務部弁公室、2014）。中国
―チリFTA 更新版は貿易と投資の自由
化レベルを向上させることと交渉の中身の
更新に焦点をあてている。中国―チリ間
の FTA は両国貿易の発展とメカニズム
の建設を促進していると同時に、中国の
チリに対する産業能力、投資協力と「走
出去（海外進出）」は今まさに発展しはじ
めたばかりである（ 劉如涛、2018）。ま
た、競争政策・電子商取引・環境・政府調
達などの規則の問題を中国―チリFTA
更新版のなかに組み入れたことは、協力
の深化をすすめている実際の状況と合致
している。中国―シンガポール FTA の
更新は、協力範囲をサービス貿易から投
資・金融・物流・科学技術交流および教育

建設を推進した。2007年、中共第十七
回党大会で「FTA 戦略」を国家戦略に
格上げさせ、さらに高い開放の程度での
改革と発展を促進した。2012年、中共
十八回党大会で、「FTA 戦略の実施を
加速」させなければならないと提起すると
同時に、それを中国の新しい対外開放の
重要な内容とした。2013年の中共の十八
期三中全会で、「自由貿易園（港）区を
発展させる」「世界に向き合う高水準の
FTAネットワークの形成」などが提起され
た。2017年、中共第十九回党大会では、
自由貿易試験区にさらに大きな改革自主
権を与え、自由貿易港の建設を模索する
ことが提起された。

（１）次世代の貿易問題への言及
これまで中国が参与した FTA の本文

のなかで、主な内容を占めているのは従
来型の貿易課題で、例えば関税の引き
下げ、原産地規則、貿易の技術的障害

（TBT）、検疫と植物検疫（SPS）、税関
措置、貿易救済、サービス貿易などである。
これらの課題で、中国の開放の程度は比
較的高く、その約束を果たす程度が高い
だけでなく、比較的強い拘束力と執行力

があった（沈銘輝、2017）。
近年、世界貿易と投資に新しい変化が

うまれ、TPPを含む次世代の貿易問題
がたえず巻き起こると同時に増え、こうし
た背景のもと、中国は FTA で次世代の
貿易問題に言及し始めた。2013年11月、
中共十八期三中全会で「環境保護、投
資保護、政府調達、電子商取引などの新
しい問題の交渉を加速する」ことが強調
されたのは（『 人民日報 』2013年11月16
日）、世界貿易システムの再構成と次世代
の改革開放が本質的には相通じており、
中国が国境内の措置の改革や次世代の
経済貿易規則の制定に慣れ、利用を必
要としているからだ（沈銘輝、2017）。

また、中国が言及し始めた新しい貿
易問題は投資・競争・知的財産権・環境
政策・電子商取引などの分野に集中して
いる。そのうち知的財産権は言及される
回数が最も多く（11件）、次に電子商取
引（10件）、環境政策と競争（9件）、投資

（8件）、そして政府調達（6件）となって
いる（表1参照）。

新しい貿易問題は FTA 交渉のなかだ
けでなく、FTA の更新交渉の枠組にもま
すます多くあらわれている。具体的にみる

表1　中国の FTA 交渉で言及される新しい問題

出所：関係する FTAと「中国 FTA 服務網」で公開されている資料に基づき筆者整理。本文で言及した「新しい時代の貿易議題」は主に WTO（2011）（Pravin K,Mansfield 
ED,,Mathis. J.H,2011) の「WTO-X」条項に依拠して分類し、TPP 貿易新条項（沈銘輝「亜太自貿区：貿易新議題的新探索」、2017、10-15pp などを参照

FTA 調印時期 言及議題

中国―アイスランド 2013年4月 競争、知的財産権、投資、労働と環境保護、教育、協力の発展、
政府調達

中国―スイス 2013年7月 投資、競争、知的財産権、環境

中国―オーストラリア 2015年6月 投資、電子商取引、環境、透明度、知的財産権

中国―韓国 2015年6月 人の移動、電子商取引、知的財産権、環境条項、透明度

中国―グルジア 2017年5月 電子商取引、競争政策、環境、透明度、知的財産権

中国―チリ（更新） 2017年11月 透明度、教育、文化協力、知的財産権、電子商取引、環境、競争、
政府調達

中国―ASEAN（10+1）(更新） 2017年11月 透明度、投資、情報および通信施術、人的資源開発、金融、電信、
知的財産権、中小企業、環境

中国―モルディブ 2017年11月 投資、透明度

中国―ノルウェー 交渉中 知的財産権、競争政策、政府調達、環境、電子商取引

東アジア地域包括的経済連携（RCEP） 交渉中 投資、競争、知的財産権、電子商取引、中小企業、政府調達、人の移動

中国―イスラエル 交渉中 電子商取引

中国―EU 交渉終了 知的財産権、競争政策、政府調達、電子商取引

中国―日本―韓国 交渉中 人の移動、投資、競争政策、知的財産権、電子商取引

中国―ニュージーランド（更新） 交渉中 競争政策、電子商取引、環境、政府調達、投資、人の移動
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サービスなどの分野に広げたため、地域
の全面的な経済的なパートナーシップ協定

（RCEP）の交渉をけん引することができた
（曁佩娟、2015）。中国―ニュージーラン
ド FTA の更新は新しい内容を増やすこ
とに焦点をあて、競争政策・電子商取引・
農業協力・環境・政府調達・投資と自然人
の移動などに言及している。

（２）新規交渉と更新交渉の同時進行
WTOの多国間貿易交渉は長期的に

1 これは貨物貿易、サービス貿易などを合算した数で、もし個別に計算すると、総数は673となる。
2 モルディブ、グルジア、オーストラリア、韓国、スイス、アイスランド、コスタリカ、ペルー、シンガポール、ニュージーランド、チリ、パキスタン、ASEANとそれぞれ調印した
FTA、内地と香港・マカオの緊密な経済貿易関係（CEPA）、中国―ASEAN（10＋１）の FTA 更新版と中国―チリFTA 更新版。

緩慢な進展になっているが、経済のグロー
バル化が各国の地域レベルの小さな範囲
での協力に転向するのを促し、地域一体
化はすでに国際的な潮流となっている。
2018年7月までにWTOのメンバーはすで
に459地域のFTAに調印し、そのうちす
でに287協定が発効している（http://rtais.

wto.org UI charts.aspx, 2018年7月3日）1。
こうした背景のもと、中国も一貫してFTA
の交渉に積極的に参与し、新規と更新の
交渉を同時並行させている。現在までに、

中国がすでに調印したFTA協定は16件
（中国―ASEAN間FTA更新版、中国
―チリ間FTA更新版を含む）あり2、24の
国家と地域に関わっている。現在交渉中
のFTAは13件（更新交渉を進めている
のは中国―シンガポール間FTA、中国―
ニュージーランド間FTA）、検討されている
のは10件である（更新交渉が検討されて
いるのは中国―ペルー間FTA、中国―ス
イス間FTA）（表2）。

中国が積極的に FTA 更新交渉を進

表2　中国が現在交渉中および検討中の FTA

出所：「中国 FTA 服務網」の資料から筆者整理。http://fta.mofcom.gov.cn/index.shtml、2018年7月5日現在

交渉対象 名　称 進　　展
交渉中 RCEP参加国 東アジア地域包括的経済連携協定

（RCEP）
2011年ASEAN10か国首脳が正式に批准。2013年5月9日から13日、ブルネイで第一回
交渉。2018年4月28日から5月8日までシンガポールで第22回交渉。2018年6月30日から7月
1日、第5回大臣級会議が日本の東京で開催。

湾岸協力会議（GCC） 中国―GCCFTA 2005年4月23日から24日、サウジアラビア首都リヤドで第1回交渉。2016年12月19日から21
日、同じくリヤドで第9回交渉。

日本、韓国 中日韓FTA 2010年5月6日、韓国ソウルで中日韓FTA共同検討第1回会議開催。2018年3月23日、同
じくソウルで第13回FTA交渉会合開催。

スリランカ 中国―スリランカFTA 2014年3月11日、共同で実行可能性の検討。2017年1月16日から19日、スリランカのコロン
ボで第5回交渉会合開催。

イスラエル 中国―イスラエルFTA 2013年5月より実行可能性の検討。2016年3月、交渉開始を公表。2017年11月28日から
30日、イスラエルで第3回交渉会合を開催。

ノルウェー 中国―ノルウェーFTA 2007年6月19日から20日、ノルウェーのオスロで実行可能性検討の第1回会議開催。
2018年5月14日から16日、同じくオスロで第11回交渉会合開催。

パキスタン 中国―パキスタンFTA第2段階 2011年3月10日から11日、パキスタン首都イスラマバードで第2段階減税第1回交渉開
催。2018年4月2日、同じくイスラマバードで第10回会議開催。

モーリシャス 中国―モーリシャスFTA 2016年11月4日、実行可能性の検討開始。2018年4月2日から3日、ポートルイスで初会合
開催。

モルドバ 中国―モルドバFTA 2015年1月29日、実行可能性の検討開始。2017年12月28日、交渉開始。
パナマ 中国―パナマFTA 2018年1月15日から16日、北京で実行可能性の検討ワーキンググループ第1回会議を開

催。6月12日、交渉開始。
韓国 中国―韓国FTA第2段階 2018年3月22日、ソウルで中韓FTA第2段階第1回交渉。

更新
交渉中

シンガポール 中国―シンガポールFTA 2008年10月調印。2009年1月1日正式発効。2017年10月11日から12日、更新第4回交渉
がシンガポールで開催。2018年4月16日から18日、第6回更新交渉が北京で開催。

ニュージーランド 中国―ニュージーランドFTA 2008年4月調印、2008年10月1日発効。2017年4月25日から27日、北京で中国―シンガ
ポールFTA交渉第1回更新交渉。2018年6月11日から14日、北京で第4回更新交渉。

検討中 コロンビア 中国―コロンビアFTA 2012年5月9日、共同で実行可能性の検討開始。
フィジー 中国―フィジー FTA 2015年11月4日から5日、フィジーのナンディで共同検討可能性第1回会議開催。2016年

11月14日から15日、北京で第2回会議開催。
ネパール 中国―ネパールFTA 2016年3月21日、共同で実行可能性検討開始。

パプアニューギニア 中国―パプアニューギニアFTA 検討中。
カナダ 中国―カナダFTA 2017年4月24日～28日、オタワで共同の実行可能性検討第2回会議開催。2017年9月12

日から13日、共同の実行可能性検討第4回会議開催。
バングラデシュ 中国―バングラデシュFTA 検討中。

モンゴル 中国―モンゴルFTA 2017年5月12日、共同で実行可能性の検討開始。
パキスタン 中国―パキスタンFTA 2017年11月30日、共同で実行可能性の検討開始。

更新交渉
検討

ペルー 中国―ペルーFTA 2009年4月調印、2010年3月発効。2017年11月21日、共同で更新の検討開始。
スイス 中国―スイスFTA 2013年7月調印、2014年7月発効。2017年5月18日から19日、更新検討第1回会議開催。
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銘輝・孔大鵬、2017）。目下、世界におけ
る多国間主義による協力の勢いは、地域
協力メカニズムにより次第に解体させられ
ており、こうした背景のもと、「一帯一路」
の建設は中国が地域協力の助けを借りて
グローバル化に参与する重要な道筋であ
り（李向陽、2015）、地域経済一体化の
促進、相互通行の強化などの面で重要
な役割を発揮している。

中国の FTA の戦略は「一帯一路」沿
線の国家と地域に集中している（表4）。こ
れは「周辺に立脚し、『一帯一路』沿線
に波及する」FTA 戦略の必要性を貫徹
するだけでなく、現実的に内在する条件
である。統計データによれば、「一帯一
路」国家（中国を含む）の貿易額が世界
に占める割合は40％近く、世界に占める
GDP の割合は約34％で、人口の割合は
約67％である。2017年、中国と「一帯一
路」の沿線国家の約70％の貿易額は「一
帯一路」に属する二国間貿易額上位10
位の国家によるもので、これらの国家は
ASEAN や中国の周辺に集中し、「一帯
一路」はこれにより中国 FTA 戦略の重
点地域となった。中国がすでに調印した
FTA のなかで、「一帯一路」に言及され
た国家は15カ国で、全 FTA 中約20％を
占めている。すべての交渉中あるいは検
討中の FTA のなかで、「一帯一路」に
言及された国家は31カ国で、「一帯一路」
全国家に占める割合は41％である。

（４） 国内の自由貿易試験区で貿易新
規則の試行

中国は国内外で「双軌（複線）」式の
FTA 戦略を同時進行している。他の経
済体とともに FTAを建設するだけでなく、
貿易・投資新規則の広範囲にわたる実験
を通じて主体的に開放を強化し、国内の
自由貿易試験区の試験地点業務を段階
的に推進し、沿海から内陸までの「1＋3＋
7＋2」、全4期13カ所の自由貿易試験区
の新局面を形成している（表5）。

自由貿易試験区は中国の新時代にお
ける対外開放の「試験田（実験台）」とし
て、貿易投資の新規則で先行先試（先行
して実験すること）を大胆に実施し、さらに
高いレベルの対外開放を模索して、豊富
で複製・普及可能な経験を蓄積した。外

から1282億ドルまで増加した。査証金額
が全体の輸出額に占める割合はいわゆる
FTA の利用率になるが、これは10.37％
から18.07% に増加し、年々増加している
ものの、発達経済体と比べてかなり低く、
2016年に韓国における多くの FTA の利
用率がすでに70％に近づいていたことを
忘れてはならない（開放度の低い韓国―
ASEAN FTA などと比較するのを除き）

（沈銘輝・李天国、2017）。したがって、
FTA利用率の向上は中国にとって最も差
し迫っている。

（３） 「一帯一路」沿線国家と地域へ
の更なる集中

中国の FTA 戦略と「一帯一路」の建
設は、全面的な開放の新局面形成の推
進にまとめられる。「一帯一路」の提唱は
中国が国内発展と対外開放を深化させ、
周辺国家や地域の経済貿易の往来を発
展させるトップレベルの枠組みである（沈

めているのは、多くの要素に基づいてい
る。まず、FTA 戦略の更新を進め、周
辺に立脚し、「一帯一路」沿線に波及効
果を与え、世界対応の高水準の FTA
ネットワークを創造することは、中国が全
面的な開放を行う新局面を推進する条件
である。次に、日本―ヨーロッパ FTA、
CPTPP などの大型 FTA 交渉などが言
及するさらに高い水準の貿易問題が、現
在国際経済貿易規則を再構築し、世界
貿易の局面および貿易投資の自由化の歩
みを変化させている。もし主体的にこの新
しい変化に適応しなければ、これらの規
則は中国が世界競争に参加する「肋軟骨

（弱点）」となるだろう。そのほか、FTA
の利用率が低いのも更新交渉で現在考
慮されている重要な点である。

表3のデータによれば、2014から2016
年まで、中国の輸出検査検疫部門が発
行した原産地証明書は171万部から342
万部に増加し、査証の金額は823億ドル

表3　2014－2016年  中国輸出原産地証明、FTA 輸出総額と利用率

出所：中国国家統計局、国家質量監督検験検疫総局の原産地証明書のデータより計算・整理

年　度 2014 2015 2016 2017

原産地証明発効（万部） 171 196 342 389.44

証明金額（億ドル） 823 891 1282 1444.08

FTA 輸出総額（億ドル） 7936.01 7792.93 7093.101 -

FTA 利用率 10.37% 11.43% 18.07% -

表4　中国と FTA 協力を展開する「一帯一路」国家

出所：「一帯一路」国家は中国の一帯一路網（www.yidaiyilu.gov.cn）の「各国概況」欄より列挙した76カ国より抽
出、2018年7月7日

自由貿易の
進展度 すでに調印 交渉中／新協定 検討中

関係国家

マレーシア、インドネシ
ア、タイ、フィリピン、シ
ンガポール、ブルネイ、
ベトナム、ラオス、ビル
マ、カンボジア、ニュー
ジーランド、韓国、グル
ジア、パキスタン、モル
ディブ

マレーシア、インドネシ
ア、タイ、フィリピン、シ
ンガポール、ブルネイ、
ベトナム、ラオス、ビル
マ、カンボジア、韓国、
ニュージーランド、
オーストラリア、インド、
アラブ首長国連邦、
オマーン、バーレーン、
カタール、クウェート、
サウジアラビア、イエメ
ン、パナマ、イスラエ
ル、スリランカ

パプアニューギニア、
モンゴル、ネパール、
バングラデシュ

総数 15 24 5



15ERINA REPORT PLUS

商投資の参入管理体制改革で、「マイナ
スリスト」を中心とする「参入前国民待遇」
の特別管理規則を全面的に試行した（沈
銘輝・孔大鵬、2017）。2018年6月30日、中
国は『自由貿易試験区外商投資参入特
別管理措置（マイナスリスト）』（以下、『マイ
ナスリスト』と略称）を更新した。そのうち、マ
イナスリストの数は『マイナスリスト（2017年
版）』の95条から45条まで大幅に減り、最
初の上海自由貿易試験区『マイナスリスト

（2015年版）』の190条に比べると、76％も
減少し、外商投資への制限措置の削減は
空前のものとなっている（中国商務部「自
由貿易試験区外商投資准入特別管理措
置（負面清単）」2018年版）。

具体的な業界レベルでみていくと、「大
幅に市場の参入を緩和する」がテーマに
なっている。2018年、習近平主席のボア
オフォーラムの演説を皮切りに、中国は金
融分野において、証券・ファンド・先物商

品や寿険公司（生命保険会社）の外資
株の比率の制限を51％緩め、銀行業の
外資株比の制限を取り消し、金融分野の
すべての外資株比の制限は2021年には
すべて取り消される予定だ。金融業の開
放拡大は、自由貿易試験区の模索を深
めていくのに役立つ。農業分野では、小
麦・トウモロコシの新しい品種の選択育成
と種子の生産で、外資株の比率の制限
が49％から66％まで緩められた。自動車
全体の製造分野では、中国株の比率が
50％以上（専用車、新エネルギー自動車
は除外）で、単一の外商は国内で2社を
上限に同類の製品の合資企業を創立す
ることができる。このほか、電信業界、鉱
山採掘、文化の分野では参入規制を大
幅に緩めている（中国商務部ホームページ

「自由貿易試験区外商投資准入特別管
理措置（負面清単）」2018年版）。

2018年7月10日、上海市は「100条」の

重量級プランの開放拡大を公布し、全国
で新しい時代における全面的な開放をさ
らに高めた。プランでは国際金融センター
のレベルの引き上げ、さらに開放を進めた
現代サービス業と製造業の産業システム
の構築、ハイレベルな知的財産権保護の
高地の建設、国策的に影響力のある輸
入促進プラットフォームと一流のビジネス環
境などの創造に言及している（新華ネット、
2018年7月10日）。

３．FTA建設の将来的な展望

現在、WTOを代表とする多国間貿易
体制がアメリカにより大きな危機にさらされ
ており、それと同時に多国間貿易システム
も中国に向けてさらに多くの新しい市場へ
の参入の機会を提供して、地域経済協
力の強化に積極的な経済的な意義をもた
せることが難しくなっている。

表5　中国の自由貿易試験区（港）の「1＋3＋7＋2」の構造

出所：各 FTA の全体方案および公開資料から筆者整理
＊ 雄安を中心とする河北自由貿易試験区は中央政府からまだ承認されていない

期 自由貿易試験区（港） 概　　況
第一期 上海 2013年9月29日発足、長江経済帯発展戦略と接続。政府の職能転換、金融制度、貿易サービス、外

商投資や税務政策など多くの改革措置を実行。港の経由やオフショア業務の推進。
第二期 天津 2015年4月21日発足、京津冀（北京・天津・河北）との共同発展と接続。北方における国際海運セン

ターと物流センターの建設。国際船舶登記制度、国際海運税収、海運金融業務、リース業務の4政策
の試験地点。

福建 2015年4月21日発足、台湾との経済協力。
広東 2015年4月21日発足、香港・マカオとの高度なレベルでの協力。

第三期 遼寧 2017年4月1日発足。位置づけ：市場動向の体制メカニズム改革の加速、構造調整の積極的な推進、
東北の旧工業基地の引き上げと競争力全体と対外開放レベルの発展のための新しいエンジンとして
建設。

浙江 2017年4月1日発足。位置づけ：東部地域の海の開放窓口の示範区、国際大口商品貿易自由化先導
区、国際的な影響力をもつ資源の配置基地。

河南 2017年4月1日発足。位置づけ：南北を貫通、東西を連結する現代的な立体交通システムと現代物流
システムの建設の加速。「一帯一路」構築のための現代総合交通ハブの建設、全面的な改革開放
の試験地、内陸開放型経済示範区。

湖北 2017年4月1日発足。位置づけ：中部における産業移転受け入れ示範区、戦略的新興産業とハイテク
産業の集中区、全面的な改革開放の試験地点、内陸における対外開放の新高地。

重慶 2017年4月1日発足。位置づけ：「一帯一路」と長江経済帯の相互通行の重要なハブ、西部大開発の
戦略重要ポイント。

四川 2017年4月1日発足。位置づけ：西部における窓口都市、開発開放の牽引地域、内陸開放戦略を支え
る先導区、国際的な開放ルートのハブ地域、内陸開放型の新しい高地、内陸・沿海・国境沿い・沿江
が共同で開放していく示範区として建設。

陕西 2017年4月1日発足。位置づけ：全面的な改革開放の試験地点、内陸型改革開放の新しい高地、「一
帯一路」の経済協力と人文交流の重要なハブ。

第四期 海南 2018年4月13日、中共中央が海南全島で自由貿易試験区建設支援を決定。中国の特色ある自由貿
易港の建設を段階的に模索、着実に推進し、海南省が段階的に自由貿易港の政策と制度システム
を確立することを支援。

河北＊ 2018年4月21日に公布された『河北雄安新区規画綱要』によれば、雄安新区は対内・対外開放を積
極的に拡大し、河北省は雄安新区を中心に中国（河北）自由貿易試験区を設立する見込み。
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トランプ政権成立後の中国のFTA戦略

（１） 「一帯一路」国家と FTA 建設
の強化継続

現在、中国とFTAを調印した貿易パー
トナーとの間の輸出入貿易額は、総貿易
額の約30％を占めており、周辺諸国に立
脚し、「一帯一路」に波及し、世界と向
き合うFTA のネットワークを初歩的に形
成したといえる（王力等、2017年）。しか
し、先進経済体と比べて、中国の FTA
の建設のレベルと深度はまだ到底足りず、
FTA が関わっている開放の分野の広さと
深さも限られていて、FTAを調印する対
象も基本的にはみな中小の経済体である
ことは否定できない。現在のアメリカの中
国に対する多くの保護貿易主義措置を考
えると、周辺国家との貿易交渉を速めるこ
と、特に「一帯一路」国家と地域経済協
力を強化し、新しい貿易市場を開拓し、
FTA の戦略の重点を「一帯一路」の国
家と地域に置くことが、しかるべき意義と
なる。将来的に、「一帯一路」の国際生
産能力における協力やインフラの相互通
行を通して、協力の方向性を確立した多
元的市場こそが、貿易の保護主義に対抗
し、経済の持続発展する積極的措置を
実現する。

（２） ハイレベルな FTA ネットワーク
の建設をさらに強化

まず、先進国と自由貿易交渉を強化す
ることを通して、貿易と投資分野の開放を
ひろげ、従来の貿易課題を段階的に深化
させ、貿易の新課題を開拓する。特に、
国内の産業チェーンと世界の産業チェー
ンの接続に注意し、中国が資源や労働力
などの要素による稼働と効率向上に依存
することからイノベーション稼働への転換
に協力し、産業のレベルアップのための空
間づくりに努力する。次に、さらに大きな
念願であるサービス業を開放し、段階的
な投資参入を緩和し、国内の自由貿易試
験区で先行先試を行ってきた基礎のもと、
マイナスリストのモデルと自由貿易のパー
トナーとともに全面的にサービス貿易交渉
を進め、参入前の国民待遇にマイナスリ
ストモデルを加えて投資分野の交渉を行
う。このほか、FTA の更新交渉は深いレ
ベルでの一体化の確立をめぐり、特にそ
の一体化におけるサービス貿易条項の使

用が生産性のあるサービス業の発展を促
すことに留意し、それによって製造業をミド
ル・ハイエンドの方向に導いていく必要が
ある。ミクロのレベルでは、原産地規則の
合理的な設計と簡素化に留意し、絶えず
企業が FTA に対する認識を深めていく
のを助け、確実に FTA の利用率を高め
ていく。多数の中小企業が FTA の運用
で弱い立場におかれることに対しては、そ
の使用原産地規則を指導する一方、多く
の FTA の原産地規則の協調を重視し、
累積規則の使用範囲を拡大し、「スパゲッ
ティボウル」現象を減らし、企業の取引コ
ストを下げていく必要がある。

（３） 多国主義と地域主義をともに重
視することを堅持

「反グローバル化」が世界で台頭してい
るが、経済のグローバル化は長期的にみ
ればなお逆戻りできない趨勢である。地域
レベルの小さな範囲での協力は絶えず速
められているが、多国間貿易の交渉にお
ける長期的な進展は緩慢になっている背
景のもと、地域一体化はグローバル化のあ
る種間接的な実現の形式になりうる。した
がって、地域主義と多国主義は完全に対
立するわけではないが、キーとなるのは両
者の平衡をもとめ、地域主義と多国主義
の重視を堅持することである。一面では、
WTO が世界のなかで自由貿易と経済グ
ローバル化の役割を促進していくよう支援
し続け、多国主義のためにより多くの公共
製品を提供し続け、さらに包括的な新し
いラウンド交渉を推進し、先進国と発展途
上国の利益の「最大公約数」を探ってい
く必要がある。別の面では、地域主義が
小さな範囲での協力を推進する効率的な
優位を生かし、FTA 交渉、更新と自由
貿易試験区の試験、普及を速め、自ら全
方向に向けて開放し、世界市場の開放を
促進していく必要がある。

（４） 周辺に立脚し、アジア太平洋の
範囲内で FTA の建設を促進

中国が FTA 戦略を実行するのに、ま
ずは周辺に立脚しなければならない。世
界経済の重心が東方に移行し、東アジア
地域は伝統的な市場として、中国・日本・
韓国が共同に関心をもつ地域として、多く

の協力の空間がある。まず、中日韓 FTA
交渉がアジア太平洋経済協力のなかで
牽引作用を発揮するには、できるだけはや
く投資協定の交渉を更新し、具体的には
中国の自由貿易試験区の成功経験から
教訓を得て、より合理的な参入前国民待
遇とマイナスリストの制度を模索すべきであ
る。次に、中日韓の FTA 交渉が RCEP
交渉を促進させる役割を発揮させる。中
日韓 FTA は RCEP における比較的大き
な共通認識であり、RCEP にはアジア太
平洋を範囲とするFTAの比較的大きなコ
ンセンサスになる見込みもある。RCEP に
おける一部の交渉の難しい点は、中日韓
FTA 交渉を一時棚上げすれば RCEP
の交渉における反発を減らすだけでなく、
早いうちにさらに大きな範囲での協力の制
度的な利益が出るようになり、中日FTA
のレベルを上げ、確実に地域の深いレベ
ルにおける一体化を強化することになる。
このほか、中日韓 FTAを「生きた協定」

（living agreement）とする必要がある。
中日韓 FTA 交渉にはなお現実的な難題
が存在しており、これによって段階に分け
てゆっくりと差別化をはかった交渉の原則
を堅持し、まず合意した分野で互いに開
放し、敏感な分野については暫時棚上げ
し、例外事項を過渡的に扱い、さらに実
際の状況の必要性に基づいて、交渉を絶
えず更新しつづけていくべきである（沈銘
輝・孔大鵬、2017）。こうして、アジア太平
洋範囲におけるさらに大きな FTA 建設の
歩みをけん引していく。

４．結語

現在、世界は保護貿易主義の脅威に
さらされており、いかに世界に再び「隣を
以て壑と為す（自国の利益を重視するあま
り隣国をはけ口とする）」貿易危機がおこ
るのを防ぐかというのが、世界の各経済
体に立ちはだかる現実的な問題である。
IMF やマッキンゼーなどの国際的な組織
による最新の研究が示すところによれば、
保護貿易主義が世界経済にもたらす脅威
は現実的で明確であるとしている。この
脅威のもと、保護貿易主義をとるか、一
歩進んで開放を実現するか、各国政府は
難しい判断を迫られている。2018年4月、
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習近平国家主席はボアオアジアフォーラム
で、中国は開放を拡大する重大な措置を
とり、金融業や自動車などの業界の市場
参入を大幅に緩和し、外商投資のマイナ
スリストを改訂し、全面的に参入前国民
待遇を着実に実施し、投資環境をさらに
改善し、知的財産権の保護を強化し、政
府が政府調達複数国間協定の歩みに加

入申請して、中国国際輸入博覧会等を開
催し、主体的に輸入拡大をするよう加速
化することなどを公布した。習近平主席の
このフォーラムにおける演説および直後に
公布された具体的な措置で、中国は自主
的に開放して経済発展を進めていく決心
を表明している。この自主開放を契機とし
て、中国がもし日本や韓国を含む周辺国

家と適切な時期に合意を達成し、中日韓
FTAとRCEP の交渉の歩みをさらに進
め、同時に「一帯一路」の国際市場を開
発し、市場開放によって保護貿易主義に
対抗することが新時代の貿易システム再
構成の契機となるだろう。
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