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自由貿易とＴＰＰ，ＲＣＥＰの行方
はじめに
本日のテーマは大変，時宜を得たものだと思います。一方でトランプ政権の対中政策・貿易戦争の行
方がどうなるか？などで難しいテーマでもあります。本日はデータをそろえて、皆様のご理解に多少で
もお役に立てれば幸いです。
1・自由貿易はなぜ重要か
自由貿易がなぜ重要なのか、
皆さん既にご承知と思いますが復習の意味でお聞き頂きたいと思います。
ここでは二つの理由を挙げています。①はブロック経済
化と戦争の防止、②は比較優位の理論です。
米国の大恐慌（1929 年）→米国の関税大幅引き上げ（ス
ム―ト・ホーレー関税法）→それを見て他国の追随
高関税、為替切り下げ（保護主義）→ブロック経済化と
世界大恐慌という流れがありました。ブロック経済化に
より 3 年間で世界の貿易が 3 分の 1 に減ってしまいまし
た（世界貿易のらせん状の収縮）。そして、世界大恐慌
になってしまったわけです。日本も大変な恐慌になり、
二・二六事件が起き、軍国主義へ進み始め、ドイツはナ
チスが政権をとりました。これが第二次世界大戦の原因の一つなったわけです。
比較優位の理論は、1817 年イギリスの経済学者リカードが提唱した理論です。産業革命以来製造業が
発達し、製造業者たちは自由貿易を進めようとしました。一方地主階級は農業を守りたいとして保護主
義になって行ったのです。これが当時の論争であり、結果的にはイギリスは「穀物法」を廃止して自由
貿易になりました。その理論的背景がリカードの比較優位の理論です。参考に申し上げますとアメリカ
の南北戦争は奴隷解放をめぐる戦争と言われていますが
、実は自由貿易と保護主義の対立でもあったのです。
当時アメリカは発展途上国で北部は工業が中心、南部
は農業中心ですが綿花は競争力がありました。北が保護
主義、南部が自由貿易を求めていたのです。奴隷解放は
大きな意義があったのですが、貿易の面では北部の勝利

により輸入に高い関税をかける保護主義となり
ました。比較優位の理論は簡単に言いますと、
効率的に作る事の出来る産品（比較優位）は輸
出し、生産が非効率な産品（比較劣位）は輸入
することです。日本に当てはめますと自動車は
比較優位の産品ですから「輸出」、日本も新潟
などで石油が取れますが非常に非効率で採算が
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合わない。従って中東などから輸入するということになっています。この形で各国が貿易できれば、す
べての国がメリットを受け、資源配分が効率化するという理論です。この二つの考え方が自由貿易の基
本だと思います。
ブロック経済によって自由に貿易できなかったことが、第二次世界大戦の原因の一つであるという認
識のもとに戦後の世界経済体制をどのようにするか。覇権国イギリスと、新たな覇権国アメリカが協議
し決定したのがプレトンウッズ体制と言います。これを支える三つの機関があります。ＩＭＦは通貨の
安定、世界銀行は復興資金、GATT（関税と貿易に関する一般協定）は自由貿易を支える。ＧAＴＴには幾
つかの原則があります。
それは、無差別原則で、最恵国待遇と内国民待遇の２
つからなります。最恵国待遇（国による差別の禁止）と
言うのは、例えば同じ産品に対してアメリカからの輸入
関税は１０％、中国からは３０％の様に国による差別を
してはならないと言うことです。内国民待遇（内外差別
の禁止）と言うのはいったん輸入した製品・産品は国内
産品と差別をしてはいけないということです。ブロック
化経済が各国の対立を生み出し、第二次世界大戦につな
がったという反省からＧＡＴＴの無差別原則が生まれた
のです。自由化（関税引き下げ）に向けて 8 回もラウン
ド（多国間交渉）を行っています。最後のラウンドがウルグアイラウンドと呼ばれています。日本にと
ってはコメの自由化を強く求められたことで記憶に残っていますね。
貿易自由化についてよく言われるのは自由貿易自転車論です。自転車は止まると倒れてしまいます。
自由貿易も常に前に進める努力をしないと倒れてしまうという意味です。今、トランプ政権がやってい
ることは自転車を漕ぐのを止めようとしていますから自由貿易が損なわれるのでのではないかと懸念さ
れています。ＧＡＴＴは大きな役割を果たしましたが 1994 年に終わり、続いて 1995 年にＷＴＯが誕生
しました。ＧＡＴＴは物の自由化でしたが、ＷＴＯにな
ると活動範囲が拡大して、サービス貿易、知的財産権な
ど 17 協定があります。ＷＴＯではＧAＴＴで認めていた
数量制限を禁止し、一方的措置を禁止しています。今ア
メリカのトランプさんがやっているのはまさしくこれの
違反です。アメリカの通商法で一方的に関税を上げたり
、数量の制限も行っています。アメリカのためにＷＴＯ
の紛争解決機能が機能しない状態です。ＷＴＯは 3 年の
予定のドーハラウンドは 19 年経っても終わることが出
来ず漂流状態であり、トランプ政権のＷＴＯ軽視策が加
わり危機状態です。
日本は、マルチ（WTO の多国間主義今は 168 ヵ国）とバイ（2 国間主義＝ＦＴＡ）の２つに取り組む重
層的通商政策を取っています。ＦＴＡや経済統合は勝手には出来ません。ＷＴＯのルール（ＧＡＴ24 条
）に従う事とされ、実質的にすべての自由化を行うことが求められています。経済統合と言うのはＷＴ
Ｏの機能を補完したり、先取りする役割を果たしています。ＴＰＰでは電子取引、知的財産、国有企業
、労働などもルール化の対象になっています。ＷＴＯの機能低下から経済統合を重視する動きが強くな
っています。アメリカが日本と貿易通商協定を結んだ狙いの一つは牛肉です。米国はＴＰＰに入ってい
ませんからＷＴＯの基準で 38.5％の関税がかけられます。オーストラリアは TPP により段階的に９％ま
で引き下げますので、オーストラリア産牛肉に勝てません。ですから日米 FTA で牛肉関税９％を狙って
いるのです。
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ＧAＴＴ，
ＷＴＯは世界の経済発展に寄与しました
。日本もその恩恵を受けました。一方で自由貿易、
グローバル化には影の部分があります。自由経済の
比較優位の原則でいうと優位の分は伸ばし劣位の部
分は縮小と言うことになります。ラストベルトと呼
ばれるアメリカの工業地帯が、その例ですが国際競
争で勝てない部門の雇用は減少します。比較優位部
門に再雇用されれば良いが、低技能・低学歴の人は
再雇用は難しく困窮してしまいます。
図はエレファントカーブと呼ばれています。国
別の数字ではなく世界で所得別を統計し、国民一
人当たりの所得の伸びを縦軸、横軸は所得分布で
左が貧しい層、右側が富裕層を示しています。グ
ローバル化によって恩恵を受けた勝ち組が先進国
の一部の富裕層と新興国の中間層で、所得が伸び
なかったのが先進国の中間層あることを示してい
ます。先進国の中間層はアメリカのラストベルト
に代表される人々です。
この層の人達が 2016 年頃
から出てきた反ローバリズムや保護主義を支持し
ているのです。トランプさんに代表されるポピュ
リズムを支持しているのです。トランプさんはま
さにポピュリズムです。このような政治家は負け組の憤懣や怒りを利用して支持を維持しているのです
。トランプさんの場合ＴＰＰからの離脱であり、メキシコからの不法移民の締め出しになっています。
ヨーロッパだとＥＵ離脱、中国もそうだと思います。このような事情が今の米中貿易戦争の背景だと思
います。

２・米中貿易戦争
今や、米中貿易摩擦から米中貿易戦争に突入した感
があります。米国の主張は①貿易収支の赤字、②不公
正貿易（知的財産、強制的技術移転）③技術覇権、④

米中新冷戦の始まり、以上 4 つの要素がありま
す。貿易赤字は中国の輸入増で解決しますし中
国もその動きです。しかし、技術覇権や新冷戦
は難しい。２０１７年の中国共産党大会で習近
平の演説「発展途上国に対し中国型発展モデル
の提起、中華民族の偉大な復活」に米国が懸念
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を表明しました。同年１２月には国家安全保障戦略で中国を米国の価値観や利益に反した世界形成を目
指す「修正主義勢力」に位置付け、今までの米国の関与政策は間違いとの認識を表明しました。中国に
対する厳しい見方はトランプ政権以前からあって、議会も民主党も厳しい見方は一致しています。従っ
てだれが大統領になっても対中政策は変わらないと見られます。
ハドソン研究所中国戦略研究所長で国防総省顧問のマイケル・ビルズベリー氏は、2015 年の著書「
China2049」で次のように書いています。
①ファーウェイのネットワークを使うようになれば中国が通信を監視したり、情報を盗むことが出来る
。危機的な状況になった時中国は重要な国際情報ネットワーク遮断するかも知れない。②中国はマラソ
ン戦略で世界一位の経済大国の座を米国から奪取しようとしている。
③中国は経済的米国に勝つつもりはなく、自由市場を擁し、平和を愛する民主主義の国になっているで
あろうというＣＩＡの見通しは誤っていた。
ピーター・ナバァロ氏は大統領補佐官、2015 年の著書「米中もし戦わば」で次の指摘をしています。
①中国は通貨操作、違法な輸出補助金、知的財産権侵害、自国の製造基盤強化、自国市場の保護など数
々の不公正な貿易方法に頼っている。
②中国のＷＴＯ加盟以来、米国は 7 万か所以上の製造工場を失い、経済成長率は半分以下に縮小した。
ＦＴＡはお互いに関税をゼロにすることを目的にしていますが、米中はお互いに関税を課す競争をし
ていますから「逆ＦＴＡ」と言うことになります。 関税戦争の状態は細部の説明を省きますが、第 4

段までやると全製品に制裁関税が課せられます。
中国も同率の報復関税をかけています。逆ＦＴＡ
の経済効果は FTA の経済効果の逆になります。貿易額の減少、貿易転換効果、一時的に第三国との貿易
の増加などで、米中の景気悪化により第三国との貿易も減少の可能性があります。米中の関税戦争の結
果を示すグラフです。左側は中国の対米関税率の変化を示します。右側のグラフは米国の対中関税率の
変化を示しています。また棒グラフの低い棒は対中、対米以外の国に課している平均関税率です。米中
が相互にかけている関税率は２５％を超えようとしています。まさに逆ＦＴＡの状態です。
米国の２０１９年上期輸入伸び率（前年同期）を中国とベトナムで比較しますと、中国とは対前年比
マイナス１２．４％、ベトナムとは対前年比プラス３３．４％になっています。同じように米国の２０
１９年上期の輸出伸び率では、対中国はマイナス１８．９％、インドはプラス１３．８％、台湾はプラ
ス 11.4%となっています。中国からアメリカへは輸出がし難くなっていますから、中国の生産拠点をベ
トナムへ移す動きも活発です。中国からベトナムへの投資額は 2019 年上期で前年同期の 5 倍になってい
ます。
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関税以外に重要な争点が技術覇権をめぐる
争いです。特にファーウェイの問題です。アメ
リカは去年から今年にかけて色々な措置を導入
し始めています。
国防授権法を作ってアメリカの政府機関は
ファーウェイから物を買ってはいけない。アメ
リカに対する投資の審査を厳格に、特に中国に
は厳しくするようになりました。先端技術の分
野では輸出の管理を非常に厳しくしました。14
分野が輸出管理対象で外国からの再輸出も規制
（２５％以上の米国付加価値がある場合）また
、ファーウェイ関連企業６８社をエンティティ・リストに入れ、物品・ソフトウェア・技術を輸出する
場合商務省の許可が必要（原則却下）としました。ファーウェイから物やサービスを買ってはいけない
し売ってはいけないというファーウェイ排除が目的です。しかし、ファーウェイ側に妥協の意思はない
（自力開発・持久戦）と報じられています。このまま行けばファーウェイを巡るサプライチェーンの寸
断がされ、デカップリング（二つの技術ブロックが出来るのか？）が起きるとみられえ、予断を許さな
い状況です。
２０１８年１０月ペンス副大統領がハドソン研究所で
行った演説内容がアメリカの対中国外交の姿勢を示すと
考えて良いだろうと思います。次に示すように「米中新
冷戦」を覚悟した内容です。
①ＷＴＯ加盟後市場アクセスと共に軍事力を強化した。
②世界二位の経済力だが為替操作、強制技術移転、知的
財産権の窃盗。 ③中国２０２５の方針により先端技術
の９割を支配し米国の知的財産、企業秘密を窃盗してい
る。④借金漬け外交（一帯一路）の外交で影響力を拡大
している。⑤アメリカはインド太平洋地域で開かれた利
益を確保するビジョンを示す。➅対中関与（engagement
）政策から転換する。⑦中国は異質の国家資本主義で経
済と安全保障で米国を脅かす。これらが米国の中国に対
する基本姿勢になっています。

３・アジアの経済統合：メガＦＴＡへ
今アジアの経済統合が重要になっています。
アメリカの現状やヨーロッパもイギリスのブレ
グジットで揺れています。反ＥＵ政党や極右政
党が伸びています。アジアについては今のとこ
ろ反グローバリズムとか保護主義の台頭はあり
ません。経済統合が着実に進んでいます。アジ
アが半グローバリズムや保護主義に対する防波
堤になるのではと期待されています。
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アジアでＦＴＡが始まったのは２１世紀に
なってからです。これは世界的に見て遅いスタ
ートです。１９５７年には欧州経済共同体が出来
ています。他の地域でも１９９０年代に経済統合
が進んでいます。アジアでは 21 世紀に入ってから
40 ぐらいのＦＴＡが出来ています。基本的には 2
国間のＦＴＡです。日本とタイ、シンガポールと
日本などです。その経過を経てもっと大きなＦＴ
Ａを作ろうという動きがおきました。ヨーロッパ
はＥＵがあり、北米では NAFTA があります。南米
ではブラジル・アルゼンチン・ウルグアイなどの
メルコスールがあります。地域をカバーする経済
統合がアジアには無かったので、これを作ろうと
する気運が起きてきました。
ＦＴＡは利用する企業が税関に手続きをする必要があり、ＦＴＡによって内容や手続きが異なると企
業にとって負担も多くなります。多くの 2 国間のＦＴＡを統一してアジアで一つの経済統合が出来れば
企業の負担が減ります。現在はグローバル化の進行に伴って多国間のサプライチェーンが出来ています
。これをカバーするには二国間ではなく地域全体が参加する経済統合が必要になります。これをメガＦ
ＴＡと呼んでいます。ＴＰＰやＲＣＥＰ，日本とＥＵのＦＴＡもメガＦＴＡです。ＴＴＩＰはトランプ
政権の登場で駄目になりましたが、アメリカとＥＵのメガＦＴＡ構想でした。
ＴＰＰとＲＣＥＰの経緯を図にしてみました。ＴＰＰはアメリカの離脱で 11 カ国になりましたが、
2018 年 12 月に発効しました。ＲＣＥＰは 97 年アジア通貨危機の時の ASEAN 首脳会議に日中韓も集まっ
て一緒に会議をすることになりました。この時韓国の金大中大統領の提案で、今後アジアはどのように
協力出来るか研究することになりました。研究グループの提言が東アジアＦＴＡ（ＥＡＦＴＡ）です。
その後、中国と日本が別々の提案を行って纏まらなかったのですが、2010 年にＴＰＰの交渉が始まり中
国側が驚いて妥協して来たため日中が「日中共同提案」を行い、それを受けてＡＳＥＡＮがＲＣＥＰを
提案しました。2013 年に交渉を開始し、2019 年まで継続中です。目標はＦＴＡＡＰです。

４・ＴＰＰ１１（ＣＰＴＰＰ）とその意義
TPP は 2015 年 10 月に締結、2016 年 3 月に調印しました。ところがトランプさんが大統領になると
公約とおり 2017 年 1 月にＴＰＰを離脱しました。そのため、日本の努力により、アメリカを除く 11 カ
国が TPP11 の短期集中交渉を行い 2017 年 11 月に大筋合意し、2018 年 3 月に署名、2018 年 12 月に発効
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しました。メキシコ、日本、シンガポール、ニュージー
ランド、カナダ、豪州とベトナムが批准しています。Ｔ
ＰＰ１１では、離脱したアメリカが強く主張した 22 項目
は凍結して置きアメリカが戻った時に凍結を解除する予
定（主に知財関係で 11 項目ある）です。ＴＰＰ１１の章
構成は７条ですが、1900 頁になる TPP 全体（凍結項目を
除く）が 1 条に組み込まれています。
ＷＴＯ協定に含まれていない新たな分野を含む最新の協
定であり 21 世紀の FTA となっています。
⑨投資
⑫ビジネス関係者の一時的入国
⑭電子商取引（イーコマース）
⑯競争政策
⑰国有企業および指定独占企業（規制）
⑲労働
⑳環境
㉑協力および能力開発
㉒競争力およびビジネス円滑化
㉓開発
㉔中小企業
㉕規制の整合性
㉖透明性および腐敗の防止
TPP は、「21 世紀型ＦＴＡ」として上記 13
項目が示すように高いレベルのルールが定められており、今後ＦＴＡを作っていく時のモデルになると
言われています。ＴＰＰのもう一つの特徴は関税をほぼゼロにしていることです。ただし、日本の自由
化率は９５％（米・麦・乳製品のため）です。ＩＳＤＳと言う項目はＴＰＰ交渉中、意見が分かれた項
目です。これは企業が国を訴えることができるという規定です。日本の企業がメンバーの国へ工場を設
置したあと、その国の政策によって企業が不利益を受けた時、国際仲裁機関に訴える事が出来るという
規定です。電子商取引では、情報の
電子的手段よる移転、コンピュ－タ
ー関連設備の設置要求禁止、ソース
コードなどの移転要求禁止が規定さ
れています。国有企業については、
国有企業に対する非商業援助の禁止
（金利を安くしたり、補助金を提供
するなど）が規定されました。これ
は、アメリカの企業が強く要求して
いたルールで中国の国家資本主義を
意識しているからです。
アメリカの TPP 復帰を期待します
が、内容に関する再交渉は避けるべ
きだと思います。現状のままでアメ
リカが加盟することが望ましいと思います。現状のＴＰＰ条約は非常によく出来ています。アメリカの
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要求を受けいれ、ＴＰＰの再協議をすると全体の合意が崩れます。ＴＰＰ１１は精緻に出来たガラス細
工の趣があります。アメリカとのＦＴＡもまもなく合意されますが、アメリカの中国に対する要求はＴ
ＰＰの協定にほとんど網羅されています。その意味ではアメリカが復帰する事が大事です。中国もアメ
リカがどうするのか動向を見ています。
５．RCEP について
ＲＣＥＰは、東アジア地域包括的経済連携と呼ばれています。日本・中国・韓国・豪州とニュージー
ランド・インドが ASEAN と計 5 つのＦＴＡを結んでいます。5 つの協定は内容もバラバラで使い難いの
で大きく一つに纏めようという試みです。RCEP 参加国
は ASEAN10 ヵ国＋６で 16 カ国です。
人口は世界の４９
％、ＧＤＰは３２％、貿易額は３０％になります。重
要な事は RCEP は世界中で生産と消費の発展可能性の
大きな地域であり、ASEAN が中心になって交渉を行っ
ている事です。2013 年から交渉が始まり、6 年目にな
ります。
1997 年のアジア通貨危機の際はインドネシアも大
暴動、韓国も厳しい経済危機でした。この時 ASEAN＋3
か国（日中韓）の首脳が集まり、危機対応につ
いて協議を行い、その会議は現在まで続いてい
ます。首脳会議で韓国の金大中大統領が東アジ
アの安定・発展のための研究グループを作ろう
と提案しました。そして、研究グループから「
東アジアＦＴＡ」を作ろうという提案が出たの
です。その後、中国が ASEAN＋日中韓＝13 各国
、日本が ASEAN＋日中韓、インド、豪州、ニュ
ージーランド＝16 カ国で構成するという 2 つの
案が出ました。当時アメリカがＴＰＰ構想を打
ち出していましたから、アメリカに東アジアの
主導権を握られてしまうという中国の焦りが
日本案への歩み寄りとなり、それを受けて
ASEAN がＲＣＥＰの提案をしてきました。
2013 年から ASEAN が中心になって進んできま
した。
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ＲＣＥＰはアジアのＦＴＡです。ここが非常に重要な所で ASEAN 中心性が強調されています。東アジ
アで何かをやろうとする時日本が主導権を取れば韓国・中国が警戒、中国が中心になれば日本やインド
が警戒します。ASEAN は他の国の脅威にならないし、経済規模も大きいです。ＲＣＥＰは ASEAN 中心性
が原則となっています。世界の生産基地が RCEP に入っています。東アジアの日本企業は部品の９５％近
くをＲＣＥＰの国から買っています。ＲＣＥＰはカンボジアなど非常に貧しい国も入っています。ＴＰ
Ｐと違ってこうした国への配慮を行っています。関税の自由化率は TPP より低く、ＡＳＥＡＮ＋１を改
善する自由化率を目指しています。ＡＳＥＡＮとインドの自由化率が 70％台と低いのが問題です。環境
や労働は入っていません。ＲＣＥＰ の将来性は大きく、２０５０年には世界のＧＤＰの５０％を占め
るでしょう。
表が対象の２０の分野です。＊は 9 月 28 日時点で既に合意している分野です。一番重要な物品貿易
の関税面が纏まっていません。サービス貿易も
まとまっていません。最近重要視されている知
的財産もまだです。電子取引もまだですからこ
れからの交渉が大変です。後２か月で纏めなけ
ればなりません。インドが自由化率で抵抗して
います。インドは民主主義の国ですから国の上
からの命令だけで事が進みません。労働組合も
あり、反対意見を述べる自由が保障されていま
す。特に中国から安い工業製品がどんどん入っ
てくることを恐れています。インドは物品貿易
の自由化には反対ですが、高いＩＴ技術を持っ
ていますからＩＴ技術者を輸出したいとサービ
ス貿易の自由化を主張しています。それに対して
ASEAN の一部の国が反対しています。また、日本やオ
ーストラリアなどはＴＴＰに入っている新しい分野の
自由化をやろうと主張していました。
日本はＲＣＥＰは非常に重要だが低いレベルでは駄
目と主張していました。しかし、最近日本も柔軟にな
ってきて前程厳しい主張はしていないようです。ＲＣ
ＥＰについては発表がないので詳細は分かりません。
２０１８年に纏めようとした時インドが反対したよう
です。インドが反対したのは先ほどの理由と今年総選
挙がありましたので、選挙前にあまり自由化してしま
うと国民が与党に対して反感を持つのではと言う懸念から反対したのではと言われています。選挙も終
わりましたし、与党が勝ちましたからハードルは一つ越えたわけです。
２０１９年８月で１０章迄合意したが、物品関税、知財権などで対立しているといわれます。低くて
も早期合意か高いレベル合意に時間をかけるか二律背反的な課題です。２０１９年秋が交渉のヤマ場と
なります。
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ＲＣＥＰはなぜ重要か。RCEP が出来れば東アジ
アの主な国々が全部入ってしまうのです。日本と
中国にはＦＴＡがありません。日韓もありません
。現状では日韓のＦＴＡ交渉は無理でしょう。し
かしＲＣＥＰでできます。中国・インドと言うア
ジアの二大大国もＦＴＡがありません。これもＲ
ＣＥＰの中でできます。インドとオーストラリア
・ニュージーランドもＦＴＡが無いけれどＲＣＥ
Ｐで繋がってしまいます。東アジアのＦＴＡがス
パゲッテイ・ボール現象でバラバラでしたがＲＣ
ＥＰで纏まります。ＲＣＥＰが出来ると日本の企
業が貿易の手続きが今まで国ごとに違っていたのもかなり便利になると思います。日本にとって重要な
のは生産基地と部品調達先、新興市場の三つが含まれているという事です。日本企業の部品調達の９０
％以上がＲＣＥＰからです。ＴＰＰと比べても日本の貿易額はＲＣＥＰが大きく、経済効果もＲＣＥＰ
の方が大きいのです。さらに、日中ＦＴＡ、日韓ＦＴＡが出来ます。ＲＣＥＰができると参加国同士は
関税がなくなりますアメリカはＲＣＥＰには入れませんから関税を払わなくてならない。その状態にな
るとアメリカ国内の圧力が高まり、ＴＰＰに復帰する可能性も出てきます。トランプ政権の保護主義に
反対する大きな意義があります。
最後にアジアの経済統合の課題と展望についてお話
ししたいと思います。米中貿易戦争は長期化すると思
います。貿易赤字の問題はある程度方が付くと思いま
すが、問題は中国製造２０２５です。戦略産業の育成
を阻止して安全保障とアメリカ先端企業の優位性を確
保しようとアメリカは狙っていますが、中国が唯々諾
々と応じるは思えません。トランプのやり方は悪いが
狙いは良いとの見方があります。問題点は通商ルール
、
ＧAＴＴやＷＴＯではアメリカが中心になってルール
を作ってきました。そのルールを全く無視しています
。「Ｍight is right」とは、強いものが正しいという
考えです。夏目漱石の「坊ちゃん」に出てきます。坊
ちゃんが松山の中学に赴任して、タヌキと言うあだ名の校長がおり、赤シャツと言う教頭がいて悪事ま
でとは言わないがひどい事をやっている。何であいつらはあんな事をやるんだと言ったら数学の教員で
ある「ヤマアラシ」がこれは「Ｍight is right」と言うんだと説明します。要するに強いものが正しい
んだという事です。坊ちゃんは大変憤る訳です。ルールを無視して強いものが勝つというのは今まで築
き上げた国際公共財の通商ルールをないがしろにする大変な問題です。
アジアの貿易の実態は既に二国間ではありません。各国をまたがるグローバル・チェーンとなってい
ます。アメリカはこうしたビジネスの実態に逆行し、ＴＰＰを離脱し二国間主義になっているという事
です。ＷＴＯの弱体化も図っています。トランプ大統領は脱退しても良いという旨の発言もしています
。今アメリカがやっているのはＷＴＯの仲裁機関の上級委員の欠員補充阻止です。上級委員は７名いま
すが、現在は３名です。その中２名が年内で任期終了、アメリカが新しい委員の承認をしなければ委員
は１名になってしまいます。上級委員会も３人で構成されていますがアメリカが新しく２名を承認しな
ければ上級員会は開けません。ＷＴＯの紛争処理機能不全です。
アメリカの２国間ＦＴＡでは数量制限も設けられています。新しい NAFTA を作りましたが管理貿易的
な事項も入っています。さらに、ＷＴＯがアメリカの不利な判断をしたらそれには従わない、とも言っ
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ています。これは大変な問題です。保護主義が拡大している中でＲＣＥＰが成功すれば大変な成果です
。ASEAN では、ASEAN 経済共同体（AEC）が出来ています。アジアの経済統合は着実に進んでいると言え
ます。日本の役割は大きいと思います。
トランプ政権にどう対応するか、難しい問題ですが、経済統合、自由貿易圏を作ってアメリカを包囲
して行くことが必要だと思います。それによってアメリカの産業・企業が不利になる訳ですから
自然、トランプさんに圧力が加わり、将来はＴＰＰに再参加も期待出来ると思います。図はアメリカを
包囲するＦＴＡネットワークです。ＲＣＥＰは交渉中ですが CPTPP は出来ています。米州には太平洋同
盟とかメルコスールがあります。アジアと米州を結んでゆくとか、アジアでは AEC という人口 6 億人超
える大きな経済共同体が出来ています。アジアと EU の FTA の動きも進んでおり、日本と EU の FTA は発
効しています。EU カナダとか EU メキシコの FTA もあります。ルールに基づく FTA が連携してアメリカ
に対するプレッシャーをかけるのが一つの方向性だと思います。
以上で私のお話を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。
質問タイム
Ｑ：TPP の経済効果内閣府によると GDP 押上げ効果は 1.49％（TPP は 2.59％）約 9 兆円も効果があるん
でしょうか。
Ａ：GDP の押し上げ効果は、輸出増加による生産増加、輸入増加による生産構造の変化、輸入価格の低
下による実質所得の増加などの様々な効果によるものです。
Ｑ：ＥＵの現状を考えるとＲＣＥＰはうまく行くでしょうか。
Ａ：ＥＵとＲＣＥＰは似ているようですが、基本的に大きな違いがあります。ＥＵは加盟国の国家主権
を放棄していること（超国家連合です）。しかし、ＲＣＥＰはそこまでは目指していません。緩や
かな経済統合です。ここが一番違います。
Ｑ：ＲＣＥＰについて、オフサイド・トランプと言うことで良いアイデアだと思いました。ＷＴＯの場
合訴訟の費用をかなり業界で負担する事があります。案分が不明確の基準だと思います。業界で数
千万円負担する事態になりますになりました。ＲＣＥＰもいいアイデアと思いますが、実際の運用
にあたっては民間の企業が殆ど負担することになるという理解でよろしいでしょうか。データやロ
ビー活動に民間は大きな負担を被っているのをご存知でしょうか？
Ａ：アメリカの場合も通商交渉ではＵＳTＲのバックには民間の企業が控えています。民間が沢山の負担
をしていると思います。企業が国家を訴える仕組みはＴＰＰの特徴ですが、アメリカの企業も実際
には協定の成功の裏側で膨大な負担をしているようです。日本の場合もそうだと想像しますが、協
定で受ける効果も大きいと思います。ＩＳＤＳも TPP の成果と言われていますが、企業が国家を訴
えるにはものすごくお金が懸かるようです。一方で民間企業にもメリットも生まれています。
Ｑ：ＲＣＥＰもやり方次第では中国の振り回されるのではないでしょうか？一帯一路で分かるように中
国は既に派遣のための布石を独自に行っています。国家独占資本主義の中国をＲＣＥＰは巻き込め
るのでしょうか？
Ａ：中国は大国外交と周辺外交を使い分けています。ＲＣＥＰは周辺の国がすべて入っています。中国
はアセアンとの交渉でも必ず二国間でやりたいと言うのです。
ASEAN１０ヵ国の結束が崩れることも
狙っていることがあります。ＲＣＥＰはＦＴＡとしてはそれほど厳しい内容で無ないのです。皆さ
ん三国志をよくご存じのようですが、中国は相手国とうまく行かない時は、今までの敵国とも手を
結ぶ国です。
Ｑ：ＴＰＰについて関税ゼロが肝だと勉強しましたが、日本の場合もコメなど５品目を除けば殆どゼロ
に近いと思います。輸出に関して 10 ヵ国の関税はどのくらいになるのでしょうか。
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Ａ：日本とベトナム、日本とマレーシアにも FTA がありますが、例えばベトナムでは大型の自動車は関
税を残しています。ただし、TPP では高級車も時間をかけて減らして行くと言っています。日本の
食品も TPP で関税低減のメリットを受けることができます。
以上
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東南アジア諸国連合（AESAN）経済共同体
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