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日本国際経済学会第 73 回全国大会・共通論題報告論文 

 

メガ FTA の潮流と日本の通商戦略の課題 

 

馬田啓一 （杏林大学教授） 

 

はじめに 

 

 WTO（世界貿易機関）は、2014 年 7 月末に予定していた貿易円滑化協定の

採択を断念した。新政権に代わったインドが、土壇場になって反対したからだ。

ポスト・バリ合意に暗雲が漂い始めている。WTO 離れとメガ FTA（自由貿易協

定）の潮流が一段と加速しそうだ。 

企業による国際生産ネットワークの拡大とサプライチェーンのグローバル化

に伴い、これまでの枠を超えた21世紀型の貿易ルールが求められている。その

ルールづくりの主役は今やWTOでなく、メガFTAである。 

 日本の通商戦略にとって今が正念場だ。TPP（環太平洋パートナーシップ）、

RCEP（東アジア地域包括的経済連携）、日 EU・FTA など、日本が参加する 3

つのメガ FTA 交渉が 2015 年にかけて重要な局面に差し掛かる。 

メガ FTA の中で最も先行しているのは TPP 交渉である。TPP は高度で包括

的な 21 世紀型 FTA を目指す。しかし、関税撤廃や知的財産権、国有企業規律

などセンシティブな問題をめぐり交渉参加国間の溝が埋まらず、いまだ着地点

を見出すまでには至っていない。オバマ政権は年内妥結を目指しているが、11

月の米議会中間選挙の影響で、越年の可能性が高まっている。 

日本のメガ FTA 戦略はワンセットで捉えなければならない。そもそも日本の

TPP 交渉参加が、中国や EU を刺激し RCEP や日 EU・FTA の交渉開始につな

がった。TPP 交渉の動きは他のメガ FTA 交渉にも影響する。もし TPP 交渉が

漂流すれば、TPP をテコに日本がメガ FTA の交渉で主導性を発揮するという通

商戦略のシナリオも崩れかねない。 

アジア太平洋地域はメガ FTA の主戦場となった。米主導の TPP による中国包

囲網を警戒した中国は、対抗策として、RCEP の実現に向けた動きを加速させ

ている。米中の角逐が激しさを増すなか、TPP と RCEP が、やがてより広範な

FTAAP に収斂する可能性はあるのだろうか。 

メガ FTA の動きはアジア太平洋地域にとどまらない。2013 年には RCEP の

ほかに、日本と EU の FTA 交渉と米 EU 間の TTIP（環大西洋貿易投資パート

ナーシップ）交渉が相次いで始動した。これら 2 つは先進国同士のメガ FTA で
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あるという点で、その影響力は大きい。 

TPP だけでなく TTIP や日 EU・FTA にも、中国包囲網が拡がろうとしてい

る。中国の国家資本主義とは相容れない 21 世紀型貿易のルールづくりを目指す

TPP、TTIP、日 EU・FTA の 3 つのメガ FTA に対して、中国は警戒を強めて

いる。21 世紀型貿易のルールは、果たして中国を囲い込むことができるのか。 

以上のような問題意識を踏まえ、本稿では、TPP、RCEP、日 EU・FTA、TTIP

を中心にメガ FTA 交渉の現状と課題を検証し、メガ FTA がもたらす新たな通

商秩序と WTO の将来を展望しつつ、日本が目指すべき 21 世紀型の通商戦略に

ついて論じたい。 

 

1．加速する WTO 離れ：ポスト・バリ合意に暗雲 

 

2001 年に始まった WTO のドーハ・ラウンドが迷走している。当初、農業、

鉱工業、サービス、貿易円滑化、ルール、知的財産権、開発、環境の 8 分野を

対象に交渉が行われたが、先進国と途上国の利害対立が解けず度々決裂、つい

に膠着状態に陥った。このため、2011 年 12 月の WTO 閣僚会議（ジュネーブ）

で、全分野の包括合意を断念し、交渉が比較的進んでいる分野での部分合意を

目指すことになった。 

これを受けて、2013 年 12 月にインドネシアのバリで開かれた第 9 回 WTO

閣僚会議（以下、MC9 ）で、ドーハ・ラウンドの 3 分野（貿易円滑化、農業の

一部、開発）に限った部分合意（バリ・パッケージ合意）が成立した。 

 

表 1 WTO 交渉の経緯 

2001 年 11 月 

2008 年 7 月 

2011 年 12 月 

 

2013 年 12 月 

 

2014 年 7 月 

    12 月 

閣僚会議（カタール・ドーハ）で新ラウンドの交渉開始に合意 

非公式閣僚会合（ジュネーブ）、米印の対立により合意寸前で決裂 

閣僚会議（ジュネーブ）で 8 分野の包括合意を断念、部分合意を目指

すことで一致 

閣僚会議（インドネシア・バリ）で、貿易円滑化、農業の一部、開発

の 3 分野で部分合意 

貿易円滑化協定の採択を断念 

ドーハ・ラウンドの残る分野の交渉計画をまとめる予定 

（資料）筆者作成。 

 

だが、WTOのアゼベド新事務局長が一旦は2013年11月の一般理事会で部分合

意の交渉失敗を宣言するほど、交渉は難航した。農業分野（食糧備蓄、輸出補

助金、関税割当）が最大の争点となった。 
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とくに揉めたのが、食糧備蓄のための農業補助金の扱いである。補助金で食

糧を備蓄して貧困層に配給する措置について、WTO農業協定の対象外とするよ

う要求するインドと、協定違反だと主張する米国が激しく対立。MC11 が開催

される2017年まで4年間はWTO紛争解決の対象にしないという「平和条項」を

盛り込むことで合意が得られたかに見えたが、2014年に総選挙を控えていたイ

ンドは農業補助金の恒久的な措置を求め、この案を拒否。妥協点を探る交渉の

末、結局、特例として恒久的な措置を講じるまでは現状を維持するという「玉

虫色の解決」となった。 

バリ合意は、WTO 発足後初の協定となる貿易円滑化協定について、全加盟国

の合意を得たという点で画期的なものだった。貿易円滑化は、通関手続きを簡

素化し、透明性を高めることを目指したものである。 

貿易円滑化をめぐる交渉では、途上国が貿易円滑化の履行に際して先進国か

ら資金や技術の支援を受ける代わりに、法的拘束力のある義務を負うかどうか

が焦点となった。結局、2013 年 11 月、LDC（後発途上国）グループが、貿易

円滑化の支援負担や義務協定で大筋合意を発表、これが難航する交渉の潮目を

変えた。 

LDC グループが妥協した背景には、バリ合意が成立しなければ、WTO から

FTA へのシフトが一段と加速し、FTA に参加できない途上国が完全に取り残さ

れることへの危機感もあった。メガ FTA 交渉が進むなかで、とくに途上国の間

で WTO を重視し、マルチの成果を望む声が高まった。 

WTO 交渉の今後の見通しについて、バリ閣僚宣言では、WTO 事務局が 2014

年 12 月までにドーハ・ラウンドの残された交渉分野に関する作業計画を作成す

るとしており、ドーハ・ラウンドの再活性化に向けた機運が高まることへの期

待も膨らんだ。しかし、それもつかの間、今夏、それに冷や水をかけるような

事態が起きた。 

WTO の貿易円滑化協定を 2014 年 7 月末までに採択する予定であったが、土

壇場になって農業補助金の扱いを蒸し返したインドの反対で、採択を断念した

からだ(1)。5 月に発足したインドのモディ新政権は、「2017 年までの暫定措置」

を受け入れたシン前政権の方針を撤回し、採択の見返りとして農業補助金の恒

久化を強硬に要求し、先進国による説得にも応じなかった。 

WTO 加盟国は部分合意すら実現できなくなったことに、危機感を強めている。

特定の国が強硬な主張を続けると合意が危うくなる「全会一致の原則」に基づ

く WTO 交渉の難しさが、改めて浮き彫りとなった。 

ポスト・バリ合意に暗雲が漂い始めた。ドーハ・ラウンドの行方は再び不透

明さを増している。WTO より比較的容易な FTA の交渉に向かう各国の流れは

そう簡単には変わらないであろう。通商秩序の新たな力学は、TPP、RCEP、日
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EU・FTA、TTIP など、メガ FTA を中心に動き始めている。主要国は、これら

メガ FTA への参加を最優先とする通商戦略へと大きく舵を切っている。 

 

表 2 メガ FTA の世界経済に占める位置付け（2012 年）       （単位：％） 

 APEC 

(FTAAP) 

 TPP   RCEP 

(ASEAN+6) 

日 EU TTIP 

（米 EU） 

世界人口に占める構成比 

世界経済に占める構成比 

域内貿易比率 

日本との貿易額（輸出入） 

日本からの直接投資残高 

    40.1 

57.5 

  65.8 

    70.5 

    62.6 

   11.4 

 38.4 

   42.0 

 27.5 

 41.7 

    49.0 

29.5 

    43.2 

    46.6 

    30.8 

    9.1 

31.4 

   57.4 

    9.8 

   22.9 

   11.8 

 45.0 

   55.0 

   22.6 

   50.4 

（資料）ジェトロ。 

 

2．21 世紀型貿易とメガ FTA：サプライチェーンのグローバル化 

 

メガ FTA 締結に向けた動きの背景には、加速するサプライチェーンのグロー

バル化がある。自動車やエレクトロニクスなど日本の製造業における東アジア

諸国への生産拠点の移転に伴い、東アジアでもサプライチェーンのグローバル

化が急速に進展している。 

企業のグローバル化が進むなか、今や原材料の調達から生産と販売まで、サ

プライチェーンの効率化が企業の競争力を左右する。これが「21世紀型貿易」

（21st century trade）の特徴である(2)。21世紀型貿易は、企業による国際生産

ネットワークの進展によって、貿易と投資の一体化が進み、これまでの枠を超

えた新たな貿易ルールを必要としている。 

21世紀型の貿易ルールは、サプライチェーンの効率化を通じて、企業が迅速

かつ低コストで製品を生産できるようにすることが求められている。この結果、

21世紀型貿易においては、企業の国際生産ネットワークの結びつきを妨げる政

策や制度はすべて貿易障壁となった。ルールの重点は、国境措置（on the border）

から国内措置（behind the border）へシフトしている。 

サプライチェーンの効率化を可能にするため、サプライチェーンを構成する

国について、「WTO プラス」のルール、例えば、財やサービスの貿易円滑化、

投資の自由化・保護、知的財産権保護、競争政策、政府調達、規制の調和など、

広範囲にわたるルールが求められるようになった。 

そうしたなか、サプライチェーンの拡大に伴い、2 国間 FTA の限界が明らか

となってきた。2 国間 FTA では、サプライチェーンが展開される国の一部しか

カバーされない。サプライチェーンをカバーするために複数の 2 国間 FTA を締
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結しても、「スパゲティ・ボウル現象」と呼ばれるようなルールの不整合が起き

てしまう。 

例えば、2 国間 FTA ごとに原産地規則が異なれば、企業にとっては使い勝手

が悪い。広域のメガ FTA によって原産地規則が統一され、かつ、域内での「累

積」が認められれば、原産地証明の手続きもかなり容易となる。これにより、

企業が域内全域にサプライチェーンを拡げることが可能になる。 

サプライチェーン全体をカバーするには、メガ FTA が必要だ。メガ FTA へ

の参加によって、企業はグローバルなサプライチェーンの範囲を拡げることが

可能となり、まさに網の目のように国際生産ネットワークの拡大が容易となる。

サプライチェーンの効率化・最適化という点からみると、「地域主義のマルチ化」

（multilateralizing the trade regionalism）が進み、2 国間 FTA を包含する広

域のメガ FTA ができ、ルールが収斂・統一されていくことのメリットはきわめ

て大きい。 

 

3．アジア太平洋の新通商秩序：TPP と RCEP 

 

（1）正念場の TPP 交渉：漂流か 

TPP 交渉は、現在、日本を含む 12 カ国により 21 分野について行われている。

交渉を主導するのは米国だ。米政府は TPP を「21 世紀型の FTA モデル」と位

置付けて、極めて高度で包括的な FTA を目指している。TPP 交渉は、関税撤廃

のほか、「WTO プラス」のルールづくりを目指し、サービス、投資、知的財産

権、競争政策、政府調達、環境などのほか、従来の FTA では検討されなかった

分野横断的事項（規制の調和、サプライチェーンの効率化など）も追加されて

いる。TPP のルールが、アジア太平洋地域における新たな通商秩序となる可能

性が高い。 

TPP 交渉はいくつもの厄介な争点に直面している。現在、とくに交渉が難航

している分野は、物品市場アクセス、知的財産権、競争政策、環境の 4 分野と

される。まず、物品市場アクセス分野では、関税撤廃がどうなるかは予断を許

さない。日本に限らず、センシティブ品目を抱えている交渉参加国は多い。米

国も豪州からの砂糖、NZ からの乳製品、ベトナムからの繊維製品、日本からの

自動車などについて関税撤廃の例外扱いを求めており、このエゴが関税交渉を

複雑にしている。 

日本を除く参加国は、2013 年 7 月のブルネイ会合で、段階的に関税を撤廃し

最終的に 100％の自由化率を達成するとの合意に達しているが、途中から交渉に

参加した日本は、農産物 5 項目（コメ、麦、牛・豚肉、乳製品、砂糖）の関税

維持を主張し、対立が続いている。最終的に一部のセンシティブ品目について
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10 年超の期間による関税撤廃や関税割当（一定の輸入枠までは無税であるが、

枠の上限を超えると高関税を課す）などの例外的な措置を認めるのかが、交渉

の焦点となっている。 

 

表 3 TPP 交渉の 21 分野 

(1)物品市場アクセス（工業、繊維･ 

衣料品、農業）                  × 

(2)原産地規則           △ 

(3)貿易円滑化           ○ 

(4)SPS（衛生植物検疫）      ○ 

(5)TBT（貿易の技術的障害）    ○ 

(6)貿易救済（セーフガード等）   ○ 

(7)政府調達            △ 

(8)知的財産権（国有企業規律）   × 

(9)競争政策            × 

(10)越境サービス          △ 

(11)商用関係者の移動       ○ 

(12)金融サービス         △ 

(13)電気通信サービス           ○ 

(14)電子商取引          ○ 

(15)投資                         △ 

(16)環境             × 

(17)労働                         △ 

(18)制度的事項          ○ 

(19)紛争解決                     ○ 

(20)協力             ○ 

(21)分野横断的事項            ○ 

（注）○：ほぼ決着、△：決着近い、×：難航（2014 年 7 月 12 日現在） 

（資料）経済産業省資料・日本経済新聞により、筆者作成。 

 

一方、TPP のルールづくりでは米国と他の参加国の対立が先鋭化している。

知的財産権の分野では、WTO の TRIPS（知的所有権の貿易関連側面）プラス

の規定づくりを狙う米国が、映画などの著作権の保護期間を 70 年に延長するこ

とを要求するのに対し、新興国は著作権料の負担増を懸念して反対。さらに、

米国は新薬開発を促すため医薬品の特許期間、データ保護期間の延長も要求し

ているが、マレーシアなど新興国は特許が切れた安価な後発薬（ジェネリック）

の製造が妨げられると猛反発している。 

競争政策分野では、国有企業と民間企業の対等な競争条件の確立を要求する

米国に対して、国有企業の存在が大きいベトナム、マレーシアなどが反対。だ

が、国有企業に対する補助金や優遇措置などの規律について、米国は中国を仮

想対象国にしているため強硬姿勢を崩していない。 

政府調達分野では、WTO 政府調達協定並みか、それともそれを上回るレベル

にするかが争点となっている。とくに地方政府による調達も対象に含めるかを

めぐり対立が見られる。マレーシアはブミプトラ政策（マレー人優遇）の存廃

にかかわるため、中央政府の調達についても市場アクセスを認めておらず、米

国と激しく対立している。  

投資分野では、米国が投資家保護のために ISDS 条項（Investor-State Dispute 
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Settlement：投資家対国家の紛争処理手続き）の導入を主張している。投資家

が投資受入国の不当な政策によって被害（財産権の剥奪、それと同等な措置）

を受けたとき、国際仲裁機関に提訴できるという条項だが、米企業による濫訴

を恐れる豪州などがこれに反対している。 

環境の分野では、貿易投資の促進のため環境基準を緩和する、いわゆる「底

辺への競争」を阻止するため、高い基準を米国が要求。規定の実効性を担保す

るために紛争解決の対象とするかどうかで新興国と対立している。  

原産地規則の分野では、繊維製品について締約国の原糸を使用しなければ原

産地証明を受けられないという「ヤーン・フォワード（yarn forward）・ルール」

の採用を主張する米国に対し、中国産の原糸を輸入するベトナムが反発してい

る。 

以上のように、TPP 交渉において米国の提案・要求に新興国が強く反発する

という対立の構図が目立っている。難航している TPP 交渉だが、今後の交渉の

成否を決めるカギは、米国がハードルの高さをどう設定するか、つまり、どこ

まで柔軟な姿勢をとれるかだ。米産業界・議会（業界と関係の深い議員たち）

は高いレベルの TPP にするために安易な妥協はしないよう米通商代表部

（USTR）に圧力をかけている。しかし、強硬姿勢を貫きハードルを高くしたま

まであれば、TPP 交渉は着地点が見いだせず、妥結は遅れる。近づく米中間選

挙の影響も避けられず、漂流の可能性が高まる。かといって、妥結を急ぎハー

ドルを低くし過ぎれば、米産業界・議会の反発は必至、米議会による TPP 批准

は絶望的となる。これがオバマの「TPP ジレンマ」である。 

TPP 交渉が妥結しても、TPP が発効するためには米議会で批准されなければ

ならない。TPP 批准法案の可決には超党派の支持が必要となる。このため、2013

年3月、オバマ政権は2007年7月以降失効したままの貿易促進権限（TPA：Trade 

Promotion Authority）の復活に向けて議会との協議を始めた。TPA は「ファー

スト・トラック（fast track）」とも呼ばれ、政府が協定について一括・無修正

の承認を議会に求める権利である。TPA が失効していても米政府は交渉に臨め

るが、TPP 交渉を妥結させても米議会で部分修正される恐れがあるため、TPA

の復活は不可欠だ。 

2014 年 1 月、米議会の超党派議員によって TPA（この正式名称は、Trade 

Properties Act of 2014）法案が提出された。議会には反対も根強く審議は予断

を許さないが、TPA の失効は通商交渉の懸念材料だっただけに、可決すればオ

バマ政権にとって追い風となる。だが、TPP 交渉への影響は両刃の剣である。

TPP 反対派に配慮し、交渉への議会の関与を強めた法案となっている。国有企

業、知財権保護などについて米国の主張に沿った TPP合意を条件とした法案は、

交渉参加国の新たな反発を招いている。 
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米国内の政治事情によって、TPP 交渉の合意と TPA 法案を成立させる順序が

逆転してしまった。オバマ政権は高いレベルの TPP 交渉合意により TPA 法案

を成立させ、TPP 批准法案を成立させる考えである。米国は TPA 法案の制約に

よって身動きが取れなくなり、却って TPP 交渉の柔軟性を著しく低下させる結

果となっている。 

TPP交渉の先行きは不透明である。12カ国は2013年末の妥結を目指したが、

関税撤廃や知的財産権、国有企業規律、環境などセンシティブな問題をめぐる

対立が解消されず越年となった。 

2014 年 5 月の APEC（アジア太平洋経済協力会議）の貿易相会合（中国・青

島）に合わせて TPP 閣僚会合がシンガポールで開催されたが、「交渉の進捗状

況を確認する」会議に終わり、大筋合意はまたも先送りされた。7 月にカナダで

TPP 首席交渉官会合が開かれたが、閣僚会合開催への道筋すらつけられなかっ

た。 

TPP 交渉は果たして 2014 年中に合意できるのか(3)。知的財産権や国有企業規

律などの交渉では米国と新興国との溝は依然として埋まっておらず、落としど

ころは見えていない。新興国は、日米関税協議の着地点を見極めてからカード

を切る考えである。 

オバマ政権は、11 月の APEC 首脳会合（北京）をめどに大筋合意を目指して

いるが、11 月の米中間選挙の影響で実質的な協議は一段と難しくなっている。

TPP 交渉が再び本格化できるのは早くても中間選挙後になるため、交渉妥結は

2015 年以降にずれ込む公算が高まっている。TPP 交渉が漂流すれば一番喜ぶ国

はどこか、言うまでもなかろう。 

 

（2）TPP と RCEP をめぐる米中の角逐 

米国は TPP を通じて中国の「国家資本主義」（state capitalism）と闘うつも

りである。市場原理を導入しつつも政府が国有企業を通じて積極的に市場に介

入するのが、国家資本主義である。  

米国の狙いは、中国も含めて TPP 参加国を APEC 全体に広げ、FTAAP（ア

ジア太平洋自由貿易圏）を実現することにある。国有企業が多く貿易障壁の撤

廃も難しい中国が、今後、ハードルの高い TPP に参加する可能性はあるのか。

APEC 加盟国が次々と TPP に参加し、FTAAP と呼ぶにふさわしい規模になれ

ば、中国は参加を決断するかもしれない。注目すべき点は、FTAAP によって最

も大きな利益を受けるのは、米国ではなく中国である（表 4 参照）。 

2013 年 9 月に設立された中国（上海）自由貿易試験区は、中国が将来の TPP

参加の可能性を強く意識し始めていることの表れだろう(4)。勿論、中国が今すぐ

TPP に参加する可能性は極めて低い。TPP と中国の国家資本主義とは大きくか
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け離れており、その溝を埋めることは非常に困難とみられるからである。溝を

埋めるためには、TPP のルールを骨抜きにするか、中国が国家資本主義の路線

を放棄するか大幅に修正するしかない。しかし、そのどちらも難しい。 

米国としては、中国抜きで TPP 交渉を妥結し、その後 APEC 加盟国からの

TPP 参加を増やし中国包囲網を形成する。最終的には投資や競争政策、知的財

産権、政府調達などで問題の多い中国に、TPP への参加条件として国家資本主

義からの転換とルール遵守を迫るというのが、米国の描くシナリオであろう(5)。

「TPP に参加したいのであれば、自らを変革する必要がある」というのが中国

へのメッセージである。 

 

表 4 主要国に与える TPP、RCEP、FTAAP の経済効果 

   （2025 年の GDP 増加額、カッコ内は増加率、単位 10 億ドル、％、2007 年基準） 

    TPP12            TPP16    RCEP   FTAAP 

米国 

日本 

中国 

韓国 

ASEAN 

 シンガポール 

ベトナム 

 マレーシア 

 タイ 

 フィリピン 

 インドネシア 

豪州 

NZ 

インド 

76.6（0.38） 

104.6（1.96） 

－34.8（－0.20） 

－2.8（－0.13） 

62.2（1.67） 

7.9（1.90） 

35.7（10.52） 

24.2（5.61） 

－2.4（－0.44） 

－0.8（－0.24） 

－2.2（－0.14） 

6.6（0.46） 

4.1（2.02） 

－2.7（－0.05） 

108.2（0.53） 

128.8（2.41） 

－82.4（－0.48） 

50.2（2.37） 

217.8（5.86） 

12.3（2.97） 

48.7（14.34） 

30.1（6.98） 

42.5（7.61） 

22.1（6.88） 

62.2（4.02）  

9.8（0.68） 

4.7（2.36） 

－6.9（－0.13） 

－0.1（0.00） 

95.8（1.79） 

249.7（1.45） 

82.0（3.87） 

77.5（2.08） 

2.4（0.58） 

17.3（5.10） 

14.2（3.29） 

15.5（2.79） 

7.6（2.35） 

17.7（1.14） 

19.8（1.38） 

1.9（0.92） 

91.3（1.74） 

295.2（1.46） 

227.9（4.27） 

699.9（4.06） 

131.8（6.23） 

230.7（6.20） 

18.1（4.37） 

75.3（22.15） 

43.5（10.09） 

30.0（5.38） 

17.4（5.42） 

41.3（2.67） 

30.1（2.10） 

6.4（3.16） 

226.2（4.32） 

（注）TPP12 は現在の交渉参加国、TPP16 は韓国、タイ、フィリピン、インドネシアが参加。 

（資料）P.A.Petri, M.G.Plummer, ASEAN Centrality and ASEAN-US Economic Relationship,        

East-West Center, 2013 より、筆者作成。 

 

中国は、TPP 交渉が始まった当初は平静を装い、これを無視する姿勢をとっ

た。しかし、2011 年 11 月に日本が TPP 交渉参加に向けた関係国との協議入り

声明を出したのをきっかけに、カナダやメキシコも追随し、TPP が一気に拡大

する雰囲気が高まった。このため、TPP による中国包囲網の形成に警戒を強め

た中国は、TPP への対抗策として、ASEAN+6 による RCEP の実現に向けた動
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きを加速させた。 

アジア太平洋地域における経済連携の動きは、米中による陣取り合戦の様相

を呈し始めている。今後、米中の角逐が強まる中で、TPP、RCEP の動きが、

同時並行的に進行していくことになるが、注意しなければならない点は、その

背景に「市場経済対国家資本主義」という対立の構図が顕在化していることだ。

中国は、TPP 交渉を横目で見ながら、国家資本主義の体制を維持しながら東ア

ジアの経済統合を進めようとしている。 

 そうしたなか、TPP と RCEP の関係が代替（競争）的かそれとも補完的かに、

注目が集まっている。今後の TPP 拡大にとって ASEAN 諸国の参加は必要条件

だが、RCEP による影響について米国内の見方は二つに分かれる。RCEP を歓

迎する意見は、TPP と RCEP が相互に影響し合いながら発展し、最後には

FTAAP に融合するので、RCEP は必ずしも TPP にとってマイナスとはならな

いと楽観的である。   

これに対して、RCEP を警戒する見方は米産業界に多い。RCEP が TPP と比

べ参加国に求める自由化レベルが低いため、ASEAN 諸国が TPP よりも楽な

RCEP の方に流れてしまうのではないかと懸念している。このため、米国では、

中国包囲網の完成のため TPP への ASEAN 諸国の取り込みに腐心している(6)。 

 

（3）同床異夢の RCEP 交渉：前途多難 

2012 年 11 月の東アジアサミットで、RCEP の交渉開始が合意された。これ

を受けて、RCEP 交渉は 2013 年 5 月に開始、2015 年末までの妥結を目指して

いる。 

RCEP 交渉開始が合意された背景には、TPP 交渉の進展がある。アジア太平

洋地域における広域 FTAが TPPを軸として実現される可能性が高まってきた。

米主導の TPP 交渉の進展に警戒心を抱く中国が、これに対抗して東アジア広域

FTA の実現を加速させようと動いた。 

2011 年 8 月、日中両国が共同で、東アジア広域 FTA 構想に関する提案を行

った。それは、日中がそれぞれ支持する ASEAN+3 と ASEAN+6 の枠組みを

「ASEAN プラス」という形で棚上げし、膠着状態にあった広域 FTA の交渉を

開始させようという狙いがあった。 

日中共同提案を受けて ASEAN も動いた。ASEAN は、「ASEAN の中心性」

（ASEAN centrality）を確保することによって、東アジア広域 FTA の中に

ASEAN が埋没しないようにしてきた。「ASEAN+1」FTA を周辺 6 カ国との間

で締結する一方、ASEAN 経済共同体（AEC）の実現を打ち出したのも、東ア

ジア広域 FTA の構築において ASEAN が「運転席に座る」ことを目指したため

であった。 
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日中韓 FTA の交渉開始の動きは、日中韓の結束につながり、ASEAN から主

導権を奪いかねないものと受け止められた。また、TPP 交渉によって、ASEAN

が TPP 参加組と非参加組に真二つに分断され、ASEAN に大きな亀裂を生むの

ではないかとの懸念を抱いた。そのため、ASEAN への求心力を保つため、

ASEAN 主導の広域 FTA 構想を具体化させる必要が生じたといえる。 

こうして ASEAN が 2011 年 11 月の ASEAN 首脳会議で打ち出したのが、

RCEP 構想である。それは、日中共同提案にもとづき ASEAN+3 と ASEAN+6 

の 2 構想を RCEP に収斂させ、ASEAN 主導で東アジア広域 FTA の交渉を進め

ていくことを表明するものであった。 

RCEP は、8 つの原則と 8 つの交渉分野から成る大枠を定めている（表 5 参

照）。RCEP は TPP と異なり、参加国の事情に配慮してある程度の例外を認め

るなど、自由化には柔軟に対応する方針が出されている。TPP よりもハードル

は低く、自由化のレベルは相当に低くなるだろう。 

 

表 5 RCEP の 8 原則と 8 交渉分野（RCEP 交渉の基本方針） 

■RCEP の 8 原則 

   ①WTO との整合性確保、②「ASEAN+1」FTA よりも大幅な改善、③貿易投資の円

滑化・透明性確保、④参加途上国への配慮、柔軟性、⑤既存の参加国間 FTA の存続、 

     ⑥新規参加条項の導入、⑦参加途上国への経済技術支援、⑧物品・サービス貿易、 

投資及び他の分野の並行実施 

 

■交渉分野（今後追加の可能性あり） 

     ①物品貿易、②サービス貿易、③投資、④経済技術協力、⑤知的財産権、⑥競争、 

⑦紛争処理、⑧その他 

（注）当初、政府調達、環境、労働などは一部参加国の反対で交渉分野に含まれず。 

（資料）経済産業省。 

 

RCEP 交渉に参加する 16 カ国（ASEAN+6）はまさに同床異夢である。参加

国の間の経済格差は大きく、RCEP がより高水準かつ包括的な協定を目指せば

目指すほど、交渉が難航する可能性は高くなる。RCEP の交渉が本格化すれば、

各国の本音が浮き彫りになる。ASEAN 加盟国間の温度差が表面化するのもこれ

からだ。 

RCEP は最終段階まで、国内で慎重論を抱えるインドが参加するかどうかが

焦点の一つだった。インド国内では RCEP に対して政界と産業界とで意見が分

かれ、まとまっていない。交渉開始後にインドが途中で脱落する可能性は否定

できない。 
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中国は、RCEP について表向きは ASEAN 中心性を尊重する姿勢を見せてい

る。しかし、本音は RCEP を米主導の TPP に対する対抗手段と位置付け、RCEP

で実質的な主導権を握り、経済的な影響力を増大させるのが狙いだ。ASEAN 各

国の対中依存度を高め、それをテコに、海洋覇権を握ろうとしている。このた

め、南シナ海の領有権を中国と争う ASEAN 加盟国の一部には、「中国の罠」に

陥るといった警戒心が強い。 

ASEAN の中で競争力のある域内先進国であるシンガポールやタイにとって

は、RCEP は東アジア市場のボーダーレス化を加速し、歓迎すべき動きである。

他方、競争力を持たない CLMV 諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベト

ナム）にとっては、RCEP は両刃の剣だ。RCEP の実現で外国からの工業製品

の輸入が急増し、自国の工業化の道が断たれかねないと慎重な意見がある一方、

グローバルなサプライチェーンに組み込まれことによって外資による輸出志向

工業化が進み、格差の是正につながると、RCEP を歓迎する意見もあり、期待

と不安が交錯している。 

RCEPの限界も指摘されている。RCEPがAECを超えることは可能だろうか。

言い換えれば、RCEP が AEC よりも深化した統合体になる可能性は小さいので

はないか(7)。 

RCEP を深化させるためには、同時にそれ以上に AEC を深化させる必要があ

る。場合によっては、RCEP が AEC を下から突き上げることになるかもしれな

い。そう考えると、高いレベルの RCEP を期待する豪州・NZ や日本にとって

は相当に骨の折れる交渉となりそうだ。 

AEC と RCEP への取り組みが首尾よく運べば、2015 年末を境に東アジアの

通商秩序が大きく変わることになる。だが、楽観的な見通しは禁物である。AEC

が 2015 年末に実現できず、目標が再度先送りされることになれば、RCEP 交渉

にも影響を及ぼしかねない。今後の AEC ブループリントなどの進捗状況次第だ

が、スコアカードによる ASEAN 全体の達成率も期待したほど伸びず、「AEC

実現を演出」できない事態も想定される。 

他方、RCEP交渉の推進力と期待されるのが TPP交渉だが、もたついている。

TPP 交渉と RCEP 交渉の参加国が重複するなかで、RCEP 交渉のテコとなるは

ずの TPP 交渉がもしも漂流することになれば、RCEP 交渉のスピードが大幅に

鈍ることは必至だ。 

実際にその兆候がもう出始めている。2014 年 8 月にミャンマーで開かれた

RCEP 交渉の 2 回目の閣僚会合は、自由化率の数値目標を設定できるかが焦点

だったが、各国の思惑が交錯し合意できなかった。今秋までに事務レベルで設

定、12 月に各国が関税撤廃の対象とする品目を提示し合うという日程も不安視

されている。 
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（4）FTAAP の行程表と中国の狙い 

2010 年の APEC 首脳会議では「横浜ビジョン」が採択され、FTAAP への道

筋として TPP、ASEAN+3、ASERAN+6 の 3 つを発展させることで合意した。

その後、2 つの ASEAN プラスは RCEP に収斂している。 

APEC は、将来的に FTAAP 構想の実現を目指すことで一致しているが、TPP

ルートかそれとも RCEP ルートか、さらに、両ルートが融合する可能性がある

のか否か、FTAAP への具体的な道筋についてはいまだ明らかでない。 

そうしたなか、2014 年 5 月に中国・青島で開かれた APEC 貿易相会合で、

FTAAP 実現に向けた行程表を年内に作成することを明記した閣僚声明が採択

された(8)。 

議長国の中国は、声明に FTAAP 実現の目標時期を 2025 年と明記し、具体化

に向けた作業グループの設置も盛り込むよう主張したが、FTAAP を TPP の延

長線と捉えている日米などが反対し、声明には盛り込まれなかった。 

FTAAP 行程表の策定の提案は、中国の焦りの裏返しと見ることもできる。中

国の狙いはどこにあるのか、次の 3 つが考えられる。①FTAAP 実現の主導権を

握る、②「TPP 以外の選択肢」を示し、TPP を牽制、③ASEAN の TPP 離れ誘

う。 

日米両国は TPP 交渉をまず先にまとめ、その枠組みに中国を含む APEC 加盟

国を参加させる形で FTAAP を実現したい考えだ。しかし、中国からみれば、そ

れではアジア太平洋の新通商秩序の主導権を米国に奪われ、孤立する恐れがあ

る。そこで、TPP 参加が難しい中国は、TPP 以外の選択肢もあることを示し、

TPP 離れを誘うなど、TPP を牽制しようとしている。  

FTAAP への具体的な道筋について、中国としては米国が参加していない

RCEP ルートを FTAAP のベースにしたいのが本音だ。だが、それでは端から

APEC 内の意見がまとまらないため、中国は TPP でも RCEP でもない「第 3

の道」として、APEC ルートを新たに提示し、APEC において FTAAP 実現の

主導権を握ろうとしていると見られる。  

いずれのルートかで FTAAP のあり方も変わってくる。中国が FTAAP を主導

するかぎり、国家資本主義と相容れない高いレベルの包括的な FTA も、21 世紀

型貿易ルールも望めそうもない。今後、中国の巻き返しも予想されるなか、

FTAAP 行程表をめぐる攻防が APEC 首脳会合（11 月、北京）の焦点となって

いる。 

 

4．日欧と米欧のメガ FTA：拡がる中国包囲網 
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（1）日 EU・FTA 交渉：気になる温度差 

日本と EU は、FTA 交渉のための大枠を定める準備作業（scoping exercise）

を終え、2013 年 4 月から日 EU・FTA 交渉を開始し、これまで 6 回の交渉会合

が開催されている。 

EU は、交渉開始から 1 年後に日本の市場開放に向けた姿勢が不十分と判断し

た場合、交渉を打ち切る方針を示していたが、2014 年 6 月、日本との FTA 交

渉の継続を決定した(9)。日本と EU は 2015 年中に交渉を妥結したいとしている

が、交渉は難航も予想される。 

日 EU・FTA 交渉の特徴は、関心事項の非対称性にある。FTA 締結で韓国に

先を越された日本は、工業製品に対する EU の高関税（自動車 10％、家電 14％

など）の撤廃を優先課題としている。 

一方、工業製品に対して日本の関税はほぼゼロであるため、EU の関心は、主

として自動車、化学品、電子製品、食品安全、加工食品、医療機器、医薬品な

どの分野における非関税障壁の撤廃と、政府調達（鉄道など）への参入拡大に

向けられている。 

   

表 6 日 EU・FTA 交渉の経緯 

2011 年 5 月 

 

 

2012 年 7 月 

 

11 月 

 

2013 年 3 月 

    4 月 

11 月 

 

2014 年 6 月 

・日 EU 首脳会議において、日 EU 交渉のための大枠を定める準備作 

業（スコーピング）の開始で合意、2012 年 5 月までスコーピング 

を実施 

・欧州委員会として理事会（EU 加盟国）に日本との FTA の交渉権限 

（マンデート）を求めることを決定 

・EU の外相会議（外務理事会）で、欧州委員会が日本との間で FTA 

について交渉を行う権限を採択 

・日 EU 首脳電話会談で、日 EU・FTA 交渉開始を決定 

・ブリュッセルで第１回交渉会合を開催 

・安倍首相とファロンパイ欧州理事会常任議長（EU 大統領）が会談、 

共同声明では、日本と EU の FTA 交渉の早期締結に合意 

・EU が日本との FTA 交渉継続を決定 

（資料）筆者作成。 

 

 中でも、鉄道が大きな焦点となっている。EU は、JR の 3 社（東海、東日本、

西日本）が資材調達の方式を見直し、仏アルストムや独シーメンスなど EU の

鉄道メーカーからの輸入を増やすよう求めている。これに対して、日本は JR 各

社を完全民営化しているので、政府調達のルールの対象外だと主張(10)、JR 各社

の対応に任せるというのが基本的な立場である。 
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自動車でも、軽自動車の優遇策是正、日本特有の技術基準や認証手続きの国

際基準への調和などが要求されている。最近の争点としては、「乗用車排ガス試

験法」が挙げられる。エコカー減税の適用資格を得るため、日本の走行モード

でのテストが必要であり、追加的な出費負担だと EU が批判している。 

このほか、食品の「地理的表示」（geographical indications：GI）をめぐっ

て対立している。GI 制度は、仏・シャンパーニュ地方の「シャンパン」など地

名に由来する名称を勝手に使用しないようにするものである。日本も EU の要

求に応じて、GI 制度の導入を決めた（2014 年 6 月、「農林水産物名称保護法」

が成立）。しかし、EU はもっと厳格な制度にすべきだとしており、決着に至っ

ていない。 

もちろん、EU も農産物や加工食品などの関税撤廃を要求しているが、チーズ

やバターといった乳製品は、日本が TPP 交渉でも農産物重要 5 項目として関税

を守る方針で、簡単には譲れない。ワインの関税については、日本は 7 年かけ

て撤廃する考えだが、EU は即時撤廃を主張している。 

なお、日本では TPP に関心が集中し、日 EU・FTA の重要性は過小評価され

がちだ。同様に、TPP に対抗して米国との間で TTIP 交渉を開始した EU も、

対米交渉を優先、対日交渉への盛り上がりはいま一つである。 

EU は、TPP 交渉で日本がどこまで譲歩するかを見極めながら交渉を進める

考えであり、TPP 交渉の行方が日 EU・FTA にも影響を与える。EU を前向き

にさせるには、TPP の日米協議を進展させ、EU を焦らせるしかない。EU は日

本市場で、自動車や乳製品に関して米国と競合しているからだ。 

 

（２）TTIP 交渉：ゲームチェンジャーとなるか 

米国と EU はメガ FTA の実現を目指して、TTIP 交渉を開始した。オバマ大

統領は 2013 年 2 月の一般教書演説で、EU との FTA 交渉に取り組むことを表

明。USTR が 3 月、交渉開始を議会に通知、EU も 6 月の閣僚理事会で欧州委

員会に交渉権限を付与する決定を採択した。 

 これを受けて、オバマ米大統領とファンロンパイ EU 大統領（欧州理事会常

任議長）は、6 月の G8 サミットで交渉開始を宣言、7 月に第 1 回交渉を行った。

当初、妥結まで 2 年としていたが、米国の国家安全保障局（NSA）による電話

盗聴問題などの影響もあって、交渉は予定より遅れそうだ。 

 ところで、なぜ米国や日本との FTA 交渉に後ろ向きだった EU が方針転換し

たのか。米国がアジア重視に舵を切り、日本も交渉参加を表明するなど TPP 交

渉の予想以上の進展で、EU がメガ FTA の潮流から取り残されることへの危機

感と焦りがあったためだ。 

TTIP 交渉を提案したのは EU だが、それは米国にとっても渡りに船だった。
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第 1 に、WTO ドーハ・ラウンドが失速状態に陥ったなか、米国もメガ FTA 締

結競争の流れに敏感に反応した。TPP 交渉を主導する米国には、TTIP 交渉をま

とめることで、環太平洋だけでなく環大西洋までをカバーする新たな通商秩序

の枠組みを構築する狙いがあると見られる。 

第 2 に、米国も EU 同様、経済成長の活路を輸出拡大に見出そうとした。TTIP

が「ゲームチェンジャー」（流れを変える）と呼ばれるように、成長戦略として

のメガ FTA に期待が高まっている(11)。 

欧州債務危機後の緊縮財政で、EU は思い切った内需拡大策がとれない。TTIP

をテコに欧州経済の再生を図ろうとしている。一方、オバマ政権もリーマン・

ショックの後遺症から立ち直るため、輸出倍増を打ち出した。TTIP は TPP と

並ぶ米国の通商政策の 2 本柱に位置づけられる。 

しかし、TTIP 交渉については楽観できない。米欧間の関税率は平均で 4％程

度とすでにかなり低い。このため、交渉の焦点は、関税撤廃よりも非関税障壁

の撤廃に当てられていることから(12)、食の安全や自国文化の保護などをめぐる

米欧の対立によって、交渉は紆余曲折が予想される。 

 

表 7 TTIP の交渉分野 

1．市場アクセス 

①物品貿易、②関税率、③サービス、④サービスと投資、⑤投資保護、⑥公共調達、 

 

2．規制項目・分野 

 ①規制調和、②貿易の技術的障害(TBT)、③衛生植物検疫措置(SPS)、 

④分野別協議（繊維、化学、医薬品、化粧品、医療機器、自動車、情報通信技術、 

 エンジニアリング、農薬の 9 分野） 

 

3．協力のルール・原則・方法 

 ①エネルギー／原材料、②貿易と持続可能な開発／労働と環境、③原産地規則、 

 ④競争法、⑤知的財産権／地理的表示(GI)、⑥紛争解決、⑦中小企業、⑧貿易救済措置、 

 ⑨税関と貿易円滑化 

（資料）ジェトロ「通商弘商」（2014 年 7 月 16 日）。 

 

2013 年 6 月の EU 貿易相会合では、ハリウッド映画などの流入を警戒するフ

ランスが、文化保護の観点から映像や音楽分野を交渉対象から外すよう強く要

求した。交渉開始には EU 加盟国の全会一致が条件のため、とりあえずは同分

野を交渉対象とせず、棚上げとした。米国はこれに強く反発している。EU の中

には英国のように、交渉範囲を限定すべきでないとの意見を持つ加盟国もあり、
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今後の TTIP 交渉次第では、欧州委員会が交渉範囲の見直しを加盟国に提示する

可能性も十分にある。 

TTIP 交渉の最大の争点は食の安全だろう。EU は、遺伝子組み換え作物の安

全性が保証されていないとして、SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用）第 5 条

で定められている予防原則（precautionary principle）に基づき、米国からの新

規の遺伝子組み換え作物について輸入規制をしている。米国はこの EU の措置

を「偽装された保護主義」であり、WTO 協定に違反するとして反発している。

米国は EU に遺伝子組み換え作物の規制緩和を求めているが、EU は TTIP によ

って規制を緩めるつもりはない。食の安全について米欧間でどう調整するか、

TTIP 交渉は、WTO に先行して判断しなければならない難しい課題を突き付け

られている 。 

 

（3）日米欧主導のルールづくり：中国に圧力 

TTIP 交渉が開始されたことの影響は極めて大きい。米国と EU の狙いは、

TTIP によって環大西洋の貿易や投資を拡大させることだけではない。TTIP は、

台頭する中国を意識した米欧のメガ FTA 戦略といってよい。TTIP 交渉で 21 世

紀型の貿易ルールについて米欧が合意すれば、中国の国家資本主義にも影響が

及ぶのは必至である。TTIP は、TPP とともに中国に対する大きな圧力となろう。 

一方、日本にとっても TTIP の影響は小さくはない。TTIP が 21 世紀型の貿

易ルールをカバーし、事実上のグローバル・スタンダード（国際標準）となる

公算が大きいからだ。日本が蚊帳の外に置かれた形で、米欧主導で貿易ルール

ができることは極力避けなければならない。日本が米欧の動きを牽制できるか

どうか、そのカギを握るのが TPP と日 EU・FTA だ。TPP と日 EU・FTA を通

じて米欧との 2 つの足場を固め、21 世紀型貿易づくりに日本も積極的に参画し

なければならない。 

TPP だけでなく TTIP や日 EU・FTA にも、中国包囲網が拡がろうとしてい

る。中国の国家資本主義とは相容れない 21 世紀型貿易のルールづくりを目指す

TPP、TTIP、日 EU・FTA の 3 つのメガ FTA 交渉の動きに、中国は警戒を強

めている。メガ FTA の潮流が加速するなか、中国をいかにして 21 世紀型貿易

のルールに組み込むかが、今や日米欧の共通課題といえる。 

 

5．メガ FTA 時代の WTO：新たな機能 

 

21世紀型の貿易ルールづくりを目指すWTOのドーハ・ラウンドは、膠着状態

に陥り抜け出せない。このため、投資、サービス、知的財産権、競争政策、政

府調達、環境、労働などの分野をカバーする新しいルールは、TPP、TTIPなど
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メガFTAを中心にWTOの外で作られようとしている。こうしたメガFTAの動き

が、WTOの求心力低下に拍車をかけている。 

だが、WTO 交渉が難航していても、3 つの機能のうち、WTO の監視や紛争

処理といった機能まで損なわれるようなことがあってはならない。WTO のすべ

ての加盟国が、WTO にとって代わるだけの機能をもった FTA を締結すること

ができない以上、WTO の役割は終わらない。 

例えば、FTAを締結していない国との紛争処理は、WTOを活用するしかなく、

FTAだけでは不十分である。米国、EU、中国の3大市場を包含するメガFTAが

近い将来締結される見込みはない。欧米にとって頻発する中国との貿易紛争の

解決はWTO提訴に頼るしかない。 

また、メガ FTA の潮流から取り残される途上国にとって、WTO は必要な枠

組みであるが、WTO の失速が不安と焦りを生んでいる。メガ FTA 間の隙間に

埋もれてしまう途上国への対応を忘れてはならない。 

他方、一連のメガ FTA 交渉が進んでも、地域主義の性格上、参加国と非参加

国との間に「域外差別」の問題が生じる。メガ FTA は、グローバルな貿易シス

テムを自動的に保証するわけではなく、さまざまな弊害を生む危険があること

に注意しなければならない。 

サプライチェーンの効率化を進める企業にとって、メガ FTA ごとにルールが

バラバラでは困る。貿易システムの分極化は避けねばならない。メガ FTA の間

でルールの調和が必要だ。その調整の場は WTO しかないであろう。 

メガ FTA がいくつも躍り出たことで、逆に、再びグローバルなルールとそれ

を支える多国間の枠組みとしての WTO の存在意義が再認識されるとすれば、

WTO にとってはチャンスである。WTO 復活のカギは、メガ FTA 間の調整とい

う WTO の「第 4 の機能」にかかっている(13)。 

WTOの将来像についてどのようなシナリオが描けるのか。21世紀型貿易にお

けるWTOの将来は、悲観と楽観の2通りが考えられる。 

第1のシナリオは、21世紀型貿易においてWTOが脇役に甘んじるという悲観

的なケースだ。WTOは、監視と紛争解決の機能に特化、21世紀型貿易のルール

づくりはすべてメガFTA任せとなる。最悪のシナリオは、WTO交渉の失敗によ

って支持を失い、WTOのルールが軽視されて保護主義も蔓延し、WTOの形骸化

が進むことだ。 

これに対して、第2のシナリオは、WTOの求心力を回復させ、主役に復帰す

るという楽観的なケースだ。WTOは、情報技術、政府調達、サービス、投資、

知的財産権、競争政策、環境などの問題について、新たな多国間のルールを提

案するか、メガFTAの新しいルールの一部を多国間に適用するようにするなど、

21世紀型貿易のルールづくりに積極的に関与していく。メガFTA間の調整役、
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コーディネーターとしての重要な役割をWTOは担うべきだ。 

なお、関与の形態としては、複数のバリエーションがある。ITA（情報技術協

定）、TISA（新サービス貿易協定）など、WTO加盟国の一部が参加する「プル

リ協定」（pluri-lateral agreement）のような形をとる可能性がある。また、バ

リ・パッケージの合意のように、ドーハ・ラウンドの交渉分野の一部について

部分合意し、特定分野に関する多国間協定としてまとめることも考えられる。 

WTOの将来は、21世紀型貿易に十分対応できずこのまま脇役に退くのか、そ

れとも、主役として21世紀型貿易の新たなルールづくりに創造的に関わってい

くことができるのか、WTOは今まさに剣ヶ峰に立っていると言えよう。 

 

6．21 世紀型の通商戦略：日本の課題 

 

いまや企業による国際生産ネットワークの構築、それによるサプライチェー

ンのグローバル化が加速している。日本は、そうした動きを踏まえつつ、21 世

紀型の貿易ルールの確立に向けた取り組みが求められている。最後にまとめと

して、21 世紀型貿易のルール・メーカーを目指す日本の新たな通商戦略につい

て、その具体的な課題を列挙しておこう。 

第 1 に、メガ FTA 時代における WTO の新たな役割を見据えて、メガ FTA

だけではなく WTO の復活をも主導することが、日本が目指すべき 21 世紀型の

通商戦略である。日本は「21 世紀型の重層的通商政策」に積極的に取り組み、

メガ FTA と WTO を通じた 21 世紀型貿易のルールづくりで、日本のイニシア

ティブを発揮すべきである。 

第 2 に、現在交渉が行われている TPP、RCEP、日 EU・EPA、TTIP の 4 つ

のメガ FTA のうち、日本は 3 つのメガ FTA に関与している。21 世紀型貿易の

ルールづくりで、地政学的に主導性を発揮しやすい立場にある。日本企業の強

みを活かせるよう、日本は主体的にルールづくりに取り組むべきである。 

21 世紀型の貿易ルールづくりで影響力が最も大きいとされているのが、米欧

間の TTIP だ。この TTIP に対しても、TPP と日 EU・FTA を通じて、日本は

牽制できる立場にある。言い換えれば、TTIP を見据えながら、TPP と日 EU・

FTA 交渉を進めていく姿勢が肝心である。 

第 3 に、日本が参加している 3 つのメガ FTA はワンセットで捉えなければな

らない。そもそも日本の TPP 交渉参加が、中国や EU を刺激して RCEP や日

EU・FTA の交渉開始につながった。TPP 交渉の動きは、日本の他のメガ FTA

交渉にも影響する。TPP 交渉が停滞すれば、他の交渉が足踏みする恐れがある。

TPPをテコに日本がメガFTAの交渉で主導性を発揮するというシナリオも崩れ

かねない。TPP 交渉を漂流させてはならない。 
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第 4 に、TPP だけでなく TTIP や日 EU・FTA の交渉にも中国は警戒を強め

ている。それらが、中国の国家資本主義とは相容れない 21 世紀型貿易のルール

づくりを目指しているからだ。中国をいかにして 21 世紀型貿易のルールに組み

込むかが、日米欧の共通課題である。 

第 5 に、アジア太平洋地域は今やメガ FTA の主戦場となっている。FTAAP

の実現を視野に入れながら、当面は TPP と RCEP の 2 つのメガ FTA がしのぎ

を削る形となろう。米中の角逐も懸念されるなか、日本は地政学的な利点を生

かして、TPP と RCEP が融合して FTAAP につながるよう、「アジア太平洋の

懸け橋」としての役割を目指すべきである。インキュベーター（孵卵器）とし

て APEC を活用するのも一案である。 

第 6 に、複数のメガ FTA の同時進行によって、異なる貿易ルールが混在する

状況が懸念される。その弊害に対応すべく、メガ FTA 間の調整が必要である。

メガ FTA 間の調整役を WTO が果たせるよう、日本は WTO を積極的に支える

べきだ。具体的には、グローバルなルールづくりに向けて、ITA や TISA など、

WTO における有志国による分野別のプルリ協定への取り組みも積極的に進め

るべきである。 

 

注 

（1） 日本経済新聞（夕刊）2014 年 8 月 1 日付。 

（2） Baldwin(2011)。 

（3） 馬田（2014b） 

（4） 江原（2014）。 

（5） 共産党・政府の体制派は TPP 参加に慎重であるが、中国国内の構造改革を訴える反

体制派は、TPP を外圧として利用すべきだと主張し、TPP 参加に前向きである。馬田

（2012b）。 

（6） ASEAN 諸国に将来的な TPP 参加を促すため、オバマ政権は 2012 年 11 月の米

ASEAN 首脳会議で、「米国・ASEAN 拡大経済対話イニシアティブ」（別名、E3 イニ

シアティブ）の開始を表明した。馬田（2013a）。 

（7） 助川（2013）。 

（8） FTAAP 実現に向けた取り組みとして、具体的に ①透明性向上、②能力構築、③分

析作業、④ロードマップの策定の 4 つが閣僚声明に盛り込まれた。 「2014 年 APEC

貿易大臣会合青島声明（骨子）」（経済産業省）。 

（9） EU は、貿易政策委員会で日本との FTA 交渉の継続を正式に了承。とくに、日本の

軽自動車の優遇税制が一部見直されたことを高く評価した。日本経済新聞 2014 年 6 月

26 日付。 

(10)  JR を政府調達の対象リストから除くためには、EU の承認が必要となる。WTO の政
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府調達協定では、EU などの拒否権を認める条項が盛り込まれている。 

(11)  バローゾ欧州委員会委員長が、TTIP を「ゲームチェンジャー」と呼んだ。 

(12) 「雇用と成長に関する高級作業部会」（HLWG）の最終報告書（2013 年 2 月）が、TTIP

交渉の争点を説明している。 

(13)  馬田（2014a）。 
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