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はじめに

２００１年９月１１日の米国同時多発テロ事件（以下９．１１テロ事件という）以降、国際テロ

組織は国際社会の大きな脅威となってきた。東南アジアには、多数のイスラム教徒が存在

し、アル・カイーダと連携するとみられるジェマ・イスラミア（JI : Jemaah Islamiyah）と

いう地域のテロ・ネットワークの存在も明らかになってきた。２００２年９月のインドネシア

・バリ島での大規模爆破テロ事件等、JIは東南アジアで過激なテロ事件を引き起こしてき

た。東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国はこれまで順調な経済発展を遂げてきたが、こ

れはASEANの政治情勢が比較的安定していたことが大きな要因となっている。１９９７年の

通貨危機による経済危機を克服したASEANは、今後さらなる発展を企図するためには、国

内あるいは地域の不安定要因を克服する必要がある。

そのため東南アジアでは、テロ防止の観点から域内協力が進展する一方、持続的な成長

を遂げるために、域内統合による市場規模の拡大が叫ばれるようになった。これに伴って、

２００３年のASEANサミットでは、ASEAN経済共同体、政治・安全保障共同体さらには社会

・文化共同体の形成が合意され、地域主義に向けての取り組みが本格化する兆しが見え始

めた。３つの共同体構想で、最も現実的であるのはASEAN自由貿易地域（AFTA : ASEAN

Free Trade Area）を柱とする共同市場の形成である。AFTAの形成に呼応するように、東

南アジアの域外大国である米国、中国、インド、日本などは、それぞれの政治的意図から

ASEANと２国間あるいは多国間の自由貿易協定（FTA : Free Trade Agreement）締結に向

けて、ASEANに接近し、ASEANとの協力関係を強化し、ASEANへの影響力の拡大を図ろ

うとしている。また、東アジアではFTAを介して、東アジア共同体を形成しようという動

きが生まれている。アジア太平洋としてみると、ASEANを中核（ハブ）として、自由貿

易協定というスポークがインドを含むアジア域内で張りめぐらされつつある。さらにオセ

アニアにも拡張する傾向にあり、FTAがFTAを呼ぶ連鎖が始まっている。

日本にとって東南アジアは政治経済的に重要な地域であるが、最近のASEANにおける

地域主義や東アジア共同体の形成の動きに関しては、中国のプレゼンスが目立ち、日本の
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対応の遅れが懸念されている。また、米国およびインドなどもASEANへの影響力拡大を

図ろうとアプローチしている。そこで、本研究では、最近におけるFTAを中心としたASEAN

の地域主義の動きに注目し、FTAの効果やASEANに接近する域外国の政治的・経済的背

景を分析し、日本の対応策を検討する。

１ ASEANにおける地域主義の現状とその誘因

（１）域内協力の進展と背景

１９６７年８月８日バンコクにおいて、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポ

ール、タイの５カ国によって設立されたASEANは、域内における経済協力、社会・文化

的発展の促進、地域における政治・経済的安定の確保、域内諸問題の平和的解決を目的と

して設立された機構である。５カ国でスタートしたASEANも、１９８４年にブルネイが加盟

し、さらに１９９５年にベトナム、１９９７年にラオスおよびミャンマー、１９９９年にカンボジアが

加盟した。これによってASEANは１０カ国となり、ASEAN設立からほぼ３０年を経て、東南

アジア全域をカバーするまでに拡大した。ASEANはその設立から、ASEANの最高意思決

定機関であるASEAN首脳会議（１）において数々の宣言等を採択し、地域協力を推進しよう

としてきた。１９７６年に第１回公式首脳会議（バリ島）を開催し、東南アジア友好協力条約

（TAC : Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia）（２）を採択するとともに、

ASEAN協和宣言（Declaration of ASEAN Concord）を採択し、政治、安全保障、経済およ

び機能別分野における域内協力促進のための原則を作り上げた。ASEANが域内協力機構

として実質的な第一歩を踏み出す出発点となったのである。

しかし、ASEAN設立以降、１９８０年代半ばまで、政治分野は当然のことながら、経済の

分野においても実質的な協力関係や市場統合への動きが見られなかったのが実態であっ

た。１９７０年代において、ASEAN工業化プロジェクト（３）（１９７６年採択）を推進しようとす

る動きがあった。規模のメリットによって、競争力を強化し、ASEAN特恵関税協定（１９７７

年採択）により、域内関税率の低減を通じて域内市場を拡大することが目的であった。し

かし、各国の利害対立から実現には至らなかった。

（１）１９７６年に第１回公式首脳会議を開催し、１９９２年の第４回公式首脳会議で、公式首脳会議を３年毎、
また公式首脳会議がない年は非公式首脳会議を開催することが決定された。しかし、２０００年の第４
回非公式首脳会議を最後に、公式・非公式の区別がなくなり、２００１年の第７回首脳会議から首脳会
議主催国の持ち回りが国名アルファベット順となった。

（２） TACとは、１９７６年の第１回ASEAN首脳会議で調印された条約であり、域内の紛争の平和的解決
を約し、東南アジアを不戦共同体化することを目標としたもの。山影進『ASEANパワー――アジ
ア太平洋の中核へ』東京大学出版会、１９９７年、１５９ページ。

（３） ASEANにおける化学肥料や自動車等工業製品の分業体制を構築しようとするもの。
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ASEANの転機となったのは１９８０年代半ばの不況であった。ASEAN各国は先進国市場の

不振によって、大幅な輸出の減退、対外債務の増大に直面し、各国は世銀等からの構造調

整融資を受けるにいたった。この不況は、ASEAN各国に貿易・投資の自由化を促進させ

る契機ともなった。そして各国とも関税率の引き下げや外国投資誘致のための投資インセ

ンティブの拡充・強化を図るようになった。これを契機にASEANの工業化政策は、それ

までの輸入代替工業化から輸出指向型工業化へと転換するのである。一方、ベトナムや中

国の台頭もASEAN（当時）への圧力として作用し、いっそうの自由化をASEANに迫った。

外国投資の誘致による輸出指向型産業の育成には、さらなる自由化を通じてASEANを外

国資本にとって、より魅力ある市場に統合していく必要があるという認識がASEAN各国

政府によって共有されるようになった。

１９９０年代に入ると、ASEANにおける地域経済統合の動きが進展し始めた。１９９０年末に

マレーシアのマハティール首相（当時）が提唱した東アジア経済グループ（EAEG : East

Asia Economic Group）はEUの統合の動きやNAFTAの形成に対抗したものであったが、東

アジア諸国のみを対象にしていたため、米国や豪州から激しい批判を受け、結果として東

アジア経済協議体（EAEC : East Asia Economic Caucus）に衣替えした。当時日本では、

EAEG構想に対する賛否が二分されていたが、GATTによるグローバルな自由化を原則と

していたことから、日本はEAEGにはくみしなかった。EAEGは実現しなかったが、ASEAN

では既に１９８０年代末からASEAN域内での経済統合の動きが始まっており、事実、同一ブ

ランドの製品の域内からの部品の調達を、関税の低減によって促進しようとするBBCスキ

ーム（Brand to Brand Complementation Scheme : ASEAN部品相互補完協定）が立ち上が

っていた。これを拡大した形で、１９９２年にはAFTAの創設が合意された（４）。この計画は、

１５年以内にASEANの農業加工品を含む製品の域内関税を段階的に引き下げ、２００８年には

５％以下にすることを目標としていた（５）。実際、ASEANはこの目標を２００３年に予定より

５年早く実現した。先発加盟国（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シ

ンガポール、タイ）の域内関税率は現在既に５％以下となっている。後発加盟国（ベトナ

ム、カンボジア、ラオス、ミャンマー）は２００７年までに域内関税率を５％以下に引き下げ

ることになっている。１９９７年の第２回非公式首脳会議では、２１世紀を目前にして、２０２０年

までの２０余年間における地域の発展および域内協力を通じた豊かな生活の達成についての

展望を示した未来志向の中期計画である「ASEANビジョン２０２０」を採択した。そしてこ

（４）１９９２年の第４回公式首脳会議で、ASEAN内の共通有効特恵関税（CEPT : Common Effective Pref-
erential Tariffs）スキームを通じるAFTAの創設などに関する合意を内容とするシンガポール宣言。
その他、関税率の一括引き下げ、共通関税率の適用、原産地比率の引き下げ等も合意されている。

（５）１９９５年の第５回ASEANサミット（バンコク）において合意された。
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れを受けて、１９９８年の第６回首脳会議では、「ASEANビジョン２０２０」実現のための最初の

行動計画を「ハノイ行動計画（HPA : Hanoi Plan of Action）（１９９９年～２００４年）」として採

択、具現化に向けて動き出した。このハノイ行動計画の柱は、１９９７年の金融危機を受けて

のマクロ経済と金融に関する協力の強化、経済統合の強化、地域の平和と安全保障の強化、

アジア太平洋および国際社会におけるASEANの役割強化などであった。

２０００年に入って、さらなる地域統合に向けての取り組みが始まり、２０００年１１月の第４回

非公式首脳会議では、ASEAN域内の経済格差を縮小し、地域としてのASEANの競争力を

強化することを目的とするASEAN統合イニシアティブ（IAI : Initiative for ASEAN Integra-

tion）開始について合意するとともに、ASEANの政治的結束の重要性についても再確認さ

れたことは注目に値する。

また、２００１年１１月の第７回首脳会議においては、米国で発生した９．１１テロ事件を受け、

「テロリズムに対抗するための共同行動に関する２００１ASEAN宣言」を採択し、経済協力を

深化させる一方、安全保障面においてもASEAN域内の協力を促進することとなった。そ

して、２００３年１０月の第９回首脳会議では、ASEAN安全保障共同体（ASC : ASEAN Security

Community）、ASEAN経済共同体（AEC : ASEAN Economic Community）およびASEAN社

会・文化共同体（ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community）の３本柱から構成される

ASEAN共同体を設立することに合意した（いわゆる第２ASEAN協和宣言（６））。２００４年の

第１０回首脳会議では、第１次中期計画であるハノイ行動計画を引き継ぐものとして第２次

中期行動計画である「ビエンチャン行動プログラム（VAP : Vientiane Action Program，２００４

～２０１０）」を採択し、「統合され平和で思いやりのあるASEAN共同体における繁栄と運命

の共有に向けて」をテーマに、ASEAN共同体の実現に向けた目標および戦略を打ち出し

た。それらは次のような５項目からなる（７）。

①ASC

ａ 目的

包括的な政治・安全保障協力を通じた地域の平和、安定、民主主義および繁栄の強化

ｂ 戦略

（ａ）人権の促進、法の支配・司法制度・法制度・良い統治などの相互支援などの政治的

協力の促進

（ｂ）ASEAN憲章制定の準備、非ASEAN諸国の友好協力条約（TAC : Treaty of Amity and

（６） バリ・コンコードⅡとも呼ばれる。
（７） 概要は、外務省「ASEAN共同体実現に向けた協力――ビエンチャン行動プログラム（VAP）」<http :

//www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/vap_k.html>参照。原文全文は、ASEAN事務局の “Vientiane Action
Programme” <http : //www.aseansec.org/VAP-10th%20 ASEAN %20 Summit.pdf>参照。
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Cooperation）加入奨励、南シナ海の当事者の行為に関する宣言の完全実施など規範

の形成と共有

（ｃ）ASEAN地域フォーラム（ARF）の強化、国境を越える問題への対処などの紛争予防

（ｄ）平和維持センターの活用などの紛争解決

（ｅ）人道支援、人材育成プログラム実施などの紛争後の平和構築

②AEC

ａ 目的

より緊密な経済統合を通じ経済成長および開発のための競争力の強化

ｂ 戦略

（ａ）単一市場・生産拠点に向けた統合プロセスの加速化

（ｂ）１１の重点セクター（８）で２０１０年までに統合

（ｃ）投資の自由化・円滑化・促進などのASEAN投資地域の推進

（ｄ）先発加盟国は２０１０年まで、後発加盟国は２０１５年までに域内関税撤廃などの貿易自由

化

（ｅ）サービス貿易、金融協力、交通、通信・IT、科学技術、エネルギー、食料・農業・

森林、制度強化の発展

（ｆ）FTA、CEPを通じた対話国との経済関係の強化

③ASCC

ａ 目的

調和のある人間中心のASEANにおける持続可能な開発のための人、文化の育成、自然

資源の保全

ｂ 戦略

（ａ）貧困削減、教育アクセス促進、HIV/AIDS等感染症対策、薬物対策などによる思いや

りのある社会の構築

（ｂ）人材育成などによる経済統合の社会的影響の管理

（ｃ）環境、天然資源および生活の質を確保するため持続可能な開発のメカニズムの確立

（ｄ）芸術、観光、スポーツ、ASEAN言語などを通じたASEANアイデンティティ確立の促

進

④開発格差の是正のための目標および戦略

ａ 目的

（８）１１の重点セクターとは、農業産品、自動車、エレクトロニクス、漁業、ゴム製品、繊維・アパレ
ル、木材産品、航空旅行業、e-ASEAN、保健医療、観光。

東南アジアにおける地域主義と域外国の対応
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開発協力の促進

ｂ 目標・戦略

ASEAN諸国間および対話国との協力強化を通じ、先発加盟国とCLMV（９）との開発格差

の是正

⑤実施メカニズム

VAPの実施を円滑化するために、加盟国の拠出からなる「ASEAN開発基金」の設立

（２）ASEANの戦略

ASEANは、域内統合に向けて着々と動き出している。１９９０年代以降の中国の目覚まし

い経済発展に触発され、経済的な統合を推し進めASEANとしての競争力を高める必要に

迫られた。そして何よりもASEANが求める経済統合の利益は、貿易の拡大よりも外国直

接投資の増大である。貿易については、ASEAN加盟国相互の経済構造に類似性があるこ

とから、域内で急激に拡大するとは想定しにくいためである。発展のエンジンとなる外国

投資の誘致促進、域内の安定と安全が不可欠であり、安全保障のための域内協力を強化す

るためにも政治的統合の必要性が高まった。

ASEANは、今後全域での関税撤廃、投資の自由化、サービス貿易や労働力（熟練工）の

移動をも自由化する計画である（１０）。これらが実現すれば、ASEAN経済共同体の形成が現

実味を帯びてくる。これまで自由貿易圏の形成の面で世界から遅れをとっていると言われ

る東アジアにおいて、ASEANで既に統合の動きが存在していたのである。

また、ASEANの地域統合戦略として注目すべき点は、ASEANはFTAの交渉・締結と安

全保障を連携させた戦略をとっていることであろう。ASEANは、中国およびインドと自

由貿易圏創設を柱とした経済協力協定を締結したが、これと並行して、両国の東南アジア

友好協力条約（TAC）への加盟（１１）を促し、これを実現している。TACは、東南アジアの紛

争の平和的処理を約したものであり、ASEANに結集する国々の協力を目指す基本理念を

うたったものである（１２）。中国は２００３年１０月のASEAN首脳会議において、ASEAN・中国の

「平和と繁栄のための戦略パートナーシップ共同宣言」を採択し、自由貿易圏の創設に加

え、安全保障面での協力を強化する方針を打ち出すとともに、TACに加盟した。インドも

同首脳会議において、ASEANと自由貿易圏形成を含む「包括的経済協力に関する枠組み

（９） カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム４カ国の頭文字をとってCLMVと呼ぶ。
（１０） 谷口誠『東アジア共同体――経済統合の行方と日本』岩波新書、２００４年、１７ページ。
（１１） 締結国は元来、東南アジア諸国に限定されていたが、１９８７年以降、域外国の加盟も認められるよ

うになり、１９８９年にはパプア・ニューギニアが加盟している。
（１２） 山影『ASEANパワー』９ページ。

防衛研究所紀要第８巻第２号（２００６年２月）

6



協定」に調印すると同時にTACに加盟した。ASEANはまた、日本にもTAC加盟を要請し

たが、日本は慎重な態度をとり加盟を保留した。しかし、２００３年１２月の日本・ASEAN特

別首脳会議で、日本はTAC加盟の意思があることを表明し、２００４年の首脳会議において、

公式にTACに加盟した。ASEANは、経済・政治協力を目的にASEANに接近してくる域外

国をTACに加盟させることによって、域内における紛争処理のための武力行使を禁止し、

安定化を図る戦略を採用しているといえよう。

（３）域外諸国との協力の強化

ASEANは、域内の協力強化による統合を促進する一方、域外との関係強化も重視する

姿勢を保持している。これは、ASEANが経済的に域外への依存度が高いこと、域内にお

ける特定の域外勢力の影響力を無力化し、中立性を維持するために多くの域外国との良好

な関係を築き上げておく必要があるためである。また、ASEANの安定は域外大国の関与

によって左右されてきた歴史的背景から、安全保障上の問題はASEAN域内だけにはとど

まらないという認識のもと、多様な域外国および機関との定期的な対話・調整の場を拡大

発展させてきている。域外大国との対話の場として最も早く開催されたのは、１９７８年６月

の日・ASEAN外相会議であり、これが逐次発展し、現在はASEAN拡大外相会議（PMC :

Post-Ministerial Conferences）として域外１０カ国・機関（１３）との会合が毎年行われている。

ここでは、域外諸国との間で経済協力や安全保障分野を含めた広範囲な分野にわたる意見

交換、相互の友好関係の強化と地域の平和と安定の環境作りのための対話が行われている。

１９９４年には、アジア太平洋地域における政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じ

て、地域の安全保障環境を向上させることを目的としてASEAN地域フォーラム（ARF :

ASEAN Regional Forum）（１４）が発足した。ARFは、信頼醸成、予防外交、紛争処理という

３つのプロセスからなる。しかし、現時点では未だ信頼醸成の段階から進展していない。

そのため、単なるTalk Shopに過ぎないという批判も多い。内政不干渉や全会一致原則と

いうASEAN Wayが障害になり、具体的な制度作り等に成果が出せなかったためである。し

かし、９．１１テロ事件以降のテロとの戦いの中で、ASEANにおけるテロ防止協力を推進し、

また、域外国とのテロ防止協力や海賊、麻薬密売等の非伝統的脅威の防止協力にも道を開

いてきた。さらには、中国の提唱によってARF安全保障政策会議（ASPC : ARF Security Pol-

icy Conference）も開催されるなど（１５）、ARFの活性化の兆しが見え始めている。

（１３）１９７８年から日本、１９７９年から米・豪・NZ・EU、１９８０年からカナダ、１９９１年から韓国、１９９６年か
らインド・中国・ロシアが参加。

（１４） ARFには、現在２３の国とEUが参加している。
（１５）２００４年１１月４～６日に北京において第１回会議が開催され、国際的、地域的安全保障情勢、テロ
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１９９６年からはEUとのアジア欧州首脳会議が隔年で開催されるようになった。ASEANに

北東アジアの日・中・韓が加わり、東アジアで具体的な分野において協力関係を強化しよ

うとしているのが、ASEAN＋３首脳会議である。１９９７年にASEAN創設３０周年を記念し、

ASEAN非公式首脳会議に日本・韓国・中国が招かれて開催されたのが始まりで、１９９９年

以降定例化された。この首脳会議の場では、ASEANと日本・韓国・中国の首脳が東アジ

アにおける広範囲な分野にわたる意見交換を実施し、相互の友好協力関係の強化、地域の

平和と安定の環境作りを推進することを目的に、会合を重ねている。２００５年末には東アジ

ア・サミットがマレーシアのクアラルンプールで開催される予定になっている。ASEAN

＋３は、前述のEAECの構成国と同様であり、東アジアの統合の観点から重要な会議であ

る。ASEAN＋３は、経済分野だけでなく、政治・安全保障分野における東アジアの域内

協力を議論する場になっている。その他、ASEANは対話の場として、アジア協力対話（ACD :

Asia Cooperation Dialogue）（１６）や国連開発計画（UNDP : United Nation Development Pro-

gramme）などとの定期的な会合を設けている。

こうした、ASEANによる対外関係の強化は、ASEANの国際的な立場を高め、東アジア

の自由貿易圏、ひいては東アジア共同体を形成する求心的な地域となってきた。これまで

東アジアにおいて、地域統合のイニシアティブをとってきたのは、日本でもなく、中国で

もなく、ASEANであったといえる（１７）。

（４）欧米への不信感と域内協力

しかし、ASEANが実質的に東アジアの域外大国との関係の強化および域内における自

立的な発展メカニズムの創設を熱望し始めたのは、１９９７年のアジア通貨危機以降のことで

ある。アジア通貨危機はそれまでの「アジアの成長の奇跡」（１８）を神話化させ、失業者、貧

困層を拡大し、ASEANの政治体制の正当性をも崩壊させた。インドネシアでは３２年間続

いたスハルト政権が崩壊するとともに、分離独立運動や民族・宗教対立が頻発し、政治・

社会混乱から脱しきれていない。ASEAN各国とも政府が国内の経済・社会対策に重点的

など新たな非伝統的な脅威に対応するための軍隊の役割について議論された。
（１６） ２ACDは、タクシン・タイ首相の強いイニシアティブにより２００２年６月に第１回会合を開催した。

ASEAN各国、日本、中国、韓国、インド、パキスタン、バングラデシュ、バーレーン、カタール、
カザフスタン、クウェート、オマーン、スリランカ、モンゴル、アラブ首長国連邦、イランの計２５
カ国の外務大臣が参加し、定期的に意見交換を行い、参加各国が協力プロジェクトを推進すること
により、アジア域内の市場を拡大し、アジアの交渉力を強化することを目的としている。具体的な
提案プロジェクトとしては、エネルギー安全保障、貧困削減、金融協力、農業、輸送、人材育成な
どがある。

（１７） 谷口『東アジア共同体』１９ページ。
（１８） World Bank, The East Asian Miracle : Growth and Public Policy, World Bank Policy Research

Report, 1993.
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に取り組まざるを得なかったことから、対外的な活動のウェイトは相対的に低下した。ま

た、ASEAN自体としても有効な通貨危機対策を講ずることはできなかった。ARFのプロ

セスも停滞し、Talk Shopの汚名が着せられた。通貨危機によって国際社会におけるASEAN

の地位、信頼性は大きく低下し、国際的な地位の低下に直面したといっても過言ではなか

ろう。

一方、アジア太平洋の経済協力機構であるAPECもアジア通貨危機に対する有効な対策

を打ち出すことはできなかった。また、日本が農業問題で障害となったことも加わりAPEC

の自由化プロセスはすでに停滞していた（１９）。これらによって、ASEANのAPECに対する信

頼感が低下するとともに、APECからは、もはや具体的な支援策は期待できないことが明

らかになり、APECの形骸化に対する懸念が生まれた。また、APECはアングロ・アメリ

カン経済と東アジア経済に分裂しており、米国の声が大きく、アジアの意見が反映されな

いというASEANの不満が募っているのも事実である（２０）。

国際通貨基金（IMF）は、タイ、インドネシア、韓国に対して緊急資金支援を提供した

が、その条件として総需要抑制策と経済のさらなる自由化を求める構造改革を迫った。し

かし、これもIMFが自ら認めたように誤った処方箋であり、かえって各国の経済的困窮を

深める結果となった。ASEANのIMFに対する不信感は高まり、その背後にある米国の意図

を感じ取っていた。米国は、通貨危機に対して何ら具体的支援を行わず、IMFを利用して

自由化を迫り、アメリカン・スタンダードを押し付けようとしているという対米批判が高

まった。米国はまた、日本が提唱したアジア通貨基金（AMF : Asian Monetary Fund）創

設にも中国とともに反対した。これも米国への不信感を募らせる結果につながった。

一方、中国はAMFの設置に対し、東南アジアにおける日本の影響力の拡大を阻止しよ

うと反対の立場をとったが、ASEAN各国の通貨のさらなる下落を回避するために人民元

の切り下げを行わないことを表明したことや、１０億ドルの資金援助を表明したことで

ASEANにおける評価を高めた。長期不況の中にあった日本は、通貨危機発生当初はIMFを

通じた資金援助以外に具体的な支援を表明できずにいた。また、AMFへの米・中からの

反対にあい同構想を断念してしまったことなどで評価を低下させた。

しかし、その後日本は１９９８年の新宮澤構想や経済構造改革支援のための特別円借款等を

含め、１，０００億ドルを上回る支援を実行した。この支援額はAMF設置のために想定されて

いた基金総額に匹敵する規模であった。したがって日本は、IMF、米国、中国の反対によ

（１９） 大庭三枝「地域主義と日本の選択――日本のパートナーをどう選んできたのか」末廣昭、山影進
編『アジア政治経済論』NTT出版、２００１年、２５９～２８８ページ。

（２０） 西口清勝『現代東アジア経済の展開――奇跡、危機、地域協力』青木書店、２００４年、１７５ページ。
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って創設を断念したAMFを実態上代替する支援を単独で実行したとみることができよう。

これによってASEAN各国が通貨危機からの脱却を早める結果となった。加えて日本は、

２０００年５月にタイのチェンマイで開催された第２回ASEAN＋３蔵相会議において、通貨

スワップ網を全ASEAN加盟国に拡大する、いわゆるチェンマイ・イニシアティブ（２１）採択

に主導的役割を担った。この拡大通貨スワップは、日本、中国、韓国、ASEANの東アジ

アの構成国の間でスワップ網を形成するもので、１９９７年の通貨危機に対する予防措置とし

て、突発的な外貨の流動性が欠乏した際には、協定先の中央銀行から資金支援を受けるも

のであり、日本がその中核を担うことになる。

この通貨スワップは、実質的にAMFの機能を持つものであるが、AMFに反対した米国

ならびに中国もこの協定には反対することはなかった。米国は通貨危機に対して具体的な

支援策を打ち出すことなくAMFに反対するなど、対応がASEANからの反発を招いたこと

への反省があったこと、さらには通貨スワップが一定のIMFの管理を受けるものであった

ことも、米国の警戒感を緩和したとみられる。ただし、IMFの管理を受けることに対して

は、ASEANからの批判が強い。

AMFに反対した中国は、むしろ積極的に通貨スワップに参加した。その背景には、東

アジア諸国が主体となったイニシアティブに反対することは、中国の東アジアにおける今

後の地位に悪影響を与えること、また、近隣諸国との関係改善のためにも反対することは

不利に作用するという判断があったことは否定できないであろう。さらに、WTO加盟に

伴って、金融・為替や資本取引の自由化を行う必要があり、中国も国際資本による通貨攻

撃に対する予防策を講じておく必要があったためといえる。

２ FTAの効果とASEAN各国の利害関係

（１）FTAの効果

ASEANの地域統合の核となっているのは、地域的経済統合としての自由貿易協定（FTA）

の推進である。FTAは、２国間または複数国間などで、関税や数量制限などの貿易障壁を

撤廃、または段階的に引き下げることにより域内貿易を活性化させることを目的とした協

定であり、将来的に自由貿易体制の創出につながることからGATT第２４条で一定の条件の

下（２２）で例外的に認定されている。

（２１） チェンマイ・イニシアティブは、資本フローについてのデータの交換、既存の通貨スワップ網を
拡充・強化するという２つの主要な合意からなっている。

（２２） WTOと整合的であるため、次の条件を満足することとなっている。第三国に対する貿易障壁が
FTA締結以前より高くならないこと、FTA構成国間の実質的にすべての貿易（往復貿易額のおおむ
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（出所）ジェトロ（JETRO）「世界のFTA一覧」（２００５年７月２５日）
<http : //www.jetro.go.jp/biz/international/column/pdf/036.pdf>。

FTAの効果としては、貿易創出効果と貿易転換効果、生産性向上効果と資本蓄積効果、

その他直接投資の増大効果の期待などが挙げられる。貿易創出効果とは貿易障壁の撤廃に

よりそれまでの関税などにより制限されてきた財が取引されるようになり、域内貿易が拡

大し、域内生産分業の効率的な再編が行われるなどのプラスの効果であり、FTA締結に最

も期待される効果である。貿易創出効果の事例としてNAFTAでは、１９８５年の域内輸出比

率が４３．９％であったものが、２００１年には５５．２％に増加した（２３）。

一方、FTAのマイナス効果としての貿易転換効果がある。貿易転換効果とは、コストの

安い域外生産の製品が、貿易障壁の撤廃により域内産の製品にとって替わられ資源利用の

効率性が低下するとともに、関税収入も低下するマイナス効果である。またFTAには、生

産性向上効果があると言われるが、生産性が向上する要因としては、域内の貿易の増加に

より国内市場が拡大すること、輸入や投資の受け入れの増加により国内市場が活性化し競

争が促進されること、他の加盟国から優れた技術が流入し、産業構造の合理化が進展する

ことなどが挙げられる。最近のFTAとしては、域内の投資の自由化を含むものが多い。

１９９０年代以降、FTAは世界各国・地域に急速に広がり２００５年現在で１３８件のFTA協定が

発効している（２４）。図１のように、そのうち実に１００以上が１９９０年代以降に発効したもので

あり、さらに２０００年以降の発効が６７件と半数を数え、近年急速な拡大を遂げている。また、

地域別のFTAの発効状況をみれば、表１のようにいずれの地域においても１９９０年代以降急

激に増加している。

図１ 世界のFTA件数の年代別推移

ね９０％以上）を無税とすることおよび特定セクターを一括除外しないこと、交渉開始から「妥当な
期間（通常１０年）」の間にFTAを完成することなどである。

（２３） ジェトロ『ジェトロ貿易投資白書２００５年度版』ジェトロ、８４ページ掲載の「表Ⅲ－１２ 東アジア
域内貿易の進展」。

（２４）２００５年７月８日現在の統計。JETRO「世界のFTA一覧」『WTO/FTA Column』Vol.036、２００５年７
月２５日<http : //www.jetro.go.jp/biz/world/international/column/pdf/036.pdf>。
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世界的にFTAが急速に増加している理由については、FTAが新たな資本の呼び水になり

うること、安全保障上の結びつきを強化するための配慮などが指摘されているが、最大の

理由は、世界貿易機関（WTO）における多国間貿易協定より２国間・地域間FTAの方が

調整が容易であることである（２５）。

世界は地域貿易協定などを介して地域統合へと向かう傾向にあるが、統合の形態は、統

合の程度に着目したバラッサによる次のような形態に分類される（２６）。統合のゆるい順に、

域内の関税・数量制限を撤廃する「自由貿易地域（FTA）」、FTA＋対域外共通関税を設け

る「関税同盟」、関税同盟＋域内での生産要素移動に対する制限を撤廃する「共同市場」、

共同市場＋共通マクロ経済政策を実施する「経済同盟」、経済同盟＋超国家機関が設立さ

れる「完全な地域統合」がある。自由貿易地域の例としては、AFTAや１９９４年に発効した

NAFTAやその他多くの２国間FTAがある。関税同盟の例としては、EU以前の欧州経済共

同体（EEC）や南米４カ国（２７）を構成メンバーとした南米南部共同市場（メルコスール：

MERCOSUR）がある。EUは１９９９年の共通ユーロ導入で経済同盟に近づいた。しかし最終

段階である「完全な統合地域」には至っていない（２８）。

（２５） 浦田秀次郎・日本経済研究センター編『日本のFTA戦略』日本経済新聞社、２００２年、１ページ。
（２６） Bela A. Balassa, The Theory of Economic Integration, Homewood, Illinois, Richard Dale, Inc.,

1961.
（２７） アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ。
（２８） 浦田・日本経済研究センター編『日本のFTA戦略』１２ページ。

表１ 世界のFTA年代別・地域別発効件数

欧州・ロシア
NIS・中東・
アフリカ

米 州 アジア大洋州 地域横断 合 計

１９５５～５９年 １ １

１９６０～６４年 １ １ ２

１９６５～６９年 １ １

１９７０～７４年 １ １ ２ ４

１９７５～７９年 ２ ２ ４

１９８０～８４年 １ １ ２ ４

１９８５～８９年 １ ２ ３

１９９０～９４年 １７ ２ ３ ２２

１９９５～９９年 ２５ ２ １ １ ２９

２０００～０４年 ４３ ５ ７ ９ ６４

２００５年～ １ ２ ４

合計 ９２ １３ １６ １７ １３８

（出所）図１に同じ。
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（２）ASEAN域内貿易拡大の可能性と課題

AFTAは、アジア地域における最初の自由貿易地域として、１９９２年１月の第４回ASEAN

首脳会議においてASEAN域内の自由貿易圏を創設することが合意され、１９９３年から２００８

年までの１５年間でAFTAを実現することとされた。AFTAの目的は、域内の関税障壁およ

び非関税障壁の除去等により、域内貿易の活性化、海外からの直接投資および域内投資の

促進、域内産業の国際競争力の強化を図ることである。１９９３年１月より、AFTA実現のた

めのメカニズムである共通特恵有効関税（CEPT : Common Effetive Preferential Tariff）ス

キームが開始され、先発加盟国のCEPTの最終関税率（０～５％）の実現目標年が、随時

前倒しされた。１９９４年には早期実現を目指すことが合意され、この合意に基づき、実施時

期が２００３年までに短縮され、１９９８年には２００２年にまで前倒しされた。後発加盟国について

も目標年が前倒しされ、ベトナムが２００３年、ラオスおよびミャンマーが２００５年、カンボジ

アが２００７年となった。さらにASEANは、域内の関税撤廃の目標年として、１９９９年に先発

加盟国は２０１５年、後発加盟国は２０１８年とすることを決定したが、同年１２月の首脳会議では、

先発加盟国の目標年を２０１５年から２０１０年に前倒しし、後発加盟国についても幾つかの例外

品目を除き２０１８年から２０１５年に前倒しすることに決定された。

ASEANが１９９２年にAFTAの創設に合意した背景には、中国経済の急速な台頭に対する警

戒感があった。巨大市場での販売や安い労働力の使用を目的として大量の直接投資が中国

に引きつけられている状況に直面したASEANは、経済成長の実現にあたっては直接投資

流入が不可欠であるとの認識から、自由貿易地域の形成により、１つの大きな市場の創設

と自由な競争的環境を作ることで直接投資の誘致を図ろうとしている（２９）。

AFTAの効果を１９９３年以降のASEAN域内貿易の推移でみると、図２のように域内貿易額

は輸出入ともに１９９３年以降増加を続け、１９９８年に前年の通貨危機の影響を受け落ちこんだ

ものの、その後は着実に増加に転じている。２００３年におけるASEAN域内貿易額は、前年

比１１％の増加であったが、これは１９９３年の貿易額のほぼ２倍に相当する。しかし、AFTA

そのものは２０１５年の完成を目指しており、現段階でAFTAによる貿易創出効果があったも

のと判断するのは時期尚早であろう。これまでの域内における貿易額の拡大は、域内関税

の削減ではなく、域内の企業によるコスト削減のための原材料等の域内調達が増加したも

のとみる方がよいであろう。

（２９） 浦田・日本経済研究センター編『日本のFTA戦略』２０ページ。
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（出所）ASEAN Secretariat, ASEAN Statistics : ASEAN Trade Data

<http : //www.aseansec.org/><http : //２０２.１５４.１２.３３/trade/publicview.asp>.

図２ ASEAN域内貿易の推移

事実、ASEANの域内貿易比率（総輸出入に占めるASEAN向け輸出入の比率）は依然低

く、むしろ域内向け輸出は低下傾向にある。図２にみるように、域内輸出については、１９９０

年代前半はASEANの域内輸出比率は２５％弱であったが、１９９８年に落ち込み、その後増加

傾向に転じたものの横ばい傾向にある。また域内輸入比率は１９９０年代前半から上昇傾向に

あったが、２０００年代以降は横ばいからやや減少傾向にある。

２００３年のASEANの輸出に占める域内輸出および域内輸入の割合は、図３に示すように、

域内輸出は２１．２％であり、また域内輸入は２５．３％であり、ASEANは域外との貿易依存度

が高いことを物語っている。ASEANの域内貿易比率が低い要因としては、ASEAN域内諸

国の格差が大きいこと、産業構造が似ていること、市場規模が小さいこと、域外への依存

度が高いことなどが挙げられよう。
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（出所）外務省「目で見るASEAN――ASEAN経済統計基礎資料」２００５年６月
＜http : //www.mofa.go.jp/mofa/area/asean/pdfs/sees_eye.pdf>.

（出所）図３に同じ。

図３ ASEANの輸出入の構成

ASEAN域内諸国の格差については、図４の１人当たりGDPの比較において、先発加盟

国間でも格差が大きく、インドネシアの１人当たりGDPは、シンガポールの２０分の１であ

る。後発加盟国の４カ国との格差はさらに大きく、後発加盟国のいずれも１人当たりGDP

が５００米ドルにも満たない状況である。

図４ ASEAN各国の１人当たりGDPの比較（２００３年）

また、市場規模を他の地域経済統合体と比較すれば、表２のように貿易規模において、

EUの約６分の１、NAFTAの約３分の１と小さい。
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（出所）図３に同じ。

加盟国
人口
（万人）

名目GDP
（億米ドル）

１人当たりGDP
（米ドル）

貿易（輸出輸入）
（億米ドル）

ASEAN １０カ国 ５３，７３１ ６，８６３ １，２７８ ８，５６８

欧州連合
（EU）

１５カ国 ３８，０５４ １０４，８２７ ２７，６０５ ５６，７５３

２５カ国 ４５，４７５ １０９，７０２ ２４，１６９ ６１，０２２

北米自由貿易協定
（NAFTA）

３カ国 ４２，４７３ １２３，４２１ ２９，０４３ ２８，５４７

南米共同市場
（MERCOSUR）

４カ国 ２２，２３９ ６，３９１ ２，８５３ １，８１５

表２ 地域経済統合体の比較（２００３年）

今後、AFTAの深化によってASEAN域内貿易が拡大するか否かは、域内の経済格差の是

正と比較優位に基づいてASEAN各国が産業構造を調整できるか否かにかかっているとい

えよう。事実、マレーシアは自動車産業を抱えているが、域内の貿易が自由化されれば、

自動車産業で競争力を持つタイからの輸出によって、甚大な被害を受ける可能性がある。

そのため、マレーシアは自動車の関税引き下げに慎重な姿勢を示している。先発加盟国と

後発加盟国との間には大きな工業化の格差があり、前者からの工業製品輸出の拡大によっ

て、後者の産業が衰退する可能性もある。域内での産業調整が進まない限り、類似性の高

い産業構造を持つASEANの域内貿易が大きく拡大する可能性は低いであろう。ASEANは

貿易の拡大よりも、市場を統合することによって外国直接投資の拡大を期待しているとみ

られる。外国投資が市場メカニズムによって、域内に差別的に配分され、それに伴って産

業の調整が行われるとともに、競争力が強化されることを期待しているのである。

３ FTAをめぐる域外国の動き

東アジアにおいては、FTAに関する動きは世界の潮流と比べ停滞気味であった。ところ

が、２０００年以降、ASEANとの主要貿易相手国である域外国の米国、日本、中国がASEAN

に対し、２国間あるいは多国間のFTA締結に向けて積極的な働きかけを行っている。また、

ASEANとの貿易量は少ないものの南アジアの大国であるインドが、FTA交渉に積極的に

関与している。域外の大国は、それぞれの政治的・経済的思惑からASEANに対する働き

かけを強めており、その動向が注目される。ASEANと域外国との輸出入に関して図５の

ような状況にある。
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（出所）図３に同じ。

図５ ASEANの域外輸出入状況

（１）米国――市場としてのASEAN

米国は、ASEANの域外輸出（２００３年で総額３，７９４億ドル）の２１．３％を占め、ASEANの最

大の輸出相手国である。またASEANの域外輸入（２００３年で総額３，１１８億米ドル）の１６％を

占め、日本に続いて第２位にある（図５参照）。ASEANと米国は経済的依存度が高いもの

の、FTA締結の動きは低調であった。米国は従来、安全保障上の観点からASEANに対す

る政治的・軍事的な関与を深めてきた。特に９．１１テロ事件以降は、テロとの戦いの一環

から東南アジアにおける軍事的なプレゼンスを高めてきた。とりわけ、フィリピンとの間

では、アブ・サヤフ討伐の目的から、両国間での共同演習が実施されている。フィリピン

にとっては、米軍からの資金的・技術的支援は、テロ対策には不可欠であった。また、シ

ンガポールのチャンギ海軍基地では、艦艇の寄港、補給、修理が可能となっている。麻薬

の密貿易等の非伝統的な脅威に対してもASEAN各国との間で共同訓練を実施している。米

国は軍事的なプレゼンスを高めるとともに、経済面でも、２０００年以降、ASEANとのFTA

締結に向けて活動を活発化させてきた。その背景には、中国の対ASEAN外交の積極化、そ

の一環としてASEANとのFTA締結を実現したこと、さらには日本、インドなどもASEAN

とのFTA締結に向けての動きを活発化させてきたことに対して、米国としても経済面での

接近を促進し、今後の市場を確保したいという意図があるものとみられる。より重要な要

因は、ブッシュ大統領が２００２年８月に大統領貿易促進権限（TAP）（３０）を獲得したことであ

ろう。大統領貿易促進権限法により、議会は事前通告や交渉内容の限定などの条件を満た

す限り、大統領が外国政府と締結した通商合意の内容に個別に修正を求めることなく、一

（３０） 大統領貿易促進権限法（TAP）は「旧ファーストトラック」と呼ばれていたもので、本来議会に
与えられている通商交渉権限を大統領に付与し、議会は大統領が締結した通商協定の実施法案につ
いて、原則９０日以内に一括批准の可否を決定する仕組み。法案の修正が認められていないため、迅
速な審議が諮られる効果があり、対外通商協定交渉における大統領の権限が著しく強化される。

東南アジアにおける地域主義と域外国の対応
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括承認または不承認のみを採決することになった。同法によって、大統領は以前にも増し

てFTAを対外政策を推進するための手段として活用できるようになったのである（３１）。

また、米国はFTAを外交戦略とリンクさせて考えており、２００３年６月までに締結した５

つのFTAと現在交渉を進めている６つのFTAは、以下の３つに類型化できる。そしてこれ

らの３つの分類がそれぞれ独立して存在するのではなく、３つの狙いが濃淡はあるものの

入り混じっている。２００２年～２００３年に俎上に上ったFTAは、対テロ戦争やイラク問題など

が浮上したことで、経済効果以外の狙いに重心が移ってきたといえる（３２）。

①新市場の開拓

貿易拡大や市場アクセスを狙ったもので、NAFTA、シンガポールおよびチリとのFTA

が含まれ、市場の拡大といった経済的効果を期待する側面が強い。また世界的規模での貿

易自由化を目指すWTO協定の厳格な実施を図る、いわゆる「WTOプラスコミットメント」

効果を狙った条文が組み込まれていることも特徴の１つである。

②開発・民主主義の推進

途上国の経済発展を狙ったもので、中米共同市場（CACM : Central American Common

Market）、南部アフリカ関税同盟諸国（SACU : South African Customs Union）とのFTAが

含まれる。２００２年通商法にアンデス特恵関税法、一般特恵関税制度の延長を含めたことや、

２０００年に施行されたアフリカ成長・機会法などにみられるように、米国はFTAを通じて開

発途上国の貿易自由化や経済成長を促すことを目的としている。

③安全保障の推進

安全保障を追求するものとして、ヨルダンとの交渉は中東地域の安定を狙ったものであ

り、オーストラリアとは農業分野で障害が多いもののアジア太平洋地域の安全保障とイラ

ク戦争での対米支持を考慮したものとみられる。またイスラム教国との初のFTAとなるモ

ロッコ、アラブ諸国との関係強化を狙ったバーレーンとのFTAなどは安全保障上の観点か

らのものとみられる。バーレーンおよびオーストラリアとのFTAは目を見張るような貿易

上の効果は期待できないことから、経済、通商関係の強化を狙ったものではない。

上記の分類に従えば、ASEANとの最初のFTA締結相手国であるシンガポール（２００４年

１月発効）とは、FTAの主たる狙いである新市場の開拓を期待したものとみられ、米国が

関心を示す産業分野としては、航空機、エンターテイメント、金融分野（保険サービス）

が挙げられる。また、米国はシンガポールを基点にFTAの締結交渉を他のASEAN諸国に

（３１） 高安健一「外交政策と自由貿易協定」『アジア・マンスリー』（日本総合研究所）２００４年１月＜http :
//www.jri.co.jp/asia/2004/01fta.html＞。

（３２） 日本貿易振興機構海外調査部「米国の通商交渉におけるセンシティブ案件とその背景」２００３年１０
月＜http : //www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/reports/05000271＞。
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も拡大し、ASEANの自由化の促進と市場の確保を進めていくとみられる。

２００２年２月２２日、US－ASEANビジネス協議会（３３）は、ブッシュ政権に対して、「ASEAN

と米国にとっての重要性」と題する文書の中で、米国・ASEAN自由貿易地域を創設すべ

き旨の提案を行った。そして２００２年４月にゼーリックUSTR代表が東南アジア諸国を訪問

した際、バンコクで開催された米・ASEAN経済閣僚（AEM-USTR : ASEAN Economic Min-

isters and the United States Trade Representative）との会合において、貿易・投資・農業

等の幅広い分野を含む米国・ASEANの緊密な貿易・投資関係をさらに拡大していくこと、

US－ASEANビジネス評議会により出された提案について議論した後、次回のAEM－USTR

に報告すること、カンボジア、ラオス、ベトナムに対し、WTOへの早期加盟を支援する

ことを提案し、合意した。さらに、２００２年１０月２６日、メキシコのロス・カボスで開催され

たAPEC首脳会議の際に、米国・ASEAN首脳会議においてブッシュ大統領はASEANとの

間で米・ASEAN経済連携構想（EAI : Enterprise for ASEAN Initiative）を発表した。この

構想で、経済改革や自国市場の開放などを積極的に取り組むことを条件に、米国はASEAN

各国との間で個別にFTAを締結する、またASEANのWTO非加盟国であるカンボジア、ラ

オス、ベトナムに対するWTO加盟を支援することを表明した。FTA交渉を推進するにあ

たって米国は、相手国が２つの条件を満たすことを求めている。その条件とは、まずWTO

加盟国であること、次に、米国との間で貿易投資枠組み協定（TIFA : Trade and Investment

Framework Agreement）のパートナーであることの２つである（３４）。米国は、ASEAN各国

との間でFTAを順次締結していき、ASEAN全体にFTA網を拡大することを狙っている。既

にシンガポールとはFTAを締結し、タイとは、２００４年６月に交渉を開始した。今後のASEAN

のFTA交渉にあたっては、シンガポールを基礎として高いレベルのFTA、すなわち関税の

撤廃以外にもサービス、金融、通信・電子商取引など包括的で幅広い分野を取り込むFTA

を目指していくものとみられる。

米国はEAEGやAMFに対して、強い反発を示した。しかし、東アジア共同体構想に対し

ては、今のところ大きな反対は行っていない。それは、中国が共同体形成に中心的な国家

の１つとして存在していることも米国がうかつに反対できない状況を作り出している可能

性もある。１９９７年の通貨危機における米国の不手際もあり、東アジアでの自立的な発展メ

カニズムを形成しようとする共同体構想にはあまり反対を表明できない側面もあろう。

（３３） ASEANとビジネス関係を有する米国企業の連合体。
（３４） この２つの条件を満たしているのは、FTAを締結したシンガポールを除き、フィリピン、インド

ネシア、タイ、ブルネイの４カ国である。
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（２）中国――主導権確立のための基盤

中国とASEANの貿易関係は、米国、日本、EUに比較し大きいとは言えない。ASEANの

域外輸出（２００３年）に占める中国の割合は１０．４％で、第３位の日本（１５．１％）の約３分の

２である。また、ASEANの域外輸入（２００３年）に占める割合も１１．２％であり、第１位を

占める日本（２０．２％）の約半分程度である（図５参照）。

中国は、２０００年１１月のシンガポールでのASEAN＋中国首脳会議において朱鎔基首相（当

時）がASEANとの自由貿易地域の創設を提案した。これを受け、自由貿易地域設立につ

いての検討を行う中国・ASEAN専門家会合を立ち上げ、２００１年１１月３日の中国・ASEAN

高級事務レベル会合報告書を踏まえ、２００１年１１月６日のASEAN＋中国首脳会議において

「１０年以内に中国・ASEAN自由貿易地域を設立する」ことで合意した。そして、２００２年５

月、北京において第１回高級実務者会合が開催され、同年１１月の中国・ASEAN首脳会議

での経済枠組み合意を行うべく作業を進めていくことで合意し、枠組み合意の策定に向け

ての検討を行う中国・ASEAN貿易交渉委員会（TNC : Trade Negotiating Committee）が設

置された。２００２年１１月４日、プノンペンで開催されたASEAN＋中国首脳会議において、中

国・ASEAN間のFTAを含む「包括的経済協力のための中国・ASEAN枠組み協定」への署

名が行われ、同協定は２００３年７月１日に発効した。対象分野は、モノの貿易、サービス貿

易、投資および経済協力等を含む幅広いものであり、協定の主な内容は次のようなもので

あった。

①中国・ASEAN自由貿易地域の設立は、中国および先発加盟国については２０１０年まで、後

発加盟国については２０１５年までに実現する。

②関税の削減・撤廃の実施にあたっては、「通常分野（ノーマルトラック）」と慎重な対応

が必要な「例外分野（センシティブ・トラック）」に分け、通常分野は２００５年から段階

的に自由化を開始する。また２００４年６月までにモノの貿易に関する関税の撤廃交渉を終

了する。

③モノやサービスに関する自由化措置を前倒しで実施するアーリー・ハーベストとして、

農林水産品の自由化を２００４年１月１日までに先行実施する。中国および先発加盟国につ

いては２００６年１月１日までに自由化を完了し、後発加盟国については、より長い目標年

（ベトナムは２００８年１月１日まで、ラオスおよびミャンマーは２００９年１月１日まで、カ

ンボジアは２０１０年１月１日までに完了）が適用される。

④サービス分野は、相当な範囲の分野を対象とし自由化を漸進的に行う。差別的措置の大

半を段階的に削減し、新たな規制を禁止する。

⑤投資の促進と自由で透明な競争力のある投資ルールを目指し、投資規制の段階的緩和な
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どを交渉する。投資保護についても規定する。

⑥その他の協力分野については、農業、ICT、人材育成、投資、メコン川流域開発の５分

野を最優先分野とし、その他銀行、観光、交通、環境などを含む。

⑦中国は、ASEANのWTO非加盟国であるカンボジア、ラオス、ベトナムに対し最恵国待

遇を与える。

中国は、米国や日本などの他の域外大国に一歩先んじる形で、ASEANとの経済的連携

を進めている。しかし、中国とASEANとは産業構造上競合関係にあり、また、アーリー

・ハーベストとして実施している農産物の自由化においても中国・ASEANの双方におい

て国内農業を圧迫する可能性があるという問題から、ASEANが安価な中国産品に太刀打

ちできない品目を自由化の一般除外リストに組み込む例が生じてきている。FTA本来の経

済的効果は、まだこれからの経過を見なければならないが、中国はFTAの経済効果よりも

むしろASEANの「中国脅威論」の払拭、外交関係の改善・強化、エネルギー資源・木材

等の天然資源の確保、信頼を醸成するという戦略が背景にあるとみられる。また、米国の

東南アジアにおけるプレゼンスを緩和するためには、ASEAN諸国との関係を強化し、

ASEANにおける中国の影響力を確立する必要がある。ASEANとの関係強化を基盤に地域

協力の基本原則とルールを定め、これに日本や韓国を巻き込んだ「東アジア共同体」の枠

組みを作り、中国の影響力を増大させつつ米国の圧力を緩和しようという戦略が背景にあ

る（３５）。そのため、中国にとってASEANとの協力関係の強化は東アジア共同体形成の主導

権を確保する上で不可欠な要素となっている。ASEANとの自由貿易地域の形成において

も、前述のようにアーリー・ハーベストを実行したり、先発加盟国６カ国と後発加盟国の

インドシナ４カ国とを区分し、後者に対して最恵国待遇を与え、FTAの完成時期を２０１５年

にするという現実的配慮を示した。さらにインドシナ３カ国（ベトナム、ラオス、ミャン

マー）に対しては累積債務を帳消しにし、経済支援を強化することを約束している。また、

これまでASEAN諸国との懸案であった南沙諸島の領有権問題でも武力不行使と現状維持

を約束した。２００４年７月のバリ島で開催されたASEAN外相会議の場で、東南アジア友好

協力条約（TAC）に加盟した。これによって、ASEANおよび中国は領有権問題について

は、平和的な解決が進められることになる。このように中国にとってASEANは戦略的に

重要地域であることから、外交面、経済面においてかなりの配慮を行っているといえよう。

一方、２００３年１１月のASEAN首脳会議において行われた日・中・韓首脳会議の場で、朱

鎔基首相は日本（小泉首相）に対して、経済、貿易、情報通信、環境保護、人材育成、文

（３５） 菊地努「地域を模索するアジア――東アジア共同体論の背景と展望」『国際問題』第５３８号（２００５
年１月）。
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化、教育分野における日中韓の協力関係を促進すること、特に経済・貿易について北東ア

ジア３カ国によるFTA締結の検討を提案したが、日本は慎重な態度をとった（３６）。また、中

国は同様の提案を韓国に対しても行っている。韓国は当時、共同研究を支持したものの、

明確な態度を保留した。

中国はEU型の統合（形態よりも精神）のように米国に対し抵抗できるものを狙ってい

る可能性がある（３７）。また、中国は日・中・韓の３カ国での自由貿易圏形成について、積

極的な姿勢をみせ、東アジアの共同体形成に主導権を握ろうとしていることもあるが、中

国は３カ国での自由貿易圏を形成することによって、台湾を将来の東アジア共同体から排

除しようとする意図もあるともみられ（３８）、東アジア共同体形成においては、経済よりも

政治的な配慮の方が大きいといえよう。

（３）韓国――北東アジアに主軸

韓国は、日本、中国、米国との経済的関係が強く、同国の貿易の約半分は日・米・中３

カ国との貿易で占められ、韓国とASEANの経済的関係は、この３カ国に比較し強くない。

ASEANの域外輸出（２００３年）に占める韓国の割合は４．９％、またASEANの域外輸入（２００３

年）に占める割合も６．７％である（図５参照）。ASEANにとって韓国との貿易依存度がそ

れ程高いとはいえない。

韓国の最初のFTAの交渉相手は南米のチリであった。チリとは、２０００年１月に交渉を開

始し、２００２年１０月に最終合意に至り、２００４年１月１日にFTAを発効した。チリ以外では日

本とFTA交渉に向けた「韓・日FTA産官学共同研究会」を２００２年７月にソウルで開催した。

２００３年８月２７日、韓国政府は本格的にFTAを推進するため、政府・学会・経済間のFTA関

連政策合意機関である「FTA推進委員会」を立ち上げ、第１回会合を行った。この会合で、

日本、シンガポール、ASEAN等とのFTA推進方策などが議論されASEANとのFTAに向け

た交渉が始まった。これを受け、２００３年１０月、韓国・シンガポールFTA産官学共同研究会

が終了し、FTA交渉の開始を提言する最終報告書を両国政府に提出した。そしてシンガポ

ールとは２００４年に５回の交渉が重ねられ、同年１１月に交渉が妥結した。並行して、ASEAN

とは２００３年３月から共同研究を開始し、２００４年１１月３０日の韓国・ASEAN首脳会議におい

て、FTA交渉を２００５年から開始することで合意し、２年以内の妥結を目指すことになった。

（３６） 中国のWTO加盟後時間がたっていないことから中国がWTOの条件を実行するか不明で、時期尚
早という理由であった。西口『現代東アジア経済の展開』１７７ページ。

（３７） 西口『現代東アジア経済の展開』１７７ページ。
（３８） Ronald N. Montaperto, ”China-Southeast Asia Relations―Thinking Globally, Acting Regionally,”

Comparative Connections : A Quarterly E -Journal on East Asian Bilateral Relations (Pacific
Forum, CSIS), Vol.6, No.4 (January 2005).
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２００５年２月には、韓国・ASEANの第１回FTA交渉がジャカルタで行われた。日本とは２００４

年２月から交渉が開始された。中国とは２００４年５月に共同研究を実施することで合意が成

立した。また、日・中・韓国の枠組みでは、２００４年１１月に３カ国首脳会議で投資に関する

法的枠組みを模索するための政府間協議の開始に合意している。

韓国は、日本と同様FTAについては消極的であったが、２０００年以降、東アジアのFTA推

進を強化し始めた。その契機となったのは、１９９９年１１月に開催されたASEAN首脳会議の

日・中・韓首脳会議で金大中大統領（当時）が行った東アジア共同体形成のためのワーキ

ング・グループ設置の提案であった。また、韓国は特に北東アジアにおける統合に積極的

であり、２００３年２月２５日の盧武鉉大統領は就任演説で、２１世紀の北東アジア時代における

韓・中・日による共同体の形成を呼びかけている。これを受けて「FTA推進委員会」が設

置されたのである。この背景には、貿易の自由化を通じて、近年低下傾向にある韓国の輸

出を再活性化させ、国内景気を刺激し、現政権に対する国民に信頼性を高めようとする意

図もあるとみられる。東アジアの経済発展が韓国の国益に合致していることは明らかであ

り、共同体形成を推進しようとすることも国益に適うものである。しかし、日本および中

国という２大国の動きのなかで、中間的な存在にある韓国は明確なFTA戦略を打ち出せず、

韓国には日・中に遅れをとっているという焦燥感があるものと見られる。

（４）インド――市場、資本の源泉としてのASEAN

インドとASEANとの経済的関係はそれ程強くはないが、近年の貿易は増加傾向にある。

インドの対ASEAN輸出額は、２０００年の２７億ドルから２００３年には５０億ドルと２倍近い増加

を示した。インドの総輸出額に占めるASEANのシェアも５．９％から８．７％に拡大した。自

由貿易協定締結に伴って、今後両者の貿易額は拡大していくと期待される。

インドとASEANの関係が本格的に進展し始めたのは、２００２年以降であり、中国の対

ASEAN外交が積極化した時期と符号する。これまでのインドとASEANの関係は、１９９３年

３月に貿易、投資、観光、科学技術の４つの分野についての分野別ダイアローグを開始し、

相互の協力関係の促進を目指したのが端緒であった。また、政治面では、インドは、１９９６

年７月からASEAN拡大外相会議にも参加し、高級事務レベルで政治対話のための合同協

力委員会を設置し、１９９６年１１月に第１回会議をニューデリーで開催した。２０００年以降にな

ると、インドのASEANへの接近が活発化し、２００２年８月７日マニラでのインド・ASEAN

高級経済事務レベル会合（SEOM : Senior Economic Official Meeting）が開催され、インド

とASEANの自由貿易地域創設の可能性を検討する作業部会の設置について意見交換が行

われた。２００２年９月１５日のブルネイでの第１回インド・ASEAN経済閣僚会議において、イ
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ンド・ASEANの経済関係の長期的な目標として、「インド・ASEAN貿易・投資地域（RTIA :

Regional Trade and Investment Area）、若しくは自由貿易地域を創設する」ことが合意さ

れ、共同声明が発表された。これを受けて開催された２００２年１１月５日、プノンペンで開催

された第１回インド・ASEAN首脳会議は、今後のインド・ASEANの協力関係促進を方向

付けた重要な会議であった。同会議において、１０年以内にインド・ASEAN間の経済連携

強化およびFTA締結の可能性に向けて検討を進めていくことで合意がみられた。そのなか

には、長期的な目標として、インド・ASEAN自由貿易投資地域を創設すること、「インド

・ASEAN経済連携タスクフォース」を設置すること、インドがASEANの後発加盟国４カ

国に対して特恵関税を早期に供与する用意があること、カンボジア、ラオス、ベトナムの

WTOへの早期加盟をインドが支持すること、インド・ASEAN首脳会議を毎年開催するこ

とが含まれていた。インドは、２００３年１０月のインド・ASEAN首脳会議で、東南アジア友

好協力条約（TAC）に加盟し、インド・ASEAN包括的経済協力枠組み協定を締結した。２００４

年１１月のインド・ASEAN首脳会議において、両者はFTA交渉の開始およびアーリー・ハ

ーベスト・プログラムのための暫定的な原産地規則に合意した。また、インドはASEAN

全体とのFTA交渉を進めながらシンガポールおよびタイなどと個別にFTA交渉を進めてい

る。タイとは、すでに２００３年１０月に経済協力に関する枠組み協定に調印し、交渉を進めて

いる。また、シンガポールとは、２００４年１１月に実質的な合意をみた。

インドとASEANの関係も経済協力にとどまらず、テロ対策協力や海賊対策のための海

上警備協力をASEANに提案していることなど、安全保障面にも拡大している。インドが

特に活発に関係を強化している国としては、隣接するミャンマーがある。インドはミャン

マーの鉄道建設に対して、燃料のディーゼル油を供給することで協力し、その見返りにミ

ャンマーから天然ガスの開発権を取得した。また、ミャンマーの水力発電開発や原子力発

電計画にも協力している。軍の間の交流も活発化している（３９）。また、シンガポールとの

関係も進展しており、経済面では両国の自由貿易圏の創設を睨んで、インド市場でのビジ

ネス・チャンス確保のためシンガポールから複数の経済ミッションが派遣されている。安

保面では、シンガポールはインドのASEANにおける役割を評価し、２００４年３月に両国は

防衛政策ダイアローグを開催し、地域安保について議論している。軍事面では合同訓練や

合同演習の可能性についても議論され、シンガポールから陸軍、空軍のインドにおける訓

練実施を要望し、シンガポール海軍は、インド海軍に対し、マラッカ海峡の警備協力を要

（３９） Satu P. Limaye, “India-East Asia Relations : 2004 : A year of Living Actively,” Comparative Con-

nections : A Quarterly E -Journal on East Asian Bilateral Relations（Pacific Forum, CSIS），Vol.6,
No.4 (January 2005).
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請したとされている（４０）。そして、同年１０月には両国初の空軍合同訓練Sindexが行われ

た（４１）。インドと中国との関係では、両国間には国境問題が懸念材料として残っているが、

テロ対策のための合同訓練を実施するなど軍の間の交流も見られるようになった。また、

国境問題についても早期解決に向けて対話が進展しつつある。経済面では２００３年６月温家

宝首相はバジパイ首相（当時）との間で署名された「包括的協力宣言」に基づいて両国関

係を強化することを確認、両国の間でのFTA締結の可能性について検討することになった。

インドは、１９９４年から始まった「ルック・イースト政策」でASEANとの関係強化に乗

り出してきたが、実際にASEANとの関係強化が本格化したのは２０００年以降である。イン

ドとしては、東アジアに接近することにより、貿易・投資の拡大に期待し、さらには不足

するエネルギー資源の確保にも可能性を見出せる。また、東アジアの統合の流れから取り

残されれば、東アジアとの格差が拡大するという焦燥感もあったであろう。自由化を促進

し、統合に参加すればさらなる発展が期待でき、緊張関係にあるパキスタンより優位に立

つこともできよう。一方、ASEANにとっても、経済・政治面でインドを巻き込むことに

よって、中国の影響力拡大を緩和することができる。インドのミャンマーへの接近は中国

の同国に対する影響力を緩和するものといえよう。

４ 東アジア共同体と日本

（１）中核地域としてのASEAN

以上のように、東アジアの地域主義において、ASEANが中心的地域となり、ASEANを

中核（ハブ）として、域外諸国がASEAN全体または国別にFTAを締結（スポーク）して

いく状況になっている。ASEANがこの地域の地域主義のハブとなっている要因としては、

以下のことが考えられる。

①地政学的な優位性：東西回廊の中心に位置しており、重要なシーレーンが存在する海上

交通の要衝でもあり、シンガポールという世界のハブ港が存在している。人口もASEAN

１０で約５億人の規模になり、今後の成長が期待できる。

②歴史的背景：北東アジアほど歴史的な呪縛にとらわれておらず、現実問題（経済発展）

を優先する傾向にある。また巧みな外交政策によって特定国に偏ることなく、全方位外

交によってニュートラルな立場を維持している地域である。

③経済的要因：天然資源が豊富であり、持続的な高度成長によってASEANが全体として

（４０） Ibid.
（４１） Ibid.
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経済的な纏りを持つようになり、AFTAの形成にみられるように、ASEAN域内の自由貿

易圏形成の動きが既に進行している。さらには、日本、NIEsの直接投資先になってい

る。これによってASEANが東アジアの生産ネットワークを支える重要なパートを担っ

ており、企業間貿易あるいは産業間貿易が深化し、事実上の統合が進展しつつある（de

facto型統合）。また、東アジアの国だけでなく、多数の域外国企業のホスト地域になっ

ていることは、それだけでASEANの安保を下支えしている。

④政治的舞台の提供：ASEAN外相会合やARFなど、経済協力のみならず、政治・安保対

話の場を提供しており、近年ではASEAN＋３というテーブルを用意し、東アジアの統

合に向けた重要なフォーラムを形成している。また、ASEANとの経済協力や安保対話

は、内政不干渉原則や全会一致の意思決定方式などASEAN Wayの原則によって合意が

形成されていくため、政治体制が異なる国でも容易にASEANの各種会合へ参加できる。

加えて制度化には慎重であることも、発展段階の低い参加国にも安心感を与える。中国

がASEANの諸会議に参加するようになってきたのも、こうしたASEAN流の意思決定方

式があったことも大きな要因となっているといえよう。

強調するべき点は、ASEAN域内で既に統合に向けた動きが進展しており、直接投資

を通して東アジアにおいて、経済的な連携が深化し、事実上の統合が進展していること、

さらには、ASEANの現実的かつ柔軟な外交姿勢がASEANを経済統合の中核的存在に仕

立てるとともに、域外国のASEANに対する接近を容易にしたという点である。

（２）日本・中国の意図

ASEANが中心的な地域になっているとしても、東アジア共同体を形成するには、現実

には東アジアの大国である、日本、中国の役割が不可欠である。事実、東アジア全体の国

内総生産（GDP）の８０％以上を日中両国が占めている。特に日本と中国の協力関係が大き

な課題になることは明らかであろう。日本にしろ中国にしろ、共同体形成にあたっては、

今後ともASEANへの配慮に重点を置きつつ、東アジア共同体形成を進めていくことには

変わりないと思われる。しかし、日本・中国の間には歴史的な課題が残され、日中間のFTA

交渉は難航することが予想されるとともに、共同体形成に向けた政策協調の可否が課題と

なる。また、未だいかなる共同体を形成するかは明確になっておらず、日本、中国の間に

も温度差があるようにみられる。

前述のバラッサの分類による統合の諸段階は、統合の制度的な発展プロセスから類型化

したものである。一方、統合を形成過程の側面からの類型化も可能である。EUはマース

トリヒト条約による使命と、独仏による協力関係が統合を推進した政治・経済統合体とい
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える。NAFTAや米州自由貿易圏（FTAA : Free Trade Agreement of the Americas）は、米

国の政治的・経済的な圧倒的優位性による、いわば力による貿易自由化を介した統合の形

成であるとみることができる。いずれの統合にも、EUであれば独・仏、米州であれば米

国という推進役が存在した。さらに共通していえるのは、EUもNAFTAも法的拘束力を持

った地域統合、制度化された地域統合であるということである。他方、東アジアにおける

地域統合は、EUのように条約による統合でもなく、圧倒的なパワーを持つ国がリードす

る統合でもなく、直接投資を通して生産ネットワークが形成され、それをベースに自由貿

易圏を創設しようという、いわば事実上（de facto）の統合の動きであるということがで

きよう。

日本は東アジア共同体の構築に向けて、２国間のFTAの締結を基礎に、直接投資のルー

ル作りやサービス貿易の自由化、通関の円滑化など広い範囲での経済連携協定（EPA : Eco-

nomic Partnership Agreement）（４２）の締結を目指している。そして、その目標は、日本の産

業構造および比較優位が、ASEANや中国と補完的であることを最大限活かし、東アジア

での分業ネットワークを再構築することにある（４３）。それは日本の産業構造の変革をもも

たらすものであり、日本経済の活性化を促す。また、ASEANおよび中国は日本にとって

は、重要な連携相手であり、既に生産ネットワークが形成されているASEANに対しては、

既成のネットワークを単一ASEAN市場に合わせて強化することが目指されている（４４）。そ

の手段として、EPAを活用して貿易、投資等の共通ルールを作り上げ、域内の産業の再配

置を円滑に行うことを企図している。また、ルールを作ることによって経済摩擦が政治問

題化することも回避できるのである。それによって中国を国際ルールの中に取り組むこと

も可能になる。日本は経済的な側面に重点をおき、東アジアでの最適調達・生産体制を確

立しようとしているといえよう（４５）。

一方で、中国の東アジア共同体形成をめぐる動きは急速で、日本は中国に押されるよう

な形となっている。中国もASEANおよびASEAN加盟国さらにはインド等との２国間の貿

易協定を締結しつつある。これらの協定において、中国も自由貿易のみの協力ではなく、

包括的協力として、自由貿易に加え、サービス、投資、さらには安全保障分野の幅広い協

力を推進することを目標に掲げている。しかし、現在のところモノの取引の自由化に限定

（４２） 現在進行しているFTAはモノだけでなくサービスや投資を含めたより広範な分野での自由化を目
指すものである。EPAはFTAの要素に加えて、ヒトやカネの取引、経済制度の調和なども対象分野
に含めたより幅の広い協定。

（４３） 日本貿易振興会アジア経済研究所『日・ASEAN包括的経済連携の理念と課題』（共同研究報告書）
日本貿易振興会アジア経済研究所、２００３年、８ページ。

（４４） 同上。
（４５） 菅原淳一「山場を迎えたFTA交渉――ますます加速化する東アジア諸国の取り組み」『みずほリ

サーチ』（みずほ総合研究所）２００５年３月、９ページ。
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されているといえるであろう。中国も近隣のASEANに企業進出を行い、エネルギー資源

開発への投資を拡大している。しかし、産業分野への投資はまだ限定的であり、ASEAN

を巻き込んだ産業の再編を引き起こすほどのものではなく、市場参入型の投資といえよう。

産業の再編あるいは分業体制を構築するには技術的な蓄積が不可欠であり、中国の企業が

最適地生産を実現し、生産ネットワークを構築するにはまだ時間がかかるであろう。

中国の目的は、ASEANと同様、海外からの直接投資を拡大し、持続的な経済成長を実

現することにあると思われる。加えて、東アジアにおけるハブとし、同地域全体をFTAで

連携し、東アジアの共同体を形成していくことを狙いにしているように思われる。ひいて

は東アジアにおける中国の影響力の強化にもつながっていく。また、東アジアにおける協

力関係強化によって、米国への経済的依存度の低減や米国のこの地域における一極主義的

行動を抑制することを狙っている。統合の類型でいえば、中国はEU型の統合（形態より

も精神）を狙っており、EUのように米国に対し抵抗できるような統合を目的に掲げてい

る可能性があるとみることもできる（４６）。日本と比較すると、中国は経済的な側面より政

治的な側面に重点を置いており、より戦略的といえよう。

東アジアの経済統合には、日中の協力が不可欠であるが、両国間には歴史問題を抱える

など政治的困難が存在している。加えて、共同体形成に際して、イニシアティブをめぐる

競争があるという見方も出ている状況にある。しかし、日中は政冷経熱と言われるように、

政治的関係は冷えていても、経済発展という側面では共通する利益も多い。したがって、

当面は相互に経済的利益の追求ということに焦点を絞り、ASEAN、韓国を含めて共通の

ビジョンを構築する必要があろう。そして、FTAなりEPAを通じて、モノ、カネだけでな

く、人材育成、人的交流、文化交流等を促進し、相互理解を図っていく必要があろう。

５ 結びに代えて

東アジア共同体の形成は、東アジアの発展を目指すものであることは明白である。それ

はASEAN、中国、日本等すべての構成国に共通する利益である。日中間の関係が重要性

を持つことも明白である。そのなかで、日中が政治的に冷却した関係にあり、主導権をい

ずれの国が握るかを争うことは、域内共通の利益を害することになるとともにASEANな

ど周辺国に不安を与えることにもなる。当面は両国ともイニシアティブを握らないのも１

つの選択であり、代わってこれまで東アジアの統合を推進してきたASEANにイニシアテ

ィブを発揮させることも考慮すべきであろう。事実、APECの設立にはASEANのイニシア

（４６） 西口『現代東アジア経済の展開』１７７ページ。
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ティブを全面に押し出し奏功した事例がある。日本はASEANを外交の重要地域としてい

ることから、ASEANがイニシアティブを発揮することには反対はないであろう。また、中

国も東アジア共同体形成については、ASEANが主導的な役割を果たすことに支持を表明

している（４７）。ASEAN＋３の外相会議、首脳会議の場で東アジア共同体のビジョン作りや

制度作りの問題点等を議論することも考えられる。ASEAN Wayの１つである最も遅い国

の速度に合わせ、無理な制度作りや急速な制度化に消極的で、全会一致の意思決定を旨と

するASEANの諸会議の場は、政治的な利害が対立する状況においては、格好の場を提供

しているといえる。また、東アジア共同体形成は東アジアの安全保障対話の枠組みの形成

も視野に入っている。主権に係る安全保障面での協力を議論することについても、ASEAN

の枠組みは適切な舞台となっている。

しかし、ASEAN自体には産業を再編する能力や制度化を推進する力はまだ十分である

とはいえない。ASEAN自体にも格差（ASEANディバイド）が存在し、この格差を是正し

ない限りASEAN共同市場を形成しても、さらに格差を広げる結果になる可能性が大きい。

ASEANもASEANディバイド解消のため努力を傾注しているが、資金的、技術的な日本の

協力が不可欠なのは明らかである。中国もメコン河流域開発に積極的に参画しているが、

中国国内の開発に主眼があり、ASEANディバイドの解消には未だ不十分であろう。実質

的な経済協力の分野や産業再編の能力においては、東アジアでは日本に圧倒的優位性があ

る。

中国は潤沢な外貨準備を保有しているものの、国内市場の巨大さも手伝って域内におけ

るダイナミックな分業体制の再構築を促進しうる多数の企業の海外進出は当面期待できな

い。また、貿易や投資の制度化を進める上でも十分な経験があるとはいえない。制度化に

も日本が保有するノウハウを提供する必要がある。この制度化こそ「デ・ファクト統合」

が進展している東アジアの共同体を形成していく上での最重要課題であろう。日本は、FTA

/EPAをWTOのグローバルな自由化を補完するものと位置づけている。したがって日本は、

WTOのルールに整合的な制度化を進めることが重要であろう。そうすることによって、東

アジアの自由化にとどまらず、より広い市場に拡大することになり、より大きな自由化の

恩恵を得ることが可能になる。市場経済のルールを構築し、域内の諸国を参加させること

によって、中央指令型国家の民主化を促すことにもつながる。さらには、国際社会のルー

ルや慣習を逸脱するような行動や経済合理性を欠いた行動をも規制することが可能にな

り、地域の安定化と安全保障を高めることにつながるのである。したがって、共同体を形

（４７）２００４年７月に開かれたASEAN＋３外相会議における李肇星外交部長の発言。「李肇星出席東盟和
中日韓外長会議」『人民日報』２００４年７月２日。
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成することの利益は、経済のみに限らず安全保障にもおよぶものといえよう。

東アジア共同体は開かれたものであるべきである。現在、ASEANも中国も東アジアで

の統合を模索している段階である。まず東アジアで制度化を進めていくことは、妥協点を

見出し易いため合理的であろう。しかし、それは東アジアの統合の制度化が一定の成果を

あげるまでのことにすべきであろう。閉鎖的であればかえって米国の反発を招き、EAEG

のような結果をもたらしかねない。また、豪州やニュージーランドの焦燥感を高める。ロ

シアも同様であろう。豪州はタイやシンガポールとFTAを締結あるいは交渉中であるが、

最近、中国とのFTA締結に動いていることは、焦燥感の表れともとれる。焦燥感が高まる

ことは安定化にはマイナスである。したがって、日本はあくまでも開かれた地域主義を目

標とすべきである。現段階では東アジア内にとどめ、制度化に最大限の力を注ぎ、２国間

でも多国間でも、グローバル・スタンダードに整合的な制度を可及的速やかに作り上げる

ことである。

（つねかわじゅん 研究部第３研究室長）

（おおのたくと ２等空佐、研究部第３研究室所員）
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