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2003 年に中国の提唱により始まった東アジアの広域経済圏構想が、9年の歳

月と紆余曲折を経て「東アジアの地域包括的経済連携」（RCEP）として交渉開始

のドアの前に立った。RCEP は五つの ASEAN プラス 1 FTA を統合させた地域大の

FTA を目指す構想である。日本が推進する CEPEA （東アジア包括的経済連携構

想，ASEAN＋6）と中国が推進する EAFTA （東アジア自由貿易圏構想，ASEAN＋3）

を含めたかたちであるものの，ASEAN が地域の経済統合における自らの主導権の

確保を意図して提案してきたものだ。本シリーズでは、RCEP の交渉開始を見据

え、東アジア各国の産業界・企業が RCEP 構築をどのように見ているかその声を

集めた。全部で 17 回シリーズ。 
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1． 2012 年までの交渉開始を目指す（アジア） 

2012 年 07 月 25 日 バンコク発  

 

ASEAN は東アジア広域経済圏構築についてこれまでの曖昧な姿勢を捨て、2012 年末まで

に「東アジアの地域包括的経済連携」（RCEP）の交渉開始を目指す。RCEP が実現すれば、こ

れまで 5 つの ASEAN＋1 自由貿易協定（FTA）での利用上の問題を一気に解決できる可能性

があり、在 ASEAN 日系産業界から期待が高まっている。その一方、国内産業への影響や仮

にインドが参加した場合、「利用し難い原産地規則になるのでは」と懸念する声もある。交

渉に先立ち、東アジア各国の産業界や企業の声を集めた。全 17 回シリーズ。 

 

＜5 つの ASEAN＋1FTA と利用上の課題＞ 

 2010 年、ASEAN をハブにした日本、中国、韓国、インド、オーストラリア・ニュージー

ランドとの 5つの ASEAN＋1FTA がおおむね完成した（注）。これら ASEAN＋1FTA の関税削減

が進むにつれて企業の認知度は上がり、利用率も向上している。例えば、タイ商務省外国

貿易局の原産地証明書発給データを基に利用率を算出したところ、5つの ASEAN＋1FTA のう

ち も早く発効した ASEAN 中国 FTA（ACFTA）では、発効した翌年 06 年のタイから中国向け

輸出における利用率は 12.3％だったが、関税が撤廃された 10 年には 34.4％に伸びている。 

 

 しかし、実際には中国など特定国以外にも同じ製品を輸出する場合も多く、利用面での

問題点が指摘されている。12 年 7 月に開催された ASEAN 事務局スリン事務総長と ASEAN 日

本人商工会議所連合会（FJCCIA）との対話の中で、FJCCIA の古澤実会頭（タイ三菱商事社

長）は、これまでの ASEAN の貿易自由化に向けた取り組みを評価する一方、5つの ASEAN＋

1FTA の利用上の問題点として、（1）おのおのの原産地規則が異なっていること（ある特定

の ASEAN＋1FTA で原産性が認められても、ほかの＋1FTA で認められるとは限らない）、（2）

（企業の調達・供給ネットワークが東アジア大に広がろうとしている中）5つの ASEAN＋1FTA

はそれぞれ別な協定であり、有機的な連携による取引が難しいことを指摘した。 

 

 後者については、例えば、日本でしか製造できない高機能部品を調達し ASEAN で組み立

ててインドに輸出する場合、日本製高機能部品の付加価値が大きい、もしくは日本製調達

部品とインド向け完成品とで関税番号が変わらないなどの理由で、ASEAN インド FTA（AIFTA）

上の「ASEAN 原産品」とみなされず、インド側で特恵関税が適用されない場面が出てきてい

る。特に、自動車関連産業が集積し輸出産業に育ちつつあるタイでは、これら関連産業が

集積途上にあるインドに対し、必要な部品を輸出して未成熟な裾野産業を補っている。し

かし、概して自動車部品は同じ関税番号に分類されることが多く、「日本から調達した機能

部品」と「ASEAN で機能部品を組み込んだ完成品」とで同じ関税番号に分類されることも多

く、その場合、インドに輸入される際に AIFTA 特恵関税は適用されない。 

 

   
アジア
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 そのため、11 年の FJCCIA の要望書では、「東アジア地域における生産ネットワークのさ

らなる強化のため、既存 FTA の統合可能性の検討（例：ASEAN 各国の対日 FTA と ASEAN 各国

の対インド FTA との統合）」を要望していた。 

 

＜RCEP 構想の登場と背景＞ 

 これら以前から指摘されてきた問題に対して、ASEAN と関係国とでは広域経済圏を構築す

ることで対応しようとしてきた。東アジアでは 2つの広域経済圏構想が研究・検討されて

きた。中国・韓国が後押しする ASEAN＋3（東アジア FTA／EAFTA）と日本が推す ASEAN＋6

（東アジア包括的経済連携構想／CEPEA）である。これら 2つの構想のどちらを先行させる

かなどをめぐり、ここ数年間は日中韓 3ヵ国での主導権争いが続いていたが、「ドライビン

グシートに座っている」と自負する ASEAN も、どちらか一方に肩入れすることはできず、

その態度をあえて曖昧にしてきた。そのため、EAFTA、CEPEA のどちらかが先に進むという

ことはなく、広域経済圏構想は遅々として進まなかった。 

 

 しかし、11 年に入って外部環境が大きく変わり始め、ASEAN も曖昧な姿勢を修正せざる

を得なくなった。米国が議長国となる APEC を控え、日本が環太平洋パートナーシップ（TPP）

の交渉に参加する意向を示したこと、さらには日中韓 3ヵ国での FTA の動きが顕在化した

ことにより、ASEAN がアジア太平洋での貿易自由化の枠組み作りの主導権喪失を懸念したこ

とが背景にある。 

 

 また、東アジア広域自由貿易圏構想で主導権争いを演じてきた日本と中国が、11 年 8 月

の日 ASEAN 経済相会議において共同で「EAFTA および CEPEA 構築を加速化させるためのイニ

シアチブ」を提案したことも ASEAN の背中を押した。この中には、参加国問題（＋3か＋6

か）は「ASEAN プラス」というかたちで棚上げし、これまで行われてきた 4分野（原産地規

則、関税品目表、税関手続、経済協力）の政府間検討の早期終了、物品貿易、サービス貿

易、投資の自由化のあり方について作業部会を設置することなどが盛り込まれた。 

 

 こうした外部環境の変化を受け、ASEAN は EAFTA と CEPEA とを踏まえた RCEP の枠組みで

今後の地域的経済統合のあり方の一般原則「テンプレート（参加基準）」を作り、東アジア

16 ヵ国のうち参加基準を満たせるとした国々とで広域経済圏作りを目指す方向に歩き始め

た。12 年 4 月の ASEAN 首脳会議では、2012 年末までの RCEP の交渉開始を目指すことで合

意している。古澤会頭は「RCEP はわれわれの抱えている問題を解決できる有力なツールに

なる可能性がある。RCEP でより柔軟な原産地規則を採用した上で、5つの ASEAN＋1FTA が

統合することを強く希望する」と期待を表明した。 

 

 分断されていた東アジア市場が RCEP による統合に向かう場合、インドなどこれまで中国

とつながっていなかった国では「中国製品がさらに流入し国内産業に影響を与えるのでは」



            

 

 
 

5 

Copyright (C) 2012 Japan External Trade Organization (JETRO). All rights reserved. 禁無断転載 

 

との懸念の声も挙がっている。その一方、自由度の高い原産地規則を標榜する ASEAN 各国

の企業からは「RCEP にインドが加われば、利用する上でより厳しい原産地規則になるので

は」とインドの動きを警戒する声もある。どちらにしても、RCEP 交渉に際してはインドの

交渉姿勢が 大のカギとなることは間違いなさそうである。 

 

（注）5つの ASEAN＋1FTA の中の ASEAN 日本 CEP（AJCEP）について、唯一インドネシアが

発効していない。 

 

（助川成也） 
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2． 期待の一方で警戒も（タイ） 

2012 年 08 月 08 日 バンコク発 

 

 産業界は、ASEAN の枠組みの下での自由貿易協定（FTA）、特に 2012 年に交渉を開始する

予定の東アジアの地域包括的経済連携（RCEP）に通商環境改善の期待を寄せる。自動車産

業ではインドの参加を求める声が多いものの、一方で「波乱要因になりかねない」と懸念

する向きもある。また日系企業からは、RCEP により日本調達品の付加価値が累積されるた

め、「日本の生産拠点が維持できる」と国内雇用維持効果を期待する声もある。 

 

＜交易条件改善を期待する産業界＞ 

 内需振興と輸出拡大を両輪に経済の底上げを狙い、自由貿易協定（FTA）政策を積極的に

推し進めたタクシン首相がクーデターで追放されてから 5年、2011 年 8 月にタクシン氏の

妹であるインラック政権が誕生すると、FTA 交渉を担当する商務省貿易交渉局幹部は「タイ

は FTA 政策で再び ASEAN の先頭を走ることになろう」と、内政問題に明け暮れた 5年間か

らの転換に期待した。しかし、インラック政権が誕生して 1年、国内での経済格差是正や

政権発足後 2ヵ月に発生した大洪水の対応に追われたことなどにより、目立った通商政策

は打ち出されておらず、貿易交渉局幹部を落胆させている。 

 

 インラック政権はタクシン前政権が交渉してきたペルーやチリなどとは淡々と交渉を進

めているが、新たな FTA 交渉は開始していない。特に、シンガポール、マレーシア、ベト

ナムが交渉を始めた EU は、2014 年に一般特恵関税（GSP）対象国の大幅な見直しを予定し

ており、「タイは GSP 対象国から除外されるのではないか」と懸念されている。産業界は「早

急に EU との FTA 交渉を行うべきだ」と訴えるものの、FTA 交渉に国会が関与していること

もあって動きは鈍い。 

 

 タイ独自の FTA 推進は、前政権が強硬に推し進めたことへの反発もあって難しいものの、

ASEAN の枠組みでの FTA 交渉に産業界は期待をかける。特に、2012 年 4 月の ASEAN 首脳会

議が RCEP の年内交渉開始を打ち出したことは、産業界が抱える原産地規則など FTA 利用上

の問題を一気に解決する可能性があり、強く期待されている。 

 

 5 つの ASEAN＋1FTA では、それぞれの原産地規則が異なることに加えて、ASEAN＋1FTA 間

で付加価値の累積ができないこと、特に自動車産業を中心に東アジア域内 FTA 締結国以外

から調達した原材料・部品と、タイで加工して輸出する製品との HS 番号が変わらない品目

が少なからずあることなどの理由で、FTA を十分に活用できていない企業も多い。特にイン

ド向け輸出については、タイ・インド FTA で実施している早期関税引き下げ（EH）措置対

象83品目の多くが「付加価値40％および関税番号変更4桁」を、またASEANインドFTA（AIFTA）

では「付加価値 35％および関税番号変更 6桁」を求められるなど、ほかの FTA に比べると

 タイ 
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原産地認定基準が厳しい。特に自動車部品の場合、関税番号は「その他自動車部品」にま

とめて入れられてしまう場合が多く、「関税番号変更基準」の利用は制限されている。これ

まで FTA を構築する上で表面化してきたこれら利用上の問題が、RCEP 実現によって解決さ

れることに産業界は期待している。 

 

＜インドの出方を注視する自動車業界＞ 

 RCEP は、ASEAN＋6 の計 16 ヵ国のうち、自由化率など ASEAN 側が設定する「テンプレー

ト」を満たすことを参加条件としている。在タイ日系企業は、原材料・部品などが日本由

来で、インド向け輸出に際し AIFTA の原産地規則を満たすことができない品目についても

「RCEP であれば特恵関税が享受できる」として強く期待している。そのため RCEP について

は、インドの参加を求める声が強い。ある自動車部品製造企業は「中国とインドを同じ FTA

の枠組みに入れることで、原材料や部品の利用可能性が高まり、結果的に生産コスト削減

につながる」と歓迎する。 

 

 その一方、インドの参加は交渉の波乱要因になりかねないとの声もある。交渉自体が長

期化したり、インドがこれまで締結してきた FTA では原産地規則が厳しく、RCEP の原産地

規則が「企業の取引円滑化」ではなく「締約国以外の品目の排除」の視点から検討された

りすることを懸念している。さらに自動車産業は、2010 年に発効した AIFTA は「自動車関

連製品の多くが除外品目に指定された」と指摘し、インドを含めた生産ネットワークづく

りは難航している。RCEP が「東アジア域内貿易の活性化」につながるかどうかのカギを握

るのはインドだという受け止め方だ。 

 

 自動車用変速機を製造する在タイのある日系企業は、タイの立地条件を 大限生かし、

「使える FTA は全て使う」ことを目指す。これは輸出だけでなく輸入でも同様だ。調達先

国および品目全点について FTA 特恵関税の有無、特恵関税率、スケジュールなどを洗い出

し、FTA の利用を前提に取引先と話をする。場合によっては、取引契約書にも「FTA 利用条

件」を付すなど徹底している。同社も RCEP 実現に期待を寄せる。 

 

 同社は変速機の製造に使う部品の約 6割を国内部品で賄い、残りを ASEAN 域内、日本、

韓国、米国から輸入する。輸出先はインド、韓国、中国で、特にインドについては、自動

車生産が伸びているにもかかわらず生産拠点がなく、今後もタイから輸出していく可能性

が高い。しかし、AIFTA 同様、関税番号変更基準 6 桁が特恵関税適用の条件になった場合、

海外調達部品 90 点のうち約 50 点が HS6 桁ベースで同じになり、特恵関税を享受すること

ができないという。東アジア広域で部材を調達するとともに、インドを中心に、中国、韓

国向けに製品輸出を狙う同社にとって、RCEP は も効率的・効果的な FTA だ。しかし、イ

ンドの RCEP 参加を優先するあまり、原産地規則面でインドに配慮・妥協した場合、RCEP は

「全く使えない協定になる」という。 
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＜電気機械業界は非関税障壁撤廃を要望＞ 

 RCEP で恩恵を受ける完成車メーカーもある。ある企業はタイで完成車を生産しているも

のの、特定モデルのトランスミッションやエンジン周辺部品など高付加価値部品は日本か

ら調達している。そのため、タイでの付加価値が足りず、現状では思うように FTA を活用

できていない。しかし、RCEP が実現すれば、タイでの付加価値に加え、日本からの調達分

も付加価値として累積できる。同モデルはオーストラリアには日本から輸出しているが、

RCEP 実現により、日本は機能部品の集中生産拠点として維持できるとともに、輸出拠点を

日本からタイにシフトし、特に RCEP を活用してオーストラリア向けに特恵関税で輸出する

ことを検討している。 

 

 インドを中心にアジア広域経済圏のメリットを唱える自動車業界に比べ、電気機械製造

企業のスタンスは異なる。特に、地場企業は「RCEP の交渉に入る前に、政府は中国とイン

ドに対して非関税障壁の撤廃を主張すべきだ」と訴える。その上で、「例えば、中国は国内

生産が十分でないものしか輸入しない。国内生産で賄えるようになれば、中国は輸入割当

を導入する。結局、タイ製品が中国市場に入るのは難しい」と指摘、中国とインドとの FTA

を使っても両国市場に進出できていないことが不満につながっている。 

 

（助川成也） 
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3． 産業界の目立った反応なし（インドネシア） 

2012 年 08 月 09 日 ジャカルタ発 

 

 産業界の関心は経済的に「補完」関係のある国に向けられており、東アジアの地域包括

的経済連携（RCEP）構想については、目立った反応をみせていない。 

 

＜政府は FTA、EPA に慎重姿勢＞ 

 2012 年 4 月 3～4日の ASEAN 首脳会議で、年末までに RCEP の交渉開始を目指す旨の議長

声明が出されたことについて、ギタ商業相は「インドネシアは首脳会議で今後の RCEP 合意

形成の議論をリードしていくよう求められた」と話す。また、RCEP が実現し域内での自由

化が進めば、中国、インドを含む世界 大級の巨大市場が誕生し、「バリューチェーン構築

に関した投資が増え、劇的に貿易量が増加するだろう」と期待する。 

 

 また、商業省のイマン通商協力課長は「RCEP が実現すれば、世界経済の構図が変わる。

米国を中心とする環太平洋パートナーシップ（TPP）に対抗するものになるだろう」という。 

 

 しかし、政府は自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）には慎重な姿勢で、ギタ商

業相は 2011 年 11 月、TPP への不参加を表明している。 

 

＜補完関係にある国との FTA に産業界は関心＞ 

 産業界は競合関係を見極めながら FTA を推進すべきとの立場だ。インドネシア繊維協会

（API）はジェトロの取材に対し、RCEP 協議開始に関してはコメントしなかった。その上で、

競合関係にある国との FTA や EPA については国内産業保護の観点から政府は慎重になるべ

きだが、EU などのようにインドネシアと「補完」関係にある国との協議には早急に着手す

べきだとの立場を示した。 

 

（藤江秀樹） 

 

  

インドネシア 
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4． 輸出増や仲介貿易拡大に期待（シンガポール） 

2012 年 07 月 26 日 シンガポール発 

 

地域包括的経済連携（RCEP）は、在シンガポール日系企業に恩恵をもたらすことが期待

される。自由貿易協定（FTA）の拡大によってアジアの域内貿易が増えると、シンガポール

製品の輸出増に加え、第三国間の仲介貿易も伸びると見込まれるためだ。 

 

＜石油製品・化学品が FTA の恩恵＞ 

 RCEP は ASEAN10 ヵ国と周辺 6ヵ国（日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーラ

ンド、インド）の 大 16 ヵ国（ASEAN＋6）を対象にした FTA 構想で、2012 年中の交渉開始

が見込まれている。アジアでは ASEAN が周辺 6ヵ国とそれぞれ FTA を締結しているが、16

ヵ国全てが加盟する FTA はない。 

 

 シンガポールは世界で FTA を も数多く締結している国の 1つだ。2012 年 6 月現在、19

件（注 1）の FTA を発効させ、RCEP で交渉参加が見込まれる 15 ヵ国とは、ASEAN、2 国間の

枠組みで既に FTA を発効させている。 

 

 シンガポール国内ではどのような産業が FTA を利用しているのか。シンガポールの輸出

構造をみると、2011 年の再輸出を除いた地場輸出総額 2,814 億シンガポール・ドル（1シ

ンガポール・ドル＝約 62 円）のうち、石油製品・化学品が 42％、半導体などの IT 製品が

26％、一般機械類が 12％を占める一方、輸送機器は 4％と少ないのが特徴だ。 

 

 政府は FTA 利用に関する統計を発表していないため、正確な利用状況は不明だが、IT 製

品については、WTO の情報技術協定（ITA）によって、2000 年ごろから各国で関税が撤廃さ

れており、半導体など多くの品目が FTA を利用せずに無税で輸出できる。一方、石油製品・

化学品については、アジア各国が高い一般関税を課す一方、FTA で関税削減・撤廃が一定程

度進んだため、シンガポールで も FTA の恩恵を受けている産業だ。ジェトロが実施した

「2011 年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」でも、シンガポールから輸出を

行い、かつ FTA を利用していると回答した製造業の中では、圧倒的に化学・医薬が多い（表

参照）。 

 

 このほか、シンガポールでは一般機械や食品などで一定の生産基盤があるため、こうし

た業種でも FTA は利用されているとみられる。 

シンガポール
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＜累積規定通じたメリットも＞ 

 シンガポールは既に RCEP 交渉の参加見込み国全てと FTA を発効しているため、RCEP によ

るシンガポール産品の輸出拡大効果は限定的とみられる。しかし、RCEP により FTA の自由

化品目が拡大すれば、「累積規定」を通じた一部のシンガポール製品の輸出増が期待される。 

 

 アジアで締結されている FTA の多くは、その自由化（無税化品目）率は 9割で、1割は例

外品目となっている場合が多い。唯一の例外は ASEAN 物品貿易協定（ATIGA）で、既に ASEAN6

ヵ国（タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、ブルネイ）は、99％

の品目で域内関税を撤廃している。FTA の自由化対象外品目には、完成車や家電製品などが

含まれることが多いが、シンガポールが強みを有する石油製品・化学品も含まれることが

少なくない。シンガポールでは西部ジュロン島に石油化学産業が集積し、日系企業が一大

生産拠点を有しており、同品目の自由化拡大が期待される。 

 

 累積規定を通じた FTA の利用拡大に期待する声もある。累積規定とは、FTA 締約国の原産

品である原材料を、その他の FTA 締約国で利用する場合は原産材料とみなす規定のこと。

例えば、シンガポールから ASEAN・インド FTA を利用してインドに輸出する場合、ASEAN 各

国産の部品は原産材料となるが、日本、中国産の部品は非原産材料として扱われる。シン

ガポールが締結したアジア域内 FTA は、2国間もしくは ASEAN＋1（ASEAN と日本、中国、韓

国、オーストラリア・ニュージーランド、インド間との FTA の総称）で、累積規定もそれ

ぞれの FTA に限定されるため、アジア大でサプライチェーンが広がっている品目では既存

FTA が利用できないケースがある。 

 

 実際に、シンガポールで生産されている品目の中でそうした事例がある。具体的には、

ある機械メーカーは、中国から部品を輸入し、シンガポールで製造の上、インドへ輸出し

ている。シンガポールからインドに輸出する場合、ASEAN・インド FTA を利用できるはずだ

が、非原産材料扱いとなる中国製部品を多く使用しているため、同 FTA の原産地規則（付

加価値基準 35％と関税番号変更基準）（注 2）を満たせず、実際は FTA が利用できない（注

3）。RCEP ができれば、中国製部品も原産材料として取り扱われることとなるため、現状の

サプライチェーンのままで FTA を利用できるようになる。 
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＜仲介貿易の拡大を通じた利益＞ 

 輸出増以上に、シンガポールに恩恵をもたらすと期待されるのが、仲介貿易の拡大だ。

シンガポールには日系企業や欧米系企業が数多くの地域統括拠点を設置しており、ロジス

ティクスと呼ばれる貿易の統括業務や為替管理を行っている企業は多い。 

 

 一般にリ・インボイスと呼ばれ、第三国で生産された商品を在シンガポール企業が買い

上げ、第三国の客先に販売する形態だ。RCEP の形成は、ASEAN＋6（ASAEN10 ヵ国、日本、

中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド）の中で、まだ FTA が存在しな

い日中韓などで新たに FTA を形成する効果があること、自由化品目が増えれば各国間貿易

の拡大も期待でき、仲介貿易を通じて在シンガポール企業の収益に寄与する見込みだ。 

 

 加えて、累積規定を通じた貿易拡大も期待できる。ASEAN で累積効果が大きいとみられる

品目は液晶テレビと縫製品だ。液晶テレビはマレーシアなどで日本や韓国から液晶パネル

を輸入し各国に輸出、縫製品は繊維製品を中国から輸入し、ベトナムなどで加工の上輸出

される事例が多い。現状では、例えば液晶テレビをマレーシアからインドに ASEAN・インド

FTA を利用して輸出する場合、縫製品をベトナムから日本に ASEAN・日本 FTA を利用して輸

出する場合などで、FTA の原産地規則を満たせないケースがあり得る。こうした品目での貿

易拡大も、在シンガポール企業の収益拡大に寄与する。 

 

＜ルールの統一化に期待＞ 

 アジアでは数多くの FTA ごとに異なるルールが適用されており、RCEP を通じて各種のル

ールが柔軟なかたちで統一されることが期待される。アジア域内では約 30 件の FTA が発効

しているが、原産地規則が FTA によって異なるなど複雑化している。 

 

 原産地規則について、選択型による統一に期待の声が大きい。選択型は付加価値基準や

関税番号変更基準など、複数の原産地規則の中から 1つを選択できる制度で、利用企業が

取り扱い製品に適した基準を選択できる。一方、インドが ASEAN やシンガポールと締結す

る FTA では、付加価値基準と関税番号変更基準の双方を満たすことを求める併用型が導入

されている。手続きが煩雑だとの声が多く、RCEP などを通じて選択型が広がると期待され

ている。 

 

 また、ASAEN・インド FTA では、一般に FTA には含まれるデミニマス条項が除外され、ほ

かの FTA と比較して厳しい基準が適用されている。同条項は、関税番号変更基準を適用す

る際、一定割合（一般に 10％）までは、同一の関税番号の非原産材料が含まれることを認

めるルールだ。加えて、ASEAN で発行される原産地証明書には、貨物を積み出し地の港で積

み込んだ時点の FOB 価格の記載が義務化されており、この点も日系企業から改善を要望す
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る声が多い。実際の販売価格と FOB 価格の差からマージンが取引先に開示され得るからだ。 

 

 これらの問題は、既存の FTA でも一部で改善されつつあるが、RCEP 交渉を通じてルール

統一がさらに進むことが期待される。 

 

（注 1）シンガポールの FTA 締結国・地域は、ASEAN、米国、中国（ASEAN、2 国間）、日本

（ASEAN、2 国間）、オーストラリア（ASEAN、2 国間）、韓国（ASEAN、2 国間）、インド（ASEAN、

2 国間）、パナマ、ニュージーランド（ASEAN、2 国間）、チリ・ブルネイ・ニュージーラン

ド〔環太平洋パートナーシップ（TPP）〕、アイスランド・ノルウェー・リヒテンシュタイン・

スイス〔欧州自由貿易連合（EFTA）〕、ペルー。 

（注 2）付加価値基準とは、物品に対する付加価値を締結国内で一定水準〔閾（いき）値〕

以上付加した物品に対して、原産資格を付与する基準。関税番号変更基準は、締結国で生

産された 終財の関税番号が、同財の生産に投入された非原産材料の関税番号と異なる場

合に原産資格を付与する基準。 

（注 3）シンガポールとインド間では、ASEAN・インド FTA のほかに、シンガポール・イン

ド FTA が発効しており、同 FTA の原産地規則は付加価値基準 40％と関税番号変更基準の双

方を満たすことが求められる（一部例外あり）。 

 

（椎野幸平） 
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5． 関税削減に期待も（マレーシア） 

2012 年 07 月 27 日 クアラルンプール発  

 

自由貿易協定（FTA）を活用した輸出が増加している。2011 年は輸出額が前年比で 21％、

原産地証明書が 24％増えた。マレーシアは、ASEAN＋1FTA に加え、過去 7 年間で日本、ニ

ュージーランド、インドなどと 2 国間 FTA を次々に締結、環太平洋パートナーシップ（TPP）

の参加交渉国ともなり、FTA 環境は整備されている。地域包括的経済連携（RCEP）構想につ

いて産業界全体の認知度はまだ低いようだが、一部の業界からは関税削減に期待する声が

上がっている。 

 

＜FTA 活用した輸出 21％の伸び＞ 

 マレーシアは、日本（2005 年）、パキスタン（07 年）、ニュージーランド（09 年）、チリ

（10 年）、インド（11 年）、オーストラリア（12 年）と 2 国間 FTA を締結済みだ。トルコ、

EU とは交渉中、またバングラデシュとの FTA 交渉も検討中だ。このほか、ASEAN＋1FTA や

TPP については参加交渉国として、2国間、地域間ともにマレーシアの FTA は拡大を続けて

いる。 

 

 国際貿易産業省によると、FTA を活用した 2011 年の輸出額は 1,273 億 6,900 万リンギ（1

リンギ＝約 25 円）で、輸出全体の 18.3％を占めた。前年比伸び率は 21％となり、輸出全

体の伸び（8.7％）を大きく上回っている。また、原産地証明書は 61 万 7,015 枚（前年比

24％増）発行された（添付資料参照）。そのうち、ASEAN 物品貿易協定（ATIGA）の活用が

も多く、輸出額、原産地証明発行数ベースでそれぞれ 342 億 9,700 万リンギ（前年比 24％

増）、23 万 3,399 枚（21％増）を記録した。 

 

 そのほか、金額ベースでは、一般特恵関税制度（GSP）が 2位（293 億 4,700 万リンギ、

17 万 6,780 枚）、ASEAN・ 中国 FTA が 3 位（218 億 2,100 万リンギ、4万 7,232 枚）などと、

FTA を活用した輸出全体の 6割を ASEAN 域内および ASEAN＋1 が占めている。 

 

 日本・マレーシア経済連携協定（EPA）については、輸出額は 4位の 108 億 800 万リンギ、

原産地証明書は 4万 7,006 枚発行された。品目ではパーム油関連が金額ベースで輸出全体

の 58％を占めている。 

 

＜繊維業界は RCEP を歓迎＞ 

 2011 年 11 月の東アジアサミットで提案された RCEP 構想については、マレーシア国内で

特に目立った報道や産業界からの反応はない。業界の認知度はまだ高まっていないようだ。 

 

 RCEP 対象国とマレーシアとの関係をみると、日本、インド、オーストラリア、ニュージ

マレーシア 
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ーランドとは既に 2国間 FTA を締結済みで、韓国、中国とも ASEAN＋1 の FTA が活用できる

など、既に FTA が活用できる枠組みが整っている。輸出統計をみても、韓国を除いた全て

の RCEP 対象国向けで FTA を活用した輸出額は 2桁増と順調に伸びており、マレーシア企業

が積極的に FTA を活用している実態がうかがえる。さらに、既存の 2国間 FTA を補完する

ことになる RCEP が実現すれば、企業側の利用は進むものと思われる。 

 

 RCEP に期待するのは繊維業界だ。 

 

 マレーシア繊維製造業協会（MTMA）のアンドリュー・ホン 高経営責任者（CEO）は「繊

維業界は生地の輸入、そして加工生地および衣料製品の輸出が中心。輸出入が軸となる中

で、FTA は繊維業界にとって重要。われわれは既に高品質の製品を製造しており、FTA は脅

威ではなく、むしろ製品に競争力を与えてくれるものになるだろう。RCEP により、繊維品

目の関税がゼロになることを望んでいる」と語った。一方、マレーシア自動車協会（MAA）

は、RCEP に関して「ノーコメント」との立場を示した。 

 

（手島恵美、陳志祥） 
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6． 原産地規則の統一で生産ネットワーク進展も（フィリピン） 

2012 年 08 月 02 日 マニラ発 

 

 東アジアの地域包括的経済連携（RCEP）構想について、政府の自由貿易協定（FTA）担当

官は、域内での累積原産が認められることは自動車などの国内産業に大きなメリットをも

たらすとみる。航空・船舶輸送や観光、知的財産権分野でのルールや手続きの統一化に対

しても高い期待を寄せる。 

 

＜原産地規則の包括的な累積が可能に＞ 

 ラモン・カビンティン貿易産業次官補に 6月 25 日、RCEP に対する見方を聞いた。一問一

答は以下のとおり。 

 

問：RCEP と ASEAN ワイドの FTA（ASEAN＋1FTA）の違いは。 

 

答：RCEP の大きな利点は、現行では困難な（加工工程における）原産地規則の包括的な累

積が可能になるという点だろう。日本・ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）でも累積は一部可

能になっているが、RCEP は日本はもとより中国、韓国、オーストラリア、ニュージーラン

ド、インドまで枠組みに入っているため、累積の波及効果は相当大きいものとなろう。 

 

 サービスと投資の分野に関しては、AJCEP でもまだ明確に整理できていない部分が残って

いるため、（対象国が増える）RCEP では一層整理に時間を要することになろう。また、日本、

中国、韓国間での協議がまとまって、初めて枠組みが完成するのではないか。 

 

＜完成度で勝る 2国間協定＞ 

問：RCEP は 2 国間 FTA の位置付けに変化を与えるか。 

 

答：日本はフィリピンが 2国間 FTA を締結している唯一の相手国だ。日本とは、2国間の枠

組み〔日本・フィリピン経済連携協定（JPEPA）〕と ASEAN ワイドの枠組み（AJCEP）で FTA

を発効させた。 

 

 フィリピンの代表的輸出農産品であるバナナを例に挙げると、対日輸出は JPEPA を利用

したほうが AJCEP より低い税率が適用される。枠組みの進度、完成度は先に進展している 2

国間の方が、多国間（RCEP）で行うより高くなると予想される。従って、RCEP が構築され

た後も 2国間 FTA の価値が廃れることはないと思う。 

 

問：現在の生産ネットワークの状況は、RCEP が実現すればどのようになるか。 

 

フィリピン 
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答：現在、 終組み立て拠点の流通構造は 2 国間（での取引）が中心だが、RCEP が実現す

れば、生産ネットワークは一層広範囲なものとなろう。フィリピンでは（累積が可能とな

るため）自動車産業の分野でメリットが顕著に現れるのではないか。 

 

＜新たな枠組みには慎重な国内調整が必要＞ 

問：RCEP が実現した際、フィリピンは原産地規則や関税削減についてどのように対応する

か。 

 

答：FTA では自由化品目のカバー率を 大限達成することが重要な目的だ。しかし、自由化

については国内で賛否がある。例えば AJCEP の交渉を行っていた時、産業界の一部からは

JPEPA の関税削減率より低くならないようにとの要望があった。また、原産地規則に関して

も、利害の異なる 11 もの国家（ASEAN10 ヵ国と日本）が関わるため調整は困難だった。多

国間交渉のステージでは、1国の事情や主張が必ずしも反映されるとは限らないことを常に

頭に入れておく必要がある。 

 

問：RCEP に関して、サービス関連産業の期待・反応はどうか。 

 

答：RCEP の交渉に入るとしても、国内調整はあくまで現行法に基づいて行うことになろう。

アキノ大統領は任期中の法改正は行わないとしている。ただ将来の政権がそのような公約

を掲げるとは限らないため、望ましいと判断すれば必要な法改正を行う可能性はある。 

 

 フィリピンのサービス産業の代表格はビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）だ。

ただ、フィリピン BPO 協会（BPAP）は、サービスと投資の面でフィリピンにとってこれ以

上の自由化は不要と話している。 

 

＜自動車、食品、観光産業に恩恵＞ 

問：フィリピンで RCEP に期待すると想定される業界・分野は。 

 

答：RCEP によって恩恵を受ける業界は、広範囲な生産ネットワークを持つ自動車産業だろ

う。また、衛生・植物検疫基準の統一に向けた動きが促進されれば、食品業界も恩恵を受

ける可能性はある。国内食品の保護を規定する方向に働いたとしても（恩恵は）同様と考

える。 

 

 航空・船舶輸送や観光の分野も RCEP の恩恵を期待できるのではないか。例えば、域内の

ビザが統一されれば、観光産業にとっては大きなメリットだろうし、APEC ビジネス諮問委

員会（ABAC）の活動促進にも大きく役立つと考える。さらには、知的財産権保護の分野で

もメリットが期待できる。フィリピンは知財権保護の分野で ASEAN をリードする存在にな
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る可能性を秘めている。例えば、域内で起訴条件の統一を図り、知財権保護を強化しても

よいのではないか。 

 

（鎌田桂輔） 
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7． 産業界の関心はまだ低調（ベトナム） 

2012 年 08 月 01 日 ハノイ発  

 

ベトナムでは現在、環太平洋パートナーシップ（TPP）、次いでベトナム・EU 自由貿易協

定（EVFTA）に注目が集まっている。東アジアの地域包括的経済連携（RCEP）に大きな関心

は払われていないものの、今後の交渉で原産地規則の緩和などが実現されれば、関心が高

まってくるだろう。 

 

＜TPP、EU との FTA を重視＞ 

 ベトナムは 7つの FTA を締結している。ASEAN の枠組みで、ASEAN 自由貿易地域（AFTA）、

ASEAN＋1（中国、韓国、日本、オーストラリア・ニュージーランド、インド）、そして日本

との 2国間だ。また、チリとは交渉が終了している（2011 年 11 月署名、12 年下半期以降

の発効見込み）。TPP については交渉段階にあるが、FTA は、EU（2012 年中に交渉開始）、欧

州自由貿易連合（EFTA、注）、韓国、ロシア・ベラルーシ・カザフスタンと交渉開始で合意

している。既に発効している FTA は ASEAN の枠組みで実施してきたものが多いが、交渉中

や交渉予定の FTA はグローバルに拡大しており、単独交渉が多いのが特徴。 

 

 商工省関係者によると、交渉中もしくは交渉が予定されている FTA の中で、政府が も

重視しているのは TPP と EU だという。背景には、先進国向け市場をさらに開拓し、貿易収

支を改善したいとの思いがにじむ。ベトナムは 2007～10 年の貿易収支は年間 100 億ドル以

上の赤字を計上している。その中で、TPP 交渉に参加している米国とは 2010 年で 104 億ド

ル、EU とは 50 億ドルの貿易黒字になっている。政府は米国に対し繊維、水産加工物、木工

製品など、EU には繊維、靴、水産加工物などの輸出拡大を目指している。 

 

＜RCEP は交渉開始への準備段階＞ 

 大で ASEAN＋6（ASEAN、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーラン

ド）で構成される RCEP については、今のところ政府や地元メディアは大きな関心を示して

はいない。RCEP が交渉開始に向けた準備段階であることが理由に挙げられる。「好ましい交

渉ではない」（地方政府関係者）と警戒する声も聞かれるが、これは RCEP に中国が入って

いるためだ。ベトナムは中国に対し巨額の貿易赤字を計上しており、その額は 2010 年で 127

億ドルに達する。 

 

 その一方、政府関係者からは、ASEAN 中国 FTA（ACFTA）が既に発効しており、RCEP に中

国が入っていても「特段不都合なことはない」との声や、「（ベトナムは貿易の自由化を進

めており）交渉のテーブルに着くのは当然」といった意見も聞かれる。 

 

＜原産地規則の緩和に注目＞ 

ベトナム 
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 当地企業が RCEP を利用する際のメリットは大きく 2つ考えられる。1つは中国産の原材

料や部品を利用して日本へ輸出できる可能性があること。日本・ASEAN 包括的経済連携協定

（AJCEP）や日本・ベトナム経済連携協定（JVEPA）では中国産部品や材料は「非原産材料」

だ。例えば、日本向けの縫製品について AJCEP と JVEPA では「アパレル製品に関する 2工

程ルール」を採用しており、中国産原材料を使う場合、特恵対象から外されている。 

 

 「アパレル製品に関する 2工程ルール」では、縫製品に関して 1つの工程がほかの締約

国で行われることも認めている。例えば、AJCEP の場合、締約国で製織した生地をベトナム

に輸入・縫製加工すれば、原産地証明書（C／O）「フォーム AJ」が取得でき、日本に輸出す

る際は無税となる。また、JVEPA の場合、ASEAN 諸国内での工程実施を認めていることから、

依然として AJCEP が発効していないインドンネシア産の生地を使った場合も FTA の適用対

象となる。HS コード第 62 類（衣類および衣類附属品）では、日本側 MFN 税率（WTO 協定税

率）で 高 12.6％の関税が課されるが、AJCEP、JVEPA の適用を受けた場合は無税となり、

実際に日本のアパレルメーカーは「アパレル製品に関する 2工程ルール」で恩恵を享受し

ている。 

 

 一方、産業界からは「中国産の生地も認めてほしい」という声も聞こえる。ベトナムで

は生地を生産している企業が少なく、中国、タイ、インドネシア、日本からの輸入に依存

している場合が多い。特に、中国は安いコストに加え、地理的に近いということもある。

RCEP により中国産生地の使用が認められれば、日本向けの輸出環境が大きく改善すること

になる。中国製縫製品の生産価格が上昇している今、「ベトナムに対する注文がさらに増え

るのでは」（当地日系縫製業）との声も聞かれる。 

 

 また、RCEP への関心が拡大するかどうか、1つのカギは「インド向け輸出に際する恩恵

の有無」だ。現在、インドにおいては ASEAN インド FTA（AIFTA）が発効されている。しか

し、原産地規則が付加価値基準 35％以上（ASEAN・インド累積）に加えて関税番号変更基準

6桁での変更が求められている。この 2つの基準を同時に満たさないと AIFTA で特恵関税は

享受できない。現在発効している 7つの FTA でこの原産地規則「併用制」を採用している

のは AIFTA のみで、実際に当地の日系自動車部品企業がインド向けに輸出する際、AIFTA を

利用しようとしたものの、「関税番号変更基準」の要件が満たせず断念した事例もある。RCEP

で仮にインドが参加し、かつ原産地規則が AIFTA 以上に緩和されれば、ベトナム国内の関

心は一気に高まるだろう。 

（注）ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインの 4ヵ国で構成。 

 

（佐藤進） 
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8． 縫製業界、多面的な原料輸入や製品輸出に期待（ミャンマー） 

2012 年 08 月 14 日 ヤンゴン発 

 

 民政移管を果たし世界中の注目を集めるミャンマー。しかし長年の半鎖国的な通商産業

政策により国内産業は脆弱（ぜいじゃく）で、加工品の輸出は縫製品が頼りだ。今後、東

アジアの地域包括的経済連携（RCEP）の枠組みを活用することにより、縫製業界は多面的

な原料輸入、製品輸出が可能になると期待している。 

 

＜好調な縫製品の対日輸出＞ 

 日本がミャンマーから輸入する品目のうち、2011 年度は衣類〔HS62 布帛（ふはく類）〕

が 3億 4,236 万ドルと、輸入（5億 9,305 万ドル）の 58％を占めた。09 年度は 1億 4,884

万ドルだったので、3年間で 2倍以上になったことになる。一方、布帛類に比べて金額はま

だ少ないが、ニット製品（HS61）の伸びも著しい。11 年度は 609 万ドルと輸入額のわずか

1％だったものの、09 年度の（31 万ドル）に比べ 20 倍近くに増えた。 

 

 2003 年に米国が発動した経済制裁で、多くの縫製工場が休眠状態に陥ったものの、その

休眠工場を活用するかたちで日本向け輸出の生産枠が確保されてきた。良質で安価な労働

力が注目され、いわゆる「チャイナ・プラス・ワン」の流れで注文が急増した。こうした

ことから、ミャンマー製衣類の日本への輸出が増えたとされる。 

 

＜RCEP 活用で原料調達、製品輸出のメリットも＞ 

 ミャンマーの縫製品の大半は、いわゆる CMP と呼ばれる委託生産方式で生産される。CMP

ライセンスを有する工場は原料を全て無税で輸入することができ、工場は加工賃収入のみ

を得て、原則全量を再輸出する。日本での製品輸入時には、後発開発途上国（LDC）に対す

る特恵制度（GSP）を活用する。このとき縫製品のうち布帛類（HS62）については、「糸」「生

地」「縫製」の 3工程のうち 1工程を 1国内で行えば、日本で GSP の適用を受けることがで

きる。どこから生地を輸入しても、縫製だけミャンマーで行えば日本での輸入時に免税扱

いとなる。 

 

 しかし、ニット製品（HS61）は GSP の枠組みでは 3工程のうち 2工程を 1国内で行わな

ければならない。現状、糸を他国から調達してきても、ミャンマー国内で生地を編むこと

ができないため、GSP の適用を受けることが難しい。それでも、日本側でのニット製品輸入

が増えているのは、日本 ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）の枠組みを活用しているからであ

る。ASEAN 域内で生産されたニット生地をミャンマーで縫製して 2 工程としてカウントし、

免税措置を受けている。さらに、RCEP を活用することにより、ASEAN の域を超え、仮に中

国で織ったニット生地を利用しミャンマーで縫製することで累積の 2工程のカウントが認

められることになれば、ASEAN 域内での生地の選択肢以上に幅ができ、原材料調達の面でメ

ミャンマー 
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リットが出てくるかもしれない。 

 

 大手紳士服メーカー向けにスーツを量産する日系工場は、これまでは GSP を活用して主

に日本に輸出していたが、クールビズなどの影響で輸出の鈍化を懸念しており、ASEAN、中

国、韓国など、販売先の多角化を目指している。しかし、フォーム A、AJ、D など原産地証

明書の様式や原産性審査が輸出相手国ごとに異なるため、事務手続きに多くの時間を要す

るという。仮に RCEP の枠組みで原産地規則が統一され、フォームも一本化されれば、申請

の手間が大幅に減る可能性もあり、販売先を検討する際に大きなメリットになるだろう。 

 

 国内産業が脆弱で、若年層の失業率も高いとされる中、政府は外国企業の投資を呼び込

もうと、インフラや法制度の整備を急ピッチで進めている。RCEP の広域連携を活用するこ

とで、ミャンマーに進出した日本企業の貿易が ASEAN、日中韓、インド、オーストラリア、

ニュージーランドを含めて多面的に広がり、原料輸入、製品輸出の面でさまざまな恩恵が

得られることが期待される。 

 

（水谷俊博） 
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9． 縫製品用の安い原材料が調達可能に（カンボジア） 

2012 年 08 月 10 日 プノンペン発  

 

 輸出の 9 割弱を縫製品、輸入の 5 割強を織物が占めているため、東アジアの地域包括的

経済連携（RCEP）が実現すれば、調達コストが安い中国製ニット生地を使えるようになる

など、調達の幅が広がる。 

 

＜輸出の 88％占める縫製品＞ 

 2011 年 3 月末現在、進出日系企業は 87 社（カンボジア日本人商工会正会員）で、製造業

が 26 社と も多い。政府は労働集約型の縫製業をターゲットに据えた誘致政策を展開して

おり、11 年の貿易統計では、輸出の 88.4％が縫製品、輸入の 53.1％が織物（衣料原材料）

だ。この背景には一般特恵関税制度（GSP、注）がある。 

 

＜安価な中国製生地の輸入にメリット＞ 

 RCEP が実現すれば、これまで「後発開発途上国（LDC）特恵」を受ける上で必要とされる

工程が足りなかった企業も、RCEP を利用して低関税で輸出できる可能性がある。例えば、

ニット製品（61 類）で LDC 特恵を享受するには、国内で糸からニット生地を作り、ニット

製品を仕上げる必要があった。そのため、調達コストが安い中国などのニット生地を使用

する場合、LDC 特恵は受けられなかった。しかし RCEP が実現すれば、中国で織ったニット

生地を利用して国内で縫製すると、累積の 2工程が認められる可能性がある。調達の幅が

広がることでコスト競争力の向上も見込める。 

 

 縫製業は GDP の 9％を産出する主要産業で、機械関連企業もカンボジアに投資を開始して

おり、RCEP が実現すれば、これらの部品の調達・輸出両面でコスト削減効果が見込まれる。

カンボジアは将来的に、既存の LDC 特恵と RCEP とを有効に活用できる可能性がある。 

 

（注）GSP とは、途上国の開発支援のため、途上国からの輸入品に対して 恵国待遇（MFN）

関税率よりも低い関税率を適用する制度。LDC に対しては、さらなる特別措置「LDC 特恵」

がある。日本はカンボジアからの輸入品に対して、約 98％の品目を無税にしている。 

 

（小林哲也） 

 

  

カンボジア 
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10． 縫製業界が販路拡大に期待（ラオス） 

2012 年 08 月 13 日 バンコク発 

 

 ラオスは ASEAN 加盟国の中でも工業化が遅れており、東アジアの地域包括的経済連携

（RCEP）が実施されても短期的には大きな環境の変化はないとされているが、その中で恩

恵を受けるとみられるのが縫製業界だ。 

 

＜原材料調達の広がりなど利点も＞ 

 中国やタイ産の原布を輸入してベッドリネンや子ども服に縫製しているクリエイティ

ブ・ビジネスでは、既に日本向け輸出には日 ASEAN 包括的経済連携（AJCEP、注）、中国向

けには中国 ASEAN 自由貿易協定（ACFTA）を活用していることから、RCEP が実現しても特段

ビジネス環境が大きく変わることはないとみている。 

 

 しかし、RCEP の枠組みで原材料の調達先が東アジアに広がり、それら地域を対象に特恵

関税を享受できるようになることなどは利点だろう。 

 

＜EU 向け輸出が 多＞ 

 ラオスでは現在、100 ヵ所以上の縫製工場が操業し、従業員数は 3万人程度だ。縫製工業

協会によると、2011 年の縫製品の輸出額は 2億 1991 万ドルで、うち EU 向けが全体の 78.9％

と 多、これに米国（14.0％）、日本（3.5％）、カナダ（2.3％）と続く。EU 向けの輸出は

一般特恵関税（GSP）を活用したビジネスモデルが中心となっており、RCEP が実現すればイ

ンドなど新興市場への販路拡大が期待される。 

 

（注）ラオスでは 2008 年 12 月 1 日、AJCEP が発効した。原産地証明書については 2009 年

4月 28日付AJCEPにおける原産地証明書利用告示に関する商工省大臣合意（No.0841／MCI）

を根拠として発行体制が整備され、さらに 2009 年 8 月 3日付 AJCEP における原産地証明書

利用告示に関する商工省大臣合意（No.1569）で遡及（そきゅう）発行が確認された。 

 

（山田健一郎） 

 

  

ラオス 
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11． 報道少なく産業界の注目度もいまひとつ（中国） 

2012 年 07 月 31 日 北京発  

 

中国では地域包括的経済連携（RCEP）関連の報道は少なく、産業界の注目度も高くはな

い。研究者は RCEP 構想について「ASEAN が東アジアの経済連携における中心的地位を維持

するために提起したもの」とみている。また、政府系シンクタンクの幹部は「どれほど大

国に受け入れられるかが注目」との見方を示す。若手研究者は、RCEP の参加基準の策定は

難しい作業だが、アジアに合ったルールをアジアで作ることは地域の競争力強化に役に立

つ、と話している。 

 

＜大国にどれほど受け入れられるか注目＞ 

 中国では RCEPの報道はまだ少ない。RCEPについて政府系シンクタンクの幹部に聞いたと

ころ、個人的見解として次のような見方を示した。 

 

 ASEANの RCEP提唱は、環太平洋パートナーシップ（TPP）、日中韓自由貿易協定（FTA）の

議論の進展を受けて打ち出したものとみている。TPPには ASEANのシンガポール、ブルネイ、

ベトナム、マレーシアの 4ヵ国が参加している。フィリピンも参加の意向だ。このため TPP

交渉が進展すると、ASEANが内部分裂するという懸念が出てきている。TPP交渉が進展すれ

ば、東アジアの経済連携における ASEAN の中心的地位が脅かされかねない。東アジアの経

済統合に新たな枠組みを提示しなければならない事態に直面していたといえる。 

 

 RCEP 提唱のもう 1 つの背景として、日中韓 FTA、中韓 FTA 構想の影響がある。東アジア

の経済連携は、ASEAN＋1、＋3、＋6 など複数のフレームワークがあるが、日中韓 FTA が締

結されれば、ASEAN中心のこれらのフレームワークは機能しなくなる。ASEANはそれを懸念

し RCEPを提唱した。 

 

 RCEP は、ASEAN にとって TPP ほど高いレベルの FTA にはならないと予想する。ミャンマ

ー、ラオス、カンボジアなど途上国を含む構想なので、ASEAN の 10 ヵ国全てが満たせる基

準にするはずだ。 

 

 RCEP の実現可能性は、ASEAN 内部でも議論のあるところだ。東アジアの経済連携につい

て、TPP、日中韓 FTA、RCEPという 3つの構想が並走する中で、RCEPがどれほど大国に受け

入れられるか注目している。 

 

＜アジアに合ったルール作りには賛同＞ 

 政府系シンクタンクの若手研究員も、個人的見解として次のように話した。 

 

中国 



            

 

 
 

26 

Copyright (C) 2012 Japan External Trade Organization (JETRO). All rights reserved. 禁無断転載 

 

 RCEP は、ASEAN が東アジアの経済統合における求心力を維持するため提起したものだ。

ASEAN＋3 の実現が困難になってきている一方で、中韓 FTA と日中韓 FTA が進展している状

況下、ASEANとしては、イニシアチブを維持したければ、より広域の経済連携の推進が必要

になったということだろう。 

 

 RCEPが提唱された 2011年末、中国の研究者は TPPと日中韓 FTAの研究に集中していたた

め、注目もしていなかった。もっとも 2012 年内に RCEP 交渉が始まるなら、今後関心は高

まり研究も盛んになるはずだ。中国政府の見解は特に公表されてはいないが、アジアを基

礎とした経済連携の枠組みは歓迎だろう。 

 

 しかし、RCEP の実現には多大な困難が伴うだろう。参加基準は ASEAN が作るというが、

その設定が難しい。ASEAN＋1 の 5 つの FTA のレベルにはばらつきがある。RCEP の水準が 5

つの FTAのどれよりも高いようだと、実現は難しいだろう。 

 

 とはいえ、アジアでアジアに合ったルールを作ることは、ASEANにとっても日中韓にとっ

ても良いこと。地域の競争力強化に役に立つ。基準については大まかに統一し、細かいと

ころは異なってもよい、というやり方があるのではないか。原産地規則にしても、アジア

に合った独自の基準を研究し作ればよい。 

 

（箱崎大） 
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12． 政府・産業界ともに関心は低い（韓国） 

2012 年 08 月 03 日 ソウル発 

 

 政府・産業界とも東アジアの包括的経済連携（RCEP）構想への関心は高くない。その理

由として、全ての RCEP 対象国と自由貿易協定（FTA）を締結または交渉していること、中

韓 FTA や日中韓 FTA を優先していることが挙げられる。 

 

＜関心は中韓や日中韓の FTA に向く＞ 

 RCEP 構想への関心が低い理由などについて、政府系シンクタンクの研究者に聞いた。 

 

問：政府・産業界は RCEP をどうみているか。 

 

答：通商交渉や関連研究を行っている関係者でなければ、RCEP の概念を把握している人は

ほとんどいない。産業界でもあまり知られていない。その大きな理由は、政府の関心が RCEP

には向いていないためだ。 

 

問：なぜ政府は RECP に関心がないのか。 

 

答：政府は、これまで多くの国・地域と FTA を締結してきた。その中には、RCEP の対象国

が多く含まれており、政府は、積極的に RCEP の交渉に臨む理由がない。また、政府は 2国

間交渉に慣れていることもあり、マルチ交渉には多少懐疑的なスタンスをみせる傾向も要

因といえる。さらに、巨大市場の中国との FTA 交渉が始まっており（2012 年 5 月に第 1回

交渉実施）、また、日中韓 FTA 交渉開始を目前にしていることも RCEP への無関心につなが

っている。 

 

問：RCEP の課題は。 

 

答：RECP は ASEAN がイニシアチブを持つ構想だが、ASEAN は環太平洋パートナーシップ（TPP）

における米国のような強力な力を持っていない。また、今まで論議が続いてきた ASEAN＋3、

ASEAN＋6 との差別化の問題も出てくると思われる。このような関係で、RCEP は当面の間、

話が進まない可能性が高い。 

 

〔李海昌（イ・ヘチャン）〕 

 

  

韓国 
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13． 政府は参加に意欲、産業界は慎重姿勢を崩さず（インド） 

2012 年 07 月 30 日 ニューデリー発  

 

政府は地域包括的経済連携（RCEP）参加に意欲を示している。一方、産業界は参加の意

義に賛同はするものの、中国がボトルネックだとして、その影響力の高まりを警戒する。

政府も産業界の声を無視することはできないのが実情だ。インドの交渉は、RCEP が効果的

な外国投資の呼び込みや国内製造業の活性化、輸出の増加などの効果をもたらすことを、

いかに産業界にアピールするかにかかっているといえる。 

 

＜政府はワーキンググループを設置＞ 

 ASEAN・インド自由貿易協定（FTA）の交渉を担当するインド商工省の FTA 統括部門のア

ビナシュ・ジョシ ASEAN 部長は、RCEP 参加について、さまざまな議論をする必要があると

前置きしながらも、「政府としては RCEP への参加に意欲的に取り組みたい」と言う。「参加

が予定される ASEAN10＋6 の国々の間で、物品貿易、投資、サービスの 3つのワーキンググ

ループを設置し、交渉開始に向けた前準備をしようとしている」とのことだが、今のとこ

ろ具体的な活動がみられるのは「物品貿易のグループだけだ」と同氏は言う。政府は、政

府間の本格交渉開始は ASEAN サミット（2012 年 11 月か 12 月に開催予定）以後になるだろ

うとみている。 

 

 一方で、RCEP の交渉妥結には相当な時間がかかると見込まれる。政権交代などにより対

外政策の方向性が変わることへの懸念もある。これに対し、政府系シンクタンク RIS のラ

ム・ダス上級研究員は、2014 年の下院総選挙に触れ、「仮に政権が交代しても、ルックイー

スト政策を貫くことに変わりはない。RCEP 参加に前向きな姿勢は次の政権にも継承される

はずだ」と述べた。 

 

＜産業界は中国製品の流入増を警戒＞ 

 輸出団体を取りまとめるインド輸出組合連合会（FIEO）のアジャイ・サハイ総裁は「RCEP

参加には産業界も当然関心を持っている。しかし、われわれにとってのボトルネックは中

国だ」と述べた。インドが参加に向けて本格的に動き出すには、「中国がダンピングをやめ、

真の市場経済に移行することが条件だ」と指摘し、安易に RCEP に参加することを牽制した。 

 

 国際連合アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）南西アジア事務所のナゲッシュ・クマー

ル所長（前 RIS 所長）は「政府が中国との関係強化を図る方針は変わらない」としながら

も、産業界には強い警戒心があると言う。インド・中国 FTA のワーキンググループに参加

した経験を振り返りつつ、「産業界に中国との FTA 締結を望む声は少ない。中国が多額の補

助金を費やし、さらにダンピングを繰り返して輸出を増加させ、インドの対中国貿易赤字

インド 
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拡大をもたらしている。FTA 締結がさらなる中国製品の流入を招くことを産業界は懸念して

いる」と語る。RCEP 交渉が本格化すれば、「政府がこうした産業界の懸念に耳を傾けざるを

得ない時が来る」との見方を示した。 

 

 同氏はさらに、「市場アクセスがカギだ。韓国やベトナムのように国内市場の拡大余地が

限定的で、FTA 締結で市場が拡大したと捉える場合には、FTA 締結による輸出拡大のメリッ

トは大きい。しかし、インドのように国内に巨大市場を有する場合には、そのメリットは

相対的に小さく感じるのは当然だ」と指摘した。 

 

 他方で、中国は国内に巨大市場を抱えつつも、東アジア地域の生産ネットワークの中で

輸出拠点としての側面を持つ。実際、ASEAN・インド FTA と ASEAN・中国 FTA の活用度を比

較しても、「インドよりも中国の方が ASEAN との FTA を効果的に活用している。中国は既に

ASEAN との貿易関係を構築しているからだ」と前述のダス RIS 上級研究員はみている。 

 

 一方で、ESCAP のクマール所長は、インドが製造業の伸び悩みに直面しているので、「RCEP

のような枠組みを活用して東アジア域内から投資を呼び込むことに成功すれば、製造業も

活発になるはずだ。これが輸出拡大につながれば理想的だろう」と言う。 

 

＜輸出拡大の仕組みづくりを＞ 

 政府は RCEP 参加に前向きだが、政府間の交渉が本格化すれば、インドの産業界から中国

との関係をはじめとしたさまざまな懸念が出てくる可能性が高い。 

 

 インド政府が産業界をいかにして説得できるか。それには、RCEP 締結により域内から投

資呼び込みが活発化し、インドの輸出拡大につながるような仕組みづくりができるかどう

かにかかっている。例えば、日本企業がインドに製造拠点を設立し、インドを拠点に域内

への輸出モデルを示すことができれば、インドの製造業の強化のみならず、貿易赤字の縮

小にも貢献し、中国の影響のみにとらわれないビジネスモデルの可能性を示すことにもつ

ながるはずだ。 

 

（西澤知史） 
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14． FTAAP 完成に向けた取り組みの 1 つ（オーストラリア） 

2012 年 08 月 06 日 シドニー発 

 

 政府は貿易・投資の自由化については多国間協定を優先し、2 国間協定は多国間協定を補

完するものと位置付けている。APEC の 終目標であるアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の

実現に向け、地域包括的経済連携（RCEP）もその一環と捉える。一方、国内の企業からは、

各国自由貿易協定（FTA）の規則が異なっており、多国間協定では規則の統一化を望むとの

声が聞かれる。 

 

＜政府は多国間協定を優先＞ 

 政府は 2011 年 4 月、「自由で開かれた通商政策を継承した上で多国間協定を優先し、2国

間協定は多国間協定を補完し、質が高く、真に自由化された協定が望まれる」との方針を

発表した。 

 

 2012 年 6 月時点で、発効している多国間協定は ASEAN・オーストラリア・ニュージーラ

ンド自由貿易協定（AANZFTA）。09 年 2 月にニュージーランドおよび ASEAN との間で調印、

ASEAN各国との間で順次発効させていった。 後となったインドネシアは12年 1月だった。

一方、2国間 FTA は、米国やタイなど 5ヵ国と発効させており、12 年 5 月に締結したマレ

ーシアとは、13 年 1 月からの発効を目指して両国で国内手続きを進めている。 

 

 他方、FTA 締結に向けた交渉は、多国間は環太平洋パートナーシップ（TPP）など 3つで、

2国間は日本、中国、韓国、インドネシア、インドのアジア 5ヵ国との間で実施されている。 

 

＜FTAAP が 終目標＞ 

 2012 年 6 月にロシアのカザンで開かれた APEC 貿易相会合に参加したエマーソン貿易・競

争力相は「多角的な貿易体制を強く支持する。APEC では、地域経済統合として FTAAP 構想

がある。この実現に向けて、TPP のほか、RCEP の取り組みが進められているが、重要なの

は道程ではなく 終目的地の FTAAP だ」と語っている。この発言から、政府は、FTAAP の完

成が 終目的で、RCEPはその目的に向かう取り組みの1つと捉えていることがうかがえる。 

 

＜企業は各協定の規則の統一を希望＞ 

 国内では輸出に従事している企業は多くないものの、FTA の恩恵を享受している企業もあ

る。製造業が主に加盟しているオーストラリア産業連盟（AI）は 2010 年 2 月、連邦政府の

独立研究諮問機関である生産性委員会に、FTA に関する意見書を提出した。そこでは、オー

ストラリア企業のうち輸出を行っているのは 20 分の 1で、09 年後半に輸出企業を調査した

ところ、3分の 1の企業が FTA の恩恵を受けていると回答している。 

オーストラリア 
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 中小企業が主に加盟しているオーストラリア商工会議所（ACCI）に対し、FTA や RCEP に

ついて聞いた。ACCI は、FTA を利用する上での課題として、AANZFTA の原産地規則に多くの

企業は満足している一方、タイとの FTA（TAFTA）やマレーシアとの FTA（MAFTA）では、同

規則がそれぞれ異なることから混乱し、コストも掛かっている、と指摘。多国間協定の RCEP

や TPP では、各国で統一化した規則を望むと回答した。 

 

＜東アジアへの輸出が増加＞ 

 アジア諸国は貿易と投資で大きなウエートを占めている。 

 

 2011 年の貿易統計によると、ASEAN＋6 および台湾・香港向けの輸出は全体の 79.1％を占

め、前年比伸び率も、全体の 13.3％増に対し、それを上回る 14.9％増を記録している。ま

た、輸入も同地域が全体の 54.7％と過半を占める。 

 

 エマーソン貿易・競争力相は「中国、日本、ASEAN など東アジア向け輸出が増加している。

国内経済は、アジアからの顕著な投資と調和する。これら継続的な投資が国内の生産能力

向上に貢献する」と指摘し、アジアの重要性を説いている。 

 

（込山誠一郎、ラーイッチ・ピーター） 
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15． 東アジアでの投資自由化へ、早期交渉開始を期待（ニュージーランド） 

2012 年 08 月 07 日 オークランド発 

 

 ニュージーランドは、人口 440 万人と国内市場が小さく、一次産品の輸出に依存するだ

けに、貿易・投資面で大規模な規制改革を進め、世界で も規制の少ない国の 1 つとなっ

た。ASEAN が提案した地域包括的経済連携（RCEP）構想は、長年追い求めてきたアジア太平

洋諸国との経済連携の推進につながる。東アジアでの貿易・投資自由化に向けて、早期の

交渉開始を期待している。 

 

＜アジア太平洋諸国との貿易は全体の 7割超に＞ 

 かつては「英国の海外農園」といわれ、旧宗主国の英国から特恵関税の恩恵を受け、酪

農品、羊毛などの一次産品の市場を英国に依存していた。しかし、1973 年に英国が欧州経

済共同体（EEC）に加盟したことで、英国市場に欧州諸国からの一次産品が流入し、ニュー

ジーランドは 大の輸出市場を失った。 

 

 これを受け、83 年にオーストラリアとの間で経済緊密化協定（CER）を締結して以来、ア

ジア太平洋諸国との自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）の締結を推進してきた。

70 年に全輸出の 33％を占めていた英国向けは現在 3.2％に下がり、アジア太平洋諸国との

貿易は全貿易額の 7割を超える。 

 

 英国の EEC 加盟と同時期に起きた石油危機で、国内経済が悪化したため、1980 年代に大

規模な規制改革を行った。この規制改革により投資や関税などの障壁をほとんど取り除き、

OECD 諸国の中で も「規制された国」から世界で も「規制のない国」へと変化を遂げた。 

 

＜農産品輸出、サービス輸出の拡大狙う＞ 

 2001 年 1 月のシンガポールとの CER に続き、05 年 7 月にタイとの CER、06 年にシンガポ

ール、チリ、ブルネイとの間で 4ヵ国間協定（P4）が発効した。その後も中国（08 年 10 月

発効）、ASEAN・オーストラリア（10 年 1 月）、マレーシア（10 年 8 月）、香港（11 年 1 月）

との間で FTA を発効させた。湾岸協力会議（GCC）諸国との交渉も終了し、署名を待ってい

る。そのほか、韓国、インド、ロシア・ベラルーシ・カザフスタンと FTA を交渉中だ。 

 

 酪農品、肉類、木材、果物、魚介類などの農林水産品の輸出が全輸出額の 5割を占め、

鉱物性燃料、機械、輸送用機器、電気・電子機器、プラスチックの輸入が全輸入額の 5割

を占める。2011 年の貿易相手国上位 5ヵ国は、輸出がオーストラリア、中国、米国、日本、

韓国の順で、輸入が中国、オーストラリア、米国、日本、シンガポールの順。ASEAN を 1 つ

の市場とみると、オーストラリア、中国に次ぐ 3番目の市場になる。輸出入とも上位 5ヵ

国・地域のうち FTA が発効していないのは米国と日本、韓国の 3ヵ国のみ。米国とは環太

ニュージーランド 
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平洋パートナーシップ（TPP）の交渉中で、日本とはまだ交渉に至っていない。韓国とは既

に交渉を開始しているが、膠着（こうちゃく）状態。日本と韓国はどちらも重要な貿易パ

ートナーで、2国間でなくても TPP あるいは東アジアの枠組みでの連携を望んでいる。輸出

先 7位のインドとは年内合意を目指しており、2012 年 1 月までに 7回の交渉が行われてい

る。中国に次ぐ人口を持つインドとの FTA が発効すれば、農産品の輸出拡大だけでなく、

教育、スポーツ、科学技術、映画産業などの分野での連携が期待される。 

 

 国内市場が小さいため、農産品のほとんどが輸出されていて、生産される生乳の 95％強

が輸出向け。「クリーン、グリーン」を掲げ、多くの観光客や留学生を呼び込み、環境保護、

再生可能エネルギー技術・ノウハウ、安全な食の供給にも力を入れている。一方、自動車、

機械などの製造基盤を持たず、工業製品は輸入に依存している。電子部品のレイコン、乳

業のフォンテラなどアジアに製造拠点を持つ企業もあるが、部品や材料を複数の国で調達

する生産ネットワークはほとんどない。このため FTA を推進することで農産品の輸出、観

光・教育などのサービス輸出と投資誘致の拡大を目指している。 

 

＜TPP をはじめ質の高い経済連携モデルを構築＞ 

 TPP のルーツは、シンガポールとの間で 1999 年に交渉を開始し、2001 年に発効した CER

にある。その後 02 年にチリ、05 年にブルネイが加わり、06 年に 4ヵ国間での P4 が発効し

た。政府は、シンガポールとともに TPP のオリジナルメンバーとして既に P4 で完成させた

関税撤廃、サービス貿易、投資も含む質の高い FTA がアジア太平洋地域で実現することを

目指している。また、シンガポールとの CER 構想は ASEAN、オーストラリアを加えて AANZFTA

としても実を結んでいる。 

 

＜産業界の期待大＞ 

 2010 年にニュージーランド経済研究所（NZIER）が行った GTAP（Global Trade Analysis 

Project）モデルを用いた試算によると、ASEAN＋6 による関税撤廃は国内経済に 4億 3,000

万ドルの恩恵をもたらす。これは物品貿易に限ったもので、サービスおよび投資の自由化、

税関手続きの簡素化、域内の競争を通じて数 10 億ドルもの経済効果をもたらす。しかし、

ASEAN＋3 でニュージーランドが東アジア経済統合から排除された場合、3億 8,000 万ドル

の損失が見込まれており、国内の輸出業者は競争力を失うとみている。 

 

 ASEAN が 2011 年 11 月にニュージーランド、オーストラリア、インドを含んだ RCEP を提

案したことは、ASEAN＋6 を支持してきた政府にとっては歓迎すべきことで、アジア太平洋

地域での貿易投資自由化への大きな前進だと期待している。 

 

 RCEP について、乳業企業、果実輸出企業、飲料メーカーに聞いたところ、日本、韓国を

含めアジア諸国では農産品・食品飲料に高い関税が課されており、各社とも FTA 未発効の
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日本、韓国、インドへの輸出に際して関税が削減されれば大いにメリットがあると話した。

また、協定ごとに異なる原産地規則が標準化されることはコストと時間の削減につながる

ため、好ましいという意見だった。産業界は RECP の予備交渉の早期終了と交渉開始を待ち

望んでいる。 

 

 全貿易額の 7割を占め、対内投資の 6割を受け入れているアジア太平洋諸国との包括的

な経済連携は、長年にわたり追い求めてきたもの。その実現のため引き続き関係各国に働

き掛けていく方針だ。 

 

（原田直美） 
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16． RCEP に ASEAN＋1FTA 以上の付加価値を（アジア・ASEAN） 

2012 年 08 月 15 日 バンコク発  

 

 これまで 14 ヵ国から東アジアの地域包括的経済連携（RCEP）に対する見方を報告した中

で、各国産業界に RCEP が浸透していないことが明らかになった。これまでの 5 つの ASEAN

＋1 自由貿易協定（FTA）では実現できなかった要素をどれだけ RCEP に盛り込めるか、東ア

ジアの生産・調達ネットワークの 適化にどう貢献できるかが課題だ。 

 

＜ASEAN の求心力維持のため生まれた RCEP＞ 

 ASEAN および関係各国政府は、RCEP の 2012 年中の交渉開始に向けて参加基準づくりを急

いでいる。一方、RCEP の経済的合理性やその必要性などについて国内産業を交えた議論が

十分には行われていなかったため、各国産業界に RCEP のコンセプト自体が浸透しておらず、

評価できないでいる姿が浮かび上がった。 

 

 RCEP は、2011 年にアジア太平洋での外部環境の変化が起ころうとしている中、「ASEAN の

中心性」維持のために半ば強引に打ち出したものという見方がある。中国の若手研究者は

「RCEP は、ASEAN が東アジアの経済統合の求心力を維持するために提起したもの」と分析

するとともに、「環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉や中韓 FTA と日中韓 FTA が進展し

ようとしている状況下、東アジアの経済連携で ASEAN が中心的地位を維持するには、より

広域の経済連携の推進が必要になった」とみている。ASEAN がアジア太平洋での貿易自由化

の枠組みづくりの主導権喪失を懸念し、RCEP を打ち出さざるを得なかったというわけだ。

実際に、インドネシア商業省のイマン通商協力課長は、「（RCEP は）米国を中心とする TPP

に対抗するものになるだろう」と語る。 

 

＜ASEAN 域内の評価もさまざま＞ 

 ASEAN の中でも「FTA 推進国」に位置付けられ、実際に自らも TPP 交渉に参加するシンガ

ポール、マレーシア、ベトナムは、RCEP に対し前向きだ。ASEAN10 ヵ国は、RCEP 交渉の参

加見込み国と既に FTA を発効させており、「RCEP による輸出拡大効果は限定的」（シンガポ

ール）とみる向きが多い。ただし、「RCEP は脅威ではなく、むしろ製品に競争力を与えてく

れる」とマレーシアは評価している。 

 

 「5 つの ASEAN＋1FTA が RCEP として統合されれば、それぞれ異なる原産地規則の調整に

加え、累積対象の範囲が拡大され、『累積規定』を通じた一部製品の輸出増が期待される」

とシンガポールはそのメリットを強調する。これまで ASEAN は、5つの ASEAN＋1FTA による

「東アジア経済圏」を形成してきたが、実際にはそれぞれで「分断」されており、潜在力

を 大限には生かし切れていなかった。 

アジア・ASEAN 
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 一方、これまで締結してきた FTA では関税削減・撤廃を獲得できていない品目もあり、

RCEP 交渉で ASEAN＋1FTA や 2 国間 FTA を上回る関税譲許を期待する声もある。マレーシア

繊維製造業協会は「繊維業界は生地を輸入し、加工生地と衣料製品を輸出する。繊維品目

の関税がゼロになることを望む」と話す。 

 

 ベトナムは、RCEP に巨大な貿易赤字を抱えている中国が入っているため、「好ましい交渉

ではない」（地方政府関係者）と警戒する。ベトナム政府は、TPP と EU との FTA 交渉を も

重視している。これら FTA により米国、EU などの先進国市場が開放されても、一気に製品

がベトナムに流入するとは考え難く、ベトナムにとっては都合のよい FTA と判断している

のだ。 

 

 ただし、ベトナム産業界からは違った声も聞こえる。繊維業界は生地を主に中国に依存

しており、「RCEP により中国産生地の使用が認められれば、日本や韓国など RCEP 加盟先進

国向けの輸出環境が大きく改善される」と期待を寄せる。繊維産業が中国製生地に依存し

ている構造は、カンボジア、ラオス、ミャンマーなども同様だ。これらの国々も、RCEP 実

現で市場拡大に期待が大きい。 

 

 ASEAN の中で自動車産業を核に随一の産業集積を誇るタイは、RCEP を歓迎している。特

に自動車産業では、日本での新技術や新モデルの投入タイミングと、ASEAN および周辺国で

の投入のタイミングを、いかに近づけるかが販売数量を左右する。さらに、エコカーを中

心に「タイ発」モデルが次々と生まれている。そのため、新技術や新モデルに不可欠な部

品は日本からの輸入に依存せざるを得ない現状がある。これまでタイからインド向けに輸

出する場合、ASEAN・インド FTA（AIFTA）の原産地規則を満たすことができず、特恵関税が

享受できない場面も多かった。しかし、それらの品目についても「RCEP であれば特恵関税

が享受できる」と強く期待している。そのため RCEP は「インドの参加が不可欠」との声も

多い。ある自動車部品製造企業は「中国とインドとを同じ FTA の枠組みに入れることで原

材料や部品の利用可能性が高まり、結果的に生産コスト削減につながる」と歓迎する。 

 

＜インドの出方が大きなポイント＞ 

 域外 6ヵ国（日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド）と既に

ASEAN＋1FTA でつながっていることから、RCEP は ASEAN にとっては決して目新しいもので

はなく、かつ劇的な貿易拡大を期待できるものでもない。しかし、域外の 6ヵ国は ASEAN

を通じてつながってはいるものの、相互の FTA によるものではない。実際に FTA が発効し

ているのは、インドと韓国および日本、オーストラリアとニュージーランドなどごく一部

だ。これら 6ヵ国がつながれば、「RCEP の経済効果は 5つの ASEAN＋1FTA 以上」と期待され

るが、RCEP 交渉開始が迫る中、6ヵ国の産業界からは RCEP に対し、期待と不安の声が入り
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混じっている。 

 

 P4時代からTPPに参加しているニュージーランドは、TPPとRCEPとを両にらみしている。

アジア各国では農産品や食品・飲料などに依然として高関税が課されているため、「FTA 未

締結・未発効の日本、韓国、インドなどへの輸出で関税が削減されれば大いにメリットが

ある」と、乳業企業、果実輸出企業、飲料メーカーは RCEP に期待する。 

 

 オーストラリアも、ニュージーランドと同様の歩調をとっている。多角的貿易体制の構

築に力を入れており、エマーソン貿易・競争力相は「APEC にはアジア太平洋自由貿易圏

（FTAAP）構想がある。この実現に向けて、TPP のほか、RCEP が進められている」と語るな

ど、TPP と RCEP との両にらみで 終目的の FTAAP 構想実現を目指す。もともと、2007 年の

APEC議長国だったオーストラリアでの閣僚・首脳会議でFTAAPの検討結果が報告され、FTAAP

のための選択肢と展望を検討するよう首脳宣言に盛り込まれた経緯があり、FTAAP に対する

思い入れは他国に比べ強い。 

 

 一方、RCEP 交渉の行方を大きく左右する可能性のあるのがインド。インド政府は RCEP へ

の参加について、さまざまな条件を議論する必要があると前置きしながらも、「政府として

は RCEP 参加に意欲的に取り組みたい」（商工省のアビナシュ・ジョシ ASEAN 部長）という。

その一方で、産業界は RCEP に中国が含まれているため強く警戒している。「RCEP 参加のボ

トルネックは中国」とインド輸出組合連合会のアジャイ・サハイ総裁は語気を強める。同

氏は、中国のダンピング問題を指摘し、インドが安易に RCEP に参加することを牽制してい

る。実際に、インド産業界に中国との FTA 締結を望む声は少なく、「中国は多額の補助金を

投入し、さらにダンピングを繰り返して輸出を増加させている、との不信感がある」と国

際連合アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）南西アジア事務所のナゲッシュ・クマール所

長は話し、インドの RCEP 交渉への参加自体が決して簡単なものではないと指摘している。 

 

 もともとインドは巨大な国内市場を抱えるため、RCEP のメリットは輸出志向型経済国に

比べて限定的とみられている。例えば、「RCEP の枠組みを活用して、東アジア域内から投資

を呼び込み、製造業が活発化、これが域内への輸出拡大につながる」（前出クマール氏）な

ど、RCEP 参加のメリットを見えるかたちで提示できれば、インドの国内世論を納得させら

れるかもしれない。 

 

 一方、RCEP による多国間交渉では、高い水準の FTA 実現には懐疑的な見方もある。中国

の専門家は「5つの ASEAN＋1FTA の水準にはばらつきがある。RCEP がこれら 5つの FTA の

どれよりも水準が高いようだと、実現は難しいだろう」と分析する。FTA 推進国の韓国は「多

国間交渉ではより多くの果実を取ることはできない」として RCEP に懐疑的な姿勢をみせる。

韓国政府はこれまで多くの国・地域と FTA を締結してきており、そこには、RCEP 対象国が
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多く含まれているので、「積極的に RCEP の交渉に臨む理由がない」との声もある。 

 

（助川成也） 
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17． 名誉挽回を目指す ASEAN（アジア・ASEAN） 

2012 年 08 月 16 日 バンコク発 

 

 7 月の ASEAN 外相会議で共同声明が採択できず、その脆弱（ぜいじゃく）性が指摘された

ASEAN。引き続き投資家の注目を集めるには、地域包括的経済連携（RCEP）で東アジア経済

圏形成のイニシアチブを取り、ASEAN＋1 自由貿易協定（FTA）の弱点を補わなければならな

いだろう。シリーズ 終回。 

 

＜東アジアのサプライチェーン拡大・強化を＞ 

 東日本大震災、タイ大洪水を経て、「リスクに強いサプライチェーンの再構築」の必要性

が強くいわれている。産業界は、ASEAN で構築したサプライチェーンにインドを含めたかた

ちでの再編を検討しており、それを具現化させるものとして RCEP を歓迎している。 

 

 大手自動車部品製造デンソーの地域統括会社デンソー・インターナショナル・アジアの

末松正夫 高執行責任者（COO）兼上級副社長は、7月 21 日に開催された ASEAN のスリン事

務総長と在 ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）との対話の場で、ASEAN 自由貿易地域

（AFTA）や AFTA の前倒し措置である ASEAN 工業協力（AICO）を背景に、ASEAN 域内で集中

生産・相互補完体制を確立してきたと指摘した。その上で、相互補完体制をインドにまで

広げるには「RCEP がカギを握る」として、2012 年中の交渉開始に向け、RCEP の議論を加速

化するよう訴えた。 

 

 また、RCEP 交渉に際し、同社がこれまで ASEAN 域内取引で推進してきた関係会社間での

取引の際に用いられる「リターナルボックス（通い箱）」について、東アジアでの取引円滑

化のため、通い箱に関税が課されないような仕組みを構築すべきだと訴えた。 

 

＜リスクを勘案し、バックアップ体制の構築へ＞ 

 「FTA は生産拠点の統廃合を促す」といわれているため、ASEAN 域内でも FTA の拡大に二

の足を踏む国もある。また、FTA を締結した結果、相手国製品が一気に流入し、FTA への警

戒感が強まったインドやインドネシアの事例がある。 

 

 確かに RCEP によって東アジア域内での各拠点の機能や必要性は見直されることになる。

しかし、東アジア新興国では、賃金上昇や人手不足の問題に加えて、中国やインドで労働

争議が頻発していること、タイで発生した洪水などの自然災害リスクがある。そのため、

複数国間でのバックアップ体制の構築の必要性がいわれている。こうした環境変化は、経

済効率面での「FTA による拠点統廃合」に待ったをかける。在タイ日系自動変速機企業も、

それら新興国のリスクを踏まえて「日本、中国、タイの 3国間で相互バックアップ体制を

検討している」と話し、その体制構築には「RCEP が前提だ」と語る。 

アジア・ASEAN 
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 FTA では、どの分野で関税削減・撤廃を勝ち取り輸出を強化していくか、またはどの分野

を保護するかなどの視点から交渉することが多かった。これは、相手国製品が無尽蔵に流

入し国内産業を棄損させた例があったためだ。しかし FTA は、企業の部品調達コスト抑制

に効果があり、企業が得意な分野での製造に特化できるといった長所もあり、企業の競争

力強化、効率的分業につながる。 

 

 実際、自動車産業を中心に「高品質の部品調達が難しい」とされるインドだが、自動車

生産台数は 2011 年に 394 万台（販売台数は 329 万台）に達するなど、コスト面で高い競争

力を発揮している。インドでは欧州系サプライヤーも多く、その生産規模から部品によっ

ては ASEAN でも価格競争ができる。タイとインドに拠点がある機械企業は「タイで輸入調

達している部品約千点のうち約 1割弱はインドからだ。インドでの生産規模の大きさから、

低コスト生産ができる」とインド調達のメリットを語る。RCEP は自動車産業にとってイン

ド・ASEAN 間の相互補完を後押しする可能性を秘めている。 

 

＜ASEAN の危機感が統合を促進させる可能性も＞ 

 2012 年 7 月 9～13 日に、カンボジアで開催された ASEAN 外相会議は、中国が出席してい

なかったにもかかわらず南シナ海に関する文言をめぐって意見が対立し、共同声明が採択

できなかった。対中国政策で ASEAN 内の足並みが乱れたことから、「共同体としての ASEAN」

の脆弱性が指摘された。 

 

 ASEAN は名誉挽回に躍起になっている。外相会議が終了後の 7月 20 日に何とか「南シナ

海問題につき ASEAN の 6 点原則に関する ASEAN 外相声明」を公表した。また、7月 21 日に

ASEAN のスリン事務総長は日本のメディアを前に、今後の ASEAN を軸とした生産ネットワー

クの構築には「ASEAN・RCEP（ARCEP）の枠組みの推進が戦略上の重点になる」と指摘し、

依然として ASEAN が経済統合の中心だと示唆した。さらに同事務総長は、ASEAN＋1FTA では

近年の生産ネットワークの多様化と素早い変化に対応できなくなっていることを指摘した

上で、「ARCEP はビジネス上のさまざまな非効率を解消する枠組み」として注目するよう訴

えた。 

 

 これまで「ARCEP」という文言は各種会合の議長声明や共同文書で登場したことはなく、

ASEAN 外相会議での共同声明不採択に伴う「ASEAN の脆弱性報道」にスリン事務総長が危機

感を覚えたからだろう。ASEAN はアジア通貨危機、IT バブル崩壊など大きな危機が発生す

るたびに、経済統合の速度を増すことで「中核性」維持に努めてきた。今回の外相会議で

の共同声明不採択、欧州債務危機など ASEAN をめぐる環境は厳しさを増している。ASEAN が

引き続き投資家の注目を集めるには、ASEAN 経済共同体の確実な進展に加え、東アジア経済

圏形成のイニシアチブを RCEP で取っていくこと、RCEP をよりビジネスフレンドリーな FTA
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に設計することが不可欠だろう。 

 

（助川成也） 

 

 

 

 

 

 

※本レポートは、ジェトロのニュースサービス「通商弘報」で 2012 年 7 月 25 日から 8 月 16 日にか

けて掲載された記事をまとめております。 

通商弘報では、70 ヵ所を超えるジェトロ海外事務所の駐在員から送られる国際ビジネス関連情

報を、いち早くお手許にお届けしております。ウェブサイトは 1 日 2 回更新、メールニュースが毎日

配信（土日祝祭日除く）されます。購読方法など詳細については、ジェトロのウェブサイト

（http://www.jetro.go.jp/biz/kouhou/subscription/）をご覧ください。 

 

 

 

【免責事項】 

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェト

ロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連し

て、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を

負いかねますので、ご了承ください。 
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18． アンケート 

アンケート返送先    FAX： 03-3582-5309 

e-mail：ORF@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 アジア大洋州課宛 

● ジェトロアンケート ● 

東アジアの地域包括的経済連携（RCEP）をどうみるか 

 

ジェトロでは、RCEP の交渉開始を見据え、東アジア各国の産業界・企業が RCEP 構築を

どのように見ているか、広くお伝えすることを目的に本調査を実施いたしました。報告

書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ

選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「東アジアの地域包括的経済連携

（RCEP）をどうみるか」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった

 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご

感想をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願い

ます。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

※ご提供頂いたお客様の情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただ

きます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用

いたします。 

～ご協力有難うございました～ 
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