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1. はじめに

世界貿易は2017年1月に誕生したアメリカのトランプ政権の｢自国優先主義｣と｢保護貿易

主義｣の登場によって、その流れが大きく変化した。さらに2019年12月に新型コロナウイル

ス(COVID-19)の発生によって、世界経済は大混乱に陥った。幸いに新型コロナウイルスの

ワクチン開発や接種が急ピッチで進み、経済活動は徐々に回復の兆しを見せている。しか

し、新型コロナウイルスのワクチン接種においても自国優先主義が鮮明にあらわれ、国連

はこのワクチン接種に対して自国優先主義を懸念し、国際的な公共財としてワクチン配分

の国際協調を呼びかけている。1)

  * This work was supported by the Dong-A University research fund.
 ** 長崎県立大学 敎授
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1) 国連の安全保障理事会(2021年2月17日)はワクチンが一部の国に偏っていることを懸念し、WHOなど

が主導してワクチンの公平な分配を目指す国際的な枠組みであるCOVAXファシリティへの支援を呼

びかけている。
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アメリカのトランプ政権は大統領就任と同時に前オバマ政権がまとめたTPP協定(環太平

洋パートナーシップ協定：Trans-Pacific Partnership Agreemen)を一方的に離脱し、今までの

グローバリズムや地域貿易協定(多国間FTA)の潮流に衝撃を与えた。これによって既存のグ

ローバリズムによる国際協調主義と自由貿易主義にも大きな影響を与えた。現在、TPP協

定は日本の主導で再交渉が行われた後、CPTPP協定(環太平洋パートナーシップに関する包

括的及び先進的な協定: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershi

p、別称TPP11)に移行され、2018年12月に発効されている。一方、RCEP協定(地域的な包括

的経済連携協定：Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)は、2020年11月に

基本合意と署名の後、参加国の国会で批准が行わている途中である。これらの両協定は｢東
アジア地域｣を共通の対象にしているため、今後その運用の整合性が課題となっている。2)

本研究の目的は、グローバリゼーションと通商政策の潮流を踏まえた上で、CPTPP協定

とRCEP協定に対する日本の対外通商戦略と課題について考察することである。まず、第2

節ではグローバリゼーションが通商政策にどう影響したのかについて、第3節ではCPTPP協

定とRCEP協定の背景と意義について、 後に日本の対外通商戦略と課題について述べる。

2. グローバリゼーションと通商政策

一般に経済におけるグローバリゼーションとは、全世界に対してモノ、ヒト、カネ等の

移動の自由化を意味する。貿易の分野では関税同盟、自由貿易協定、経済連携協定等を締

結することで、モノやサービスの交易を拡大し、海外市場を広げる政策を推進する。通商

政策は時代や政治･経済の状況によって異なるが、保護貿易政策と自由通商政策に大別でき

る。戦後まもなくは自国産業の復興のために、世界貿易では保護貿易主義が基本的な考え

方であった。1970年代の活発な国際貿易によって国家間の交易が増加し、国際協調の必要

性が高まった。これが1980年代のグローバリゼーションに繋がり、政治、経済、社会、文

化など様々な分野でボーダレス化が進められた。このグローバリゼーションの波は、戦後

の保護貿易主義を自由貿易主義に転換させ、世界貿易秩序に根本的な変革をもたらした。

2) この東アジア地域を巡る自由貿易協定の問題については、アジア太平洋地域の国際貿易投資研究所

(2019)アジア太平洋経済と通商秩序－過去、現在、将来ITI調査研究シリーズ、pp.10-15と石川幸

一･馬田啓一･清水一史編著(2019)アジアの経済統合と保護主義―変わる通商秩序の構図―文眞堂、

pp.23-27を参考せよ。
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1990年代にはこの自由貿易主義の潮流に合わせるために、世界貿易秩序はGATT(関税及

び貿易に関する一般協定)体制から自由貿易を基礎とするWTO(世界貿易機関)体制(1995年発

足)に転換した。多くの国はWTO体制の下で、もっと自由貿易を強化するため、FTA(自由

貿易協定)を戦略的に締結し、海外市場の開拓や拡大に走った。

2000年代からは、世界中にFTA締結が競争的に拡散され、多くの国や企業は国際分業や

グローバルサプライチェーンの構築に熱心であった。その結果、自国において競争力のな

い物品の生産については、積極的に海外生産(海外移転)または輸入に転換し、自国での物

品生産がゼロになったものも珍しくない。このような傾向により、多くの国や企業は当た

り前のようにグローバルサプライチェーンに依存することになった。2010年代には、自由

貿易の成果とともに、規模の経済性を追求する動きが加速化し、他国との経済連携の強化

や海外市場の拡大が重視され、グローバリゼーションと自由貿易主義は美徳として称賛さ

れた(楊光洙･金道壎, 2018)。

しかし、グローバリゼーションと自由貿易主義はいい成果だけではない。世界貿易の底

辺にはグローバリズムに反発があったことも事実である。これに2017年1月に誕生したアメ

リカのトランプ政権は自国優先主義(America First)と保護貿易政策を前面に打ち出すととも

に、公正貿易という名の下で中国との貿易摩擦と世界覇権争いを引き起こした。このよう

な反グローバリズムの動きがある中、追い打ちをかけるように2019年12月には新型コロナ

ウイルス(COVID-19)･パンデミックが発生した。これにより、グローバリゼーションと自

由貿易の下で築いてきたグローバルサプライチェーンの機能が一時停止される事態が起

こった。現在も新型コロナウイルス感染拡大が続く中、多くの国や企業は感染防止対策と

経済活動の再開に混沌されているのが現状である。

3. CPTPP･RCEP協定の背景と意義

3.1 日本主導のCPT PP協定

そもそもTPP協定(環太平洋パートナーシップ協定：Trans-Pacific Partnership Agreement)は、

既存のTPP協定(P4: 2006年5月にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランド)にアメ

リカが参加することになり、3) アメリカの主導(当時民主党のオバマ政権)で12カ国(カナ
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国名 10億USドル CPTPP割合 世界割合 世界順位

1   日本 5,079.92 45.1 5.81 3位

2   カナダ 1,736.43 15.4 1.99 10位

3   オーストラリア 1,387.09 12.3 1.59 14位

4   メキシコ 1,258.21 11.2 1.44 15位

5   シンガポール 372.07 3.3 0.43 35位

6   マレーシア 364.68 3.2 0.42 37位

ダ、アメリカ、メキシコ、ペルー、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、ブルネ

イ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、日本)に拡大され、2016年2月に大枠合意に署

名し、参加国国会の批准が進められたものである。しかし、2016年12月にアメリカ大統領

選挙で共和党のトランプ政権が誕生し、2017年1月にアメリカはTPP協定から離脱した(楊光

洙, 2017)。それでアメリカを除く11カ国は、日本の主導でアメリカとの間で結んだ厳しい

条件の一部を凍結した上で、2018年1月の新しい協定文が 終的に確定され、3月に合意文

書に署名した。これがCPTPP協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な

協定: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership、別称TPP11)であ

る。

CPTPP協定はまず批准を完了した日本、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、

カナダ及びオーストラリアの間で2018年12月に発効し、4) ベトナムは2019年1月に発効し

た。残り未完了の4カ国(ブルネイ、マレーシア、ペルー、チリ)はそれぞれの参加国が批准

を通知してから60日後に発効することになっている。5)

 現在、CPTPP協定の域内経済規模(名目GDP)はアメリカが抜けたことで、大きく縮小さ

れた形になっている。CPTPP協定の中では日本が全体GDPの45％を占めることで圧倒的な

存在である(<表1>を参照)。これは裏返せば、日本にとって現在のCPTPP協定の参加は相対

的にそれほどメリットがないとも解釈できる。それでも日本が急いでCPTPP協定を成立さ

せた理由は、いつかアメリカが戻ってくることを前提にしていることと、急速に影響力が

拡大している中国を牽制する意味があるからである。特に日本は世界第2位の経済大国に

なった中国が非常に脅威になっていると認識している。

<表1> CPTPP協定の名目GDP規模(2019年)

3) アメリカはアジアへの影響力を強化するため戦略的にTPPに参加した経緯がある。

4) Beehive.govt.nz(2021.2.3)https://www.beehive.govt.nz。
5) 発効条件はCPTPP協定第3条第2項による。
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7   ベトナム 329.54 2.9 0.38 40位

8   チリ 282.25 2.5 0.32 44位

9   ペルー 230.74 2.0 0.26 50位

10   ニュージーランド 205.22 1.8 0.23 53位

11   ブルネイ 13.47 0.1 0.02 134位

　 CPTPP計 11,259.62 100.0 12.88 -

　 世界 (192カ国) 計 87,446.29 - 100.00 -

(注)SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ。

(資料)IMF - World Economic Outlook Databases、2020年10月。

3.2 日本におけるASEAN主導のRCEP協定

そもそもRCEP協定は2011年11月にインドネシア･バリ島で開かれたASEAN サミットの中

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

ド)の16カ国からなるアジア広域経済圏の構想を提案したことから始まったものである。こ

の背景には、当時アメリカが主導するTPP協定へのASEANメンバーの参加(ブルネイ、マ

レーシア、シンガポール、ベトナム)によるASEANの求心力低下に対する恐れと、東アジ

ア地域におけるASEANの中心的な役割に対する危機感があったためである。その後、交渉

を重ねて2020年11月に署名に至るが、 後の段階でインドが自国産業に対する悪影響の理

由に離脱することになった(インドに対しては将来に加盟円滑化のためRCEP協定の関連会

合へのオブザーバー参加容認)。したがって、 終的にRCEP協定は15カ国になり、現在は

それぞれの国会で批准を進めているところである。この批准が順調に進められば、2021年

中には発効の見通しである。

RCEP協定は、ASEANと日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドとの間

でそれぞれに締結されている自由貿易協定(FTA)を踏まえた上で、域内の貿易･投資の促進

及びサプライチェーンの効率化に向けて、市場アクセスや知的財産、電子商取引、各種制

度等の幅広い分野のルールを整備･改善するために、発展段階の異なる国々の間で締結した

協定である。日本にとってRCEP協定は、日中･日韓･日中韓のFTA交渉の進展がない状況

で、まず日中韓の間に一定の合意が得られたことに意義がある。この合意内容によると、8

つの基本原則と8つの交渉分野があげられている(西口清勝, 2014)。

まず、RCEP協定の8つの基本原則は、①GATT第24条とGATS第５条を含むWTOと整合的

であること、②既存のASEAN＋1FTA(既存の個別的FTA)の合意内容を改善または深化させ
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国名 10億USドル RCEP割合 世界割合 世界順位

1   インドネシア 1,120.14 4.3 1.28 16位

2   タイ 543.56 2.1 0.62 24位

3   フィリピン 376.8 1.4 0.43 34位

4   シンガポール 372.07 1.4 0.43 35位

5   マレーシア 364.68 1.4 0.42 37位

6   ベトナム 329.54 1.3 0.38 40位

7   ミャンマー 68.64 0.3 0.08 71位

8   カンボジア 26.73 0.1 0.03 104位

9   ラオス 19.06 0.1 0.02 114位

10   ブルネイ 13.47 0.1 0.02 134位

ること、③貿易と投資の円滑化と透明性を向上させるとともに加盟国間のサプライチェー

ンやグローバルなサプライチェーンを促進すること、④加盟国の発展段階を考慮し、特別

な待遇や異なる待遇の供与を含む適切な柔軟性を持ち、ASEANの後発加盟国には追加的な

柔軟性を供与すること、⑤ASEAN＋1FTAと加盟国の二国間と多国間のFTAは存続するこ

と、⑥ASEANのFTAパートナー国や域外の経済パートナー国がRCEP協定に参加できるよ

うに開かれた加盟条項を設けること、⑦RCEP協定の途上国や後発途上国が利用可能な技術

協力や能力開発に関する条項を設けること、⑧包括的でバランスの取れた成果を確保する

ために物品貿易、サービス貿易、投資およびその他の分野の交渉は並行して行うことであ

る。

一方、8つの交渉分野は、①物品貿易分野では事実上全ての物品貿易に関する関税および

非関税障壁を漸進的に撤廃することを目指すこと、②サービス貿易分野では包括的で質の

高いサービス貿易を目指しサービス貿易に関する規制や差別を撤廃すること、③投資分野

では自由で円滑で競争的な投資環境作りを目指すこと、④経済協力と技術協力分野では加

盟国間の開発格差を縮小し相互利益の 大化を目指すこと、⑤知的財産分野では経済統合

と知的財産権の利用、保護および執行を促進することで関連の障壁を低下させること、⑥

競争分野では加盟国間の能力と国家体制の大きな差異を認識し協力できる基礎を提供する

こと、⑦摩擦解決分野では協議と摩擦解決のための効果的で効率的かつ透明な摩擦解決の

ための仕組みを構築すること、⑧その他の交渉の過程で新たに生じる事項も考慮すること

である。

 

<表2>　RCEP協定の名目GDP(2019年)
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11   中国 14,731.81 56.0 16.85 2位

12   日本 5,079.92 19.3 5.81 3位

13   韓国 1,646.74 6.3 1.88 12位

14   オーストラリア 1,387.09 5.3 1.59 14位

15   ニュージーランド 205.22 0.8 0.23 53位

ASEAN計 3,234.69 12.3 3.70 -

RCEP計 26,285.47 100.0 30.06 -

世界 (192カ国) 計 87,446.29 - 100.00 -

　 輸出 輸入
日本からの

直接投資残高

国外からの

直接投資残高

中国 19.1 23.7 7.2 0.9

韓国 6.6 4.1 2.2 3.3

オーストラリア 2.1 6.4 4.0 1.2

ニュージーランド 0.3 0.4 0.2 0.1

ASEAN 15.1 15.1 14.3 11.2

(RCEP協定計) (43.2) (49.7) (27.9) (16.7)

インド 1.6 0.8 1.6 0.0

(注)SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ。

(資料)IMF - World Economic Outlook Databases、2020年10月。

世界経済におけるRCEP協定(15カ国)加盟国計の名目GDP規模は、全世界名目GDPの

30.1%で世界第1の市場規模である。6) 域内では中国が50.6%で、中国の影響力が大きいこ

とがうかがえる。したがって、第2の規模を占めている日本(19.3%)が全体の運用にどうか

かわっていくかが非常に重要であるといえよう(<表2>を参照)。また、日本とRCEP協定加

盟国との経済関係をみると、日本の輸出入においては中国が第1相手国であるが、チャイナ

リスクやコロナショックによって中国への直接投資は減少傾向にある。7) 日本の基本政策

は東アジア諸国に重点を置いており、日本とASEAN諸国との経済関係は輸出入や直接投資

残高の側面から年々増加傾向を見せている(<表3>を参照)。

<表3>　日本とRCEP協定加盟国との経済的な関係(2019年、%)

6) 名目GDPの規模は、アメリカが24.5%、中国が16.8%、EUが17.9%(イギリス抜きの27か国)である。

7) 中国は、全国6か所に日本企業専用の用地と優遇装置(減税や手続きの簡素化など)を準備し、企業誘致

を行っている。
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アメリカ 19.8 11.1 29.3 26.4

EU＋イギリス 11.6 12.5 26.5 37.3

その他 23.8 25.9 14.7 19.6

合計 100.0 100.0 100.0 100.0

(資料)財務省貿易統計2019年、日本銀行国際収支統計2019年。

一方、日本がRCEP協定交渉から獲得した主な内容を整理すると、8) まず日本産品の締約

国市場へのアクセス分野の対日関税撤廃率(品目数ベース)はASEAN･オーストラリア･
ニュージーランドが86%~100%、中国が86%、韓国が83%に上昇する。工業製品分野は、14

か国全体に対して約92%の品目が関税撤廃、中国と韓国における無税品目の割合が中国に

対しては8%から86%に、韓国に対しては19%から92%に上昇する。日本が得意とする工業

製品分野では化学工業製品、繊維･繊維製品等について、関税を即時又は段階的に撤廃する

予定である。

また、 終的な関税撤廃品目として、中国に対しては電気自動車用の重要部品(モーター

の一部、リチウムイオン蓄電池の電極･素材の一部)、ガソリン車用の重要部品(エンジン部

品の一部、エンジン用ポンプの一部)、鉄鋼製品(熱延鋼板の一部、合金鋼の一部)などであ

る。韓国に対しては自動車部品(カムシャフト、エアバッグ、電子系部品)、化学製品(液晶

保護フィルムの原料)。インドネシアに対しては鉄鋼製品(ばねの一部、貯蔵タンク)、タイ

に対してはディーゼルエンジン部品の一部などがあげられる。特に関心のある農林水産品

等分野では、中国からはパックご飯等、米菓、ほたて貝、さけ、ぶり、切り花、ソース混

合調味料、清酒など、韓国からは菓子(キャンディー、板チョコレート)、清酒など、イン

ドネシアからは牛肉、醤油などがあげられる。ただし、日本にとっての重要５品目(米、

麦、牛肉･豚肉、乳製品、甘味資源作物)と、中国に対しては鶏肉調製品や野菜等(たまね

ぎ、ねぎ、にんじん、しいたけ、冷凍さといも、冷凍ブロッコリー、うなぎ調製品等)など

は、関税削減･撤廃の対象から除外されている(谷口信和･服部信司編, 2018)。

RCEP協定の合意内容からみると、日本主導のCPTPP協定は交渉分野がRCEP協定より広

いことと、 終的に関税の完全廃止という高いレベルのFTAを目指しているが、ASEAN主

導のRCEP協定ではある意味で既存の加盟国間の個別FTA合意内容の発展に重点が置かれて

おり、合意主義と漸進主義による交渉(いわゆるASEAN方式)であるという相違点がある。

8) 外務省･財務省･農林水産省･経済産業省(2021.2.15.)｢地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に関する

ファクトシート｣2021年2月；https://www.mofa.go.jp。
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今後、これらの両協定の運用においてどのぐらい整合性が取れるかが新たな課題になると

いえよう。

4. 日本の対外通商戦略

4.1 アメリカ･中国･韓国の対外通商戦略

日本の対外通商戦略を議論する前に、その前提になりうるアメリカ･中国･韓国の対外通

商戦略について述べることにする。アメリカは、トランプ政権がTPP協定から離脱したこ

とや中国に対する貿易規制により、東アジア地域に対する経済的結びつきが以前より弱く

なっているといえよう。アメリカはトランプ政権が二国間FTA交渉を選好したため、日米

物品貿易協定(TAG：Trade Agreement on goods)9)と米韓FTA(U.S.-Korea Free Trade Agreement)

が東アジア地域とのアクセスポイントになっている。そもそもアメリカがTPP協定に参加

した意図は、経済的及び政治的の二つの側面がある。経済的には高度成長が続く東アジア

地域との成長利益を享受することであり、政治的には増大する中国の影響力を牽制し、東

アジア地域での主導権を確保することであった。

現在、具体的な政策は不明であるが、2021年1月に誕生したバイデン政権の基本政策は、

同盟国と人権の重視を表明している。10) 対外通商戦略としては保護貿易主義の維持、アメ

リカの製造業復興によるサプライチェーンの再編(buy American)、中国に対する懲罰的関税

の維持、多国間同盟による中国の影響力拡大の牽制などが注目されている。11) 米中覇権争

いの視点から見ると、東アジア太平洋地域が経済的及び政治的に非常に重要なところであ

るため、戦略的にCPTPP協定に復帰する可能性はあると考えられるが、未知数である。ま

た、アメリカに対する中国企業の不公正な貿易慣行を根絶するためにWTOを通じた問題解

決の方法を取ることも予想される(강구상, 2020)。

他方、中国の対外通商戦略は、全国人民代表大会で国家発展改革委員会の報告書｢2020年

9) この協定は、事実上｢日米自由貿易協定(FTA)｣である。

10) 菅原純一(2021)｢バイデン政権の通商政策の展望―多国間協調への転換と｢米国第一｣の継続―｣みずほ

インサイト：https://www.mizuho-ri.co.jp, みずほ総合研究所、p.3
11) The Office of the United States Trade Representative, “Biden Administration Releases 2021 President’s Trade 

Agenda and 2020 Annual Report”, https://ustr.gov, (2021.3.1).
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の国民経済と社会発展計画｣によると、COVID-19による世界経済の低迷を考慮し、オンラ

インを活用して輸出市場の多元化を進めるとともに、輸出企業の国内市場への転換(内需拡

大)を通して対外需要萎縮に対応することと、国際的にはRCEP協定の早期発効を推進する

と発表した(현상백･이효진･김 선･조고운, 2020)。特に、米中貿易摩擦の長期化に備えて

リスクを減らす目的とする中長期発展戦略を発表した。それには｢国内大循環｣と｢国内･国
際循環｣の相互促進という新たな｢ペア循環戦略｣が発表された。ここで｢国内･国際循環｣と
は中国が主要部品と中間財の輸入、原材料や食料の安定供給、輸出高度化、内外貿易規範

や標準一体化などを通して、グローバル経済との連携を強化することとしている。これは

米中対立の深化に対応するため、中国が巨大な国内市場を活用して自主的に好循環ができ

るように経済システムを再構築するものとみられる(현상백･최원석･문지 ･이효진･오윤미, 

2020)。

中国にとってRCEP協定は、大きく2つの意味があるといえよう。一つは東アジア地域に

対するアメリカと日本の主導権(将来アメリカが復帰したCPTPP協定を想定)に対する牽制で

あり、もう一つは米中貿易摩擦の長期化に対する新たな海外市場の開拓である。中国は急

成長した経済力をベースに、東アジア地域との経済協力に積極的な態度を表わしてきた(임

진희, 2020)。しかし、 近中国に対してはCOVID-19拡散の責任論、新疆ウイグル自治区の

人権問題、香港保安法の問題などにより、対外的に対中国認識が悪化し、外交関係が徐々

に悪化している。世界的に中国の孤立が深刻化する中で、RCEP協定はアメリカとの貿易摩

擦による被害を軽減し、アメリカの対中国包囲網を突破するきっかけになると考えられる

(한국무역협회 베이징지부, 2021)。

韓国の場合は、RCEP協定の加盟国の中に日本を除く他の国は既にFTAを締結している国

である。ここでRCEP協定が成立することにより、韓国にとっては中国市場を維持しながら

生産拠点を中国からASEAN諸国に移し、同時にASEAN地域にも拡大できるチャンスと捉

えている。また、現政権が推進する｢新南方政策｣の具体的な実現にRCEP協定が大きな役割

を果たすと期待している。特に、韓国はいままで締結していない日本とのFTA関係ができ

ることで、全世界の主な巨大市場(EU、NAFTA、南米、中国、日本、インドなど)が確保で

きたことになる。もちろん、新たに発足したアメリカのバイデン政権の対外通商戦略と中

国の｢2021~2025年経済計画｣による経済政策が韓国の対外通商戦略に大きな影響を受けるこ

とも推測されるが、輸出依存型経済である韓国にとって、RCEP協定の成立は非常に重要な

意味があると思われる。

また、韓国は、アフターコロナ時代に備えた新たな市場の先取りと対外経済協力の底辺
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拡大を目指して｢ポストコロナ時代の世界の先進国跳躍のための2021年の対外通商戦略｣を
策定した。この発表によると、韓国は重点政策として、海外進出のための新しい活路の開

拓、新しい通商秩序の形成、積極的な国際協力への参加などをあげている。その具体的な

戦略としては、CPTPP協定のようなメガFTA参加の積極的な推進、新南方･新北方など途上

国や新興国とのFTA推進、戦略的経済協力国や発展途上国への民間投資支援、RCEP協定発

効のための国内手続きの早期完了などがあげられている。

4.2 CPT PP･RCEP協定と日本の対外通商戦略

まず、CPTPP協定に対する日本の通商戦略について述べる。CPTPP協定のベースになっ

ているTPP協定に日本が参加した理由は経済的な側面だけではなく、安全保障(安保同盟)の

側面もある。TPP協定への参加に対して国内的には否定的な意見(特に農業部門への悪影響)

が多かったため、当初は参加を見送った経緯がある。しかし、当時の国際情勢において中

国との国境(尖閣諸島)問題や北朝鮮(ミサイル発射)問題などが生じ、国内の世論が安全保障

を重視することから、TPP協定を通して日米安保関係の強化を図る必要性が高まった。そ

れでTPP協定への参加は国益になるという世論に変わった。TPP協定の12カ国のうち、 後

に参加した日本はアメリカとの個別交渉で農業部門(主要５品目)に関する一定の成果を得

ることでTPP協定交渉に合意し、国会の批准に進んだ。

しかし、アメリカのトランプ大統領が2017年1月に就任と同時にTPP協定から離脱し、状

況は大きく変わった。この事態に対して日本はアメリカ抜きのTPP協定にどのように対応

をすればよいのか悩むことになった。すなわち、日本はTPP協定交渉を停止状態にするの

か、アメリカ抜きで続行するのか、という課題に直面した。日本は他の参加国との協議の

上、TPP協定を存続することで合意し、日本の主導で再交渉が行われた。ここで、日本は

戦略として、日本が考える貿易ルールの基準を示すことと、今後アメリカが参加する可能

性を残すことを考えたのである。

日本が考える貿易ルールを示しておけば、今後の貿易交渉において、二国間貿易交渉に

おいても、多国間貿易交渉においてもこの貿易ルールが基準になると考えた。もちろん、

将来アメリカがTPP協定に復帰する可能性はゼロではないので、時間をかけて様子を見る

ことも必要であった。アメリカ抜きのTPP協定の再交渉では、他の参加国の意見が割れて

いったが、TPP協定の合意を基本に再交渉をまとめた。結果的に日本の主導で将来アメリ

カの復帰を想定して関連事項を停止状態にし、いくつかの未妥結事項を置いたまま、新し
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いCPTPP協定として2018年12月に発効に至ったのである。

現在、アメリカでは2021年1月に政権が交代し、民主党のバイデン大統領が就任したが、

国際協調重視の政策を発表したものの、CPTPP協定にいつ復帰するかは不透明である。こ

のような状況で、急に浮上したのがイギリスのCPTPP協定への正式な加盟申請(2021年2月)

である。12) この申請に対して中国は2020年11月にCPTPP協定への参加を｢積極的に考える｣
と表明したので、イギリスに対して｢脱欧入亜｣かと皮肉に反応した。日本にとっては環太

平洋地域でもないイギリスを受け入れることで、イギリスに所在する日本の自動車産業を

守ることと、これを素材にアメリカを呼び込むた狙いがある。日本は中国の牽制のため戦

略的にイギリスを加盟させたい意図であるが、他の参加国との関係もあり、今後どうなる

かは不透明である。また、この問題は本来CPTPP協定がアジア太平洋経済協力会議(APEC)

メンバーまで拡大する 終目標からみると、イギリスを参加させることは地理的な範囲を

あいまいにする行為であることは間違いない。

他方、ASEAN主導のRCEP協定は、当初日本と中国が後押しする形で交渉が始まった。

日本にとってはCPTPP協定がまとまったことで、通商政策としてRCEPに重点を移すよい機

会であった。 初のRCEP協定はASEAN(10カ国)と日本、中国、韓国、オーストラリア、

ニュージーランド、インドの16カ国が参加する広域経済連携であり、日本にとっては環太

平洋地域に続き、東アジア地域を束ねる非常に重要な自由貿易圏である。 後の交渉段階

でインドが離脱して15カ国になったが、 終合意に至り、現在は各国の国会批准を待って

いる状況である。

 

5. 結論

この小論では、グローバリゼーションと通商政策の潮流を踏まえた上で、CPTPP協定と

RCEP協定に対する日本の通商戦略について議論した。世界貿易の流れは、戦後の保護貿易

主義からグローバリゼーションとともに自由貿易主義に転換し、二国間FTAや多国間経済

連携の枠組み(EU、NAFTA、MERCOSUL、GCC、ASEAN、CPTPPなど)が全世界に定着す

ることによってグローバリズムが主流になってきた。しかし、2017年1月にアメリカのトラ

12) ⼭下⼀仁(2021.2.22.)｢英国のTPP参加の好機を逃すな~中国の｢安易な加⼊｣を防ぐために｣論座朝⽇
新聞社⾔論サイト、https://webronza.asahi.com。
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ンプ政権の自国優先主義及び保護貿易主義の登場や、2020年1月英国のEU離脱により、反

グローバリズムが浮上したことも否定できない。確かにグローバリズムは世界経済発展に

寄与した反面、国家間経済的格差を広げたことも事実である。このような状況のなかで、

コロナショックが発生し、全世界･全産業分野に戦後 大の大恐慌をもたらしている。コロ

ナショックは、国際分業やグローバルサプライチェーンのリスクを再認識させ、国際貿易

においては多元化･強靭化が避けられない状況である。

過去4年間アメリカの通商政策(トランプ政権)の変更はグローバリズムと自由貿易の潮流

に大きな衝撃を与えた。また、コロナショックは多くの国が国際的な生産ネットワークの

安定化のため、生産拠点を国外から国内に回帰させたり、新しく生産拠点を作たり、グ

ローバルサプライチェーンよりも国内生産に重点をおいた政策に転換するきっかけを提供

した。しかし、すでに定着した自由貿易協定による貿易ルールはアフターコロナ時代にも

続くことである。しかし、不況の際には一般に保護貿易政策が強化される傾向があるのが

正論である。したがって、しばらく自国優先主義や保護貿易主義の傾向は続くと予想され

る。

このような世界情勢の中で、中国がCPTPP協定への関心を表明しているが、それほど歓

迎するムードではないため、加盟は難しいであろう。また、アメリカは米中の貿易摩擦を

有利に進めることと、中国の東アジア地域に対する影響力を牽制するため、CPTPP協定へ

の復帰はありうると考えられる。日本はCPTPP協定とRCEP協定が成立したことで、世界の

大きな市場(ある意味で経済圏)との交易が一段と容易になっている。特に日本は中国と韓

国との二国間自由貿易協定(FTA)がなかったので、RCEPを通じて一定の貿易ルールができ

たことは大きな収穫である。これは中国や韓国からみても、二国間FTAと日中韓FTAの交

渉が行き詰まった状況の中で相互に有意義な協定であることは間違いない。CPTPP協定と

RCEP協定の運用上の整合性に欠如があるものの、日本にとって中国と韓国は主な貿易相手

国であり、サプライチェーンの視点からも非常に密接な関係にあることから、今後通商関

係の改善が期待される。
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<要旨>

 

国際通商政策の変化と日本の対外通商戦略

- CPTPP･RCEP協定を中心に-

楊光洙･金道壎

 この小論ではグローバリゼーションと通商政策の潮流を踏まえた上で、グローバリゼーションと通商政策の視点か
らCPTPP協定とRCEP協定に対する日本の通商戦略について議論した。過去4年間アメリカの通商政策(トランプ政権)の
変更はグローバリズムと自由貿易の潮流に大きな衝撃を与えた。新しく誕生したアメリカのバイデン政権の通商政策が
どう変わるかによって、世界貿易ルールは変わる可能性もある。中国がCPTPP協定への関心を表明しているが、それほ
ど歓迎するムードではないため、加盟は難しいであろう。また、アメリカのCPTPP協定への復帰を期待されており、中
国を牽制する視点からその可能性は高い。CPTPP協定とRCEP協定が成立したことで、日本にとっては一定の貿易ルー
ルができたことは大きな収穫である。特に日本は中国と韓国との自由貿易協定がなっかたので、RCEP協定を通じて共
通の認識ができた。CPTPP協定とRCEP協定の運用上の整合性に欠如があるものの、日本にとって、中国と韓国は主な
貿易相手国であり、サプライチェーンの視点からも非常に密接な関係にあることから、今後の貿易関係が改善されるこ
とが期待できる。

Changes in International Trade Policy and Japan’s Foreign Trade Strategy

- Focus on CPTPP and RCEP Agreements -

Yang, Kwang-Soo･Kim, Do-Hoon

In this essay, Japan’s trade strategy for the CPTPP and RCEP agreements was discussed from the perspective of globalization 
and trade policy, taking into account the trends in globalization and trade policy. Over the past four years, changes in US 
trade policy (the Trump administration) have had a major impact on globalism and the tide of free trade. World trade rules 
could change depending on how the newly born US Biden administration’s trade policy changes. China has expressed interest 
in the CPTPP agreement, but it will be difficult to join because it is not in a very welcoming mood. It also hopes that the 
United States will return to the CPTPP agreement, but it is highly likely from the perspective of restraining China. With the 
establishment of the CPTPP Agreement and the RCEP Agreement, it is a great harvest for Japan to have certain trade rules. 
In particular, Japan did not have a free trade agreement with China and South Korea, so a common understanding was gained 
through the RCEP agreement. Although there is a lack of operational consistency between the CPTPP Agreement and the RCEP 
Agreement, China and South Korea are major trading partners for Japan, and they are very closely related from a supply chain 
perspective. It can be expected that trade relations will improve.


