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ことから、世界経済におけるＡＰＥＣの重要性は
増大した。

ＡＰＥＣは、アジア太平洋地域における協力を

通じて同地域および世界の経済成長に貢献するこ

改めて問われる
ＡＰＥＣの意義と日本の役割
１９８９年に誕生したアジア太平洋経済協力

とを目的として設立された。この目的を実現する

周年を迎えた。初めは

カ

（ＡＰＥＣ）は今年

を有する組織になった。エコノミー数の増加とと

ＥＣでは、これを「エコノミー」と呼んでいる）

進エコノミーは２０１０年、発展途上エコノミー

３本柱」として位置付けている。具体的には、先

由化・円滑化および経済技術協力を「ＡＰＥＣの

ための手段としてＡＰＥＣでは、貿易・投資の自

もに、経済成長が著しかったことや米国、日本、

は２０２０年までに自由で開かれた貿易・投資環

国でスタートしたが、現在、 カ国・地域（ＡＰ

12

中国など影響力を持つエコノミーが参加している
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てきた。アジア太平洋地域における協力について

て自発的、非拘束的に貿易・投資の自由化を進め

境を実現するという「ボゴール目標」を打ち立て

ＡＰＥＣの意義が改めて問われている。

まざまな地域協力枠組み構想が検討されており、

ニュージーランドを加えたＡＳＥＡＮ＋６などさ

③ GATTとの整合性の確保

④内向きの貿易ブロックの創設には強く反対

⑤ウルグアイ・ラウンドにおける約束の完全かつ

⑥ウルグアイ・ラウンドの成果の深化及び拡大を
遅滞なき実施

目的とする作業への取組み

日本はＡＰＥＣの設立に重要な役割を果たし、

②財、サービス及び資本の自由な流れの促進

は、民間レベルでは幾つかの枠組みが構築されて

①貿易・投資に関する障壁の更なる削減

設立後においてもさまざまな形でＡＰＥＣの発展

（具体的な措置）

いたが、政府レベルではＡＰＥＣが初めての試み

達成する」という目標が掲げられた。

に貢献してきた。本年は日本など先進エコノミー

2020年までに自由で開かれた貿易及び投資を

であった。しかし、近年になって東アジアを中心

「先進エコノミーは2010年まで、途上エコノミーは

にとってはボゴール目標達成年であり、ボゴール

1994年11月、インドネシアでの首脳会議で採択

に東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）＋３（日本、

された「APECエコノミー首脳の共通の宣言」で、

目標後の目標ないしビジョンが議論されることが

【ボゴール目標】

中国、韓国）やそれらにインド、オーストラリア、

期待されている。さらに、本年、日本は２度目と

なるＡＰＥＣ議長役を務めている。
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以上のような状況を踏まえて、本稿ではＡＰＥ

Ｃの成果および課題を検討し、将来のビジョンや

日本のＡＰＥＣにおける役割、さらには、日本の

アジア太平洋経済戦略などを議論してみたい。

ＡＰＥＣ加盟国・地域の
経済状況

ＡＰＥＣ加盟エコノミーは多様性に富んでいる。

人口では世界人口の約２割の 億人を擁する中国

13

ＡＰＥＣ横浜で考えるアジア太平洋のアーキテクチャー
特集

のインドネシアと続く。人口が最も少ない国はブ

が最大であり、それに４億人の米国、３・２億人

湾、日本などがある。

ミー、それから国土がそれほど広くない韓国、台

ある。経済規模についても大きな違いがある。米

小のブルネイでは、実に３３００倍以上の格差が

述するように、アジア域内において、多くのエコ

人当たりＧＤＰの大きな格差の存在は、後ほど詳

それらの間に補完的な関係を築き上げている。一

ＡＰＥＣエコノミーにおけるこうした多様性は、

ドル換算の名目国内総生産（ＧＤＰ）で測ると米

ノミーを巻きこむ形の生産ネットワークの形成を

ルネイで、 万人にも満たない。最大の中国と最

国が最大で 兆ドルであり、２位は日本の５兆ド

40

アで 億ドル、米国の１７００分の１である。経

ルである。ＧＤＰが最小なのはパプアニューギニ

鉱物資源や食料品などにおいて輸出エコノミーと

可能にしている。天然資源の賦存状況の違いは、

14

はない。一人当たりＧＤＰが最も高いのはオース

性を見たが、共通点も少なくない。第一の共通点

以上のようにＡＰＥＣエコノミーにおける多様

輸入エコノミーを生み出し、ＡＰＥＣ内で相互補

トラリアで４万７０００米ドルであり、最も低い

は、経済成長率が著しく高いということである。

済発展水準を示す一人当たりＧＤＰについてもエ

のはベトナムの１０００米ドルである。その格差

この点は、とくに東アジア途上エコノミーにおい

完的貿易関係を築いている。

は 倍である。

コノミー間で格差があるが、人口やＧＤＰほどで

80

れていないシンガポールや香港などの都市エコノ

国、米国などがある一方で、それらの資源に恵ま

土地に恵まれているオーストラリア、ロシア、中

についても大きな違いがある。鉱物資源や肥沃な

ＡＰＥＣエコノミーでは、天然資源の賦存状況

を持続している。多くの東アジアエコノミーでは、

香港などの新興工業経済群（ＮＩＥｓ）も高成長

属する国々、さらにはシンガポール、韓国、台湾、

でもないが、タイやベトナムなどのＡＳＥＡＮに

て顕著である。中国の高成長は改めて指摘するま

45
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急速な回復を実現させた。

影響で経済が大きく落ち込んだものの、その後は

１９９７年および１９９８年にアジア金融危機の

易や投資の自由化が進んでいた東アジア途上エコ

上地域と比べるとインフラも整備されており、貿

雇用、輸出が増加し経済成長が実現した。他の途

は高い技術を有する日本で生産し、液晶パネルは

高成長をもたらした
生産ネットワーク

例えば、液晶テレビの生産においては、半導体

ション戦略をとった。

に行えるエコノミーに配置するフラグメンテー

生産工程を分解して各々の生産工程を最も効率的

ノミーは、日本だけではなく世界から直接投資を

東アジア途上エコノミーの高成長を可能にした

特別な技術を有する韓国で生産する。スイッチな

また、２００８年のリーマン・ショックをきっ

要因は、高貯蓄、高投資、豊富な労働力などさま

どの高度な技術を必要としない部品は、ＡＳＥＡ

受け入れることに成功し、経済成長を加速させた。

ざまであるが、その中でも貿易と対内直接投資の

Ｎ諸国で生産する。それらの部品は低賃金労働の

かけに発生した米国発の世界金融危機は、欧米や

拡大の果たした役割は大きい。１９８０年代半ば

豊富な中国の工場に集められ、完成品に組み立て

東アジア途上エコノミーへの直接投資は、電子

の急激な円高により輸出が難しくなった日本企業

られ、それらが欧米諸国や日本などへ輸出される。

日本などの先進諸国には深刻な影響を及ぼしたが、

は、直接投資によって生産拠点を東アジア途上エ

外国企業が直接投資を活用して、このような生産

電気機械や輸送機械などの機械産業で活発に行わ

コノミーへと移転させた。直接投資を受け入れた

方法を採用したことで生産ネットワークが形成さ

東アジア途上エコノミーは影響をあまり受けずに、

東アジア途上エコノミーでは、設備投資、生産、
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れたが、生産において多くの部品を用いる企業は、

ＡＰＥＣ横浜で考えるアジア太平洋のアーキテクチャー
力強い成長を記録している。

特集

平均輸入関税率が１９８９年から２００８年にか

きた。貿易自由化の進展はＡＰＥＣエコノミーの

世界金融危機により欧米経済が落ち込んだこと

けて ・９％から６・６％へと大きく引き下げら

れ、経済成長に貢献した。
から、東アジアで生産された電子機器などの製品

での地域化への動きも、この傾向に拍車をかけて

の方向に変化している。また、後述する東アジア

ジアに形成された生産ネットワークが域内完結型

している。このような対照的な動きの結果、東ア

購買力増加が著しい東アジア市場への販売が拡大

の欧米への輸出が低下した。他方、高成長により

るピア・レビュー（ＡＰＥＣエコノミー同士によ

動計画の実施、さらには同計画の進展度を評価す

容易ではないが、自由化の実現にあたって個別行

自由化に対するＡＰＥＣの貢献を計測することは

ての制限が大幅に緩和された。貿易および投資の

は、外国企業による出資や外国人雇用などについ

れたことで確認できる。また、直接投資について

る検証）などの貿易・投資自由化へ向けてのＡＰ

ＥＣにおけるさまざまな活動が自由化に貢献した
ことは間違いない。

ＡＰＥＣエコノミーによる高い経済成長を達成

界貿易機関（ＷＴＯ）の下で発効した情報技術協

ＡＰＥＣが貢献をした例として、１９９７年に世

個別製品を対象とした貿易自由化ではあるが、

した重要な要因の一つに貿易と直接投資の拡大が

定（ＩＴＡ）がある。ＩＴＡは情報関連機器およ

ＡＰＥＣでの議論が発端であった。ＩＴＡの発効

あるが、それを可能にしたのは貿易と直接投資政
ＡＰＥＣでは１９９４年にボゴール目標を採択

は情報関連機器の主要な輸出拠点である東アジア

び部品にかかる関税を撤廃する取り決めであるが、

し、貿易および投資の自由化・円滑化を推進して

策の自由化および円滑化であった。

ＡＰＥＣの
貿易・投資自由化への貢献

いる。

16

｜118

外交 Vol. 2

成長を実現させた。

途上エコノミーの輸出を促進し、その結果、経済

が取り組むべき課題を特定するとともに、それら

ＡＰＥＣ域内の貿易・投資促進のためにＡＰＥＣ

の拡大に貢献した。貿易・投資の円滑化に関する

ＡＰＥＣでの貿易・投資の円滑化も貿易・投資

ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）が設立

の課題に対応するための措置について提言を行う

が設立され、それらを通して民間の意見を政府に
伝えている。

境移動にかかる時間や手間の削減は、海外子会社

じって長時間待つ必要はない。ビジネスマンの国

用 レ ー ン が 用 意 さ れ て お り、 一 般 の 旅 行 者 に 混

がない。さらに入国審査を受ける際に同カード専

する場合には短期間であればビザを取得する必要

ビジネスマンが商用でＡＰＥＣエコノミーに滞在

ＴＣ）の導入がある。このカードを持っていれば、

てしまっている。そのような状況でさらなる自由

可能な自由化・円滑化はすでにほとんど実現され

資の自由化・円滑化を進めてきたが、容易に実現

これまでＡＰＥＣエコノミーは自発的に貿易・投

貿易および投資の自由化を継続する必要がある。

る。経済成長を維持・促進するためには、今後も

ノミーでは依然として貿易や投資障壁は残ってい

削減され自由化が進んだといっても、多くのエコ

ＡＰＥＣにおける貿易および投資障壁が大きく

への出張を容易にすることから、サービス貿易や

化を進めるためには、協定を締結し、拘束的な形
てきている。

で進める必要があるのではないかという見方が出

直接投資の拡大につながる。

としてＡＰＥＣビジネス・トラベルカード（ＡＢ

ネスマンのＡＰＥＣ内での移動を容易にした措置

サービス貿易に分類される活動であるが、ビジ

され、ＡＰＥＣ首脳に提言を行っている。また、

ＡＰＥＣの一つの特徴は、民間企業と密接な関

措置としては多くのものがあるが、一例を挙げて

係が構築されていることである。民間の立場から
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化学や医療器具など個別の産業において作業部会

ＡＰＥＣ横浜で考えるアジア太平洋のアーキテクチャー
おこう。

特集

Ｔの下での多角的貿易自由化の推進において中心

的役割を果たしてきた米国が、多角主義から地域

ＡＰＥＣにおける貿易・投資の自由化は「開か

因や、隣国であるメキシコにおいて進められてい

この米国によるＮＡＦＴＡ設立の背景には、欧

主義へとかじを切ったように受け止められた。

れた地域主義（ Open Regionalism
）
」の基本理念
の下、ＡＰＥＣメンバーだけではなく、世界の全

た経済改革を支援するといった要因などがあった。

ＡＰＥＣにおける
地域化の動き

ての国々を同等に扱う無差別な形での自由化であ

米州大陸に位置するＡＰＥＣメンバーは、米国、

るが、ＡＰＥＣエコノミーは１９９０年代以降、

ＴＯ）の基本理念である最恵国待遇と整合的であ

に関する一般協定（ＧＡＴＴ）
・世界貿易機関（Ｗ

従って、ＡＰＥＣでの貿易自由化は関税と貿易

がＦＴＡに関心を持つようになったのは、少し後

ンバーと比べると、東アジアのＡＰＥＣメンバー

心として積極的にＦＴＡを締結している。米州メ

５カ国は、１９９０年代末より２国間ＦＴＡを中

カナダ、メキシコ、ペルー、チリであるが、この

州で急速に進展する地域主義への対抗といった要

る。

特定の国との貿易を自由化する自由貿易協定（Ｆ

のことである。

東アジアで実質的に最初のＦＴＡとなったの

ＴＡ）を活発に締結するようになった。ＦＴＡ活
発化の一つの重要なきっかけは、１９９４年に締

は、１９９２年に発効したＡＳＥＡＮ自由貿易地

きなメリットをもたらす直接投資が中国に引き付

結された米国、カナダ、メキシコによる北米自由
米国は、１９８９年にカナダとの間で米加自由

けられている状況に対して、ＡＳＥＡＮ諸国はＡ

域（ＡＦＴＡ）である。経済発展という形で、大

貿易協定を発効させていたが、メキシコを含めた

ＦＴＡで統一市場を形成することで対抗しようと

貿易協定（ＮＡＦＴＡ）であった。

包括的な内容を含むＮＡＦＴＡの設立は、ＧＡＴ
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アジア太平洋における国際的枠組み一覧

した。

ＡＦＴＡは南東アジアに位置するＡＳＥＡＮ諸

国によって設立されたものであったが、日本、中

国、韓国、台湾などの北東アジアに位置するＡＰ

ＥＣメンバーは、１９９７年から１９９８年のア

ジア通貨危機に至るまではＦＴＡに関心を示さな

かった。ＡＳＥＡＮ＋３の国々はアジア通貨危機

への対応と危機の再来を回避するために、地域協

力の必要性を認識するようになったが、その一つ

の動きとしてＡＳＥＡＮ＋３をメンバーとした東

アジアＦＴＡ構想が２００１年に提案された。同

構想に対しては、中国および韓国が強い関心を示

しているが、日本は東アジアＦＴＡに対抗するよ

うな形でＡＳＥＡＮ＋６によるＦＴＡである東ア

ジア包括的経済連携（ＣＥＰＥＡ）構想を２００

６年に打ち出した。現時点では、両構想の実現性

についての民間レベルの検討が終了し、政府レベ

ルの検討が行われている。

東アジアでのＦＴＡを中心とした地域構想が活

発化する中で、東アジアから排除されることを恐
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メキシコ
チリ
ペルー
台湾
香港

東アジア首脳会議
（EAS）
（注）
日本
韓国
中国

アジア太平洋経済協力
（APEC）
オーストラリア
ニュージーランド
インド

パプア
ニューギニア
日中韓
東南アジア諸国連合
（ASEAN）
ASEAN 地域フォーラム
（ARF）

ASEAN+3

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
ベトナム
カンボジア
ラオス
ミャンマー
バングラデシュ
スリランカ
東ティモール

米国
カナダ
EU
パキスタン
モンゴル

ロシア
ASEAN 拡大外相会議
（ASEAN PMC）

北朝鮮

（注）2010年10月の東アジア首脳会議（EAS）
で、米露の2011年からの参加招請が正式に決定される見込み

は、同地域で「ヒト、モノ、カネ」が自由かつ活

つまり、ＦＴＡＡＰ設立をボゴール目標後のビ

れた米国は２００６年にＡＰＥＣメンバーによる

ＡＡＰは検討段階にある構想であるが、ＡＰＥＣ

ジョンとし、同ビジョンの達成にあたっては、Ａ

発に移動できるような経済圏を構築することが有

の一部のメンバーにより形成され、注目を集めて

ＰＥＣの３本柱の貿易・投資の自由化・円滑化お

アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）構想を提

いるＦＴＡに環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

よび経済技術協力を手段として用いる。貿易・投

効である。ＦＴＡＡＰの内容については、いまだ

Ｐ）がある。起源は２００６年に発効したシンガ

資の自由化についてはＦＴＡの枠組みを活用する

案した。ＦＴＡＡＰ構想は、もともとＡＰＥＣで

ポール、ブルネイ、ニュージーランド、チリをメ

ことから、ＡＰＥＣで従来実施されてきた自発的、

検討段階であるが、前述のような経済圏にすべき

ンバーとしたＰ４という貿易自由化度の高いＦＴ

非拘束的ではなく、譲許的、拘束的という形をと

の貿易自由化の進展が遅いことに不満を持ったＡ

Ａである。その後、米国、オーストラリア、ペルー、

る。ＡＰＥＣメンバーはすでに何らかのＦＴＡに

であろう。

ベトナムが加わり、現在ＴＰＰ交渉が行われてい

加盟していることから、新たな形態での自由化に

ＢＡＣにより２００４年に提案されていた。ＦＴ

るが、ＴＰＰはＦＴＡＡＰ設立の基礎になるので

対する抵抗はないであろう。もちろん、ＡＰＥＣ

築などの面で協力すべきである。

にあたっては、先進メンバーは人材育成や制度構

ろう。途上メンバーによる自由化・円滑化の実施

化のスピードなどに関して差別的実施も必要であ

メンバーの発展段階の違いなどを考慮して、自由

はないかという見方が少なくない。

ＡＰＥＣの新たなビジョンと
日本の戦略
アジア太平洋地域のさらなる経済成長の実現に
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地域との関係を緊密化するとともに同地域の成長

Ｃ議長を務めている日本にとって、アジア太平洋

実現する上で重要となってくる。今年は、ＡＰＥ

太平洋地域との関係を強化することが経済成長を

況にある日本にとって、成長可能性の高いアジア

済成長の実現にあたっては、極めて難しい国内状

少子高齢化、人口減少、厳しい財政状況など経

るが、そのためには、将来を見据えた強い政治の

手段を考案するという政策策定の姿勢が必要であ

ではなく、自由化を前提として損失を最小にする

策を実施することで可能になる。自由化絶対反対

や能力向上のための訓練・教育などさまざまな対

が、段階的自由化や損失を被る人々への所得保障

させる可能性が高いことから容易なことではない

農産物生産の縮小や雇用の減少などの損失を発生

123｜ＡＰＥＣと日本のアジア太平洋経済戦略

ＦＴＡＡＰ構築に向けて先導的な役割を担うこと
が重要である。また、東アジアにおいては、ＣＥ
ＰＥＡ設立に向けてのロードマップを示すととも
に、実施していく必要がある。加盟国や内容に違
いがあるＴＰＰ／ＦＴＡＡＰとＣＥＰＥＡの両プ
ロセスにおいて先導的な役割を果たすことが、日
本の明るい将来につながるであろう。
日本がＴＰＰ／ＦＴＡＡＰとＣＥＰＥＡでの先
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を促進させるような枠組みの構築を推進するチャ

導的役割を担うことを妨げている最大の障害は、

浦田秀次郎

リーダーシップが不可欠である。

農業自由化への強い反対である。農業自由化は、

うらたしゅうじろう

ンスである。

ＡＰＥＣ横浜で考えるアジア太平洋のアーキテクチャー

具体的には、日本はＴＰＰへの参加を表明し、
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