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1．はじめに 

 
東アジア共同体の設立に向けた検討をすべきだという議論が、盛んに行われるようにな

ってきている1。確かに、地域統合を進め、地域の安全保障に関しても共同で対応できるよ

うになるのであれば、地域内で発生する可能性のある紛争の根を絶つという意味でも望ま

しい。 
東アジア地域がどのような状態にあるかを語るとき、経済が先行して域内での企業内分

業、垂直統合から、さらに水平分業へと展開が見られるとの言い方がなされている。企業

の国際展開とサポートインダストリーの海外展開が進み、さらに現地サポート産業の育成

の面でも成果が出てきており、地ならしは済んだとの見方も出されている。とすると、次

は、いよいよ EU の取り組みに倣って、地域内の連携強化、地域共同体への移行が図られ

るべきだと意見も出てくることになる。 
ただし、日本政府の方針は、当初は、APEC 重視の政策であり、オープン・リージョナ

リズム（開かれた地域主義）を目指すとするものであった。アジアは、EU および NAFTA
のような地域主義に組みすることなく、WTO 交渉の行方を見守り、貿易自由化の利益を享

受し、さらに、サービス、知的所有権に関する交渉の進捗を促すとの方針が唱えられた。 
しかし、EUのように地域主義をさらに推し進め通貨統合までたどり着いた地域が出現し

たことで、世界の中でオープン・リージョナリズムを言い続けることは、むしろアジアの

発展にとり決して望ましい方針ではない可能性が出てきた。それは、EUのように自らの地

域を通貨統合で固めた後に、自由に他地域と、EUという大きな市場を背景にして交渉を行

い、有利な条件と、規模の経済を生かした他地域への企業進出、EUと個別国との直接のFTA
締結を行う例が多数出現するに至ったからである2。 

こうして、遅ればせながら日本も、マルチからバイへという言い方をして、FTA 推進に

同調する戦略を採用することになった。ただし、ここでは、FTA よりもさらに進んだ形の

環境・労働といった面も含んだ EPA を推進するとの方針が打ち出されることになった。日

本が 初に締結した EPA は、シンガポールとの間で 2002 年 11 月に結ばれた。 

                                                  
1 谷口誠は 1990 年代前半から東アジア共同体の出現とその必要性を検討してきたと述べている（谷口

2004p.ⅰ）。 
2 ガット 24 条によりFTAを締結する際には、締約国間では実質的にすべての貿易を自由化し関税をゼロと

することを要請されるが、実際には例外品目が認められており、現在の運用の目安としては、二国間の貿

易の 90％を無税とすれば、ガット 24 条の 低基準を満たし、95％を無税とすれば、これまでのFTAの平

均をクリアしていると見なすものが多いとされる（伊藤ほか 2005p.5）。 
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本稿では、以上のような EPA 重視の日本の政策のスピードを上回って、世界中で関税同

盟、通貨統合という地域統合に向けた動きが強まっており、再度日本が方針転換を促され

るに違いないと思われる状況が出てきている点を指摘する。 
また、日本の農業問題への取り組み状況を分析するとともに、日本のマスコミにあまり

取り上げられないものの、実はWTO交渉上も、また日本の農業者の間でも、農業をWTO交

渉の俎上に上げ、交渉していく準備が日本の中では整いつつある点を指摘する。WTOの農

業交渉においては、日本が従来行ってきたコメの例外化を目指した主張は通じないことが

明白となっており、それだけになお更、近い将来、日本政府の方針転換が極めて明確な形

で打ち出されざるを得ない客観的な条件が出来上がっていることを指摘する。日本の農業

者の中には、既にこうした事実を理解する人々が多くおり、マスコミが何も言わない前に、

着々と準備を進めているという状況がある3。 
このような農業に関する事実を知ると、「日本においては農業問題がネックとなってアジ

アでの地域主義を推し進めることが困難となっている」との見解が間違いであることがわ

かる。実は、すでに日本の農業問題は解決することができるし、解決せざるを得ない外的

状況が出来上がっており、そうである以上、農業問題はネックとならないアジアの市場形

成への取り組み、さらにアジアの地域統合の問題に対する大胆な提言が必要となっており、

しかもそれが可能となる状況が生まれている。 
 
 
２．地域協定（RTA）および FTA（自由貿易協定）の締結状況 
 
世界の FTA の締結状況を見てみると、 初の地域協力協定および FTA の件数は、1950

年代には、後に EU となる当時の EC が締結したローマ条約のみ（1958 年）であった。そ

の後、1960 年に EFTA（欧州自由貿易連合）が、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイ

ス、アイスランドにより結成された。EU 以外の国を取り込む形で、EFTA はその後も役割

を果たし続けることになる。61 年には、中米共同市場（CACM）が中米諸国 5 カ国により

結成されている。このように、FTA および RTA の当初の歩みはゆっくりであり、5 年ごと

で見ても、60 年から 64 年で 2 件、65 年から 69 年で 1 件、70 年から 74 年で 4 件、75 年

から 79 年で 4 件、80 年から 84 年で４件、85 年から 89 年で 3 件と、1 年で 1 件に満たな

い状態が続いてきた（資料 WTO）。 
                                                  
3 当方を胆沢町の委員会委員として任命してくださりたびたび訪問する機会を作って下さった、岩手県胆

沢町の皆様に深く御礼申し上げる。同町を繰り返し訪問させて頂くことで、農業者の方々の生の声を聞く

機会を持つことができ、日本ばかりでなく、国際的な農業政策に関する理解を深めることができた。すで

に、農業の国際化への対策を考えておられる方々が、多くいることを知ることができ、たいへんな新鮮な

驚きであり、感銘を受けた。 
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ところが 1990 年代に入ると急激に FTA 締結件数が増大する。これは EU の方針転換が

大きく影響している。EU は、70 年代に EU とスイス、EU とアルジェリア、EU とシリア

という 3 件の FTA を締結していたが、90 年代に入ると矢継ぎ早に EU の周辺諸国との FTA
を締結し始める。EU 内の体制固めができたことから、対外的な政策に打って出るだけのゆ

とりを EU が持ったことがわかる。いわば EU という城砦を自己の領域に築いた後、域内

市場の規模が大きいという規模の経済を生かして、域外の国を取り込み始めたと言うこと

ができる。EU が 90 年代に各国と個別に締結した FTA には、アンドラ、ルーマニア、ブル

ガリア、トルコ、パレスチナ、チュニジア等多くの国が含まれる。EU が周辺諸国を一本釣

りして、結果として、EU の周りに衛星地域を形成し始めたと見なすことができる。 
一方、地域主義の動きは南米でも進んでいた。上記のように 61 年には、中米共同市場

（CACM）が中米諸国 5 カ国（コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、

ニカラグア）により結成されたが、その後、1973 年にはカリブ共同体（CARICOM）が 15
カ国で結成されている。現在はこの中米共同市場およびカリブ共同体はともに関税同盟と

して統合度を上げている。 
続いて、1981 年にはラテンアメリカ統合連合（ALADI）がブラジル、アルゼンチン、メ

キシコ等、南米の主要国 13 カ国により結成される。さらに、1988 年にはラテンアメリカ

統合連合に参加する 5 ヶ国（ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ）

によりアンデス共同体（CAN）が結成されている。一方、アルゼンチン、ブラジル、パラ

グアイ、ウルグアイの 4 カ国は関税同盟としての南米南部共同市場（メルコスール）を 1991
年に結成した。 
 北米では、EU および南米での動きに催促されるようにして、1994 年に北米自由貿易協

定（NAFTA）が米国、カナダ、メキシコにより結成される。こうして地域協定による陣地

取りとも言える各国間の囲い込みが、南米を先駆として北米でも行われ、90 年代半ばまで

に、北米および南米における地域協定の締結が一通り終了したことになる。 
 旧ソ連においては、1994 年に自由貿易協定としての独立国家共同体（CIS）経済同盟が

ロシアほか中央アジア諸国を含む 10 カ国で結成された。その後も、キルギスタンおよびグ

ルジアを中心として各国間での二国間の FTA の締結が 90 年代後半から相次いで行なわれ

ている。特に、1997 年にはユーラシア経済共同体が関税同盟として結成され、ベラルーシ、

カザフスタン、キルギスタン、ロシア、タジキスタンの 5 カ国が参加している。 
 中東においても湾岸協力会議（GCC）が 1984 年に結成され、域外統一関税を 2003 年に

設定し、域内を原則無税とする関税同盟が完成している。さらに 2010 年までには通貨統合

を進める予定である。 
 



図表１ 地域協定（RTA）および FTA（自由貿易協定）の締結状況 

 

二国間 FTA 
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（出所）WTO ホームページ、JETRO ホームページ等の記載に基づき筆者作成

 
 



 アフリカ地域でも地域統合に向けた活発な動きが、90 年代半ば以降に生じている。94 年

には東南部アフリカ共同市場がアフリカの東部、南部、さらに北東部のエジプト等も含ん

で結成されている。その後、99 年には中部アフリカ経済通貨共同体が 6 カ国で結成され、

翌 2000 年には西アフリカの 8 カ国でも、西アフリカ経済通貨共同体が結成された。同じく

東アフリカではケニア、タンザニア、ウガンダの 3 カ国で東アフリカ共同体（EAC）が結

成されている。南部アフリカでも 14 カ国が参加して南部アフリカ開発共同体（SADC）が

設立された。注目されるのは、西アフリカおよび中央アフリカともに通貨統合がなされて

いるという点であり、ユーロとして欧州では統合されてしまったフランスの「フラン」が、

通貨名としてアフリカで残存することになった。 
こうした世界各国における急速な地域統合の動きから見ると、東アジア地域での取り組

みは遅れていると言わざるを得ない。アセアンが結成した自由貿易地域（AFTA）が 1992
年から発効しており、93 年からは例外品目を除き域内関税は 5%以下に設定されている。

今後、加盟 10 ヶ国すべてによる域内関税の 5%への引き下げが、2010 年に完成する予定と

なっている。このようなアセアンの取り組みは、後発途上国に分類される、ラオス、カン

ボジア、ミャンマーを含むために、極めてゆっくりとしたスケジュールを採用している点

が特徴である。 
その他、アジア太平洋地域では、80 年代に、オーストラリアとニュージーランドの FTA

が締結されており、また、南太平洋地域貿易・経済協力協定（SPARTECA）が成立してい

る。ただし、90 年代に入っても、アジア地域で締結された主要な地域協定としては、南ア

ジア諸国 7 ヶ国が結成した南アジア特恵貿易協定（SAPTA）を上げることができるのみで

ある。 
 90 年代において日本が地域取り決めの締結に積極的でなかったことと、中国が WTO 加

盟を達成することを優先し、地域協定にまで踏み込む余裕を持たなかった点が、アジア地

域、特に、東アジア地域での地域取り決め締結が進まなかった も大きな原因であると考

えられる。 
 ただし、2000 年以降になると、東アジアにおいてはそれまでの時期とは異なり、二国間

FTA に対しては、前向きに取り組む動きが出てきている。2001 年にニュージーランドとシ

ンガポールの二国間 FTA が締結され、その後も、インドとスリランカ（2001 年）、日本と

シンガポール（2002 年）、シンガポールとオーストラリア（2003 年）、中国とマカオ（2003
年）、中国と香港（2003 年）、アセアンと中国の枠組み協定（2003 年）、タイとオーストラ

リア（2005 年）、日本とメキシコ（2005 年）と、続けざまに二国間協定を主とした取り組

みが進行することとなった。 
これらの東アジア諸国が取り組んだ協定の内で、一つだけ異質であるのがアセアンと中

国の枠組み協定である。この枠組み協定の中で、タイ、マレーシア、インドネシアという

個別の国と、中国が、それぞれアーリーハーベストとして、農産物を含んだ多数の品目の

関税を大幅に引き下げた。農産物によっては、今まで見られなかった中国からタイへの輸
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出も生じる等、新たな動きも出てきており、東南アジアにおける今後の中国との関係をい

かに維持していくか、再度アセアンにとっての大きな課題となった。 
 
以上の検討から、世界全体を見渡してみると、地域協定（RTA）および FTA（自由貿易

協定）締結の促進が進んでいるというよりも、東アジア以外の地域においては、実際には、

その先を目指して、地域統合協定の締結が急増していると言える。図表１で見ても、地域

を囲う輪が東アジアでは圧倒的に少ない一方、欧州、南米、北米、中東、旧ソ連、アフリ

カといった各地域で、ほとんどの地域が輪で囲われている状況が生じており、地域協定か

らさらに地域統合、通貨統合へと進んでいる地域が増えてきていることがわかる。 
 
以上のような世界的な地域統合、通貨統合の動きが強まってきている一方、世界の中で

は、エネルギー・希少金属・素材の価格が上昇するという顕著な傾向が出現している。 
WTO（世界貿易機関）の設立は、GATT においてラウンド交渉を何回繰り返しても達成

しきれなかった世界の自由貿易の推進という目的を達成するために、パネルという裁定権

限を持つ機関を設置することで強制的に解決する手段を備えたところに大きな前進があっ

た。しかし、地域統合の動きが加速する可能性が出てきていることは、一律に関税の引き

下げを促し、それによる障壁の除去により世界の貿易を増大させ、消費者利益の増大を目

指す WTO の手法に対して、世界各国が依存できないと考えていることを意味している。地

域統合された地域内と、その外とでは明らかに、関税、および、その他の取引コストを生

む諸制度において差異が生じる。しかも、WTO を通じて世界の貿易秩序を維持・発展させ

ようとの WTO 設立の目的に反し、現実に世界の貿易取引の場で生じていることは、エネル

ギー・素材価格の予想も出来なかった急騰であり、この価格急騰は、後述するように、地

域主義の進展と大きな関係を持っている可能性が高い。現在どのような現象が世界の商品

市場で発生しているのか、次節で検討する。 
 

 
３．市場の動向 
 
 エネルギー価格の急騰が現在生じている。図表 2 で示すように、商品価格の動向を見る

ときに広く使われている CRB（Commodity Research Bureau）のインデックスで見ても、

エネルギーに関して 2003 年頃から急騰していることが読み取れる。消費者物価指数が極め

て安定的に上昇しているのと比べても、エネルギー分野のぶれの大きさが目立つ。CPI 指

数は 1990 年から 2004 年末までの 15 年間で 50%上昇して 1.0 から 1.5 となっている。 
一方、CRB のエネルギー・インデックスは、15 年間でほぼ 3 倍に上昇している。次に希

少金属（Precious Metals）を見ると、1990 年から 2002 年頃までは安定的に推移してきて

いるが、その後、2003 年ころから急上昇が始まっている。 
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図表２ 商品価格の推移（CRB 指数）（1990 年初めを 1 とする） 

(出所)CRB ホームページより指数化して筆者作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



また、穀物等（Grain ほか）について見ると、96 年と 2004 年頃に 2 つのピークが生じ

ているが、それ以外の時期においては安定しており、一方的に上昇するといった傾向は生

じていない。繊維品（Textiles）についてみると、90 年台前半に一度下がってその後上昇す

るという変動はあったものの、その後は安定していることがわかる。 
このように見てくると、エネルギー価格の上昇が異例であり、仮にこのエネルギー価格

の上昇が地域主義、さらには、地域統合主義が進んでいることと関係があるとするならば、

大きな問題と言わなくてはならない。なぜなら各国には資源主権が認められており、途上

国の多くには憲法上、資源を切り売りするような利権（Concession）を認める契約を否定

する条文が置かれているからである。しかも、原油価格において話題となるように、サウ

ジアラビアあるいはイラクといった諸国では、生産コストは 2 ドル／バレルかあるいはそ

れを下回っており、生産コストに依存しないで価格が設定されている例が、特に石油を見

ると顕著である。 
2005 年 9 月現在で WTI 原油で 60 ドル／バレル台半ばに達する原油価格は、コストに依

存した適性マージンがいくらかという範疇を全く逸脱した、生産コストの 30 倍といった破

格の値段がついてしまっていることになる。しかも、大規模な供給途絶といった事態が発

生したのではないにも関わらず、この高い価格が発生した理由は、平常時における需要の

増大をこなすことができなかったからである。市場が価格をシグナルにして反応し、供給

を増やすことができなかったことになる。市場の失敗が生じていることになるが、なぜ市

場が失敗したのか、その理由としては、例えば、WTO における議論において、エネルギー

に関する問題が正面から取り上げられたことがない点が指摘できる。OPEC がカルテル類

似の行為を行なって生産制限により価格の維持に動いても、その行動に関して妥当かどう

かを正面切って議論することは今までなされてきていない。国際石油資本と資源国との結

託があったと言われても否定しきれない公然たるレント追及が、国際石油資本と資源国と

の両方において行われてきたことになる。 
専門家が誰も予測することができない石油価格の値上がりが続いていることは、世界で

進む地域主義形成の動きから取り残され、しかも、地域の石油埋蔵量が少なく、域外の地

域からの輸入に依存しなければならないアジア地域を、エネルギー安全保障上、極めて脆

弱な立場に追いやることになる4。 

                                                  
4 PIW誌に記載された 2004 年および 2005 年の原油価格のアナリストによるWTI価格の予測値（2004 年

11 月時点での予測）（単位：ドル／バレル）（次ページ下段参照） 
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図表 3 を見ると明らかなように、2004 年現在、中国と日本、それに「それ以外の東アジ

ア諸国と太平洋地域の合計」という 3 地域に分けた場合、消費量は、「その他アジア太平洋

地域」が 1,370 万バレル／日と多くなっているが、この地域において生産された原油の量

は 440 万バレル／日であり、比率にして 32%に過ぎなかった。インドネシア、マレーシア、

インド、オーストラリア、ベトナムといった産油国の生産量を合計しても、需要量の過半

をまかなうことはできず、自給率は 32%であった。不足分を補う役割をしたのは中東諸国

で、供給量は 720 万バレル／日であり、比率にして 53%を占めた。中国においても自国で

生産したのは 350 万バレル／日であり、全消費量 690 万バレル／日の漸く 51%を供給でき

たに過ぎない。 も重要な域外からの輸入先は、やはり中東であり、2004 年で既に 130 万

バレル／日の輸入（18%）に上っている。 
日本は 520 万バレル／日の消費量のうち 420 万バレル／日を中東から輸入しており、中

東への依存比率は 81%に達している。 
このようにアジア太平洋地域がいずれも中東への依存度がすでに高く、しかも今後は需

要の増大する部分を、中東からの供給にますます依存せざるを得なくなると予測せざるを

得ない。アジア地域はエネルギー安全保障面から考えたときに、世界でも稀に、明らかに

脆弱なポジションにある。そうだとすると、地域統合が進む中、アジア太平洋地域は、エ

ネルギーの確保という面から見たときに、極めて明白に自由貿易の確保と、それによるメ

リットを享受し続けたい地域であることがわかる。現在の世界の FTA と地域協定（RTA）

が張り巡らされた「クモの巣」の中で、果たしていかにしてアジア地域が、他地域で進む

囲い込みによる障壁を乗り越えることができるかが大きな課題となる。 
 

                                                                                                                                                  
所属 評価者名 2004年 2005年

AG Edwards Bruce Lanni 41.05 38.00
CERI Vincent Lauerman 42.00 37.00
Deutsche Bank Jay Saunders 41.91 37.50
EIA Dave Costello 42.14 47.38
First Energy Capital Martin King 40.30 38.00
Lehman Brothers Paul Cheng 42.10 35.00
PFC Roger Diwan 42.00 43.00
Prudential Sec Michael Mayer 41.00 35.00
Purvin & Gertz Ken Miller 41.80 46.00
Raymond James Darren Horowitz 41.44 44.00
RIE Davide Tavarelli 41.42 39.91
SEER Michael Lynch 40.98 30.23
平均 41.55 39.25
最高値 42.14 47.38
最低値 40.30 30.23  
 
（出所）PIW 誌、November 22, 2004, p.3 より作成 
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図表３ アジア太平洋地域の石油供給（2004 年）（自国：自地域生産量と輸入量、輸入先） 
（単位：百万バレル／日） 
 

0
2
4
6
8

10
12
14

中
国

日
本

そ
の

他
ア

ジ
ア

太
平

洋
諸

国

アジア太平洋域内

アフリカ

中東

欧州・旧ソ連

北米・南米

自国（域内）産原油

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）BP 統計 2005 のデータに基づき作成 
 
 
４．ガット・WTO 交渉の成果 
 
第二次世界大戦後、IMF および世界銀行という金融面での協力機構と並ぶ機関として、

国連の下に世界貿易組織が設立されることが計画された。しかし、この目的のために組織

されたガット（GATT）は、米国が議会の反対で参加できなかったために、国連機関として

の設立ができなかった。しかも、1995 年にガットの後任の機関として設立された WTO と

は異なり、パネルのような紛争解決手段を持たず、正式な事務局を持たないという変則的

な機関であった。こうした中で、先進国間で生じた貿易摩擦をきっかけとして、ガット・

ルールに違反する 2 国間の取り決めも数多く出現した（若杉 2001 p.220）。それでも、ガ

ットは、交渉ラウンドを重ねていくに従い、関税の引き下げを着実に前進させてきた。図

表４は、非農産品に関する関税率（貿易加重平均譲許税率）をウルグアイラウンドの前と

後で比較している。1986 年から 93 年にかけて、ガットの 終ラウンド（第 8 回）となっ

た同ラウンドに至るまでに、124 カ国に 1 地域（EC）が加わり達成された関税引き下げ率

は 40%に達した。関税引き下げ率は、第 5 回ラウンドが 7%、第 6 回のケネディラウンドが

35%、第 7 回の東京ラウンドが 33%であった。 
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図表４ 非農産品に関する貿易加重平均譲許税率（ウルグアイラウンド前と後の比較）（単

位：％） 
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（出所）WTO ホームページのデータに基づき作成 
 
 
図表４で示したように、日本は 1.7%にまで非農産品に関する関税率を引き下げており、

スイスの 1.5%と低さを競うという状態にまで至っている。その他、米国が 3.5%、EC が 3.6%、

カナダが 4.8%といずれも低くなっている。韓国は 8,3%、マレーシアが 9.1%、オーストラ

リアが 12.2%と比較的高く、さらにタイを見ると、ウルグアイラウンドの前と後では大き

く引き下げているものの依然として、28%の高率となっている。 
ガットでは、関税の引き下げにあたって、ハーモナイゼーション方式と呼ばれる税率の

高い品目ほど下げ幅を大きくする方式が導入されてきており、その後の WTO での交渉にお

いてもこの方式が利用されている。このように、高い関税率ほど大幅な引き下げを要請さ

れる例が多くなってきている。 
日本では、農産物および非農産物を含めた全平均関税率は 4.8％となっており、すでにか

なり低くなっている。特に、非農産品に関しては、スイス、香港、シンガポールとともに

世界の中でもトップクラスの低位な関税率となっている。仮に、農産品の関する国内合意

形成が可能であれば、アジア各国との合意も容易となり、冒頭で述べたアジアにおける地

域統合への取り組みに対しても、大きな障壁が取り除かれることになる。アジア地域にお

ける今後の交渉の方向性としては、この農産物に関する国内コンセンサスの形成にかかっ

ていると言える。 
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中国では全平均関税率が 10%程度となっており、大幅な引き下げが達成されている。今

後の課題は、関税率よりも、国内の沿岸部と内陸部との間に存在する所得格差であると考

えられている。中国は、アセアンとの枠組み交渉を既に進めており、さらに、アセアン各

国との、農産物を含めた自由化交渉も前倒しで進めている。中国経済圏としてアセアンを

取り込む方向性が見えてきているとすら言える段階にある。 
韓国は、全平均関税率 16.1%と中国より高くなっている。中国と日本にはさまれた地理

的ポジションにあり、経済規模も、両国と比べると小さいために、中国と日本との両方に

対し優位に立つ商品、あるいは、農産物は、極めて限られてしまう状況にあり、日韓 FTA
締結に対しては慎重にならざるを得ない。 
また、アセアン諸国の全平均関税率を見ると、マレーシアが 14.5%、フィリピンが 25.6%、

タイが 28％、インドネシアが 37.5%となっており、依然として高い関税率が適用されてい

ることがわかる。高い関税率に保護された国内産業が存在することを、このアセアンの全

平均関税率の数値は示唆している。 
一方、先進国は、押しなべて大幅な関税引き下げをすでに達成している。ガット体制下

で順調に関税引き下げが行われ、世界貿易がスムーズに拡大する効果が得られるのではな

いかとの期待を抱かせるが、実は多様な RTA および FTA が締結されたことで、世界の貿

易秩序は極めて煩雑な、わかりにくいものとなってしまっているのが実情である。 
例えば、図表 5 で示すように、NAFTA における農業交渉の結果をまとめると、米国、カ

ナダ、メキシコの 3 国間に、それぞれ 6 方向の協定が締結されているといわざるを得ない

ような状況が生まれていることがわかる。それぞれの国の既存の農林水産畜産業を守ろう

と、各国の担当者がせめぎあうために、 終的に纏まる案は、カナダ政府のように政府が

直接介入して価格の下支えをすることになる（松原 2004）。また、カナダからメキシコ向け

の乳製品のように協定除外品目を設けざるを得なくなる。ガット 24 条に従って FTA 締結

後 10 年で両国間の関税をゼロとすることが原則であるが、米国とメキシコ間では例外を設

けて 15 年後と設定している（鈴木 2004p.31）。また、米国およびカナダは、農民に対する

支援策として直接支払いを行っている。そのほか、輸出向けにも米国およびカナダは様々

な支援策を導入してきた。輸出信用の供与、あるいはカナダの場合は国家貿易として輸出

を国が管理し、奨励することも行われてきた。米国の場合は、価格を支持することになる

マーケティングローン制度の実施により、WTO ルール違反を避ける実質上の輸出補助金の

支給が行われてきた（鈴木 2003）。 
このように、米国の農業政策は、国内では農業者を融資不足払い制度とマーケティング

ローン制度で補助し、国外向けには輸出に補助金を付け、つまり安売りを保障しながら外

国に対しては自由化と規制緩和を求めるという、「国内外のダブルスタンダード」と呼ばれ

るたいへん矛盾した施策となっている（山本 2004p.39 および p.62）。 
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図表 5 RTA および FTA の現実（NAFTA 農業交渉） 
 

出所）筆者作成 

．日本の農業政策 

今まで見てきた実情から判断して、FTA が結ばれていても、カナダのように農業自由化

を

お互いの農業や農政の独自性を認め

る

えてくる。だからこそ、WTO の農

業

大切なことは、WTO における農産物交渉の方向性はすでに定まってきており、

高

政府小麦局
　　　政府が供給管理鶏卵マーケティングボード等

　　　
カナダ

輸出信用 　　米加自由貿易協定（1989年）
輸出国家貿易 　　　　　米国とカナダがともに乳製品等を協定除外品とする

　　乳製品等 直接支払
　　協定 　　　　　輸出枠
　　除外 　　　　　関税割当 米国

　　　　移行期間 輸出補助金
（1994年） 輸出信用

メキシコ 　　　　15年後関税完全撤廃 食糧援助
　　とうもろこし マーケティングローン
　　198%ほか 融資不足払い
対日FTA
差額関税制度設定

（

 
 
 
５

 

強力に働きかけるグループ（ケアンズグループと呼ぶ）の一員として、輸出補助金の完

全撤廃、すべての関税の大幅削減、さらに国内支持（補助金等）の削減を主張していても、

先に図表 5 で示したように、国内向け供給を管理するとともに輸入数量制限の維持を掲げ

る枠を設定する等の、国内農業支援策を導入している例がある。本音と建前が異なるのが、

交渉が締結された後における実際の姿となっている。 
農業において FTA 協定を締結しようとした場合、「

ことがもっとも現実的な処理策」（松原 2004p.31）という指摘はもっともである。特に、

二国間協議において新たに大きな変革を交渉相手国の農業者に求め、それを押し付けるこ

とは、大きな社会的混乱を生じさせる可能性がある。 
このように考えてくると、二国間協議の限界もまた見

交渉に臨む日本の方向性がどのようであるべきか、実態に基づいて把握しておくことが

必要となる。国際交渉の場で日本が立脚する主張が客観的に見てどのような位置にあり、

今後の交渉により何が決まるのかを冷静に検討することで、日本の採るべき方針は明らか

となる。 
しかも、

関税の農産物の関税率引き下げは不可避となっているという点である。日本は、ウルグ
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アイラウンドでセンシティブ品目として容認されたコメについては 490％、小麦では 210％
という高い関税率を設定した。日本は、例外なき関税化が方針であったウルグアイラウン

ドで、コメに対する一律の関税化に強く反対した。このため、逆に、一定量の輸入を義務

付けられるミニマムアクセスも同時に受け入れざるを得なかった。 
しかし、今後の WTO 農業交渉においては、高率の関税からまず大幅に引き下げることを

求

表６ 日本の関税率 

めるハーモナイゼーション方式が導入されることが合意されており、コメの関税率は

200％あるいはそれ以下の100％程度まで引き下げざるを得ない状況となっている。ただし、

図表６で示すように、日本の農産物全体で見た平均関税率は 12％まで低下しており、特に、

野菜の関税率は 3％であり、既に中国、韓国等の近隣諸国との農産物の輸出入競争が始まっ

ている分野も多い（鈴木 2005）。競争は、韓国、中国と距離的に近い九州地域では激しくな

っている。九州における野菜農家は、こうした厳しい競争の発生によりすでに鍛えられて

いるとされる（鈴木 2004）。今後、関税率の引き下げとともに、日本全土を含めたアジア圏

で農産物の輸出入競争が激化し、米価も低下傾向をたどると予測できる。 
 
図

農産物：平均12％
日本の関税 その他農産物：10％、うち野菜3％

全品目平均
4.80%

製造業品等：1.7% センシティブ品目の枠外：
190～490％  

 
出所）筆者作成 

ただし、農産物においては、その種類による差が生じる場合があり、また、日本国内産

の

農産物に関して、ブランド価値・国産プレミアムが存在すると

明

                                                 

（

 
 

場合にプレミアムが付いて高く売れる場合があるという点に注目する必要がある。しか

も、同じコメと言っても、質と用途が異なる場合が多い。日・タイ間のFTAにおいては、

コメ自由化を巡って交渉に時間を要したが、ジャポニカ米とインディカ米は需要先および

用途が異なっており、明確に差別化して販売することが可能と考えられる（2005 年 9 月の

タイ現地調査による）5。 
日本の消費者は、国産の

らかに認めている。この点は統計的にも確認されている（鈴木 2005）。内外価格差が存在

 
5 ミニマムアクセスにより輸入されているタイ米は、加工用に用いられているが、タイで食べるタイ米は、

現地駐在員の間でもカレー用、あるいはチャーハン用としてはたいへん美味しいと評判であった。安く美

味しい米で、しかも用途も食感も異なるのであれば、タイ米の輸入の拡大を徐々に認めていく方向性を打

ち出すことに躊躇すべきでないと言える（2005 年 9 月のタイ調査に基づく）。日本のこうした政策の実施

は、タイの米作農民の所得向上に役立つことは間違いない。 
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し続けることを毎年 OECD の報告書において指摘され続け、非関税障壁が存在すると言わ

れ続ける愚を避ける必要がある（OECD 各年）。説得力のある説明を準備するためには、商

品・農産物別の詳しい部分均衡分析を行うことで、農業分野の競争力を明らかにしていく

ことが望ましい。農業品の価格だけを単純に比べ、質の差を問わない場合、日中韓のうち

で も価格が高く競争力がないのは明らかに日本であり、韓国には日本に輸出できるもの

が存在する。ただし、中国が登場すると、韓国はほとんどの農産物で競争力を失う可能性

がある。しかし、消費者がプレミアム価値を認めれば、立場は逆転することもあり得る。

韓国および中国大陸から距離的に近いということもあり、九州地域の野菜に関しては輸出

競争がすでに始まっており、鈴木（2005）の中で行われているように、競争状態に関する

統計を用いた分析も発表されている。生乳、ピーマン、豚肉というように、個別の品目ご

とに検討することで、国産プレミアム分を推定することが可能となる。 
特に、二カ国間の FTA からさらに地域協力、地域統合へと協定内容が深化するにつれて、

新

た日本人移住者の苦心の作であ

る

した後、日本の農

業政策の方向性について議論を進める。

５．１ ウルグアイラウンドおよび WTO での農業交渉 

界の貿易自由化の拡大と深化を目指す交渉は、GATTおよびそれを引き継いだWTO（世

界

たに配慮すべき事項が出てくる。日本は、アジア全体の発展を考慮しつつ、受け入れる

べきものは受け入れるという立場が必要と考える。ODA は相手国へ出かけるばかりでなく、

自国にいても実施できる。アジア太平洋地域から日本向けに供給される農産物には、日本

人あるいは日本からの技術・商品が関わったものが多い。 
オーストラリアで栽培される豪州米は、1905 年に入植し

ということが知られている。また、中国でのジャポニカ米生産は、実は、日本商社と種

苗会社が牽引して行われており、品質も大幅に向上してきている。こうした事実一つ一つ

に目を配り、OECD が発表した市場自由化論（“Open Markets Matter”1998）を超える

アジア型の自由化論の構築を目指すことが期待される（OECD1998）。 
以下では、ウルグアイラウンドおよび WTO での農業交渉の推移を確認

 
 

 
世

貿易機関）により進められてきた。GATT のウルグアイラウンドでの農業交渉の成果を

受け継ぎ、WTO においても農業分野の交渉が、2000 年 3 月から開始されている。2001 年

11 月のカタールでの WTO ドーハ閣僚会議では、（１）輸出補助金の削減あるいは撤廃、（２）

貿易を歪める国内補助金の削減、（３）関税削減等の市場アクセスの拡大、という 3 項目に

つき交渉を進めることが合意された。引き続き、2004 年 7 月には WTO 一般理事会におい

て、農業問題につき決定すべき事項（交渉枠組みと呼ぶ）が合意され、上記（１）の輸出

補助金は期限付きで廃止し、（２）の国内補助金は「階層方式」により大幅に削減し、（３）

関税の大幅引き下げを図るとされた一方、各国が設定する「センシティブ品目」（例えば日

本のコメ）に関しては別個の扱いをする、との決定がなされた。2001 年の WTO ドーハ閣
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僚会議の取り決めが、2004 年に一層はっきりと方向付けられたことになる。 
上記（２）で言う「階層方式」は、関税が高い品目から低い品目までをいくつかの種類

に

５．２ 日本のコメ政策 

本はコメの輸入増大を押さえるために、1998 年までは関税化の例外措置を導入し、輸

入

コメのミニマムアクセス

量

５．３ 日本の今後の農業政策 

本の食料自給率は、1965 年度の 73％から 1998 年度に 40％まで低下し、それ以降は７

年

分類し、関税が高い品目は大幅に関税を引き下げ、低い品目では小幅な引き下げを図る

という関税の高低により差をつける方式で、全貿易品目の平均として見ると大きな比率で

関税率の引き下げを図る方式である。各国に課される引き下げ率の詳細についての決定は、

今後の議論により決められていくことになるが、この階層方式を導入することが WTO で合

意された以上、今後、高関税の品目は大幅に関税を引き下げざるを得ないことがはっきり

したことになる。また、「センシティブ品目」とは、農産品のうち、日本のコメのように、

社会的に大きな意味を持ち、その国にとり重要であるとして市場開放に対する制約を設け

ることが当該国から強く要望された農産品のことである。このセンシティブ品目に関して

は、関税割当制度により、一定量までは低い関税を適用するものの、一定量以上の輸入に

関しては高い関税を課して自国産の農産品を保護する制度が、従来は認められてきた。 
 

 
日

数量制限を行なった。ただし、ミニマムアクセス分として消費量に対する 低限の輸入

を行なうことを約束せざるを得ず、消費量に対する比率で、1995 年で 4％、6 年目の 2000
年で 8％と、徐々に増える形で外国からのコメ輸入を行なった。 

その後、WTO 農業交渉が開始されるにあたり、1999 年からは

がさらに増大するのを押さえるために、コメに対する関税を 2 段階に分けて、一定量の

ミニマムアクセスを維持するものの、2 次関税（490％）を支払えば誰でも輸入可能となる

制度を導入した。この 490％という高関税は、国内のコメの生産者価格を下支えする意味を

持った。しかし、WTO での農業交渉が進むにつれて、高関税を維持することが難しくなっ

てきている。高い関税率を課した農産物に関しては引き下げ幅も大きくすることが、すで

に WTO 農業交渉で合意されている。現行のコメの関税率の 490％は、その上限が、今後は

少なくとも米国が主張する 200％程度まで引き下げられると予測され、100％まで引き下げ

られる可能性も出てきている。 
 

 
日

連続で 40％程度で推移している。欧米諸国の食料自給率は、フランスが 130％、アメリ

カが 119％といずれも食料輸出国となっており、そのほかドイツが 91％、英国が 74％とい

ずれも日本より大幅に高い。日本の食料自給率は主要先進国中で 低であり、しかも、上

昇するきっかけが見られない点が大きな問題であるとされてきた。また、日本の農業就業
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人口は平成 2 年度の 482 万人が平成 16 年度には 362 万人まで減少しており、そのうち 65
歳以上の農業就業人口は、平成 2 年度の 33％から、平成 16 年度には 57％に達してしまっ

ている（平成 16 年度・農業白書）。 
世界各国の状況を検討すると、各国は各々自国の農業分野の育成策を強化しており、自

給

．まとめと展望 

今までの検討により、世界が、日本の方針転換の先を行くかたちで、急速に地域統合お

よ

多国籍企業群に続き、中小・

中

る現

在

化と関税率の引き下げが不可避で

あ

率の向上を目指した多様な政策を導入してきている。日本は世界 大の食糧輸入国とし

て貿易自由化の恩恵を も多く受ける国であるとともに、農業従事者が日本の田園地帯の

環境を維持してきている点にも大きな配慮を払う必要がある。WTO 農業交渉による自由化

の方向性が定まり、コメの関税率引き下げが不可避となった状況をとらえて、日本の農業

政策を、コメのような農産物の生産者価格を高く維持する制度から転換する必要がある。

農産物の価格は国際競争を可能とする価格に収斂するものの、農地耕作者および地域に根

ざした農業者の共同体といった農業を支える人々に対しては財政的支援をする制度として、

大幅に組替えていく必要が生じていると言える。直接支払い制度は、米国を始めとして多

くの先進国が取り入れており、こうした直接支援策の導入により、日本の農業分野の関税

引き下げは可能となる。また改革の道筋としても、農業が、今後の FTA 交渉の障害とはな

らないことを明確にすることができる。 
 
 
６

 

び地域共通通貨の形成を目指して動いていることが判明した。日本が、「WTO がだめな

ら FTA があるさ」といった便宜主義あるいは御都合主義とも呼べる安易な方針を採用して

いる間に、世界は大きく動いたことがわかる（田代 2004）。 
日本の WTO 向け政策は、今後は、既に海外展開を推し進めた

堅企業、農業関連団体のアジア展開の容易化を目指す必要がある。国際展開を一定程度

完了している大企業とは異なり、今まで海外進出を行ってこなかった企業および団体に対

しては、輸出入コスト削減を目指した支援・教育・情報提供策が有効となるはずである。

支援が効果的であれば、経費（Transaction Cost）が引き下げることが期待できる。 
世界各地域で地域統合が進み、統合された地域内での規模の経済が確保されつつあ

、アジアは依然として対外的にはオープンな姿勢を貫いている。アジア地域が、EU を始

めとする「城壁」を築いた地域から差し出される FTA による一国ずつの一本釣りに会い、

草刈場とならないためにも、世界的なバランスをとる意味で、アジアにおける地域連携の

強化が必要となっているとの共通認識が必要である。 
しかも、日本では、課題とされてきたコメの全面関税

ることが漸く知られるようになってきている。外堀としての WTO の議論の中で、日本の

農業政策の転換が不可避であることが決められてしまっている。そうだとすれば、この機
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会を捉えて農村と農業の意義の再評価に前向きに取り組むべきである。生源寺（2003p.109）
が指摘するように、都市と比べると開発への圧力が弱い農村および中山間地に対しては、

厳格なゾーニングによってアメニティに富んだ空間の形成を目指すことが可能なはずであ

る。 
しかも、農業に関しては、欧米諸国でも当然のように国の手厚い関与が行われているこ

と

本が努力すべきなのは、アジアでの市場育

成

を悪玉とすることで改革を怠ってきた分野の改革を進めるためにも、こ

の

が加わるかたちで、アジア全体における製造業、サービス業、農業を含ん

だ

を知る必要がある。農業での「直接支払い」の手法は、米国、EU 等の農産品輸出国の農

業保護手法として一般的に導入されている。日本でもこの直接支払いは中山間地に対して

はすでに始まっている。今後は、農村向けにも開始されるべきで、そのための客観的な条

件である WTO 交渉の方向性はすでに出ており、条件はすでに整っている。留意すべきなの

は、農業者に対する直接支払いの実施は、農業者を甘やかすことを意味していないという

点である。農産物に関する関税は、今後も引き下げられていくものであり、農業者の選別

は進まざるを得ない。また、今後は、タイ、ベトナム等各国からのコメは、用途に応じて、

関税さえ支払えば輸入が可能となってくる。 
このような状況が確実に予測できる中で、日

の必要性を広く訴え、取り組みを進めることである。農産物、エネルギー等、現状では

アジア域内での取引が依然として活発化していない分野も少なくない。WTO 交渉の情勢か

ら見て、日本は、まず農業分野での譲歩が可能であることを表明する時期に来ていると言

える。このように日本が譲歩の姿勢を示すことで、アジア地域市場の形成は大きく進捗す

ることになる。 
日本では、農業

ような改革の宣言は有効である。運輸・建設・港湾・荷役をはじめとして、国内で既得

権益として、高コスト構造を形成してきた産業分野への見直しに、大きく取り組むことが

可能となる。 
さらに、日本

途上国の発展に向けたグランドデザイン、市場育成策の作成に取り組むことも可能とな

る。日本の農業分野での生産が確立され、関税化という譲歩があって初めて、こうした実

りある取り組みが地に足のついたものとなる。この場合、アジアでの自由な市場を形成し

て地域内の交易をいっそう活発化させるためには、制度のハーモナイゼーションが重要で

ある。現在中国では、WTO 加盟時に約束したスケジュールに従い、国内市場を開き、外国

企業への参入を認め、国内企業と国外企業との差別的な扱いを撤廃していく必要が生じて

いる。また、国内価格を是正し、関税を引き下げ、そして国際価格へ国内価格を収斂させ

ていく必要も生じている。いよいよアジア諸国全体を覆う市場の構築を構想することが必

要な時代が訪れようとしている。産業の各分野において、このようにアジア市場を考え、

拡大した市場の中で、いかに勝ち抜くかを考え戦略を構築する必要が、各国・各企業で生

じていることも確かである。まさにアジア全体での市場形成を進めるための絶好の時期に、

差し掛かっていると言うことができる。 
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一方、アジア域内で共通市場を形成していくことは、日系企業にとっては新たなビジネ

ス

本の政策は、今後は、アジア全体の発展を考慮するポジションに置かれる

べ

経済分析に基づい

た

チャンスの出現を意味する。今後のアジアの市場形成を進めていく際に、障害となる事

項を確認するとともに、市場で価格メカニズムが機能しない場合にはその是正を図る必要

がある。新たな作業も必要となる。それは、アジア全体での部門別部分均衡分析を実施し

て、共通市場内での競争力・環境負荷の大小を評価し、問題があればその部分の是正を図

ることである。現在、関税賦課は、貿易統計の商品分類コードである HS（Harmonized 
System）8 桁に依拠して実施されているが、市場自由化効果の分析は、一般均衡分析とし

て HS あるいは SITC（Standard International Trade Classification）コードで 1～2 桁の

精度でしか実施されていない。より精緻に、タイのコメと日本のコメは用途が異なるとの

前提に立った部分均衡分析が、少なくとも 6 桁の分類に基づいて精緻に実施される必要が

生じている。 
このように日

きである。その一方で、国内の農業者に対する支援を継続し、農村および中山間地の環

境を守る必要もあることは確かである。ただし、先に見たように、九州地域を中心として、

野菜の韓国および中国との輸出入競争が激化しているように、今後の農村および中山間地

の支援策の実施は、地域ごとの特徴および差異を充分に考慮したものとしていく必要があ

る。さらにより詳しくは、市町村合併後の多様な地域からの発信を尊重する施策が望まし

く、全国一律の制度の導入は避けるべきだと言わざるを得ない。国内における公平さの意

味するものが、地域によって異なることを認めることが必要となる。 
国内向けの農業者、中小企業者、中山間地の居住者向けの支援策は、

見直しを繰り返しながら、オープンな形で実施されていくことが必要となる。しかも、

国内の問題に一定の決着をつけ施策をまとめることが、直ちにアジア域内での施策に踏み

切る機会を日本に与えてくれるとの認識が重要となる。地域統合が進む中、アジアを取り

巻く市場構造が変化しつつあり、取引コスト削減策の強化とその提供が必須であることも

重要な視点である。戦略性を持った日本の施策がアジアから信頼され、アジアの発展に寄

与するよう、大胆な政策転換が求められている状況を認識する必要がある。 
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