
 

ISSN 1346-9029

 

研究レポート 
 

No.412 November 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国のアジア経済統合戦略：FTA、RCEP、TPP

                         主席研究員 金 堅敏

                     



 

中国のアジア経済統合戦略：FTA、RCEP、TPP 

 

 

 

主席研究員 金 堅敏 

jjm@jp.fujitsu.com 

 

【要旨】 

中国の FTA(自由貿易協定)戦略は、政治・経済・外交・安全保障政策を統合した戦略的な

意味合いを持っている。これまで中国は、1）経済発展のスケールメリットの実現、2）自

国経済成長に必要な資源の確保、3）「中国脅威論」の解消、4）「台湾独立」などの分離

独立勢力の抑制、5）国際環境、特に周辺環境の改善といった目的に照らして 12 ヵ国・地

域と FTA を締結したほか、7 ヵ国・地域と締結交渉をしている。中でも、中国・ASEAN

自由貿易協定は大きな成果を収めた。 

TPP（環太平洋経済連携協定）に対しては、米国主導の FTA には安易にのれない現実と

蚊帳の外に置かれた場合の不利益というジレンマと、東アジア経済統合に対する遠心力が

生まれるのではないかと大きな懸念を抱いており、TPP の影響を緩和する対策としてのア

ジア経済統合をより積極的に推進している。特に、日中韓 FTA に大きな期待を見せている

が、TPP に傾いた日本を引き付けるために対韓国 FTA を最優先課題としているとともに、

ASEAN（東南アジア諸国連合）主導の RCEP（東アジア地域包括的経済連携）を積極的に

サポートしている。また、中国・ASEAN 自由貿易協定の昇級版も提案している。 

しかし、習近平新政権になってから TPP に対するスタンスに変化が見られ、参加を検討

するようになっている。また、米国と「高水準」の投資協定を結ぶため「投資前の内国民

待遇」や「ネガティブリスト」を採用する約束をしており、国内では中国（上海）自由貿

易試験区を発足させるなど、より高いレベルでの市場開放政策を打ち出している。その方

向で行けば、取り残された米中 FTA も考えられる。 
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1． はじめに：問題意識 

 

近年、世界中で地域経済統合あるいは自由貿易地域の形成が加速している。これは、経

済的な面に限ってみても、地域経済統合には、1)市場アクセス権の確立による新たな経済的

利益の確保や、2）ルール設定による透明性、安定性、予見可能性の確保という積極的なメ

リットがあるほか、3）他国同士の自由貿易協定の結果、貿易・投資転換を通じて自国の既

存の利益が希薄化してしまうリスクを防ぐという防御的な利点も見出せるからである。地

域経済統合／FTA を外交政策、安全保障政策のツールとして機能させることも可能である。 

このような世界的な潮流に乗り遅れまいと日中両国もグローバル戦略のコアとして、地

域経済統合政策である EPA／FTA 戦略を急いでいる。ただ、日本では、日中韓 FTA や地

域包括経済連携(RCEP)にかかわりながら、高度な市場開放・自由化をうたっている環太平

洋戦略的経済連携協定(TPP) への参加にエネルギーを傾注しているが、中国では、地域統

合の政策的意味を理解し自国の発展段階に応じて TPP よりもアジア経済統合プロセスに積

極的に参加し、推進しようとしている。 

しかし、最近になって中国も TPP 参加の可能性を検討しはじめ、アジアの経済統合と関

係するあらゆる枠組みともかかわるようになってきている。日本は、日中韓 FTA と RCEP

において中国と一緒に交渉を行っており、中国の地域経済統合政策やその変化に強い関心

を持っている。中国がアジア地域統合を積極的に推進する目的は何か、TPP に対するスタ

ンスの変化にはどのような背景があるのかを検証することは意味がある。 

 

2．地域経済統合／FTA を積極的に推進する中国 

 

1992 年における鄧小平の「南巡講話」を契機に、中国は市場経済を導入した経済改革を

進め、経済活性化や外資企業の大量進出をもたらした。特に、2001 年の WTO 加盟は中国

の有する比較優位を存分に発揮させ、世界の主要市場における中国製品のプレゼンは急速

に高まった。賛否が大きく割れた WTO 加盟に関する論争で懸念された農業、自動車産業、

金融業が市場開放で大きく損害を蒙り、失業者が溢れるといった状況は生じなかった。し

たがって、TPP への参加に関して国内の意見が割れた日本とは対照的に、中国政府の貿易

自由化推進に関する反対意見はあまり聞かれない。これは、WTO 加盟で貿易自由化のメリ

ットを享受している現実が、自由化への懸念を弱めたからであろう。したがって、中国政

府は、自由貿易を積極的に推進する制度的、社会的環境にあったと言える。 

 

2.1 政治的アプローチから経済的戦略へ 

 

他方、図表 1．が示すように、日米欧輸入市場における中国のシェアは、日本と EPA を

締結している ASEAN、自由貿易協定を締結しているメキシコ、関税同盟の地位にあるトル
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コを遥かに越えて拡大している。つまり、中国製品の競争力は、日米欧の輸入関税を破っ

たのである。経済的に見れば、WTO の枠組みが機能している限り、中国が地域経済統合あ

るいは自由貿易協定を締結するインセンティブが小さいようにも考えられる。 

 

図表 1．関税の障壁を破る中国製品の競争力 

 

（出所）IMF（DTS） 

 

しかし、中国は 2000年代に入ってFTA戦略を積極的に推進するようになってきている。

要因のひとつは、WTO の下でのさらなる自由化プロセスが立ち往生していることに加え、

世界各国、とりわけ欧米諸国で中国製品に対するダンピング措置の多発や中国投資に対す

る抵抗が多く見られ、中国の貿易拡大に対する障害が生じているからである。より重要な

背景としては、FTA の持つ経済的な意味に止まらず、アジア近隣地域における「中国脅威

論」の解消や、自国が経済開発に専念できるような周辺地域との安定した関係を構築する

ためのツールとして活用しようとしていることである。つまり、中国の FTA 戦略は、自国

の経済的利益を追求する一方、対象国への利益供与・利益創出により自国の政治や安全保

障の実現を達成するために展開されている。いわゆる「カネで安全を買おう」という発想

である。これは米国の戦略思考に近い。 

具体的には、FTA 締結で生じる経済、政治、外交などの戦略的意味から自国が置かれた

状況を鑑み、中国は 1)「台湾独立」などの分離独立勢力の抑制、2)「中国脅威論」の解消

と国際環境、特に周辺環境の改善、3)自国経済成長に必要な資源の確保、4)経済発展のスケ

EPA 

 

NAFTA

A 

 

関税同盟 
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ールメリットの実現を目的としている。図表 2．は、中国の FTA 戦略における重層的なア

プローチを示しており、広がりを持つとともに、深化させている姿を現している。 

 

図表 2．中国の FTA 戦略の重層的な展開 

 

（出所）筆者作成 

 

図表 3．中国の FTA 締結・交渉・研究の現状 

締結済み 

(12 ヵ国・地域) 

政府間交渉中 

(7 ヵ国・地域) 

研究済み・検討中 

(4 ヵ国・地域、その他) 

・香港、マカオ、台湾 

・ASEAN、シンガポール 

・パキスタン 

・ニュージーランド 

・アイスランド、スイス 

・チリ、ぺルー、コスタリカ 

・韓国、日中韓 

・オーストラリア 

・ノルウェー 

・湾岸協力会議(GCC) 

・南部アフリカ関税同盟(SACU) 

・地域包括経済連携(RCEP) 

・研究終了：インド 

・検討中：カナダ、コロンビア 

     上海協力機構 など 

（出所）中国商務部情報による筆者整理（2013 年 7 月末現在） 

 

2.2 FTA 締結の実績とアプローチ手法 

 

図表 3．が示すように、中国はすでに 12 ヵ国・地域と FTA あるいは類似する取り決めを

結び、実施に移した。これまでに中国の FTA 戦略推進には、経済目的よりも外交・政治目
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的に重みがあったが、FTA の持つ経済的な意味にも注目するようになってきている。たと

えば、香港、マカオ、台湾との経済連携取決め（FTA 相当）は両岸四地（つまりグレータ

ーチャイナ）の経済統合を通じた国家統一の戦略が内包されている。パキスタンや ASEAN、

韓国、日中韓との FTA も安全保障戦略やアジアの一体化戦略を基本としている。南米諸国

や湾岸諸国、南部アフリカ諸国との FTA は一義的にはエネルギー戦略と言えよう。ただ、

2013 年に締結したアイスランドやスイスとの FTA は、欧州市場を狙ったもので、通商協定

の本来的な経済的意味を色濃く反映している。 

 

図表 4．FTA アプローチの手法

 

（出所）筆者作成 

 

FTA 締結においては相手の事情によって異なるアプローチ方法を取っている。図表 4．

が示すように、漸進的な自由化を好むアジアの相手との間では、枠組み協定方式を用いる。

つまり、まず通商協定提携の枠組みを規定する基本協定を結び、次に時間をかけて「モノ

の貿易」、「サービスの貿易」、「投資協定」、「紛争処理取決め」など別々で交わすことにな

る。また、自由化の度合いも出来るところから始め、次第に追加していく。さらに、自由

化の恩恵を国民に早く享受させるために一部の商品の関税削減やサービス分野の市場開放

を暫定的に行う「早期収穫措置（EHP：Early Harvest Program）」を取り入れることもあ

る。 

枠組み協定方式が採用されている代表的な FTA は、後述する中国・ASEAN 自由貿易協

定（ACFTA）と中国・台湾海峡両岸経済協力枠組み協定（ECFA）である。例えば、中国

は 2010 年 6 月に台湾と「両岸経済協力枠組み協定」を結び、同年 9 月に発効させたが、2011

年 1 月 1 日には枠組み協定でリストアップされた EHP 製品の関税引き下げ開始。続いて
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2012 年 8 月に「投資協定」調印、2013 年 2 月に発効となった。さらに、2013 年 6 月には

「サービス貿易協定」が調印された。残りの「モノの貿易協定」と「紛争処理協定」が精

力的に交渉され、2013 年末の調印が見込まれる。 

また、図表 5．が示すように漸進的な市場開放プロセス政策が見られる。中国・香港経済

貿易緊密化協定（CEPA）、中国・マカオ経済貿易緊密化協定（CEPA）においては、関税

引下げによるモノの貿易の自由化よりもサービスの自由化プロセスが多く含まれており、

サービス市場開放の政策が模索されていると言える。 

 

図表 5．中国と香港、マカオとの貿易自由化プロセス 

 中国・香港経済貿易緊密化協定(CEPA) 中国・マカオ経済貿易緊密化協定(CEPA) 

1 2003 年 6 月 CEPA 署名、04 年 1 月発効 2003 年 10 月 CEPA 署名、04 年 1 月発効 

2 2005 年 1 月補足協定Ⅰ (CEPA2) 2005 年 1 月補足協定Ⅰ (CEPA2) 

3 2006 年 1 月補足協定Ⅱ (CEPA3) 2006 年 1 月補足協定Ⅱ (CEPA3) 

4 2007 年 1 月補足協定Ⅲ (CEPA4) 2007 年 1 月補足協定Ⅲ (CEPA4) 

5 2008 年 1 月補足協定Ⅳ (CEPA5) 2008 年 1 月補足協定Ⅳ (CEPA5) 

6 2009 年 1 月補足協定Ⅴ (CEPA6) 2009 年 1 月補足協定Ⅴ (CEPA6) 

7 2009 年 10 月補足協定Ⅵ (CEPA7) 2009 年 10 月補足協定Ⅵ (CEPA7) 

8 2011 年 1 月補足協定Ⅶ (CEPA8) 2011 年 1 月補足協定Ⅶ (CEPA8) 

9 2012 年 4 月補足協定Ⅷ (CEPA9) 2012 年 4 月補足協定Ⅷ (CEPA9) 

10 2013 年 1 月補足協定Ⅸ (CEPA10) 2013 年 1 月補足協定Ⅸ (CEPA10) 

（出所）中国商務部ウェブサイト 

 

他方、高い自由化レベルを好む相手との間では、一括方式を取る。つまり、モノ、サー

ビス、投資、紛争処理、協力などすべての内容をひとつの取決めにおさめて締結する。ま

た、自由化の度合いも交渉によって一括で決める。最近締結された中国関連の FTA、例え

ば 2013 年 4 月に締結された中国・アイスランド FTA や７月に締結した中国・スイス FTA

は、一括方式であり、東アジア以外の諸国と提携した FTA では主流となっている。 

 

2.3 分野の広がりと自由化率の高まり 

 

また、中国が締結した FTA のカバーする分野も、伝統的な貿易と投資に止まらず、経済

協力、環境保護、労働と雇用、知的財産権保護、政府調達、競争、人の移動などの新規分

野に広がりつつあり、自由化率も高めてきている。例えば、中国・ニュージーランド FTA、

中国・アイスランド FTA、中国・スイス FTA では、新規分野にも数多くのルールを設けて

いる。これまで中国が締結した FTA では、環境保護と貿易・投資に関するルール、知的財
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産権に関する詳細な権利と義務、競争に関するルールに関する記述はあまりなかったので、

世界の潮流に順応して取り組んでいると評価されよう。 

 

図表 6．中国の締結した FTA の自由化率と関係国との比較 

 締結国・地域 中国(品目か金額) 相手国・地域 

1 中国・ASEAN (2005 年 7 月物品貿易協定発効) 90％(金額) 90％ 

2 中国・コスタリカ(2011 年 8 月発効) 90％以上(金額) 90％以上 

3 中国・シンガポール(2009 年 1 月発効) 97.1％(品目) 100％ 

4 中国・チリ(2006 年 10 月発効) 97％(品目) 97％ 

5 中国・ニュージーランド(2008 年 10 月発効) 97.2％(品目) 100％ 

6 中国・パキスタン(2006 年 1 月発効) 85％～90％(品目) 85～90％ 

7 中国・ペルー(2010 年 3 月発効) 90％以上(品目) 90％以上 

8 中国・マカオ(2004 年 1 月発効) 100％ 100％ 

9 中国・香港(2004 年 1 月発効) 100％ 100％ 

10 中国大陸・台湾(枠組み協定 2010 年 9 月発効) 未定 未定 

11 中国・アイスランド(2013 年 4 月調印) 96％(品目)、100％弱(金額) 100％ 

12 中国・スイス(2013 年 7 月調印) 84.2％(金額)、92.1%（品目） 99.7％（金額）

88.9％（品目） 

１ 日本・シンガポール 94.7％(金額)、84.4％(品目) 100％ 

2 日本・メキシコ 86.8%(金額)、86.0%(品目) 98.4％(金額) 

3 日本・マレーシア 94.1%(金額)、86.8％(品目) 99.3％(金額) 

4 日本・フィリピン 91.6％(金額)、88.4％(品目) 96.6％(金額) 

5 日本・チリ 90.5％(金額)、86.5％(品目) 99.8％(金額) 

6 日本・タイ 91.6％(金額)、87.2％(品目) 97.4％(金額) 

7 日本・ブルネイ 99.99％(金額)、84.6％(品目) 99.9％(金額) 

8 日本・インドネシア 93.2%(金額)、86.6％(品目) 89.7％(金額) 

9 日本・ASEAN 93.２％(金額)、86.5％(品目) 90％(金額) 

10 日本・ベトナム 94.9％(金額)、86.5％(品目) 87.7％(金額) 

11 日本・スイス 99.3％(金額)、85.6％(品目) 99.7％(金額) 

12 日本・インド 97.5％(金額)、86.4％(品目) 90.3％(金額) 

13 日本・ペルー 99.7％(金額)、87.0％(品目) 99.9％(金額) 

 韓国・ASEAN 90%(金額、品目) 90％(金額・品目) 

 インド・ASEAN 75%(金額)、80％(品目) 同左 

（出所）ジェトロ（2013 年）「世界と日本の FTA 一覧」、内閣官房（2011）「包括経済連携の現状について」、

外務省（2012）「日本の経済連携協定(EPA)の現状と主要国・地域の取組状況」、中国商務省ウェ

ブサイトにより筆者作成 

（注）自由化率＝関税ゼロとなる商品(金額、品目数)／全商品(金額、品目数) 

 

ただ、締結された FTA における中国側の自由化率は必ずしも高くはない。FTA 締結に積

極的に取り組んでいるとはいえ、国内市場開放分野については慎重に模索している姿勢が

見られる。例えば、中国・スイス FTA では、ゼロ関税率（金額ベース）ではスイス側の 99.7％

に対して中国側は 84.2%しかない。品目ベースでは、中国側は 92.1%に達したが、スイス
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側は 88.9％しかなかった。関税削減製品を含めると、スイス側の 99.99％（金額）に対して

中国側は 96.5％（金額）に達したが、品目ベースではスイス側が 3.2％、中国側は 5.8％の

例外品目が存在している。日本の締結した EPA を品目数で評価する場合や、インドが締結

した FTA（例えば、インド・ASEAN の FTA においてインド側は輸入額の 75％しかゼロ関

税を行わないとしている）と比べると、自由化率が低いとは言えないが、他の国々と比較

すると、自由化率が比較的低いことがわかる1。 

中国・スイス FTA で見られるように、相手の市場開放を大きく引き出した一方、自国の

市場開放度合いを低く抑えられるのは、自国の成長する巨大市場というマーケットパワー

をテコとしてうまく利用したと言えよう。通商交渉における中国のマーケット･パワーの活

用戦略はこれからも引き続き堅持されよう。 

 

3．成果をあげた中国・ASEAN の FTA 

 

中国・ASEAN の FTA は、中国が最初に締結したバイラテラルの通商協定でもっとも野

心的な地域間協定でもある。中国とASEAN との通商協定に刺激され、韓国（2007 年 6 月）、

日本（2008 年 12 月）、インド（2010 年 1 月）、オーストラリア・ニュージーランド（2010

年 1 月）は次々に ASEAN と FTA を締結し、発効させている。しかし、これらの通商協定

においてもっとも成果をあげているのは、中国・ASEAN の FTA である。 

 

3.1 外交戦略を兼ねた FTA へのアプローチ 

 

実際、中国は 2002 年 11 月に外交政策として ASEAN との FTA 枠組み協定を締結し、漸

進的自由化を進めてきた。 

ASEAN 諸国に長年存在していた「中国脅威論」を解消するため、中国は 1998 年に生じ

たアジア通貨危機で経済困難に直面した ASEAN 諸国を支援する意味で、人民元の切り下

げをしないと宣言し、東南アジアを含め世界中から評価された。しかし、中国の WTO 加盟

を見込んで世界中から投資資金が中国へなだれ込み、外資誘致と輸出志向を開発のモデル

としてきた ASEAN 諸国は新たな外資転換という懸念を抱き始めた。また、1993 年ごろか

ら中国大陸と対立を強めた台湾当局が「南向政策」と称する、東南アジアとの関係強化政

策を打ち出したことで、中国には台湾当局をけん制する政策が求められた。 

そこで、経済的利益の譲与で戦略的利益を獲得、あるいは「カネで安全を買おう」とい

う志向を強めた中国は、政治的には「中国・ASEAN サミット」を創設し、領土問題に関し

ては「南シナ海行動宣言」を締結し、ASEAN との融和政策を採り始めた。他方、経済の分

野では、2000 年 11 月に中国・ASEAN サミットに臨んだ朱鎔基元首相は、自由貿易協定の

                                                   
1 ジェトロ（2012）｢世界と日本の FTA 一覧｣を参照 
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提携による経済安定化を持ちかけた。これを好意的に受け止めた ASEAN と中国は、2001

年 11 月に 10 年間で自由貿易地域の創設に正式に合意した。もちろん、長期的には、ASEAN

との FTA 締結は中国の西部大開発政策にも寄与すると見込んでいた。 

図表 7．が示すように、その後、中国は ASEAN と枠組み協定の締結、農産物を中心とす

る早期収穫プログラム（EHP）の実施、「モノの貿易」、「サービスの貿易」、そして「投資」

に関する協定の締結など自由化の領域を次第に拡大してきた。また、自由化のリスト補充

によって成果の拡大を図ってきている。さらに、中国は一部の ASEAN の国における産業

困難に応じて輸出自主規制を実施することもあった。 

 

図表 7．中国・ASEAN の FTA の歩み 

1 2000 年 11 月 中国･ASEAN 首脳会議において 10 年以内で自由貿易地域創設合意 

2 2002 年 11 月 「包括的経済協力枠組み協定」 

2003 年 10 月 中国・タイの間で農水産物（HS01～08）EH 先行実施 

3 2004 年 1 月 EH 実施開始（フィリピンは 2006 年 1 月 21 日から実施） 

2006 年に約 600 項目の農水産物の関税をゼロに削減 

4 2004 年 11 月 「物品貿易協定」、「紛争処理協定」締結、2005 年 7 月発効 

5 2007 年 1 月 「サービス貿易協定」締結、同 7 月発効 

6 2009 年 8 月 「投資協定」締結、2010 年 1 月発効 

7 2010 年 1 月 中国と ASEAN 原加盟 6 ヵ国が貿易全体で 90％以上のノーマルトラックの関税を撤廃 

8 2011 年 11 月 サービス貿易自由化分野追加（第 2 市場開放コミット議定書） 

9 2013 年 9 月 中国・ASEAN 自由貿易協定の「昇級版」バージョンアップ提起 

（出所）中国商務部ウェブサイトなどにより筆者作成 

 

このように、自由貿易地域創設に関する中国・ASEAN の取り組みが狙い通りに実現され

たのは、中国による ASEAN 側への配慮があったからである。上述内容をまとめると、こ

れらの配慮には、人民元切下げによる通貨競争をしないこと、自由貿易地域創設による外

資誘致条件の均一化を図ること、ASEAN 側の意向に沿ってその競争優位性を持つ農産物を

EHP として優先的に自由化したこと、ASEAN 側に馴染みのある制度的アプローチ方法や

関税削減方法（1993 年に始まった ASEAN の自由貿易協定（AFTA）方式）で取り組んで

きたこと、個別的なメンバー国ではなく、結束が図れる ASEAN 全体（地域）と自由化交

渉を行ったこと、ASEAN 後発国（インドシナ 4 ヵ国 CLMV：カンボジア、ラオス、ミャ

ンマー、ベトナム）に自由化期限の延長や例外品目の増幅などの配慮、などがあげられる2｡ 

図表 8．が示すように、中国・ASEAN 自由貿易協定の関税削減プロセスは 2003 年末ごろ

に始まり、ASEAN 先行 6 ヵ国と中国では 2018 年までに、ASEAN 後発 4 ヵ国では 2020

年までに続くことになっている。 

                                                   
2 日本は、ASEAN 地域との貿易自由化取り組みにおいて地域全体よりも 2 国間交渉に重点を置いた。な

ぜなら、全加盟国よりも農業などの交渉は 2 国間の方が日本にとって有利だったからだと言われている。 
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図表 8．中国・ASEAN：FTA の関税削減概念図 

実施期限： 2004 2005 2006 2010 2012 2015 2018 2020 

中国 

ASEAN 6 

（先発 6カ国） 

先行関税削減品目（EHP） 

 
       

正常関税削減品目（ノーマルトラック） 

 

 
     

 
150品目まで 

（第 2トラック） 

 
    

センシティブ

品目（400品目

か つ 輸 入 額

10％以下） 

一般センシティブ品目 

 

 
   

高度センシティブ品目* 

 

 
   

ASEAN 4 

（後発 4カ国） 

先行関税削減品目（EHP） 

 
      

正常関税削減品目（ノーマルトラック） 

 

 
   

 
250品目まで 

（第 2トラック） 

 
  

センシティブ

品目（500品目

以下） 

一般センシティブ品目 

 

  
 

高度センシティブ品目* 

 

 
  

*高度センシティブ品目は、センシティブ品目の 40％以下、または 100 品目（ASEAN 後発 4 カ国は 150 品目）以下を上限とする 

（出所）中国商務部資料により筆者作成 

 

このような漸進的な自由化プロセスを経て 2010 年 1 月 1 日には、93％以上の関税がゼロ

となる中国・ASEAN 自由貿易地域は完成し、予想以上の経済成果をあげている。中国側の

統計によると、2003 年の中国・ASEAN の貿易総額は 547 億ドルだったが、2012 年には

4,002 億ドルに達した。図表 9．が示すように、ASEAN の輸入総額における中国製品のシ

ェアは、2002 年の 6.8％から 2011 年の 14.8％まで倍以上に増えた。2012 年では ASEAN

域内の貿易が急増したこと（22.7％増）などで、対中国輸入シェアは 14.5％で若干低下し

たが、域外からの主要な輸入地域に限ってみれば、対中輸入の伸び率は 14.5％でもっとも

高い伸びを見せている。 

 

 

0％ 

 

0％ 

 

0％ 

 

20％以下 

 

0～5％ 

 

50％以下 

 

0％ 

 

0％ 

 

0％ 

 

0～5％ 

 

20％ 

 

50％以下 
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図表 9．FTA 締結で緊密化する中国・ASEAN 経済 

 

（出所）IMF（DTS）、ASEAN 事務局、中国税関統計 

 

他方、ASEAN にとって中国は、域外の諸国・地域において最大の輸出先となっており、

かつ高い伸び率を維持している。中国の輸入に占める ASEAN のシュアは、中国からの

輸入ほど拡大していないが、2012 年には日本を越えて EU に次ぐ中国の第 2 位の輸入地

域になっている。因みに、中国は ASEAN 最大の貿易相手国で、ASEAN は中国にとって

の第 3 の貿易パートナーとなっている。また、中国からの観光客が急増しており、中国

は、欧州（EU25）を超えて、ASEAN にとっての最大の集客相手になった。ASEAN 側

から見れば、中国からの観光客増は、対中サービス輸出増に繋がっている。FTA 締結を

契機にした中国・ASEAN の経済緊密化は一層深まってきている。 

 

3.2 ASEAN との FTA を東アジア大に広げようとする中国 

 

ただ、貿易往来が急増しているのと比べ、直接投資の水準は高いとは言えない。2012 年に

中国の対内直接投資における ASEAN からの投資は 71 億ドルで、シェアは 6.3％となった

が、2009 年～11 年に ASEAN が受け入れた中国からの直接投資は、106.7 億ドルでシェア

は、4.2%に止まっている。 

以上で見てきたように、FTA 締結を契機に中国と ASEAN の間で物品貿易については大

きな前進があったが、ここに来て伸び悩みの様態を見せている。他方、投資分野について

は高くない水準のままである。近年になって領土問題などに起因する政治的不信に加え、
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FTA における自由化レベルの低さ、地域間インフラ整備の遅れ、投資・サービス分野にお

ける規制の存在や制度的なハーモナイゼーションの遅れ、産業構造の同質性などが中国と

ASEAN との経済関係が深くない原因ではないかと分析されている3。 

そこで、中国は中国と ASEAN との間の貿易・投資拡大の潜在性を引き出し、領土問題

などによる信頼関係の後退を食い止め、TPP などによる中国・ASEAN の FTA 効果の希薄

化を回避するために 2013 年 9 月に中国・ASEAN 自由貿易協定の「昇級版」バージョンア

ップを提起した4。すなわち、関税引き下げ分野の拡大、非関税措置の削除、サービス貿易

分野の拡充、投資市場開放や円滑化措置の拡大などを通じてよりレベルの高い自由貿易協

定のバージョンアップを図っていくことにした。市場開放やルール制定においては、

ASEAN 側の利益訴求を優先するまで言い切っている。 

このように中国は、中国・ASEAN 間の FTA を深化させるとともに、その効果を全アジ

ア域内に広げていきたいと考えているに違いない。なかんずく日中韓 FTA の締結は優先課

題とされている。なぜなら、日中韓 FTA が完結すれば、ASEAN と繋げて東アジア地域統

合（ASEAN プラス 3）の基盤が出来上がるからである。 

 

4．TPP に対する懸念、静観、そして接近へ 

 

ところで、2000 年代後半から米国は、成長するアジアで自国のプレゼンスが大きく低下

した一方、高度成長を続けている中国のプレゼンスは急拡大したのに気づいた。図表 10．

が示すように、米国とアジア関係国との貿易緊密度をあらわす指標として輸出貿易結合度

で見れば、2000 年に 1.0 以上であった国々の大部分は、1.0 以下となってしまった。逆に、

中国との貿易結合度は大幅に上昇した。そこで米国は、2008 年 2 月に成長するアジアをつ

なぎ止める手段として TPP に参加する意思表明をし、サブプライム危機を脱却するに必要

な雇用拡大や輸出拡大を目指して、アジア諸国の市場開放のための TPP を主導して推進す

るようになった。 

                                                   
3 王勉、熊紅明『中国・東盟自貿区の「熱」と「冷」』

http://www.banyuetan.org/chcontent/jrt/2013918/48687.html（2013 年 10 月 15 日参照） 
4 第 10 回中国・ASEAN 博覧会における李克強総理の演説（2013 年 9 月 3 日） 
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図表 10．主要国・地域間の貿易結合度の変化（輸出） 

（2000 年）     （2010 年） 

 日本 中国 米国 EU15   日本 中国 米国 EU15 

日本 － 1.7 1.5 0.4  日本 － 1.9 1.1 0.3 

中国 2.7 － 1.0 0.4  中国 1.5 － 1.3 0.5 

香港 0.9 9.3 1.2 0.4  香港 0.8 5.1 0.8 0.3 

台湾 1.8 0.5 3.8 2.4  台湾 1.3 2.7 0.8 0.3 

韓国 1.9 2.9 1.1 0.4  韓国 1.2 2.5 0.8 0.2 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1.2 1.1 0.9 0.3  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 0.9 1.0 0.5 0.3 

マレーシア 2.1 0.8 1.0 0.4  マレーシア 2.0 1.2 0.7 0.3 

タイ 2.4 1.1 1.1 0.4  タイ 2.1 1.1 0.7 0.3 

米国 1.3 0.6 － 0.6  米国 0.9 0.7 － 0.5 

EU15 0.3 0.3 0.5 －  EU15 0.2 0.3 0.5 － 

例：タイ対中国の輸出貿易結合度は、タイの輸出総額における対中国輸出比率／世界の輸出総額における

対中国輸出比率で計算される。比率が同じであれば 1 となるが、1 を超えれば、タイ輸出の対中輸出

依存度が高く、貿易関係はより緊密になる。 

（出所）「ジェトロ世界貿易投資報告」2011 年版 

 

4.1 TPP を推進する米国の思惑に対する懸念 

 

こうした中、アジア経済統合を積極的に推進している中国には、米国主導の TPP に安易

にのれない現実と蚊帳の外に置かれた場合の不利益というジレンマと、東アジア経済統合

に対する遠心力が生まれるのではないかという懸念などが絡み合い、焦燥感が見られた。

特に中国の専門家や世論は、米国は経済的には TPP を通じてアジアの高度経済成長をシェ

アし、アジア太平洋の地域協力の主導権を握ろうとする一方、安全保障上は中国の台頭を

抑制しようとしている。だから、事実上、中国排除の目的を達成するために中国が TPP に

参加し難いような条項を数多く設けようとしているのだ、と米国の TPP 戦略を経済と安全

保障両面から分析している5。また、米国は「中国への過度の依存」を憂慮し、米国をバラ

ンサーとして期待するアジア関係国の思いをうまく取り込み、「アジア復帰」を果たしたの

だとされている。中国専門家からは、米国主導の TPP に参加できない中国は国益が損なわ

れるが、周辺国の「リスク分散戦略」（hedging strategy）を受容せざるを得なく、周辺環

境は悪化してしまうと自国の無力感さえ聞かれる6。 

 

                                                   
5 李向陽（2012）「環太平洋パートナー経済連携協定：中国の台頭過程における重大な挑戦」 
6 楊毅（2013）「米国のアジア太平洋周辺連盟と中国の周辺戦略」 
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実際、米国のメディアは、TPP はアジア地域における中国の経済的影響力に対抗するた

めに用いると示唆しており、オバマ大統領の選挙演説で中国に国際貿易ルール（米国の設

定するルールと解されよう）を遵守させるためのプレシャーを感じさせるために TPP を推

進すると言明したのも、中国側の懸念を増幅させたと推測される。例えば、米有力シンク

タンクであるピーターソン国際経済研究所（Peterson Institute for International 

Economics）の貿易専門家は「将来の経済制度設計において中国に対抗するため、米国はア

ジアで米国の「旗」（American flag）を掲げようとしている」と中国の影響力を抑えるた

めに TPP を利用しようとする考え方を表明している7。 

 

4.2 交渉の推移をしばらく静観していた中国 

 

しかし、中国政府の公式見解は、ASEAN プラス 3、ASEAN プラス 6、TPP などを基礎

とするアジア太平洋自由貿易地域創設を支持するとしている。実際、2011 年 5 月に開催さ

れた米中戦略経済対話（S&ED）においては、米国と TPP の進捗や中国・ASEAN の FTA

に関する情報の共有化に合意していた。つまり、中国当局はむしろ、TPP の動向を静観し

ているように見られる。 

図表 11．が示すように、TPP 交渉参加メンバーの WTO における関税率、政府調達協定

加入状況、サービス業開放状況から判断して、高いレベルの TPP 交渉妥協には相当時間が

かかると考えられる。TPP の交渉分野は 21 にも及んでいるが、現状では法律テキスト（29

章）にも合意が見られておらず、市場アクセス（物品、サービス、政府調達、投資）交渉

は、なおさら時間がかかる。例えば、TPP 交渉参加メンバーの中で WTO の政府調達協定

（GPA）に加入している国は 4 ヵ国しかなく、レベルの高い政府調達協定を達するには至

難の業が必要となろう。したがって、中国は、ベネフィットとコストを比較考慮して、現

段階で TPP 交渉に参加する必要はないとしたたかに計算し、TPP 交渉の進捗推移を見てい

たに違いない。 

もちろん、中国当局が手をこまねいて何も動かなかったのではない。想定される TPP の

マイナス効果を相殺させるために、前述した中国・ASEAN 自由貿易協定のバージョンアッ

プ交渉提案や、後述する中韓 FTA の推進や他の 2 ヵ国間 FTA 推進を積極的に進めている。

他方、交渉の推移に合わせて TPP に対する姿勢も微妙に変化してきている。特に、日本が

交渉に加わったことで TPP の重みが急速に増してきた。 

 

                                                   
7 Bob Davis（2011）“In trade Talks, U.S.Targets State Subsidies” 
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図表 11．関係国の貿易・投資自由化の状況（2013 年 4 月現在） 

 

（出所）WTO 

（注）（ ）内の関税は 2011 年に適用された関税、（O）は Observer 

 

4.3 対抗意識から協調意識へ 

 

ところで、TPP 合意は難しいが、交渉は着実に進行しているのを見越してか、2013 年 5

月 30 日に中国商務部は、「慎重な研究を踏まえて、平等と相互利益の原則に基づき、TPP

交渉参加のメリットとデメリットおよび可能性を検討する」と発表し、TPP にポジティブ

にかかわっていくという政府の姿勢を表明した。このような政府の TPP への接近に対して

中国の世論は概ね好意的に受け止めている。海外では、TPP に対する中国の戦略的転換と

もとれる背景について様々な憶測はあったが、激変する国際情勢に押され変更せざるを得

ない守りの姿勢と、国益を実現するために積極的に打って出るというポジティブな戦略を

ミックスした政策変更だと言えよう。以下、中国当局の発言や研究者によって発表された

論文などを参考に、中国側の政策意図をまとめてみよう。 

第 1 は、中国参加のない TPP はあまり実利がなく、中国を招待せざるを得ないと米国が

理解したのではないかと中国は分析しているかもしれない。図表 12．が示すように、北米

3 ヵ国と日本とオーストラリア・ニュージーランドの合計 GDP は、約 96%に達し、TPP

が北米自由貿易協定（NAFTA）のアジア・太平洋先進国地域への拡大版であると評価でき

るが、アジア新興国の活力を取り入れるには物足りない。図表 13．が示すように、TPP 交

渉に参加しているマレーシアとベトナムの GDP はアジア新興国の 4％以下であり、中国は

約 74％を占めている。 
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図表 12．NAFTA の拡大版となる TPP（2012 年ドルベース） 

 

（出所）IMF 

 

図表 13．アジアの新興国の GDP 規模 

（出所）IMF   

（注）TPP 交渉参加国：マレーシア、ベトナム 

単位：千億ドル（2017 年） 
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したがって、中国は、自国の経済優位性を生かして、TPP で主導権を握りたい米国に配

慮し、恩を売ることにより見返りを求める戦略に出たのではないかと考えられる。つまり、

中国にはアジアにおける米国の利益訴求（既得権益を守ること）に配慮して、米国に中国

の言う「核心的利益」を配慮してもらい、米国と「新型大国関係」を築き挙げていこうと

いう発想があろう。 

第2に、TPPを中国包囲網構築に利用しようとする策略を無力化する戦略が考えられる。

少なくとも一部の反中国勢力と中国に見なされているのは、米国の「アジア復帰」戦略に

乗じて通商政策のツールである TPP を、中国包囲網構築という安全保障政策に活用しよう

としていると分析している中国の専門家もいる。実際、中国と一部の周辺諸国との緊張関

係が生じているのは、その策略が功を奏しているのではないかと憶測を抱きはじめている。

米国と協力すれば、そのような策略を無力化させることができると考えられる。 

第 3 に、これまでもっぱら安全保障や政治的な意味合いでの TPP の分析に傾いたのに対

して、TPP を外圧として利用し、中国国内の構造改革や経済効率の向上を図るという通商

協定の本来的な役割を評価する見方が台頭してきている8。経済的な分析に主眼をおいた論

者は、WTO 加盟から多大な恩恵を中国にもたらした経験を引き合いに TPP 交渉に参加す

べきとアピールしている。例えば、WTO 加盟前に白熱した論争が展開された自動車産業と

金融業について、WTO 加盟後は国内産業の衰退は見られず、むしろ大発展を遂げたと評価

されている。TPP 参加による構造改革寄与論の趣旨はある意味で「改革は中国に最大なボ

ーナス」と再三にわたって強調している李克強総理の考えと軌を一にしている。 

 第 4 に、米国は TPP とともに「環大西洋貿易投資パートナーシップ」（The Transatlantic 

Trade and Investment Partnership: TTIP）をも推進しはじめている。現在、中国は TPP

と TTIP はともに関わっていないので、WTO を介しない通商ルールの形成でカヤの外に置

かれてしまう懸念が日増しに高まっている9。地理的に TTIP とは無縁なので、TPP へ関わ

っていくのは、これからの通商ルール形成に身を置く近道ではないかと中国は悟ったので

はないかと考えられる10。つまり、TPP への積極的関与は、米欧 FTA への「転ばぬ先のつ

え」という次善の策であるという考え方も存在している。 

 このように、TPP に対するスタンスの変化は、TPP を積極的に推進する米国の本意を中

国が読み直した側面もあると考えられる。つまり、米国が TPP を推進する真意は、中国を

排除するのではなく中国市場の開放を迫ることにあり（酔翁の意は酒に在らず）、図表 12．

が示すように、中国以外の国々（2013 年 4 月に交渉に参加した日本を除き、経済規模の小

さい国々ばかり）との交渉加速を声高に叫んでいるのは中国に孤立感を感じさせ、自分の

用意した「ワナ」にはまらせる心理戦であると分析することも可能であろう。確かに、中

                                                   
8 例えば China Finance 40 Forum（2013）「新形勢下対外開放的戦略布局」 
9 2012 年 9 月 26 日中国社会科学院アジア太平洋研究院でのヒアリングによる 
10 張其佐（2013）「米国加速推動建立 TPP 和 TTIP：動因如在？影響如何？」 
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国を迎え入れない自由貿易の枠組みは経済的に意味があるか疑問を抱かざるを得ない。 

 

5．アジア経済統合を一層活発に推進する中国 

 

以上で見てきたように、中国は米国主導の TPP に対する最初の懸念から、静観、そして

接近へとスタンスを変えてきている。他方、TPP に刺激され、アジアの市場統合において、

自らより積極的に取り組んでいく戦略も取り始めている。また、対外的により積極的に攻

めていくため、中国は対外市場開放に備える国内の環境整備にもすでに着手している。 

 

5.1 日本を引き付けるため中韓 FTA を優先的に推進 

 

前述したように、中国は TPP の動きを消極的に見守っているのに止まっているわけでは

ない。将来的な TPP 交渉参加を排除しない姿勢を見せる一方、TPP の影響を緩和する東ア

ジアでの FTA 戦略を一層推進するセカンドベストにも努めている。 

 

図表 14．中国の輸出先別シェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中国税関統計 

 

実際、TPP 議論と関係なく、市場の多様性推進と世界経済の多極化形成を目指して、中

国は特に日中韓 FTA に期待をかけていた。日中韓 3 ヵ国は GDP 規模で世界の約 20%、東

アジアの約 70%を占めているが、EU や NAFTA などの域内の貿易依存度と比べ、北東ア

ジア 3 ヵ国の貿易依存度は低い。特に、中国の対日韓の貿易依存度は、2005 年の 21%から

図表14　中国の輸出先別シェアの推移
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2012 年の約 15%まで減らしてきている。北東アジアの GDP 規模と比べて貿易の相互依存

度は極端に小さい。したがって、日中（韓）FTA の推進における中国の狙いとしては、ま

ず貿易自由化や便利化の実施によって北東アジア域内貿易の拡大は、大きな潜在性を有す

ると考えている。また、技術力に優位性のある日韓と FTA を締結すれば、これまであまり

進んでいない対中技術移転や日韓両国における中国企業の M&A 活動にも制度的な保障が

得られる。さらに、中国は日本の最大の貿易相手国になっており、経済的には日本にとっ

て日中韓 FTA は TPP よりも大きなベネフィットがある一方、漸進的自由化のアプローチ

が見込まれる以上、日本国内の反対勢力も少ない。結果的に日本をアジアに引き付け、ア

ジア地域統合の結束が図られる。このメリットもあり、対日韓 FTA は中国の FTA 戦略に

おいて優先対象地域となっている。 

2013 年 3 月 28 日に日中韓 3 国は、FTA 締結に向けて第 1 回目の交渉を終えた。物品や

投資、サービス分野で作業部会を立ち上げ、交渉分野や交渉の進め方などについて議論し

た。第 2 回交渉は、2013 年 7 月末に上海で行われたが、大きな進展は見られなかった。そ

して第 3 回会合を年末に日本で行うこともアナウンスされている。現段階で、貿易、投資、

サービス、貿易ルール、税関協力、競争政策、原産地規則、紛争処理、衛生と植物検疫、

技術の貿易障害に関する 10 の作業グループの設立や、知的財産権及び電子商取引に関する

専門家委員会の立ち上げは決まっている。また、第 2 回の交渉で政府調達、環境保護、食

料の 3 分野が追加され、合計 15 分野で交渉を行うことを決めた。この範囲は、21 分野に

及ぶ TPP より狭いと言わざるを得ない。また、TPP 交渉と違って、交渉完了時期は合意さ

れていない。 

もっとも、日本については現在考えられている EPA／FTA 対象国・地域の中で、対中 FTA

の経済効果がもっとも大きく、かつ農業セクターなどからの反対意見も少ないにもかかわ

らず、対米関係の配慮から対中 FTA を優先するには大きな困難があろうと中国は見ている。

中国の対日 FTA 戦略に大きな影響を与えたのが、2012 年 9 月 11 日に日本政府による尖閣

諸島（中国名「釣魚島」）国有化を契機に生じた日中の緊張関係であった。現在の政治・安

全保障環境において日本が日中韓 FTA に本気で取り組むのかに対して疑問を抱き始め、中

国の FTA 戦略の中で対日 FTA の優先順位は大きく低下したと考える11。 

他方、韓国については、対中 FTA の経済効果が対 EU・対米・対日・対アセアン FTA よ

りも大きく、かつ対米 FTA はすでに結ばれており対米配慮の要素が少ない。また、日本と

違い、韓国には北朝鮮からの脅威を解消するため中国は欠かせないパートナーであるとい

う安全保障上のインセンティブもある。したがって、中国は韓国との FTA 締結をアジア経

済統合の最優先課題として取り組んでいる。実際、2012 年 5 月 2 日に中韓は、日中韓 FTA

交渉に先行して 2 国間 FTA 交渉を開始した。また、2013 年 6 月末に行われた中韓首脳会

談で広範囲にわたる実質的に高レベルの FTA を目指して交渉を加速させることに再び確認

                                                   
11 2013 年 4 月 23 日に「第 9 回日中産官学交流講演会」で中国の貿易専門家で列挙した中国の FTA 優先

地域は新興国地域、RCEP、上海協力機構、APEC などであった 
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されている。 

中韓 FTA 交渉は、2 軌道、2 段階、2 年間で行われると言われているが、これまで 7 回に

わたる交渉が行われ、第 1 段階の交渉は終えたとアナウンスされた。第 1 段階では、交渉

範囲、センシティブ分野、第 2 段階の交渉指針について交渉が行われ、関税品目で 90％の

物品が関税を撤廃すると決めた。第 2 段階は産業別の正常物品、開成工業団地の生産品の

取り扱い、非関税障壁、原産地、通関手続きなどについて交渉が行われるという。FTA 交

渉を加速させるという中韓トップ層の決意は固く、2014 年中央までには交渉が完結される

と見込まれる。 

 

5.2 周辺化を懸念する ASEAN との連携を狙う中国 

 

このように、中国は北東アジアにおける市場統合を積極的に推進するとともに、現在の

ような TPP 枠組みやアプローチに懸念を有する ASEAN との連携も進化させようとしてい

る。特に、中国は 2012 年 11 月 20 日にカンボジアで開催された東アジアサミットでアジア

を束ねた地域包括経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP）の

交渉開始が宣言されたことを積極的に評価している。 

比較的規模の小さい国々からなる ASEAN は、ASEAN 自由貿易地域（AFTA）を 1992

年に締結し、段階的な貿易自由化を行った。2015 年に ASEAN経済共同体を目指している。

対外的に、中国、韓国、日本、インド、オーストラリア・ニュージーランドとそれぞれ FTA

を締結し、発効させている。つまり、ASEAN は、ASEAN 地域を軸とするアジア大の FTA

ネットワーク（ASEAN プラス 1 の FTA）を構築したのである。相手国の間で締結してい

る FTA がなお少ない現状を考えれば、東アジア経済統合において、ASEAN は事実上中核

的な位置を占めている。ASEAN がアジア地域の主導権を取れたのは、アジア経済統合にお

ける日中の主導権争いを避けるため ASEAN を立てる配慮や、安定した経済成長で魅力が

増してきたからと言えよう。 

ところで、ASEAN は近年一部の加盟国による TPP 参加の動きは、地域の結束を弱める

方向に作用すると懸念していた。さらに、米国による TPP 推進は、アジア経済統合の主導

権が取られて、自身は周辺化されてしまうのではないかと、ASEAN は弱体化の懸念を増幅

させている。実際、ASEAN10 のうち、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシアの

4ヵ国は TPPメンバーになっているが、ASEAN事務局や域内大国であるインドネシアは、

TPP でASEANが真二つに割れることに大きな懸念を抱き始めた。さらに、米国による TPP

の推進に加え、日中韓 FTA に関しても交渉に入る準備が整いつつあることも、ASEAN の

RCEP 形成の提起を急がせたとも考えられた。図表 15．は、RCEP のカバーする国々であ

るが、基本的には ASEAN プラス 1 を一つに束ねたものである。 

実際、RCEP と同じ地域（ASEAN プラス 6）をカバーする経済統合の構想、すなわち、

東アジア包括的経済連携協定（CEPEA: Comprehensive Economic Partnership in East 
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Asia）は、2006 年に日本によって提起された。当時、CEPEA は中国から提起した EAFTA

（ASEAN プラス 3「日中韓」）に対抗するためと言われ、「経済政治両面で日本の影響力を

維持・強化」しようとするものであったが、2010 年ごろから CEPEA と EAFTA を統合し

ていこうとする動きもあった。その後、米国による TPP 推進が加速され、アジア経済統合

について中国は TPP を警戒しこれまで以上にアジア域内での経済統合を加速させようとす

る姿勢を見せているが、日本の議論は TPP に傾いたため CEPEA の推進力が急速に弱くな

ってしまった。したがって、日本の態度変化も ASEAN による RCEP 推進を加速させた側

面もあった。つまり、ASEAN による RCEP 推進は、日本をアジア地域統合に引き付ける

ためであるとも考えられる。 

 

図表 15．RCEP がカバーする地域（概念図） 

 

（出所）著者作成 

 

このように、大国の狭間で中庸の態度を取ってきた ASEAN は、TPP を警戒しながら

CEPEA と EAFTA の流れをうまく汲み上げ、アジア経済統合の主導権を握り、2011 年 11

月に開催された東アジア首脳会議で RCEP を提案し、2012 年 11 月に開催された EAS で

RCEP 交渉開始に合意させた。図表 16．がその概要を表している。 
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図表 16．TPP／RCEP の概要 

  人口 

(億人) 

世界 GDP

シェア(％) 

11～15 年の 

GDP 伸び率(％) 

域内貿易 

シェア(％) 

妥協 

目標年 

市場規制 主導 

RCEP(16 ヵ国) 34 28.4 7.1 44.2 2015 例外容認 ASEAN 

TPP(12 ヵ国) 8 38.2 4.2 41.6 2013 原則撤廃 米国 

（出所）IMF・ジェトロなど 

 

2013 年 5 月 9 日～13 日に初回、9 月 24 日～27 日に第 2 回目の交渉が行われた。21 分

野に及ぶ交渉が行われている TPP と違って、RCEP は 8 分野（物品貿易、サービス、投資、

経済と技術協力、知的財産権保護、競争政策、紛争解決、その他）を想定し、自由化プロ

セスで重要な 3 分野（物品貿易、サービス貿易、投資）について作業部会を設置し、交渉

を優先的に行っている。 

ただし、図表 17．が示すように、経済規模の小さい ASEAN が狙うとおりに RCEP 交渉

を運ばせたのは、世界経済規模第 2 位と 3 位の中国と日本のサポートにかかっている。中

国のサポートは極めて積極的である。なぜなら、ASEAN による RCEP の推進は、TPP の

動きによるアジア域内統合の停滞を懸念する中国にとって「渡りに船」となりうるからで

ある。 

 

図表 17．ASEAN 主導の RCEP と実質的な推進者：中国（2012 年ドルベース） 

 

（出所）IMF 
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実際、ASEAN とともに RCEP の流れを加速させるのは、中国にとって自然の選択とな

ろう。ASEAN 主導となれば、米国と直接対決することや、日本と主導権争いとなる状況も

解消できるし、ASEAN 主導であれば、米国や日本から横やりもいれにくくなると中国は戦

略を練っているかもしれない。実際、2012 年 11 月に開催された東アジアサミット（EAS）

で中国の温家宝首相が ASEAN 主導の RCEP を全面的に支持し、交渉に積極的に参加する

と表明したことや、2013 年 10 月に行われた APEC 非公式サミットや東アジアサミット等

の場で ASEAN 主導の地域統合への支持を再三表明したのはそのような背景があったから

であろう。この意味で中国は、RCEP を東アジア地域統合のプロセスの停滞ないしアジア

地域の分裂を防ぐツールとして期待している。 

さらに、RCEP には、オーストラリア、日本、インドも加わっている。中国は、これら

の国々と 2 ヵ国間 FTA を結ぶようアプローチしているが、実を結ぶには至っていない。

ASEAN 主導でこれらの国々と FTA 関係に入るのは、むしろ中国の狙っているところであ

り、RCEP で「一網打尽」の効果が期待されているかもしれない。 

また、「参加国の特殊かつ多様な事情を考慮しながら」推進するという RCEP の交渉に対

する基本原則は、アジア経済統合の推進における中国の主張と合致しており、参加しやす

い環境にもある。 

 

図表 18．「ASEAN プラス１」の発展形である RCEP 

RCEP 関係国・地域の貿易・投資自由化の状況（2013 年 4 月現在） 

 

（出所）WTO 

注）：（ ）内の関税は 2011 年に適用された関税、（O）は Observer 

 

図表 18．が示すように、RCEP 交渉参加メンバー（TPP 非参加国）自由化度合いは明ら
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かに TPP メンバーより遅れており、RCEP の自由化レベルは TPP より低くならざるを得

ないのは明らかである。ただし、RCEP の漸進的自由化のアプローチは ASEAN の考えと

も軌を一にしている。例えば、ASEAN のスリン前事務局長は、関税の原則撤廃など高い自

由度を求める TPP について（競争力のない途上国は）まだ加われないと指摘し、RCEP は

途上国への一定の配慮をうたっているため、アジア各国が開発レベルにあわせて参加でき

ると評価している。実際、日本国内においても、RCEP に対する反対の声は聞かれない。

したがって、TPP よりも RCEP のほうが早期に合意される可能性さえあると考えられる。 

 

5.3 TPP 参加の前哨戦となる対米投資協定の本格交渉へ 

 

しかし、中国にとって、日本と同様アジア地域の経済統合を推進する上で対米関係をい

かにマネジメントしていくのが将来の最大な懸案事項となろう。 

TPP 推進における「中国排除」という考えが米国の戦略に込められているかどうかは定

かではなく、誤解か思い込みに過ぎないかもしれない。なぜなら、中国と同じような一党

独裁国であり、中国よりも発展段階が遅れているベトナムを米国は交渉メンバーとして迎

え入れているからである。「中国排除」とされている労働組合、労働基準、環境基準、知財

保護に関連する厳しい基準を、ベトナムが受け入れられ、中国が受け入れられない理由は

どこにもない。NAFTA 交渉過程で見られたように、米国内の圧力（議会、労働組合、NGO

など）により、通商当局が労働基準、環境基準を厳しくし、例外なき自由化を要求せざる

を得なくなっているという背景もあると理解されるべきだろう。したがって、中国は国内

改革を加速させ、TPP の中で米国と渡り合い、ルール形成に積極的に挑戦していくべきで

ある。 

実際、2013 年 6 月 7 日－8 日に米国カリフォルニア州の保養地で開催された米中首脳会

談において TPP 交渉の情報提供や米中投資協定交渉の加速に関して米中が合意したのは、

中国が対米通商関係を深めようとする試みであると言えよう。同年 7 月 10 日－11 日には両

国の主要閣僚が揃って参加した第 5 回「米中戦略・経済対話」で高水準の投資協定交渉開

始が正式に合意された。 

2012 年米中間の貿易総額は 5,360 億ドル、米中にとって中国は米国の第 2 の貿易相手、

米国は中国の第 1 の貿易相手となっている。また、米国の対中直接投資の累積額は 700 億

ドルに達し、2013 年 1－9 月の対中直接投資も 29 億ドル、21.3％増（中国の対内直接投資

全体の伸び率は 6.2％）で対中投資を加速している。他方、中国の対米直接投資は 200 億ド

ル、対米証券投資は約 1.3 兆ドルに達した。したがって、米中関係において貿易投資イシュ

ーは常にプライオリティーの高い存在となっている。 

上述した高水準の投資協定で言う「高水準」とは、「投資前の内国民待遇」

（Pre-establishment National Treatment）と「ネガティブリスト方式（Negative list）」

を原則とする約束をさす。中国は、WTO での約束や 150 以上の二国間・地域間投資協定に
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おいて「投資前の最恵国待遇」（Pre-establishment Most Favored Nations Treatment）は

与えているが、内国民待遇については「投資後」（post-establishment）しか与えていない。

また、中国は、外国直接投資に対して一部の産業を除いた産業の自由化「ポジティブリス

ト」しか交渉していなかった。「ネガティブリスト」を受け入れたことは、全産業への投資

可能が基本でリストに載せる分野だけが例外とすることを意味する。つまり、中国は、日

本の TPP 参加議論で言う「聖域無き投資自由化」（オン・ザ・テーブル）に同意したので

ある。 

高水準の投資協定交渉開始合意に関して、ルー米財務長官は「中国が「投資前の内国民

待遇」と「ネガティブリスト」を前提とする交渉に同意したのは重大な突破となり、歓迎

する」との声明を出したが、米業界も歓迎すると口を揃えた。他方、中国のメディアやア

ナリストも総じて前向きな評価を表し、ハイレベルの投資自由化は、WTO 加盟と同じよう

に「外圧」となり中国国内の経済の効率性や競争力の強化のドライブになりうるとし、構

造改革による経済・産業の高度化を最重要課題として取り組んでいる習政権の政策と軌を

一にしていると見ている。 

実際、中国当局は、将来の高い水準の自由化に備えてすでに国内の制度改革に着手して

いる。その代表的な事例は、2013 年 9 月 29 日に発足した「中国（上海）自由貿易試験区」

である。この試験区においては、金融、海運、医療サービス、ネットサービスなど 18 業種

で市場アクセスが大きく緩和されたに止まらず、中国の経済管理制度においてはじめて上

述した「ネガティブリスト」、外資に対しては「投資前の内国民待遇」が採用された。その

後に発表された「ネガティブリスト」は、89 の大分類（419 中分類、1,069 の小分類）に

上り、190 項目の管理規定が置かれ、規制の幅はなお大きいと批判する声も聞かれたが、世

界的に通用する「ネガティブリスト」方式が採用された自体に大きな意味がある。「中国（上

海）自由貿易試験区」の実践を踏まえて、3 年後に全国に普及させることも目指されている。

「中国（上海）自由貿易試験区」に続いて発表された「健康サービス業界発展促進に関す

るいくつかの意見（国務院、2013 年 10 月 14 日）」も、市場開放について「禁止されてい

なければ参入できる」という「ネガティブリスト」方式を採用した。これらの国内政策の

変化は明らかに米中投資協定の締結などに向けた国内制度基盤を整えようとする試みであ

ろう。 

思うに、中国は 2013 年 6 月末に TPP 参加への可能性を検討すると発表して世を驚か

せたが、その後、中韓 FTA や中豪 FTA、RCEP についても「高水準」の協定締結を言いだ

している。また、2013 年 9 月末には、日米欧など 23 ヵ国・地域の有志者による、21 世紀

型の高レベルの自由化を目指す「サービス貿易新協定」（TiSA: Trade in Services 

Agreement）の交渉にも参加する決定をした。対米投資協定交渉のほかに、対 EU 投資協

定の交渉も決定されている。これらの動きは、これまで漸進的自由化にこだわっているス

タンスを改め、前提条件を付けずに交渉テーブルで渡り合うことを決心したというシグナ

ルではないかと考えられる。この意味で米中投資協定や EU 中国投資協定における中国の
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取り組みがもっとも重要な試金石となろう。注目に値する。 

 

6．おわりに：取り残された米中 FTA の行方 

 

このように、アジア域内の経済統合ないし自由貿易協定の締結は、中国にとって WTO レ

ジームによる自由化プロセスの停滞を補うツールとして機能できるだけでなく、グローバ

ル経済の不安定に対応するための市場の多様性推進にも必要である。また、経済統合のプ

ロセスは、様々な「誘惑」による地域分断を防ぐアジア域内結束政策としても期待されて

いる。さらに、FTA や地域間自由貿易協定の締結を通じて、国際ルールの受け入れや国際

競争にさらすという「外圧」を利用した国内体制改革（特に、経済管理制度改革、金融制

度改革、国有企業改革など）を実現させたい考え12もある。 

つまり、2000 年以降に中国主導で東アジア経済統合を進めてきたが、近年米国の「アジ

ア復帰」政策によって中国のアジア統合政策は思うように進められなくなり、TPP 推進に

おける米国の意図を読みきれず、中国国内における政策議論には焦燥感も見られた。世論

は、もっぱら安全保障の視点に傾き TPP 対策が強調された。ただ、習近平新政権は、通商

政策における経済的な意味により重視し、アジアでの地域統合を推進するためには対米通

商関係の健全化や高度化を図らなくてはならないと理解しはじめ、TPP に対する姿勢も変

化が生じたのである。 

しかし、筆者は TPP に対する中国のスタンスの変化は、推進者である米国の意図を前向

きに読み直した側面もあろうが、中国経済の「昇級版」の実現ないし「中国の夢」を実現

するために WTO 加盟による「蛙跳効果（ジャンプ効果）」を再び実現させなければならな

いという中国の内在需要に由来する側面が大きいのではないかと考える。この意味で、こ

れからの中国の通商政策はグローバルとより整合的、強調的になると推測される。 

 アジア地域統合との相関で見れば、図表 19．が示すように、RCEP の進展でその交渉

相手を計算に入れると、中国は、日本と同様東アジアすべての国と FTA 関係に入ることに

なる。特に、緊張関係が続く日中両国の自由貿易関係が RCEP を介して実現されるのは、

アジアの知恵であると言えよう。 

残されたのは、米中 FTA 関係に入れるかどうかになる。前述したように、2007 年から始

まった米中投資協定（BIT）交渉の足踏み状態を打開するために、中国は、「投資前の内国

民待遇」と「ネガティブリスト」方式を採用することに大きく踏み出した。米国が注目す

る国有企業の経営行動を規制する競争ルールや、知的財産権保護や環境規制の強化などは

いずれ中国自身にとって突破せざるを得ない課題であり、技術的な手法に関する意見の相

違はあっても方向性に米中は一致しているはずである。つまり、中国は、恐れることなく

対米 FTA も提起されるべきであろう。 

                                                   
12中国では、「倒逼機制」と呼ぶ。つまり、外部の圧力或いは推進力を利用して国内の抵抗勢力や慣性を打

ち破り、内部の変革を引き起こす制度的なメカニズムを指す。 
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図表 19．アジア太平洋関係国の FTA/EPA 相関図 

（2013 年 5 月末現在、●締結済） 

 

（出所）関係資料により筆者作成 

 

その意味で現在、米中間で交渉が行われている投資協定の締結は FTA 締結の前哨戦とな

り、TPP 参加への検討はポジティブなメッセージとして米国も受け止めるべきではないか

と考える。「中国包囲網」のような発想は、ブーメランのように自分も傷づいてしまう。米

中両国の政策担当者に期待したいのである。 
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1． はじめに：問題意識 

 

近年、世界中で地域経済統合あるいは自由貿易地域の形成が加速している。これは、経

済的な面に限ってみても、地域経済統合には、1)市場アクセス権の確立による新たな経済的

利益の確保や、2）ルール設定による透明性、安定性、予見可能性の確保という積極的なメ

リットがあるほか、3）他国同士の自由貿易協定の結果、貿易・投資転換を通じて自国の既

存の利益が希薄化してしまうリスクを防ぐという防御的な利点も見出せるからである。地

域経済統合／FTA を外交政策、安全保障政策のツールとして機能させることも可能である。 

このような世界的な潮流に乗り遅れまいと日中両国もグローバル戦略のコアとして、地

域経済統合政策である EPA／FTA 戦略を急いでいる。ただ、日本では、日中韓 FTA や地

域包括経済連携(RCEP)にかかわりながら、高度な市場開放・自由化をうたっている環太平

洋戦略的経済連携協定(TPP) への参加にエネルギーを傾注しているが、中国では、地域統

合の政策的意味を理解し自国の発展段階に応じて TPP よりもアジア経済統合プロセスに積

極的に参加し、推進しようとしている。 

しかし、最近になって中国も TPP 参加の可能性を検討しはじめ、アジアの経済統合と関

係するあらゆる枠組みともかかわるようになってきている。日本は、日中韓 FTA と RCEP

において中国と一緒に交渉を行っており、中国の地域経済統合政策やその変化に強い関心

を持っている。中国がアジア地域統合を積極的に推進する目的は何か、TPP に対するスタ

ンスの変化にはどのような背景があるのかを検証することは意味がある。 

 

2．地域経済統合／FTA を積極的に推進する中国 

 

1992 年における鄧小平の「南巡講話」を契機に、中国は市場経済を導入した経済改革を

進め、経済活性化や外資企業の大量進出をもたらした。特に、2001 年の WTO 加盟は中国

の有する比較優位を存分に発揮させ、世界の主要市場における中国製品のプレゼンは急速

に高まった。賛否が大きく割れた WTO 加盟に関する論争で懸念された農業、自動車産業、

金融業が市場開放で大きく損害を蒙り、失業者が溢れるといった状況は生じなかった。し

たがって、TPP への参加に関して国内の意見が割れた日本とは対照的に、中国政府の貿易

自由化推進に関する反対意見はあまり聞かれない。これは、WTO 加盟で貿易自由化のメリ

ットを享受している現実が、自由化への懸念を弱めたからであろう。したがって、中国政

府は、自由貿易を積極的に推進する制度的、社会的環境にあったと言える。 

 

2.1 政治的アプローチから経済的戦略へ 

 

他方、図表 1．が示すように、日米欧輸入市場における中国のシェアは、日本と EPA を

締結している ASEAN、自由貿易協定を締結しているメキシコ、関税同盟の地位にあるトル
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コを遥かに越えて拡大している。つまり、中国製品の競争力は、日米欧の輸入関税を破っ

たのである。経済的に見れば、WTO の枠組みが機能している限り、中国が地域経済統合あ

るいは自由貿易協定を締結するインセンティブが小さいようにも考えられる。 

 

図表 1．関税の障壁を破る中国製品の競争力 

 

（出所）IMF（DTS） 

 

しかし、中国は 2000年代に入ってFTA戦略を積極的に推進するようになってきている。

要因のひとつは、WTO の下でのさらなる自由化プロセスが立ち往生していることに加え、

世界各国、とりわけ欧米諸国で中国製品に対するダンピング措置の多発や中国投資に対す

る抵抗が多く見られ、中国の貿易拡大に対する障害が生じているからである。より重要な

背景としては、FTA の持つ経済的な意味に止まらず、アジア近隣地域における「中国脅威

論」の解消や、自国が経済開発に専念できるような周辺地域との安定した関係を構築する

ためのツールとして活用しようとしていることである。つまり、中国の FTA 戦略は、自国

の経済的利益を追求する一方、対象国への利益供与・利益創出により自国の政治や安全保

障の実現を達成するために展開されている。いわゆる「カネで安全を買おう」という発想

である。これは米国の戦略思考に近い。 

具体的には、FTA 締結で生じる経済、政治、外交などの戦略的意味から自国が置かれた

状況を鑑み、中国は 1)「台湾独立」などの分離独立勢力の抑制、2)「中国脅威論」の解消

と国際環境、特に周辺環境の改善、3)自国経済成長に必要な資源の確保、4)経済発展のスケ

EPA 

 

NAFTA

A 

 

関税同盟 
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ールメリットの実現を目的としている。図表 2．は、中国の FTA 戦略における重層的なア

プローチを示しており、広がりを持つとともに、深化させている姿を現している。 

 

図表 2．中国の FTA 戦略の重層的な展開 

 

（出所）筆者作成 

 

図表 3．中国の FTA 締結・交渉・研究の現状 

締結済み 

(12 ヵ国・地域) 

政府間交渉中 

(7 ヵ国・地域) 

研究済み・検討中 

(4 ヵ国・地域、その他) 

・香港、マカオ、台湾 

・ASEAN、シンガポール 

・パキスタン 

・ニュージーランド 

・アイスランド、スイス 

・チリ、ぺルー、コスタリカ 

・韓国、日中韓 

・オーストラリア 

・ノルウェー 

・湾岸協力会議(GCC) 

・南部アフリカ関税同盟(SACU) 

・地域包括経済連携(RCEP) 

・研究終了：インド 

・検討中：カナダ、コロンビア 

     上海協力機構 など 

（出所）中国商務部情報による筆者整理（2013 年 7 月末現在） 

 

2.2 FTA 締結の実績とアプローチ手法 

 

図表 3．が示すように、中国はすでに 12 ヵ国・地域と FTA あるいは類似する取り決めを

結び、実施に移した。これまでに中国の FTA 戦略推進には、経済目的よりも外交・政治目
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的に重みがあったが、FTA の持つ経済的な意味にも注目するようになってきている。たと

えば、香港、マカオ、台湾との経済連携取決め（FTA 相当）は両岸四地（つまりグレータ

ーチャイナ）の経済統合を通じた国家統一の戦略が内包されている。パキスタンや ASEAN、

韓国、日中韓との FTA も安全保障戦略やアジアの一体化戦略を基本としている。南米諸国

や湾岸諸国、南部アフリカ諸国との FTA は一義的にはエネルギー戦略と言えよう。ただ、

2013 年に締結したアイスランドやスイスとの FTA は、欧州市場を狙ったもので、通商協定

の本来的な経済的意味を色濃く反映している。 

 

図表 4．FTA アプローチの手法

 

（出所）筆者作成 

 

FTA 締結においては相手の事情によって異なるアプローチ方法を取っている。図表 4．

が示すように、漸進的な自由化を好むアジアの相手との間では、枠組み協定方式を用いる。

つまり、まず通商協定提携の枠組みを規定する基本協定を結び、次に時間をかけて「モノ

の貿易」、「サービスの貿易」、「投資協定」、「紛争処理取決め」など別々で交わすことにな

る。また、自由化の度合いも出来るところから始め、次第に追加していく。さらに、自由

化の恩恵を国民に早く享受させるために一部の商品の関税削減やサービス分野の市場開放

を暫定的に行う「早期収穫措置（EHP：Early Harvest Program）」を取り入れることもあ

る。 

枠組み協定方式が採用されている代表的な FTA は、後述する中国・ASEAN 自由貿易協

定（ACFTA）と中国・台湾海峡両岸経済協力枠組み協定（ECFA）である。例えば、中国

は 2010 年 6 月に台湾と「両岸経済協力枠組み協定」を結び、同年 9 月に発効させたが、2011

年 1 月 1 日には枠組み協定でリストアップされた EHP 製品の関税引き下げ開始。続いて
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2012 年 8 月に「投資協定」調印、2013 年 2 月に発効となった。さらに、2013 年 6 月には

「サービス貿易協定」が調印された。残りの「モノの貿易協定」と「紛争処理協定」が精

力的に交渉され、2013 年末の調印が見込まれる。 

また、図表 5．が示すように漸進的な市場開放プロセス政策が見られる。中国・香港経済

貿易緊密化協定（CEPA）、中国・マカオ経済貿易緊密化協定（CEPA）においては、関税

引下げによるモノの貿易の自由化よりもサービスの自由化プロセスが多く含まれており、

サービス市場開放の政策が模索されていると言える。 

 

図表 5．中国と香港、マカオとの貿易自由化プロセス 

 中国・香港経済貿易緊密化協定(CEPA) 中国・マカオ経済貿易緊密化協定(CEPA) 

1 2003 年 6 月 CEPA 署名、04 年 1 月発効 2003 年 10 月 CEPA 署名、04 年 1 月発効 

2 2005 年 1 月補足協定Ⅰ (CEPA2) 2005 年 1 月補足協定Ⅰ (CEPA2) 

3 2006 年 1 月補足協定Ⅱ (CEPA3) 2006 年 1 月補足協定Ⅱ (CEPA3) 

4 2007 年 1 月補足協定Ⅲ (CEPA4) 2007 年 1 月補足協定Ⅲ (CEPA4) 

5 2008 年 1 月補足協定Ⅳ (CEPA5) 2008 年 1 月補足協定Ⅳ (CEPA5) 

6 2009 年 1 月補足協定Ⅴ (CEPA6) 2009 年 1 月補足協定Ⅴ (CEPA6) 

7 2009 年 10 月補足協定Ⅵ (CEPA7) 2009 年 10 月補足協定Ⅵ (CEPA7) 

8 2011 年 1 月補足協定Ⅶ (CEPA8) 2011 年 1 月補足協定Ⅶ (CEPA8) 

9 2012 年 4 月補足協定Ⅷ (CEPA9) 2012 年 4 月補足協定Ⅷ (CEPA9) 

10 2013 年 1 月補足協定Ⅸ (CEPA10) 2013 年 1 月補足協定Ⅸ (CEPA10) 

（出所）中国商務部ウェブサイト 

 

他方、高い自由化レベルを好む相手との間では、一括方式を取る。つまり、モノ、サー

ビス、投資、紛争処理、協力などすべての内容をひとつの取決めにおさめて締結する。ま

た、自由化の度合いも交渉によって一括で決める。最近締結された中国関連の FTA、例え

ば 2013 年 4 月に締結された中国・アイスランド FTA や７月に締結した中国・スイス FTA

は、一括方式であり、東アジア以外の諸国と提携した FTA では主流となっている。 

 

2.3 分野の広がりと自由化率の高まり 

 

また、中国が締結した FTA のカバーする分野も、伝統的な貿易と投資に止まらず、経済

協力、環境保護、労働と雇用、知的財産権保護、政府調達、競争、人の移動などの新規分

野に広がりつつあり、自由化率も高めてきている。例えば、中国・ニュージーランド FTA、

中国・アイスランド FTA、中国・スイス FTA では、新規分野にも数多くのルールを設けて

いる。これまで中国が締結した FTA では、環境保護と貿易・投資に関するルール、知的財
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産権に関する詳細な権利と義務、競争に関するルールに関する記述はあまりなかったので、

世界の潮流に順応して取り組んでいると評価されよう。 

 

図表 6．中国の締結した FTA の自由化率と関係国との比較 

 締結国・地域 中国(品目か金額) 相手国・地域 

1 中国・ASEAN (2005 年 7 月物品貿易協定発効) 90％(金額) 90％ 

2 中国・コスタリカ(2011 年 8 月発効) 90％以上(金額) 90％以上 

3 中国・シンガポール(2009 年 1 月発効) 97.1％(品目) 100％ 

4 中国・チリ(2006 年 10 月発効) 97％(品目) 97％ 

5 中国・ニュージーランド(2008 年 10 月発効) 97.2％(品目) 100％ 

6 中国・パキスタン(2006 年 1 月発効) 85％～90％(品目) 85～90％ 

7 中国・ペルー(2010 年 3 月発効) 90％以上(品目) 90％以上 

8 中国・マカオ(2004 年 1 月発効) 100％ 100％ 

9 中国・香港(2004 年 1 月発効) 100％ 100％ 

10 中国大陸・台湾(枠組み協定 2010 年 9 月発効) 未定 未定 

11 中国・アイスランド(2013 年 4 月調印) 96％(品目)、100％弱(金額) 100％ 

12 中国・スイス(2013 年 7 月調印) 84.2％(金額)、92.1%（品目） 99.7％（金額）

88.9％（品目） 

１ 日本・シンガポール 94.7％(金額)、84.4％(品目) 100％ 

2 日本・メキシコ 86.8%(金額)、86.0%(品目) 98.4％(金額) 

3 日本・マレーシア 94.1%(金額)、86.8％(品目) 99.3％(金額) 

4 日本・フィリピン 91.6％(金額)、88.4％(品目) 96.6％(金額) 

5 日本・チリ 90.5％(金額)、86.5％(品目) 99.8％(金額) 

6 日本・タイ 91.6％(金額)、87.2％(品目) 97.4％(金額) 

7 日本・ブルネイ 99.99％(金額)、84.6％(品目) 99.9％(金額) 

8 日本・インドネシア 93.2%(金額)、86.6％(品目) 89.7％(金額) 

9 日本・ASEAN 93.２％(金額)、86.5％(品目) 90％(金額) 

10 日本・ベトナム 94.9％(金額)、86.5％(品目) 87.7％(金額) 

11 日本・スイス 99.3％(金額)、85.6％(品目) 99.7％(金額) 

12 日本・インド 97.5％(金額)、86.4％(品目) 90.3％(金額) 

13 日本・ペルー 99.7％(金額)、87.0％(品目) 99.9％(金額) 

 韓国・ASEAN 90%(金額、品目) 90％(金額・品目) 

 インド・ASEAN 75%(金額)、80％(品目) 同左 

（出所）ジェトロ（2013 年）「世界と日本の FTA 一覧」、内閣官房（2011）「包括経済連携の現状について」、

外務省（2012）「日本の経済連携協定(EPA)の現状と主要国・地域の取組状況」、中国商務省ウェ

ブサイトにより筆者作成 

（注）自由化率＝関税ゼロとなる商品(金額、品目数)／全商品(金額、品目数) 

 

ただ、締結された FTA における中国側の自由化率は必ずしも高くはない。FTA 締結に積

極的に取り組んでいるとはいえ、国内市場開放分野については慎重に模索している姿勢が

見られる。例えば、中国・スイス FTA では、ゼロ関税率（金額ベース）ではスイス側の 99.7％

に対して中国側は 84.2%しかない。品目ベースでは、中国側は 92.1%に達したが、スイス
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側は 88.9％しかなかった。関税削減製品を含めると、スイス側の 99.99％（金額）に対して

中国側は 96.5％（金額）に達したが、品目ベースではスイス側が 3.2％、中国側は 5.8％の

例外品目が存在している。日本の締結した EPA を品目数で評価する場合や、インドが締結

した FTA（例えば、インド・ASEAN の FTA においてインド側は輸入額の 75％しかゼロ関

税を行わないとしている）と比べると、自由化率が低いとは言えないが、他の国々と比較

すると、自由化率が比較的低いことがわかる1。 

中国・スイス FTA で見られるように、相手の市場開放を大きく引き出した一方、自国の

市場開放度合いを低く抑えられるのは、自国の成長する巨大市場というマーケットパワー

をテコとしてうまく利用したと言えよう。通商交渉における中国のマーケット･パワーの活

用戦略はこれからも引き続き堅持されよう。 

 

3．成果をあげた中国・ASEAN の FTA 

 

中国・ASEAN の FTA は、中国が最初に締結したバイラテラルの通商協定でもっとも野

心的な地域間協定でもある。中国とASEAN との通商協定に刺激され、韓国（2007 年 6 月）、

日本（2008 年 12 月）、インド（2010 年 1 月）、オーストラリア・ニュージーランド（2010

年 1 月）は次々に ASEAN と FTA を締結し、発効させている。しかし、これらの通商協定

においてもっとも成果をあげているのは、中国・ASEAN の FTA である。 

 

3.1 外交戦略を兼ねた FTA へのアプローチ 

 

実際、中国は 2002 年 11 月に外交政策として ASEAN との FTA 枠組み協定を締結し、漸

進的自由化を進めてきた。 

ASEAN 諸国に長年存在していた「中国脅威論」を解消するため、中国は 1998 年に生じ

たアジア通貨危機で経済困難に直面した ASEAN 諸国を支援する意味で、人民元の切り下

げをしないと宣言し、東南アジアを含め世界中から評価された。しかし、中国の WTO 加盟

を見込んで世界中から投資資金が中国へなだれ込み、外資誘致と輸出志向を開発のモデル

としてきた ASEAN 諸国は新たな外資転換という懸念を抱き始めた。また、1993 年ごろか

ら中国大陸と対立を強めた台湾当局が「南向政策」と称する、東南アジアとの関係強化政

策を打ち出したことで、中国には台湾当局をけん制する政策が求められた。 

そこで、経済的利益の譲与で戦略的利益を獲得、あるいは「カネで安全を買おう」とい

う志向を強めた中国は、政治的には「中国・ASEAN サミット」を創設し、領土問題に関し

ては「南シナ海行動宣言」を締結し、ASEAN との融和政策を採り始めた。他方、経済の分

野では、2000 年 11 月に中国・ASEAN サミットに臨んだ朱鎔基元首相は、自由貿易協定の

                                                   
1 ジェトロ（2012）｢世界と日本の FTA 一覧｣を参照 
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提携による経済安定化を持ちかけた。これを好意的に受け止めた ASEAN と中国は、2001

年 11 月に 10 年間で自由貿易地域の創設に正式に合意した。もちろん、長期的には、ASEAN

との FTA 締結は中国の西部大開発政策にも寄与すると見込んでいた。 

図表 7．が示すように、その後、中国は ASEAN と枠組み協定の締結、農産物を中心とす

る早期収穫プログラム（EHP）の実施、「モノの貿易」、「サービスの貿易」、そして「投資」

に関する協定の締結など自由化の領域を次第に拡大してきた。また、自由化のリスト補充

によって成果の拡大を図ってきている。さらに、中国は一部の ASEAN の国における産業

困難に応じて輸出自主規制を実施することもあった。 

 

図表 7．中国・ASEAN の FTA の歩み 

1 2000 年 11 月 中国･ASEAN 首脳会議において 10 年以内で自由貿易地域創設合意 

2 2002 年 11 月 「包括的経済協力枠組み協定」 

2003 年 10 月 中国・タイの間で農水産物（HS01～08）EH 先行実施 

3 2004 年 1 月 EH 実施開始（フィリピンは 2006 年 1 月 21 日から実施） 

2006 年に約 600 項目の農水産物の関税をゼロに削減 

4 2004 年 11 月 「物品貿易協定」、「紛争処理協定」締結、2005 年 7 月発効 

5 2007 年 1 月 「サービス貿易協定」締結、同 7 月発効 

6 2009 年 8 月 「投資協定」締結、2010 年 1 月発効 

7 2010 年 1 月 中国と ASEAN 原加盟 6 ヵ国が貿易全体で 90％以上のノーマルトラックの関税を撤廃 

8 2011 年 11 月 サービス貿易自由化分野追加（第 2 市場開放コミット議定書） 

9 2013 年 9 月 中国・ASEAN 自由貿易協定の「昇級版」バージョンアップ提起 

（出所）中国商務部ウェブサイトなどにより筆者作成 

 

このように、自由貿易地域創設に関する中国・ASEAN の取り組みが狙い通りに実現され

たのは、中国による ASEAN 側への配慮があったからである。上述内容をまとめると、こ

れらの配慮には、人民元切下げによる通貨競争をしないこと、自由貿易地域創設による外

資誘致条件の均一化を図ること、ASEAN 側の意向に沿ってその競争優位性を持つ農産物を

EHP として優先的に自由化したこと、ASEAN 側に馴染みのある制度的アプローチ方法や

関税削減方法（1993 年に始まった ASEAN の自由貿易協定（AFTA）方式）で取り組んで

きたこと、個別的なメンバー国ではなく、結束が図れる ASEAN 全体（地域）と自由化交

渉を行ったこと、ASEAN 後発国（インドシナ 4 ヵ国 CLMV：カンボジア、ラオス、ミャ

ンマー、ベトナム）に自由化期限の延長や例外品目の増幅などの配慮、などがあげられる2｡ 

図表 8．が示すように、中国・ASEAN 自由貿易協定の関税削減プロセスは 2003 年末ごろ

に始まり、ASEAN 先行 6 ヵ国と中国では 2018 年までに、ASEAN 後発 4 ヵ国では 2020

年までに続くことになっている。 

                                                   
2 日本は、ASEAN 地域との貿易自由化取り組みにおいて地域全体よりも 2 国間交渉に重点を置いた。な

ぜなら、全加盟国よりも農業などの交渉は 2 国間の方が日本にとって有利だったからだと言われている。 
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図表 8．中国・ASEAN：FTA の関税削減概念図 

実施期限： 2004 2005 2006 2010 2012 2015 2018 2020 

中国 

ASEAN 6 

（先発 6カ国） 

先行関税削減品目（EHP） 

 
       

正常関税削減品目（ノーマルトラック） 

 

 
     

 
150品目まで 

（第 2トラック） 

 
    

センシティブ

品目（400品目

か つ 輸 入 額

10％以下） 

一般センシティブ品目 

 

 
   

高度センシティブ品目* 

 

 
   

ASEAN 4 

（後発 4カ国） 

先行関税削減品目（EHP） 

 
      

正常関税削減品目（ノーマルトラック） 

 

 
   

 
250品目まで 

（第 2トラック） 

 
  

センシティブ

品目（500品目

以下） 

一般センシティブ品目 

 

  
 

高度センシティブ品目* 

 

 
  

*高度センシティブ品目は、センシティブ品目の 40％以下、または 100 品目（ASEAN 後発 4 カ国は 150 品目）以下を上限とする 

（出所）中国商務部資料により筆者作成 

 

このような漸進的な自由化プロセスを経て 2010 年 1 月 1 日には、93％以上の関税がゼロ

となる中国・ASEAN 自由貿易地域は完成し、予想以上の経済成果をあげている。中国側の

統計によると、2003 年の中国・ASEAN の貿易総額は 547 億ドルだったが、2012 年には

4,002 億ドルに達した。図表 9．が示すように、ASEAN の輸入総額における中国製品のシ

ェアは、2002 年の 6.8％から 2011 年の 14.8％まで倍以上に増えた。2012 年では ASEAN

域内の貿易が急増したこと（22.7％増）などで、対中国輸入シェアは 14.5％で若干低下し

たが、域外からの主要な輸入地域に限ってみれば、対中輸入の伸び率は 14.5％でもっとも

高い伸びを見せている。 
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図表 9．FTA 締結で緊密化する中国・ASEAN 経済 

 

（出所）IMF（DTS）、ASEAN 事務局、中国税関統計 

 

他方、ASEAN にとって中国は、域外の諸国・地域において最大の輸出先となっており、

かつ高い伸び率を維持している。中国の輸入に占める ASEAN のシュアは、中国からの

輸入ほど拡大していないが、2012 年には日本を越えて EU に次ぐ中国の第 2 位の輸入地

域になっている。因みに、中国は ASEAN 最大の貿易相手国で、ASEAN は中国にとって

の第 3 の貿易パートナーとなっている。また、中国からの観光客が急増しており、中国

は、欧州（EU25）を超えて、ASEAN にとっての最大の集客相手になった。ASEAN 側

から見れば、中国からの観光客増は、対中サービス輸出増に繋がっている。FTA 締結を

契機にした中国・ASEAN の経済緊密化は一層深まってきている。 

 

3.2 ASEAN との FTA を東アジア大に広げようとする中国 

 

ただ、貿易往来が急増しているのと比べ、直接投資の水準は高いとは言えない。2012 年に

中国の対内直接投資における ASEAN からの投資は 71 億ドルで、シェアは 6.3％となった

が、2009 年～11 年に ASEAN が受け入れた中国からの直接投資は、106.7 億ドルでシェア

は、4.2%に止まっている。 

以上で見てきたように、FTA 締結を契機に中国と ASEAN の間で物品貿易については大

きな前進があったが、ここに来て伸び悩みの様態を見せている。他方、投資分野について

は高くない水準のままである。近年になって領土問題などに起因する政治的不信に加え、
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FTA における自由化レベルの低さ、地域間インフラ整備の遅れ、投資・サービス分野にお

ける規制の存在や制度的なハーモナイゼーションの遅れ、産業構造の同質性などが中国と

ASEAN との経済関係が深くない原因ではないかと分析されている3。 

そこで、中国は中国と ASEAN との間の貿易・投資拡大の潜在性を引き出し、領土問題

などによる信頼関係の後退を食い止め、TPP などによる中国・ASEAN の FTA 効果の希薄

化を回避するために 2013 年 9 月に中国・ASEAN 自由貿易協定の「昇級版」バージョンア

ップを提起した4。すなわち、関税引き下げ分野の拡大、非関税措置の削除、サービス貿易

分野の拡充、投資市場開放や円滑化措置の拡大などを通じてよりレベルの高い自由貿易協

定のバージョンアップを図っていくことにした。市場開放やルール制定においては、

ASEAN 側の利益訴求を優先するまで言い切っている。 

このように中国は、中国・ASEAN 間の FTA を深化させるとともに、その効果を全アジ

ア域内に広げていきたいと考えているに違いない。なかんずく日中韓 FTA の締結は優先課

題とされている。なぜなら、日中韓 FTA が完結すれば、ASEAN と繋げて東アジア地域統

合（ASEAN プラス 3）の基盤が出来上がるからである。 

 

4．TPP に対する懸念、静観、そして接近へ 

 

ところで、2000 年代後半から米国は、成長するアジアで自国のプレゼンスが大きく低下

した一方、高度成長を続けている中国のプレゼンスは急拡大したのに気づいた。図表 10．

が示すように、米国とアジア関係国との貿易緊密度をあらわす指標として輸出貿易結合度

で見れば、2000 年に 1.0 以上であった国々の大部分は、1.0 以下となってしまった。逆に、

中国との貿易結合度は大幅に上昇した。そこで米国は、2008 年 2 月に成長するアジアをつ

なぎ止める手段として TPP に参加する意思表明をし、サブプライム危機を脱却するに必要

な雇用拡大や輸出拡大を目指して、アジア諸国の市場開放のための TPP を主導して推進す

るようになった。 

                                                   
3 王勉、熊紅明『中国・東盟自貿区の「熱」と「冷」』

http://www.banyuetan.org/chcontent/jrt/2013918/48687.html（2013 年 10 月 15 日参照） 
4 第 10 回中国・ASEAN 博覧会における李克強総理の演説（2013 年 9 月 3 日） 
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図表 10．主要国・地域間の貿易結合度の変化（輸出） 

（2000 年）     （2010 年） 

 日本 中国 米国 EU15   日本 中国 米国 EU15 

日本 － 1.7 1.5 0.4  日本 － 1.9 1.1 0.3 

中国 2.7 － 1.0 0.4  中国 1.5 － 1.3 0.5 

香港 0.9 9.3 1.2 0.4  香港 0.8 5.1 0.8 0.3 

台湾 1.8 0.5 3.8 2.4  台湾 1.3 2.7 0.8 0.3 

韓国 1.9 2.9 1.1 0.4  韓国 1.2 2.5 0.8 0.2 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1.2 1.1 0.9 0.3  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 0.9 1.0 0.5 0.3 

マレーシア 2.1 0.8 1.0 0.4  マレーシア 2.0 1.2 0.7 0.3 

タイ 2.4 1.1 1.1 0.4  タイ 2.1 1.1 0.7 0.3 

米国 1.3 0.6 － 0.6  米国 0.9 0.7 － 0.5 

EU15 0.3 0.3 0.5 －  EU15 0.2 0.3 0.5 － 

例：タイ対中国の輸出貿易結合度は、タイの輸出総額における対中国輸出比率／世界の輸出総額における

対中国輸出比率で計算される。比率が同じであれば 1 となるが、1 を超えれば、タイ輸出の対中輸出

依存度が高く、貿易関係はより緊密になる。 

（出所）「ジェトロ世界貿易投資報告」2011 年版 

 

4.1 TPP を推進する米国の思惑に対する懸念 

 

こうした中、アジア経済統合を積極的に推進している中国には、米国主導の TPP に安易

にのれない現実と蚊帳の外に置かれた場合の不利益というジレンマと、東アジア経済統合

に対する遠心力が生まれるのではないかという懸念などが絡み合い、焦燥感が見られた。

特に中国の専門家や世論は、米国は経済的には TPP を通じてアジアの高度経済成長をシェ

アし、アジア太平洋の地域協力の主導権を握ろうとする一方、安全保障上は中国の台頭を

抑制しようとしている。だから、事実上、中国排除の目的を達成するために中国が TPP に

参加し難いような条項を数多く設けようとしているのだ、と米国の TPP 戦略を経済と安全

保障両面から分析している5。また、米国は「中国への過度の依存」を憂慮し、米国をバラ

ンサーとして期待するアジア関係国の思いをうまく取り込み、「アジア復帰」を果たしたの

だとされている。中国専門家からは、米国主導の TPP に参加できない中国は国益が損なわ

れるが、周辺国の「リスク分散戦略」（hedging strategy）を受容せざるを得なく、周辺環

境は悪化してしまうと自国の無力感さえ聞かれる6。 

 

                                                   
5 李向陽（2012）「環太平洋パートナー経済連携協定：中国の台頭過程における重大な挑戦」 
6 楊毅（2013）「米国のアジア太平洋周辺連盟と中国の周辺戦略」 
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実際、米国のメディアは、TPP はアジア地域における中国の経済的影響力に対抗するた

めに用いると示唆しており、オバマ大統領の選挙演説で中国に国際貿易ルール（米国の設

定するルールと解されよう）を遵守させるためのプレシャーを感じさせるために TPP を推

進すると言明したのも、中国側の懸念を増幅させたと推測される。例えば、米有力シンク

タンクであるピーターソン国際経済研究所（Peterson Institute for International 

Economics）の貿易専門家は「将来の経済制度設計において中国に対抗するため、米国はア

ジアで米国の「旗」（American flag）を掲げようとしている」と中国の影響力を抑えるた

めに TPP を利用しようとする考え方を表明している7。 

 

4.2 交渉の推移をしばらく静観していた中国 

 

しかし、中国政府の公式見解は、ASEAN プラス 3、ASEAN プラス 6、TPP などを基礎

とするアジア太平洋自由貿易地域創設を支持するとしている。実際、2011 年 5 月に開催さ

れた米中戦略経済対話（S&ED）においては、米国と TPP の進捗や中国・ASEAN の FTA

に関する情報の共有化に合意していた。つまり、中国当局はむしろ、TPP の動向を静観し

ているように見られる。 

図表 11．が示すように、TPP 交渉参加メンバーの WTO における関税率、政府調達協定

加入状況、サービス業開放状況から判断して、高いレベルの TPP 交渉妥協には相当時間が

かかると考えられる。TPP の交渉分野は 21 にも及んでいるが、現状では法律テキスト（29

章）にも合意が見られておらず、市場アクセス（物品、サービス、政府調達、投資）交渉

は、なおさら時間がかかる。例えば、TPP 交渉参加メンバーの中で WTO の政府調達協定

（GPA）に加入している国は 4 ヵ国しかなく、レベルの高い政府調達協定を達するには至

難の業が必要となろう。したがって、中国は、ベネフィットとコストを比較考慮して、現

段階で TPP 交渉に参加する必要はないとしたたかに計算し、TPP 交渉の進捗推移を見てい

たに違いない。 

もちろん、中国当局が手をこまねいて何も動かなかったのではない。想定される TPP の

マイナス効果を相殺させるために、前述した中国・ASEAN 自由貿易協定のバージョンアッ

プ交渉提案や、後述する中韓 FTA の推進や他の 2 ヵ国間 FTA 推進を積極的に進めている。

他方、交渉の推移に合わせて TPP に対する姿勢も微妙に変化してきている。特に、日本が

交渉に加わったことで TPP の重みが急速に増してきた。 

 

                                                   
7 Bob Davis（2011）“In trade Talks, U.S.Targets State Subsidies” 
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図表 11．関係国の貿易・投資自由化の状況（2013 年 4 月現在） 

 

（出所）WTO 

（注）（ ）内の関税は 2011 年に適用された関税、（O）は Observer 

 

4.3 対抗意識から協調意識へ 

 

ところで、TPP 合意は難しいが、交渉は着実に進行しているのを見越してか、2013 年 5

月 30 日に中国商務部は、「慎重な研究を踏まえて、平等と相互利益の原則に基づき、TPP

交渉参加のメリットとデメリットおよび可能性を検討する」と発表し、TPP にポジティブ

にかかわっていくという政府の姿勢を表明した。このような政府の TPP への接近に対して

中国の世論は概ね好意的に受け止めている。海外では、TPP に対する中国の戦略的転換と

もとれる背景について様々な憶測はあったが、激変する国際情勢に押され変更せざるを得

ない守りの姿勢と、国益を実現するために積極的に打って出るというポジティブな戦略を

ミックスした政策変更だと言えよう。以下、中国当局の発言や研究者によって発表された

論文などを参考に、中国側の政策意図をまとめてみよう。 

第 1 は、中国参加のない TPP はあまり実利がなく、中国を招待せざるを得ないと米国が

理解したのではないかと中国は分析しているかもしれない。図表 12．が示すように、北米

3 ヵ国と日本とオーストラリア・ニュージーランドの合計 GDP は、約 96%に達し、TPP

が北米自由貿易協定（NAFTA）のアジア・太平洋先進国地域への拡大版であると評価でき

るが、アジア新興国の活力を取り入れるには物足りない。図表 13．が示すように、TPP 交

渉に参加しているマレーシアとベトナムの GDP はアジア新興国の 4％以下であり、中国は

約 74％を占めている。 
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図表 12．NAFTA の拡大版となる TPP（2012 年ドルベース） 

 

（出所）IMF 

 

図表 13．アジアの新興国の GDP 規模 

（出所）IMF   

（注）TPP 交渉参加国：マレーシア、ベトナム 

単位：千億ドル（2017 年） 
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したがって、中国は、自国の経済優位性を生かして、TPP で主導権を握りたい米国に配

慮し、恩を売ることにより見返りを求める戦略に出たのではないかと考えられる。つまり、

中国にはアジアにおける米国の利益訴求（既得権益を守ること）に配慮して、米国に中国

の言う「核心的利益」を配慮してもらい、米国と「新型大国関係」を築き挙げていこうと

いう発想があろう。 

第2に、TPPを中国包囲網構築に利用しようとする策略を無力化する戦略が考えられる。

少なくとも一部の反中国勢力と中国に見なされているのは、米国の「アジア復帰」戦略に

乗じて通商政策のツールである TPP を、中国包囲網構築という安全保障政策に活用しよう

としていると分析している中国の専門家もいる。実際、中国と一部の周辺諸国との緊張関

係が生じているのは、その策略が功を奏しているのではないかと憶測を抱きはじめている。

米国と協力すれば、そのような策略を無力化させることができると考えられる。 

第 3 に、これまでもっぱら安全保障や政治的な意味合いでの TPP の分析に傾いたのに対

して、TPP を外圧として利用し、中国国内の構造改革や経済効率の向上を図るという通商

協定の本来的な役割を評価する見方が台頭してきている8。経済的な分析に主眼をおいた論

者は、WTO 加盟から多大な恩恵を中国にもたらした経験を引き合いに TPP 交渉に参加す

べきとアピールしている。例えば、WTO 加盟前に白熱した論争が展開された自動車産業と

金融業について、WTO 加盟後は国内産業の衰退は見られず、むしろ大発展を遂げたと評価

されている。TPP 参加による構造改革寄与論の趣旨はある意味で「改革は中国に最大なボ

ーナス」と再三にわたって強調している李克強総理の考えと軌を一にしている。 

 第 4 に、米国は TPP とともに「環大西洋貿易投資パートナーシップ」（The Transatlantic 

Trade and Investment Partnership: TTIP）をも推進しはじめている。現在、中国は TPP

と TTIP はともに関わっていないので、WTO を介しない通商ルールの形成でカヤの外に置

かれてしまう懸念が日増しに高まっている9。地理的に TTIP とは無縁なので、TPP へ関わ

っていくのは、これからの通商ルール形成に身を置く近道ではないかと中国は悟ったので

はないかと考えられる10。つまり、TPP への積極的関与は、米欧 FTA への「転ばぬ先のつ

え」という次善の策であるという考え方も存在している。 

 このように、TPP に対するスタンスの変化は、TPP を積極的に推進する米国の本意を中

国が読み直した側面もあると考えられる。つまり、米国が TPP を推進する真意は、中国を

排除するのではなく中国市場の開放を迫ることにあり（酔翁の意は酒に在らず）、図表 12．

が示すように、中国以外の国々（2013 年 4 月に交渉に参加した日本を除き、経済規模の小

さい国々ばかり）との交渉加速を声高に叫んでいるのは中国に孤立感を感じさせ、自分の

用意した「ワナ」にはまらせる心理戦であると分析することも可能であろう。確かに、中

                                                   
8 例えば China Finance 40 Forum（2013）「新形勢下対外開放的戦略布局」 
9 2012 年 9 月 26 日中国社会科学院アジア太平洋研究院でのヒアリングによる 
10 張其佐（2013）「米国加速推動建立 TPP 和 TTIP：動因如在？影響如何？」 
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国を迎え入れない自由貿易の枠組みは経済的に意味があるか疑問を抱かざるを得ない。 

 

5．アジア経済統合を一層活発に推進する中国 

 

以上で見てきたように、中国は米国主導の TPP に対する最初の懸念から、静観、そして

接近へとスタンスを変えてきている。他方、TPP に刺激され、アジアの市場統合において、

自らより積極的に取り組んでいく戦略も取り始めている。また、対外的により積極的に攻

めていくため、中国は対外市場開放に備える国内の環境整備にもすでに着手している。 

 

5.1 日本を引き付けるため中韓 FTA を優先的に推進 

 

前述したように、中国は TPP の動きを消極的に見守っているのに止まっているわけでは

ない。将来的な TPP 交渉参加を排除しない姿勢を見せる一方、TPP の影響を緩和する東ア

ジアでの FTA 戦略を一層推進するセカンドベストにも努めている。 

 

図表 14．中国の輸出先別シェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中国税関統計 

 

実際、TPP 議論と関係なく、市場の多様性推進と世界経済の多極化形成を目指して、中

国は特に日中韓 FTA に期待をかけていた。日中韓 3 ヵ国は GDP 規模で世界の約 20%、東

アジアの約 70%を占めているが、EU や NAFTA などの域内の貿易依存度と比べ、北東ア

ジア 3 ヵ国の貿易依存度は低い。特に、中国の対日韓の貿易依存度は、2005 年の 21%から

図表14　中国の輸出先別シェアの推移
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2012 年の約 15%まで減らしてきている。北東アジアの GDP 規模と比べて貿易の相互依存

度は極端に小さい。したがって、日中（韓）FTA の推進における中国の狙いとしては、ま

ず貿易自由化や便利化の実施によって北東アジア域内貿易の拡大は、大きな潜在性を有す

ると考えている。また、技術力に優位性のある日韓と FTA を締結すれば、これまであまり

進んでいない対中技術移転や日韓両国における中国企業の M&A 活動にも制度的な保障が

得られる。さらに、中国は日本の最大の貿易相手国になっており、経済的には日本にとっ

て日中韓 FTA は TPP よりも大きなベネフィットがある一方、漸進的自由化のアプローチ

が見込まれる以上、日本国内の反対勢力も少ない。結果的に日本をアジアに引き付け、ア

ジア地域統合の結束が図られる。このメリットもあり、対日韓 FTA は中国の FTA 戦略に

おいて優先対象地域となっている。 

2013 年 3 月 28 日に日中韓 3 国は、FTA 締結に向けて第 1 回目の交渉を終えた。物品や

投資、サービス分野で作業部会を立ち上げ、交渉分野や交渉の進め方などについて議論し

た。第 2 回交渉は、2013 年 7 月末に上海で行われたが、大きな進展は見られなかった。そ

して第 3 回会合を年末に日本で行うこともアナウンスされている。現段階で、貿易、投資、

サービス、貿易ルール、税関協力、競争政策、原産地規則、紛争処理、衛生と植物検疫、

技術の貿易障害に関する 10 の作業グループの設立や、知的財産権及び電子商取引に関する

専門家委員会の立ち上げは決まっている。また、第 2 回の交渉で政府調達、環境保護、食

料の 3 分野が追加され、合計 15 分野で交渉を行うことを決めた。この範囲は、21 分野に

及ぶ TPP より狭いと言わざるを得ない。また、TPP 交渉と違って、交渉完了時期は合意さ

れていない。 

もっとも、日本については現在考えられている EPA／FTA 対象国・地域の中で、対中 FTA

の経済効果がもっとも大きく、かつ農業セクターなどからの反対意見も少ないにもかかわ

らず、対米関係の配慮から対中 FTA を優先するには大きな困難があろうと中国は見ている。

中国の対日 FTA 戦略に大きな影響を与えたのが、2012 年 9 月 11 日に日本政府による尖閣

諸島（中国名「釣魚島」）国有化を契機に生じた日中の緊張関係であった。現在の政治・安

全保障環境において日本が日中韓 FTA に本気で取り組むのかに対して疑問を抱き始め、中

国の FTA 戦略の中で対日 FTA の優先順位は大きく低下したと考える11。 

他方、韓国については、対中 FTA の経済効果が対 EU・対米・対日・対アセアン FTA よ

りも大きく、かつ対米 FTA はすでに結ばれており対米配慮の要素が少ない。また、日本と

違い、韓国には北朝鮮からの脅威を解消するため中国は欠かせないパートナーであるとい

う安全保障上のインセンティブもある。したがって、中国は韓国との FTA 締結をアジア経

済統合の最優先課題として取り組んでいる。実際、2012 年 5 月 2 日に中韓は、日中韓 FTA

交渉に先行して 2 国間 FTA 交渉を開始した。また、2013 年 6 月末に行われた中韓首脳会

談で広範囲にわたる実質的に高レベルの FTA を目指して交渉を加速させることに再び確認

                                                   
11 2013 年 4 月 23 日に「第 9 回日中産官学交流講演会」で中国の貿易専門家で列挙した中国の FTA 優先

地域は新興国地域、RCEP、上海協力機構、APEC などであった 
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されている。 

中韓 FTA 交渉は、2 軌道、2 段階、2 年間で行われると言われているが、これまで 7 回に

わたる交渉が行われ、第 1 段階の交渉は終えたとアナウンスされた。第 1 段階では、交渉

範囲、センシティブ分野、第 2 段階の交渉指針について交渉が行われ、関税品目で 90％の

物品が関税を撤廃すると決めた。第 2 段階は産業別の正常物品、開成工業団地の生産品の

取り扱い、非関税障壁、原産地、通関手続きなどについて交渉が行われるという。FTA 交

渉を加速させるという中韓トップ層の決意は固く、2014 年中央までには交渉が完結される

と見込まれる。 

 

5.2 周辺化を懸念する ASEAN との連携を狙う中国 

 

このように、中国は北東アジアにおける市場統合を積極的に推進するとともに、現在の

ような TPP 枠組みやアプローチに懸念を有する ASEAN との連携も進化させようとしてい

る。特に、中国は 2012 年 11 月 20 日にカンボジアで開催された東アジアサミットでアジア

を束ねた地域包括経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP）の

交渉開始が宣言されたことを積極的に評価している。 

比較的規模の小さい国々からなる ASEAN は、ASEAN 自由貿易地域（AFTA）を 1992

年に締結し、段階的な貿易自由化を行った。2015 年に ASEAN経済共同体を目指している。

対外的に、中国、韓国、日本、インド、オーストラリア・ニュージーランドとそれぞれ FTA

を締結し、発効させている。つまり、ASEAN は、ASEAN 地域を軸とするアジア大の FTA

ネットワーク（ASEAN プラス 1 の FTA）を構築したのである。相手国の間で締結してい

る FTA がなお少ない現状を考えれば、東アジア経済統合において、ASEAN は事実上中核

的な位置を占めている。ASEAN がアジア地域の主導権を取れたのは、アジア経済統合にお

ける日中の主導権争いを避けるため ASEAN を立てる配慮や、安定した経済成長で魅力が

増してきたからと言えよう。 

ところで、ASEAN は近年一部の加盟国による TPP 参加の動きは、地域の結束を弱める

方向に作用すると懸念していた。さらに、米国による TPP 推進は、アジア経済統合の主導

権が取られて、自身は周辺化されてしまうのではないかと、ASEAN は弱体化の懸念を増幅

させている。実際、ASEAN10 のうち、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシアの

4ヵ国は TPPメンバーになっているが、ASEAN事務局や域内大国であるインドネシアは、

TPP でASEANが真二つに割れることに大きな懸念を抱き始めた。さらに、米国による TPP

の推進に加え、日中韓 FTA に関しても交渉に入る準備が整いつつあることも、ASEAN の

RCEP 形成の提起を急がせたとも考えられた。図表 15．は、RCEP のカバーする国々であ

るが、基本的には ASEAN プラス 1 を一つに束ねたものである。 

実際、RCEP と同じ地域（ASEAN プラス 6）をカバーする経済統合の構想、すなわち、

東アジア包括的経済連携協定（CEPEA: Comprehensive Economic Partnership in East 
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Asia）は、2006 年に日本によって提起された。当時、CEPEA は中国から提起した EAFTA

（ASEAN プラス 3「日中韓」）に対抗するためと言われ、「経済政治両面で日本の影響力を

維持・強化」しようとするものであったが、2010 年ごろから CEPEA と EAFTA を統合し

ていこうとする動きもあった。その後、米国による TPP 推進が加速され、アジア経済統合

について中国は TPP を警戒しこれまで以上にアジア域内での経済統合を加速させようとす

る姿勢を見せているが、日本の議論は TPP に傾いたため CEPEA の推進力が急速に弱くな

ってしまった。したがって、日本の態度変化も ASEAN による RCEP 推進を加速させた側

面もあった。つまり、ASEAN による RCEP 推進は、日本をアジア地域統合に引き付ける

ためであるとも考えられる。 

 

図表 15．RCEP がカバーする地域（概念図） 

 

（出所）著者作成 

 

このように、大国の狭間で中庸の態度を取ってきた ASEAN は、TPP を警戒しながら

CEPEA と EAFTA の流れをうまく汲み上げ、アジア経済統合の主導権を握り、2011 年 11

月に開催された東アジア首脳会議で RCEP を提案し、2012 年 11 月に開催された EAS で

RCEP 交渉開始に合意させた。図表 16．がその概要を表している。 
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図表 16．TPP／RCEP の概要 

  人口 

(億人) 

世界 GDP

シェア(％) 

11～15 年の 

GDP 伸び率(％) 

域内貿易 

シェア(％) 

妥協 

目標年 

市場規制 主導 

RCEP(16 ヵ国) 34 28.4 7.1 44.2 2015 例外容認 ASEAN 

TPP(12 ヵ国) 8 38.2 4.2 41.6 2013 原則撤廃 米国 

（出所）IMF・ジェトロなど 

 

2013 年 5 月 9 日～13 日に初回、9 月 24 日～27 日に第 2 回目の交渉が行われた。21 分

野に及ぶ交渉が行われている TPP と違って、RCEP は 8 分野（物品貿易、サービス、投資、

経済と技術協力、知的財産権保護、競争政策、紛争解決、その他）を想定し、自由化プロ

セスで重要な 3 分野（物品貿易、サービス貿易、投資）について作業部会を設置し、交渉

を優先的に行っている。 

ただし、図表 17．が示すように、経済規模の小さい ASEAN が狙うとおりに RCEP 交渉

を運ばせたのは、世界経済規模第 2 位と 3 位の中国と日本のサポートにかかっている。中

国のサポートは極めて積極的である。なぜなら、ASEAN による RCEP の推進は、TPP の

動きによるアジア域内統合の停滞を懸念する中国にとって「渡りに船」となりうるからで

ある。 

 

図表 17．ASEAN 主導の RCEP と実質的な推進者：中国（2012 年ドルベース） 

 

（出所）IMF 
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実際、ASEAN とともに RCEP の流れを加速させるのは、中国にとって自然の選択とな

ろう。ASEAN 主導となれば、米国と直接対決することや、日本と主導権争いとなる状況も

解消できるし、ASEAN 主導であれば、米国や日本から横やりもいれにくくなると中国は戦

略を練っているかもしれない。実際、2012 年 11 月に開催された東アジアサミット（EAS）

で中国の温家宝首相が ASEAN 主導の RCEP を全面的に支持し、交渉に積極的に参加する

と表明したことや、2013 年 10 月に行われた APEC 非公式サミットや東アジアサミット等

の場で ASEAN 主導の地域統合への支持を再三表明したのはそのような背景があったから

であろう。この意味で中国は、RCEP を東アジア地域統合のプロセスの停滞ないしアジア

地域の分裂を防ぐツールとして期待している。 

さらに、RCEP には、オーストラリア、日本、インドも加わっている。中国は、これら

の国々と 2 ヵ国間 FTA を結ぶようアプローチしているが、実を結ぶには至っていない。

ASEAN 主導でこれらの国々と FTA 関係に入るのは、むしろ中国の狙っているところであ

り、RCEP で「一網打尽」の効果が期待されているかもしれない。 

また、「参加国の特殊かつ多様な事情を考慮しながら」推進するという RCEP の交渉に対

する基本原則は、アジア経済統合の推進における中国の主張と合致しており、参加しやす

い環境にもある。 

 

図表 18．「ASEAN プラス１」の発展形である RCEP 

RCEP 関係国・地域の貿易・投資自由化の状況（2013 年 4 月現在） 

 

（出所）WTO 

注）：（ ）内の関税は 2011 年に適用された関税、（O）は Observer 

 

図表 18．が示すように、RCEP 交渉参加メンバー（TPP 非参加国）自由化度合いは明ら
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かに TPP メンバーより遅れており、RCEP の自由化レベルは TPP より低くならざるを得

ないのは明らかである。ただし、RCEP の漸進的自由化のアプローチは ASEAN の考えと

も軌を一にしている。例えば、ASEAN のスリン前事務局長は、関税の原則撤廃など高い自

由度を求める TPP について（競争力のない途上国は）まだ加われないと指摘し、RCEP は

途上国への一定の配慮をうたっているため、アジア各国が開発レベルにあわせて参加でき

ると評価している。実際、日本国内においても、RCEP に対する反対の声は聞かれない。

したがって、TPP よりも RCEP のほうが早期に合意される可能性さえあると考えられる。 

 

5.3 TPP 参加の前哨戦となる対米投資協定の本格交渉へ 

 

しかし、中国にとって、日本と同様アジア地域の経済統合を推進する上で対米関係をい

かにマネジメントしていくのが将来の最大な懸案事項となろう。 

TPP 推進における「中国排除」という考えが米国の戦略に込められているかどうかは定

かではなく、誤解か思い込みに過ぎないかもしれない。なぜなら、中国と同じような一党

独裁国であり、中国よりも発展段階が遅れているベトナムを米国は交渉メンバーとして迎

え入れているからである。「中国排除」とされている労働組合、労働基準、環境基準、知財

保護に関連する厳しい基準を、ベトナムが受け入れられ、中国が受け入れられない理由は

どこにもない。NAFTA 交渉過程で見られたように、米国内の圧力（議会、労働組合、NGO

など）により、通商当局が労働基準、環境基準を厳しくし、例外なき自由化を要求せざる

を得なくなっているという背景もあると理解されるべきだろう。したがって、中国は国内

改革を加速させ、TPP の中で米国と渡り合い、ルール形成に積極的に挑戦していくべきで

ある。 

実際、2013 年 6 月 7 日－8 日に米国カリフォルニア州の保養地で開催された米中首脳会

談において TPP 交渉の情報提供や米中投資協定交渉の加速に関して米中が合意したのは、

中国が対米通商関係を深めようとする試みであると言えよう。同年 7 月 10 日－11 日には両

国の主要閣僚が揃って参加した第 5 回「米中戦略・経済対話」で高水準の投資協定交渉開

始が正式に合意された。 

2012 年米中間の貿易総額は 5,360 億ドル、米中にとって中国は米国の第 2 の貿易相手、

米国は中国の第 1 の貿易相手となっている。また、米国の対中直接投資の累積額は 700 億

ドルに達し、2013 年 1－9 月の対中直接投資も 29 億ドル、21.3％増（中国の対内直接投資

全体の伸び率は 6.2％）で対中投資を加速している。他方、中国の対米直接投資は 200 億ド

ル、対米証券投資は約 1.3 兆ドルに達した。したがって、米中関係において貿易投資イシュ

ーは常にプライオリティーの高い存在となっている。 

上述した高水準の投資協定で言う「高水準」とは、「投資前の内国民待遇」

（Pre-establishment National Treatment）と「ネガティブリスト方式（Negative list）」

を原則とする約束をさす。中国は、WTO での約束や 150 以上の二国間・地域間投資協定に
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おいて「投資前の最恵国待遇」（Pre-establishment Most Favored Nations Treatment）は

与えているが、内国民待遇については「投資後」（post-establishment）しか与えていない。

また、中国は、外国直接投資に対して一部の産業を除いた産業の自由化「ポジティブリス

ト」しか交渉していなかった。「ネガティブリスト」を受け入れたことは、全産業への投資

可能が基本でリストに載せる分野だけが例外とすることを意味する。つまり、中国は、日

本の TPP 参加議論で言う「聖域無き投資自由化」（オン・ザ・テーブル）に同意したので

ある。 

高水準の投資協定交渉開始合意に関して、ルー米財務長官は「中国が「投資前の内国民

待遇」と「ネガティブリスト」を前提とする交渉に同意したのは重大な突破となり、歓迎

する」との声明を出したが、米業界も歓迎すると口を揃えた。他方、中国のメディアやア

ナリストも総じて前向きな評価を表し、ハイレベルの投資自由化は、WTO 加盟と同じよう

に「外圧」となり中国国内の経済の効率性や競争力の強化のドライブになりうるとし、構

造改革による経済・産業の高度化を最重要課題として取り組んでいる習政権の政策と軌を

一にしていると見ている。 

実際、中国当局は、将来の高い水準の自由化に備えてすでに国内の制度改革に着手して

いる。その代表的な事例は、2013 年 9 月 29 日に発足した「中国（上海）自由貿易試験区」

である。この試験区においては、金融、海運、医療サービス、ネットサービスなど 18 業種

で市場アクセスが大きく緩和されたに止まらず、中国の経済管理制度においてはじめて上

述した「ネガティブリスト」、外資に対しては「投資前の内国民待遇」が採用された。その

後に発表された「ネガティブリスト」は、89 の大分類（419 中分類、1,069 の小分類）に

上り、190 項目の管理規定が置かれ、規制の幅はなお大きいと批判する声も聞かれたが、世

界的に通用する「ネガティブリスト」方式が採用された自体に大きな意味がある。「中国（上

海）自由貿易試験区」の実践を踏まえて、3 年後に全国に普及させることも目指されている。

「中国（上海）自由貿易試験区」に続いて発表された「健康サービス業界発展促進に関す

るいくつかの意見（国務院、2013 年 10 月 14 日）」も、市場開放について「禁止されてい

なければ参入できる」という「ネガティブリスト」方式を採用した。これらの国内政策の

変化は明らかに米中投資協定の締結などに向けた国内制度基盤を整えようとする試みであ

ろう。 

思うに、中国は 2013 年 6 月末に TPP 参加への可能性を検討すると発表して世を驚か

せたが、その後、中韓 FTA や中豪 FTA、RCEP についても「高水準」の協定締結を言いだ

している。また、2013 年 9 月末には、日米欧など 23 ヵ国・地域の有志者による、21 世紀

型の高レベルの自由化を目指す「サービス貿易新協定」（TiSA: Trade in Services 

Agreement）の交渉にも参加する決定をした。対米投資協定交渉のほかに、対 EU 投資協

定の交渉も決定されている。これらの動きは、これまで漸進的自由化にこだわっているス

タンスを改め、前提条件を付けずに交渉テーブルで渡り合うことを決心したというシグナ

ルではないかと考えられる。この意味で米中投資協定や EU 中国投資協定における中国の
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取り組みがもっとも重要な試金石となろう。注目に値する。 

 

6．おわりに：取り残された米中 FTA の行方 

 

このように、アジア域内の経済統合ないし自由貿易協定の締結は、中国にとって WTO レ

ジームによる自由化プロセスの停滞を補うツールとして機能できるだけでなく、グローバ

ル経済の不安定に対応するための市場の多様性推進にも必要である。また、経済統合のプ

ロセスは、様々な「誘惑」による地域分断を防ぐアジア域内結束政策としても期待されて

いる。さらに、FTA や地域間自由貿易協定の締結を通じて、国際ルールの受け入れや国際

競争にさらすという「外圧」を利用した国内体制改革（特に、経済管理制度改革、金融制

度改革、国有企業改革など）を実現させたい考え12もある。 

つまり、2000 年以降に中国主導で東アジア経済統合を進めてきたが、近年米国の「アジ

ア復帰」政策によって中国のアジア統合政策は思うように進められなくなり、TPP 推進に

おける米国の意図を読みきれず、中国国内における政策議論には焦燥感も見られた。世論

は、もっぱら安全保障の視点に傾き TPP 対策が強調された。ただ、習近平新政権は、通商

政策における経済的な意味により重視し、アジアでの地域統合を推進するためには対米通

商関係の健全化や高度化を図らなくてはならないと理解しはじめ、TPP に対する姿勢も変

化が生じたのである。 

しかし、筆者は TPP に対する中国のスタンスの変化は、推進者である米国の意図を前向

きに読み直した側面もあろうが、中国経済の「昇級版」の実現ないし「中国の夢」を実現

するために WTO 加盟による「蛙跳効果（ジャンプ効果）」を再び実現させなければならな

いという中国の内在需要に由来する側面が大きいのではないかと考える。この意味で、こ

れからの中国の通商政策はグローバルとより整合的、強調的になると推測される。 

 アジア地域統合との相関で見れば、図表 19．が示すように、RCEP の進展でその交渉

相手を計算に入れると、中国は、日本と同様東アジアすべての国と FTA 関係に入ることに

なる。特に、緊張関係が続く日中両国の自由貿易関係が RCEP を介して実現されるのは、

アジアの知恵であると言えよう。 

残されたのは、米中 FTA 関係に入れるかどうかになる。前述したように、2007 年から始

まった米中投資協定（BIT）交渉の足踏み状態を打開するために、中国は、「投資前の内国

民待遇」と「ネガティブリスト」方式を採用することに大きく踏み出した。米国が注目す

る国有企業の経営行動を規制する競争ルールや、知的財産権保護や環境規制の強化などは

いずれ中国自身にとって突破せざるを得ない課題であり、技術的な手法に関する意見の相

違はあっても方向性に米中は一致しているはずである。つまり、中国は、恐れることなく

対米 FTA も提起されるべきであろう。 

                                                   
12中国では、「倒逼機制」と呼ぶ。つまり、外部の圧力或いは推進力を利用して国内の抵抗勢力や慣性を打

ち破り、内部の変革を引き起こす制度的なメカニズムを指す。 
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図表 19．アジア太平洋関係国の FTA/EPA 相関図 

（2013 年 5 月末現在、●締結済） 

 

（出所）関係資料により筆者作成 

 

その意味で現在、米中間で交渉が行われている投資協定の締結は FTA 締結の前哨戦とな

り、TPP 参加への検討はポジティブなメッセージとして米国も受け止めるべきではないか

と考える。「中国包囲網」のような発想は、ブーメランのように自分も傷づいてしまう。米

中両国の政策担当者に期待したいのである。 
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