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要約 

本稿の目的は国内、国外に様々な問題を抱える中、日本が今後どのような対外経済戦略を取る

事が必要となるのかを検討するため、東アジア中心に経済協定を結ぶ「東アジア共同体」構想と

環太平洋戦略的経済連携協定(以下 TPP)加入のどちらが日本にとって有益となるのかを比較し

提言するものである。 

 

【第1章 現状・問題意識】 

まず第１章では、対外経済戦略の現状を整理し、そこから見出される問題を提起する。第１節

では日本が国内、国外に抱える問題を挙げつつ、今後の日本の対外経済戦略の選択肢として考え

られる「東アジア共同体」構想と TPP について説明する。次に日本に隣接する国の中でも注目

すべきである韓国と中国それぞれの対外経済戦略の現状についてもまとめ、対外経済戦略の動向

として東アジア EPA の遅れている理由と、TPP が台頭してきている理由について述べる。 

第２節では、韓国の対外経済政策の特徴である東アジア域外 FTA が日本にどういった影響を与

えるかをまとめる。韓国は米、EU などの東アジア域外との経済連携を図っており、日本が進め

る対外経済戦略とは対照的である。そういった東アジア域外 FTA が日本に与える影響も日本の

対外経済戦略を考えるうえで重要である。第３節では現状の日本国内の問題を語る上では外すこ

とのできない問題、東日本大震災について述べる。2011 年 3 月 11 日に起こったこの震災が日

本に与えた影響は多大なものであり、本節では経済産業省(2011)『通商白書 2011 年版』を参考

に主にその対外経済的な影響についてまとめる。 

以上から考えられる日本の原状についての問題点を農業分野に関する問題意識、製造業分野に

関する問題意識の 2 つに分けて考える。 

 

【第2章 先行研究及び本稿の位置づけ】 

第２章では、私たちの研究のオリジナリティを明確にするために、本稿を作成するにあたり参

考とした先行研究について検討した。 

本稿では先行研究として、浦田秀次郎、安藤光代(2010)『自由貿易協定(FTA)の経済的効果に

関する研究』、日本経済団体連合会(2011)『わが国の通商戦略に関する提言 別添―TPP を通じ

て実現すべき内容―』、経済産業省(2011)『通商白書 2011 年版』の三つを参考にしており、そ

れぞれの内容についての簡卖な要約を第 1 節でまとめ、第 2 節でこれらの先行研究を検討した

結果、本稿のオリジナリティを東アジア EPA と TPP を比較し、さらには震災からの復興とい

う視点を取り入れたところであるとした。 

 

【第3章 分析】 

3 章の分析は、TPP、EPA の締結によって、最も影響を受けることが予測されている農

業と製造業に関して、農業、製造業を別々に分析し、最終的には現在の日本において、東ア

ジアを中心とした EPA と環太平洋を中心とした TPP のどちらを選択するべきかを検討す

ることを目的とする。農業に関するデータは、1976 年から 2005 年の日本全体の数値を用

いて、長期的な動向について分析を行う。製造業に関するデータは、2002 年から 2008 年

の 47 都道府県ごとの数値を用いて、分析を行う。分析の手法は、製造業、農業のそれぞれ
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において最小二乗法による多変量解析により、計量方程式を推定する。農業に関して、分析

によって国内農業の衰退の要因が経済連携によるものというより、需要構造の変化や農業就

業者の高齢化が要因となっていることが明らかになった。製造業に関して、分析よって、環

太平洋を中心とした TPP と東アジアを中心とした EPA のどちらが日本にとって有益であ

るかの判断はできなかった。 

 

 

 

【第4章 政策提言】 

第 4 章では、第 3 章までのすべてをふまえ日本の今後取るべき対外経済戦略を提起する。 

第 1 節で第 3 章での分析の結果をまとめ、農業分野の分析により現状の日本にとって対外

経済政策は有益であることを、製造業分野の分析により東アジア共同体の形成と TPP 加入

のどちらが日本にとって有益か判断することはできなかった。 

また本稿では日本と TPP の最新の動向に関しては述べられていないので、第 2 節で 2011 年

11 月 18 日現在の日本と TPP の動向について整理する。 

そして日本が 2011 年 11 月 13 日に米ハワイで開かれた APEC (アジア太平洋経済協力会議)

首脳会議で TPP 交渉参加を表明したことから、私たちは今後の日本の対外経済戦略を考えるう

えで日本の TPP 加入は不可避であると判断し、第 3 節で TPP 加入の先に見据えた東アジア共

同体の形成を提言する。 
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はじめに 

現在、日本は国の内外で大きな問題を抱えている。中国の台頭による東アジア域内のパワ

ーバランスの変化、東日本大震災、そして福島の原発事故。現在わが国の内閣の動向は、日

本国民にとどまらず東アジア、それを越えて世界各国が注目している状態である。 

これらの日本内外で起こる大きな問題は、いずれも経済に影響を及ぼすものであり、これ

からの日本が東日本大震災、それによる原発問題からの復興に加え、世界の国々とどのよう

な関係を築いていくべきか議論する余地があると我々は考えた。 

そこで着目したのが、EPA（経済連携協定）と TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）で

ある。EPA（経済連携協定）は基本的に 2 国間での親密な関係を強化していく条約で、関

税の障壁を取り除くことはもちろん、物流や人の移動など様々な分野での連携である。東ア

ジア域内におけるＥＰＡは長期的にみての不戦共同体、つまり「東アジア共同体」形成の大

きなステップとなりうる。一方、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）は EPA のような 2

国間にとどまらず、アジア太平洋地域での自由貿易圏の形成を目指すための協定である。ま

たアメリカも参加していることが特徴である。こちらは関税を全廃することが基本方針であ

り、もし日本がＴＰＰに参加すると農業分野に大きな影響が出ることが予想される。 

果たして日本は東アジア域内の EPA を中心とし、長期的には「東アジア共同体」形成を

視野に入れた対外経済戦略と、アメリカを含む環太平洋地域での関税全廃が基本の TPP に

参加する対外経済戦略のいずれが復興と発展に効率的であるのか、また両経済戦略を効率よ

く使い分けていくのかを議論した。 

分析については、農業、製造業を別々に分析し、最終的には現在の日本において、東アジ

アを中心とした EPA と環太平洋を中心とした TPP のどちらを選択するべきかを検討する

ことを目的とする。分析の手法は、製造業、農業のそれぞれにおいて最小二乗法による多変

量解析により、計量方程式を推定する。農業に関して、分析によって国内農業の衰退の要因

が経済連携によるものというより、需要構造の変化や農業就業者の高齢化が要因となってお

り、製造業に関して、環太平洋を中心とした TPP と東アジアを中心とした EPA のどちら

が日本にとって有益かを分析した。 

そして分析の結果に、現在進行している TPP の動向も踏まえ、今後、推進していくべき

日本の対外経済戦略のあり方を議論し、とりまとめた。 
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第1章 現状・問題意識 

第1節 対外戦略の現状 

第1項 日本の対外経済戦略の現状 

日本は国の内外に大きな問題を抱えている。国外では、中国の台頭が日本を取り巻く東ア

ジア情勢に大きな影響を与えている。1990 年代から沿岸部を中心に急速な経済発展を遂げ

た中国は、我が国を抜き、2010 年に世界の第二位の経済大国となった。つまり、中国の経

済力が増大する中、日本の経済力が低下しているのである。それに伴い、中国市場の動向が

世界経済の動向を左右している。また、中国は経済権益確保のために領土要求を強め、中国

の軍事力が増強され、单シナ海では周辺諸国と軍事衝突を繰り広げている。こうして東アジ

ア情勢は不安定化し、「ASEAN＋3」の掲げる「東アジア共同体」が色あせてしまう危険性

がある。しかし、アメリカや豪州、カナダなどを含めた環太平洋戦略的経済連携協定（以下、

TPP）に参加することは、農業大国との競争のなか、国内農業の衰退を加速させてしまう

危険も大きい。 

国内の問題は、2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災と福島の原発事故で我が国が

受けた莫大な被害である。人口減尐の下でデフレに苦しんでいた日本経済にとって、東日本

大震災からの復興の道は決して容易ではない。この大震災で、日本企業の国内生産拠点を中

核としてきたサプライチェーンが寸断された。国内だけではなく、世界の経済活動にも大き

な影響を与えた。政府はインフラ復旧への支援などを通じて、一刻も早いサプライチェーン

の再構築を促すと同時に、国内空洞化を防止するために国内企業の生産拠点を海外に流出す

ることを防がなければならない。そのためには海外に劣らないビジネス環境を整備すること

を考慮しながら対外戦略を考えていかなければならない。 

東アジアの中で、中国とともに日本の生きる道を見出すのが、東アジア域内の機能的協力

としての EPA 及び「東アジア共同体」である。EPA を述べる前にまず基礎となる FTA(自

由貿易協定)、EPA(経済連携協定)に関しての説明を述べさせて頂く。経済産業省の規定に

よると、FTA とは「特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・

撤廃する協定」とされている。FTA の締結は WTO（世界貿易機関）加盟国内で等しく適用

される税率などの例外とされ、締結国間のみで関税の削減・撤廃が可能になるため、更なる

貿易の活発化が期待される。  

そして EPA は「FTA を柱に、ヒト、モノ、カネの移動の自由化、円滑化を図り、幅広い

経済関係の強化を図る協定」であり、FTA には含まれない投資や協力などを含む幅広い経

済協力を可能にする。EPA の目標を 3 つに分けると、①物・サービス・人の円滑化 ②域内

における経済活動の円滑化 ③安定性・持続 的発展であり、協定を結び、この 3 つの目標

を達成することで日本にとって有益な国際環境、対外経済関係を形成することが可能になる

だけでなく、域内での協力的な経済成長も期待できる。 
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「ASEAN＋3（日中韓）」諸国は、1997 年のアジア通貨危機を契機に東アジア域内協力を

強化した。毎年、首脳会議を開催し、「東アジア共同体（an East Asia community）」を目

指すことを確認した。またインド、豪州、ニュージーランドを含めた「東アジアサミット」

も開催される。東アジア域内において、「機能的協力」を進めていく一環として、ASEAN

をハブとして、EPA（経済連携協定）が進んでいる。「東アジア共同体」を将来形成するの

であれば、日本、中国、韓国の存在はとても大きなものとなる。つまり日本、中国、韓国の

協力は不可欠なものである。しかし、現在、中韓、日韓といった個別間での FTA 交渉は始

まっているものの三国相互間では FTA は締結されておらず、制度的な経済統合の行方が危

ぶまれる。さらに日韓の間では 2004 年以後日本が中国産のノリの輸入を解禁し韓国が反発

したことや、竹島問題といったことで交渉は寸断している状態である。 

2004 年以後、日韓での FTA 交渉が寸断されているが、韓国ではアメリカや EU といっ

た巨大市場と FTA を締結させたり、中国との共同研究が終了したり、新興国でもあるイン

ドとの FTA 発効と、積極的に FTA 交渉を進めている。一方日本では 2000 年の FTA 締結

国数が 0 件だったのが 2011 年には 12 件に増加した。これは他国と比べ見劣りするような

数字ではない。しかし巨大市場との FTA、新興国との FTA といった観点でいえば韓国より

遅れをとっている状態である。日本では 2006 年 5 月に「グローバル戦略」を掲げ、東アジ

アとの EPA を加速し、資源産出国や人口大国との交渉に積極的に取り組むとともに、スピ

ード感をもって交渉を進めるとし、2010 年には EPA 締結国との貿易額の割合が全貿易額

の 25％以上を占めることを期待した。しかし、現在この政策は達成されていない。中国と

の FTA 締結に向けては共同研究も始まる気配がない。問題は、これら協定を東アジア地域

で拡大・深化させ、日本が中国、韓国とともに、東アジアの中で協力し重要な役割を担うこ

とができるかどうかである。 

一方、アメリカを含めた環太平洋経済に新たな活路を見出すのが、TPP（環太平洋戦略

的経済連携協定）である。現在、テレビ、雑誌、ラジオ等の多くのメディアを通じて TPP

に関する議論が交わされる中、2011 年 11 月 13 日米ハワイで開かれた APEC (アジア太平

洋経済協力会議)首脳会議で TPP の交渉参加を表明した。TPP とは、元々2006 年 5 月に、

シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの 4 か国が締結した FTA、P4（パシフ

ィック 4）という経済連携協定が原型であり、その後 2009 年にアメリカが参加意思を表明

し、2010 年 10 月からアメリカの主導の下に、オーストラリア、ニュージーランド、ベト

ナム、マレーシアも交渉に参加している。TPP は、加盟国の間で取引されるすべての品目

に対して、関税を原則的に 100 パーセント撤廃や金融サービスの市場アクセスを実現しよ

うという枠組みである。工業製品や農産品をはじめ、全品目を、2015 年をめどに関税全廃

を実現すべく議論が行われている。また、二国間自由貿易協定の集合ではなく、アメリカ主

導の下に域内独自の貿易自由化のルール作りや基準認証制度の標準化も視野に入れている。

しかし、参加国の間で意見の違いがかなり存在しており、交渉が難航している。 

具体的な交渉内容を見ると、例えばオーストラリアがアメリカに砂糖、牛肉の輸入自由化

などを求めているのに対し、アメリカはオーストラリアに知的財産権の保護強化などを要求

している。ほかにも、ニュージーランドやカナダとの交渉が難航しているとの情報があるが、

十分に開示されているとはいえない状況である。このようなことから、参加国間で妥協して

自由化の水準が低下する可能性もある。 

日本では今までに締結した FTA、EPA では関税撤廃率が低い上（大半が農作物）に、こ

の TPP においては、通常の FTA や EPA と異なり貿易における関税撤廃の例外品目をほと

んど認めないことと、農業の生産性の高い農業大国が多く含まれていることから、農業産品

の自由化の影響が大きくなることを懸念する向きもあり、農業分野の弱い日本に大打撃を与

えかねない。このまま TPP に参加すれば、農業に携わっている人々から非難を受けること

は目に見えている。参加する前に、政府が農業に対する支援を行い、制度改革することが求

められる。 
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TPP 加盟、交渉国に日本を加えた 10 か国の GDP は 9 割以上を日米 2 か国が占めるため、

実質は日米 FTA との見方もある。TPP に参加しない中国など東アジア諸国と距離を置き、

アメリカに回帰し、環太平洋の経済統合に日本の活路を見出すことは適当かどうかが問題で

あるといえる。 

 

（図１）東アジア EPA と環太平洋 TPP の比較表 

 
 東アジア EPA 環太平洋 TPP 

参加国 16 か国 

【ASEAN10 か国＋6(日本、

中国、韓国、オーストラリ

ア、インド、ニュージーラ

ンド)】 

10 カ国(日本を含める) 

【アメリカ、ニュージーラ

ンド、ブルネイ、チリ、オ

ーストラリア、ペルー、ベ

トナム、マレーシア】 

性格 物品だけでなく、投資、知的財産権、労働など包括的な

経済連携協定 

・関税の引き下げ 

・効率の良い生産ネットワ

ーク 

・原則例外品目を認めない

関税撤廃 

・中国を牽制するという政

治的狙い 

根拠法 授権条項、GATT２４条、

GATS５条 

GATT２４条、GATS５条 

日本の貿易に 

占める割合

(2008) 

東アジア(ASEAN+3) 約

48% 

中韓 約 34% 

アメリカ 約 14% 

 韓国 中国 マレー

シア 

アメリカ 日本 

関税率 自動

車 

8% 10% 0～

35% 

2.5% 0% 

電気

機器 

8% 10~20% 4.3% 1.7% 0.2% 

農産

品(平

均) 

48.6% 15.6% 13.5% 4.7% 21% 

為替相

場 

2010 7.16 円

／100

ウォン 

12.30円

／元 

27.22

円／リ

ンギ 

81.49 円／ドル 

2009 7.89 円

／100

ウォン 

12.54円

／ 

元 

26.50

円／リ

ンギ 

92.10 円／ドル 

FTA の

数 

発行

済 

6 6 4 9 9 

交渉

中 

10 5 7 8 6 

人の移

動 

(2008) 

出国

者総

数 

約 263

万人 

約 310

万人 

約11万

人 

約 80 万人 

東アジア全体 約 670 万人 

 

（出所）筆者作成 
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（図２）現在のアジア経済連携構造 

 

 

 

                  ＡＰＥＣ（21 ヶ国）＝ＦＴＡＡＰ 

                                  ロシア 

             東アジアサミット（16 ヶ国） 

             ＝ＡＳＥＡＮ＋6              NAFTA 

                   ＝ＡＳＥＡＮ＋3 

                 日本  中国  韓国       メキシコ 

               ＡＳＥＡＮ（10 ヶ国）   

     ラオス     インドネシア  フィリピン  タイ    カナダ 

      

     カンボジア          ＴＰＰ（9 ヶ国） 

                シンガポール ブルネイ       アメリカ   

     ミャンマー 

                ベトナム   マレーシア      チリ 

           

     インド      オーストラリア  ニュージーランド   ペルー 

                

                 台湾      香港   パプアニューギニア  

 

（出所）筆者作成 

 

（図３）TPP 交渉 21 分野 詳細表 

 

物品市場アクセス 原産地規則 

物品に対する関税の撤廃や削減 原産国と認められる基準 

商用関係者の移動 金融サービス 

ビジネスマンの入国、滞在に関するルール 国境を超える金融サービスに関するルール 

分野横断的事項 協力 

複数の分野にまたがる規定 国内体制が不十分な国に対する支援 

知的財産 労働 

知的財産権の効果的な保護 貿易や投資の為の労働基準の緩和を防止 

環境 貿易救済 

貿易や投資のための環境基準の緩和を禁止 国内産業を保護する緊急措置 

貿易の技術的障害(TBT) 衛生植物検疫(SPS) 

不必要な貿易障害を取り除くルール 食品や動植物の安全を確保する措置 

投資 電子商取引 

投資に関するルールや紛争解決手続き 電子商取引に関するルール 
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貿易円滑化 制度的事項 

貿易手続きの簡素化、円滑化 
協定の運用を各国する「合同委員会」の設

置 

電気通信サービス 紛争解決 

電気通信事業者に関するルール 締約国間の紛争解決手続き 

越境サービス貿易 競争政策 

サービス貿易に関するルール 独占禁止法など競争法・政策の強化、改善 

政府調達 

公共事業入札などのルール 

 

（出所）http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_seisaku-tsusyo-tpp20111111j-03-w420 をもとに筆者

作成 

第2項 東アジア(韓国・中国)の対外経済戦略の現状 

本項では日本と同じ東アジアに属する韓国と中国の対外戦略の現状を述べたうえで日本

の現状を見直し、どのような方向に進んでいかなければならないかを議論したものをまとめ

た。 

まず、韓国の対外経済戦略は「模倣から戦争戦略へ」とよばれるほど韓国の FTA の実績

はめざましいものとなっている。2003 年に対チリ FTA に署名した後、韓国はシンガポール、

EFTA、アセアン、アメリカとの二国間、尐数国間 FTA を締結してきた。これら 5 つの FTA

が完全に施行されれば韓国の貿易総額の約 27 パーセントを占めることになる。その他にも

韓国は多くの巨大市場との FTA 交渉を進めている。このように韓国が積極的に FTA に向

かう政策転換を行ったのは、FTA が大きな経済利益を生み出す可能性が高いと考えたから

である。韓国では FTA ロードマップを作成し、これに従い「同時多発的な」FTA 交渉を推

進している。交渉の戦略としては、まず広域・大陸別の橋頭堡となる国家との FTA 締結を

優先し、ついで巨大経済圏との FTA、将来有望な開発途上国との FTA の順で締結を目指す

こととされている。実際韓国がこれまで締結してきた FTA のうち、すでに発効しているチ

リ、シンガポール、EFTA との FTA はそれぞれ单米、アジア、欧州大陸における橋頭堡と

の位置づけがなされており、その他の交渉相手国も、韓国からは比較的遠距離の国が選ばれ

ているのが特徴である。日韓 FTA の頓挫など、必ずしも「FTA ロードマップ」に従って展

開されてきたとは言えない。しかし、アメリカとの FTA 締結にみられるように、FTA の経

済効果を優先させた積極的な政策の展開は、初期段階での戦略の提示と現実のフィードバッ

クという仕組みが上手く働いた効果として、評価できるものである。 

中国の対外経済戦略は、まずアセアンとの FTA 締結を目指し、中国・アセアン首脳会議

を活用して交渉を順調に進めていった。朱鎔基首相（当時）は 2000 年の会議で両者の FTA

締結について初めて提案し、1 年の検討機関を経た 2001 年の会議では 10 年以内の FTA 締

結で合意した。さらに、2002 年の会議では「包括的経済協力枠組み協定」に正式調印した。

同協定には、商品に関する自由貿易圏を新規加盟 4 か国（ベトナム、カンボジア、ラオス、

ミャンマー）と 2015 年に完成させるべく 2003 年の早期に交渉を開始すること、早期自由

化措置として 8分野500品目の農産物の関税引き下げを 2004年に前倒しで実施することが

盛り込まれた。さらに 2004 年の会議で商品貿易に関する FTA について規定した「商品貿

易協定」に調印し、2005 年 7 月から一般商品の関税引き下げを開始した。 

このように中国、アセアン間の FTA が急速に進んだ背景には、段階的な関税引き下げ、

センシティブ品目に対する関税引き下げの猶予、域内調達比率が累積 40 パーセントという
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緩やかな原産地規則など、先行する AFTA（ASEAN 自由貿易地域）が採用する枠組みを踏

襲し、受け入れ易いものにしたことが一つである。また、中国がアセアンのメリット拡大に

向けて譲歩したことも大きな要因である。第一に、ASEAN の関心の高い熱帯農産物などの

関税引き下げを早期自由化措置として先行実施することにした。第二に、ベトナムなど新規

加盟 4 か国に対して、自由化スケジュールを後倒しにするとともに、WTO 未加盟国である

にも関わらず、最恵国待遇を与えることを約束した。 

中国の対外経済戦略の狙いは卖に貿易に限定されるわけではない。経済関係の緊密化は、

中国脅威論の解消や台湾へのけん制を含めた広義の安全保障の強化につながる。特にアセア

ンとは、かつて政治的に緊張関係にあり、全加盟国と国交が正常化したのは 1991 年とさほ

ど昔のことではないことからすれば、こうした政治的側面のメリットも大きい。 

東アジアは FTA のような制度的枠組みに基づく地域統合は遅れているが、域内の企業が

最適生産を追及した結果、国境を越えた工程間分業ネットワークが形成されており、域内貿

易シェアは高く、実態的な統合は進んでいるといわれている。それだけに、FTA に伴い一

大自由貿易圏（「東アジア共同体」）が形成されれば、企業にとって生産効率は一段と引き上

げられ、東アジアへの投資誘因は高まる。こうして域内の企業、各国双方に大きなメリット

が期待できる。しかし東アジア FTA がそうした期待に応えることができるようになるには、

先述の課題を克服するべく日中韓での早期議論が必要であると考える。 

 

 

（図４）日中韓の EPA 締結国一覧表（2011 年 11 月現在） 

 

日本ＦＴＡ締結国（12 ヶ国） 韓国ＦＴＡ締結国（8 ヶ国） 中国ＦＴＡ締結国（11 ヶ国） 

ＡＳＥＡＮ ＡＳＥＡＮ ＡＳＥＡＮ 

シンガポール シンガポール シンガポール 

インド インド ニュージーランド 

チリ チリ チリ 

マレーシア アメリカ ペルー 

メキシコ ＥＵ パキスタン 

スイス コロンビア コスタリカ 

インドネシア ペルー 香港 

フィリピン 

  

マカオ 

タイ 台湾 

ベトナム タイ 

ブルネイ   

 

第3項 東アジア EPA の遅れと TPP の台頭 

今、ＴＰＰが台頭しているのは、東アジアＥＰＡ（東アジア二ヶ国間ではなくＡＳＥＡＮ+3

といった大きな枠組み）が遅れてしまっているからである。 

東アジア EPA が遅れている理由としては、東アジア共同体を形成するに至って、ＡＳＥＡＮ

+3 とＡＳＥＡＮ+6 の二つの枠組みにおいて各国で意見が食い違っていることが挙げられる。日

本はＡＳＥＡＮ+6 を推奨しているのに対して、中国はＡＳＥＡＮ+3 を推奨している。ＡＳＥＡ

Ｎ+3 によって東アジアにおける自身の影響力を強めたいという中国の思惑に対して、日本はイ

ンドを東アジア共同体の枠組みに入れることによって、中国の影響力を弱めたいという思惑があ

る。ＡＳＥＡＮ＋3 という構想において＋3 とは日本、中国、韓国のことであり、この三ヶ国は
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それぞれＡＳＥＡＮとＥＰＡ（ＡＳＥＡＮ＋1）を締結しているが、これらの三ヶ国間ではそれ

ぞれ二国間で個別に摩擦があり東アジアで経済共同体を作るにいたっての大きな障害となって

いる。具体的に、政治的背景として日本と韓国の間では、竹島問題、歴史の教科書の問題や日本

海の呼称問題といったこと、日本と中国の間では、尖閣諸島問題、中国における知的財産権の問

題や日本の政治家の靖国神社参拝の問題、中国と韓国の間では、歴史問題、長白山問題や高句麗

遺跡の登録問題がある。また経済的背景として日本と韓国の間では、韓国が日本との貿易におい

て韓国に短期的に貿易赤字が出てしまうことや（長期的にはプラスになる）日本市場における国

内競争の激化などがあり、日本と中国の間では、日本が知的財産権の確立について中国に要求し

ていることや、中国が日本に技術の移転を要求していることがあり、中国と韓国の間では、日中

間と同様に中国が韓国に技術移転を要求していること、韓国が中国に対して知的財産権の確立を

要求していることがある。またこれら二ヶ国間のＦＴＡの進行状況においては、日韓は日本が中

国産のノリの輸入を解禁したことに韓国が反発して交渉中断、日中は民間での交渉すら始まって

いなく、韓中に関しては 2007 年に産官学の公式勉強会が始まり、政府間交渉に進むか否かの状

況である。しかし、日中韓の三ヶ国に関しては韓国が日本、中国の仲介役となることで 2010 年

から産官学の勉強会が始まり、二ヶ国間よりも摩擦数が尐ないため、二ヶ国間で進めるよりは進

みやすいというメリットがある。いずれにせよ東アジア共同体を形成する過程で日中韓三ヶ国の

連携は必要である。 

また、ＴＰＰが台頭しているもう一つの理由として、ＴＰＰの前身であるＰ4 協定が、アメリ

カを排除しようとする動きがあった東アジア共同体構想に対して、自由度が高く、アメリカを排

除しようとする動きはないからである。アメリカにとって、Ｐ4 協定を締結している東アジアの

国（シンガポール、ブルネイ、ニュージーランド）と親交を深め、たくさんの東アジア諸国を巻

き込み、アメリカの排除を防ごうとする目的がある。 

さらにこのＴＰＰにおいて現在アメリカ主導でルール作りをしているが、将来このＴＰＰでア

メリカに有利なルールを作り、今後の経済発展の要である東アジア諸国を巻き込んでしまえばア

メリカは、これから成長が見込まれる東アジア内における地位をより強化できるという理由もあ

り、現在アメリカが主導でＴＰＰを推進している。 

第2節 東アジア域外 FTA が日本にもたらす影

響 
 

近年はまさに FTA の締結が増加している。これらの多くは 1990 年後半以降に締結され

たものである。WTO における多角的な貿易自由化が遅々として進まないなか、FTA を無視

して通商政策を進めていくことができなくなった状態である。東アジアも例外ではなく、二

国間あるいは、複数国間の貿易協定を通じた地域統合への動きは、ごく最近まで世界に遅れ

をとっていたが、2000 年代後半に入って、急速にその動きを強めている。 

日本に目を転じれば FTA 締結に向けた近年の取り組みが鮮明になってきている。日本に

とって最初の FTA である日星 FTA の交渉開始は 2000 年代に入ってからで、また、日本に

とって初めて農業分野での実質的な貿易自由を伴った日墨 FTA の締結は 2005 年のことで

ある。急速に FTA の数が増えてきたとは言え、そのほとんどがここ数年に発効されたもの

となっている。  

FTA ネットワークの形成の仕方については、二国間であれ、複数国間であれ、ASEAN

が今や東アジアの FTA のハブになっている。また ASEAN をハブとした複数国間による

FTA に加え、日本、オーストラリア、ニュージーランドは ASEAN 各国との二国間 FTA を

形成する努力をしている。 

それとは対照的に、東アジア域外と経済連携を図ろうとしているのが韓国である。韓国は
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アメリカとの FTA、EU との FTA 締結を実現させた。米韓 FTA も韓 EUFTA も日本に及

ぼす影響は多大なものである。 

米韓 FTA は自動車分野で産業界からの異論が強く、批准手続きが見送られてきたが、ブ

ッシュ前政権時代の 2007 年に両国政府が合意した。2010 年にその合意内容を修正し、2011

年 10 月オバマ大統領が実施法案を議会に提出した。2012 年 1 月にも発効する見通しとな

っている。アメリカにとっては、日本を含む東アジア諸国との将来の FTA 交渉の基準とし

て、米韓 FTA を扱おうとしている。2007 年 4 月 25 日、ハンス・クレム在日米国大使館経

済担当公使は日本経済団体連合会アメリカ委員会企画部会における講演で、「連邦議会が承

認すれば、韓国との協定は、北米自由貿易協定(NAFTA)以降、最も重要な FTA になるでし

ょう。米韓 FTA は、将来の日米 FTA を含む、今後の米国の FTA の基準になると思われま

す。」と発言した。日本もこれに敏感に反応するべきなのであり、日本政府にはより一層の

議論する機会を求めるものである。 

アメリカ政府は米韓 FTA が発効すればアメリカ製品輸出が最大 110 億ドル（約 8470 億

円）増加し、雇用は約 7 万人増えると試算している。またアメリカは TPP 交渉にもより一

段と力を入れることとなりそうであり、TPP が発効されれば日本の対米輸出の競争条件が

一段と厳しくなる可能性がある。 

韓 EUFTA は EU のファロンバイ EU 首脳会議常任議長と韓国のイ・ミョンバク大統領

がブリュッセルで会談し、FTA に署名した。工業、農業製品の関税を 5 年以内にほぼ全廃

する内容で、2012 年 7 月に発効予定である。EU にとってアジア諸国と締結する初の FTA

となり、EU 側は両国間の貿易額が倍増する効果をもたらすと試算している。一方、EU 市

場で韓国と競合する日本への影響は貿易転換効果の側面からみて大きいとみられる。貿易転

換効果とは、関税が賦課される国からの輸入が、関税が賦課されない国からの輸入に転換さ

れることで関税を賦課している国に生じる効果のことである。EU 欧州委員会によると、免

除される税額は年間で EU 側が 16 億ユーロ（約 1800 億円）、韓国側が 11 億ユーロ（約 1200

億円）と試算されている。EU が自動車に 10％、テレビに 14％課している関税を韓国メー

カーが免れるなど、韓国製品の EU 市場での競争力は高まる。一方で、韓国は電子機器、

医薬品などの分野で EU の安全基準を受け入れ、新たな試験を課さないこととなり、EU 側

が韓国市場に参入しやすくなる。日本企業は EU 市場で自動車、家電、電子機器などで韓

国と競合している。日本政府は EU 側に EPA（経済連携協定）の交渉に入るように求めて

いるが、EU 側が「EU 側の利点は尐ない」として交渉に消極的な状態である。 

いずれも、韓国が積極的に東アジア域外と FTA を結ぶことで日本に多大な影響をもたら

すことは間違いない。 

 

第3節 東日本大震災の影響 
 

2011 年 3 月 11 日、宮城県牡鹿半島の東单東沖 130km の海底を震源として発生した東北

地方太平洋沖地震は、日本における観測史上最大の規模、マグニチュード 9.0 を記録し震

源域は岩手県沖から茨城県沖までの单北約 500km、東西約 200km の広範囲に及んだ。こ

の地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高 40.5mにも上る大津波が発生し、

東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。 

震災によって、製造業における我が国の輸出を起点としたグローバルサプライチェーンが

明らかになった。我が国からの輸出が大きな影響を持っている自動車部品、電子部品におい

ての輸出について、本震災後どのような影響を与えたのかを検証していく。「通商白書 2011

年版」では、世界とのサプライチェーンのつながり方を見るため、2010 年合計の貿易統計

を用いて、おもな輸出先への直接の輸出元となっている国内の地域を比較している。 
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まず、自動車部品についてであるが、最大の輸出元は中部地方であり、全体の半分近くを

占めており、次いで関東地域である。この二つの地域で 80%以上の自動車部品の輸出を行

っており、東北地方に関しては、0.3 パーセントである。我が国の各地域別の自動車部品の

輸出と世界の各国・地域とのサプライチェーンのつながり方をまとめると、①米国、NAFTA

は関東地域以北の地域、②中国は近畿地域を除く中部地域以西の地域、③EU は中部地域、

④ASEAN,NIEs は西日本地域、というようなつながりが見て取れる。 

次に、電子部品については、最大の輸出元となっている地域は近畿地方であり、次いで関

東地方である。この二つの地域で約 80 パーセントを占めており、東北地域からの輸出はわ

ずか 0.4 パーセントである。我が国の各地域別の電子部品の輸出と世界の各国・地域とのサ

プライチェーンのつながり方をまとめると、①米国・NAFTA は関東周辺地域、②中国は近

畿、関東、九州といった幅広い地域、③EU は近畿地域、④ASEAN は関東地域と中部地域、

というようなつながりが見て取れる。 

つまり、自動車部品、電子部品において、関東地域の輸出に頼っている欧米地域において

相対的に影響が大きかった。一方、アジア地域においては、本震災による代替え生産や復興

需要による受注増加を期待する動きもある。 

本震災直後は被災地周辺の多くの拠点で生産が停止し、国内企業の生産活動に大きな影響

を与えた。実際、世界有数の生産シェアを持つ多数の企業が生産活動を一時停止・縮小した

ことによって部品などの供給が安定的に行われず、国内だけでなく海外の生産活動に影響を

与えたことは前述のとおりである。 

しかし一方で、復旧の迅速さについても述べるべきである。4 月初旬時点で、製造企業の

被災した生産拠点の 6 割強が 4 月初旬には復旧し、調達が難しくなった原材料、部品の代

替え調達先についても国内外の広い地域で確保しつつある。このように震災後約 1 ヶ月の

時点で、生産活動はある程度回復したといえる。このようなことからグローバルサプライチ

ェーンの早期回復も期待されている。 

先ほど述べた日本企業の復旧の速さによりサプライチェーンが繋がりつつある。しかし、

日本の輸出は減尐し、中間財などの輸出の減尐により、被アメリカや中国など世界各地に影

響を及ぼした。つまり、日本はこの震災で世界的な供給責任者であり、供給ネットワークに

おけるハブであることが改めて明らかになった。よって、日本の雇用や生産を維持するには、

世界の生産を支える「輸出」を進めることが重要であり、広範囲にわたる経済連携による輸

出環境整備の意義が高まっている。つまり、効率性の高い生産活動を維持発展し、日本の産

業生産物が、世界に平等な条件で展開・輸出できるようになることが世界経済にとって有用

であり、同時に、経済連携協定によってさまざまなコストが低下すれば、被災した日本の産

業への需要が確保されることとなり、企業努力によって回復し始めた生産活動を需要側から

も後押しすることができる。 

次に、震災後の農業への影響をみていく。農水省側は、岩手・宮城・福島を中心に、約

7300 億円の農業被害と、約 2.4 万ヘクタールの農地流失・冠水が発生したことを明らかに

した。塩分を抜くなどしてこれを整備し直すには 1、2 年かかるとされ、その間の農家への

補償も今後の課題となる。また漁業も大きな被害を受けた。さらに原発事故により、出荷・

摂取制限により更なる被害が予想される。 

食品、農産品の輸出については、平成 23 年 4 月分の実績において、対前年比 14.7％減尐、

このうち諸外国で輸入規制が行われている食料品については、対前年比 22.9％減尐となり、

5 月分においても 22.2 パーセント減尐となった。特に輸入規制が厳しい中国や EU に対し

ては食料品の落ち込みが非常に大きい。 

一方で、本震災以前の日本の農業において悲観的な見方もある。メディアなどでは、日本

の高度な農業技術により、農地法の規制緩和を行い、資金力のある一般企業の農業参入をす

れば、大規模農業が可能になり、農業が成長産業になるといわれていた。しかし、実際は農

作物に有機栽培や地産地消などの能書きをつけることで品質の悪い農作物などが出回ると

いう事態が起きており、耕作技術が退行していた。このようなことから農業に関しては、震
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災前から衰退傾向にあることから、経済連携協定を結ぶことで負の影響を及ぼすというより

は、より大きな経済効果が期待できるという見方もある。 

第4節 問題意識 
 

第1項 描く将来ビジョン 

第３節でも述べたように日本企業の復旧の速さによりサプライチェーンは繋がりつつあ

るが、日本の輸出は減尐し、中間財などの輸出の減尐により、アメリカや中国など世界各地

に影響を及ぼした事実から、日本は世界的な供給責任者であり、供給ネットワークにおける

ハブであることが明らかになった。それに加え、2008 年秋のリーマンショックにより世界

経済危機以後、欧米経済が弱体化しており、世界経済は新興国の経済発展に大きく依存する

こととなった状態である。しかし、新興国の経済発展は多くの危うさを抱えており、日本の

位置する東アジア域内では、安全保障をめぐっても、さらに懸念するべき問題が生じている。 

中国や韓国といった同じ東アジア域内に属する国々が積極的に対外経済戦略を進めてい

る状況も日本は真摯に受け止めなければならない。 

こうした中で、本研究ではアメリカを含む TPP を中心とした対外経済戦略と、東アジア

域内の EPA を中心とし、長期的には「東アジア共同体」の形成を視野に入れた対外経済戦

略のいずれが、日本経済の復興と発展にとってより効果的であるのか、またその両経済戦略

を効率よく使い分けていくのか議論した。その選択が結果として東アジア情勢の安定化にも

寄与できるようにすることが、本研究の描く将来ビジョンである。 

第2項 農業分野の問題意識 

日本が対外経済戦略をするほうが日本経済に有益であるかどうかを判断するために、我々

はまず農業に着目した。最近メディアで多く取り上げられている農業であるが、その内容は

TPP に参加した場合、日本の農業に多大な影響がでるというものである。しかし、野田首

相が TPP に参加を表明する以前からすでに農業の衰退が始まっているという意見もある。

実際、1960 年から今日まで GDP に占める農業の割合は 9％から 1％に減尐した。一方，65

歳以上の高齢農業者の比率は 1 割から 6 割へ上昇しており、専業農家は 34.3％から 19.5％

へ減尐し，第 2 種兼業農家は 32.1％から 67.1％へと大きく増加した。53 年まで国際価格よ

り低かった米は 800％の関税で保護されるなど国際競争力は著しく低下している。第３節で

具体的に述べているが、今年 3 月の東日本大震災、重なる原発事故による放射能の検出に

よって日本の農業に甚大な被害を与えているのは確かであり、更には分析を進め、農業の衰

退が震災以前から進んでいることを予想する。日本の農業の衰退が進んでいる中、経済連携

による安価な農産品の輸入による農産物価格が低下するという見方もあるが、アメリカや

EU のように農業生産者に対して直接支払いといった補助金を交付して生産量を維持すれ

ば、生産者も不利益を受けないのである。また、経済連携においても交渉分野でもあるセー

フティー措置を進めることが重要であると考える。いずれにせよ、国内外での交渉・対策を

講じる必要があることを問題意識とする 
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第3項 製造業分野の問題意識 

東日本大震災における日本や世界への製造業のダメージは甚大なものである。この大震災

で、日本企業の国内生産拠点を中核としてきたグローバルサプライチェーンが寸断され、グ

ローバルサプライチェーンの中断による中間財をはじめとした製造品の輸出減や福島の原

発事故での放射能漏れにより製造した製品がダメになってしまい輸出が出来なくなること

などから、国内だけでなく海外にも大きなダメージを与えた。この大震災をきっかけに企業

は日本国内におけるビジネスリスクの軽減のために生産拠点の海外移転の動きをより活発

化してきている。このまま企業の海外移転が進んでしまえば、日本国内の産業の技術までも

が海外に流出し、産業の空洞化による雇用の低下や地域経済の崩壊だけでなく、日本にしか

ない技術や日本が世界に誇る優秀な技術までもが失われてしまい、極端な話、このままだと

日本は途上国化してしまう可能性もある。また回復しつつあるとは言っても、東日本大震災

によるサプライチェーンの分断により、今まで日本が獲得していたシェアも今海外の企業に

奪われており、そのことからも日本の製造業は弱体化していると言わざるをえない。それを

防止するために国内企業の生産拠点を海外に流出することを防がなければならない。そうす

るためには我々は海外に劣らないビジネス環境を整備することを考慮しながら対外戦略（Ｔ

ＰＰ、ＥＰＡ）を考えていかなければならない。 
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第2章 先行研究及び本稿の位置づ

け 

第1節 先行研究 
 

浦田秀次郎、安藤光代(2010)『自由貿易協定(FTA)の経済的効果に関する研究』 

本論文では、東アジアが発効している FTA を中心に、それらの経済的効果を質的及び量

的な面から FTA の発効前と発効後に区別し、分析を行った。CGE モデルを利用した FTA

の経済効果に関するシミュレーションによる事前分析では、自由化対象分野が大きいほど、

また加盟国が多いほど経済厚生や GDP 引き上げ効果が大きいことが示された。日本の自由

貿易協定において農業分野に関しても貿易障壁を部分的に撤廃するより、完全に撤廃するケ

ースのほうが経済効果は大きいことが示された。具体的には、GDP、経済厚生、貿易のい

ずれにおいても、ASEAN、ASEAN+3、ASEAN+6、APEC 全体にとって、農業分野での

貿易自由化を全く行わないケースよりは部分的にでも自由化するケースのほうが、そして、

農業分野における部分的な削減にとどまるケースよりも農業分野も含めて貿易障壁を完全

に撤廃するケースのほうが、その経済効果は大きく、また ASEAN、ASEAN+3、ASEAN+6、

APEC と参加国が多くなるほど、域内諸国の GDP や経済厚生への効果が大きくなる傾向に

あることが示された。 

 

日本経済団体連合会(2011)『わが国の通商戦略に関する提言 別添―TPP を通じて実現すべ

き内容―』 

TPP について詳細に分析した論文や著書は見当たらないが、この資料では、公平な競争

条件の確保、模倣品・海賊版の取り締まり、知的財産権の問題、サービス貿易の自由化など

といった TPP を通じて経済成長と雇用を生む事例と、食品の安全確保などの国民生活の安

全・安心等を確保する事例とに分けて、日本が TPP に参加した場合のメリットと参加しな

かった場合のデメリットを記載している。中でも、わが国の製品に対する公平な競争条件の

確保の事例において、日本が TPP に参加しなかった場合、米韓 FTA など積極的な FTA 戦

略を行っている韓国に対して不利な状況におかれることが説明されている。例えば、米国に

おいて韓国製品に対してのみ関税が撤廃されれば、関税の撤廃されていない日本製品の販売

が極めて困難になる。米国市場において関税面で競争上劣位となる結果、米国市場における

シェアを失いかねない。これによって、シェアを失うだけでなく、雇用も失われる可能性が

ある。TPP に参加することにより、公平な競争条件を確保し、雇用と経済成長につなげる

ことが期待される。 

 

経済産業省(2011)『通商白書 2011 年版』 

この資料では、東日本大震災が国内、国外に与えた影響と復興に向けた経済連携の重要性

について述べられている。震災前、日本の輸出は一般機械・電気機器を中心に高い伸びを記
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録していたが、震災直後は生産ができずに輸出などに大きな影響があった。アジア新興国の

経済成長に伴うわが国市場の相対的な縮小、アジア新興国の海外企業支援策の強化により、

我が国の国際的な事業活動拠点としての魅力が低下している中で、震災はこの傾向を助長す

るものであると懸念される。その状況で国内外企業は魅力的な事業環境の設備が求められて

いる。また、震災により日本企業の海外移転が加速する懸念が生じており、我が国の立地競

争力の向上に向けた空洞化防止・海外市場開拓戦略を検討・実施していくことが重要である。

それらを検討するうえで、経済連携の積極的な推進が求められる。震災の発生で、諸外国の

製造業へ投入される中間財や、海外企業が利用する資本財の輸出の減尐によってアメリカや

中国を中心に世界各地に影響を及ぼした。これによって日本がグローバルサプライチェーン

を構築しているということが明らかになった。効率的で円滑な供給を行うためにも日本の経

済連携は重要であるといえる。 

第2節 本稿の位置づけ 
 

先行研究において加盟国が多いほど経済効果が大きいことが示されたため、本稿では、多国

間の経済連携協定について研究を進める。多国間の経済連携協定として本稿においては東ア

ジアを中心とした EPA とアジア太平洋地域における TPP を挙げ、製造業、農業に与える

効果に加え、震災からの復興という視点に立って両者を比較、分析し、TPP と EPA のどち

らがより日本に有益であるかを検討する。東アジア EPA と TPP を比較した論文は見当た

らず、さらには震災からの復興という視点を取り入れたところが本稿のオリジナリティーで

ある。 
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第3章 分析 

第1節 分析の目的及び手法 

第1項 分析の目的 

この分析は、TPP、EPA の締結によって、最も影響を受けることが予測されている農業

と製造業に関して、農業、製造業を別々に分析し、最終的には現在の日本において、東アジ

アを中心とした EPA と環太平洋を中心とした TPP のどちらを選択するべきかを検討する

ことを目的とする。 

まず農業に関して、最近の TPP 議論においては、農作物の関税を撤廃することで、海外

の安価な農作物の輸入が促進され、国内の農業にとっては大きな損失が出るといわれてい

る。しかし、第 1 章・第 3 節の「東日本大震災の影響」でも尐し触れさせていただいたが、

日本の農業は経済連携を締結する以前から衰退傾向にあるという意見も存在している。そこ

で私たちは、国内農業は以前から衰退しており、経済連携を締結してもそれほど農業に影響

は出ないのではないのかという視点に立って、議論を進めていく。 

第一に、経済連携以前の国内農業衰退の指標として、需要構造の変化、農業従事者の高齢

化といった点に着目し、実際、農業衰退に影響を及ぼしているのかを検証する。 

第二に、経済連携による農業衰退の指標として、農産物の輸入額を用いて、経済連携以前

の農業衰退の指標と比較しどちらがより、農業衰退に影響を及ぼしているのかを検討する。 

次に製造業に関して、経済連携によって日本の製品を海外に輸出する場合の関税が撤廃さ

れるため、海外の事業所の国内回帰が起こることから、国内の製造業の事業所が増加するこ

とが予測できる。そこで、経済連携による製造業の国内回帰の指標を製造業の事業所数とし、

東アジア EPA と TPP を比較しながら、それを決定する要因を明らかにする。 

第一に、対外直接投資、輸出額、為替レートといった対外経済要因において、東アジア

EPA の中心国である中国と TPP の中心国であるアメリカを比較することで、どちらが日本

にとって有益であるのかを検討することができる。 

第二に、国内の失業率、労働生産性、工業地地価などの国内要因も取り入れることで、対

外経済要因との関係を明らかにすることができる。 

第2項 データ及び分析の手法 

農業に関するデータは、1976 年から 2005 年の日本全体の数値を用いて、長期的な動向

について分析を行う。製造業に関するデータは、2002 年から 2008 年の 47 都道府県ごとの

数値を用いて、分析を行う。分析の手法は、製造業、農業のそれぞれにおいて最小二乗法に

よる多変量解析により、計量方程式を推定する。 
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第2節 農業に関する分析 

第1項 計量モデル(線形回帰モデル) 

以下のような推定方程式を考える。 

 

ｙ=ａ0+ａ1ｘ1+ａ2ｘ2+ａ3ｘ3+ａ4ｘ4+ａ5ｘ5+ａ6ｘ6+ｕ 

 

 

・被説明変数 

 

Y：農業就業人数 

 

・説明変数 

 

ｘ1：田の平均価格 

ｘ2：農業の労働生産性 

ｘ3：農業就業人口のうち 65 歳以上の割合 

ｘ4：米の消費仕向量 

ｘ5：農作物の輸入額  

ｘ6：一人あたりの平均所得 

 

被説明変数は 1 種類の変数を農業の衰退を示す指標として採用した。 

 

Ｙ：農業就業人数 

農業就業者数の増減は、農業の衰退を示す指標として被説明変数に採用した。 

 

 次に、説明変数とそれぞれの仮説を設定する。 

 

１）ｘ1：田の平均価格 

日本不動産研究所「田畑価格及び小作料調」、全国産業会議所「田畑販売等に関する調査

結果」による他の平均価格とする。田の平均価格が高くなると、収益に見合わない農地を購

入してまで、拡大しようとせず、農地の流動化が困難になる。またその影響で新規農業就職

者は減尐し、農業就業者数も減尐するという仮定を立てることができる。 

 

２）ｘ2：農業の労働生産性 

内閣府「県民経済計算」による都道府県別の農業県内総生産の合計を農業就業人口で割っ

たものとする。農業における労働生産性が高くなると、農業人口が減尐しても総生産額は高

くなることが考えられ、また生産性の低い農家は排除されていく可能性があるため、農業就

業人口は減尐する可能性がある。 

 

３）ｘ3：農業就業人口のうち 65 歳以上の割合 

農林水産省「農林業センサス」によるものとする。近年、農業就業者の高齢化が進行して

おり、国内農業の衰退に影響していると考える。そこで、農業就業者の高齢化を表す代理変

数として農業就業人口のうち 65 歳以上の割合を採用する。農業就業人口のうち 65 歳以上

の割合が高くなれば、農業就業人口が減尐するという仮説を立てることができる。 
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４）ｘ4：米の消費仕向量 

農林水産省「食糧需給表」による米の国内仕向量とする近年、日本の消費者の需要構造が

変化してきており、それが国内農業の衰退に影響していると考える。そこで、日本の消費者

の需要構造変化を表す代理変数として米の消費仕向量を採用する。米の消費仕向量が減尐す

ると、生産量も減尐し、農業就業人口が減尐するという仮説を立てることができる。 

 

５）ｘ5：農作物の輸入額 

農林水産省「農林業センサス」によるものとする。経済連携による農作物輸入の増加を見

込み、それが国内農業に影響を及ぼすかを検討する。農産物の輸入増加により、国内農家は

大きなダメージを受け、農業就業人口は減尐するという仮説を立てることができる。 

 

６）ｘ6：一人あたりの平均所得 

内閣府「県民経済計算」による県内総所得を県内総人口で割ったものとする。一人当たり

の県民所得が増加すれば、農産物の購入できるが、需要構造の変化により農作物以外の物の

購入が促進されるため、農業就業人口が減尐する可能性がある。 

 

第2項 分析結果 

分析結果は以下のようにまとめられる。 

 

(図 5) 国内農業衰退の決定要因 

 

被説明変数 
農業就業人口 

係数 T 値 

田の平均価格 －0.130*** －4.674 

農業の労働生産性 －0.005*** －2.896 

農業就業人口のうち 65 歳以

上の割合 

－0.742*** －7.462 

米の消費仕向量 0.037*** 4.044 

農作物の輸入額 0.000 －1.005 

一人あたりの国民所得 0.276 1.639 

定数項 －355.572 2.916 

自由度調整済 R2 0.993 

サンプル数 30 

 

(注)***は 1%水準で有意、**は 5%水準で有意、*は 10%水準で有意 

(出所)筆者作成 

 

農業に関しては、図 5 の分析結果から以下のことが明らかになった。 

 

ａ）田の平均価格は農業就業人口に対して、マイナスの影響を与えている。田の平均価格が

高くなることで、農地の購入意欲が抑制され、国内農業にマイナスの影響を与えることを示

す。 
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ｂ）労働生産性は農業就業人口に影響に対して、マイナスの影響を与えている。農業生産性

が高くなることで、生産性の低い農家は排除され、農業就業人口にマイナスの影響を与える。

しかし、農業の生産性が上昇することは、国内農業にとってはプラスの影響を及ぼすので、

農業就業人口が減尐するからといって国内農業の衰退とは断言できない。 

 

ｃ）農業就業人口のうち 65 歳以上の割合は農業就業人口に対して、マイナスの影響を与え

ている。農業修行人口のうち 65 歳以上の割合が高くなるということは、農業就業者の高齢

化が進行するということであり、農業就業者の高齢化が国内農業にマイナスの影響を与えて

いることを示す。 

 

ｄ）米の消費仕向量は農業就業人口に対して、プラスの影響与えている。米の消費仕向量が

高くなるということは、日本の需要構造が米中心になることであり、そのことで国内農業に

プラスの影響を与えることを示す。現在、日本の需要構造は徐々に米から離れており、米の

消費仕向量が減尐しており、国内農業にマイナスの影響を与えているといえよう。 

 

ｅ）農産物の輸入増加により、国内農家は大きなダメージを受け、農業就業人口は減尐する

という仮説を立てたが、農産物の輸入額は農業就業人口に対して、若干マイナスの影響を与

えるものの、ほとんど影響を与えない。つまり、農産物の輸入額増加によって、国内農業に

マイナスの影響を与えるとは言えず、むしろ影響を与えないといえよう。 

 

ｆ）需要構造の変化から、一人当たりの国民所得は農業就業人口に対して、マイナスの影響

を及ぼすとの仮説を立てたが、その仮説に反し、影響を与えないとの結果が出た。つまり、

一人当たりの国民所得の増加によって、国内農業に影響を与えないといえよう。 

 

これらの結果から、国内農業の衰退要因としては、海外からの農産物輸入量の増加という

よりも、需要構造の変化や農業就業者の高齢化などといった国内の要因が強く、経済連携に

よる国内農業の衰退はあまり考えられない。よって、農業分野からみても、経済連携は否定

されるようなものではないと考えられる。 

第3節 製造業に関する分析 

第1項 計量モデル(線形回帰モデル) 

以下のような推定方程式を考える。 

 

ｙ=ａ0+ａ1ｘ1+ａ2ｘ2+ａ3ｘ3+ｘ4ｘ4+ａ5ｘ5+ａ6ｘ6+ａ7ｘ7+ｕ 

 

 

・被説明変数 

 

Y１：GDP に占める製造業の比率(製造業の付加価値額／県内総生産) 

Y２：事業所数 

Y３：従業員数 

 

・説明変数 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 24 

ｘ1：労働生産性(製造業の付加価値額／県内総生産) 

ｘ2：失業率 

ｘ3：工業地の平均価格 

ｘ4：一人当たりの県民所得 

ｘ5：対中直接投資／対米直接投資 

ｘ6：対中輸出額／対米輸出額 

ｘ7：対中為替レート／対米為替レート 

 

被説明変数は 3 種類の変数を製造業の産業空洞化を示す指標とする。 

 

ａ）GDP における製造業に比率 

経済産業省「工業統計調査」に基づく製造業の付加価値額を県内総生産で割ったものとす

る。事業所数、従業員数の減尐が見られてもこの数値が増加していれば、製造業の成長が確

認できるので、GDP における製造業の比率を製造業の空洞化を示す指標の一つとして、被

説明変数に採用した。 

 

ｂ）事業所数 

経済産業省「工業統計調査」に基づく製造業の事業所数とする。事業所の減尐が空洞化の

進行と関係していると考え、製造業の空洞化を示す指標の一つとして、被説明変数に採用し

た。 

 

ｃ）従業員数 

経済産業省「工業統計調査」に基づく製造業の従業員数とする。従業員数の増減を製造業

の空洞化を示す指標の一つとして、被説明変数に採用した。 

 

次に、説明変数とそれぞれの仮説を設定する。 

 

１）ｘ1：労働生産性 

経済産業省「工業統計」に基づき、付加価値額を従業者数で割った数値を労働生産性とす

る。労働生産性が高くなることはすなわち、従業者一人当たりの付加価値額が高くなるとい

うことであり、生産性の高い地域では、GDP における製造業の比率は卖純に増加するとい

う仮説を立てることができる。しかし、生産性が上昇し、国際競争力がつき、雇用が促進さ

れ、従業者数は増加するが、生産効率の悪い企業は排除され、事業所数は減尐する可能性が

ある。 

 

２）ｘ2：失業率 

総務省統計局「労働力調査」に基づく日本全体の完全失業率とする。失業率が高くなると

いうことは、それぞれの事業所は雇用を促進せず、従業員数は減尐し、雇用を促進しないと

いうことは、経営もよい状況ではなく、事業所数も減尐することが予想され、それに伴い、

GDP に占める製造業の割合も低下するという仮説を立てることができる。 

 

３）ｘ3：工業地の平均価格 

国土交通省「都道府県地価調査」とする。平均価格が高い土地への立地は促進されず、価

格が高くなった地域では、事業所数、従業者数及び GDP に占める製造業の割合は減尐する

という仮説を立てることができる。 

 

４）ｘ4：一人当たりの県民所得 

内閣府「県民経済計算」による県内総所得を県内総人口で割ったものとする。県民所得が

高くなるということは、賃金水準が高くなっているといえる。そのため賃金水準を含め、労
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働環境が向上しているため、産業の国内回帰が起こり、GDP における製造業の比率、従業

者数及び事業所数は増加するとの仮説を立てることができる。 

 

５）ｘ5：対中直接投資／対米直接投資 

財務省「対外の貸借と国際収支」による対中と対米の直接輸出額とする。直接投資額が大

きくなると、生産拠点が投資先に移り、日本からの輸出に代替することから、国内の事業所

数、従業員数は減尐するとの仮説を立てることができる。つまり、直接投資の増加が被説明

変数にマイナスの影響を与えた場合、対外経済戦略を結ぶことが有効であるといえる。 

 

６）ｘ6：対中輸出額／対米輸出額 

日本関税協会「外国貿易概況」による対中と対外の輸出額とする。輸出額が増加すると、

輸出のための生産が増加することから、GDP に占める製造業の割合、事業所数、従業員数

は増加するとの仮説を立てることができる。つまり輸出の増加が被説明変数にプラスの影響

を与えた場合、対外経済戦略を結ぶことが有効であるといえる。 

 

７）ｘ7：対中為替レート／対米為替レート 

みずほ銀行「為替相場情報」におけるヒストリカルデータの為替レートとする。為替レー

トが高くなると、円高になり、企業は海外進出を促進し、GDP に占める割合、事業所数、

従業員数は減尐するとの仮説を立てることができる。つまり、為替レートが高くなることで

被説明変数にマイナスの影響を与えた場合、対外経済戦略を結ぶことが有効であるといえる。 

 

第2項 分析結果 

分析結果は以下のようにまとめられる。 

 

(図 6) 製造業の産業空洞化の決定要因【中国】 

 

被説明変

数 

GDP に占める製造業の

比率 

事業所数 従業員数 

係数 T 値 係数 T 値 係数 T 値 

労働生産

性 

0.122*** 8.547 －2.844 －0.345 462.220 1.733 

失業率 0.225 －0.778 109.832 0.658 1995.311 0.369 

工業地の

平均価格 

－0.021*** 13.675 0.893*** 8.222 83.992*** 2.908 

一人当た

りの県民

所得 

0.118*** 11.177 38.326*** 6.269 1317.571*** 6.662 

対中直接

投資 

0.004 0.322 6.847 1.086 74.050 0.363 

対中輸出

額 

0.103 1.484 15.182 0.093 505.994 0.390 

対中為替

レート 

－0.037 －0.591 －35.393 －0.044 －857.675 －0.743 

定数項 －57.065 －1.455 －20976.336 －0.925 －587027.524 －0.800 

自由度調 0.604 0.555 0.411 
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整済 R2 

サンプル

数 

329 329 329 

 

(注)***は 1%水準で有意、**は 5%水準で有意、*は 10%水準で有意 

(出所)筆者作成 

 

 

(図 7) 製造業の産業空洞化の決定要因【アメリカ】 

 

被説明変

数 

GDP に占める製造業の

比率 事業所数 従業員数 

係数 T 値 係数 T 値 係数 T 値 

労働生産

性 

1.290*** 8.682 －1.725 －0.210 479.979 1.806 

失業率 －1.375 －1.729 25.991 0.590 307.206 0.216 

工業地の

平均価格 

－0.222*** －13.748 7.395*** 8.274 84.461*** 2.928 

一人当た

りの県民

所得 

1.236*** 11.242 37.551*** 6.165 1308.556*** 6.655 

対米直接

投資 

－0.004 －0.059 0.895 0.213 20.553 0.151 

対米輸出

額 

－0.670 －0.561 27.214 0.411 296.986 0.139 

対米為替

レート 

－0.213 －0.268 －34.992 －0.794 －824.918 －0.051 

定数項 －53.026 －0.358 －11908.429 －1.451 －368869.559 －1.392 

自由度調

整済 R2 

0.605 0.553 0.410 

サンプル

数 

329 329 329 

 

(注)***は 1%水準で有意、**は 5%水準で有意、*は 10%水準で有意 

(出所)筆者作成 

 

 

 

製造業に関しては、図 6，7 の分析結果から以下のことが明らかになった 

 

ａ）労働生産性は事業所数に影響を与えないが、従業員数及び GDP 比においてはプラスの

影響を与える。生産性の上昇により、GDP 比は増加し、また競争力が付くことで、雇用が

促進されるということがわかる。生産性の上昇により排除される事業所もあることから、事

業所数には影響を与えない。 

 

ｂ）失業率に関して、仮説を裏付けるもしくは、仮説に反することを実証するような結果を

得ることはできなかった。 
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ｃ）工業地の平均価格は GDP 比に対してはマイナスの影響を与え、仮説を裏付けることが

できたが、事業者数及び従業者数は仮説に反して、プラスの影響を与えている。これは、産

業集積によるものである。産業集積が進んでいる地域では、工業地の平均価格が上昇し、事

業所数と従業員数が増加し、空洞化の防止に作用することがわかる。 

 

ｄ）一人あたりの平均所得は、事業所、従業員数及び GDP 比すべてにおいてプラスの影響

を与え、仮説を裏付ける結果になった。 

 

ｅ）対中、対米とも直接投資は被説明変数に対して、仮説を裏付ける結果は出なかった。こ

れは 2002 年から 2008 年という短期的な期間における分析であったため、長期的に、直接

投資の増加が空洞化を促進するという結果が出なかったと考える。 

 

ｆ）対中輸出額はいずれにも、有意な影響を与えなかった。 

 

ｇ）対中、対米とも為替レートは被説明変数に対して、マイナスの影響を与えるが、信頼性

の高い数字が出たわけでないので、あまり断言はできない。 

 

これらの分析結果から直接投資、輸出額、為替レートの 3 項目において、中国、アメリ

カのどちらを当てはめた場合においても同じような傾向が見られた。まず、生産性上昇は従

業員数及び GDP 比においてプラスの影響を与えた。次に、工業地の平均価格は GDP 比に

対して、マイナスの影響を与え、従業員数及び従業員数に対しては、プラスの影響を与えた。

最後に、一人あたりの平均所得は被説明変数すべてにプラスの影響を与えた。 
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第4章 政策提言 

第1節 分析のまとめ 
農業に関して、分析によって国内農業の衰退の要因が経済連携によるものというより、需

要構造の変化や農業就業者の高齢化が要因となった。製造業に関しては、環太平洋を中心と

した TPP と東アジアを中心とした EPA のどちらが日本にとって有益であるとの判断はで

きなかった。 

そして分析の結果に、現在進行している TPP の動向も踏まえ、政策提言を行いたい。 

第2節 TPP の動向 
本稿の目的である日本の今後とるべき対外経済戦略について提言を述べるにあたり、もう一つ

触れなければいけない事がある。それはまさに現在進行している TPP における日本の動向であ

る。 

本稿の中では、最新の TPP の動向に関しての詳細は述べていないので、本稿提出の 2011 年

11 月 18 日までの TPP における日本の動向を以下にまとめる。日本は 11 月 13 日に米ハワイで

開かれた APEC (アジア太平洋経済協力会議)首脳会議で TPP の交渉参加を表明した。その際日

本とアメリカの関係を語るエピソードとして、野田佳彦首相の発言をめぐる騒動があった。米側

の報道発表資料にはＴＰＰについて「野田佳彦首相が『すべての物品およびサービスを自由化交

渉のテーブルに載せる』と述べた」と書かれていたが、これを日本側の外務省は否定、米国側に

訂正を求めるが米国側は訂正を拒否した。この発言騒動からアメリカ側の交渉圧力の強さを感じ

取ることができる。さらに日本が参加表明したことから、カナダとメキシコが新たに TPP の拡

大交渉への参加を表明したことから、TPP における日本の影響力が大きいということが明らか

になった。こうした中、野田首相は「協議が整うよう全力を尽くすが、国益を損ねてまで参加す

ることはない」と述べ、関係国との協議の結果によってはＴＰＰに参加しない可能性もあるとの

認識を示しているが、国際社会において参加協議は事実上「婚約」ともいえる行為であり、その

「婚約」を破棄することは国際社会での信用を失いかねない行為である。以上のことから日本の

TPP への参加はほぼ不可避であり、本稿で述べる日本の今後取るべき対外経済戦略も TPP には

参加する方向で考えるべきであるといえる。 

第3節 政策提言 
本稿の分析結果を見ての通り、日本にとってより有益な対外経済戦略は東アジア域内の EPA

か環太平洋の TPP かは判断できなかった。 

しかし、東アジア諸国には発展途上の国が多く、経済連携をしたとしても、例外品目が多く、

自由化度の低い連携になることは目に見えている。それに対して、TPP 参加国はアメリカなど
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の先進国が多く、国ごとに抱える問題があり一部例外品目が設定されることがされるが関税撤廃

を原則としているため、東アジア EPA よりは現時点で自由化度の高く、高水準での経済連携が

実現できるであろう。 

そこで本稿では日本の今後取るべき対外経済戦略は、TPP に参加であり、将来的に東アジア

域内での結びつきを強めていくといったものだと提言する。東アジア域内での結びつきを強める

ためには日中韓相互の理解、協力が何よりも必要であり、その為にはそれぞれの国の政治的、経

済的な様々な問題が存在し、中でも中国の台頭が大きな障害といえるというのは本稿でも幾度と

なく述べたことだ。TPP という大きな経済協定による国際的結びつきが、TPP に参加できず、

韓国と違い米国との FTA も結んでいない中国を、中長期的に国際規範を順守し、周辺国と協調

する方向に導くための一つの手段であると考えるのである。この思惑が上手くいけば、中国は日

本に対して協力的な姿勢を取るようになり、さらに日中が結びつくことでその東アジアでの存在

感を増大し、結果韓国との協力にも繋がるであろう。そういった TPP の先にある東アジア共同

体の形成を見据えた対外経済戦略を、今後日本の取るべき経済戦略として本稿では提言とする。 
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