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●はじめに
東アジアは二○○○年代に入って︑通商

深川由起子

あったことから︑農業市場開放負担の少な

さや︑他国にＦＴＡを先んじられる被害の

最小化︑といった受身︑かつ﹁現実的﹂な

早期批准が挫折すれば︑新政権は戦略修正

の拙速さに対しては従来から批判があり︑

確保している︒ただし︑
﹁同時多発﹂方式

閉塞の打破にあり︑ＦＴＡは多くの支持を

○○七年一二月の大統領選の焦点が経済的

側の情勢は厳しい︒米国に比べて韓国は二

とりわけ議会で民主党が優位に立った米国

しかしながら︑双方が政権末期に入り︑

のであった︒

韓ＦＴＡ合意は韓国の積極性を象徴するも

て交渉加速を試みた︒二○○七年四月の米

政権は﹁同時多発﹂ＦＴＡ交渉を打ち上げ

︶に移した︒その先陣を切ったのは実
ism
は金大中政権下の韓国であり︑続く盧武鉉

ス確保が絶対条件であり︑後者からはＮＡ

導による経済再生には米国市場へのアクセ

者からの交渉開始を決めた︒他方で輸出主

どに分け︑影響が比較的軽微とみられた後

タイ・ニュージーランド・カナダ︑南アな

圏﹂と︑各地域の﹁橋頭堡﹂であるチリ・

韓国は候補を日米及びＥＵの﹁巨大交易

グローバルなＦＴＡ推進はその柱であり︑

構造改革推進で市場信任の回復を急いだ︒

拾に当たった金大中政権は新自由主義的な

の危機は急激な流動性枯渇を特徴とし︑収

ルな視点で選ぼうとする傾向である︒韓国

相手を地政学的関心というより︑グローバ

きた︒一つは他のアジアとは異なり︑交渉

ズムは次の三点で少なからぬ影響を受けて

基幹産業においては警戒的でさえあった︒

では直接投資誘致にそれほど積極的でなく︑

他の東アジアの国とは異なり︑危機直前ま

な﹂ＦＴＡを志向することである︒韓国は

包括性︑明文性などの点で﹁ハイ・レベル

資やサービス︑人の移動などが重視される

第三の点は自由化度のみならず︑直接投

た金大中政権は結局︑交渉に進めなかった︒

得にくく︑チリとのＦＴＡ批准に手間取っ

低かった︒ただ積極論だけで国内の支持は

よる貿易転換効果防止といった優先順位は

改善︑⑦構造調整促進︑⑧他国のＦＴＡに

政学的配慮や︑⑥輸入増大による経済厚生

模︑④貿易拡大の潜在性を挙げたが︑⑤地

優位と貿易補完性︑②所得水準︑③市場規

参考文献④は交渉先選定の条件に︑①比較

が重視される点である︒初期の研究である

を余儀なくされよう︒以下では次第に顕在

ＦＴＡへの参加を目指し︑豊富な交渉経験

しかし︑危機後は一転して外資誘致が重視

日本とは対照的に︑輸出を通じた成長寄与

化してきた韓国のＦＴＡ戦略の性格を明ら

を持つチリが選択された︒米韓ＦＴＡの構

され︑直接投資はＦＴＡ交渉の重要な部分

韓国にとって︑通商政策大転換の契機と

かにした上で︑米韓ＦＴＡが東アジアにも

想は既にこの時代から続いてきたのである︒

なったのは通貨危機であり︑リージョナリ

たらすインパクトを分析し︑最後に日本の

を形成した︒
﹁巨大交易圏﹂については投

対応を加えてみたい︒

第二の点はＦＴＡが経済再生の切り札で

政策の重心を多国間交渉︵ multi-lateralism
︶
から自由貿易協定︵ＦＴＡ︶交渉︵ regional-

●通貨危機とＦＴＡグローバリズ
ム

米韓自由貿易協定
（ＦＴＡ）
のインパクトと
東アジア経済統合の新段階
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求してきている︒

項を放棄した先進国型ＦＴＡを一貫して希

Ｎとは異なり︑途上国に与えられた授権条

てはいないが︑ＦＴＡでは中国やＡＳＥＡ

Ｏ交渉での﹁発展途上国﹂の地位は放棄し

は中国とも続いている︒また︑韓国はＷＴ

成立し︑投資ルールの透明化を目指す交渉

したが︑対日本ではＦＴＡ交渉前にこれが

要件となった︒米国とのＢＩＴ交渉は挫折

ル﹂投資協定︵ＢＩＴ︶締結が交渉の基本

資前の内国民待遇などを含む﹁ハイ・レベ

○五年批准︶
︑ＡＳＥＡＮ︵二○○六年合

ール︵二○○五年批准︶
︑ＥＦＴＡ︵二○

政権は逆に︑ＦＴＡの交渉相手をシンガポ

問題の﹁グローバル化﹂に直面した盧武鉉

詰まりと︑核・ミサイル開発による北朝鮮

Ａ交渉の検討を始めたが︑日韓交渉の行き

への植民地補償問題を抱える日本とのＦＴ

金大中政権はチリとの交渉の次に︑北朝鮮

交政策の変化は一層︑これを駄目押しした︒

構成される﹁北東アジア﹂だけであり︑外

みなされる日本と︑投資が集中する中国で

統的な地政学観に入るのは専ら競合相手と

アジア﹂の概念がそもそも希薄である︒伝

経分離の東アジアのリージョナリズムに馴

策と強く連動することはよく知られる︒政

スラエルなど︑米国のＦＴＡが安全保障政

分離原則が支配的であった︒他方︑米・イ

ＡＰＥＣ︵アジア太平洋経済協力︶以来︑

しており︑東アジアのリージョナリズムは

国も政経分離による経済協力推進では一致

はもちろん︑華人との微妙な関係を持つ中

東アジアでは過去や歴史問題を抱える日本

につれ︑交渉は一気に加速し︑合意を見た︒

策を転換し︑米朝直接対話への道が開ける

二○○七年に入って米国が大きく北朝鮮政

といった要素を持っていた︒しかしながら

となった︒民族主義の強い盧武鉉政権では

の通り︑以後は﹁太陽政策﹂が外交の基調

権は歴史的な南北首脳会談を実現し︑周知

した︒危機の収拾を何とか終えた金大中政

治性は次第に韓国の特徴の一つとして浮上

られる︒ここから派生するＦＴＡ政策の政

北朝鮮を中心とした外交文脈の存在も挙げ

もう一つ︑通貨危機とは別の影響として

韓国にとっては事実上︑この項目がＦＴＡ

付きだが︑委員会の設置を約束しており︑

サイル問題の進捗を見ながら︑という限定

とで合意した︒米韓ＦＴＡでさえ︑核・ミ

業団地の生産物の原産地を韓国と認めるこ

あるが︑韓国が北朝鮮の開城に建設した工

そしてこれら締結国はいずれも限定的では

︵二○○七年交渉開始︶と一気に拡大した︒

も交渉中︶
︑米国︵二○○七年合意︶
︑ＥＵ

意︶
︑インド・メキシコ・カナダ︵いずれ

い︒しかし﹁ハイ・レベル﹂ＦＴＡが他国

渉力を強化する︑といった期待心理が根強

が韓国の域内交渉力︑とりわけ日中への交

韓国には米韓の﹁ハイ・レベルＦＴＡ﹂

治論理が働いたと考えられる︒

Ａには東アジアの伝統とは異なる独特の政

希薄な韓国は格好の相手であり︑米韓ＦＴ

を探していた米国にとって︑地政学論理の

染めず︑他方で排除されないための橋頭堡

●朝鮮半島政策と政経未分離型リ
ージョナリズム

これがさらに加重された︒通貨危機収拾も

のかなり重要な優先交渉条項となった︒

それぞれ日系企業の生産ネットワーク︑

た︒

政策に影響を及ぼすのは自然な帰結であっ

ンダとして登場した﹁太陽政策﹂がＦＴＡ

あったから︑経済回復と共に新たなアジェ

政権にとって米韓ＦＴＡは当初︑安全保障

米国との安全保障摩擦を繰り返した盧武鉉

強まることを意味する︒自主国防を掲げて

Ａに安全保障の論理が入り込み︑政治性が

朝鮮の取り込みは︑とりもなおさず︑ＦＴ

特異な体制によって世界から孤立した北

ルを用いた研究の多くは︑韓国の伝統的な

高い︒このため︑一般均衡︵ＣＧＥ︶モデ

○％に対し︑韓国が一○・六％と圧倒的に

果は大きくない︒平均関税率は米国の四・

ば︑米韓ＦＴＡが当事国双方にもたらす効

くまで動態的な変化による︒静態的にみれ

を魅了するほどの成果を挙げるか否かはあ

●米韓ＦＴＡのインパクト

ＦＴＡ推進も︑その中心は常に大統領府で

華人のビジネス・ネットワークを持つ日本

面を補完し︑経済面で同盟関係を確認する︑
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米韓 FTA が周辺国に与える影響
表１

カナダ
-0.18
-0.16
-0.18
ASEAN オーストラリア
-0.21
-0.14
-0.16
-0.23
-0.16
-0.24

転じるとするが︑問題は批准後の農業部門

・二％増加し︑雇用も三・三％のプラスに

ルではＧＤＰ成長率は七・六％︑生産は六

積︑特に生産性の増加を加味した動態モデ

化が予想された︒所得の増大による資本蓄

善も○・一五％にすぎず︑雇用はむしろ悪

ＧＤＰ比○・四二％増加で︑厚生水準の改

③︑⑤では韓国に対する影響は静態的には

は輸出︶の増大が予想される︒参考文献②︑

課している農産物部門では輸入︵米国から

国側九・八％に対し韓国側五五・二％︶を

ができないことを示す︒他方︑高関税︵米

ＦＴＡ期待である輸出増大には大きな期待

がるかは疑問である︒一方︑対韓輸出では

外でなされており︑大きな転換効果につな

基準認証の調和などがＦＴＡパッケージの

構造協議︵ＳＩＩ︶以来︑相互規制緩和や

ただし︑これも日米間では一九八○年代の

どで韓国に差をつけられることであろう︒

よる物流コストや︑技術標準や相互認証な

り扱い手数料の無料化や貿易円滑化などに

れる︒むしろ日本で懸念されるのは物品取

への貿易転換効果は直接には限定的とみら

自動車は現地生産が進んでいるため︑日本

シコやＡＳＥＡＮなど第三国への生産移管︑

ＡＮやカナダである︒日韓とも家電はメキ

また韓国の側からは日米より遥かに関税撤

原産地認定負担は日米に比べて遥かに軽く︑

々と進める中国にとって︑開城工業団地の

十分に存在する︒北朝鮮への経済協力を着

保が不可避︑という論調が高まる可能性は

心に︑貿易黒字相手国である中国市場の確

らの輸入が著増した場合︑財界や議会を中

思議ではない︒他方︑韓国の側でも米国か

が韓国へのＦＴＡ交渉圧力を強めるのは不

ＵよりもＦＴＡ交渉で後回しにされた中国

ながら︑日本より︑米国より︑さらにはＥ

持つ︒長らく韓国にＦＴＡ交渉入りを迫り

て経験する﹁実害﹂ケースとなる可能性を

ようとしたり︑米国のプレゼンス拡大に対

批准を所与として貿易転換効果を最小化し

るのは米韓合意のアナウンスメント効果で︑

むしろ東アジアで当面︑すぐに予想され

おり︑未知数が大きい︒

大化が市場から生み出されるかにかかって

の円滑な産業調整と︑具体的な動態効果最

国以上の自由化を米国に約束する可能性に

構想は長らく存在するが︑日本が農業で韓

ど大きいとはみられていない︒日米ＦＴＡ

税減免措置があり︑この転換効果もそれほ

もともと韓国の輸出用原材料や資材には関

本財での日米競合も指摘される︒しかし︑

半導体製造装置や材料といった中間財・資

を含めて中国にこれまで結んだことのない

力に使おうとする韓国が競争法の調和など

して確立されてきている︒米韓合意を交渉

幅広い範囲と高い制度化を志向するものと

韓国のＦＴＡ原則はＷＴＯ二四条に沿って

る︒ただし︑米韓ＦＴＡの成立によって︑

速い中国は当然︑魅力に富んだものでもあ

廃の効果が大きく︑市場拡大のスピードが

-6.41
-0.31
-11.28
-9.45
-3.6
-0.08
-0.1

1.17
-0.1
-1.98
-2.39
-1.78
-0.12
-0.16

-2.52
0.03
-6.67
-2.21
-2.37
0.26
-0.24

って予測した表１も日本については製造業

実際︑周辺国への影響をＣＧＥモデルによ

るのは競合度の高い日本であるとみられる︒

％︶などであり︑対米貿易転換効果を受け

ＡＮとほぼ同じ貿易転換を被るとみられ︑

特に中国の農業や食品部門は豪州やＡＳＥ

ス効果は日本より︑中国について大きい︒

前表が示したように︑米韓ＦＴＡのマイナ

日本よりむしろ中国かもしれない︒実際に

米韓ＦＴＡ合意に複雑な思いを持つのは

能性は韓国から日韓中ＦＴＡ交渉をもちか

が検討しておかねばならないもう一つの可

中韓が先行するシナリオのほかに︑日本

次元を左右することになるだろう︒

先行するかは︑東アジア経済統合の新しい

交渉の再開と︑中韓交渉の開始のどちらが

輸出（％）
穀物
野菜／果実
その他製品
肉
加工食品
工業製品
計

-38.74
-0.36
-8.44
-0.58
-5.35
0.01
-0.17

五％︶やピックアップ・トラック︵同二五

への影響が最も大きい︒ただし︑全体によ

渉は対ＡＳＥＡＮほど容易ではないのかも

水準のＦＴＡを迫れば︑中国にとっても交

-32.59
-18.58
-71.74
-73.86
-128.47
166.58
-1031.71

けられることである︒米韓交渉とその後の

能的協力や︑日韓ＦＴＡ交渉再開への期待

当面は少ないだろう︒ただし︑日米間の機

ＦＴＡ合意で米国側の関税引き下げ幅の

は乏しく︑日米が米韓に追随する可能性は

-0.74
-21.23
-25.95
-35.39
-141.8
-459.88
-1241.7

その通りになれば米韓ＦＴＡは中国が初め

しれない︒かなり交渉がこじれている日韓

ことであろう︒

21.13
-9.73
-15.21
-3.73
-66.49
-334.52
-867.36

大きな工業製品はデジタルＴＶ︵名目関税

生産額（100 万ドル）
穀物
-39.46
野菜／果実
-24.6
その他製品
-23.85
肉
-14.29
加工食品
-119.63
工業製品
-83.78
計
-781.12

りネガティブな転換が見られるのはＡＳＥ

は財界から一層強まることになろう︒

抗を図るなどで周辺国の動きが活発化する

0.96
0.13
-1.63
-0.68
-1.12
-0.24
-0.18 （出所）Korea Institute for International Economic Policy（KIEP）
.

日本
-0.1
-0.06
-0.1

8.71
12.39
-12.18
-11.81
-46.56
-585.27
-1237.5

中国
-0.14
-0.18
-0.17
マクロ・インパクト
GDP（％）
輸出（100 万ドル）
輸入（100 万ドル）
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的発想︵貿易赤字国の日本は黒字国の中国

純な貿易黒字＝善︑赤字＝悪式の重商主義

韓国が多くを学べば︑これまでのように単

展開︑とりわけ雇用をめぐる展開によって

レバレッジは続くだろう︒

しかなく︑今後ともこれを利用した米国の

国にとって唯一の地政学的関心は北朝鮮に

く︑日中との競争から外に出ようとする韓

はまさにその産物であった︒地域観に乏し

ランスさせる道を模索することでもあろう︒

端な日米基軸と東アジアの地政学論理をバ
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プローチが変質することである︒この点で
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