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され︑新規加盟国も二○一五年には関税を

らに二○一○年には原加盟国の関税が撤廃

国の関税は○〜五％に引き下げられた︒さ

始され︑二○○二年にはＡＳＥＡＮ原加盟

税︵ＣＥＰＴ︶スキームが一九九三年に開

ＦＴＡ︶を実現するため︑共通効果特恵関

ＡＮ︶
である︒
ＡＳＥＡＮ自由貿易地域︵Ａ

組んだのは︑東南アジア諸国連合︵ＡＳＥ

アジア諸国の中で最も早くＦＴＡに取り

げる︒さらに高度センシティブ品目として︑

引き下げ︑二○一八年に○〜五％に引き下

とで決着し︑二○一二年に関税を二○％に

○品目かつ輸入額の一○％を上限とするこ

を撤廃する︒またセンシティブ品目は四○

階的に関税を引き下げ︑二○一○年に関税

の場合︑通常品目は二○○五年七月から段

貿易協定では︑ＡＳＥＡＮ原加盟国と中国

つぎに二○○四年一一月に署名された物品

から開始し︑二年後には関税を撤廃した︒

などでも厳格性に欠けているが︑センシテ

互主義ばかりでなく︑原産地規則︑運用面

されている︒同協定は除外品目の指定や相

ＴＯには授権条項によるＦＴＡとして通告

に自由貿易を完成すると述べているが︑Ｗ

的にすべての貿易を自由化し︑一○年以内

されない︒ＡＳＥＡＮ中国ＦＴＡは︑実質

適用によりＧＡＴＴ第二四条の要件に拘束

加盟国が途上国のＦＴＡは︑授権条項の

限られてこよう︒

なくてよい︒これでは貿易自由化の効果は

─アジアにおけるＦＴＡ網の中核

撤廃する︒二○○○年代のアジアのＦＴＡ

センシティブ品目数の四○％あるいは一○

ィブ品目の見直し規定︑早期の関税引き下

ＡＳＥＡＮ

は︑このＡＳＥＡＮを中核として急速に網

○品目のいずれか少ない方に限り︑二○一

げを促して︑相互主義の適用に陥るのを防
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の目が広がっている︵表１︶
︒
︒︒

五年に関税を五○％に引き下げる︒

税引き下げ︵アーリーハーベスト︶を︑Ａ

くことにある︒まず未加工農産物の早期関

ら実行に移し︑段階的に分野を拡大してい

とを宣言する一方で︑合意しやすい分野か

実施をめざして︑広範な分野に取り組むこ

サービス貿易︑投資の自由化︑経済協力の

の枠組み協定の特徴は︑両者間で物品貿易︑

包括的経済協力枠組み協定に署名した︒こ

ＡＳＥＡＮと中国は二○○二年一一月︑

定していれば︑その品目の関税を引き下げ

ィブ品目に含めていなくても︑相手国が指

相互主義を適用するため︑自国がセンシテ

定されてしまっている︒さらに同協定では

くが︑相手国によりセンシティブ品目に指

るため︑各国が輸出を伸ばしたい品目の多

国がまず上限枠の範囲内で自由に指定でき

シティブ品目の選定に際して︑交渉前に自

ティ︶をまず確立する方式を採った︒セン

標数値を共通に適用する取り決め︵モダリ

物品貿易協定の交渉では︑関税の削減目

ＡＳＥＡＮと中国の協定をベースにして同

意した︒しかしＡＳＥＡＮと韓国の交渉は︑

的協力連携を宣言し︑ＦＴＡ交渉開始に合

て︑二○○四年一一月にＡＳＥＡＮと包括

韓国は︑中国︑日本︑インドよりも遅れ

時点で評価を下すのは早計であろう︒

力の分野も順次︑締結する予定であり︑現

定が二○○七年一月に署名され︑投資︑協

ぐ規定も設けている︒またサービス貿易協

●ＡＳＥＡＮ韓国ＦＴＡ

ＳＥＡＮ原加盟国と中国は二○○四年一月

●ＡＳＥＡＮ中国ＦＴＡ
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様の方式で行ったため︑急速に進展してい
品貿易協定の署名を見送っている︒また鉄

は︑ＦＴＡ締結の利益が少ないとして︑物

高度センシティブ品目に指定されたままで

加速しよう︒

とＡＳＥＡＮにおいて生産ネットワークが

国の場合︑通常品目は品目数と輸入額とも

物品貿易では︑ＡＳＥＡＮ原加盟国と韓

シンガポール︑マレーシアのみ実施︶
︒

七年六月に同協定が発効した︵ただし韓国︑

月には物品貿易協定の署名に至り︑二○○

済協力枠組み協定に署名し︑二○○六年八

ＥＡＮ側はＷＴＯに授権条項によるＦＴＡ

義が適用されて例外が多くなるため︑ＡＳ

む可能性がある︒ただし同協定でも相互主

品目の指定にとどまっており︑自由化が進

と自動車ではＡＳＥＡＮ側はセンシティブ

センシティブ品目に指定したが︑家電製品

鋼製品はインドネシアやマレーシアが高度

めに一四分野で実施する︒物品貿易に関し

ＡＳＥＡＮの域内格差是正や統合支援のた

化されることはない︒経済協力は︑日本が

サービスや投資は︑二国間協定以上に自由

する一括受諾方式を採っている︒このうち

など︑交渉のすべての分野に合意して締結

くサービス貿易︑投資の自由化︑経済協力

とのＦＴＡとは異なり︑物品貿易だけでな

ＡＳＥＡＮ日本ＦＴＡでは︑中国や韓国

易のモダリティが合意に達して︑包括的経

る︒早くも二○○五年一二月には︑物品貿貿

に九○％以上が含まれ︑段階的に関税を引

として通告することを望んでいる︒

センシティブ品目は品目数で七％以下とし︑

ては︑中国や韓国の協定と同様に︑物品貿貿

き下げて︑二○一○年に関税を撤廃する︒

化が限られる恐れがある︒韓国は

る方式を採ったため︑貿易の自由

上限枠の範囲内で自由に指定でき

ティブ品目の選定も︑各国がまず

ＡＳＥＡＮ韓国ＦＴＡのセンシ

る︒

の指定は︑四○品目のみ認められ

設定と除外品目である︒除外品目

下げ︑残りの二種類は関税割当の

三種類は二○一六年に関税を引き

以下に制限し︑五種類に分類される︒うち

るいは二○○品目以下︑かつ輸入額で三％

度センシティブ品目は品目数で三％以下あ

○一六年に○〜五％に引き下げる︒また高

この高付加価値部品を日本から輸入し域内

定を結べば原産地規則が累積して適用され︑

へ輸出しても無関税とはならない︒地域協

ＡＮのある国が輸入し︑完成品にして域内

六○％以上の付加価値を持つ部品をＡＳＥ

域内で調達する必要があるため︑日本から

則では四○％以上の付加価値をＡＳＥＡＮ

ことである︒たとえばＡＦＴＡの原産地規

ぶ意義は︑地域的な共通ルールを整備する

た︒二国間協定を前提として地域協定を結

は中国や韓国に比べて出遅れることになっ

渉を優先したため︑ＡＳＥＡＮとのＦＴＡ

日本はＡＳＥＡＮ原加盟各国との二国間交

包括的経済連携枠組み協定に署名したが︑

ＡＳＥＡＮと日本は二○○三年一○月に

妥結の予定である︒

本側は合意を急いだ︒二○○七年一一月に

輸出が不利になる恐れが出てきたため︑日

ティブ品目である︒中国や韓国と比べて︑

関税を一○年以内に撤廃し︑残りはセンシ

ＡＳＥＡＮ原加盟国は︑輸入額の九○％の

ブ品目で︑最後の一％は除外品目とする︒

は上限を設けて関税を削減するセンシティ

三％を一○年以内に撤廃とした︒残り六％

さらに譲歩して︑九○％を即時撤廃し︑九

％を一○年以内に撤廃するとしていたが︑

輸入額の八八％の関税を即時撤廃し︑九二

大筋合意に達した︒日本側は五月時点では︑

し︑同年八月に各国の物品選定が確定して

品貿易のモダリティについて原則的に合意

二○○七年五月にＡＳＥＡＮと日本は物

易のモダリティを結ぶことになった︒

国内保護を理由に︑米以外にも多

に製品として輸出する場合︑逆に域内で原

交渉経過
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くの農水産物を関税割当や除外品

材料や部品を調達して日本へ製品を輸出す

二○一二年に関税を二○％に引き下げ︑二

目に指定した︒このためタイは輸

る場合に︑経済的なメリットがある︒日本

部教授︶

︵ひがし しげき／西南学院大学経済学
出を伸ばしたい多くの農水産品が
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（出所）各種資料より筆者作成。
（注）EH はアーリーハーベスト。一部品目を前倒しして関税撤廃する。
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