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国際アジアシンポジウム 

世界同時不況を超えるアジア地域協力 
東アジアの歴史的和解に向けて: 欧州統合に学ぶもの 
―クーデンホーフ・カレルギー生誕 115 周年記念― 

 
主催: 国際アジア共同体学会、 

青山学院大学科研・総研プロジェクト 
助成: 国際交流基金、後援: 外務省、国連大学、朝日新聞社 

協賛: マザーズ・キス財団、日本新技術促進機構 
会場: 青山学院大学総研ビル国際会議場 

 
2010 年 3 月 11 日（木） 

「東アジアの歴史的和解に向けて」 
総合進行司会: 井出亜夫（日大教授）、脇坂紀行（朝日新聞論説委員） 

 
開会挨拶: 高木誠一郎（青山学院大学） 
 
第 1部「東アジアの歴史和解と共通文化に向けて」（15:00～17:30） 
問題提起: 羽場久美子（青山学院大学） 

 
報告者 
三谷博（東大）「東アジアの歴史問題 ―この 10年の成果と問題点」 
藤井省三（東大）「村上春樹とアジア共通文化」 
アンドリュー・ホルバート （スタンフォード大学）「ヨーロッパから考える」 

 
パネリスト 
天児慧（早大）、河野健一（長崎県立大学）、兼田麗子（早大）、林達・和田弘子（日中

韓学生交流委員会） 
 
第 2部「東アジア歴史的和解・共同宣言に向けて」（17:30～18:30） 
特別講演: 西原春夫（早大元総長）「欧州統合から東アジア歴史的和解を考える」 
共同宣言提案: 羽場久美子、天児慧、井出亜夫 

 
アジア共同体学会理事会（18:40～19:00） 
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2010 年 3 月 12日（金） 

「世界同時不況を超えるアジア地域協力」 
 

午前の部 
司会: 中川十郎（日大）、田中哲二（国連大） 

 
開会挨拶（9:00～9:30） 
谷口誠（元国連大使、国際アジア共同体学会顧問） 
村松泰雄（朝日新聞論説主幹） 
ミヒャエル・クーデンホーフ・カレルギー 

 
記念講演（9:30～11:00） 
「日中韓は東アジア共同体構築のために何をなすべきか」 
韓昇洲（韓国元外交通商大臣,元駐米大使） 
呉建民（中国外交学院前院長、元駐仏大使） 

 
第 1セッション（11:00～13:00） 
「世界金融危機後のアジア地域統合をどう進めるか」 
進藤榮一（国際アジア共同体学会代表、筑波大名誉教授） 
河合正弘（アジア開発銀行研究所長） 
ヴォルカー・スタンツェル（駐日ドイツ大使、文学博士） 

 
午後の部 

司会: 山本武彦（早大）、高橋一生（国連大） 
 
第 2セッション（14:00～16:00） 
「アジア共通政策のシナリオをどう描くか: 安全保障、金融通貨とFTA」 
劉江永（清華大学教授） 
近藤健彦（元副財務官、明星大学教授）  
金都亨（世宗研究所客員フェロー、韓国経済学会元副会長） 

 
間奏（16:00～16:15）: 甘建民: 二胡奏者「空山鳥語」「月夜牧羊女」ほか 
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第 3セッション（16:15～18:30） 
「東アジア・グリーンニューディールと環境産業革命をどう進めるのか」 
金泳鎬（韓国通産資源省元長官、柳韓大学長） 
廣野良吉（地球環境戦略研究機関参与）  
李志東（長岡技術科学大教授） 
羅星仁（広島修道大学教授） 

 
特別提言（18:30～18:45）「鳩山政権への提言」 
 古賀一成（衆議院議員、前両院議員総会長） 
 
総括挨拶（18:45～18:55） 
黒瀬直宏（国際アジア共同体学会副代表） 
 
「日中韓歴史和解」及び「アジア連携戦略」東京声明 （18:55～17:00） 
 
研究交流懇親会（19:05～21:00）、会場: アイビーホール青学会館 
来賓挨拶: 鳩山由紀夫（内閣総理大臣）＊ 
福山哲郎（外務副大臣）＊ 
伊藤憲一（日本国際フォーラム理事長） 
赤尾信敏（日本アセアンセンター前事務総長） 
シュテファン・A・フーバー（EU駐日公使） 
小原政博（外務省アジア大洋州審議官）＊ 

 
協力機関: 東アジア共同体評議会、日本ビジネスインテリジェンス協会、駐日中国大使館、

駐日韓国大使館、駐日EU 代表部、（財）日欧産業協力センター、（財）経済広報センター 
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日中韓 共同と歴史的和解を目指し、つくる共同宣言 
 
 

われわれ 日本・中国・韓国の有識者たちは、 
 

さまざまな豊饒な歴史的交流があったにも関わらず、 
 

近代における歴史の問題を考え克服することが 
 

今後の世界とアジアの平和と調和的繁栄の基礎となることを理解し、 
 

アジアの発展と繁栄のため、共同と歴史的和解を目指しつくるために、 
 

共同宣言を発表する。 
 

日本・中国・韓国が、政府および人々の草の根レベルで 
 

協力し合い、それによって世界の人口の 4 分の 1 を占める 
 

北東アジアの一角から、 
 

和解と友愛の精神に基づき、経済共同体を一つの契機としつつ、 
 

平和・発展・繁栄と環境の共同体を広げていくことを誓い、 
 

ここに共同宣言を行います。 
 
 

2010 年 3 月 12 日 
 

国際アジアシンポジウム参加者一同 
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日中韓「アジア連携戦略」東京声明 
 
世界同時不況の嵐は、開かれた地域協力の制度構築を促し、東アジアの歴史的和解の推

進と地域共通戦略の形成を要請している。そのため私たちは、鳩山政権下で強調され始め

た東アジア共同体構築への政治的意思を強く支持し、その構築に向けいっそうの政策支援

を進めることを慫慂し、以下の戦略提言をする。 
 
1、アジア版ダボス会議、筑波会議（仮称）の開催。 

会議は、APEC 横浜会議前後、「世界 大のハイテク集積都市」筑波研究学園都市で、

地球環境と地域協力を主テーマに開き、以後年次開催する。会議は、持続可能な「生み育

てる資本主義」を創出強化し、アジア太平洋地域の協力と統合を推進する、世代を超えた

アジア発信の政策対話の場とする。 
 
2、つくばエコビレッジの開村。 

上記の筑波会議開催時に、環境共生コンパクトモデル村を学園都市内に設営し、鳩山イ

ニシアティブの現実性を実証開示し、アジア・日本発のエコプロダクツの展示と国際ビジ

ネス商談の場とする。エコビレッジは、学園都市内の国立研究諸機関と国内外の関連諸企

業の支援協力を得、眠れるアジア内需を喚起し、環境、健康、観光の新分野における新産

業創出のモデル村とする。 
 
3、アジア連携戦略人材育成パイロット・プランの構築。 

日中韓 3国政府の協力下、上記アジア太平洋地域の地域統合推進のための次世代連携リ

ーダーを育成すべく、官民双方の資金協力を得、地域統合高等人材育成教育のパイロット・

プランを開設する。併せて国内外の政策シンクタンクとの政策対話連携の場とし、地域統

合推進の連携唱導機関とする。 
 
「力は連携より生まれる」という 21 世紀世界の箴言に従い、アジアの時代の到来に向

けて、上記戦略提言を実現すべく相互協力し合うことをここに確認する。 
 

2010 年 3月 12 日､第 3回国際アジアシンポジウムにて 
国際アジア共同体学会 
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問題提起・趣旨説明 
 

        羽場久美子（青山学院大学教授） 
 
本国際シンポは、ヨーロッパ統合の父、クーデンホーフ・カレルギー生誕 115年を記念

し 21 世紀におけるグローバリゼーション、世界金融危機、日米の経済衰退、アジアの急

成長、という状況の下で、欧州統合に示唆を得つつ、いかに東アジアの地域協力・地域統

合を実現させるかを考えるものである。 
アジアの統合を考える国際会議開催にあたり、3つの点に、留意しておきたい。 
第 1 は、現状を基盤とし、アメリカとの共同、主権を維持した、アジアの統合である。 
第 2 は、そもそも統合の形は一つではなく、現存する 10 を超える協議機関の重なりあ

いとして、アジアの統合を考えればよいということである。 
第 3は、ASEAN を基礎とし、日中韓の経済統合、金融統合、和解を進めることである。 
その目的は、繁栄と平和である。担い手は若者である。これら 3つにより、東アジアは

対立を超えて、平和、繁栄、発展を謳歌できる。 
以上を踏まえ私たちは、この国際会議で「日中韓の和解と繁栄の共同宣言」を採択した

い。 
 
1. 21世紀の地域統合の重要な原則は、現状に依拠する、主権は維持する、アメリカとの

共同は捨てず、多国間協力を進める、ということである。 
 
2. その重要な基盤は、多様で緩やかな統合である。アジアでは、経済協力は進んでいる

が、制度化は進んでいないと言われる。そんなことはない。すでに、10を超える地域

機関がアジアには存在する。 
 APEC, ARF, ASEAN,ASEAN+3, ASEAN+6、ASEAN+10,六者協議、上海協力機

構、南アジア地域連合（SAARC）アジア協力対話（ACD）、アジア欧州会合（ASEM） 
 ここには、アメリカも、ロシアも、中国も、インドも、互いに入ったり入らなかっ

たりする多様な組織が存在する。現在頓挫しているが、北朝鮮さえ話し合いの場に引

き込む「六者協議」という場も存在する。その多様な制度は欧州を超える。 
これらすべてを、ぜひ現実に機能させてゆくべきである。 

 
3. アジアの多様な多国間の緩やかな機構の中で、一番遅れているのが日中韓の共同であ

る。他方で日中韓の経済統合は極めて進んでいる。これについて欧州から学べる点は、

「異なる体制間の和解」(ロシアや中東、アフリカとの和解。旧社会主義国東欧の取り

込み) である。 
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何のための和解か？ 平和と繁栄のためである。 
◎アジアが協力・統合すれば、世界の半分の人口をもち、世界 大の発展が、平和的に

享受できるからである。中国は日本を抜いてアメリカに迫り、インド、韓国も世界第

3 の地位を追っている。BRICs のうち、3 カ国がアジアにある。日中韓の連携は、世

界の繁栄と発展、平和につながる。 
 
日中韓による、平和と発展・繁栄の共同宣言を、この国際シンポから発信しよう。 
 
若者や地域と連携しつつ、多様なアジアで、多様な形を維持しながら、発展しよう。 
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拡大EU、東アジア共同体への示唆 

―対立から繁栄へ: 地域統合の比較研究― 
 

羽場久美子（青山学院大学教授） 
 
1. はじめに: 危機の時代と地域統合 
 
今年は冷戦終焉20年だが、世界経済危機を背景に新たな困難の時代に向かいつつある。 
1989 年の冷戦の終焉によって、ヨーロッパの東西の分断は 終的に終焉し、グローバリ

ゼーションの広がりと、統合の深化と拡大の時代が始まった。ここ 20 年間で 12 カ国EC
は 27カ国EU へと 2倍を超える規模となり、今後バルカンへの拡大が終了すれば 30カ国

を超える。この間、南北アメリカ、アジア、アフリカなど各地域でも地域統合の動きが進

んでいる。 
2008 年の世界金融危機の中でも、国家経済の不安定化の下、金融統合や地域統合は、ユ

ーロ圏の拡大など、さらに進む様相を見せている。 
拡大EUを基軸とする地域統合の進展の中で、アジアではどの程度、どのレベルまで地

域統合が進むのか、その際、先んじる欧州統合から何を取り入れ、何が異なるのか。以下、

「対立から繁栄へ」という観点から検討を行いたい。 
 
 統合の 大の目的は、地域の対立の克服と、信頼醸成による繁栄である。世界の多様な

地域で進行する地域統合を比較する際の指標としては、経済統合／政治統合、国家連合／

連邦主義、緩やかな地域協力／法制化を含んだ統合など、それぞれの主権をめぐる統合の

質的推移によって比較する方法が考えられる。 
 ヨーロッパの地域統合は、そもそも「石炭鉄鋼共同体」という、エネルギー資源の経済

統合から現実化した。冷戦の終焉後、中・東欧を統合しさらに東へ拡大している EU は、

2008 年上半期で、27カ国、5 億人人口、GDP10,9 兆ユーロ：14兆 1千億ドル(ドル費 1,3
で計算)となり、アメリカ（3 億人、GDP13 兆 2 千億ドル）に並び、凌ぐ経済圏として成

長した。その基盤は基本的に経済統合である。 
2008 年秋のサブプライムローンに端を発するその直後の世界金融危機では、ドルに連動

してユーロも一時は大きく下がったものの、09年春に入って持ち直し始め、逆に各国通貨

への打撃に対するユーロの安定性から、スロヴァキア、北欧などでは、「ユーロ圏」への加

盟に拍車がかかり始めた。世界経済危機が今後どのような影響を与えていくかは予断を許

さないものの、現状ではタイのバーツ危機の時と同様、金融危機が地域の統合を促してい

る側面が窺える。 
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他方、政治統合に目を向ければ「国家連合か、連邦制か」という歴史的課題は、2000
年に独フィッシャー外相も、「クオ・ヴァディス、ヨーロッパ（ヨーロッパよ、汝はどこに

行くのか）」と問うたが、国民国家の主権を基礎とした「国家連合」の方向で、一定の決着

を見つつある。 
しかし一つにはイラク戦争における「共通外交安全保障政策(CFSP)」の頓挫、第 2 に欧

州憲法条約に対するフランス・オランダの国民投票での批准拒否、改正条約たるリスボン

条約もアイルランドの国民投票で否決、第 3に移民問題をめぐるナショナリズムの成長と

ゼノフォビア（外国人嫌い）の拡大から、地域統合半世紀を超えた欧州ですら、政治統合

はいまだ実現にはほど遠い様相にある。そもそも「対立の克服」をもとめた統合の目的は

経済発展であって政治統合ではない。 
グローバル化と世界経済危機は、各地での「経済統合」推進を不可避の流れとして進行

させているとはいえ、それを政治統合まで推し進めるべきかは、議論の余地が残る。 
ここではむしろ地域の対立の克服による共同の発展と繁栄、地域内部で二度と戦争は行

わないという「不戦共同体」が地域統合の究極の目的であり、憲法や共同の大統領などの

実現は拙速である、という事実を確認した上で論を進めたい。 
 
2. 東アジアでの地域統合の進展 
 
冷戦の終焉後、東アジアでも経済協力関係の確立が、2000 年 5 月のチェンマイ・イニ

シアチブ以降急速に進んだ。これは未曾有の被害をもたらしたアジア通貨危機を受け、ア

ジア各国が経済協力の制度化を模索した結果でもあった。 
2000 年の経団連奥田会長の奥田レポート、2002 年の小泉首相のシンガポールでの「東

アジア共同体」の提言を受けて、当初は夢物語であった東アジアの地域協力・地域統合の

具体的検討と様々な視点からの試みが、本格化しつつある。アジアでも目標は経済発展と

繁栄である。 
東アジアの経済圏の成長は21世紀に入り目覚しいものがあり、ASEAN+3(日韓中)で人

口20,8億、GDP9,6兆ドル、ASEAN+6（東アジアサミット16カ国）で人口32億、GDP10,3
兆ドル）と、人口･GDP 共に世界的パワーとしてのアジアの経済統合が、進展しつつある。

その中枢としての中国に対し、EU・アメリカともに熱い、かつ驚異の視線を注いでいる。 
こうした中でアジア各国でも、東アジアの地域協力･地域統合の要請が、具体性を帯びて、

議論されるようになった。しかし積極的な中国・韓国に比べ、日本は財界や政府の提言が

あって久しいにもかかわらず、民間、とりわけアカデミズムにおいて、一部を除いて関心

が薄いように思われる。 
また現実に東アジアでは、地域統合への障害も多く、1) 国の規模の違い、2) 体制・国

際政治枠組みの違い、3) 歴史の負の記憶、強いナショナリズム、4) アメリカの同盟関係
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との齟齬、などの問題が山積みであり、様々な形で進行する経済統合に比べ、政治的･制度

的な関係の構築はなかなか進展する見通しが見えずまさに「政冷経熱」の様相である。 
それでも、経済関係を基礎とした関係構築の拡大、2008 年の北京オリンピックによる民間

レベルでの飛躍的交流の拡大を通じて、現在、移民、テロ対策、環境、食の安全など様々

なレベルでの課題が提起されており、東アジアにおける地域協力・地域統合の多元的な形

での制度構築への現実的関心が高まり始めている。 
こうした中で日米関係、日中関係などバイの関係を越えて、多元的ネットワーク型の地

域の共存の試みとして、制度、法整備、越境地域協力、教育交流など、EU に学んだ「東

アジア地域統合」への試みが始まりつつある。 
 
3. 「ポスト冷戦終焉」以降の、欧州統合からの示唆 
 
上にも述べたように、欧州とアジアは、違いが大きすぎるため、比較はしづらく、欧州

のシステムに学びうるところは少ないとされる。 
また上記の 4点に加え、さらに東アジアでは共産主義体制や権威主義体制が残り冷戦が

終わっていない、とされる。 
 確かに、13 億の中国、10 億のインドの規模を抱える地域統合はほかには存在しない。

格差も、ヨーロッパの平均的格差を大きく超えるであろう。しかし「対立と敵対」につい

ていえば、欧州ではアジアをしのぐ数千万人もの戦争による殺りくと紛争が繰り返されて

きたし、21世紀においてすらバルカンでの民族紛争が継続されてきた。だからこそ地域統

合なのだ、と反論できよう。 
統合の本質は、第 1に、エネルギーと資源の共同、第 2 に、不戦共同体としての安全保

障の構築、第3 に、歴史的和解である。まさにこれが対立を繁栄に代える手段なのである。 
 この 3 点は、EC/EU にとってその成立と存続・拡大の根源にあるものである。他方、

アジアにおいては、この 3点こそがこの地域の共同と統合を妨げている 。 
 戦後の「独仏和解」「欧州不戦共同体」「石炭鉄鋼共同体」は周知の事実である。 
ここでは欧州が、この 3 点を、「ポスト冷戦」以降も繰り返すことによって、旧共産圏を

取り込み、紛争地域を「安定化」させてきた経緯を明らかにする。なぜそのようなことが

可能になったのか。 
冷戦終焉後の旧共産圏やバルカン、パレスチナ、中東など、周辺の紛争地域を取り込ん

で紛争解決と安定・拡大を目指そうとするEUの発展にこそ、東アジアの発展と繁栄の教

訓がある。 
以下、①「ポスト冷戦」以降の旧共産圏との「異体制間和解」、②旧共産圏やバルカン、

パレスチナなど、紛争地域との「不戦共同体」、③戦争と抗争を生むエネルギー資源たる石

油・天然ガスの共同の管理発展から、冷戦終焉後の拡大欧州がそれをいかに成し遂げたか
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について検討する。 
 
4-1) ポスト冷戦の 3つの和解 ―「異体制間和解」「階層間和解」「異民族間和解」 
 
戦後の「独仏和解」は、規模、価値、宗教、経済発展の度合いがほぼ同じで、アジアと

は異なり比較にならないとされてきた。 
しかし 1989 年のソ連・東欧体制の崩壊後、EU は、拡大を も嫌ってきたロシアとの

共同・対話、旧社会主義国、中・東欧諸国の取り込みによる拡大を実行してきた。 
この「ポスト冷戦」の「異体制間和解」は、東アジアにとって意義深い。 
中・東欧への拡大と統合は、市場化・民主化・自由化に象徴される。具体的には、コペ

ンハーゲン・クライテリアトアキ・コミュノテール（EU 法の集大成）の遵守により実行

された。さらに安全保障では、OSCE(全欧安保協力機構)の場における異体制間の話し合

いの場が継続された。これらの実行に向け、中・東欧は、1996 年、1999 年に加盟交渉を

始め、ほぼ 8年後、2004 年には加盟を実現したのである。 
こうしたクライテリア（基準）の実行の作業を中国や北朝鮮が行えるかといえば、極め

て心もとない。しかし 1989 年の「ベルリンの壁」の崩壊後、シュタージ（秘密警察）に

抑圧されていた中・東欧の中産階級は、それらの「基準」「規制」に合わせることを甘んじ

て受けた。 
これは 40 年代前半まで、曲りなりにも民主主義国家体制を実行していた中欧と、45 年

まで植民地体制下にあった中国との違いといえるかもしれない。他に、ポスト冷戦の拡大

EU は、エリート・市民間の「階層間和解」、イスラム系移民などとの「異民族間和解」も

実行している。 
 
4-2) 紛争地域の「安定化」に関与する、「不戦共同体」 
 
 数 100 年にわたって紛争・殺戮を広げてきた欧州が、第 2次世界大戦後、敵同士が統合

し欧州では 2度と戦争を起こさないシステムを形成したことは大きい。 
 同様に、1989 年の冷戦の終焉後、欧州周辺では、バルカンの地域紛争の勃発、ソ連邦の

崩壊、湾岸戦争、旧CIS の独立と革命などの混乱が継続した。 
 こうした中で、EU は、OSCE、ロシア・旧CIS 諸国の安定化のためのパートナーシッ

プ協定、バルカンに対する南東欧安定化協定、中東・アフリカ諸国に対するバルセロナ協

定という、安定と共同の協定を締結し、さらにエネルギーの共存と経済支援、さらにバル

ト海、黒海沿岸、地中海など、各領域に対し、共同経済圏など多層にわたる法、経済、政

治的枠組みの形成の中で、安定と発展を維持しようとしてきた。このような、政治、安全

保障の協力関係は、ナショナリズムと敵対の成長の中でこそ、「安定化」をめざす統合の試
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みとして位置付けられてきたのである。 
 
4-3) 石油・天然ガス資源エネルギーの共同と、紛争予防 
 

EU の、ロシアとのパートナーシップ協定や、中東とのバルセロナ協定、また黒海沿岸

地域協力へのEU の関与は、それ自体、エネルギー資源の共同ともつながる。域内に十分

なエネルギーをもたない欧州は、ロシアや中東との安定的関係を形作ることで、経済の持

続的発展の基礎とし、また紛争・貧困地域に「人道支援」としてかかわることで、アメリ

カと異なる、国際規範も提示した。 
特にイラク戦争以降は、「欧州安全保障戦略」、多国協調主義（マルチラテラリズム）、近

隣諸国政策(ワイダー･ヨーロッパ)を掲げ、世界の不安定化や抗争に対し、経済発展と繁栄

を旗頭に、規範に基づく国際社会へのかかわりを強めてきた。 
 
4-4) 内なるナショナリズムへの対処 
 
しかし他方で、世紀転換期以降ナショナリズムの波が強まり、欧州憲法条約、改革条約

たるリスボン条約は、前者はフランス･オランダ、後者はアイルランドの国民投票の否決に

よって、頓挫している。「政冷経熱」は東アジアだけの課題ではなく、欧州も含み、政治統

合の困難性が露呈しているといえよう。そもそも、「地域統合」とは、多元的な多国間協調

であり、政治レベルでの中央集権的大国主導自体、統合の趣旨にそぐわない側面があるか

らである。 
 
5. 今後の課題 
 
 地域統合とは、究極のところ、対立を越えて共同に発展を試みようとするシステムであ

る。であればこそ、ポスト冷戦 20 年の現代における欧州統合は、何よりもまず、西側シ

ステムに限定されない「異体制間和解」、旧社会主義圏たる中・東欧や旧ソ連邦との共存共

栄によってこそ、アメリカと並び発展することができた。プラグマティックな拡大EUの

理念は、中国･北朝鮮・ロシアといかに共存すべきかという東アジアの地域協力・地域統合

にも適用できよう。 
ナショナリズムやゼノフォビアの成長、リスボン条約の頓挫、経済危機による欧州経済

発展の先行き不透明感など、拡大EUも、さまざまの課題を抱えている。 
にも拘らず、直面する課題へのチャレンジや紛争の調停は、対立と紛争を、地域の統合

や地域協力により共同利益と持続的発展に転化しようとする、EC/EU の底力でもある。 
東アジアはまさに成長エネルギーの根源である。歴史的対立を超え、環境・エネルギー
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問題を含め、中国・インドの経済発展と連携することによって、緩やかで多元的な世界

大の経済圏を形成する。アメリカ・太平洋と結びつつ、ASEAN, 日中間の連携を拡大する。

地域の協力と統合は、アジアがともに発展する重要な契機となりうるのではないだろうか。 
 
(参照) 
 
羽場久美子『拡大ヨーロッパの挑戦―アメリカに並ぶ多元的パワーとなるか』中央公論新

社、2004 年。 
羽場久美子「拡大EUの教訓と東アジア共同体」『海外事情』2007 年 6月。 
羽場久美子「拡大EUと東アジア共同体の比較研究―『4つの和解』」国際アジア共同体学

会編、2008 年創刊号。 
羽場久美子『グローバリゼーションと欧州拡大』お茶の水書房、2002年。 
“The Lesson of the EU Enlargement and the East Asian Community and Shanghai 

Cooperative Organization, What and How we can learn from the European 
Integration”,  50 Years Rome Treaty and EU-Asia Relations, ed. by Chong-ko Peter 
Tzou, Tamkang University, 2008. 
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村上春樹とアジア共通文化：または魯迅「阿Q」像の系譜 
 

藤井 省三 
 
「罰当たり、子孫が絶える阿 Q！」（未荘の酒屋の前でセクハラ被害を受けた若い尼僧が

泣きながら叫ぶ声。魯迅「阿Q正伝」より） 
「私はね、ただあなたのその禿げ頭が好きなの。その形が好きなの。わかった？」（東京の

バーで中年男性を誘惑する青豆が苛立って語る言葉。村上春樹『1Q84』より） 
＊略称／『森』:ノルウェイの森／『風』：風の歌を聴け／『羊』：羊をめぐる冒険 
 
(1)  中国語圏における村上受容の四大法則 
 
1 「時計回りの法則」、中国語圏における『才那威的森林』主要翻訳書 
①1989 台湾（劉恵禎ほか訳､台北､故郷出版）→②1989香港（1991葉蕙訳､香港､博益出版）

→③1998 上海､北京（1989 林少華訳､桂林､漓江出版社／2001 同訳､上海訳文出版社) 
2 「経済成長踊り場の法則」 
・ポスト高度経済成長のメルクマールとしての村上文学 
・『森』:冒頭 1987 年ハンブルク空港着陸時に「僕」は36歳､60 年代末の恋愛体験を回想 
・経済成長率:日本 60's11%､80's 後半 5%／台湾 1964 年 11%､88 年 6%／香港 60-70's9%､

80's 以後 5-6%／中国 92-95 年 10%代､96年 10%を割りその後 7-8% 
3 「ポスト民主化運動の法則」 
・1980 年代後半の東アジアにおける民主化運動による虚無感、挫折感と村上受容 
・台湾 1979 美麗島事件～1990 学生運動／香港・中国 1989「血の日曜日」事件(｢六・四｣) 
4『森』高『羊』低の法則 vs. 欧米『羊』高『森』低の法則 
・『羊』英訳：1989 講談社インターナショナル版､2002Vintage 版、仏･独･露訳：1990、
1991、1998 
・『森』英訳 2000、仏･独･露訳：1994、2001、2003 
・『羊』中国語訳：台湾頼訳1995（解説なし)､中国林訳1997（解説 1頁）、韓国 1997、 
・森高羊高の香港：『羊』葉蕙訳 1992（解説 3頁）､英訳による『羊』ブームが先行 
 
(2）台湾における村上受容の特色 
 
1 世界で 初の村上翻訳、広く深い関心 
・1985 年 8月号『新書月刊』頼明珠翻訳解説による村上特集   
・1998 年 8月『中国時報』洪金珠記者による村上インタビュー：「中国」は記号 
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・頼訳『森』だけで 1997 以後 50万部（人口 2300 万） 
・直訳文体としての頼訳 vs. 意訳文体としての林少華訳 
2 洗練された消費文化 
・『中国時報』紙文化欄の村上特集 
・時報出版社＋誠品書店＋台湾人Cafe 共同イベント「村上情緒」テキスト 99頁 
・台北のカフェ･ノルウェイの森、パブ･海辺のカフカ 
・村上風の高級マンション「力麒村上」、花蓮の民宿「村上春宿」 
3 台湾人が村上文学に読む歴史の記憶 
・Jay Rubin『ハルキ･ムラカミと言葉の音楽』2002 英文原書､2004 台湾版､2206 日本版 
4 台湾では新聞雑誌メディアに登場する作家 
 
(3) 香港の村上文学翻訳：博益出版社の興亡 
 
1 台湾村上現象を受けて ・1989-5 李碧華（レイ・ピッワー、りへきか、生年不詳） 
2 関詩珮 2009 による博益出版の研究と葉蕙訳三点 
・「南來」出版社(商務印書館､中華書店､三聯出版社等)vs 香港本土資金(天地図書 1976､博
益 1981)、香港高度経済成長と共に出現 
・博益:博覽群書，開卷有益。電視廣播有限公司(TVB)の関連企業→時報出版と『中国時報』 
・袋裝書(文庫本)1980-2地下鉄観塘線開通(香港島金鐘･九龍半島観塘) 
・国際版権条約加盟の香港における海賊版対策 
3  葉蕙による村上作品翻訳三点 
・1991-5『森』､1992-7『羊』､同年『ダンス』  ・博益の 2008-3-31 廃業ショック 
4 香港映画による development(展開) 
・ウォン・カーウァイ:1988『いますぐ抱きしめたい』と 1990『欲望の翼』 
・春樹(ただし姓は福山)を主人公とする映画：『異邦人たち』(原題:有時跳舞) 
 
(4) 中国の村上受容の特色 
 
1 中国語圏の四大法則②③に約 10年のずれ、独裁体制下の“土着化”  
・巨大な読書市場：『森』推定発行部数:中国 150 万､台湾 50万､香港 5 万部刊行 
・1980 改革・開放政策本格化､1986 村上の台湾版翻訳による初紹介､1989『ノルウェイの

森』 
・1992 市場経済化政策以後の経済成長率95年まで 10%台、1998､99 年 7%台､98第 2 次

ブーム 
2 土着化の優性：Lawrence Venuti の翻訳論 foreignization(土着文化の外国文化化) と
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domestication(外国文化の土着化） 
・2008-3 北京師範大学シンポ「村上春樹の中国語訳:中日外国文学研究者による共同研究」 
3 天安門事件と第一次村上ブーム 
・初めての村上春樹、 初期の土着化(“社会主義”化) 
・1986-2 長春『日本文学』16 期台湾経由の受容：賴明珠編訳、月刊専門誌､10-15 万部 
・「編者付記」による土着化 
4 林少華訳漓江出版社版『森』による村上ブーム：土着化と変革 
・古典日本文学研究者によるビジネスとしての翻訳 
・林訳『森』1990-4､65000 冊/1990-6 别处鍾宏傑ほか訳『挪威的森林：告 女世界』15 万

冊 
5 ポルノとしての『森』 
6 独裁体制による読書市場への影響 
・1989-6-4 天安門事件：ポスト民主化運動の法則：激情未だ已まざる時代の青春喪失文学 
7 「和平演変（社会主義体制の平和的転覆）」論による村上文学の禁止 
・1991 年 1 月湾岸戦争､7 月中国新聞出版署「外国文学出版任務査定に関する通知」社会

主義精神文明維持のため「内容が低俗、格調が低い」外国文学の出版を禁止 
・1996-7､8 林訳の『森』漓江別版第 1次印刷 1万 5000 步冊および『青春的舞 』第 1次印

刷 12000 冊(訳林出版社版と同じ？)で出版再開 
 
(5) ポスト鄧小平時代における中国第二次村上ブーム 
 
1 「経済成長踊り場の法則」 
・1989 天安門事件、江沢民が共産党総書記就任、1990 上海浦東新区の建設決定 
・1992 鄧小平の改革・開放再加速の指示､GNP14%成長、1997 鄧小平死去 
・1998-9 新装丁新解説の林訳『森』改版売れ行き急上昇､上海で半年 1万冊以上､北京海淀

区書店で 1カ月 400 冊､当年合計 6万冊 
・2003 胡錦濤総書記が国家主席就任 
2 「小資プチブル」と「中産」の読者と『森』表紙の“進化” 
 
(6) マレーシアの黒い羊男：文芸誌『蕉風』2008-5 号村上特集の表紙絵 
 
(7) 魯迅「阿Q 正伝」と村上春樹『1Q84』 
 
1 魯迅(1881-1936)を愛読した村上 
・「中国行きのスロウ・ボート」第 2節と「藤野先生」:外国人の先生を裏切る物語 
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2  魯迅に通じる資質 
・完璧な文章などといったものは存在しない｡完璧な絶望が存在しないようにね｡(『風』) 
・絶望の虚妄なることは、まさに希望と相同じい。（魯迅「希望」1925年 1 月 1日作） 
3 村上が描く阿Q：村上「駄目になった王国」1982-12（『カンガルー日和』所収） 
・Q氏という人間について誰かに説明しようとするたびに、僕はいつも絶望的な無力感に

襲われることになる。僕はもともと物事の説明がうまい方ではないけれど、そういうのを

勘定に入れても、なおかつQ 氏の人間について説明するのは特殊な作業であり、至難の業

である。そしてそれを試みるたびに僕は深い深い深い深い絶望感に襲われるのである。 
・わたしが阿 Q のために正伝を書こうという気になったのは､もう一年や二年のことでは

ない。しかし､書こう書こうと思いながら､つい気が迷うのである。それというのも､わたし

が「その言を後世に伝うる」ていの人ではないからである････そしてしまいに、わたしが

阿Qの伝を書く気になったことに思い至ると、なんだか自分が物の怪につかれているよう

な気がするのである。 
4 村上『若い読者のための短編小説案内』(1997)の中の「阿Q」論 
5 村上春樹の「Q氏」たち 
・国民性批判の系譜：漱石､魯迅､村上：日清･日露戦間期の明治日本→辛亥革命期の中国→

ポストモダン期の日本 
・村上文学の中の「阿Q＝Q 氏」の系譜 
6 『1Q84』の中の「阿Q」の幽霊たち 
・希少な名前の主人公：川奈天吾と青豆→大悟、青燈如豆、借指佛家。 
・「ふかえり」の父｢深田保」のモデル：新島淳良（1928-2002）1963 早大助教授、1968
政経学部教授、1966 文革礼讃後批判に転じ 1973 早大辞職、一家でヤマギシ会に入会。『阿

Q のユートピア』1978／『魯迅を読む』1979.  
 
(8) 中国・台湾における村上春樹受容の新段階 
 
1 2009 年三本の博士論文 
・楊炳菁『後現代語境的村上春樹』吉林大学中文系（北京・中央編訳出版社より刊行） 
・尚一鴎『村上春樹小説芸術研究』東北師範大学日本研究所 
・張明敏『村上春樹文学在台湾的翻訳与文化翻訳:1985-2008』（台北・聯合文学より刊行） 
2 『1Q84』の台湾版と中国版 
・台湾：従来通り時報文化出版が版権獲得、頼明珠が翻訳 
・中国：大手10社による版権翻訳争奪戦の結果、新経典(南海出版)が 100 万US$で取得 
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East Asian Community or Asia Pacific Community? 
 

Han Sung-Joo 
 
1. A Regional Community? 

 
During the past several months, the Japanese government of Prime Minister 

Hatoyama Yukio has advanced a major proposal for an East Asian Community.  
Prime Minister Kevin Rudd of Australia has proposed an Asia Pacific Community.  
Even though the concept of a regional community encompassing either East Asia or 
Asia Pacific is not an entirely novel one, it is significant that major countries such as 
Japan and Australia are making a serious and strong push for regional community. 
 

The 12th Asean Plus Three Summit and the fourth East Asian Summit (EAS) were 
held in Hua Hin, Thailand, in October 2009. East Asian community-building seems 
nevertheless to be passing another milestone as it moves toward closer regional 
cooperation and integration. The East Asian Summit, as it has turned out, is an 
addition to the ASEAN+3 summit which was launched in 1997, neither a replacement 
nor evolution from it as originally envisaged.  Furthermore, the old dilemma that has 
been dogging the promoters of East Asian community still remains:  How do we define 
its relationship with the Asia-Pacific regionalism, presumably embodied in APEC, 
which holds its own summit meetings annually?  How does EAS avoid being 
redundant and in competition with either Asean Plus Three or APEC summit?  A 
corollary question is how and to what extent the United States can and should be 
engaged in the East Asian regionalism movement.  Being unable to give a clear-cut 
answer to these questions, the major players of the region, whether they are 
participating in EAS, like Japan and ASEAN, or not, like the United States, are facing 
their respective dilemmas:  Whether to throw its weight in favor of rapid 
community-building, to take a passive attitude, or actively oppose it.  

The United States, although neither a member of ASEAN Plus Three (APT) nor the 
EAS, and perhaps because it isn’t, used to have more misgivings than blessings toward 
an East Asian grouping.  It was not happy about being excluded.  It worried that an 
East Asian community would dilute the meaning and effectiveness of Asia-Pacific 
cooperation.  It was also concerned that East Asia might develop into a grouping with 
dominant Chinese influence. The United States had strongly opposed the EAEC (East 
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Asian Economic Caucus) proposal of the Malaysian Prime Minister Mohammed 
Mahatir, in the early 1990s.  During the intervening years, when de facto East Asian 
summits were held under the name of ASEAN Plus Three, the United States seemed 
rather undecided whether to give it a blessing, simply wait and see, or actively oppose 
it.  It seems now that, rather than expressing opposition, it has decided to do 
something about it—like joining the ASEAN-initiated Treaty of Amity and Cooperation 
(TAC) and working on FTAs with such countries as Singapore and South Korea..  
There is a growing awareness among U.S. experts and policy-makers that regional 
integration might proceed without the United States and hence there is an expressed 
desire to be involved. Nonetheless, the United States still lacks a well-articulated 
policy regarding East Asia community, willing to take only small steps such as signing 
the TAC. 

Japan’s dilemma, until the Hatoyama government came in, was that there were 
reasons both to actively participate in it and at the same time keeping pace with the 
East Asian regionalism.  Japan did not want to leave the field open for other countries 
such as China taking the leadership without Japan actively involved in it both as a 
balance and in order to promote its own interest through close cooperation with 
ASEAN and the rest of East Asia.  On the other hand, Japan had to be conscious 
about the attitudes of its closest ally, the United States.  Hence, it wished to find a 
way to facilitate U.S. engagement in East Asian regionalization even as Japan was 
actively participating in regional community-building. That explained why Japan 
sought to expand EAS through inclusion of India and Australia/New Zealand in the 
East Asian Summit. 

Another dilemma that Japan had was related to its sometimes troubled relations 
with the Northeast Asian neighbors, particularly China and South Korea, over the 
issue of how to deal with the past.  It was difficult to be promoting regional 
cooperation while having continuing disputes with its closest neighbors.  To the credit 
of the recent Japanese Prime Minsiters, Fuykuda, Aso and now Hatoyama, Japan has 
now begun to mend fences with China and South Korea, two countries whose 
relationship had been much damaged by their predecessor’s lack of sensitivity toward 
the neighboring countries.  As we all know now, Prime Minister has gone several 
steps further, emphasizing the importance of Japan’s relations with its East Asian 
neighbors and taking an active initiative in favor of an East Asian Community. 

South Korea has a dilemma of its own—the dilemma of wishing to be a core member 
of the Asia Pacific on the one hand and play the linking pin role in East Asia between 
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the big and small countries, developed and developing economies, and continental 
(China) and maritime (Japan) powers. To date, its most noteworthy contribution to 
East Asian regionalism perhaps has been its partly successful proposal to make the 
ASEAN Plus Three summit into East Asian Summit. It was only partly successful as 
East Asian Summit does not replace ASEAN Plus Three Summit.  If such a 
replacement takes place, the change of the name would be more than semantic.  It 
would have given China, Japan or South Korea the opportunity also to play a key role, 
together with ASEAN in the agenda and priority setting of the summit meeting it 
would have also had the opportunity to host the summit meetings. Now that South 
Korea has become a member of G-20, and has even assumed a leadership role in the 
exercise known as the “premier summit” for world economy, it can feel rather relaxed 
about the regional community movement, whether the initiative is taken by Japan, 
Australia, China, or ASEAN.  

ASEAN’s main dilemma would be that, as in the case of APEC, as larger 
pan-regional grouping is formed, ASEAN’s own integrity might be affected. ASEAN 
would be also weary of sharing the leadership role with the Northeast Asian countries, 
particularly China and Japan, which are by far larger and stronger members of the 
region.  ASEAN’s answer to both of these dilemmas seems to have been to open the 
door to the East Asian summit to additional countries from outside of East Asia—i.e., 
India, Australia and New Zealand.  This would have the effect of diluting the East 
Asian coherence, which might compete with Southeast Asia’s own, and also serving as 
a counter-weight to each or all of the Northeast Asian countries.  Thus, ASEAN has 
chosen to keep ASEAN Plus Three summit as “the main vehicle” of East Asian 
cooperation.  

China is perhaps a country with the least amount of dilemma relating to East Asian 
Summit. China is pursuing what amounts to a good neighbor policy vis-à-vis Southeast 
Asia, the Korean Peninsula, and now Japan as well.  China has concluded an FTA 
with ASEAN.  China is taking leadership in the Six Party Talks (involving North and 
South Korea, Russia, Japan, and the United States in addition to China itself) aimed 
at resolving the North Korean nuclear issue although during the past fifteen months 
the Six Party Talks has been in a serious limbo. China, which supported the idea of 
East Asian Summit with the expectation of playing the dominant role in it, has been a 
relative “purist” in wanting to limit the membership of EAS to the original ten plus 
three East Asian countries.  China was therefore probably disappointed with the 
expansion and thus dilution of the concept of East Asia, and come to lose enthusiasm 
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with the exercise. 
 China’s other dilemma is related to the scope of regionalism, more specifically, 
whether to include the subject of security in regional cooperation.  China has resisted 
including the subject of security in APEC, which includes both Taiwan (in the name of 
Chinese Taipei) and Hong Kong.  Even though the 1999 APEC summit of Auckland 
actually acted on a matter that was clearly political--in connection with the situation in 
East Timor, APEC’s agenda until recently was confined to trade, investment, 
technology, environment, and other basically economic and functional fields.  Of late, 
however, APEC found a way to bring security subjects into the agenda, although in the 
name of “human security.”  Even though neither Taipei nor Hong Kong has 
membership in East Asian summits (APT and EAS), China has shown reluctance to 
include the subject of conventional security, either in the agenda of ASEAN+3 Summit, 
East Asian summit or in bilateral summits that accompany APT summit. 
 
2. Problems with EAS 

 
Even as the East Asian Summit (EAS) continues to be held on an annual basis and 

is making progress as summit process, there are too many unresolved issues and loose 
ends.  There are divergent views among the participating countries, on both the 
ASEAN+3 and East Asian Summits, among the participants of the two summits and 
even among ASEAN.  The original decision to hold EAS was made rather hastily 
(during the November 2004 ASEAN+3 Summit held in Laos) and without an 
agreement on its modalities in relationship with the ASEAN+3 Summit.   

The key issue seems to be the relationship between ASEAN+3 Summit and EAS. 
The current ASEAN+3 cooperative system continues to develop into an increasingly 
structured mechanism.  Its annual summit meeting is being supplemented by 14 
ministerial meetings including meetings of the foreign, finance, and trade ministers, as 
well as 12 senior officials’ meetings (SOM), and other official gatherings which number 
about 50 under the ASEAN+3 umbrella. 

ASEAN tends to regard EAS as “a sort of post-ASEAN+3 ‘dialogue forum.  This 
leads to the question of which summit (APT or EAS) will be charged with the task of 
creating an East Asian community.  The majority of ASEAN countries seems to 
espouse an ASEAN+3 centric” approach.  They argue that the question of East Asian 
community should be covered in the Asean+3 Summit, not in EAS. 

Other countries, such as Japan and Australia, tend to hold the position that EAS 
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should be involved with such issues as the creation of East Asian community.  They 
give weight to the reality of the launching of EAS and stress that ASEAN+3 should be 
a forum to explore functional cooperation, while EAS should be a forum for conceptual 
and strategic issues such as peace and development. 

On the scope of EAS, since it is difficult to achieve consensus on whether traditional 
security (i.e., military) issues can be included, perhaps it should settle for, in addition to 
economic, technical and social issues, non-traditional security issues such as 
anti-terrorism, piracy, narcotics, environment, energy cooperation as well as the 
establishment of networks to prepare for large-scale natural disasters. The problem 
with this line of thinking is that EAS will be virtually undistinguishable, except in the 
number of participants, that is, 21 vs. 16 (ASEAN 10+Three Plus Non-East Asian 
Three), from APEC.  It is encouraging, however, that both APT Summit and EAS 
envisage including regional architecture within the scope of their respective agenda 
even though this may prove to be a redundant exercise. 

At the moment, the geo-political situation in Northeast Asia in particular is 
complicated by the persistent anxiety felt by Japan and China about each other. Japan 
seems to be nervous about the implications of the rapidly growing Chinese economy 
and potential military power.  China worries about the potential of Japanese military 
capabilities and trends of resurging nationalism in Japan. Rifts among Northeast 
Asian countries portend the possibility of not only interrupting the East Asian 
community building process, but also at a minimum leaving the leadership and 
initiation almost entirely to their Southeast Asian neighbors. 
 

The continuing relevance of geopolitics in East Asia makes the role of the United 
States, militarily still the unrivaled power of the world, all the more critical. The 
indispensable role it has played in East Asian security and development has been 
underscored by the critical and helpful role it plays major regional crises, economic and 
security.  
 

Another factor that is present in the evolvement of East Asian cooperation is the 
relationship between China and the United States. In the post-Cold War era, 
China-U.S. relations have been one of cooperation as well as competition.  In the 
military area, however, there is more competition than cooperation between the United 
States and China.  The United States is concerned about the growing defense budget 
of China, which the United States estimates to be much more than what China has 
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publicly admitted. 
 

Similarly, China seeks to act as a counterbalance to the U.S. military presence in 
Asia.  A 2008 Chinese defense white paper stated, “The U.S. has increased its 
strategic attention to and input in the Asia-Pacific region, further consolidating its 
military alliances, adjusting its military deployment and enhancing its military 
capabilities.” China is unhappy about the large and continued weapons sales from the 
United States to Taiwan. China is concerned about the Missile Defense system that 
the United States is building and is worried about Japanese cooperation. 

Yet, in the economic area, China and the United States are inexorably tied to each 
other and interdependent.  The United States is China’s largest trading partner and 
China is the second largest trading partner of the U.S. after Canada. Thirty percent of 
Chinese exports go to the United States. China owns 16 per cent of total U.S. treasury 
bills, the amount increasing every year. Any down-turn in the U.S. economy, for 
whatever reason, represents a direct and serious cut-back in Chinese exports to the 
United States as seen in the result of the recent economic and financial meltdown of 
the United States and the world. 
 
3. Where Do We Go From Here? 

 
As usual, we should perhaps look to European experience to resolve the quandaries. 

When Europe was promoting regional integration, it had three closely inter-related 
purposes. First, Europe wished to evolve into a regional community, thereby realizing 
internal peace and common prosperity; second, community building was seen as a 
means to build an effective counter to the looming Soviet threat; and third, regional 
integration was seen as a means to deal with the “German question,” which required 
the harnessing and incorporating of Germany, divided or unified.  The United States 
supported European community-building as it shared with Europe the objectives of 
countering the Soviet power and incorporating Germany into larger Europe.  The 
United States was linked to Europe through the Atlantic alliance (NATO), which 
meant there was no particular compulsion for the United States to be involved in 
European community building. 

Needless to say, the circumstances are quite different in East Asia.  However, if 
there is a need to harness the power of and incorporate any of the larger powers in 
East Asia, i.e., China and Japan, into a larger regional grouping, an East Asian 
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community would be the appropriate mechanism to do it. This will be desirable not 
only for the countries in the region themselves, but also for the United States as well.  
The fact that the United States is linked to East Asia through APEC should be a good 
reason to welcome the emergence of an East Asian community, not a ground to have 
misgivings. 

Regional community is at once both the end-result of peace and reconciliation among 
its members and the facilitator of future harmony among them.  But a threshold has 
to be crossed before a happy, mutually reinforcing process can begin.  Overcoming 
past grievances and present and future disputes will take leadership and political will, 
which unfortunately have been lacking in East Asia, and Northeast Asia in particular.  
It also needs the encouragement and support of the United States.  In this respect, 
the new initiative of Prime Minister Hatoyama is both a welcome change and impetus 
to the regional community-building process. 
 

Despite the obstacles, however, it seems that things are moving toward an East 
Asian community, at a speed that is not fast, but certainly faster than one would expect 
under the circumstances.  The intensifying economic interdependence, and simply the 
growing need to cooperate and integrate among the East Asian countries and beyond, 
dictate that they get together and move toward a community, however it is defined.  
Now, we have new initiatives by leaders such as Prime Minister Hatoyama of Japan. 
 

In sum, as we discuss an East Asian community (either with a small c or a capital C), 
we can think about it as a sort of organic, naturally emerging phenomenon on the one 
hand or as a community-building process forged by official actions.  One may say that 
a community is already emerging in East Asia, primarily as a result of expanded and 
intensified economic and social interactions and interdependencies.  In this 
community-forming scenario, a community will define itself on the basis of what the 
members have in common, and what they strive for together.  

For the moment, I think the appropriate response, if not answer, can be found in 
looking closely into the nature of the “emerging community,” in addition to the 
conscious attempts at community building.  These institutionally driven moves 
toward an East Asian community can certainly enhance the forces that are naturally 
emerging around the region, in spite of the obstacles that remain.  (March, 2010)  
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East Asia Community is the Hope for Asia 
 

Wu Jianmin 
1. Asia’s rise and global change 
 

The center of the gravity of international relations is shifting from the Atlantic to the 
Pacific. What drives this shift is the rise of Asia. This is the most important change in 
the international relations since the rise of Europe and America. The consequence of 
this change is far from being felt around the world, because Asia’s rise is still in its 
initial stage. This is the first time that Asia is not at receiving end of the change in the 
world, but a motor for the change. 
 
2. Four reasons are behind Asia’s rise 

 
(1) Peace; 
(2) Globalization;  
(3) Right policy;  
(4) Regional solidarity. 

 
3. East Asia Community points the way to lasting peace and common prosperity in Asia 
 
(1) European Union’s experience; 
(2) East Asian economic integration is mutually beneficial;  
(3) The goal of East Asia Community has the rallying power for the Asians.  
 
4. Strategy for East Asia Community building 
 
(1) ASEAN is the driver for East Asia Community 
(2) Japan–Korea–China cooperation is the cornerstone of East Asia Community 

building 
(3) Trust is the key to the community building 

The way to build trust is to identify, develop and maximize the common interests. 
(4) Two most promising sectors of cooperation for East Asia Community building are 

finance and infrastructure. 
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世界金融危機後のアジア共通政策をどう描くか 
――アジア地域統合ダイナミズム；東アジア共同体への道―― 

 
進藤榮一（国際アジア共同体学会代表） 

 
Ⅰ なぜ未来を先取りできないのか 

 
昨年 9月、鳩山民主党政権誕生以来、東アジア共同体が、内外のメディアや国民の熱い

視線を集め始めました。これまで専門家集団の議論に止まっていた東アジア共同体論が、

一挙に政治の前面に踊り出ました。しかし、躍り出た政策や外交路線が、既存の政策や路

線と異質であればあるほど、人々はその斬新さに惹かれながらも、戸惑いつつ拒否反応を

示して、時に激しい反発を見せます。既存の外交路線と新しい外交路線との、潜在的にし

ろ、激しい対立が生まれます。 
かつて明治維新前夜、黒船襲来によって開国を迫られ、国論が揺れ動き、攘夷派と開国

派で真っ二つに割れた故事を、私たちは想起できます。あるいは、第一次大戦終結後、米

国大統領ウイルソンが提示した国際連盟構想をめぐって米国の国論が、反対派と賛成派に

激しく割れた故事を、想起できます。そしてその結果、条約は上院で批准を拒否され、連

盟は事実上のレイムダックと化してしまいます。 
クーデンホーフ・カレルギー伯爵が、パン・ヨーロッパ運動を始めるのは、その3 年後、

1923 年のことです。オーストリア貴族を父に、日本人、青山光子を母に持つカレルギー伯

は、国家主義の狂喜が、不寛容さと戦争を生み、人類を破滅に陥れる危機を感知します。

その危機を乗り越えるためにカレルギー伯は、「ヨーロッパは一つになるべきだ」という理

想を掲げて世論に働きかけ、理想の実現に生涯を捧げるのです。 
それから 27年後、4半世紀有余後の 1950年、シューマン宣言が出され、欧州石炭鉄鋼

共同体がつくられ、ヨーロッパ統合が歩みを始めます。以来 50 有余年、発足当時 6 カ国

にすぎなかった欧州共同体が、今日 27カ国に成長し、「国家を超える国家」―欧州連合―

へと発展します。大欧州の誕生です。 
そのEUが、米国発の世界同時不況のあおりをもろにかぶって苦悩しながらも、米国型

の金融資本主義とは異質な、社会福祉主義とグリーンニューディールと共通通貨ユーロと

を基軸に、21世紀に向けた新しい資本主義の創出と発展に乗り出し続けています。 
「人類のすべての偉大な事業は、ユートピアによって始まり、現実によって終わる」ーー

クーデンホーフ伯爵の言葉がいま蘇ってきます。そしてそのカレルギー伯が、「パン・ヨー

ロッパ」の理想を掲げてからおよそ 90 年後の今日、アジアでもまた「ひとつのアジア」

が語られ、東アジア共同体が、現実の外交政策課題になり始めています。 
いつもながら人々は、斬新で耳慣れない外交路線に、理想の光を垣間見ながらも、戸惑
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いつつ、時に激しい反発を見せ続けています。日本のほとんどのメディアの現在が、それ

を象徴しています。いったい東アジア共同体とは何であるのか。なぜ人々は、共同体構想

の推進に激しい反発と批判を繰り返すのか。結論を先取りするならそれは私たちが、東ア

ジア共同体をめぐる三様の神話に囚われ続けているためだといってよいでしょう。過去の

囚われ人となって、未来を先取りできないのです。 
 
Ⅱ 三つの神話 

 
第一に、アジアはヨーロッパと違う、ヨーロッパは均質な諸国家からなっている。発展

の差も国力の差も、価値観の差も小さい。しかるにアジアは、国力も発展段階も違うし、

政治体制も価値観も違う。歴史認識も違う。均質なヨーロッパの地域統合の論理を、異質

なアジアに当てはめることはできないという神話です。 
第二に、よしんばアジアで地域統合的なものが可能であってもそれは、せいぜいFTA（自

由貿易）体制止まりであって、それ以上でもそれ以下でもないという神話です。そのため、

経済格差の激しく共通の価値観のないアジアにとって、地域統合は、貿易障壁の撤廃によ

って生み出される国益（もしくは厚生）の増大をはかる限りでの地域統合であり、地域協

力だということになります。そこから、ヨーロッパの統合が制度と法による統合、いわゆ

るデユーレの統合であるのに対して、アジアの統合は、FTA を軸にした事実上の統合、デ

ファクトの統合に止まるべきだということになります。 
第三に、たとえ東アジア共同体をつくり上げても、日本はただ、大中華圏に呑み込まれ

てしまうだけだという、大中華圏呑み込まれ論の神話です。時にそれは、中国の軍事大国

化を視野に入れた「中国脅威論」の神話と重なります。それが、中国の経済大国化に怯え

る「唐船脅威論」の神話と重なります。そもそも、黒船ならぬ「唐船の来襲」を前にして、

なぜ「東アジア共同の家」などつくれるのか。今日の日本に必要なのは、中国や北朝鮮の

潜在脅威に対処することであって、米国との軍事同盟を強化することだ。それゆえ、日米

同盟にとって東アジア共同体は外交の危険な選択肢ということになります。 
いったい私たちは、これら三様の論理、もしくは神話を、どうとらえるべきなのか。そ

の神話を超えて、どんなアジア地域協力のシナリオを描くべきなのか。 
「歴史の教訓を人間が学ぶことができないのは、人々が過去の歴史を知らないからでな

く、過去の歴史に囚われすぎるからだ」。過去の歴史に安易にアナロジー（類推例）を求め

るのを戒めた、米国リベラル派の歴史家シュレジンジャーの箴言です。東アジア共同体を

考える時、安易に欧州統合の歴史と比較して、両者の違いから、東アジア統合不要論の落

とし穴に入り込まないことです。かつて、「黒船の来襲」に怯えて尊王攘夷論に囚われ人と

なって「攘夷鎖国論」の落とし穴に入り込んでしまったように、いままた「唐船の来襲」

に怯えて「アジア開国論」を拒否する、21 世紀「攘夷鎖国論」の落とし穴に陥らないこと
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です。 
 
Ⅲ 21世紀情報革命の衝撃 

 
いま摘出した三つの論理、もしくは神話に共通しているもの、つめていえばそれは、一

方で、日本の発展戦略をアジアの成長の未来と切り離してとらえながら他方で、アジア地

域統合論の台頭を、第三の産業革命としての情報革命――とそれが生むグローバリズムー

ーへの「必死の応答」と見る視座の欠落です。 
 

異質性を超える 

 
第一． 同質性のヨーロッパと異質性のアジアの神話について。 
もし私たちが、冷戦終結をはさんだアジアの成長と発展が、21世紀産業革命としての情

報革命の産物である歴史の現実に目を向けるなら、発展段階と経済格差の大きいアジアに

あって、諸国家間の相互補完関係がウィンウィン・ゲームを展開させて、否応なしに地域

協力の深化を求め、制度化を促していかざるをえない現実に気づきます。 
20世紀中葉の工業革命下で一国内生産を前提に展開していたヨーロッパと違って、いま

21 世紀アジアにあっては、クルマにしろ電化製品にしろ、一国内で生産が完結しません。

一台のクルマが、設計や部品生産から金融、販売まで入れるなら、6 カ国から 7 カ国、時

に 8 カ国で生産される「工程大分業の時代」（堺屋太一）が展開しています。ネットワー

ク分業の時代です。そのネットワーク分業の進展が、モノとカネとヒト、情報と技術を移

動させ、諸国家間の発展の格差が生むメリットを 大化させます。先進アジアが後進アジ

アに資本と技術を提供して、現地生産を進め、後進アジアに雇用と市場を拡大させます。

貧しいアジアのインフラを整備強化し、豊かなアジアの内需を拡大させていく。格差のあ

るアジアが、相互補完関係のメリットを生かし、ウィンウィンの経済成長を推し進める現

実です。そして発展途上のアジアにおける経済成長と経済発展が、市民社会を生み強めて、

それが政治発展を醸成し、アジア共通の文化と価値観を強めていく構造です。 
 

FTA を超える 

 
第二．アジアの地域統合は、FTA（自由貿易協定）止まりであって、それ以下でもそれ

以上でもありないし、あるべきでないという論理、もしくは神話について。 
ここでも見落とされているのは、21世紀情報革命の衝撃です。その帰結としての、グロ

ーバリズムの衝撃です。すでに見たように情報革命は、国境の壁を限りなく低めます。生

産と消費が国境を超えて展開する新しい時代へと変容します。しかも情報革命は、金融の
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規制緩和によって、膨大な短期資本が、外国為替取引やデリバティヴのような金融派生商

品を通じて、国境を超えて奔流する「カジノ・グローバリズム」（スーザン・ストレンジ）

を現出させます。ヘッジファンドが跳梁跋扈し、現地通貨の売買を通じて、巨満の富を稼

ぎ出す金融資本主義の時代の展開です。 
そのアジアにおけるあらわれが、1997年タイ・バーツの切り下げに始まる、アジア通貨

危機です。その危機への対応の中から、アセアンと日中韓 3国は、カジノ・グローバリズ

ムに対処すべく域内金融メカニズムの制度化に動き始めます。 
いわゆるアジア通貨基金構想が、米国と IMF（国際通貨基金）の反対で挫折したあと、

1998 年新宮沢構想に引き継がれ、2000 年チェンマイ・イニシアティヴ下で、域内通貨融

通制度をつくり、03年アジア債券市場の創出に至ります。豊かなアジアが、膨大な資金を

蓄え、3 兆ドルを超す外貨ドル準備高を手にしながら、それら域内資金を、米国国債――

とつまりは米国の財政赤字の補填――にまわすだけでなく、アジア域内のインフラ整備や

企業家支援に投資できる仕組みを、つくり上げていく動きです。 
情報革命の生みだしたカジノ・グローバリズムの跳梁跋扈が、金融を軸に、地域協力の

制度化を促していく構図です。 
そして今次の世界金融危機は、その構図をいっそう強めています。いまや基軸通貨ドル

は、「静かなる終焉」（伊東光晴）に向かっています。かつて金 1 オンスが 35 米ドルの価

値を有していたのに、今日 1 オンスは 1000 米ドルの価値しか持たなくなっています。そ

のドルを、成長する中国や日本が、外貨準備のために米ドル買い続ける時代は終焉に向か

わざるを得ません。域内交易が 60％に達したヨーロッパと同じように、アジアの域内交易

が 56％を超すに至っているのなら、そのヨーロッパと同じように、アジアでもまた共通の

決済通貨を持ち、アジアの劣ったインフラ整備に投資できる仕組みを、いまつくり上げる

時が来ているのです。欧州と同じように、開発銀行とともに、投資銀行――アジア投資銀

行――を設立すべき時が来ています。 
アジアの地域協力が、FTA（自由貿易協定）止まりでありえない現実です。その現実は、

1997 年インドネシア食糧危機の勃発を契機に始まる、東アジア緊急コメ備蓄システム構築

の動きによっていっそう明らかになります。ヨーロッパ流の共通農業関税政策とは異質な、

アジア流共通農業開発政策の動きです。 
その先に私たちは、アジアにおける超高齢化社会や知識基盤型社会の進展が、介護や看

護、学生や研究者の人材交流の制度化の動きを加えることができます。いうまでもなく日

本は、介護士や看護士など外国人労働者定住の仕組みを、EPA（経済連携協定）に組み込

むべきです。今国会に上程された、在留外国人選挙権付与は、その第一歩です。昨年天津

で開かれた第二回日中韓サミットで、3 カ国拠点大学の共通単位互換性制定の取り組みも

そのあらわれです。食品検閲管理を進める、日中韓の東アジア食品検閲庁を設置すべき時

が来ています。東アジアの急速な発展と交流が生む諸矛盾と多様な政策課題が、逆に地域
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協力の制度化を促し、東アジア共同体構築への潜在需要を高めていく構造です。 
 

中国脅威論の虚妄 
 

後に、大中華圏呑み込まれ論、もしくは中国脅威論の神話について。 
確かにここ 10 数年の中国の軍拡には、目を見張るものがあります。軍事費を基準に軍事

力を算定していくなら、1980 年代から中国の軍事費は、毎年倍倍ゲームで伸張し、2006
年に日本を追い越し、2008 年にはドル換算で 636 億ドル、日本の 427 億 5 千ドルを優に

凌ぐに至っています。 
 とはいえその軍事費総額は、米国の約 9 分の 1、核兵器を換算するなら 100 分の1 以下

です。しかも中国の人口は日本の 10 倍、国土面積は 25 倍、14 カ国と国境を接し、50 有

余の少数民族を抱えています。中国が空母の建造を始めたと報道され、中国海軍力の脅威

が喧伝されているけれども、すでに日本は、日向と伊勢という 2 隻の精強な空母を擁し、

その海軍力は英国海軍力の2 倍、米国第 7 艦隊に匹敵するまでに増強されています。 
いま私たちに求められるのは、いたずらに中国の脅威を喧伝することではありません。む

しろ経済的社会的文化的な相互依存の絆を強めて、21世紀安全保障の中心的課題にせりあ

がった、海賊やテロ、新型インフルエンザや狂牛病など、非伝統的な安全保障に共同対処

する、未来志向型の共通政策を構築していくことです。 
そのため差し当たり求められるのは、日中間で、PKO 共同訓練部隊を構築することで

す。韓国がこれに参加できるなら、もっとよい。ヨーロッパで行われたことが、アジアで

できないと、はなから決めてかかる必要はないのです。必要なのは、未来に向けた共同設

計のための強い政治的意思です。かつて欧州統合が、NATO を前提にして構築の歩みを進

めた歴史の故事に従うなら、いま私たちが、日米安保や米韓安保を前提にしながら、東ア

ジア共同体の歩みを進めてもおかしくありません。 
しかも、かつてドイツやフランスが、対ソ抑止力としてNATO に依存しながら、独仏和

解を進めて、対米軍事過剰依存からくる「外交空間（ディプロマティック・スペース）の

喪失」を取り戻そうとした、ヨーロッパの歴史の教訓を、私たちはもっと学んでよいので

す。独仏和解を軸に形成されるヨーロッパの安定が、第二次大戦後のアメリカ外交の展開

に寄与したように、日中和解を軸に形成されるアジアの安定と繁栄が、金融危機後のアメ

リカ外交の安定的展開とグローバル・ガバナンスに寄与していくのです。まして中国や韓

国、インドやアセアン諸国が、巨大な市場として、今後さらに発展していくというのなら、

その発展するアジアの未来を、私たちがいまから先取りする外交の知恵を手にすべきです。 
世界銀行等の算定によれば、GDP で中国は 2010 年に日本を凌ぎ、1 人当たり GDP で

も 2030 年に日本を凌駕する。その中国の後をインドや、インドネシア、タイやベトナム

が追いかける。世界人口の半分を豊かなアジアを占める時代です。19 世紀パクス・ブリタ
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ニカから 20世紀パクス・アメリカーナに代わって、21 世紀パクス・アシアーナの時代が、

私たちの眼前に広がっています。 
 
Ⅳ おわりに；アジア・グリーンニューディールの道 

 
そしてその新しい時代にとって、 後のキーワードは、工業化ではなく「環境化」です。

過剰生産過剰消費経済のグローバリズムは、単に、BRICs や G20 に象徴される、地球の

フラット化を生み出すばかりでなく、人口 80億人を超えるクラウディド（人口稠密）で、

ホットな、温暖化の進む世界を生み出し続けます。その地球温暖化の進展の中軸にアジア

が位置しています。人口 30 億の豊かな発展するアジアが、米国とともに、世界中のCO2
排出量の半分以上を占めています。豊かなアジアが地球環境を悪化させ続ける皮肉です。 
それが、グローバリズムの生みだしたもう一つのリスクです。そしてここでもまたリスク

は、機会と背中合わせになって来ています。世界はいまそのリスクに対処するために、経

済の仕組みを、工業化ではなく環境化によって解決し、それによって雇用と新産業を生み

出す機会を手にしています。低炭素革命の推進による解決の道です。 
そしてここでもまた解決の道は、地域協力によって切り拓かれます。すでにアセアン＋

3（日中韓）の域内 13 カ国のトラック 2（半官半民）外交機関――「アセアン＋3・シン

クタンク連合」（Network of East Asian Thinktanks／NEAT）は――昨年 8月のソウル

会議でエコシティ設置構想に合意し、その提案を、今年 10月のアセアン＋3首脳会議に政

策提言として上げ、その合意を得る段取りになっています。域内に100 のエコシティを設

定し、うち中国と日本とアセアンに各 30、韓国に 10 のエコシティを設定する構想です。

100 のエコシティの点が、300 有余の線をつくり、300 有余の線が、アジア域内の環境革

命の面をつくり上げていく。 
そして、その環境革命の推進に必要な、先進技術を、環境技術先進国、日韓が提供し、

グリーンニューディールの新しい産業と雇用をつくり出す。その中心に、アセアン＋3 を

軸にした東アジア共同体形成の知的政策コミュニティが、生みだされ続けているのです。 
工業化ではなく「環境化」が、アジア地域協力の舞台を用意している国際構造の変化です。

その舞台が、世界同時不況を乗り越えるアジア地域協力のかたちです。その地域協力の軸

に、東アジア共同体構築の道がつくられ始めているのです。 
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通向东亚共同体之路：合作与创新 —新形势下的综合性战略思考 

 

刘江永（中国 清华大学国际问题研究所 教授） 

 

东亚共同体的建立还有很长的路要走，不仅要实现东亚经济一体化，还要考虑如何建立与

经济一体化相适应的安全保障共同体，共同塑造安全、繁荣、和谐、友爱的新东亚。今年将

在韩国举行第三届中日韩领导人会议，在日本举行APEC领导人非正式会议。在此之前举行本

次国际会议是非常适时和必要的。下面我想就未来的东亚共同体谈四点看法，供大家讨论。 

 

（一） “可持续发展的东亚经济共同体”与中日韩合作 

 

2010年堪称是东亚经济一体化的元年。其主要标志是，中国——东盟自由贸易区正式启

动1。今年1月份，中国同东盟的贸易额增长了80%，达214.8亿美元，中国对东盟出口105.5

亿美元，增长52.8%；自东盟进口109.3 亿美元，增长1.2 倍。结果，东盟超过日本，成为

排在欧盟、美国之后的中国第三大贸易伙伴。东亚经济共同体能否建成的关键是，中日韩能

否形成自由贸易区（FTA），进而形成纵贯东北亚与东南亚的东亚经济一体化。 

东亚地区在地理上是由东北亚和东南亚两部分组成的，而中国大陆使这两部分连接在一

起。如果“10+3”合作框架未来能全面实现自由贸易区（FTA），就意味着东亚经济共同体的

形成。东亚峰会、APEC机制也可以与其相互补充。迄今，东亚经济一体化进程一直是以东南

亚为先导。东盟分别与中、日、韩建成自由贸易区。中日韩如果能建成自由贸易区，其经济、

贸易规模将分别占世界的近20%和30%。如果再加上东盟，就会使东北亚与东南亚经济连成一

片，其经济规模与北美自由贸易区和欧盟大体相当。 

迄今，中日韩三国分别同其他国家缔结了自由贸易协定（FTA）或经济合作伙伴协议（EPA），

但彼此之间仍处于研究阶段。其主要原因之一是，中日韩都有各自的难处，一些弱势产业需

要保护。但是，伴随东亚经济的发展，东亚各国之间互为市场、互为客源、互通有无的巨大

                                                      
1  注：中国—东盟自贸区建设大致分为三个阶段：第一阶段(2002年至2010年)，启动并大

幅下调关税阶段。在2010年前中国对东盟93%产品的贸易关税降为零。第二阶段(2011年至

2015 年)，全面建成自贸区阶段，即东盟越、老、柬、缅四国与中国贸易的绝大多数产品亦

实现零关税，双方更广泛深入的开放服务贸易市场和投资市场。第三阶段(2016年之后)，自

贸区巩固完善阶段。 
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动力势将催生区域经济一体化。笔者认为，未来中日韩可以在以下七个方面大力推进区域经

济合作。 

（1）通过缔结投资协定，实现相互投资的便利化和自由化，加深节能环保、信息通讯、

生物医药、新材料、新能源、循环经济领域的产业合作，带动贸易自由化、便利化，在各方

条件成熟后争取缔结中日韩FTA。 

（2）中日韩展开城市交流合作网建设，进行大型项目合作开发。中国城市化和农村现代

化进程将是未来中国经济发展的增长点。日本和韩国可以在建设可循环经济、绿色环保、科

技研发城市，特别是城乡下水道排水系统建设方面，选择样板，参与合作。例如，中国天津

滨海新区、唐山曹妃甸园区开发等。 

（3）观光旅游业将有力促进东北亚经济一体化和人员的自由往来。日本可对中国游客赴

日旅游提供签证便利化。例如，日本的冲绳可以效仿韩国的济州岛对中国游客采取免签证的

做法2。 

（4）中国高速铁路、高速公路网与朝鲜半岛及日本之间可实现海陆空互联互通。中国大

连、天津至香港的大陆沿海港口与日本冲绳之间可开辟相互放射的海上客运“金三角航线”。

根据未来中韩与日韩之间海底隧道建设的愿景，需要考虑相关基础设施建设的标准化、便利

化、一体化、人性化。 

（5）伴随图们江开发区和环黄渤海经济圈的进展，在中韩FTA谈判过程中，中方可考虑

对来自朝韩开城工业园区的进口商品优先减免关税。这既有利于促使朝鲜放弃核武器计划，

探索新的国家发展模式，也有利于未来实现东北亚区域经济、交通运输的一体化。 

（6）俄罗斯作为本地区的能源大国，中日韩可与俄罗斯建立原油、天然气管道网络，有

关各国可优势互补，在能源开发、节能、环保、气候变化等方面展开密切合作。其中，科学

的人工增雨雪非常值得研究和探索。 

（7）中日韩应携手合作，发挥各自长处，加强同东盟的经贸、金融合作与政策协调，在

东北亚与东南亚缔结FTA的基础上，推动“10+3”成为“东亚核心共同体（East Asia Core 

Community - EACC”。 

（二）“可持续安全的东亚安全共同体”与中美日关系 

 

                                                      
2从 2008 年 2 月 29 日起，中国公民前往韩国济州岛地区旅游，无须办理任何签证手续，可在济州岛停

留30天。韩国实行的“个人赴韩国济州岛旅游免签证”政策，促进了韩国旅游的升温。 
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冷战后，东亚建立起第一个多边安全对话机制——东盟地区论坛（ARF）。未来20年，亚

太经济合作组织（APEC）仍难以囊括地区安全议题。东亚安全共同体可以在东盟安全共同体

和东北亚多边安全机制的基础上，在ARF的框架内逐步形成。但是这绝非易事，需要有以下

条件： 

第一，东盟如期建立安全共同体，东盟国家之间保持和平与稳定。第二，朝核问题六方

会谈促使朝鲜半岛无核化取得实质性进展，朝鲜半岛和平机制能够建立。第三，东亚安全共

同体需要制定相应的国家行为准则、相互信任措施和国际危机管理机制。第四，东亚安全共

同体参与者主权一律平等，都必须遵守未来东亚共同体制定的行为规则，而不得将本国或双

边军事同盟关系凌驾于本地区多边安全机制之上。第五，东亚安全共同体必须超越不同的社

会制度和意识形态，最大限度地维护各国共同的安全利益。 

未来东亚安全合作难以排除美国的参与。因为美国不仅直接参与六方会谈，建立朝鲜半

岛和平机制也必须有美国参与，而且美国一直是东盟地区论坛（ARF）的重要成员。中国并不

反对美国参与东亚安全事务，反对的是美国及其盟国干涉台湾问题，利用所谓人权问题干涉

中国内政，介入中国与亚洲邻国的领土及海洋权益之争。如果美国在亚太地区的双边同盟安

排与军事存在威胁到中国的安全利益，中国必然奋起反对并坚决捍卫本国国家利益。由于迄

今美日两国从未表示日本的所谓“周边事态”不包括台湾海峡，对于中国来说，努力减少和

防止美国及其盟国对中国的潜在威胁，就是必然的政策选择。东亚多边安全机制要超越和克

服这些障碍，就要加强安全对话，增强政治互信，共同树立新的地区合作观念。 

首先，需要明确，建立东亚安全共同体的目的是通过和平的多边主义谋求各国共同的可

持续安全。可持续安全与可持续发展同等重要，其目的是以较低的安全成本确保国家与公众

可持续的全面持久安全。它包括传统安全与非传统安全两大领域。 

在传统安全领域，要通过和平的多边主义谋求本地区的持久和平与安全。和平的多边主

义从根本上有别于北约军事集团（NATO），不仅相关各国之间不使用武力或武力威胁，同时也

不对外使用武力或武力威胁，坚持通过对话合作解决国际争端。从一定意义上讲，这与鸠山

首相提出的“非战共同体”的理念相吻合。要做到这一点，未来东亚安全共同体的成员就应

坚持尊重各国主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处。作为东亚

安全共同体的目标之一，还可考虑建立东南亚和东北亚无核区，现有核大国应承诺不对本地

区无核国家使用核武器，彼此之间不首先使用核武器。 

在非传统安全领域，有关国家可以在反恐、反走私贩毒、反海盗、防治跨国传染病、维
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护生态环境等跨国安全问题上，加强合作。这有利于东亚地区增强相互信任，防止军备竞赛，

降低安全成本，提高安全质量，确保可持续的共同安全。 

其次，东亚安全共同体的建立还需要确立新的地缘战略概念——“海陆和合论”。它提

倡海洋国家与大陆国家和平合作，以和平方式管理和利用好彼此之间的地缘政治关系，促进

东亚地区的持久和平、安全、发展与繁荣。由于东亚地区是有内陆国家、海洋国家、半岛国

家、群岛国家、海陆兼备国家等组成的。尽管是山水相连、隔海相望的近邻，但在地缘政治

方面也存在复杂的相互制衡。 

因此，如果没有东亚海洋国家与内陆国家的和平与合作，就根本不可能有东亚共同体。

超越地缘政治制衡，利用地缘经济优势加强区域合作，是东亚共同体的必由之路。这就不仅

需要海洋国家之间保持和平合作，更需要海陆国家之间建立和平合作伙伴关系，妥善处理彼

此之间的各种矛盾。鸠山首相提出，日本作为海洋国家不应使日本周边海域成为“争夺之海”，

而要使其成为友好和团结的“收获之海”，说的大概也是这个意思。 

 

（三）“和谐友爱的东亚社会文化共同体”与欧洲经验 

 

未来东亚共同体的一个特色应该是建立“和谐友爱的东亚社会文化共同体”。中国国家主

席胡锦涛提倡建立和谐社会，与世界各国共建和谐世界；日本首相鸠山由纪夫提倡建立友爱

社会，开展友爱外交。这两者之间有异曲同工之妙。和谐一词的大意最早出自中国的《管子》

一书，是指和睦相处，相互合作3。鸠山首相强调的友爱，是指超越不同的社会制度和价值观，

相互尊重，彼此关爱。这与欧美那些侧重强调竞争与自身利益的理念不同。面向未来，东亚

应该努力谋求建立“和谐友爱的社会文化共同体”，为人类创造新的文明。人的精神文明水平

和物质生活水平的普遍提高，是东亚实现人员自由往来的重要条件。 

欧洲区域合作有三大机制：欧盟（EU）、北约（NATO）和欧洲安全和合作组织（OSCE）。

虽然欧安组织（OSCE）包括俄罗斯，但是由于北约东扩并可以在全球使用军事力量，仍引起

俄罗斯的高度警惕，因此欧洲安全问题并没有得到根本解决。这种冷战时期遗留的军事集团

与集团外国家之间安全困境，在东亚地区也必须注意防止。 

未来东亚共同体有别于欧洲的特色应该是，以开放的地区主义谋求可持续发展；以和

                                                      
3 《管子·兵法第十七》：“和合故能谐，谐故能辑，谐辑以悉，莫之能伤。”这句话的意思是，和睦

合作就能和谐，和谐就能齐心协力。做到这些，就可成功而不受伤害。 
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平的多边主义谋求可持续安全。当然，“开放的地区主义”与“和平的多边主义”都是有条件

的。没有缔结FTA的国家便不能单方面享受自由贸易的利益；面对外来侵略和武装干涉的国

家也有自卫的权利。在这一进程中，东亚虽然难以照搬欧盟模式，但有些经验可以借鉴。 

2009年末，我曾请教过法国驻华大使苏和（中文名）有关欧洲一体化的经验。他告诉我

一共有五条：第一是法德和解，德国对纳粹的历史予以了彻底清算；第二是两国领导人的政

治决断，即当时法国总统戴高乐和德国总理阿登纳这两位被两国公认的杰出领袖所做出的历

史性贡献（他们都曾受到考登霍夫·卡莱吉思想的影响）；第三是在做法上从易到难，根据

20 世纪 50 年代法国外长舒曼的建议，从法德煤钢联营开始逐步实现欧洲经济一体化；第四

是欧洲各国之间人员的自由往来，相互交往的日常化、频繁化增进了民众之间彼此的了解；

第五是在安全保障领域形成共同的政策和地区机制，加强了战略互信。我想这些经验都值得

亚洲参考。其中之一是，日本要像德国在欧洲那样，彻底放下历史包袱，真正融入亚洲；同

时也可像英国那样成为美亚之间的纽带与桥梁。中日两国应该全面推动战略互惠关系，成为

海陆和合的典范。 

最后需要指出的是，鸠山首相“友爱”政治哲学的思想渊源来自欧洲一体化启蒙思想家、

奥地利人考登霍夫·卡莱吉。“友爱”其原意是“博爱”，与中国古代儒家提倡的“仁爱”有

相通之处。另外，卡莱吉生前既反对希特勒的法西斯主义，也反对苏联的“集权模式”，主张

欧洲走向大同。实际上，战后的日本否定了军国主义，走和平发展道路。新中国否定了“苏

联模式”，坚持和平发展。历史在证明，中日两国越走越近，共同利益与共同价值观越来越多。

只不过由于人们往往更多地被一些眼前利益和矛盾束缚着思想而没能发现而已。东亚共同体

或许正是中日两国殊途同归的必然结果。在这一过程中，既然我们难以照搬欧洲模式，那就

只有通过借鉴欧洲经验的同时，依靠合作与创新走出自己的道路来。 

 

（四）关于东亚共同体的基本框架与东盟的作用 

 

中日韩三国在加强相互合作的同时，可继续共同支持东盟发挥主动精神，建立以“10+3”

为主体的“东亚核心共同体（EACC）”，形成向整个亚洲和亚洲太平洋地区放射型的多元共存、

相互补充的多边区域合作体系。 

历史的教训证明：任何一个大国企图主宰东亚地区都会受到其他国家的抵制，最终必然

失败。二战期间，日本企图建立“大东亚共荣圈”，惨遭失败；冷战时期，美国企图在亚洲构
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筑遏制中国的同盟网，图谋宣告破产；20 世纪 70 年代，前苏联提出建立亚洲安全体系，也

遭到各国反对而夭折。 

20 世纪 80 年代以来，亚太地区经济合作、多边安全对话机制的形成与发展有两条基本

经验：第一，多边合作体系的建立需要较为健全的双边关系做基础；第二，由中小国家联合

发挥主动精神，而不是由某一个或几个大国主导，最有利于推动亚洲区域合作取得进展。 

在东亚乃至亚太区域合作中，东盟都发挥了先导作用。《东盟宪章》确立的在2015年建

成东盟政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体的三目标，为东亚共同体的愿景提供

了参照目标。东盟国家在东亚地区合作进程中便发挥着大国之间粘合剂的重要作用。东盟与

中日韩的“10+3”合作机制，事实上已成为东亚共同体的核心圈与基础链，今后也许可以把

实现了自由贸易区的“10+3”称为“东亚核心共同体（EACC）”。 

中国古代思想家老子曾经说过：“上善若水。”老子认为，水给万物带来利益却不与万物

相争，默然流向人们都不喜欢的低处。但是有像水这样美德的人，就接近于“道”了。在建

立东亚共同体的进程中，“上善若水”对所有相关大国也许都有启迪作用。正因为中日韩在东

亚具有最强的经济实力，反而需要更加尊重东盟的存在，与东盟携手共进。 

目前东亚地区合作并不存在中日主导权之争，因为东盟一直坐在驾驶员的位置上。今后

中日两国应继续鼓励东盟发挥主动精神，并在湄公河区域开发方面加强协调，积极合作。不

过，未来东盟要在东亚合作中发挥好主导作用则有三个必要条件：一是东盟国家内部的稳定；

二是东盟国家之间关系的协调；三是东盟与中日韩之间的合作。三者缺一，东盟的主导地位

都可能受到制约或影响。中日韩应共同促进东盟的稳定与发展。 

 东盟的主导作用还体现在，“10+6”东亚峰会的成员也是以加入《东南亚友好合作条约》

为前提的，需要经过东盟同意才行。1990年，美国曾反对马来西亚前总理马哈蒂尔提出的“东

亚经济集团（East Asia Economic Group-EAEG）”设想，而今却不得不加入《东南亚友好合

作条约》，可见形势发生了很大变化。 

“10+6”虽然称作“东亚峰会”，实则包括印度、澳大利亚、新西兰等南亚和大洋洲洲等

东亚地区以外国家。与“10+3”相比，“10+6”东亚峰会机制有很大的不确定性，因此难以成

为东亚共同体的核心，而只能是它的补充，未来有几种发展的可能性： 

其一，如果印度、澳大利亚与东亚国家缔结 FTA，就将形成“亚洲——大洋洲经济共同

体（Asia Oceania Economic Community - AOEC）”。 

其二，如果美国、俄罗斯等国也加入“10+6”东亚峰会，最终可能与APEC没有多少区别，
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或丧失自身存在的意义，或全面取代APEC。 

其三，美国、澳大利亚、秘鲁于2008年加入了新加坡、文莱、智利、新西兰等四国2006

年发起签署的环太平洋自由贸易协定——“环太平洋伙伴协定（TPP）”。未来，如果TPP成员

与东亚接轨，有可能起到推动APEC贸易自由化进程的作用。这或许比较接近澳大利亚总理陆

克文提出的亚太共同体目标，但可能难以包揽解决地区安全问题。 

以上便是一种多元共存、相互补充、相互促进的地区一体化进程。问题的关键在于，美

国需要改变“只要没有我参加我就反对”的老大心态。其实，欧盟（EU）就没有美国参与，

而美国从来没有反对过欧盟的存在，因此也毫无理由反对东亚国家实现不包括美国的地区经

济一体化。东亚与美国有着巨大的贸易纽带，没有必要排除美国，但问题在于如果美国愿意

加入东亚共同体，就要做好与本地区国家缔结FTA的准备。如果美国说 “Yes we can”，东

亚大多数国家也许不会就同美国进行FTA谈判说“No”。但就现阶段比较现实可行的目标而言，

中日韩还是考虑如何缔结FTA，进而首先把“10+3”建成“东亚核心共同体（EACC）”。 

2010 年 2 月 28 日 
 

（作者简历： 1953年出生，清华大学国际问题研究所教授兼副所长，兼任第五届中日友好21世纪委员

会中方委员、中国国际关系学会常务理事、中华日本学会常务理事等。主要研究领域：国际关系。） 
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「アジア共通政策のシナリオをどう描くか」コメント骨子 
 

近藤 健彦（明星大学経済学部教授） 
 
アジア共同体の制度化、自由貿易協定、通貨協力の 3点について、簡潔かつプロボカテ

ィブに述べ、ご批判をえたい。 
 

制度化（institutionalization） 
 
「共同体」は「共通の問題に共同してあたる制度を創設する」ものである。アジア共同

体はこれから鳩山さんがおつくりになるものと日本では一般に思われている。だが果たし

てそうか？ 
後世の歴史家は 1989 年 11 月 5－7 日、ソウルで開催されたAPEC 第 3 回閣僚会議で、

中国・台湾・香港の、いわゆる「グレーター・チャイナ」がAPEC に加盟したときにアジ

ア共同体はできたのだというのではないか？韓国外交当局の大きな成功といわれるこの会

合において、初めて、一つの国際会議で、ベーカー米国務長官・銭其シン 中外務部長・

李相玉 韓外相・柿澤弘治 日外務政務次官（渡辺美智雄外相は病気で欠席。柿澤氏は後

に外相になり、熱心なアジア共同体論者で知られるが、この会合が強烈な印象をのこした

ことは確実であろう）が顔をそろえる。このときの「ソウルAPEC宣言」は「アジア太平洋

経済のダイナミックな成長が、経済的相互依存関係を増進し、地域の経済的ダイナミズム

を維持することについての共通の利害関係を強めていることを認識し」「地域住民の共通の

利益のために地域の成長と発展を持続し、もって世界経済の成長と発展に貢献する」と高

らかに「アジア太平洋共同体」の成立を謳っている。APEC はこうして米中日韓豪経済を

取り込み、さらにその後一部のラ米にまで拡張された。 
共同体の制度化の点で注目すべきは、首脳会議の創設である。およそ共同体の成立のた

めには、共同体への主権の直接の委譲がまだなくても、 低限、参加各国首脳が忌憚なく

意思疎通を図る場が設定されることが必要条件である。欧州統合では首脳会議『欧州理事

会』を創設するのに大変な時間とエネルギーがかかっている。ジャン・モネが奔走してい

る。翻ってアジア太平洋共同体の場合、首脳会合は、ブッシュ（父）時代にキーティング

豪首相が提唱し、クリントン大統領が主催した 1993 年のシアトル会合で制度化に成功し

ている。首脳会議創設という共同体の成立のため 低必要な制度化の条件をいとも簡単に

クリアーしている。 
にもかかわらず共同体の存在が一般のアジア人に見えないのは、首脳会議の議論が公開

されていないからである。私は関係国の同意をえて今年の横浜APEC 首脳会議での討議を

すべて公開にして、リアルタイムでテレビ中継（鳩山内閣は予算プロセスである「仕分け」
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作業をテレビ公開し国民の喝采を博したがこれと同じ情報公開手法である）したらよいと

思う。アジア人はアジア共同体の存在を実感するであろう。アジア共同体は既にできてい

る。これが私が敢えてプロボカティブに提起したかった第 1点である。 
だがこうして成立したアジア共同体は、率直にいって、その後の進展が遅い。これまで、

折角成立した共同体の活動内容を充実させる上で必ずしも賢く運用されてこなかった。そ

こで次なる課題はその中身を充実させることである。私見では、貿易と通貨面で、まず中

身を充実して、アジア共同体としての実をそなえていく必要がある。これが現段階のアジ

ア共同体の課題であると思う。 
 
アジア自由貿易協定 
 
貿易についての課題は、全域を網羅した自由貿易協定のネットワークを作ることである。

現状は、バイラテラル協定が乱立し「スパゲッティー・ボール現象」と揶揄されている。 
私見では、本年の横浜 APEC 首脳会議の 大の目玉として、APEC 参加各国が、関税

引き下げについて、2国間FTA で供与した内容を「 恵国待遇」でお互いに供与しあうこ

とに合意すればよいと思う。こうすればバイラテラル自由貿易協定の乱立の凶が福に転ず

る。各加盟国はこれまでに域内で結んだバイラテラル自由貿易の成果を他の参加国に 恵

国待遇で開放する。 恵国待遇の供与は第 2次大戦後、ガット自由貿易体制を作り上げた

法的テクニックである。これをアジア地域に適用したい。そうすれば例えば、日中間で自

由貿易協定を開始するかどうかといったややこしい問題を回避できる。中国はASEAN に

供与した内容を日本に開放すればよいし、日本はASEAN に供与した内容を中国に開放す

ればよい。 
こうしてアジア全域の自由貿易協定が一夜にして出来上がる。アジア共同体の進展に弾

みがつくだろう。これが私が述べたかった第 2点である。 
 

アジア共通通貨単位（ACU） 
 
第 3 点が通貨に関してである。私は 1995 年以来、米ドル、人民元、日本円、韓国ウオ

ン、タイ・バーツからなるアジア通貨単位（ACU）を定義すべきだといい続けている。ご

来場の方で、それ以前にも似たような具体的提案があったよといわれる方がおられたら、

ご教示願いたい。 
「ACU」なるアジア共通通貨は、欧州でいえばユーロの前身のECU で、言ってみれば

デジタル通貨なので、定義するだけでよい。関係国がその気にさえなればすぐにでもでき

る。 
私のACU提案を谷口智彦・前外務副報道官は、『通貨燃ゆ 円・元・ドル・ユーロの同
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時代史』（2005、日本経済新聞社、290ページ）、の中で、次のように紹介している。 
「アジア通貨バスケット構想の実現」への動きを「実務と理論の両面から も簡明に、

かつ説得的に説いたのは近藤健彦である。彼の構想によればアジア共通通貨単位（ACU）

とは、各国通貨間に共通の一種の物差しであり、通貨制度の議論で「ニュメレール

(numeraire)」と呼ばれる「尺度」に過ぎない。ドル、円、人民元を主体とするアジア通

貨の分量を固定したバスケットからなる通貨単位 ACU をこしらえれば、市場の要請に従

って ACU 建てで経営情報を開示する企業が現れるだろう。また ACU 建て債券が発行さ

れるなどして、いつかはユーロのように、現実に流通する通貨へ成長していくと近藤は主

張する。この議論の眼目は、バスケットにすることによってドルの変動を緩和することが

第 1点。第 2に交易実態を反映させ、 初からドルに相当の比重を与えることだ。その結

果、できていく仮想の通貨はドルを含むことによって「米国のものでもある」ことになる。

米国の継続的関与はアジアと日本の利益になるという判断に立つもので、至極妥当なもの

だ。そしてでき得れば第 3に、日本（近藤は沖縄、名護地区の金融特区を考えているよう

だ）が ACU 建て取引の地理的中心となることによって金融ビジネスを栄えさせねばなら

ない。これは以前ユーロを扱ったところで見たロンドンの行き方と同じである……」 
日本は 1500 兆円に及ぶ金融資産をもつ。シルバー世代の一人として、これはわれわれ

が現役世代のときに懸命に働いた結果である。貯蓄である。われわれは、これが日本の財

政赤字の安易な穴埋めに使われたり、ドル投資して大損して、なくなってしまうのが嫌な

のである。21世紀のアジアの発展と反映に役立つ建設的な使い方をしたいのである。 
沖縄金融特区については、私の理解が誤りでなければ、朝日新聞 1997 年 8月 29日の「論

壇」に掲載された私の 1 文「沖縄を本格的国際金融市場に」が議論の発端になっている。

よって私には思い入れが深いのである。 
周小川中国人民銀行総裁のいう SDR の活用によっても、ドル為替リスクの軽減の点で

は ACU と似たような効果をあげられる。ただ SDR の場合には制度上、IMF が「通貨の

交換性」という難しい議論をするので、中国政府にとっては ACU よりハンドリングしに

くいのではないかと思う。 
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東アジア経済共同体形成のための韓中日の役割 
 

金 都亨（韓国世宗研究所） 
 
1. 東北アジア 国際政治環境変化 ―G7 からG20 
 

世界的金融危機、オバマ外交、 対中依存度高まり 
 

 アメリカの 5 年 好況下における金融機関のガバナンスの緩みと証券化と金融派生商

品の過剰  
 オバマ外交の国際協調路線と危機打開のための国際政策協調時期との絶妙な重なり、

世界各国の中国依存度急上昇  
 中国の世界の生産と市場基地化、世界資本と技術のブラックホール。高度成長の歪み

（所得格差、環境エネルギー問題など）是正のための Developmental State 的な

Outward Looking Policy、社会主義的市場経済、下向き指示・上向き参画の中国モデ

ルとの齟齬 
  意図せざる華夷秩序云云の 覇権国家（？）中国問題が日本問題を取って代わる 

 
アジア周辺国家の 期待と憂慮 

 
 対中国貿易、投資依存度高まり、中国経済浮沈のリスクも高い 
 中国のアジアFTA 網拡大に対する期待と憂慮 

周辺の国々はアジア大工程間分業圏のスポークとして冷戦時代の旧ソ連と東ヨーロ

ッパ各国との関係の二の舞か 
 アメリカの応分の役割に期待（ドル信認度 維持） 

 
G7の単層構造からG2とG20 の重層構造へ  

 
 世界金融危機以前は G7 が経済分野とその他の分野すべてを 含む世界政治経済秩序

を仕切る。その後は経済分野はG20、その他はG2（米・中）がそれぞれ役割分担 
 G7からG20 へ転換か 

・ 2010. 2. 7 カナダG7財務大臣・中央銀行総裁会議から共同声明もなく、G 20 補

完役演じる 
・ 2010.11.11 ソウル G20 会議から G20 時代始まるのか。5 大アジェンダ（持続可

能均衡成長、グローバル金融安全網、IMF 持分調整、気候変動対応、出口戦略）
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別先進国と新興国間 利害について 議長国は G2 の腕と G7 手を上手に扱って調

整中 
 G2戦略的パートナシップ強化 

・ アメリカの経済、技術、軍事力等綜合国力中国を上回る。しかし、懸案別（CO2
削減、核拡散防止、経済回復など）に中国の力で補完、互いに相手の行動に対す

る制御が必要な戦略的関係。鳩山の対米外交の基本方向（対等で緊密な対話が前

提）も同様な概念。  
・ 中国に対するポジショニング再吟味、アメリカドルの基軸通貨に対する信頼再確

認の動き。  
・ 米側のアメ（WTO 加盟協力、6者会談議長国等）とムチ（不公正貿易制裁、人権

問題等）の行使、国際協調への協力要求（元切上げ等）と中国側の対米反応（米

の対中貿易制裁と米の低金利操作など指摘）の素早さ  
・ 米中戦略的経済対話（06. 12. 14 第 1回～08.12.4 第 5 回）重視 

 
〈表 1〉オバマ新アジア訪問外交（2009）の成果と限界 

 主な対外経済関係 成    果 限   界 
 
 
日

本 

－米貿易赤字の 7.7% 
－ドル資産購入で余剰資金

還流 
－経済危機国際政策協調 
－日・ASEAN FTA, 農家戸

別所得保障制開始等 先進

国とのFTA 交渉下準備 
－日・韓・中FTA 推進に合

意 

－米日同盟（対等で緊密

な）再確認か 
－アフカン民生支援用 50
億ドル約束 
－2020 年 CO2 削減 
25%という高い目標に共

感 
 

－米軍基地移転問題異

見、妥結不透明 
－戦略的パートナシップ

強化のための対話遅れ 
 

 
 
 
 
中

国 

－米貿易赤字の 30% 
－ 大の債権国(外貨準備

1.9 兆～2 .3 兆ドル）の 70%
を米資産に投資、07～08 米

国債純増の 1／4購入。 
－ドル資産価値減価を憂

慮、他の外貨へのシフトか。

元切り上げ望まない限りド

ル資産購入、海外資源・エ

－北核解決策に共感  
－持続的でバランスのと

れた貿易と成長、地球温

暖化対策での協力、市場

指向の為替制度の改革進

め、米中「クリーンエネ

ルギー研究センター」共

同設立等環境・エネルギ

ー、世界経済会回復など

－元のドルペグ制修正、

切り上げ要請と米低金利

政策と貿易制裁批判の応

酬 
－核制裁共同参画不透

明、人権、情報公開問題

公論化できず、G2に応じ

ない 
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ネルギー外交展開 
－経済危機国際政策協調 
－日・韓・中FTA 推進に合

意 

グロバル問題に共同対応 
 

 
 
韓

国 

－米貿易赤字の 1.0% 
－ドル資産購入で余剰資金

還流 
－韓・ASEAN, 韓・EUFTA 
妥決 
 
－経済危機国際政策協調、

G2議長国 
－日・韓・中FTA 推進に合

意 

－韓米FTA追加協商に含

み 
－アフカンPRT支援確実

－北核解決策に共感 
 
 
－2020年温暖化ガス排出

量BAU 対比 30%（05 年

対比 4%）削減に共感 

－韓米 FTA 下院批准不

透明 
－戦時作戦統制権返還と

前後問題議論具体化せず 
 

 
 

〈図 1〉    韓・米・日・中 貿易収支（2008） 
（単位：億ドル） 

 
 
 
 

80.1                                  618.4  
   

2,413.8 
327.0 

320.1                      214.9 
                  
 
 
 

資料：KOTIS,韓国貿易協会、2009.11. 
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「東アジア共同体構想」(鳩山 構想) と周辺国家 
 

 参加国は「ある分野で協力する意思と能力を持つ国々が先行して参加する」中国など

が念頭に置く「ASEAN＋日中韓」より幅広い枠組みをめざす。 インドや豪州も視野

にいれる 「ASEAN＋6」か。 
 当面協力に取り組む分野：①経済連携②地球温暖化対策③災害・医療支援④海上安全

など。政治分野協力は将来課題。まず、域内金融協力強化、次に、AMF 創設（アジ

ア主要国が外貨準備と GDP などを基準に一定割合の拠出）、アジア共通通貨論議に

進めるとされる。 
 世界金融危機後のアジア経済金融システムの更なる再生のためには近未来課題であ

るアジア共通通貨論議の前にアジア諸国の通貨バスケット制採用と円比重を如何に

高められるか即ち円の国際化を議論する必要があり、そのためのアジア経済の相互依

存と域内協力深化のための民官の多様な対策が前提条件 
・ 円国際化は円の資金運用・調達の利便性を高めることではあるがそのためには実

物経済面で対策が必要である。つまり円国際化はアジア域内の相互依存と域内協

力深化のための対策が奏功した結果としで得られるものである。国際化が進めば

域内取引が活性化され、域内為替市場安定を重視するようになり、域内主要通貨

が準拠通貨となる誘引は自ずと高まる。 
 日米同盟は引き続き日本外交の基軸にするのは賢明な選択。日米間米軍基地問題など

懸案事項早期解決,米日FTA 交渉展開に期待 
・ アメリカは「アジア太平洋国家として、地域の未来を形作る論議に関与し、ふさ

わしい機構（東アジアサミット）に参加したい」。外交の主軸「テロとの戦いへ移

り、イラク戦争や金融危機で、米国の一極パワーの衰えたという認識広まるなか

オバマ外交はこの流れの逆転を狙い、米経済の未来のためアジアのダイナミズム

を活用。 
・ 日本とアジアは政治、安全保障の面でなお圧倒的な優位、世界平和や民主主義の

砦としてのアメリカに対する期待も大きい。さらに世界 2大市場として米中はG2
として経済摩擦の緩和、朝鮮半島の非核化、環境、エネルギー問題、温暖化対策

などを含めて実務的な協力関係を築くことは、アジア諸国の安定と繁栄のために

欠かせない存在 
・ 日米間軋轢はアジアにおけるアメリカの対中抑止力低下、アジア周辺国の意図せ

ざる対中警戒心、アジアの地域安保環境のもとでの安定的な成長を目指す中国の

国家戦略との摩擦を誘発 
・ .韓国は前政権の自主外交路線から転換、韓米同盟を再確認、戦略的パートナシッ

プ構築中（米軍基地問題解決、韓米 FTA 締結、韓半島戦時作戦権返還後におけ
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る有事に備え、安全保障面で協力強化）。韓米同盟を梃子に中、ロとも戦略的パー

トナシップも生きるとの認識 
 東アジア共同体構想には世界金融危機とアジア価値に対する徹底した究明、先人達の

東洋平和への熱い願望と英知に学び、アジアの歴史性、多様性、ダイナミズムを生か

せる共生ネットワーク構築を目指すぶれないリーダシップが前提条件 
 
2. 東アジア自由ビジネス経済圏構築の基本方向 
  

東アジアFTA 動向 
 

 東アジアの場合欧米とは違い、広域的な経済連帯ではなく両者間または特定の国と地

域間の FTA のみである。日本の場合日・シンガポール、ASEAN 各国との FTA,韓
国の 場合 韓・シンガポール、中国の場合中・ASEAN FTA がそれである。 

 東アジア広域的FTA 構想には 21世紀に入り、例えばこれまで 
① ASEAN・韓・中・日（ASEAN+3）からなる東アジアFTA(EAFTA):2002 年東

アジアビジョングループの提案 
② ASEAN と中、日、韓、 豪州・ニュ-ジ-ランド、インドのそれぞれのEPA/FTA の

成立 
③ ASEAN・韓・中・日・インド・豪州・ニュ-ジ-ランド（ASEAN+6）からなる

東アジアEPA(CEPTA):2006年東アジア経済大臣会合で 民間共同研究を日本が

提案、2007 年東アジアサミット首脳間合意. 近のこの地域内における貿易の

急増、国境を越えた効率な生産ネットワークの拡大等実物経済の結びつきの強化、

実効性のある地球温暖化対策を講じるに当たっての先進諸国と途上国間対立の

調和の必要性に鑑み、②の五つの個別のASEAN+1 のFTA の成立を受けての一

層の経済統合の制度化 
④ APEC 加盟国からなるアジア太平洋諸国経済統合（FTTAP）：アメリカが中、

日のアジア FTA/EPA 戦略に対抗し、アジア重視外交戦略の一環として提案。

2010 APEC 首脳会議議長国国日本がイニシアチーブ発揮の予定 
 

韓・中・日FTA 
 

 韓・中・日北東アジア経済連帯協定については 1997～8 年東アジア経済危機を契機

にその再発を防ぎ、共同繁栄を図るため6 年間共同研究を重ねる。 
・ 2000 年 1999. 10 韓・中・日 3国首脳により合意された共通認識に基づいて 3国

を代表する研究機関の共同研究（3国間の貿易・投資・の促進）開始 
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・ 2003～2006 年韓・中・日FTA のマクロ経済効果、農業、漁業、及び主要な製造

業とサービス業を対象にした部門別合意に関する研究、原産地規則とセンシティ

ブ部門調査 
・ 2007 年 3 国の競争力、関税構造、各国の締結済みのFTA で反映されているセン

シティブ部門分析 
・ 2008 年 韓中日自由貿易協定の可能なロードマップ分析 

 韓中日FTA 経済効果について共有 
・ 韓・中・日 3 ヶ国地理的、歴史的、文化的（漢字・儒教文化圏）、経済的補完性大

きい 
・ 3 ヶ国FTA 一度に構築することが 3 ヶ国すべにとって も厚生を高める。中国、

日本、韓国のGDP それぞれ 0.4%, 0.3%, 2.8% 増加 
・ 3 ヶ国FTA 締結の遅れは 3ヶ国内の構造調整コスト増加、鉄鋼、石油科学等域内

のいくつかの産業に過剰生産と過当競争をもたらす 
・ 農水産物の主要輸入国として製品の一部については関税や非関税障壁によって保

護されているだけに特別な注意が必要。構造調整促進とそのコスト軽減のため適

切な特化策と補償スキームによって斬新な自由化プログラムを用意すべき（3 ヶ

国共同研究、08. 12） 
 

 韓・中・日 はアジア経済の中核として逸早くから経済統合の必要性を認めながらも

実現に至らなかった。 歴史、文化、地理、経済の面で相互補完性の高いに関わらず

相促よりは相克化し、共生のための犠牲を払おうとしない。 それぞれ域外国と同時

多発的な FTA/EPA に熱心になってきた。その結果 韓・中・日域内貿易依存度は低

下の傾向にある。 
・ 2009 年 10.10 韓・中・日 3国首脳により産・官・学共同研究に合意。2010 年初

め 準備会議韓国で開催。 
・ 中国が ASEAN・中 FTA よりも韓・中・日 FTA によってその潜在力を発揮させ

るようにした方が中国は勿論東アジアの均衡ある発展に貢献する 
 

韓中日域内経済－成長と交易 
 

 1988～2008 年間韓中日のGDP はそれぞれ 4.9 倍、11.0 倍、1.7倍成長。 
・ 日本は 1968 年ドイツを追い越し、アメリカに次ぐ第 2 経済大国になり、以来資

本主義経済圏の発展を牽引。2010 年にはその座を中国に引き渡すのか。 
 世界的金融危機(08.4･4)以後3ヶ国域内貿易比重は低下後回復中。中国は対米・EU 依

存度が高い分域内貿易比重は依然低い。 
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〈表 2〉 3 ヶ国域内貿易比重（%） 
 輸出 輸入 

08.1/4 08.4/4 09.2/4 08.1/4 08.4/4 09.2/4 
韓国 29.2 25.8 28.6 31.5 31.6 33.2 
日本 22.4 23.2 28.0 22.5 24.7 26.7 
中国 13.8 13.3 12.5 23.1 23.7 23.2 
韓日中 19.2 17.9 19.5 24.5 25.5 25.8 

 
東アジア 分業と 韓中日FTA  あり方  

 
 韓中日ASEAN 13 の内ASEAN だけが韓中日とそれぞれFTA を署名、肝心の 3 ヶ

国はいまだ地域統合の段階に至ってなく、域外国との FTA を次々と結びつつある。

今年11月シンガポールAPEC首脳間でようやくFTAビジネスﾌｫｰラム開催に合意し

たばっかり、本交渉までの道程は遠い。 
 ASEAN は 東アジア経済統合のドライバ席に座っているが、相乗り客の意向をとり

まとめ、快適、長距離、安全するだけの力量はない。韓中日の FTA が結ばれない限

り、製品分業圏であるEU25（単品型）とは違って工程間分業という域内波及効果の

より高い東アジア経済圏（寄せ鍋型）は完結しない。  
 

〈図 2〉東アジア分業圏の特徴 
 

工程間分業（中間財相互供給）   対      製品分業（各自完成品） 
           東アジア 13                             EU25 
 
 
 
 
 
 
 

資料：2007年通商白書 
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東アジア多国間工程間分業 

  
  資料：2007 年通商白書 

 
 東アジアはこれまで日本・NIES 間の部品・素材中心の資本集約型垂直的産業内分業

による中間・資本財が対中・ASEAN 輸出され、中国・ASEAN で 労働集約財 と
して加工・組み立てられ大部分欧米・日本に輸出される三角貿易が主流。いまや日本・

NIES 間の 資本集約型産業内分業も一部産業内分業も水平的なものに変わりつつ、

高機能中間・資本財は中国・ASEAN 輸出され、現地生産・相互供給された汎用性の

高い部品・素材と共に 終財として加工・組み立てられ欧米・日本に輸出され、一部

は日本・NIES にも輸出し、 中国・ASEAN と日本・NIES 間の 中間財の垂直的産

業内分業が見られる。 
 そこで EU25 に比べて中間財の域内相互供給の効率性は高いが、 終財の域外（欧

米）依存度は依然と高い。1997-98 年アジア金融危機と2008-09 年世界金融危機はそ

れぞれ前者と後者に一大打撃を与えた。しかしながら東アジアの過剰供給体制には変

わりはなく、域内分業、自立成長には限界がある。 
 日本のイニシアチーブは次の意味で極めて大きい。第1、東アジアと欧米経済の間の

バランサー、第 2、域内国（たとえば韓国）のアメリカ、EUなど巨大経済とのFTA
妥結に伴う貿易・投資転換効果を相殺し、自国の企業利益を守る、第 3、交渉の5 原

則（包括性、總合性、實質性、互惠性、WTO+α）に則ったHigh Level のFTA の先

導、第 4、域内の経済格差是正、環境エネルギ制約の下持続可能経済圏を実現する。 
 韓米は経済、外交、安保の面で同盟関係を強化し、米中の対アジア外交力が拮抗し、

戦略的パートナシップを打ち出しておる中日本はアジアダイナミズムの内部化の一

大チャンスを逃さずに国内ハードルを果敢に乗り越え、まさにアジアの先進国として

の日本がアジアの深い統合のため主導権を発揮しうる時期である。敵は中にいる。  
 内外価格差に残存する非関税障壁の撤廃、特に農水畜産に関る高関税と輸入量制限な

どの国境措置の緩和・撤廃、残存公的・民民規制の緩和・撤廃、プライスメカニズム

を通じる生産性向上のスケジュールを明示した抜本的改革プログラムの実行が前提
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条件。為替変動 10%以上の高関税の産業保護は無意味である。これが内需主導型自

律成長の必要条件でもある。 
 
3. グローバリゼション下の恒常的構造改革と競争力強化 
 

共通目標  
 

 世界金融危機克服のための前代未門の量的金融と裁量的財政対策の歪み（財政規律・

構造改革の遅れによるもの）是正 
 国内構造改革と競争を通じる競争力強化 
 保護主義に対抗、世界貿易・投資・サービスの実質的自由化  
 地球温暖化政策、資源・エネルギー問題などグロバルイッシュー解決に向けた貢献 
 北朝鮮非核化、アジア所得格差是正、雇用創出、貧困撲滅 
 アジア標準形成、互いに国内政策として取り入れ、東アジア経済共同体形成に寄与 

 
中国―積極的な構造改革と節度ある対外政策 

 
 世界的金融危機克服に当たり迅速かつ適切なマクロ対策遂行とアジアの安定的な発

展に対する中国の積極的な役割は高い評価に値する。中国式成長モデル（上からの指

示・下からの参画）のメリット発揮か 
 今後以下のような側面で更なる寄与が期待される。 

・ 経済運営の透明性を高め、WTO 加盟国としての国際的ルールの準守 
・ 国営企業の恒常的改革、社会保障の忠実  
・ 国内地域間統合、所得格差是正、国内消費確保、外需依存度調整 
・ 中国現地進出企業に対するビジネス慣行改善と関連政策の一貫性維持 

 世界的インバランス是正に応分の役割（為替変動幅拡大、社会資本拡充等）  
 積極的な北朝鮮非核化、節度ある資源・エネルギー確保、地球温暖化政策と東アジア

経済共同体形成に主導的役割 
 

韓国 ―構造調整と産業競争力強化 
 

 UNIDO(2009):Competitive Industrial Performance Index によれば 2005 年現在

122 ヶ国のなか韓国は第 9位。 2000 年より 3段階アップ。 
 製造業の世界上位 3ヶ国に比べて競争力が低い。①付加価値と輸出比重は高いが、一

人当り付加価値が大幅低いため、②一人当たり輸出と製造業内中高技術製造業の付加
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価値比重は日本より高いが、上位 2ヶ国に比べて低いからである。 
 中国は韓国より製造業競争力は劣位にあるが、製造業付加価値比重が高いなか一部指

標においては韓国を急速に追いついてくる。 
 

〈表 3〉 韓国と上位 3 カ国の製造業競争力指数（2005 年） 

 
〈表 4〉 第 3 国市場おける日本と競争国間輸出品重複比重（%） 

出所:財団 研法人産業 究所「東ア ジア の産業連関及び貿易構造と 我が国の 経済 構造
変化に関する 調査研究」（ 2006)； 通商白書 2005年版.

競争国名 1994 1999 2004

中国 9.3 16.7 31.8

シンガポール 6.8 17.9 31.5

韓国 16.3 23.8 44.9

香港 16.9 18.8 46.9

タイ 5.4 8.2 na

マレーシア 7.3 12.8 22.4

フィリピン na 3.7 7.0

インドネシア 1.8 3.2 11.4

 

項目 上位 3 ヶ国  韓国 中国  
日 本 シンガポール アイルランド

人口 1 当り 製造業の

付加価値（ドル）  
8474.1  
 

6707.7  
 

6589.5 3826.6 495.9 

人口 1 当り 製造業輸

出（ドル）  
4387  
 

50028  
 

24416 5766 555 

GDP比製造業の付加価

値（%） 
21.7  
 

26.1 21.3 28.9 34.1 

製造業輸出比重（%） 94.2  94.6 92.3 97.9 95.1 
製造業内中。高技術製

造業の付加価値比重

（%）  

56.9  
 

77.6 62.1 60.3 46.9 

製造業内中。高技術製

造業の輸出比重（%） 
82.0  
 

72.1 57.2 75.1 57.5 
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 Hyundai Research Institute (2009)：米、日本、ドイツ、フランス、イタリア等 5ヶ

国の製造業と韓国を比較。  
・ 2006 年現在一人当たり付加価値は 53,000 ドル。6ヶ国平均（78,000 ドル）の 68%

水準。医療。精密機器、一般機械、電気機器で低く、造船、鉄鋼等金属製品、携

帯電話等音響通信装備では接近。  
・ 中間財自給率は 1地番低く、製造業全体で 71.4%、日本は 84.9%。半導体、LCD

等事務会計コンピュータの中間財自給率は 36.4%と平均（62.0%）と格差は大き

い。 自動車産業の中間財自給率は 88.8%で平均（80.2%）より高いが、日本（95.7%）

に比べて依然低い。  
・ エネルギー依存度は 10.8%で一番高い（平均 6.9%、日本 3.4%）。石油化学は 32.4%

で日本（9.3%）は勿論平均（22.8%）より非常に高い。金属製品、自動車、造船

順に製造業強国に比べてエネルギー依存度が高く、効率が低い。  
 近電子機器、自動車部門で競争力改善。特に電子産業の比較優位高まる。以前の短

所が長所に変わりつつある。 
・ 産業パラダイムシフトに迅速に対応（アナログからデジタル、技術より技術＋市

場重視）  迅速な意思決定、果敢な投資リスク受け入れ、適時の大量出品  
・ 垂直系列セット企業のメリット発揮。LCD パネル内部化、コスト 競争、新製品、

プレミアム製品開発、デメリット克服 
・ 大規模能力増強投資強行、グロバルマーケット攻撃、製品のポートフォリオの差

別化(LCD TV 新製品出品時期短縮、携帯電話ではプレミアムから低価品まで)、
大手との取引による安定的な需要確保  

・ ウォン安による輸出採算性改善、中国経済回復による対中輸出拡大効果（携帯の

中国市場 1位） 
 中国LCDTV 需要（2011 年世界 大）とローカルセット企業成長、韓国内需も限界、

核心部品素材装備の輸入依存問題などに対応、次世代主力製品開発、未来技術早期産

業化支援による先端電子製品技術のグロバルテストベッドブランド力維持強化、構造

調整後の日本と台湾の反撃に対応、 インテグラル技術とモジュラ技術の相互連鎖保

持、収益力向上  
 重厚長大型製造（現代重工、GM 大宇、POSCO など）現場に 3GM 無線 wiBro 通

信網設置、生産効率向上、製品の多様化、高度化。日本とは擦り合わせ  分野におけ

る合意的分業体制整うため異業種（サービスを含む）間融合、産学研提携の効率化、

人材育成。同時に中国と工程間 分業促進 
 グローバル企業のアジア域内立地性向を実時間反映するため  Global Business 

Practice に熟知し、外国人投資環境改善、One-Stop -Service 体制構築  
 脱炭素・官僚社会を目指し、高コスト低効率構造抜本改革、エネルギー源多様化（原
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子力発電シェア高める）外交展開。Post Kyoto に向け高いCO2 削減目標提示、国内

利害調整に政治のリーダシップ発揮  
 

日本 ―21世紀有望分野ビジネスモデル構築 
 

 日本政府・経済産業省は 2010年事業のため 2009 年度補正 7 千億円, 2010 年度当初

予算 3千億円を確保し、25個のプロゼクットの早期実施を狙っている。しかし、 2020
年度までの平均名目成長率 3%達成のためには次のようなことを考慮すべきであろう。  

 輸出製造業の国内基盤の維持・強化策が必要である。 輸出製造業の成長牽引力を過

少評価してはならない。競争相手に比べて高い法人税の実効税率の引き下げ、中小企

業法人税率 11%台に引き下げ、果敢な規制撤廃、新興国の volume zone 向けシステ

ムのブランド化などの総合対策である。特に volume zone 戦略の対象は high-end 
+upper middle でなければならない。日本製造業特有のインテグラル技術と新興国市

場の融合による相乗効果が期待されるからである。対新興国インフラ輸出の場合 総
合商社、その金融、ODA 資金と NGO 支援という総合的かつ戦略的対応によってビ

ジネスチャンスをも創出すべきである。 
  農家戸別所得保障制度を農業の競争力強化の側面で見直し、農水畜産業、医療・介

護分野、DDA 多角交渉決着前に前倒し譲歩 に踏み切る。 
 －成長するアジア市場を内需化するための実効性のある施策が未だ不透明である。ア

ジア市場を内需に組み込むためには現在進んでいるアジア工程間分業の高度化に寄

与できる開放経済圏に必要なインプラ整備、自国のグローバル企業のサプライ・チェ

ーンについての重点の置き方、2020 年 APEC 自由貿易圏構想についてはあくまで

も民間側の要請をベースに進めるということは正しい選択であるが 中国、インドと

のバイの FTA, ASEAN+3 または ASEAN+6 以前か以後かという 締結の FTA 対

象国家・地域の選定基準、ロードマップ、技術変化をも考慮した経済効果、国内産業

弊害対策などが明らかになってない。 も日本としては高級部品・素材分野で研究

開発、企画・デザイン力を加え、域内分業体制を活用することによって日本国内、ア

ジア域内、欧米など域外市場を開拓しなければならない。そのためにも韓・中・日

FTA/EPA 先行必要 
 地球温暖化対策の場合そのコスト・便益効果を念頭に入れるべきである。現在の技術

と CO2 排出管理の下では 2020 年 25% 削減義務化の場合 10~20% 生産縮小、生産

の海外移転、高額の排出権購入が強いられる。 物理的には「民間 11%, 産業 5%, 原
子力等新エネルギー 4%, 森林保全と CDM 5%」という割合で CO225%削減可能で

あるとされる。しかし、10 年後の「分譲住宅 910 万戸の 3 割に太陽光パネル設置、

新車登録台数 90%が環境対応車へ代替、高効率ガスボイラ 4,400 万台普及」 とい
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う低酸素社会はあまりにも理想的である。しかし、グリーンイノベーションのための

集中投資と環境革新技術開発、 LCA(life cycle assessment)概念をCO2 排出量管理

のための世界標準化に導入し、新興国・途上国向け温暖化ガス削減資金・技術提供(炭
素排出権受領)によって 新興国・途上国の低酸素投資による内需拡大�日本の部品・

製品輸入拡大というアジア低酸素社会の好循環可能 
 それにしても雇用創出型成長の源泉として注目される Green 分野(農林・環境・エネ

ルギー), 医療・介護、地域社会は規制改革が伴わない限り、コスト削減、規模の経済

確保、非価格競争力強化、ビジネスモデル構築による雇用吸収力には限界がある。 成
長と雇用の両立のためには以下のように製造業とサービスの比較優位を再点検し、抱

えている課題を早期に解決しなければならない。  
・ インテグラル完成財（自動車、工作機械、航空機、宇宙機器、次世代携帯等）：日

本固有の擦り合わせ技術要求。部材の共通化難しく、相互連関性高いだけ弛まな

い創造的研究開発必須。国内拠点衷心供給、モジュール化に伴うアジアとのぶん

ぎょう推進 
・ 高機能部品素材（高機能半導体、新型ディスプレイ、機能性化学品、ファインセ

ラミクス、ニューガラス、航空機、宇宙機器用複合部材）：高級の要素技術を基盤

にする追従できない分野。日本国内供給可能 
・ 製品・サービス融合財（販売と同時補修・保守用消耗品、コンテンツ、システム

統合ソルションパッケジビジネス）：差別化で競争優位、収益力確保可能。新しい

ビジネスマインド改革必須。 
・ ビジネス支援サービス（本社のアウトソーシング分野、環境保全、公害防止、環

境創造、環境修復、リサイクル拡散可能な企業サービス）：成長と雇用確保、成長

分野 
・ 生活支援（健康・福祉、保育・家事・レザー関連サービス）：需要拡大 
・ 民営化される公共サービス（医療・介護・教育など規制の多い公的サービス分野、

官制行政サービス分野）：1980年台アメリカ並みの民営化推進の場合、 大約 800
万雇用創出可能（経済産業省）。 

 
 更に政府は 民主党のマニフェストについて実行可能性、政策相互間の整合性、中長

期的政策効果を理論的かつ実証的検討し、場合によっては 政策の優先順位を修正・

補完  
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4. 東アジア共同体形成のための中長期課題 
 

円国際化推進 
 

 国際通貨の慣性が作用する結果、実物経済面における環境整備なしに米ドル使用から

円使用への転換によりむしろ取引コストは高まる。民間企業は利益を追求する以上為

替リスクと取引費用増加の場合米ドルから円へ取引通貨を変更することはない。現在

のような円使用の低調ぶりは経済合理性を反映した結果。 
 円国際化は国際通貨体制の安定化、アジア諸国の経済安定、日本経済にも多様なメリ

ットをもたらすが個別主体の合理的選択とも矛盾しないためには円に対する信認度

を高め、金融・資本市場整備と決済システム改善等鶴首環境整備が先決。ドル使用を

前提とした実質標準（de facto standard）が確立されている現在 ただ円の便宜性が

向上されたとしても円国際化進展の保障はない。 
 これまでの通貨慣行を絶え間なく点検し、円利用を新しい角度で検討、国際取引の当

事者達が自らの意思で円を使用し、日本国内資本・金融市場で円を低コストで調達、

運用できるように次のような環境を持続的、体系的に整備. 
① 欧州、アジア生産拠点とのドル建輸出入、円建債務のある国からのエネルギーは

ドル建で輸入するなどの取引慣行、既存の輸出入先選好、円建資本調達上の制約

などによって 円建取引比率が高まらないということを考えるならば円建貿易金

融活性化、円借款を活用した原油・LNG 輸入の円建化推進 
② 東アジア諸国が円連動制でなくともドル過度依存から脱皮し、ドル・円・ユーロ

の複数通貨バスケットに連動するなど安定的な為替制度を実現。このためにはチ

ェンマイ・イニシアティブ拡充、資本移動管理、域内為替決済制度改善など域内

金融と経済協力を持続的に強化  
③ 東アジア域内債券市場育成のため日本がイニシアティブを発揮すること。東アジ

ア大手企業の過度な銀行依存・通貨（外国通貨借入れ、自国通貨貸出し）と期間

（短期調達・長期運用）の二重のミス・マッチ(Mismatch)によってアジア金融

危機を招いたということと大部分のアジア諸国の貯蓄率が投資率を上回ってい

ることを考えるならば国内金融システムの健全性確保、域内金融・債券市場育成

によって域内貯蓄が域内で活用できるようにすべきである。そのためには域内国

債、国債金融機関債市場育成,国債の証券化と投資信託等を活用した通貨リスク

軽減（域内通貨バスケット建債券発行等を含む) とアジア格づけ機関育成が必要  
④ 日本の国際金融センター機能を強化、そのため円滑な国際短期金融取引のための

オフショア市場、TB(Treasury Bills), FB(Financing Bills)市場活性化、日本の

機関投資家と非居住者による国債市場における円滑な資金調達・運用可能な特例
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措置などのインインフラ整備 
⑤ ODA 関連事業、AMF、東北開発銀行設立によるアジア共通農業政策、中小企

業協力、アジア生態・エネルギー・物流関連インフラ整備事業などを通じて円資

金の戦略的計画的に供与 
 

アジア標準形成、普遍的ルール・規範発信 
 

 東アジア経済共同体の 終目標は域内の共同繁栄、安全と平和、そして世界貢献であ

るが、その道は簡単ではない。にその中間目標は東アジア域内の製造業とサービスの

発展基盤を強化するためのアジア標準形成 におくべきである。各国特に韓・中・日

の成長に寄与してきた官民によるバラバラの企業慣行、政策手段を含めた標準、ノウ

ハウ共通化、ビジネス環境改善、域内生産ネットワークの更なる高度化が急務 
 食品安全・衛生基準、情報処理技術者スキル標準、地域中小企業政策、省エネ・リサ

イクル、自動車燃料基準、化学物質情報伝達基準、医療・介護資格、物流標準などの

様々なシステムと政策経験・手段を東アジア広域分業の視野で体系化 
 それと同時に日本―台湾・韓国―アセアン・中国へと渡る雁行型直接投資・技術移転

のプロセスで生まれた（あるいは生まれつつある）日本型とは異質な規格・標準、経

験、をもノウハウをも共通化、対世界発信できるようにCapacity Building 強化 
 Supporting Industry 人材育成、機器・ソフトウェア・サービス分野MRA（相互認

証協定）プログラム 推進 
 アジア標準をそれぞれ国内政策の一環として取り入れ、更なる高度な標準とルールと

して進化させる。そのためにアジア版OECD 設立検討  
 

東アジア広域協力メニュー共同開発 
 

 近トヨタリコール事態を契機にアウトソーシングを進めすぎことが知識、経験、技

術の流出と人びとが共有していた暗黙知の消滅につながり、産業の競争力を弱めたと

の指摘が日本でも聞こえるようになった（野中郁次郎、週刊ダイヤモンド、12/26）
しかし、Toyoda Way とグローバルStandards とのギャップの問題と見るべき。 

 中国威脅論、産業空洞化をはじめとする産業競争力低下に対する憂慮と自省論は基本

的には両国内構造調整と規制改革の遅れの産物。中国は韓日の共同パートナ、3国企

業間提携によって範囲の経済確保のチャンス。 
 3 ヶ国Green Growth 分野（省エネ、再生エネ、新成長）得意分野選定、共同企画、

研究、開発。高度サービス（グロバルケア、教育、金融、コンテンツ・ソフトウェア、

MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)・観光）のビジネスモデル共同
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企画。 
 韓日主力企業の過剰生産・過当競争体質是正、アジア進出欧米企業に対応し、韓日間

水平分業と市場接近度改善と韓中日FTA への信頼基盤を構築するためには 
・ 機械類：3ヶ国長期モジュラ計画樹立、部品共用化・標準化, 計測機器など世界市

場における形式承認獲得のため 3ヶ国間投資協定、MRA 早期妥結  
・ 自動車・同部品：両国産業クラスターのなかモジュール特化地における次世代自

動車（エコカー含む）関連モジュール共同技術開発、燃料電池、バッテリ、デジ

タル製品・サービスの標準化、3ヶ国部品業界共同 B2B、レジャー事業（キャン

ピングカー関連）ネットワーク網構築    
・ 石油化学：日本の精密化学分野の対韓投資と技術移転、韓国の汎用製品分野プラ

ントオペレーション技術中国へ移転。中国西部大開発の単一プラントベースに共

同進出。NT,BT を活用した工程改善、原料転換技術など次世代技術と環境分野共

同技術開発 
・ 電子情報・放送通信：3ヶ国世界的な標準化競争に共同参加、融合化による 価値

連鎖を実現する時期。韓日 IT 協力イニシアティブの合意事項推進、 3 ヶ国得意

分野（中：航空・宇宙、日：デジタル家電、韓：G4移動通信wiBro Evolution 技
術開発に成功）中心共同研究、コンピュータ部品標準化・共用化・相互認証、3
ヶ国大学の共同 IT 人材育成、情報処理資格共同認証制導入。 

・ 北東アジア新規物流急増に備え、3ヶ国間の Port & Hub Sale 過当競争是正、施

設間連携 連繋整備・ソフトウェア機能、商社と物流センター機能拡充、ハブ港背

後地の生産と生活環境調和、改善、国際ビジネス関連情報網共同構築。  
・ 3 ヶ国小地域別自由ビジネス経済圏(産業クラスター中心)形成。例えば海峡 or 玄

海灘（自動車産業に特化、韓：東南圏、日：九州、山口一元）、環東海（医療観光・

国際物流に特化、韓： 江源・慶北、日：北陸地方、北韓、東北 3 省、ロシア）、

環黄海（国際金融・物流・高機能部品素材供給に特化、韓：西南圏、日：西日本、

中：渤海、両岸圏）等  
 

 東アジア共同体メンバーシップ構成をどのようにするにしてもまた 韓中日 FTA の
場合ASEAN＋3とASEAN+6の枠組みは機能的協力を段階的に進める上で有益であ

る。第一、韓中日FTA ロードマップを見定め、第二、韓中日を扇の要にしてASEAN+6
の枠組みを視野に入れた次のような分野べつアジェンダを設定し、第三、多国間でか

つ段階的に進めながら 東アジア共同体メンバ相互間信頼に基づく Credible 
Commitment を可能にし、協力の効率性をも確保する。 
このことは即ち 韓中日 3 ヶ国はそれぞれまたは連帯して五つの FTA を 大限活用

しながらより高度な国際サプライ・チェーン確保と域内格差を是正するためには次の
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ようなことを同時並行。 
・ チェンマイ・イニシアティブ拡充とアジア通貨金融協力強化、AMF とアジア共

通通貨（ACU） 構想の具体化 
・ アジア環境・エネルギー・食料安全保障協力 （中国の黄砂、北韓地域の山林緑化

事業含む） 
・ 東北アジア銀行設立、アジア インフラ（日韓中ロ・ユーロパ貫通高速鉄道、ロ・

中央アジア・韓・日天然ガスパイプライン、中国西部開発、メコン川流域解発な

ど）整備とアジア債権市場イニシアティブ 
・ アジア版エラスムスプログラム、青少年、文化交流拡大、文化財（映画・アニメ・

書籍・スポーツ、大衆音楽など）創出 
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東アジアの Green Revolution と Green Fund 
金泳鎬 

1. はじめに 
 

 2000 年APEC 会議にてAPEC のGreen Tech、Green Energy Expo の巡回開

催決議と IGF、それを推し進める IGF 設立論 
 日中韓のEnergy Community 論 
 2007 年アジア共同体学会の北京会議にてAGF 提起 

 
2. 中日韓とGreen Innovation 
 

 Green Tech、Green Energy 主導国として登場－それも弱い炭素市場インセンティブ

のイノベーション 
 Energy Miracle (Bill Gate) 

 企業たちは不況打開の出口ととらえて、集中投資のエコ経営態勢の構え 
 しかし、政府の財政金融は通貨緊縮、金利引き上げに傾いている 

 
3. P. Joseph Stiglitz と Lester Brown を越えて 

金融

実物経済

自然環境

Green 
Finance

金本位制－自
然本位制
（IMFのSDR）

CO2効率・生

物多様性・基
準株価評価
GIEO

過剰流動性・派
生商品・過剰生
産・過剰消費・
過剰CO2.・過剰

欲望

自然破壊・気候
変化

 
Breakthrough (another exit gate) 
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4. 東北アジア Natural Economic Territory に制度と市場の装置 
－Green Innovation を支える制度と市場の創設 
 

 日中韓サミットの定例化と三国協力体の常設事務局とNEAR 事務局の設置 
 東アジア共同排出権市場 (EA-ETS、EU-ETS、US-ETS) 
 Carbon Footprint の標準化 
 Green Tech 知的財産制度 
 炭素税、「地球温暖化対策税」の共同実施 
 炭素関税（環境関税） 
 Green Product の無関税 
 Green Skilled Labor の共同養成と移動の自由 －「Gold Card」制 

↓ 
東アジアGreen-Common Market 

5. IGF - AGF 論 
 

 財源: 国際金融資本税 Tobin Tax 0.05%→年 6900 億$（シュタインブリュック前ドイ

ツ財務長官） 
 EU: Euro Tax 
 Brazil: 短期資本に 2%の課税 
 USA: Tobin Project －ボルカ・ルール、オバマ税 
 Asia: Asia Tax 

↓ 
 IGF － AGF － CRI (SRI) 
 新興国・途上国の要求 （Kopenhagen CUP15 で 300 億$合議）を充足させる 

Fund の役割 
 炭素税（環境税）－東アジア炭素税 

 通貨 Swap 協定 CMI－AMF－AGF 
 
6. 結びにかえて 
 

 NIEO  –  GSP（一般特恵関税） 
|         | 

GIEO  –  Green GSP 
 東アジアは Green Project の共同推進－「社会的共通資本」を共有－Green 産業革命

－自然環境と産業が相生する本来の東洋文明のルネサンス 
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PROMOTING LOW CARBON GREEN GROWTH IN ASIA THROUGH 
CLEANER TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE PRODUCTION AND 

CONSUMPTION: MAJOR ISSUES AND PERSPECTIVES 
 

Ryokichi HIRONO 
(Professor Emeritus, Seikei University and Visiting Professor, GRIPS, Tokyo) 
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11A. What has been happening to our global ecoA. What has been happening to our global eco--
system ?system ?
1B. What has been happening to our global 1B. What has been happening to our global 
economy and our Asian neighbors ?economy and our Asian neighbors ?
1C. What are their impacts on us ?1C. What are their impacts on us ?
1D. What are causing the deteriorations of 1D. What are causing the deteriorations of 

our ecoour eco--system ?system ?
1E. What are we, both developed and 1E. What are we, both developed and 

developing countries,developing countries, now doing tonow doing to
cope with them in the Asian cope with them in the Asian 
region and around the world ?region and around the world ?
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The two great challenges of the The two great challenges of the 
2121stst Century are the battle against Century are the battle against 
poverty and the management of poverty and the management of 
climate change.climate change.
On both On both 
we must act strongly now and expect to continue we must act strongly now and expect to continue 
that action over the coming decades.that action over the coming decades. Our response Our response 
to climate change and poverty reduction will define to climate change and poverty reduction will define 
our generation. our generation. If we fail on either one of them, If we fail on either one of them, 
we will fail on the other.we will fail on the other.
LowLow--carbon growth: the only sustainable way to carbon growth: the only sustainable way to 
overcome world povertyovercome world poverty、、by by NICHOLAS STERNNICHOLAS STERN

 

55

1B1  Average Annual Growth of Global 1B1  Average Annual Growth of Global 
Economy, 1970Economy, 1970--20082008

Countries GDP,2007 Countries GDP,2007 　　Annual Average Growth(%)    Per Cap.GNI, 2007Annual Average Growth(%)    Per Cap.GNI, 2007
USM$     USM$     　　19701970--80 198080 1980--90 200090 2000--07 2008   07 2008   　　US$US$　　　　PPP$PPP$

EAPEAP 4,438,1354,438,135 6.66.6 7.77.7 8.98.9 8.0        8.0        2,1802,180 4,9374,937
ChinaChina 3,280,0533,280,053 5.2 5.2 9.4      10.29.4      10.2 9.0 9.0 2,360   2,360   5,3705,370
South Asia1,438,594 South Asia1,438,594 3.53.5 5.45.4 7.3   7.3   5.65.6 880880 2,5372,537
IndiaIndia 1,170,9681,170,968 3.43.4 5.45.4 7.8     7.8     7.1     7.1     950950 2,7402,740
MENAMENA 828,691828,691 5.25.2 2.12.1 4.54.5 5.55.5 2,7942,794 7,3857,385
EgyptEgypt 128,095128,095 9.59.5 4.84.8 5.25.2 n.a.n.a. 1,5801,580 5,4005,400
CEECACEECA 3,155,2213,155,221 n.a.n.a. 1.51.5 6.1     6.1     5.3        6,051  11,1155.3        6,051  11,115
LACsLACs 3,444,3743,444,374 3.63.6 5.55.5 1.71.7 4.44.4 5,5405,540 9,3219,321
BrazilBrazil 1,314,1701,314,170 8.18.1 2.52.5 3.33.3 n.a.n.a. 5,9105,910 9,3709,370
SSASSA 842,914842,914 4.04.0 2.12.1 5.05.0 5.4   5.4   952952 1,8701,870
South AfricaSouth Africa　　277,581277,581 3.03.0 1.31.3 4.34.3 n.a.n.a. 1,5401,540 4,2104,210　　
DevCsDevCs 14,155,842  14,155,842  5.35.3 3.33.3 6.2     6.2     5.8  5.8  2,337   2,337   4,991 4,991 
JapanJapan 4,376,705 4,376,705 　　4.34.3 4.24.2 1.7       1.7       --0.7      37,670  34,6000.7      37,670  34,600
USAUSA 13,811,20013,811,200 　　2.82.8 2.62.6 2.7     2.7     1.1      46,040  45,850 1.1      46,040  45,850 
WorldWorld 54,347,03854,347,038 　　3.53.5 3.03.0 3.2     3.2     1.9        7,958    9,852 1.9        7,958    9,852 
Source: World Bank, WDR 1982, 1992, 2009 and Economic Prospects Source: World Bank, WDR 1982, 1992, 2009 and Economic Prospects 

2009 Update.2009 Update.
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1C2   Impacts of Climate Change1C2   Impacts of Climate Change
the World Over, 2004the World Over, 2004

a)a) Heat Waves and Forest FireHeat Waves and Forest Fire
Portugal: 105,00 hectare forest fire in Portugal,Portugal: 105,00 hectare forest fire in Portugal,
Spain: 11 death and 40,000 hectare forest fire, Spain: 11 death and 40,000 hectare forest fire, 
Romania: 33 death,Romania: 33 death,
USA: 2.5 million hectare forest fire USA: 2.5 million hectare forest fire 

b)b) Cyclones, Hurricanes and TyphoonCyclones, Hurricanes and Typhoon
Grenada and Haiti: over 3000 death,Grenada and Haiti: over 3000 death,
Madagascar:  280 death due to floods and boat accidents,Madagascar:  280 death due to floods and boat accidents,
Myanmar: 200 death and loss of home for 18,000 people,Myanmar: 200 death and loss of home for 18,000 people,
Philippines: over 1,550 death,Philippines: over 1,550 death,
USA: 58 death and loss of homes for 12,000 and damage for 50,00 USA: 58 death and loss of homes for 12,000 and damage for 50,00 
houses,houses,

c)c) DroughtDrought
China: 3.55 million hectare farms affected, inability of 7.1 milChina: 3.55 million hectare farms affected, inability of 7.1 million people lion people 
to access to drinking water, and 4 million herds of cattle to acto access to drinking water, and 4 million herds of cattle to access to cess to 
water,water,
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Ethiopia: food shortage for over 7 million people,Ethiopia: food shortage for over 7 million people,
Mozambique and Zimbabwe: food shortage for millions of Mozambique and Zimbabwe: food shortage for millions of 
people, and South Africa: food shortage for 15 million people, and South Africa: food shortage for 15 million 
people;people;

d)d) Storms, Flood and LandslideStorms, Flood and Landslide
Bangladesh, India and Nepal:  Over 2,170 death and Bangladesh, India and Nepal:  Over 2,170 death and 
damage of 2 million hectare of farmland;damage of 2 million hectare of farmland;
Brazil: over 160 death and temporary removal of 230,000 Brazil: over 160 death and temporary removal of 230,000 
persons persons 
China: over 400 death and missing,China: over 400 death and missing,
Dominican Republic and Haiti: Over 1,400 death,Dominican Republic and Haiti: Over 1,400 death,
Japan; 0ver 220 death and missing,Japan; 0ver 220 death and missing,
Taiwan; over 60 death and missing; Taiwan; over 60 death and missing; 

e)e) Snowstorms and Cold WavesSnowstorms and Cold Waves
Bangladesh and India: over 600 death,Bangladesh and India: over 600 death,
USA: over 110 death, andUSA: over 110 death, and

f)f) Other natural disasters such as earthquakes and volcano Other natural disasters such as earthquakes and volcano 
eruption;eruption;
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1C2a1C2a Impacts of Climate Change Impacts of Climate Change 
in the 21in the 21stst Century, 2.4~6.4 Degree CentigradeCentury, 2.4~6.4 Degree Centigrade

a) Rising Drought and Disappearance of the Alpine, Alaska, a) Rising Drought and Disappearance of the Alpine, Alaska, 
Rocky Mountain & Himalayan Icecaps, causing Fresh Water Rocky Mountain & Himalayan Icecaps, causing Fresh Water 
abatement;abatement;

b) Decline in Crop Production and Farm Productivity;b) Decline in Crop Production and Farm Productivity;
c) Increase in Forest Fire;c) Increase in Forest Fire;
d) Frequent Storms and Floods, causing Increased Human d) Frequent Storms and Floods, causing Increased Human 

Casualties and Physical Damages;Casualties and Physical Damages;
e) Ecological Threat due to Weakened Ocean Undere) Ecological Threat due to Weakened Ocean Under--Currents Currents 

and Consequent Depletion of a variety of Fish Stock;and Consequent Depletion of a variety of Fish Stock;
f) Disappearance of Beaches and Coastal Swamps and some f) Disappearance of Beaches and Coastal Swamps and some 

Small Island Developing Countries (Small Island Developing Countries (SIDCsSIDCs) under Rising ) under Rising 
Sea Level due to Melting Icebergs at the N & S Poles;Sea Level due to Melting Icebergs at the N & S Poles;

g) Higher Risks of Tropical and Infectious Diseases in g) Higher Risks of Tropical and Infectious Diseases in 
Temperate Zones; and Temperate Zones; and 

h) Acceleration of Biodiversity Loss.h) Acceleration of Biodiversity Loss.
Source: IPCC, The 4Source: IPCC, The 4thth Assessment Report, 2007.Assessment Report, 2007.
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1E  1E  
WHAT HAVE OUR WHAT HAVE OUR 

RESPONSES BEEN SO FAR RESPONSES BEEN SO FAR 
TO FURTHER TO FURTHER 

DETERIORATION OF THE DETERIORATION OF THE 
ECOECO--SYSTEM SYSTEM 
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1E1   Setting Gross & Per Capita CO1E1   Setting Gross & Per Capita CO2 2 

Emission Targets, 1970Emission Targets, 1970--20502050
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Source; Shuzo Nishioka, Junichi Fujino; 
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Global Challenges Toward Low-Carbon 
Economy (LCE), Dec.3, 2005
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1E3  Intensifying Capacity Development 1E3  Intensifying Capacity Development 
for Climate Change Mitigation and for Climate Change Mitigation and 

AdaptationAdaptation

d)d) Achieving the Millennium Development Achieving the Millennium Development 
Goals (Goals (MDGsMDGs) by 2015, if not earlier;) by 2015, if not earlier;
e)e) PromotingPromoting the UN Decade of Education for the UN Decade of Education for 
Sustainable Development (DESD), 2005Sustainable Development (DESD), 2005--2014 to 2014 to 
enhance environmental awareness;enhance environmental awareness;
f)f) Pursuing the UNESCAP Green Growth Pursuing the UNESCAP Green Growth 
Strategy and UNEP Green Economy Initiative,Strategy and UNEP Green Economy Initiative,
for improving thefor improving the quality and ecoquality and eco--efficiency ofefficiency of
economic growth, social equity and environmental economic growth, social equity and environmental 
sustainability including ecological infrastructure sustainability including ecological infrastructure 
such as freshwaters, forests, soils and coral reefs;such as freshwaters, forests, soils and coral reefs;
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g)g) Intensifying the development, useIntensifying the development, use and and 
transfer transfer of energyof energy-- and resourcesand resources--saving saving 
technologies and increasing the use of renewable technologies and increasing the use of renewable 
energy in production, distribution/transport and energy in production, distribution/transport and 
consumption and regeneration of the ecoconsumption and regeneration of the eco--system;system;
h)h) Promoting interPromoting inter--city and international city and international 
cooperation cooperation to build ecoto build eco--cities and to promote 3Rs;cities and to promote 3Rs;
i)i) Augmenting Global Adaptation FundAugmenting Global Adaptation Fund and otherand other
multilateral and bilateral assistance to developing multilateral and bilateral assistance to developing 
countries with a view to preventing or, if not, countries with a view to preventing or, if not, 
minimizing adverse impacts of climate change minimizing adverse impacts of climate change 
especially on agricultural/fishery production, food especially on agricultural/fishery production, food 
security, health, natural security, health, natural blesisngsblesisngs and biodiversity;and biodiversity;
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1E3a1  Development of Environmental 1E3a1  Development of Environmental 
Industry in AsiaIndustry in Asia

1.1. Emerging private sector responses, though with vast Emerging private sector responses, though with vast 
differences among countries and corporations,differences among countries and corporations,

1)1) A slow but a steady shift from heavy reliance on A slow but a steady shift from heavy reliance on 
imported environmental technology, production processes, imported environmental technology, production processes, 
products and services (i.e., environmental industry) to their products and services (i.e., environmental industry) to their 
domestic production;domestic production;
2)2) A constant expansion and upgrading of environmental A constant expansion and upgrading of environmental 
industry to meet higher and diverse standard requirements industry to meet higher and diverse standard requirements 
in response to changing environmental panorama and in response to changing environmental panorama and 
public pressures at home and abroad;public pressures at home and abroad;
3)  A rising interest and capability in environmental 3)  A rising interest and capability in environmental 
management at largemanagement at large--scale domestic (including scale domestic (including SOEsSOEs) and ) and 
foreignforeign--based firms and public sector institutions, e.g. based firms and public sector institutions, e.g. 
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1E3a1  Development of Environmental 1E3a1  Development of Environmental 
Industry in AsiaIndustry in Asia

ISO14001certification;ISO14001certification;
4)4) A rapid growth of environmental hardware, software and A rapid growth of environmental hardware, software and 
service production, e.g. ecoservice production, e.g. eco--products, products, --labeling, labeling, --tourism, tourism, --
training seminar and workshop, training seminar and workshop, --education, education, --restoration,  restoration,  --
recycling and recycling and ––monitoring, and antimonitoring, and anti--pollution equipment;pollution equipment;
2.2. Initially weak supportive measures at home, gradually Initially weak supportive measures at home, gradually 
replaced by more effective ones at the local and national replaced by more effective ones at the local and national 
levels, 1)  Tax and financial incentives; and 2)  levels, 1)  Tax and financial incentives; and 2)  
Administrative and legal support; Administrative and legal support; 
3.3. A series of international agreements, facilitating the A series of international agreements, facilitating the 
expansion of 1) multinational corporate activities; 2) local, expansion of 1) multinational corporate activities; 2) local, 
national and international NGO activities; and 3) bilateral national and international NGO activities; and 3) bilateral 
and multilateral cooperation on environmental governance and multilateral cooperation on environmental governance 
and technology.and technology.
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13Ea2  Development of Environmental 13Ea2  Development of Environmental 
Industry in AsiaIndustry in Asia

1)1) Potential environmental industry markets in and for Asia and thePotential environmental industry markets in and for Asia and the
Pacific will continue to grow, as farPacific will continue to grow, as far--sighted domestic and sighted domestic and 
multinational corporations, in addition to developing substitutemultinational corporations, in addition to developing substitutes, are s, are 
making natural resources such as nonmaking natural resources such as non--renewable energy, minerals, renewable energy, minerals, 
water and timber stretch many times further through enhancing uswater and timber stretch many times further through enhancing use e 
efficiency, and renewable and recyclable goods that pay for efficiency, and renewable and recyclable goods that pay for 
themselves, while conserving environment, and as consumers and themselves, while conserving environment, and as consumers and 
the public would the public would favourfavour those corporations and products perceived those corporations and products perceived 
as socially and environmentally responsible, e.g., zero emissionas socially and environmentally responsible, e.g., zero emission
vehicles, zero waste  factories, paperless offices, 3Rs (reuse, vehicles, zero waste  factories, paperless offices, 3Rs (reuse, 
reduce and recycle) and bioreduce and recycle) and bio--degradable plastics. Global solar, wind degradable plastics. Global solar, wind 
and geothermal energy production with lower environmental risks,and geothermal energy production with lower environmental risks,
now amounting to over 2 now amounting to over 2 MtoeMtoe and contributing to 11.5% of the and contributing to 11.5% of the 
worldworld’’s energy consumption, is expected to constitute over 20% by s energy consumption, is expected to constitute over 20% by 
2020.  It is encouraging to note that many major multinational 2020.  It is encouraging to note that many major multinational 
corporations in Japan and other OECD countries have made corporations in Japan and other OECD countries have made 
voluntary commitments, voluntary commitments, 
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13Ea2  Development of Environmental 13Ea2  Development of Environmental 
Industry in AsiaIndustry in Asia

as mentioned earlier about Keidanrenas mentioned earlier about Keidanren’’s initiative, to reducing s initiative, to reducing 
greenhouse gas emissions and to supporting markets for carbon greenhouse gas emissions and to supporting markets for carbon 
emission trading.emission trading.

2)2) Potential environmental industry markets for waste management wiPotential environmental industry markets for waste management will ll 
grow fast in developing countries, as over 100 million tons of grow fast in developing countries, as over 100 million tons of 
hazardous wastes produced annually in the early 1990s (in contrahazardous wastes produced annually in the early 1990s (in contrast st 
to 300 million tons in developed countries) are also expected toto 300 million tons in developed countries) are also expected to rise rise 
by 10% on an annual average during the coming 10 years.  by 10% on an annual average during the coming 10 years.  
HarmonisationHarmonisation of business operations to a single high standard, of business operations to a single high standard, 
international regulation, legal mechanisms for accountability aninternational regulation, legal mechanisms for accountability and civil d civil 
society action are all likely to further inflate the costs of wasociety action are all likely to further inflate the costs of waste  ste  
management. Efficiency gains over the lifemanagement. Efficiency gains over the life--cycle of product by way of cycle of product by way of 
capturing waste materials and heat for recapturing waste materials and heat for re--use, sale or trade are thus use, sale or trade are thus 
vital, as seen in the 40% recycling rate for paper production acvital, as seen in the 40% recycling rate for paper production achieved hieved 
during the last three decades 1970during the last three decades 1970--2000. Successful corporations in 2000. Successful corporations in 
the 21the 21stst century will focus century will focus onproductiononproduction processes and business processes and business 
models that recycle raw materials, process outputs through the vmodels that recycle raw materials, process outputs through the value alue 
chain and the product life cycle.chain and the product life cycle.
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13Ea2  Development of Environmental 13Ea2  Development of Environmental 
Industry in AsiaIndustry in Asia

3)3) As nearly 26,000 plant species, more than 1,100 As nearly 26,000 plant species, more than 1,100 
mammals and 1,200 birds, 700 freshwater fish and mammals and 1,200 birds, 700 freshwater fish and 
hundreds of reptiles and amphibians are threatened with hundreds of reptiles and amphibians are threatened with 
extinction, there is a growing interest in treating extinction, there is a growing interest in treating 
ecosystem goods and services not as ecosystem goods and services not as ““freefree”” common common 
goods, but as assets with a market value to provide goods, but as assets with a market value to provide 
incentives for their conservation, e.g., new property rights incentives for their conservation, e.g., new property rights 
such as markets for CO2 emission credits and water such as markets for CO2 emission credits and water 
pricing schemes. Corporations will gain competitive pricing schemes. Corporations will gain competitive 
advantages that can reduce environmental impacts, that advantages that can reduce environmental impacts, that 
innovate services that protect and renew the environment innovate services that protect and renew the environment 
and that reduce the costs and liabilities associated with and that reduce the costs and liabilities associated with 
ecosystem damage.ecosystem damage.
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1E3b Reforestation & Renewable Energy1E3b Reforestation & Renewable Energy

“With our helpful hands we can 
do many useful things” Soo Min 
Shin, 8 years old, Thailand
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1E3c  Policies for Improving Energy 1E3c  Policies for Improving Energy 
Efficiency in East AsiaEfficiency in East Asia

Measures    Measures    A          B           C          D           E           F     A          B           C          D           E           F     G        HG        H
National National strstr.. 00 00 XX 00 00 0*0* 0        X0        X
Energy policy Energy policy 00 XX 00 00 XX 0*0* x        0 x        0 
RegulationRegulation 00 00 XX XX 00 0*0* 0        X0        X
Energy auditEnergy audit XX XX XX XX XX 0*0* 0        X0        X
Financial inc. Financial inc. XX 00 XX 00 00 XX 0        00        0
Tax incentiveTax incentive XX 00 XX 00 00 00 X       XX       X
Energy stand. Energy stand. 00 00 XX 00 00 0*0* 0        X0        X
CompulCompul. label . label XX 00 XX XX 00 XX 0        X0        X
Voluntary lab. Voluntary lab. 00 00 00 XX XX 00 00　　　　　　 XX
Source: ESCAP, State of the Environment in A&P 2005Source: ESCAP, State of the Environment in A&P 2005
Note: A signifies China, B ROK, C Indonesia, D Malaysia, E Note: A signifies China, B ROK, C Indonesia, D Malaysia, E PhillippinesPhillippines, , 

F Singapore, G Thailand and H Vietnam.        F Singapore, G Thailand and H Vietnam.        　　
* My own judgment, contrary to the above report. * My own judgment, contrary to the above report. 
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1E3d   Energy Efficiency of Asian 1E3d   Energy Efficiency of Asian 
Countries in 2003Countries in 2003--20042004

JapanJapan 1.01.0 Middle EastMiddle East 6.06.0
EUEU 1.9 1.9 ASEANASEAN 6.76.7
U.S.A.U.S.A. 2.42.4 ChinaChina 8.78.7
CanadaCanada 3.13.1 IndiaIndia 9.29.2
ROKROK 3.23.2 RussiaRussia 18.018.0
WorldWorld 3.03.0
Source: IEA, 2006, Energy Balance in OECD and NonSource: IEA, 2006, Energy Balance in OECD and Non--OECD OECD 

Countries, 2003Countries, 2003--0404..
Note: Note: *  On the basis of Japan*  On the basis of Japan’’ primary energy consumption primary energy consumption 

(metric tons of oil equivalent) per unit of real GDP being (metric tons of oil equivalent) per unit of real GDP being 
equal to 1.equal to 1.
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1E3e  Tapping New Fund fostering Renewable 1E3e  Tapping New Fund fostering Renewable 
Energy, LowEnergy, Low--Carbon Mass Transit and Energy Carbon Mass Transit and Energy 

EfficiencyEfficiency

Source: World Bank Website, 30/5/2009 2:00 PM WPST
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1E3f1E3f Promoting Photovoltaic Promoting Photovoltaic 
Development, 1988Development, 1988--20082008
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1E3g  China1E3g  China’’s Renewable Energy s Renewable Energy 
Capacity Targets, by TypeCapacity Targets, by Type

Year  RE  Hydro  Wind  Biomass  Solar SWH Year  RE  Hydro  Wind  Biomass  Solar SWH BioetdBioetd
2005   7%  117       1.3        2.02005   7%  117       1.3        2.0 0.07     80    1.050.07     80    1.05
2010 10%  190     10.0        5.5      0.3     150     3.22010 10%  190     10.0        5.5      0.3     150     3.2
2020 20%2020 20%　　300300 100.0100.0 30.0    20.0     300   10.230.0    20.0     300   10.2
Source: China Source: China GreentechGreentech Initiative, as quoted by Initiative, as quoted by 

The Wall Street Journal, 11The Wall Street Journal, 11--13 September, 2009.13 September, 2009.
Note: Hydro, Wind, Biomass and Solar Power in Note: Hydro, Wind, Biomass and Solar Power in 

gigawattsgigawatts, SWH in million square meters, , SWH in million square meters, 
BioetdBioetd ((BioethanolBioethanol and and BiodieselBiodiesel) in million ) in million 
tons. tons. 
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1E41E4 Annual Investment Required for Annual Investment Required for 
Improving Energy Efficiency by 25% by Improving Energy Efficiency by 25% by 

SubSub--sector, 2008sector, 2008--20202020

Sector investmentSector investment Country/Regional Inv.Country/Regional Inv.
IndustryIndustry 8383 U.S.A.U.S.A. 3838
HouseholdHousehold 4040 Other developed   35Other developed   35
CommercialCommercial 2222 ChinaChina 2828
Transportation 25        Transportation 25        Other developing  69Other developing  69
TotalTotal 170170 TotalTotal 170170
Source: Source: McKinseyMcKinsey Global Institute, 2008.Global Institute, 2008.
Note. In US$ billion.Note. In US$ billion.
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5A  Scaling up The Hatoyama Initiative 5A  Scaling up The Hatoyama Initiative 
for Low Carbon Green Growth at Home for Low Carbon Green Growth at Home 

and Overseasand Overseas

HATOYAMA Yukio, President of DPJ and 
incoming Prime Minister of Japan, 16/9/2009

OKADA Katsuya, Secretary-General
Of DPJ and Incoming Foreign Minister 
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5A1  Growing Risks of Sustained 5A1  Growing Risks of Sustained 
Economic Growth in AsiaEconomic Growth in Asia

Low        Moderate        SeriousLow        Moderate        Serious Very Ser.Very Ser.
High energy pricesHigh energy prices 12 (12)12 (12) 28 (24)28 (24) 42 (38)42 (38) 18 (22)18 (22)
Water pollution & shortageWater pollution & shortage 28 (17)28 (17) 35 (27)35 (27) 30 (37)30 (37) 6 (15)6 (15)
Global warmingGlobal warming 35 (22)35 (22) 29 (25)29 (25) 26 (28)26 (28) 10 (22)10 (22)
Failure of the Doha RoundFailure of the Doha Round 28 (22)28 (22) 33 (35)33 (35) 24 (25)24 (25) 12 (13)12 (13)
ProtectionismProtectionism 26 (24)26 (24) 38 (31)38 (31) 29 (34)29 (34) 6 (  8)6 (  8)
TerroristsTerrorists 21 (27)21 (27) 33 (31)33 (31) 26 (26)26 (26) 8 (11)8 (11)
Sharp decline in asset markets Sharp decline in asset markets 31 (22)31 (22) 37 (39)37 (39) 23 (24)23 (24) 6 (  8)6 (  8)
Natural disasterNatural disaster 34 (30)34 (30) 34 (32)34 (32) 24 (24)24 (24) 5 (  9)5 (  9)
Current account imbalanceCurrent account imbalance 30 (22)30 (22) 38 (40)38 (40) 21 (22)21 (22) 6 (  7)6 (  7)
Avian flu and other pandemics Avian flu and other pandemics 33 (30)33 (30) 32 (27)32 (27) 17 (20)17 (20) 6 (  7)6 (  7)
Proliferation of preferential TAs Proliferation of preferential TAs 40 (22)40 (22) 36 (39)36 (39) 18 (20)18 (20) 4 (  5)4 (  5)
Source: PECC, State of the Region, 2007Source: PECC, State of the Region, 2007--08, Table 2, pp.4508, Table 2, pp.45--46.46.
Notes: Respondents to the above survey taken in 2007 were: 107  Notes: Respondents to the above survey taken in 2007 were: 107  

businessmen, 68 government officials, 166 academics and researchbusinessmen, 68 government officials, 166 academics and researchers, ers, 
14 media persons, 5 civil society representatives and 22 others.14 media persons, 5 civil society representatives and 22 others. Of Of 
these 382 respondents, 228 are from Asia. Figures are for the nethese 382 respondents, 228 are from Asia. Figures are for the next 1xt 1--2 2 
years, whereas those in brackets for 3years, whereas those in brackets for 3--5 years or longer. 5 years or longer. 
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““The Greatest Challenges of the first half of the 21The Greatest Challenges of the first half of the 21stst

century, if not throughout this century, are to century, if not throughout this century, are to 
squarely meet the squarely meet the Economic and Financial Crises, Economic and Financial Crises, 
Climate Change Crisis and TerrorismClimate Change Crisis and Terrorism. These . These 
Crises essentially emanate from the Crises essentially emanate from the Lack of Lack of 
Coordinated ActionsCoordinated Actions among major powers due to among major powers due to 
a singlea single--minded pursuit of their respective Nminded pursuit of their respective National ational 
InterestsInterests, not , not the Global Intereststhe Global Interests increasingly increasingly 
called for under the Age of Economic, Social and called for under the Age of Economic, Social and 
Political Political GlobalisationGlobalisation. We all live on this . We all live on this One Tiny, One Tiny, 
Fragile, but Beautiful Boat called the EarthFragile, but Beautiful Boat called the Earth. We . We 
must work together to sail the must work together to sail the Rough Sea of the yetRough Sea of the yet
Uncharted UniverseUncharted Universe, otherwise we all sink to the , otherwise we all sink to the 
bottom of the sea, like SS Titanic in the Atlantic bottom of the sea, like SS Titanic in the Atlantic 
nearly a century ago.nearly a century ago.”” Miyuki HatoyamaMiyuki Hatoyama
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THANK YOU ALL THANK YOU ALL 
FOR YOUR KIND FOR YOUR KIND 

ATTENTIONATTENTION

For any comments and questions, please For any comments and questions, please 
send your emails to the following addresssend your emails to the following address

ryokichiryokichi@@ieaiea..attatt..nene..jpjp



中国の低炭素社会に向けた基本戦略・取組みと国際協力のあり方 
－中国のグリーンニューディールと東アジアエネルギー環境共同体－ 

 
李志東(長岡技術科学大学) 

 
1. ポスト京都を見据えた中国の基本戦略 
 
中国は今年 1 月末、「コペンハーゲン合意」に基づき、2020 年に GDP（国内総生産）

当たりのCO2排出量（排出原単位）を 2005比で 40～45%削減することを自主行動目標と

して国連に提出。政府と議会が結束して、国際交渉でCO2排出枠を確保する一方、国内で

低炭素型発展に取り組み、世界における低炭素社会の先導となり、「実利」を取る戦略であ

る。 

 

表 1 ポスト京都を見越した中国の温暖化防止と低炭素社会に関する基本戦略 

中国政府が自主行動計
画を国連に提出(2010/1）

  出所) 中国中央人民政府、国家発展改革委員会HPの資料を基に、李志東が作成。

・中国が2020年にCO2排出原単位を2005年比で40％～45％削減する、非

化石エネルギーの比率を15％へ高める、05年より森林面積を4000万ha、
蓄積量を13億㎥増加させることを自主行動目標として公約

・先進国に「全体で2020年に2005年比40%以上の削減」、途上国への技術
移転と資金援助を求める

・中国の炭素原単位削減目標は、エネルギー起源の炭素にのみ限定す
る目標であり、森林による吸収や排出量取引による海外からの購入など
を含めない

・中国が2020年にCO2排出原単位を2005年比40％～45％削減することを

拘束力のある目標とし、総合計画に明記
・中国の目標は、自主行動の目標であり、何らの付加条件も付けていな
いし、如何なる国の削減目標ともリンクしていない

・中国は、①気候変動防止計画を最も早く策定した途上国、②近年にお
ける省エネ対策の最も進んでいる国、③再生可能エネルギーや原子力の
開発速度が最も速い国、④植林面積が最も大きい国である、と強調

・枠組み構築にあたって、①枠組み条約、京都議定書、バリロードマップ
を否定するのではなく、継承すべき、②「共通だが差異のある責任原則」
を堅持し、先進国が率先して大幅削減と途上国への資金・技術援助を行
い、途上国が先進国の支援のもとで、国情と能力に合った緩和行動を取
るべき、③長期目標も必要だが、より重要なのは短期と中期目標であり、
すでに約束された削減目標を確実に達成させることである、④先進国の
削減義務、途上国への支援を確実に実現するための効果的なメカニズム
や体制を確立すべき

・中国の炭素原単位削減目標は、先進国からの支援を想定しない場合の
目標であり、支援があれば、もっと上手く、早く達成できる

・中国の炭素原単位削減目標は、自主行動の目標で、国内では拘束力を
持つが、国際的に義務としての目標ではない

・中国の炭素原単位削減目標の達成状況は、統計整備、計測や審査な
どで検証する

・中国は経済発展水準が低く、総排出量は2020年までに増加することが
避けられない

・中国が2020年にCO2排出原単位を2005年比顕著に削減する、非化石エ

ネルギーの比率を15％へ高める、05年より森林面積4000万ha増、蓄積量
13億㎥増、を公約
・グリーン経済、低炭素経済、循環経済を力強く発展し、技術開発と普及
を促進する、と宣言

・中国は、今回のCOP15の成果如何に関わらず、目標の実現、ないし目
標を上回る実現に努力する

・途上国が義務化ではない「適切な緩和行動」を自主的に取るべき
・温暖化防止を総合計画に盛り込む

・温暖化対策の関連法を整備する
・政府の温暖化対策の基本方針を了承

・「低炭素経済」の発展を公文書に初めて明記

・中国が2020年にCO2排出原単位を2005年比40％～45％削減することを

拘束力のある目標とし、総合計画に明記

・中国が2020年に非化石エネルギーの比率を15％へ高める、2005年より
森林面積4000万ha増、蓄積量13億㎥増を実現

COP15に向けた国際交渉
の政府案(2009/5/20）

国務院常務会議の決定
(2009/8/12)

全人代常務委員会決議
(2009/8/27)

胡錦濤国家主席の国連
気候変動サミット演説
(2009/9/22)

国務院常務会議の決定
(2009/11/25)、国務院新
聞弁公室主催記者発表
会(2009/11/26)、国家発
展改革委員会「中国気候
変化防止の政策と行動：
2009年度報告」(2009/11)

・先進国の大幅削減と途上国への資金・技術援助を求めるが、「40％以
上の削減」には触れず、援助が鍵と強調

温家宝総理のCOP15演
説(2009/12/18)
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2. 低炭素社会構築に向けた取り組み：中国版グリーンニューディール 
 
低炭素社会の定義は様々あるが、ここでは、豊かさを実現しつつ、炭素排出量を国際社

会の合意に基づく許容範囲内に抑える社会を指す。経済発展の維持と炭素排出量の抑制と

いう二つの目標を同時に実現できる社会である。 
中国では 2006 年から、政府が主導して、低炭素に有利な活動をすれば得、しなければ

損と実感できる低炭素システム(図 1)を整備しつつ、省エネと低炭素化、低炭素型技術開発

と産業育成を中心とする取り組みを展開してきた。 

図 1 低炭素システムの構造 

関連低炭素システム：低炭素意識、法意識、環境保護システム、エネルギー安全保障戦略、低炭素国

際協力体制（ポスト京都議定書、地域共同体、二国間、多国間）、等

低炭素関連の法体系
（省エネ、低炭素・非化石エネルギー利活用、低炭素産業育成、炭素取引市場整備、等）

規制・行政措置による対策体系
（省エネ等低炭素問責制度、固定資産投資の省エネ評価審査制度、陳腐技術強制

淘汰制度等規制措置、行政指導や勧告措置）

インセンティブ・助成措置による対策体系

化石燃料開発/加工転換/消費/貿易

税、環境税等課税体系

補助、奨励、減免税、低利融資、加速償

却、研究開発支援等財政金融的優遇・助

成対策体系

市場メカニズムの健全化

価格形成の

市場化
クリーン開発メカ

ニズム(CDM)
省エネ・排出枠等

低炭素取引市場

戦略立案、利害調整および管理監督能力を備える行政管理体制

社会監督体制：マスコミ、NGO、国民による監督、等

低

炭

素

シ

ス

テ

ム

コ

ア

低

炭

素

シ

ス

テ

ム

総

合

対

策

体

系

戦略調

整・管

理監督

体制

低炭素財源

保障制度

出所）：李志東作成。  
 
法整備は、「再生可能エネルギー法」の制定（2005/2）・改正(2009/12)や「省エネルギー

法」の改正(2007/10)などを中心に展開された。温暖化防止の法整備も今後の立法日程に組

み入れた。 
組織強化も図られた。2007 年 6 月に国務院総理をトップとする「国務院省エネ・汚染

物質削減対策指導小組と国家気候変化対策指導小組」を設置し、2008 年 3 月に国家エネ

ルギー委員会と国家エネルギー局の新設4を決定し、国家発展改革委員会の中で気候変化対

策局を増設した。地方政府でも同様な組織体制が整備されつつある。 
行動計画が制定された。「経済と社会発展第 11次五ヵ年計画」(2006/3)、「中国気候変化

対策の国家方案」(2007/6)や「中国気候変化防止の政策と行動」(2008/10)では、2010 年に

                                                      
4 国家エネルギー局は2008年7月、国家エネルギー委員会は2010年1月にそれぞれ創設された。 
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GDP 当たりのエネルギー消費量を 2005 年比で 20%削減、一次エネルギー消費に占める非

化石エネルギーの比率を 7.5%から 10%に、国土面積に占める森林面積の比率を 18.2%か

ら 20%に高めることなどの行動目標と施策を明記した。関連分野別の五ヵ年計画や中長期

計画も次々と制定された。COP15に合わせて公表した2020 年までの炭素排出原単位など

に関する政府目標は次期関連計画に盛り込む予定である。また、省・直轄市・自治区レベ

ルの地域別温暖化対策計画は 2009 年 7月までにすでに制定されたが、2020 年の政府目標

を盛り込む国家計画の作成と連動して、整合的に見直されると見られる。 
具体的取り組みとして、政府規制や行政指導、そして経済的措置による対策は従来にな

い速さと整合性を持って展開されてきた。 
省エネについては、2006 年 9月に省エネ目標を地域別に、2007 年 1月に効率の低い小

型石炭火力の強制廃止目標を発電所別に割り当てた。実効性を高めるために、国務院が

2005 年 12月に目標や規制の未達成の事業体があれば、所在地域と該当事業グループ全体

に対し新規プロジェクトの審査を延期する「審査延期の連座制」の導入を決め、2007 年 1
月に 4 地域と電力会社 4 社に初めて適用した。さらに、2007 年 6 月に省エネ目標を達成

できなければ、ほかの業績がよくても、責任者を昇進させないとする人事評価の「一票否

決制度」を導入し、11月に計測・報告・検証可能な指標体系を公表した。また、乗用車の

消費税を排気量に応じて徴収する、エネルギー多消費製品について輸出税を引き上げ、輸

入税を引き下げる、小型石炭火力の売電価格を強制的に引き下げ、閉鎖後の代替電源の建

設を優先的に考慮するなどのインセンティブ対策も導入した。 
再生可能エネルギー開発では、発電事業者から送電線を分離する「発送電分離」の改革

を 2002 年に断行した。その後、2006 年には、「再生可能エネルギー法」の施行に伴い、

新エネルギー事業者が制限なしで優先的に送電線に接続できる制度、電網事業者にグリー

ン電力を割高な価格で買い取るよう義務付ける「固定価格買い取り制度（FIT）」、コスト

上昇分を全国の農業向け以外の電力ユーザーに電力料金サーチャージを上乗せして吸収す

る「社会全体での費用負担制度」などを導入した5。 
2008 年秋の米国発世界金融危機以降、都市間高速鉄道や地下鉄など公共交通機関整備の

加速、ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)といった環境対応自動車

の利用への補助金制度の導入、風力を中心とする再生可能エネルギー開発の加速、など新

たなグリーンニューディール対策を矢継ぎ早に実施した。 
こうした取組みは、顕著な成果をもたらした(表 2)。 
低炭素社会構築の中国モデルはまだ模索中で、①先進国で有効と実証された対策なら、

何でも貪欲に取り入れる、②燃料電池自動車など比較優位性のない技術についても、長期

的視点で果敢に挑戦する、③中国の実情、固有性に合わせた対策を積極的に試みるなどの

                                                      
5  千kWh当たりの電力料金サーチャージは、当初の1元から2010年現在の4元へ段階的に引き上げられてきた。 
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特徴を持つ一方、技術的遅れや制度的不備やシステムの欠陥など多くの課題も抱えている

ものの、「後悔しない対策モデル」としての性格が極めて強い。成功すれば、世界、特に

途上国の持続可能な発展を支える低炭素社会実現のモデルにもなりうる。 

 
表 2 2010 年における主要低炭素対策の目標達成状況 

2010年目標 目標達成状況
GDP当たりエネルギー消費量
を2005年比20%削減

2009年、14.4％削減

一次エネルギーに占める比
率を2005年の7.5%から10%へ

2008年、8.9％

水力発電設備容量 19000万kW 2009年、19679万kW

風力発電設備容量 500万kW
2009年、2114万kW (内グリッ
ド連携分1613万kW）

太陽光発電設備容量 30万kW 2008年、15万kW
バイオマス発電設備容量 550万kW 2008年、315万kW
バイオエタノール生産能力 302万トン 2008年、160万トン
農家用バイオガス生産量 190億立方メートル 2008年、120億立方メートル
原子力発電の新規着工規模 2006～10年に1244万kW 2009年末まで、2192万kW

国土に占める森林面積の比率 2005年の18.2％から20％へ 2008年末、20.36％

　注）　省エネ率は、2008年まではGDPやエネルギー消費の修正を考慮したもの（2005年比12.45％）、2009年は
速報値ベース（前年比2.2％）に基づいて推定したので、修正もあり得る。

省エネルギー

非化石エネルギーの開発

　出所）　2010年目標は各種政府計画、達成状況は国家発展改革委員会「中国気候変化防止の政策と行動：
2009年報告」(2009/11)、国家能源局「2009年全国電力工業指標」、国家統計局「2009年国民経済と社会発展統
計公報」、肖明「第12次5カ年計画における省エネルギー目標の業種別分解」21世紀経済報道,2010/1/12などに
より、李志東が作成。

 
 
 

3. 期待される国際協力：アジアエネルギー環境共同体への道 
 
低炭素社会の実現には、自国の自助努力が も重要であるが、国際協力の役割も欠かせ

ない。日中韓にとって、東アジア共同体の形成をも視野に入れた、エネルギー・環境分野

の技術提携、省エネや再生可能エネルギー促進、環境産業の育成など低炭素システム構築

の協力、国際標準作りの連携などが、戦略的互恵となる。 

電力産業の環境技術の例をあげてみよう。中国では、電力需要の増大に伴い、石炭火力

の導入拡大は避けられない。国家発展改革委員会エネルギー研究所(2009)によると、中国

の石炭火力発電設備容量は2035 年に 10.8 億kWに上る可能性がある。課題は石炭消費の

抑制と SOxや CO2など環境汚染物質の削減である。その場合、発電端熱効率が 45%しか

ない国産 高技術6と比べると、熱効率が 10 数ポイントも高い石炭ガス化複合発電技術

（IGCC）7など国際先進技術の方が遥かに効果的である。一方、このような先進技術を持

つ日本は、今後、国内では電力需要の大幅な拡大を見込めない。規模の拡大によるコスト

競争力の強化を自国市場に求められない「閉塞状況」を打開できなければ、せっかくの先

                                                      
6 超超臨界圧発電技術、2006年11月国産化に成功。 
7 日本は2007年 9月に試験運転開始。中国は2009年 7月に建設開始、2011年に試験運転開始の予

定。 
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進技術も宝の持ち 腐れになりかねない。設備産業が衰退する憂い目に会う危険性さえ否

定できない。両方の悩みを同時に解決できる方法は共同体の一員として、中国が持つ巨大

な潜在市場と日本が持つ先進的な発電技術を共有し、協力し合うことであろう。 
近年における首脳外交を機に、温暖化防止を含む省エネ・環境分野の協力が戦略的互恵

関係の構築の も重要な分野と位置付けられ、協力環境が急速に改善され、技術協力を中

心に協力が大きく推進された。しかし、協力がもっと進展する余地も大きい。その際、途

上国の知的所有権の保護システムが短期間に整備できないという現実に立脚した新しいビ

ジネスモデルの開発も必要であろう 
温暖化対策について、京都議定書に定めた「2008～2012年に 1990 年比 6%削減」の目

標の実現、長期目標だけではなく、「2020 年に 1990 年比 25%削減」という中期目標の明

確化など、率先垂範を日本に期待したい。ポスト京都議定書の枠組み作りにあたって、日

本は「25%減」を掲げて交渉を主導する狙いだが、前提として米国と同じ削減義務を中国

にも求めるなら、受け入れられないだろう。性質は異なるが、日本が先進国の中で、中国

が新興・途上国の中で、それぞれ も意欲的な目標を打ち出している。お互いに認め合い、

目標実現の低コスト化、米国の説得、そして途上国支援体制の構築に協力すべきであろう。 
後に、日中韓中心の東アジア協力が目指すべきは共同体の形成である。そのために、

「エネルギー・環境共同体」の構築を先行させるのは近道となりうる。推進母体として、

「アジアエネルギー・環境機構」のような国際機関を早急に創設することが望まれる。 
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韓国の低炭素緑色成長政策と東アジアの環境協力について 
 

羅星仁（広島修道大学人間環境学部） 
 
1. はじめに 
 
 本報告では韓国の低炭素緑色政策及び気候変動対策を紹介するとともに、東アジアの環

境協力の可能性を考察する。グリーンニューディール政策あるいはグリーン成長、などに

関しては 近多くの国が提唱し、そのための政策を実施している。その中で、韓国の緑色

成長が注目を集めているのは、韓国政府が緑色成長を国家の新しいビションとして位置づ

け、そのための基本法を制定し、予算の面でも積極的に推進していることからであろう。

また、イギリスやドイツなどで行われている環境政策統合のアジア版としても注目されて

いる。 
韓国の政府レベルで緑色成長の概念を 初に提示したのは 2005 年 3 月にソウルで開催

された「アジア太平洋地域開発環境長官会議」においてである。その後、2008 年に大統領

に就任した李明博大統領が、それを継承し、より具体的かつ明確な形にし、2008 年 8 月

にグリーン技術とグリーンエネルギーの育成・普及などを柱とする低炭素緑色成長を国家

の新しいビションとして発表した。これを契機に、韓国では低炭素緑色成長のための戦略

が具体的に検討されるようになり、2010 年 4月 14日からは「低炭素緑色成長基本法」が

施行される予定であり、現在はそのための施行令を立法するための手続きが行われている。 
 このような低炭素緑色政策の背景には、①アメリカのサブプライム・ローン問題から端

を発した世界同時不況の影響から抜け出すための景気浮揚対策を講じる必要があったこと、

②それと同時に、韓国の位相からみて気候変動問題への対応も重要な政策課題であったこ

と、が挙げられる。すなわち、韓国政府は温暖化対策と景気対策を調和させるための概念

として、低炭素緑色成長を提案したのである。そのため、低炭素緑色成長に関しては学際

的な議論よりは政治的な論理が優先され、諸政策が実施されている状況である。 
 
2. 持続可能な発展政策から低炭素緑色成長政策へ 
 韓国で持続可能な発展を考慮した政策に対する議論が登場したのは、1992 年に開かれた

UNCED（UN Conference on Environment and Development）以降である。特にこの

会議でAgenda 21 が採択されたのを契機に、韓国では中央政府だけではなく、自治体にお

いても local agenda 21 を樹立し、持続可能な発展のため政策の実施に向けた様々な動き

が現れるようになった。2006 年 5 月 31 日現在、韓国の 250 の自治体の中で 92%を占め

る 229 の自治体が local agenda 21を樹立している。 
 1999年における市民社会と専門家集団からの強い要望によって2000年に大統領令で大
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統領諮問機関として、「持続可能な発展委員会（PCSD：Presidential Commission on 
Sustainable development)」が設置されるようになった。PCSD には政策諮問機能と葛藤

調整（Social conflicts management)機能という大きく二つの目的があった。しがし、初期

のPCSD は諮問機関であり、意思決定機関ではなかったため、韓国の制度設計における影

響力はあまりなかったといえる。すなわち、この時期は地方政府はもちろん、中央政府に

おいても様々な分野における制度設計を行う際に、「持続可能な発展」という用語は頻繁に

使用しているが、その概念に対する定義や具体的な目標などを考慮した履行

（Implementation plans）計画を樹立するまでには至らなかった。 
このような動きに大きく変化が見られ、韓国内で持続可能な発展のための履行計画の検討

を行うきっかけとなったのは、2002年に開かれたWSSD（World Summit for Sustainable 
Development）で持続可能な発展を実践するための制度的措置として、2005 年まで持続

可能な発展のための国家戦略と履行計画を樹立することに合意が得られてからである。

2003 年にPCSD の機能強化及び組織改変のために 2 回の大統領令の改正が行われた。そ

の結果、PCSDの下に4つの委員会（Society and health. National resources and land use, 
Energy and industry, International cooperation and education）と葛藤調整特別委員会

を設置し、国家持続可能発展戦略および履行計画（National strategy and implementation 
plan for sustainable development） を構築した。 
このような状況から、2008 年には持続可能な発展基本法が制定され、持続可能な発展委

員会の活動は強化されるはずであったが、低炭素緑色成長政策が新政権の中心的な政策と

なり、同委員会の活動は休止状態となり、2009 年には新しい組織として緑色成長委員会が

設置された。同委員会も大統領の諮問機関としての位置づけであるが、規模面においては

これまでに例のない政府横断的な巨大組織となっている。同委員会は 2009 年 7 月に「低

炭素緑色成長国家戦略および 5 ヵ年計画」を策定・公表しており、2010 年 4 月から低炭

素緑色成長基本法が施行されれば、同委員会の推進力は強化される見通しである。 
ただ、具体的な内容を見ると、グリーンニューディール事業予算の 1/3 以上が水資源確

保と水害防止のため、4 大江開発事業に使われる予定であり、気候変動対策も十分に行わ

れていないのが現状である。すなわち、韓国社会は 2000 年に入ってから持続可能な発展

を目指してきたが、20世紀の経済成長社会へ逆戻りしたような印象さえある。 
 
3. 東アジア環境協力へ向けて 
 
 東アジアの中でも北東アジアにおける環境共同体の議論は早い時期から言われている。

初に環境共同体という概念は、1991 年 1 月に開かれた第 1 回日中韓 3 カ国環境大臣会

合（TEMM）において 6つの優先環境協力分野の一つとして、環境共同体意識の向上とい

う形で行われた。環境共同体に関する合意された定義はないが、少なくとも環境共同体の
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形成が対象地域や国におけるさまざまな環境問題に関する情報を共有しながら、環境政策

の調整を通じて地域環境や地球環境の保全の促進に貢献すべきであることには合意が得ら

れている。 
このような北東アジア、あるいは日韓環境共同体構築のためには、まず環境ガバナンス

の枠組みが形成される必要がある。現在の環境問題・政策は、ローカル、リージョナル、

ナショナル、グローバルといった各層での対応はもとより、各層間の相互依存が進展し、

重層的な展開が求められている。地球温暖化のような地球環境問題に関しては国際条約お

よび議定書の締結といった形でグローバルガバナンスが形成されると同時に、各層でもそ

れぞれのガバナンスが形成され、互いに影響を与え合う過程を経て総合的な環境管理・対

策が実施されてきた。しかしながら、北東アジアにおける地球温暖化問題や黄砂問題や酸

性雨問題や廃棄物の越境移動問題などに関しては、これらのガバナンスが形成されたもの

の、十分な対策が行われず、環境改善効果もあまりみられない状態である。その理由とし

ては、1) 各層でのガバナンスが形成されたが、各層における環境問題の危機意識の共有が

できず、各層における環境管理に対する姿勢に温度差が生じていること、2) グローバルガ

バナンスが国連主導で形成されたことにより、各国の主権、すなわち、ナショナルガバナ

ンスの影響を強く受けていること、3) ナショナルガバナンスの形成にさまざまな利害関係

者が参加はしたものの、産業界や政府関係者など特定の利害関係者の意見が多く反映され

ていること、4) 地方自治体やNGO などを中心とした市民活動がローカルガバナンスを形

成しているが、リージョナル、ナショナル、グローバルガバナンスへの影響力が少ないこ

と、などが挙げられる。また、各環境問題に対して個別的にそれぞれのガバナンスが形成

され、対策も対症療法的な施策を中心に行われてきたことも重要な要因である。 
環境管理・保全のためには、ある特定の環境問題に対して個別的かつ対症療法的なアプ

ローチではなく、あらゆる環境問題に対して各主体、あるいは各主体により形成された各

層のガバナンスが互いに緊密に協力関係を持ちながら、環境管理・対策を総合的・体系的

に実施できるアプローチが必要である。あらゆる環境問題は、グローバル、リージョナル、

ナショナル、という各層でそれぞれ発生しているが、その問題の発生メカニズムは相互に

影響を与え合う、ないし依存関係のなかから生じている。そのため、環境保全・管理対策

は、各層でそれぞれ対策や管理を行うこともさることながら、各層間の交流や相互作用を

踏まえて重層的ガバナンスを構築する必要がある。 
すなわち、東アジア地域におけるあらゆる環境問題を解決するためには、将来世代の観

点から重層的環境ガバナンスの形成を通じて各国および各層が協力関係を構築し、法的拘

束力を持った国際レジームの強化により共同体を構築していく必要がある。北東アジア地

域における環境共同体の構築の可能性を考察するためには、共同体構築の前段階ともいえ

る環境ガバナンスという観点から、環境保全を目的としたさまざまな協力関係を検討する

必要があるだろう。 


