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【ロシア関連】
［1 ルーブル＝ 1.85 円、2 か月前に比べ 1.7 ％のルーブル
高・円安］

「ウラジオストク自由港法」が発効
本年 7月に成立した「ウラジオストク自由港
法」が 10月 12日に発効した。この法律の目的

は、ウラジオストク、ナホトカなどの主要港湾
や中国との国境地帯を含む沿海地方南部一帯
（15市・地区）を経済特区に指定し、税制優遇や
規制緩和を通じて、日本、中国などアジア近隣
諸国との取引機会の拡大を目指すものである。
自由港法の概要は下表の通りである（表1）。

時の動き
（2015年10月1日～2015年11月30日の新聞記事などから）

北陸AJECでは、新聞各紙などに目を通し記事のヘッドラインをまとめ、ホームページに掲載し会員各位の利用
に供しています。更に注目に値する事柄につき、記事の概要紹介や筆者の知見も交えて、Warm　TOPIC誌上に「時
の動き」として取上げてまいります（ホームページにも掲載）。Warm　TOPICの発行は2ヶ月に1回のため、過去
2ヶ月の新聞記事を主に取上げ、記載内容の分類は、【ロシア関連】、【中国関連】、【台湾関連】、【アセアン他】とし
ました。尚、国・地域の表題の下に記載の外国為替は2015年11月30日のレートを掲載。

表1．ウラジオストク自由港法の概要
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【ロシア関連】 
[1 ルーブル＝1.85 円，2 か月前に比べ 1.7%のルーブル高・円安] 
 
「ウラジオストク自由港法」が発効 

本年 7 月に成立した「ウラジオストク自由港法」が 10 月 12 日に発効した。この法律

の目的は，ウラジオストク，ナホトカなどの主要港湾や中国との国境地帯を含む沿海地

方南部一帯（15 市・地区）を経済特区に指定し，税制優遇や規制緩和を通じて，日本，

中国などアジア近隣諸国との取引機会の拡大を目指すものである。 
自由港法の概要は下表の通りである(表 1)。 
自由港の対象面積は 3 万 3 千㎢，人口は 143 万人で，沿海地方の総面積の約 20%，

総人口の 74%を占める。また，域内港湾の貨物取扱量 1 億 102 万 t は極東港湾全体

の 60%，ロシア港湾全体の 16%を占める。域内における国境通過ポイントは 15 か所あ

り，内訳は，道路が 4 か所(中国との国境)，鉄道が 3 か所(中国，北朝鮮との国境)，港

湾が 7 か所，空港が 1 か所である。 
表 1．ウラジオストク自由港法の概要 

 
(出所) 「ロシア NIS 調査月報」(2015.11)    

   「富山ウラジオストク会 ロシア極東情報第 5 号」(2015.9)  

社会保険料 10年間にわたり7.6% 通常 　30%

法人税 5年間にわたり5%以下，その後の5年間は10%以上   〃　　20%

資産税 5年間にわたり0%   〃　　2.2%

土地税 5年間にわたり0%   〃  　1.5%

付加価値税 還付手続きが簡略化   〃　  18%

輸出入関税 域内利用(消費・保管・加工)の場合は0%

70年（延長可）

対象地域

面積 33,481　㎢

人口 143.1　万人

運営会社が入居企業のオンブズマンとなり，訴訟時には支援

短期滞在手続の緩和(入国時に8日間の短期ビザを交付)

ウラジオストク，ナホトカなど沿海地方南部15市・地区

スケジュール 2015年7月に法律制定，一部条項を除き同年10月12日に施行

税制優遇

通関手続きのワンストップサービス化，検問所が24時間受付

当局による各種検査の日数短縮，検査実施には極東発展省の同意が必要に

建設の手続日数短縮

主な港・空港
ウラジオストク国際空港，ウラジオストク港，ザルビノ港，
ポシェト港，ナホトカ港，ヴォストーチヌィ港

国境 中国，北朝鮮

期間

（出所）	「ロシアNIS調査月報」（2015.11）
	 「富山ウラジオストク会	ロシア極東情報第5号」（2015.9）
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自由港の対象面積は 3万 3千㎢、人口は 143
万人で、沿海地方の総面積の約20％、総人口の
74％を占める。また、域内港湾の貨物取扱量1
億102万tは極東港湾全体の60％、ロシア港湾
全体の 16 ％を占める。域内における国境通過
ポイントは15か所あり、内訳は、道路が4か所
（中国との国境）、鉄道が3か所（中国、北朝鮮
との国境）、港湾が7か所、空港が1か所である。
自由港設置年限は70年であるが2085年以降

の年限延長が可能である。特典の内容は、法人
税、輸出入関税等の減免など税制優遇措置のほ
か、通関手続きのワンストップサービス化や 8
日間の短期ビザ取得など、人・モノの流れを迅
速・円滑化する規制緩和措置などである。
自由港制度を利用する主体は、対象地域に登

記された営利法人または個人事業主であり、自
由港の運営会社に申請書と事業計画書を提出
し審査に通れば運営会社と協定を結び、これら
の特典を受けることができる。
現時点で日本企業は、日ロ関係の政治的な厳

しさなどもあり特区進出には慎重な姿勢を見
せているが、極東ロシアに隣接する中国東北部
（遼寧省、吉林省、黒竜江省）は人口1億人を超
える巨大市場である。
また、海に面していない吉林省、黒竜江省の

企業にとっては、中国国内の最寄港の大連港を
使うより地理的に近いロシア沿海地方の港を
使う方が輸送コストの低減に繋がるなどのメ
リットがある。
このため、ロシア港を利用した中国貨物のト

ランジット輸送に対する中国側の関心は高く、
ロシア側も沿海地域活性化のためには中国貨
物の取込みが重要であることを認識し始めて
いるようだ。
自由港制度の活用を通じて中国東北部とロ

シアとの経済交流が拡大すれば、日本海側から
中国東北部の巨大市場にアクセスする新たな
物流・ビジネスルートが生まれることになり、
日本海物流、環日本海経済圏の活性化に繋がる
可能性が出てくる。
ロシア側としても日本企業など外国企業を

引き付けて自由港制度の実効を期していくた
めには、沿海地域の道路、電力、上下水道など
社会インフラの充実、さらには行政手続きや商
取引の透明性を高めるなど、広義のビジネスイ
ンフラを改善することが喫緊の課題であろう。
このような観点から自由港を巡る今後の動向
を注視していきたい。

【中国関連】
［1人民元＝19.21円、2か月前に比べ1.9％の元高・円安］

「第13次5カ年計画」の草案固まる
中国共産党の中央委員会第5回全体会議（五

中全会）は10月29日、4日間の日程を終え、次
の 5年間の国の指針となる「第 13 次 5 カ年計
画」（2016年～20年）の草案を固めた。
中国共産党が目指す「2つの100年目標 1」の

うちの一つである、「小康社会（ややゆとりの
ある社会）の全面的完成」の実現年（2021 年）
が5カ年計画の終了年とほぼ重なるため、草案
にはその実現に向けた具体的な目標が掲げら
れるとともに、目標を達成するため「創新（イ
ノベーション）」、「協調」、「緑色（グリーン）」、
「開放」、「共享（分かち合い）」の5つの柱から
なる政府方針も打ち出された（表2）。

1  中国共産党成立（1921）から100年での達成目標が「小
康社会の全面的完成」である。もう一つの目標は，中
華人民共和国建国（1949）から2049年を終了時期とす
る「富強，民主，文明的で調和のとれた社会主義現代
国家の完成」である。
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草案の注目点は、「2020年のGDPと1人当た
り所得を 2010 年比で倍増」させるという目標
であろう。20年までの具体的な数値目標は来年
3月の全国人民代表大会で採択される見込みで

あるが、2016年～20年で年間6.5％の成長率を
維持すれば、この目標を実現できると試算され
ている。

表2．第13次5カ年計画の骨子案の概要
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【中国関連】 
[1 人民元＝19.21 円，2 か月前に比べ 1.9%の元高・円安] 
 
「第 13 次 5 カ年計画」の草案固まる  

中国共産党の中央委員会第 5 回全体会議(五中全会)は 10 月 29 日，4 日間の日

程を終え，次の 5 年間の国の指針となる「第 13 次 5 カ年計画」(2016 年～20 年)の草

案を固めた。 
中国共産党が目指す「2 つの 100 年目標1」のうちの一つである，「小康社会(ややゆ

とりのある社会)の全面的完成」の実現年(2021 年)が 5 カ年計画の終了年とほぼ重なる

ため，草案にはその実現に向けた具体的な目標が掲げられるとともに，目標を達成す

るため「創新(イノベーション)」，「協調」，「緑色(グリーン)」，「開放」，「共享(分かち合

い)」の 5 つの柱からなる政府方針も打ち出された(表 2)。 
 

表 2．第 13 次 5 カ年計画の骨子案の概要 

 
(出所)みずほ総合研究所 みずほインサイト「中国・新 5 カ年計画の骨格と特徴(2015.11.13)」 

 
草案の注目点は，「2020 年の GDP と 1 人当たり所得を 2010 年比で倍増」させると

いう目標であろう。20 年までの具体的な数値目標は来年 3 月の全国人民代表大会で

採択される見込みであるが，2016 年～20 年で年間 6.5%の成長率を維持すれば，この

                                                   
1 中国共産党成立(1921)から 100 年での達成目標が「小康社会の全面的完成」である。もう

一つの目標は，中華人民共和国建国(1949)から 2049 年を終了時期とする「富強，民主，文

明的で調和のとれた社会主義現代国家の完成」である。 

小康社会の全面的完成に向けた目標

○経済の中高速の成長の維持

　⇒2020年に向けたGDP及び1人当たり国民所得の2010年対比倍増，産業高度化，個人消費拡大，農民の都市市民化加速，など

○国民生活の水準・質の普遍的向上

　⇒十分な雇用の実現，公共サービスの更なる整備，教育の現代化・普及加速，所得格差縮小，農村の貧困根絶，など

○国民の素養・社会文明の顕著なレベルアップ

　⇒中国の夢と社会主義の核心的価値観の浸透，公共文化サービス体系の整備や文化産業の発展，など

○生態環境の質の総体的な改善

　⇒産業・家庭部門の低炭素化加速，エネルギー資源の利用効率・総量の規制強化，汚染物質の排出削減，など

○各分野の制度の一層の成熟と定型化

  ⇒国家のガバナンス体系・能力の現代化，民主の更なる整備，開放型の経済体制の構築，党建設の制度化加速，など

（出所）みずほ総合研究所　みずほインサイト「中国・新5カ年計画の骨格と特徴（2015.11.13）」
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目標を実現できると試算されている。 
 

 
(出所)同上 

 
中国国家統計局が 10 月 19 日に発表した今年 7～9 月期の経済成長率は前年比

6.9%増と 6 年半振りに 7%を下回ったが，目標実現のため向こう 5 年間 6.5%の成長が

最低ラインとなりそうだ。「一人っ子政策」を撤廃し，全ての夫婦に 2 人まで子供を持つ

ことを認めることとしたのも，生産年齢人口減少に伴う経済成長の鈍化を回避し 6%台

半ばの成長を維持するためである。 
一方，従来の量的拡大に依存した経済成長パターンの転換も対処すべき課題とし

て認識されている。まず，政策方針の一番目に掲げられたのは「創新（イノベーション）」

で，イノベーションを国家発展の中核に位置づけて経済効率の高い成長モデルへ移

行しニューノーマルの実現を図ろうとするものである。 
さらに，経済分野以外においても，小康社会を完成させる上で克服すべき諸課題

である農村の貧困問題，都市・農村間の所得格差，環境問題などへの対処も方針に

掲げられた。 
第 13 次 5 カ年計画は，「成長」，「効率」，「公平」，「環境」といったトレードオフの関

係になりやすい目標を同時に達成しようというチャレンジングな計画である。中国がさ

らなる発展の基盤を固めることができるのか，その成否が注目される。 

①創新 ・新たな発展の原動力の育成 ④開放 ・対外開放の戦略配置の整備

(ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ) ・新たな発展の空間の開拓 ・対外開放の新たな体制の構築

・イノベーション駆動型の発展戦略の実施 ・「一帯一路」建設の推進

・農業現代化の強力な推進 ・大陸と香港・マカオ，台湾の協力的発展の深化

・新たな産業体系の構築 ・グローバル経済ガバナンスへの積極的参画

・新たな発展の体制の構築 ・国際的な責任・義務の積極的引き受け

・マイクロコントロールの方法の刷新・整備 ⑤共享 ・公共サービスの提供拡大

②協調 ・地域間の協調のとれた発展の推進 (分かち合い) ・脱貧困完遂プロジェクトの実施

・都市・農村間の協調のとれた発展の促進 ・教育の質の向上

・物質文明と精神文明の協調のとれた発展の推進 ・就業・創業の促進

・経済と国防の融合的発展の推進 ・所得格差の縮小

③緑色 ・人と自然の調和のとれた共生の促進 ・より公平で持続可能な社会保障制度の構築

(ｸﾞﾘｰﾝ) ・主体功能区の建設加速 ・健康中国の建設推進

・低炭素・循環型発展の推進 ・バランスのとれた人口の発展の促進

・全面的な省エネと資源利用の高効率化 　

・環境ガバナンスの強化 　

・環境保全のための防壁の構築 　

政策方針

（出所）同上
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中国国家統計局が10月 19日に発表した今年
7～9月期の経済成長率は前年比6.9％増と6年
半振りに7％を下回ったが、目標実現のため向
こう 5年間 6.5 ％の成長が最低ラインとなりそ
うだ。「一人っ子政策」を撤廃し、全ての夫婦
に2人まで子供を持つことを認めることとした
のも、生産年齢人口減少に伴う経済成長の鈍化
を回避し6％台半ばの成長を維持するためであ
る。
一方、従来の量的拡大に依存した経済成長パ

ターンの転換も対処すべき課題として認識さ
れている。まず、政策方針の一番目に掲げられ
たのは「創新（イノベーション）」で、イノベー
ションを国家発展の中核に位置づけて経済効
率の高い成長モデルへ移行しニューノーマル
の実現を図ろうとするものである。
さらに、経済分野以外においても、小康社会

を完成させる上で克服すべき諸課題である農

村の貧困問題、都市・農村間の所得格差、環境
問題などへの対処も方針に掲げられた。
第13次 5カ年計画は、「成長」、「効率」、「公

平」、「環境」といったトレードオフの関係にな
りやすい目標を同時に達成しようというチャ
レンジングな計画である。中国がさらなる発展
の基盤を固めることができるのか、その成否が
注目される。

【台湾関係】
［1 台湾ドル＝ 3.75 円、2 か月前に比べ 3.3 ％の台湾ドル
高・円安］

6年ぶりのマイナス成長に
台湾行政院主計総処が11月 27日に公表した

2015年第3四半期（7～9月）の経済成長率は前
年比で0.63％減と、2009年7～9月期の1.24％
減以来 6年ぶりのマイナス成長となった（図
1）。

図1．GDP成長率の推移（前年比）
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【台湾関係】 
[1 台湾ドル＝3.75 円，2 か月前に比べ 3.3 %の台湾ドル高・円安] 
 
6 年ぶりのマイナス成長に  
 台湾行政院主計総処が 11 月 27 日に公表した 2015 年第 3 四半期(7～9 月)の経済

成長率は前年比で 0.63%減と，2009 年 7～9 月期の 1.24%減以来 6 年ぶりのマイナス

成長となった(図 1)。 
図 1．GDP 成長率の推移（前年比） 

 
(出所) 台湾行政院主計総処 

 
台湾は半導体，液晶パネルなどハイテク産業の世界的な集積地であり，また，輸出

の経済成長率への寄与度が高く，中国向け輸出のウェイトが 38.9%と非常に高いこと

が特徴である(図 2)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）	台湾行政院主計総処
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台湾は半導体、液晶パネルなどハイテク産業
の世界的な集積地であり、また、輸出の経済成
長率への寄与度が高く、中国向け輸出のウェイ

トが38.9％と非常に高いことが特徴である（図
2）。

図2．輸出額2,363億米ドルの国別構成比（2015年1～10月累計）
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図 2．輸出額 2,363 億米ドルの国別構成比(2015 年 1～10 月累計) 

     
(出所) 台湾財政部 

 
ここ数年は中国の旺盛なスマホ需要を梃とした電子部品関係の輸出が経済を牽引

してきたが，中国経済の減速からスマホ需要が縮小し，本年 2 月以降，9 か月連続で

輸出の減少が続いていることがマイナス成長に転じた主な要因である(図 3)。 
 

図 3．輸出額の前年比の推移 

 
(出所) 台湾財政部 

 
台湾政府は 2015 年通年の成長目標を従来の 1.56%から 1.06%に引き下げたが，

仮にエレクトロニクス分野の在庫調整が一服しても 1%成長は厳しいとの見方が多い。 
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台湾政府は 2015 年通年の成長目標を従来の
1.56％から1.06％に引き下げたが、仮にエレク
トロニクス分野の在庫調整が一服しても1％成
長は厳しいとの見方が多い。
東アジア諸国の 2015 年の経済成長率を比較

すると、統計の信憑性の問題があるものの中国
の成長率が7％程度と最も高い。四半期毎に見
ても中国の成長率はトップである。
次いでベトナムを筆頭にASEAN主要国が

4％後半～6％後半と総じて順調に推移。2番手

グループはタイ、韓国、シンガポール、日本で1
～2％台と比較的低い成長に止まっている。最
後は台湾と原油価格下落の直撃を受けている
ロシアで、3Qは揃ってマイナス成長に見舞わ
れた。
基本的に経済の成熟度が高い国の成長率が

低く、新興国の成長率が高い構図だが、台湾が
中国の経済減速の影響を最も強く受けた格好
である（表3）。

 表3．東アジア各国の経済成長率（前年比） （％） 
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(出所) 各国統計局 

 
こうした中，10 月 7 日，習近平国家主席と馬英九総統が中台分断後初めての首脳

会談に臨んだ。来年1月に馬総統の後任を選ぶ選挙を控えての政治的な色彩が強い

会談となったが，経済上の相互依存関係の深まりが両者の接近を促している面も否定

できない。 
今後とも政治的に難しい関係が続く中，中国とどのように向き合い現在の経済規模

を維持し発展させていくのか，次の政権に課せられた大きな課題と言える。 
 
 
 
 
 
 
 

1Q 2Q 3Q
中国 7.0 7.0 6.9
ベトナム 6.12 6.47 6.81
フィリピン 5.0 5.8 6.0
インドネシア 4.71 4.67 4.73
マレーシア 5.6 4.9 4.7
タイ 3.0 2.8 2.9
韓国 2.5 2.2 2.6
シンガポール 2.7 2.0 1.9
日本 ▲0.8 1.0 1.0
台湾 4.04 0.57 ▲0.63
ロシア ▲2.2 ▲4.6 ▲4.1

2015年

（出所）	各国統計局

こうした中、10月7日、習近平国家主席と馬
英九総統が中台分断後初めての首脳会談に臨
んだ。来年1月に馬総統の後任を選ぶ選挙を控
えての政治的な色彩が強い会談となったが、経
済上の相互依存関係の深まりが両者の接近を
促している面も否定できない。
今後とも政治的に難しい関係が続く中、中国

とどのように向き合い現在の経済規模を維持

し発展させていくのか、次の政権に課せられた
大きな課題と言える。

【アセアン、その他】
ASEAN4か国がTPPに加盟
10月5日、TPP交渉が大筋合意に達した。交

渉参加12か国の人口は8億人、世界のGDPの
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約4割を占める巨大な経済圏が誕生することに
なった。
交渉分野は関税に止まらず、外資規制、国営

企業、知的財産、環境等幅広い分野に及び、発
効すれば域内で人・モノ・資本が自由に行き
交う 21 世紀型の新しい貿易・投資ルールがス
タートすることになる。
大筋合意した12か国のうち、ASEANからシ

ンガポール、ブルネイ、マレーシア、ベトナム

の4か国が参加している。まず、ベトナムの工
業製品輸出の関税について見てみよう。
北陸の産業集積との関係で見ると、化学の界

面活性剤が発効4年目に撤廃、産業用機械では
ベアリングが即時撤廃、繊維製品では化合繊
（繊維・糸織物）が即時撤廃、また、その他産
業で陶磁器が発効4年目に撤廃、メガネフレー
ムが即時撤廃といったところが注目点であろ
う（表4）。

表4．ベトナムの工業製品関税に関する大筋合意内容
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トナムの 4 か国が参加している。まず，ベトナムの工業製品輸出の関税について見て

みよう。   
表 4．ベトナムの工業製品関税に関する大筋合意内容 

 
(出所)経済産業省  

 

業種 譲許内容 ベースレート

即時撤廃 3％～24％
即時撤廃 5％～14％
4年目撤廃 3％～30％
4年目撤廃 10%
即時撤廃 5%
即時撤廃 3%

3,4年目撤廃 5％～31％
4年目撤廃 17％～25％
4年目撤廃 24%
4年目撤廃 20％～31％
即時撤廃 5％～12％
即時撤廃 5％～12％
即時撤廃 5％～20％
即時撤廃 12%
即時撤廃 3％～5％

4,8年目撤廃 10％～20％
4,11年目撤廃 5％～15％

4年目撤廃 30%
3000CC超乗用車 10年目撤廃 77％、80％
3000CC以下乗用車 13年目撤廃 77％～83％
救急車 12年目撤廃 10%
空港バス 12年目撤廃 5%
その他バス 13年目撤廃 83%

12,13年目撤廃 10％～80％
即時撤廃 3%
即時撤廃 3%

4～11年目撤廃 5％～37％
6,11年目撤廃 3％～27％
6,11年目撤廃 3％～27％
6,11年目撤廃 3％～22％
6,11年目撤廃 3％～27％
11年目撤廃 30%
8年目撤廃 77％～85％
8年目撤廃 33％～45％
4年目撤廃 35％～40％
即時撤廃 10%

大型エンジンの一部

メガネフレーム
その他

品目

車体

自動車部品

二輪車

 二輪車の部分品（ブレーキ、サドル等）
二輪車

陶磁器

エアコン部分品

タイヤ

ギアボックス

駆動軸

サスペンション

クラッチ及びその部分品

化学

家電、産業用機械

繊維・繊維製品

鉄鋼

自動車

トラック

バス

乗用車

衣類

タオルの一部（今治タオル等）

鉄線、ケーブル

鉄鋼製ねじ、くぎ

冷延・めっき鋼板

鉄器の一部（南部鉄器等）

化合繊（繊維・糸織物）

着色料、インキ

接着剤

石鹸、界面活性剤

硬質ゴム

ロードローラー

ベアリング

気体ポンプ、真空ポンプ

エアコン

リチウム電池

オーブン

綿糸及び綿織物

（出所）経済産業省
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因みに、陶磁製品は 2014 年の石川県輸出品
目ベストテンの第 9位に輸出額約 10 億円でラ
ンクインしている。ベトナム以外にも米国、カ
ナダ、ニュージーランドが関税撤廃に合意して
おり、伝統産業の国際化を後押しすることが期
待される。
上述の通りTPPの合意内容は、従来の通商

協定と異なり広範囲に及ぶ。TPP政府対策本部
首席交渉官の鶴岡公二氏がTPPの意義をいみ

じくも「透明性、予測可能、無差別、そして紛
争調停プロセスを備えた均等なチャンスのプ
ラットフォーム」と表現しているように、域内
で公正な競争条件をルール化することがTPP
の特徴として特筆すべき点であろう。
このような観点から、ASEAN加盟国の関税
以外の合意内容を整理すると下表の通りとなる
（表5）。

表5．外資規制緩和、公正な競争条件に関する大筋合意内容
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表 5．外資規制緩和，公正な競争条件に関する大筋合意内容 

 
(出所)新聞各紙 

項目 内容

電子商取引
【ベトナム】
外国のネット販売業者に国内にサーバーを置くように義務付ける規制の禁止

金融サービス

【ベトナム】
現地銀行への外資出資比率規制：15%⇒20%に緩和

【マレーシア】
外国銀行の店舗外のATM設置制限を原則撤廃

電気通信
【ベトナム】
電子通信業の外資出資比率規制：65%⇒75%に緩和

小売

【ベトナム】
スーパー・コンビニが2店舗目以降を開設する際に必要だった政府審査を発効5年

後に廃止

【マレーシア】
コンビニへの外資出資：禁止⇒出資条件30%に緩和

政府調達
【ベトナム，マレーシア，ブルネイ】
政府，地方公共団体，政府系機関が発注する公共工事，物品について一定額以
上のものは外資系企業にも開放⇒日本企業も入札に参加できるようになる

国有企業

【ベトナム，マレーシア，ブルネイ】
「国有企業が他国の利益に悪影響を及ぼしてはいけない」
⇒国有企業が政府から補助金等を受けて，外国企業に対して圧倒的な優位に立つ
状態を是正し，域内企業が相互進出しやすい競争環境をつくる

(参考：国有企業の存在感)
ベトナム：国有企業が雇用の14%，GDPの33%を占める

マレーシア：公的事業を手掛ける33社がGDPの35%を占める

ブルネイ：石油，ガス，銀行などの主要産業を国有企業が独占

（出所）新聞各紙
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ASEAN各国においては、依然として行政手
続きを透明化するなど投資環境を改善する余
地が大きい。特に、ベトナムは北陸企業の今後
の進出先として高い期待が集まる一方、CLM

（カンボジア、ラオス、ミャンマー）を除く
ASEAN諸国で最も腐敗した国であるという指
標（図4）もあり、今回のTPPへの参加は大い
に評価される。

図4．投資環境に係る腐敗度認識指数（2014年）
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(出所)みずほ総合研究所[2015] 「図解 ASEAN を読み解く 第 5 章」(トランスペアレンシー・インター

ナショナルの調査を引用) 

 
インドネシアのジョコ大統領とフィリピンのアキノ大統領は TPP 参加の意向を表明し

ており，ASEAN の実質的な加盟対象国が CLM を除く 7 か国とすれば，タイを除く 6
か国が既に参加ないし参加表明したことになる。 

透明で予測可能なルールはこの地域の安定と繁栄の源となり，ひいては東アジア

全体に利益をもたらす。12 か国による TPP は拡大の出発点であり，今後，多くの国の

参加が望まれる。 
 

北陸企業と TPP 加盟国との貿易状況  
2014 年の貿易統計から北陸企業と TPP 加盟国との貿易額を整理すると，まず輸出

については，北陸の輸出合計額 4,915 億円のうち 16.5%にあたる 809 億円が加盟国向

けである（図 5）。 
 
 
 

（出所）	みずほ総合研究所［2015］　「図解	ASEANを読み解く　第5章」（トランスペアレンシー・インターナショナル
の調査を引用）

インドネシアのジョコ大統領とフィリピン
のアキノ大統領はTPP参加の意向を表明して
おり、ASEANの実質的な加盟対象国がCLM
を除く7か国とすれば、タイを除く6か国が既
に参加ないし参加表明したことになる。

透明で予測可能なルールはこの地域の安定
と繁栄の源となり、ひいては東アジア全体に利
益をもたらす。12 か国によるTPPは拡大の出
発点であり、今後、多くの国の参加が望まれる。
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図5．TPP加盟国への輸出状況（2014年）
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図 5．TPP 加盟国への輸出状況(2014 年) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(出所)財務省貿易統計 

 

TPP 加盟国向け輸出額(809 億円)の品目を見ると機械関係の構成が高く，一般機

械が 56.2%，電気機器 12.4%で合わせて全体の 2/3 を占める(図 6)。一般機械の輸出

先は米国向けが 83.3%と圧倒的に高い(図 7)。 
 
 図 6．輸出の品目構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所)同上 

 

 

一般機械, 
56.2 

電気機器, 
12.4 

紙類及び同

製品, 5.1 

鉄鋼, 4.9 

非鉄金属, 2.9 

織物用繊維

及びくず, 2.8 
その他, 15.7 

単位:%

 

TPP計, 16.5 

TPP以外, 83.5 

米国, 10.0 

ベトナム, 2.8 

マレーシア, 2.1 

シンガポール, 0.7 

メキシコ, 0.4 

豪州, 0.2 

中国, 23.5 

韓国, 18.0 

ロシア, 12.8 

タイ, 5.2 

インドネシア, 4.4 

フィリピン, 4.4 

台湾, 2.8 
その他, 12.4 

単位:%

 

品目(概況品3桁コード) 輸出額(億円)

一般機械 455
電気機器 101
紙類及び同製品 41
鉄鋼 39
非鉄金属 23
織物用繊維及びくず 22
その他 128

計 809

 

輸出額（億円)

米国 493
ベトナム 138
マレーシア 102
シンガポール 33
メキシコ 19
豪州 10
カナダ 10
ニュージーランド 3
チリ 1
ペルー 0
小計 809

3,297
4,915

T
P
P
加
盟
国

TPP非加盟国

輸出合計額

（出所）財務省貿易統計
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を見ると機械関係の構成が高く、一般機械が
56.2 ％、電気機器 12.4 ％で合わせて全体の 2/3

を占める（図6）。一般機械の輸出先は米国向け
が83.3％と圧倒的に高い（図7）。
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（出所）同上

北陸企業とTPP加盟国との貿易状況
2014 年の貿易統計から北陸企業とTPP加盟

国との貿易額を整理すると、まず輸出について

は、北陸の輸出合計額 4,915 億円のうち 16.5 ％
にあたる809億円が加盟国向けである（図5）。
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米国向け一般機械の内訳では、建設用・鉱山
用機械、荷役機械、金属加工機の構成が高く、
主に金沢港から輸出されている。

次に輸入については、輸入合計額 4,514 億円
のうち 26.2 ％にあたる 1,183 億円が加盟国から
の輸入である（図8）。

図7．一般機械の輸出先構成
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（出所）同上

図8．TPP加盟国からの輸入状況（2014年）
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加盟国からの輸入額（1,183 億円）の品目を
見るとエネルギー・素材関係が中心で、石炭・
コークス及びれん炭が41.4％と最も高い。これ
は北陸電力の石炭火力発電所向けの燃料であ
り豪州から七尾港、敦賀港、伏木港に陸揚げさ
れる。次いで非鉄金属が15.6％で、品目はアル

ミニウムである。主にニュージーランド、マ
レーシアから伏木港、福井港に輸入されてい
る。続いて木製品及びコルク製品が9.7％で、そ
の殆どがウッドチップである。主にベトナム、
米国から伏木港に輸入されている（図9）。

図9．輸入の品目構成
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 (白又 秀治 shiramata@hokkeiren.gr.jp) 

 

石炭･ｺｰｸｽ及

びれん炭, 
41.4 

非鉄金属, 
15.6 

木製品及びコ

ルク製品, 9.7 

金属鉱及びく

ず, 7.7 

その他, 25.6 

単位:%

 

品目(概況品3桁コード) 輸入額(億円)
石炭･ｺー ｸｽ及びれん炭 489
非鉄金属 184
木製品及びコルク製品 115
金属鉱及びくず 91
その他 304

計 1,183

（出所）同上

なお、以上の貿易実績は北陸の港湾、空港を
利用して輸出入した貨物分であり、阪神港など
他地域の港湾、空港を利用した貨物は含まれて
いない。国土交通省の「H25全国輸出入コンテ
ナ貨物流動調査」によると、コンテナ貨物の北
陸港湾利用率は輸出で約40％、輸入で約60％
となっており、TPPが北陸企業の貿易に及ぼす
影響を見る上で留意が必要である。

 （白又　秀治　shiramata@hokkeiren.gr.jp）


