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1．日本企業の再生とアジア

（1�）長期低迷からの脱出と新「貿易立国論」
　「空白の10年」と呼ばれた長期低迷期を
乗り越えて、日本経済は着実な復活を遂げ
つつある。その原動力となったのは、主に
民間企業の自助努力であった。
　2002年から始まった景気回復局面は、実
質GDP成長率は年2％前後と勢
いに欠けるものの、「いざなぎ
景気」を越えて戦後最長となっ
た。実質GDP成長率における
寄与度を見ると、設備投資など
の民需の伸びが大きく、官公需
の減少を補いつつ成長が持続し
てきたことが分かる。それと同
時に、外需が景気回復をサポー
トしていることが見て取れる

（図表2−1）。つまり貿易が果た
している役割が小さくない。
　通関統計ベースで見た日本の
輸出入は、1990年代までは輸出
が50兆円、輸入が40兆円前後で
推移していた。それが今世紀に
入ってから、毎年10％前後の増
加が続いている。日本貿易会の
貿易動向調査委員会の見通しで
は、2008年度の貿易額は輸出が
約91兆円、輸入が約75兆円とな
る。5年でほぼ5割増という急激
な伸びである（図表2−2）。
　これに伴って、日本経済の

輸出依存度（対名目GDP比）も急速に高
まっており、2006年度は16.4％に達してい
る（図表2−3）。1985年9月のプラザ合意直
前の水準であった15.1％（85年4−6月期）
を上回り、過去最高水準である。1990年代
の輸出依存度がほぼ10％前後で推移したこ
とを考えれば、今世紀に入ってからの変化

地域戦略・アジアの重要性第2章
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図表2－1　実質GDP成長率と寄与度
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図表2－2　輸出入見通し（通関ベース）
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はまことに画期的といえる。
　こうした貿易の伸びは、中国経済の躍進
や資源価格の高騰といった外界の変化に伴
う受動的なものと見るべきではない。日
本の対中輸出は、確かに目覚しい伸びを
示しているものの、全体に占めるシェアは
14.3％（2006暦年）に過ぎない。対中貿易
増加の寄与度は確かに大きいが、それだけ
では全体の伸びを説明することは出来ない。
　また、輸入の伸びにおいては、資源価格
高騰の影響を受けて原料品、鉱物性燃料な
どが大幅に増加しているのは確かだが、同
時に化学製品、原料別製品、一般機械、電
気機器などの品目も高い伸びを示してい
る。最近のデータを見ると、機械機器（一
般機械＋電気機器＋輸送用機器＋その他）
は2005年には23.6兆円、2006年には29.0兆
円と、食料品、原料品、鉱物性燃料の品目
を足した合計の23.3兆円（2005年）、26.8兆
円（2006年）に迫る勢いである。「日本は
加工貿易の国」という常識が、当てはまら
ないような状態が近づきつつある。
　2002年からの日本の景気拡大は、企業収

益の回復に負うところが大き
かった。他方、緩やかな物価
の下落はなお続いており、日
本企業は「デフレ下の収益拡
大」という困難な課題に成功
してきたことになる。その陰
には各企業の厳しいリストラ
努力があったことは言うまで
もないが、輸出入の大幅な伸
びがグローバル企業の収益拡
大に貢献してきたことも間違
いない。
　人口が多く、資源の乏しい

わが国においては、「貿易立国」は永遠の
テーマであるといっていい。ただしその意
味するところは、かつては「海外で資源を
買い付け、国内で製品に作り上げて、輸出
で外貨を稼ぐ」というシンプルな経済運営
のスタイルであった。その後、輸出依存度
の低下に伴って、貿易に対する全般的な関
心は低下し、それと同時に日本経済も長期
低迷期に入った。しかし今世紀から、貿易
量の急増とともに日本経済は活性化しつつ
ある。従来とは違った新しい貿易構造が誕
生し、そのことによって日本経済が復活し
ているのではないか。
　本章では、こうした新「貿易立国」とも
いうべき日本経済の現状を検証してみたい。

（2）日本企業再生の鍵はアジアにあり
　21世紀になってから、なぜこれほど貿易
量が伸びたのか。その謎を解く鍵は、「ア
ジア」にある。日本の貿易全体に占める
対東アジア貿易の比率は、中国、NIES、
ASEANとも長期トレンドで上昇を続けて
きた。これに豪州とニュージーランドを合
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図表2－3　日本の輸出依存度の推移 
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わせた対オセアニア貿易を加えると、2005
〜06年にはほぼ全体の半分を占めるように
なった（図表2−4）。
　言うまでもなく、この間、東アジアは世
界の成長センターとして、成長力でも貿易
の伸びでも他地域を上回ってきた。例えば
全世界のGDPにおける東アジアのシェア
は、1980年の21.5％から2005年には27.6％
にまで上昇している。特に世界の生産基地
としての存在感が高まっており、今や東ア
ジアは自動車で37.1％、化学繊維で67.3％、
パソコンで96.8％、携帯電話で80.8％、デ
ジタルカメラでは実に100％のシェアを有
している1。近年はまた、東アジア各国で

中間層が育っていることから、消費市場と
しての期待も高まっている。
　こうした状況を考えれば、日本の対東ア
ジア貿易が伸びることには何の不思議もな
い。しかし、それは日本が東アジアの成長
に牽引されたという受動的な状況を意味し
ない。むしろ日本企業の努力もあいまっ
て、東アジアが生産力を高め、域内の貿易
量も増加し、そのことによって日本経済も
恩恵を受けるという経路をたどったと見る
べきである。
　経済産業省の調査によれば、日本の対東
アジア貿易の3割程度が、製造業のアジア
子会社とのやり取りであるという。つま

り、日本企業が長年にわたって東
アジア向けの直接投資を行ってき
た結果、製造業の東アジア進出が
進み、親子間の企業内取引が増え
るようになった。日本企業の部品
や製品は、東アジアの各地を行っ
たり来たりしながら加工され、付
加価値を高めている。このことが
東アジアにおける多国間工程分業
の発展を可能にし、同時に日本企
業の国際競争力を強化した。
　企業内取引は、企業間取引より
もコストが安い。生産、輸送、販
売の最適な組み合わせを選択で
き、在庫リスクも小さくなり、為
替変動への対応も容易である。そ
の結果として、日本企業の東アジ
ア地域における事業の収益は、欧
米など他地域に比べて高いことが
知られている。

図表2－4　地域別輸出入の構成比の推移 
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中国
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　他方では、技術力やコストの観点から、
敢えて企業間取引を選ぶケースもある。す
べての部品を社内で調達しようとすれば、
それによって最終製品の競争力が損なわれ
ることもあり得るからだ。ベストな製品を
作るために、社内と社外のあらゆる選択肢
を検討することができるのは、東アジアに
おける生産様式の特色であるといえる。
　同時に製造業の東アジア進出は、国内の
生産能力と雇用を削減することにもなり、
国内の過剰設備、過剰雇用という構造問題
を解消する一助となった。つまり内外の事
業を再編するプロセスとして、東アジアへ
の製造基盤の移転が行われたという側面も
ある。こうしたリストラ期間を終えて、今
日、日本国内の設備投資や雇用は増加に転
じている。
　最近では、知財戦略を強化する面から
も、製造業の国内回帰現象が見られる。し
かし、これは「脱アジア」戦略ではなく、
R&Dや高付加価値製品の製造拠点など死
活的に重要な部分を国内に残し、最終組立
部門などをアジアにシフトするという「選
択と集中」戦略に沿って実行されている。
　こうして考えてみると、東アジアへの進
出こそが日本企業再生への鍵であったと
いっても過言ではないだろう。

2�．東アジア生産ネットワークの誕生�
と発展

（1）東アジア経済発展の歴史
　現在、東アジアで急速な発展を遂げつつ
ある多国間工程分業のシステムを、以下、

「東アジア生産ネットワーク」と呼ぶこと
にしたい。
　「東アジア生産ネットワーク」は、概ね

以下のようなプロセスで構築されてきた。

① もともと東アジアには、政治的に安定
し、貯蓄率が高く、安価・優秀・豊富な
労働力を有する国が多かった。

② その中で、まず日本が高度成長の軌道に
乗った。1960年代後半には貿易黒字が定
着し、自由社会第2位の経済大国となっ
た。

③ 続いて韓国、台湾、香港、シンガポー
ルなどが、2度の石油危機を乗り越えて
輸出主導型の成長を持続し、「アジア
NIES」、あるいは「アジアの虎」（Asian 
Tigers）と呼ばれるようになった。

④ 1985年のプラザ合意以後の急激な円高に
より、日本企業による東アジアへの直接
投資が加速する。進出企業は各地で試行
錯誤を繰り返すうちに、人材育成や裾野
産業の構築を通して、アジアにおける製
造業の基盤が作られてゆく。ここから貿
易と投資を通じて、産業構造が高度化す
るというアジアの成功パターンが定着す
る。また、繊維や電機機械産業などで生
産技術が成熟化し、工場の移転が容易に
なるという事情がこの流れを加速した。

⑤ 米 国 市 場 と い う 輸 出 先 に も 恵 ま れ、
ASEAN経済も成長軌道に乗り始める。
90年代には東アジアが「世界の成長セン
ター」と見なされるようになり、1993年
には世界銀行が『東アジアの奇跡―経
済成長と政府の役割』という報告書を発
表する。

⑥ 先進国からのホットマネーが流入するよ
うになり、タイなどでは景気が過熱す
る。1997年には「アジア通貨危機」が発
生し、金融危機が域内に波及する。イン
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ドネシアのように、政治的な混乱に至っ
た国もあったが、多くの国は比較的早期
に立ち直った。この後、外貨準備の増加
など、各国は堅実な経済運営を志向する
ようになる。

⑦ 電子・電機産業の発達に伴い、国境を越
えた生産活動が活発化する。端的に言え
ば、日本やNIESで中間財（部品や加工
品）が作られ、中国やASEANで組み立
てられ、それらが最終財（資本財や消
費財）として欧米など先進諸国に輸出さ
れるという三角貿易が盛んになる。結果
として、効率的な工程間分業が成立する
ようになる。同時に域内貿易比率が向上
し、相互依存関係が深まった。

⑧ 2001年に中国がWTOに加盟してから
は、特に目覚しい高度成長を続け、長江
デルタ、珠江デルタなど、国際競争力の
強い産業集積が成立した。その後は、イ
ンフラ投資も進み、中国は「世界の工
場」としての地位を固めつつある。

　こうした発展の過程を振り返ってみる
と、東アジアの経済発展は自然発生的に進
んできたことが分かる。各国はそれぞれ個
別に政策を推進しており、政府間の協調が
行われるようになったのは、主にアジア危
機以降のことである。
　その後は東アジア共同体をめぐる議論
が盛んになる一方、ASEANを中心とし
て域内のFTA／EPA競争が展開されるよ
うになっている。とはいえ、これもEUや
NAFTAの交渉経緯と比べると、大きな違
いがある。
　欧州や北米市場の経済統合が法的枠組み
と制度に基づく“de jure”であるとすれば、

東アジアのそれはまさに自然発生的な“de 
facto”であった。EUは、「ヨーロッパはひ
とつ」という理想を追い求めて経済統合を
目指した。NAFTAは、「北米市場の国境
をなくそう」という利害計算から誕生し
た。いずれも政治的な意思が先にあった。
　それに比べると、東アジアでは各国が自
由に経済成長を追い求めた結果、気付いて
みれば貿易と投資の増加を通して、地域の
経済統合が進んでいたのである。東アジア
生産ネットワークを生み出したのは、「神
の見えざる手」であったと言っていいかも
しれない。

（2）雁行型経済発展の変容
　東アジアの経済発展は、「雁行形態」で
あったといわれる。雁行型経済発展とは、
図表2−5の左にあるように、日本を先頭と
するアジア各国が、産業構造の高度化に
伴って、それぞれが順序良く発展していく
様子を指す。先を行く雁（国）で競争力を
失った産業は、直接投資という形ですぐ後
ろの国に移転される。そうやって雁の群れ
全体が少しずつ前進していくという仕組み
である。
　日本企業が東アジア進出を目指し、資
本や技術を他国に持ち込む際には、国内
では「空洞化」に対する懸念が強かった
し、現地においても当初は多くの困難を
伴った。しかし東アジアにおいては、すぐ
近くに成功例があることから、経済活動の
ベストプラクティスが国境を越えて伝播し
やすかった。結果として、「日本−NIES−
ASEAN」という雁の群れは順調にテイク
オフし、東アジア経済全体を底上げするこ
とができた。
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　ただし21世紀になってからの東アジア
は、中国の急速な発展と、インドという遅
れて来たプレイヤーの参加により、図表2
−5の右のような形となっているように見
受けられる。すなわち、中国経済は電子・
電機産業のような先端分野から、繊維産業
などの労働集約型産業までを包摂し、いわ
ば前後に伸びきった巨大な鳥のような形状
をしている。さらにインドという潜在力の
大きな経済が、雁の群れの後ろに控えるよ
うになっている。従来は「東アジア＝中国
＋NIES＋ASEAN」という認識があった
ものだが、もはやインドを除外してアジ
アを考えることは現実的ではなくなってい
る。
　こうした中で、「日本−NIES−ASEAN」
という雁の群れは、従来にも増してプレッ
シャーにさらされることになる。どの分野
においても中国との競争に直面することに
なるし、先進国の資本や技術は頭越しにイ
ンドに向かうかもしれないからだ。
　他方、中国はひとつの国の中に先進国

（沿岸部）と途上国（内陸国）を抱え込む
ことになり、一国内の極端な経済格差を許

容し得るかという問題が生じる。このこと
は、実際に中国政府にとって頭の痛い問題
となりつつある。
　かくして雁の群れの飛行は、従来ほど秩
序だったものではなくなりつつある。それ
でも、アジア全体の経済成長のモメンタム
は失われておらず、今後ともダイナミック
な高い成長が期待されている。

�（3）IT産業が加速した多国間分業
　「雁行形態」にこうした変化が生じたの
は、1990年代後半以降、IT産業が急速な
発展を遂げ、東アジアが世界に対するIT
関連製品の供給基地としての地位を占める
ようになったからであろう。
　電子・電機機械産業は「モジュール生
産」と呼ばれるように、「ひとかたまりの
部品群が一定の規格に基づいて、交換可
能な状態」で作られることが多い。たとえ
ばパソコンは、メモリーやハードディスク
などのモジュールを組み立てて生産される
が、個々のモジュールは、容易に他のもの
と交換することができる。つまり、どの国
で作られたどの会社の部品を組み込んで

も、最終製品は問題なく動作
するのである。
　こうした製品においては、
多国間の工程間分業が効果を
発揮する。交換可能な部品は
なるべくコストの安い途上国
で作り、逆に重要な部分はコ
ストが高くても先進国で行う
ことが合理的な選択になるか
らだ。
　このコンセプトを上手に説
明したものが、図表2−6にあ

 

Japan 

NIEs 

ASEAN 

China 

China 

Japan 

NIEs 

ASEAN India 

古い東アジア経済のイメージ 
（雁行形態）

現在のアジア経済のイメージ 
（雁行＋2つの巨大鳥）

図表2－5 
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る「スマイルカーブ」である。台湾のパソ
コン大手エイサーのスタン・シー会長が、
パソコンの各製造過程での付加価値の特徴
を述べたのが始まりとされている。すなわ
ち、製造工程の川上にある設計やデザイ
ン、部品製造などは高付加価値であり、川
下にあるマーケティングやアフターサービ
スも利益率は高い。しかしその中間にある
組立・製造の過程は付加価値が低いという
のである。
　それならば、組立・製造部門はなるべく
コストの安い国に移した方がいい。さらに
いえば、部品を調達する先もそのときどき
でもっとも有利な国（企業）を選べばよ
い。そして実際に「スマイルカーブ経営」
が実践されたことにより、東アジア発の低
価格のハイテク製品が全世界に供給される
ようになったのである。
　その一方で、自動車やコピー複合機の
ように、部品間の調和が重要な意味を持
つ製品においては、「スマイルカーブ」と

は な り に く い。 事
実、自動車産業など
では、部品の供給を
長期的な契約先に絞
り込み、なるべく狭
い地域内で事業プロ
セスを完結すること
が普通である。この
場合、川上から川下
までの付加価値は一
定であると見なさな
ければならない。野
中郁次郎・一橋大学

名誉教授は、横一文字の線を描いて、これ
を「サムライカーブ経営」と命名している2。
最近の日本企業ではこうした経営手法が増
えており、液晶テレビなどの高付加価値商
品において実践されている。
　つまり東アジアにおいては、各企業が業
種ごとに「競争と協調」を使い分けてい
る。多国間分業は、巨大な多国籍企業の
指令によって計画的に行われているわけで
はなく、かといって場当たり的な合従連衡
によって行われているわけでもない。それ
ぞれの企業が、産業ごとに合理的な選択を
行った結果として、「多国間工程分業」や

「国内での完結分業」が行われているので
ある。

（4）東アジア生産ネットワークの原理
　上記のような工業生産の実態は、まさ
に「ネットワーク」と呼ぶことがふさわし
い。「ネットワーク組織論」によれば、社
会システムには大きく分けて「オーガニ

スマイル･カーブ サムライ・カーブ 

価値
（利益率）  

川上 （事業プロセス） 川下 川上 川下 

R&D

Parts Production

Assembly

Marketing

Aftercare

Design

図表2－6

多国間工程間分業 国内での完結分業 

（スタン･シー／エイサー会長） 
電子電機産業

（野中郁次郎／一橋大学名誉教授） 
自動車／高付加価値商品 

2  サムライは笑わないから。
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ゼーション（組織）」という上位下達型と、
「マーケット（市場）」と呼ばれる自由放
任型の2つのスタイルがある（図表2−7）3。
前者は軍隊に代表されるように、上部の指
令によって下部が「強制」されて行動する
ヒエラルキー組織である。後者は株式市場
のように、個々人が「取引」によって意思
決定を行う、自由で平等な集団である。前
者では情報はトップに集中し、リーダーが
賢明な判断を行えば効率的な集団となり得
るが、ときに官僚主義的な硬直性に悩むこ
とがある。後者では情報は個々人に付属
し、それぞれが闊達に行動することができ
るが、参入と退出が自由であるために、情
報が蓄積されないという欠点がある。
　「ネットワーク」は、両者のちょうど中
間にあたる。ネットワークに参加するメン
バー同士の関係は、常に変化し得るように
なっており、上下関係は希薄である。意思
決定は「説得と誘導」によって行われる。
リーダーの存在は曖昧であり、強いて言え

ば、その場でもっとも信用を得ているメン
バーが、リーダーとして振舞うことになる
が、その地位は永続的なものではない。こ
うした状態においては、情報は幅広く共有
され、各メンバーが自主的に行動すること
により、環境変化への柔軟な対応が可能と
なる。
　東アジアにおいて誕生しつつある経済圏
は、まさにこのネットワークの原理に基づ
いているといえる。例えば、日本企業が中
国企業に生産を委託するとして、「委託−
請負」という両者の関係はけっして固定的
なものではない。1年後には発注先は変わっ
ているかもしれないし、それどころか日
本企業は中国企業に買収されているかもし
れない。それくらい企業間の関係がダイナ
ミックであるために、環境変化に対して柔
軟に、素早く対応することができる。この
ように「ネットワーク型」であることが、
グローバル化とIT時代における東アジア
経済の強みである。

　東アジア生産ネットワークが誕
生する過程において、日本企業の
アジア進出は大きな貢献を果たし
てきた。そのことはアジア全体を
成長させると同時に、日本企業に
とっても新「貿易立国」という形
で利益をもたらしてきた。
　この好循環を失うことなく、今
後の東アジア経済のさらなる発展
を可能にするために、日本と日本
企業は何を目指すべきだろうか。
そのことを次節で検討したい。

 

ネットワーク 
＝説得や誘導による行動 
＊いつでも変わりうる関係 
＊曖昧なリーダーシップ 
＊環境変化に柔軟に対応 

図表2－7　さまざまな社会システム 

オーガニゼーション（組織） 
＝上位下達スタイル 
＊階層制による支配 
＊情報はトップに集中 
＊硬直性の懸念（ex官僚制） 

マーケット（市場） 
＝取引による意思決定 
＊各人が自由で平等 
＊リーダーの不在 
＊情報が蓄積されない 

3  『ネットワーク組織論』（今井賢一／金子郁容）岩波書店1988年
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アジアでの経験から学んだ
「モノ作りの新常識」

　日本の製造業にとって、アジアへの
生産移転は試行錯誤の歴史であった。
当研究会では、2006年12月13日の会
合において、（株）日立ハイテクノロ
ジーズの桑田会長（元・日立製作所副
社長）から日本企業のアジア進出の歴
史を語っていただいた。以下はその語
録である。アジア経済における「ネッ
トワーク型」の発想を読み取ることが
できる。

＊ 円高が進行したときに、「安い労働
力」だけを求めて行った海外進出
は、後から考えると間違いだった。
最初は東南アジアに行き、次に中国
に行き、最後はアフリカかもしれな
い。行く先々で労働コストは上昇す
るから切りがない。その分、グロー
バルな人材育成が遅れてしまった。
海外進出の本来の目的は、マーケッ
トとして入っていけるかどうかであ
るべき。

＊ この国は政府によるインセンティブ
があるから、ということで工場を
作っても、それでうまく行くとは限

らない。海外進出は、バリュー ・
チェーンを考えて決める必要がある。

＊ 市場の評価に耐える製品を生み出す
ためには、敢えて他社製品を使わな
ければならないこともある。自社製
品優遇主義は会社の競争力を損な
う。品質がよければ他社製品を使う
ということは、自社の競争力を守る
ために、「（社内の）憲法で決めてお
く」必要がある。

＊ いわゆる「集中と選択」でアウト
ソーシングを進めていくと、品質保
証がガタガタになってしまう。日本
企業は、価格競争で中国には勝てな
いのだから、品質保証で勝負するし
かない。丸投げをせず、人と技術
を提供してキチンと作らせる「イン
ソーシング」がこれからは重要であ
る。

＊ 日本企業が技術を社内に抱え込むこ
とで、空洞化が避けられるとは限ら
ない。敵失に期待するような気持ち
では国際競争に負ける。タイガー
ウッズが常にゲーム中にライバルの
健闘を祈っているように、われわれ
も自社を鍛えてくれるライバルの存
在に感謝しなければならない。イノ
ベーションは競争から生まれる。

3．東アジア経済圏の行方と日本企業

（1）アジアにおける経済圏構築の行方
　前述の通り、東アジアの経済圏は欧州や
北米のそれとは違って、自然発生的に誕生
した。このことが域内経済の「ネットワー

ク型」関係を構築し、経済成長の好循環を
もたらしてきた。このde factoな経済統合
をde jureな統合に進め、NAFTAのよう
な自由経済圏、さらにはEUのような経済
共同体を目指すべきだという議論がある。

column
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このことをどう考えるべきだろうか。
　東アジアは、欧州や北米のように共通の
文化や歴史を持つわけではなく、政治形態
や価値観も多様である。EUでは「ユーロ
クラット」と呼ばれる官僚群が統合の中心
となり、NAFTAでは米国の弁護士たちが
市場統合の推進役となったが、東アジアに
おいては統合の担い手となる集団が見当た
らないという違いもある。また東アジア経
済全体が、輸出先としても資本の供給源と
しても欧米市場に大きく依存していること
を考えれば、排他的な経済圏構築を目指す
ことは自殺行為ともいえる。
　とはいえ、東アジア域内の相互依存関係
が、ある意味ではEUやNAFTA以上に深
化してこれをサポートする政治の動きも少
しずつ前進している。1990年にマハティー
ル首相が「EAEC構想」を唱えたときは、
米国の圧力ですぐに立ち消えになってし
まったものだが、アジア通貨危機以後は
ASEAN+3を中核とする地域協力の動きが
積極化した。2005年には史上初の東アジア
サミットが開催され、さまざまな場所で東
アジア共同体をめぐる議論が活発化してい
る。
　おそらく東アジアにおいて、政治的な共
同体や安全保障機構が誕生するまでには、
非常に長い時間を必要とすることだろう。
しかし、事実上の「東アジア経済圏」的な
ものは、すでに動き始めているともいえ
る。「理想が現実の後を追いかける」のが、
これまでの東アジアにおける市場統合の歴
史であったし、それはこれからも続くので
はないだろうか。

　東アジア域内では、ASEANを中心とす
るFTA競争が同時並行的に始まっており、
日本政府も多くの国とのFTA／EPAを締
結し、もしくは交渉の過程にある。こうし
た中で、複数のFTAが共存することによ
り、異なる原産地規則が錯綜して円滑な貿
易に障害が生じるといった問題も生じつつ
ある。FTAが増えれば増えるほど、この
手の「スパゲティ ・ボウル現象」が顕在
化してくる可能性がある。さらに2007年春
には、韓国が米国とのFTAで妥結し、EU
との交渉も進捗するなど、アジアの域外へ
と向かう動きもある。
　しかし考えてみれば、無計画に試行錯誤
を繰り返しているように見えるこうした手
法こそが、これまでの東アジアのやり方で
あったし、「ネットワーク型」の行動様式
でもある。「最初に行動ありき」という拙
速さが、結果として直接投資の拡大を通し
た経済発展につながったし、素早いFTA
交渉の締結につながってきた。そうだとす
れば、現在のモメンタムを持続することが
何よりも肝要であり、その先に「東アジア
経済圏」への落しどころが見えてくると考
えられるのではないだろうか。
　東アジアの経済統合の将来には、多くの
問題が残されていることは間違いないだろ
う。重要なことは、今までの好循環を止め
ないことであり、今後、生じるかもしれな
い障害を事前に取り除くことである。アジ
ア経済圏の未来のためには、大きな理想を
掲げることよりも、「一利を興すは一害を
除くにしかず、一事を生かすは一事を減ら
すにしかず」（耶律楚材）4 という心がけが

4  興一利不若除一害　生一事不若減一事
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求められるのではないだろうか。

（2）日本のアジア戦略
　日本としては、今後も東アジア経済の発
展に期待するところ大であるし、将来の経
済圏構築に向けては貢献が期待される立場
である。同時に、少子高齢化や人口減少に
伴い、需給両面の成長制約に直面するわが
国としては、東アジア経済の活力を取り込
み、イノベーションを加速することが重要
になってくる。
　そのためには、東アジアが有してきたこ
れまでの良好なモメンタムを持続・発展さ
せることが必要である。ところが実際に
は、東アジアの前途には多くの障害が予見
されている。ゆえに、以下に掲げるような
諸問題について、魚の小骨を取り除くよう
な細心さで「一害を除く」ことが求められ
る。それは「一利を興す」以上にアジアの
未来に役立ち、ひいては日本の国益につな
がるはずである。

⃝通商摩擦：
WTOドーハラウンドの妥結が危ぶまれ
る一方、米中間の貿易不均衡が巨大な規
模となり、通商摩擦の深刻化が懸念され
ている。通商摩擦に苦しんだ経験を持つ
日本は、この問題を未然に防ぐように努
めなければならない。

⃝資源エネルギー問題：
石油などの天然資源の価格高騰が、アジ
ア経済の成長の制約要因となることが懸
念されている。日本は石油備蓄の共用や
原子力技術の輸出を通して、アジアにお
けるこの問題の解決の先頭に立つことが
できる。

⃝農業問題：
巨大な人口を擁するアジアにおいては、
安定した農業生産は重要な課題である。
農産物貿易は日本にとっても悩ましい問
題であるが、アジア全体を視野に置いて
行動すべきである。

⃝環境問題：
域内で生じつつある深刻な環境汚染は、
将来の成長制約要因となるだけでなく、
多くの人の生命や健康に被害が及びかね
ない。日本は環境保全の先進国として、
環境技術の提供などを通して地域に貢献
すべきである。

⃝通貨の安定：
アジア通貨危機から最近のサブプライム
問題まで、国際金融の混乱は実体経済に
影響を及ぼしかねない。すでにチェンマ
イ・イニシアティブ以来、アジアでは日
本のリーダーシップにより、通貨の安定
にむけてさまざまな協力が行われてい
る。欧米主導で金融手法が急速な発展を
遂げる中にあって、日本は今後ともアジ
アにおける先頭ランナーとして、通貨の
安定に努力する必要がある。

⃝ 政治的対立：
アジアには民主主義、共産主義、王制、
軍政など多くの政治形態の国が集まっ
ており、多くの政治的な火種を抱えてい
る。日本と中国、韓国との間の「歴史問
題」が、東アジア経済圏にとっての問題
点となっているのはその一例である。日
本は問題を解決する側に立つべきであっ
て、問題を作る側に立つべきではない。

⃝インフラの不足：
アジアにおけるヒトやモノの移動が急増
する中で、従来の交通・物流インフラが
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追いつかなくなることが予想される。こ
の点で、貿易手続きの簡素化も含め、物
流の効率化を目指す「アジア・ゲート
ウェイ構想」が、わが国で動き始めたこ
とは望ましい動きといえる。

　重要なことは、東アジア生産ネットワー
クを国際公共財とし、その発展を阻害しか
ねない要因を取り除くことである。東アジ
ア経済のオープンでイノベーティブな環境
を維持するとともに、地域全体の生産性を
高めていくことが、東アジアのさらなる発
展をもたらし、日本のためにもなるはずで
ある。

（3）アジアの時代と日本企業の課題
　それでは東アジア経済圏構築に向けて、
日本企業の課題とはなんだろうか。
　日本企業は東アジア経済における主要な
アクターであり、その発展に少なからぬ貢
献をしてきた。特に1985年のプラザ合意以
降の円高は、東アジア経済のひとつの転機
となり、その後の日本企業の直接投資が製
造業の基盤を築いてきた。その後、20数年
にわたる日本企業の試行錯誤は、東アジア
生産ネットワークを生み出す土壌となっ
た。
　しかし、ネットワーク関係における企業
間の関係は容易に変わり得る。冒頭で触
れた通り、今世紀に入ってからの日本企
業は、むしろアジア経済の受益者であると
いっていい。今後はまた、躍進著しい消費
市場としての東アジアが、日本企業にとっ
ての重要性を増していくはずである。
　他方、日本経済が、いつまでも「雁行形
態」の先頭に位置していられるとは限らな

い。ヒト、カネ、モノが東アジアに移転し
てしまい、日本が空洞化してしまうという
未来も充分に予見し得る。日本企業として
は「何を東アジアに移転し、何を国内に残
すか」という思慮も重要になってくるだろ
う。多国間工程分業を推し進めるか、それ
とも国内で完結した分業を目指すのか、産
業や商品によって使い分けを考えなければ
ならないだろう。
　とはいえ、「ライバルの存在が企業を鍛
える」（前出：桑田・日立ハイテクノロ
ジーズ会長）ことも永遠の真理である。今
日、多くのグローバル企業が日本で育って
いるのは、厳しい顧客の要求水準に応え、
激しい国際競争を勝ち抜いてきたからで
あって、恵まれた環境を享受してきたから
ではない。例えば、知的財産権の保護は確
かに重要であるが、日本企業が過去の遺産
によって利益を得ていこうと考え始めた場
合には、凋落は意外と早いのではないだろ
うか。
　重要なことは、日本企業がアジアにおけ
る「競争と協調」の中に身を置くことによ
り、常にオープンでイノベーティブな体質
を維持することである。それは東アジアに
とっても、日本にとっても相互に利益とな
るはずである。


