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【図表1】アジア太平洋地域における国際的な経済枠組み
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韓国車には適用されない。以前、トヨ
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は決して小さいとは言えない」との言
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葉が返ってきた。
ここで私が強調しておきたいのは、 を招くとされているのは、こうした関
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は、製造業の生産工程を複数の国に効

メリットの方が大きい。しかも世界で
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ローバル・バリュー・チェーン（ＧＶ

税の副作用によるものだ。

利益にも、きちんと目を向けないとい
い手不足、生産効率の低さなど、構造
Ｃ）
」がますます広がっている。特に

日米がＦＴＡを結んでいないことの不

易は、通常、勝者と敗者を生み出すが、 的な課題を抱えている。ＴＰＰや日米

けないということだ。そもそも自由貿
ＦＴＡなどを〝外圧〟としてやみくも

勝者の利益が敗者の不利益を上回っ
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従って自由貿易を推進すべきとなる。
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されても生き残れるような方策を真剣
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しやすく、基本的に先進国が集まった

参加する場合、生産工程のすみ分けが

て、国全体で見れば利益をもたらす。 に拒否するだけでは、何も変わらない。 ＴＰＰのように先進国と途上国双方が

から国内産業を守り、国内生産量を高

す逃して、自らの首を絞めることにな

を置く米国は、このメリットをみすみ

メリットは大きい。２国間貿易に軸足

モノの中には、外国産の原材料が使わ

えば、日本から米国に輸出されている

取り上げるのもあまり意味がない。例

さらに、対日貿易赤字額そのままを

となった米中西部の「ラストベルト」

例えば、トランプ大統領誕生の原動力

からいかに脱却するかの方が重要だ。

いけない状態であり、このような状態

るのではないか。

造業を国際競争力のある新しい産業へ

れているものがある。もしある製品の （さびついた工業地帯）に集中する製
輸出額１万円のうち、４０００円は外

また、２国間の貿易不均衡を是正し
たいとの強い意思を持つトランプ大統領

に「雇用の流動化」を促進すべきだ。
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ベースでの日本の輸出額）は６０００

こうした努力が米国には求められる。
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字は損失となり、米国の対日貿易収支

貿易収支を見なければ、あまり意味が

高い産業に労働力を移動しやすいよう
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ないのだ。

覚で、貿易を捉えているのではないか。 ば、実質的な日本の輸出額（付加価値

なる。特に、大幅な貿易赤字の背後に

リーダーシップを発揮すべきだ。それ
が結果的に並行する他のメガＦＴＡ交

が、既に米国は完全雇用に近い状態だ。 渉の推進力になるに違いない。日ＥＵ・
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ら、ずるずると交渉が長引いている。
後になって、
「あの時、妥協しておけ
二の舞いを踏まないでほしい。いずれ
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目される。
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