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全体コメント（Overall Comments)

• RCEPについてグローバルバリューチェーン（GVC）に焦点をあて
てASEANへの経済効果を貿易、投資、ASEAN中心性について検討し
政策提言

• Research and policy recommendations on economic effects of 
RCEP on ASEAN in terms of trade, investment and ASEAN 
centrality focusing on GVC  

• 付加価値貿易統計を用いたGVCの分析による経済効果（ASEANへの
benefit）の分析と検討、有意義な研究成果

• Analysis on GVC using value added trade statistics
• ASEAN全体に加え加盟国、RCEPメンバー国および自動車、電気電

子など5つの産業についても分析
• Analysis on ASEAN, member countries and five industries

including automobile and electronics



経済効果について (Economic Effects)

• １．ASEANへの経済効果は日中韓より小さい：CGEモデルによ
るPetri＆Plummerらの分析と同様

• Benefits from RCEP to ASEAN smaller than benefits to CJK

• ①日中、日韓はRCEPで初めてFTA、ASEANはbenefitを5つの
ASEAN＋１FTAによりすでに得ている、②貿易では中国（2440
億ドル）,日本（1350億ドル）,韓国(600億ドル) 、ASEAN(600億
ドル)ではタイが最大の恩恵

• CJ FTA, JK FTA realized by RCEP、ASEAN already got benefits 
by ASEAN ＋1FTAs



• ２．中国ファクターをどう考えるか: Strong presence of China 

• RCEPの貿易の増加（1985～2019）のかなりの部分が中国の貿易の
増加によるものではないか（図１、図２）

• China contributed to increase of trade of RCEP

• 付加価値におけるDVAのシェア：RCEPがASEANより大きい→中国
の輸出における国内付加価値は急速に上昇

• Expansion of domestic value added in China’s export

• RCEPはGDPではASEANの8倍、輸出の4倍、FDIの2倍：ASEANは
RCEPよりＧVCを発達→経済大国（中国）になると貿易やFDIの
GDPに対するシェアは低下

• Share of trade and FDI in GDP decreases in large country(China)



GVC参加率について(GVC Participation)
• GVC participation = FVA＋DVX を主要国について示した図６

• ASEANの資源輸出国のDVXの数値が大きいのは資源（国内価値
のみ）の輸出が大きいことを意味

• DVX of natural resource exporting countries is big due to 
export of resource (consists of DVA only)

• ASEANの製造業輸出では、FVAが大きく、DVXが小さい→部品産
業の発達不十分、部品を輸入に依存、低賃金労働力により組み立
て→部品産業を育成し、より付加価値のある製品を製造すること
がFVAを縮小し、DVXを大きくすることにつながる

• Large FVA and small DVX in manufacturing export of ASEAN 
means delay of development of parts and component 
industries



• 国内付加価値が小さい：①国内部品調達が少ない、②付加価値を構
成する人件費が低いことを意味→賃金の引上げが必要であるが、同
時に生産性の向上や製品の高付加価値化を進めないと競争力の低下

• Small DVA :① small procurement of parts domestic suppliers,②
lower wage  → wage increase together with improvement of 
productivity and  production of higher value added goods 

• EUはFVA、DVXとも大：水平分業、さらには産業間分業が進むとと
もに統合が進展、ASEANを含め東アジアも長期的にはこうした方向
に進む

• EU: large FVA and DVX means development of intra-industry 
trade and economic integration → future direction of RCEP



部品産業育成とASEAN経済統合(Supporting 
Industries and ASEAN Economic Integration)
• RCEPのDVA（77％）はASEANのDVA（62％）よりも大、FVAは小さい

がＤＶＸが大きい→中国、日本、韓国は部品供給国→部品産業育成が
ASEANの変わらない課題

• DVA of RCEP is larger than DVA of ASEAN: CJK are supplier of parts 
and components

• ASEAN加盟国はRCEPへの部品供給では重要性を失うがASEAN加盟国へ
の部品供給では重要

• ASEAN is important as suppliers of parts and components to ASEAN : 
Achievements of development of ASEAN regional devision of labour by 
AICO and AFTA

• AICO、AFTAによるASEAN域内分業の成果

• 日本企業はASEANにおいてRCEPよりもサプライチェーンを構築
→ASEAN経済統合への参加と積極利用

• Japanese firms developed supply chain more actively in ASEAN than 
RCEP →Japanese firms participated in and used actively ASEAN 
Economic integration（mainly AFTA)



貿易収支について(Trade Balance)

• ASEANは貿易収支悪化（輸入増）Increase of trade deficit of ASEAN in 
trade with RCEP

• RCEPの中だけでなく、RCEP以外との貿易収支も重要：（例）中国から
繊維原料を輸入してRCEP外に輸出（中国とは貿易収支が悪化するが
RCEP域外との貿易収支改善の可能性）

• Trade balance with non-RCEP countries to be considered

• 重要な自動車の分析：ASEAN（マレーシア、ミャンマー、ベトナムの輸
入が増加）の輸入増加、中国が競争力をもつ、タイ、マレーシア、インド
ネシア、ベトナムは生産性向上がないと競争力を失う

• Implication of analysis of trade of automobile industries

• 繊維：中国が最大のwinner、カンボジアが最大の輸出先→中国の人件費上
昇を考えると衣料ではなく繊維（布・糸）の輸出増加

• Textile: China is winner: China exports textile material to Cambodia and 
Cambodia exports apparel to world including non-RCEPcountries



投資とASEAN中心性について(Investment 
and ASEAN Centrality)

• 投資：中国のASEAN投資が増加、一帯一路構想の影響が大きい
のではないか

• Investment: Increase of China’s investment to ASEAN: 
Influence of BRI

• ASEAN中心性：RCEPにより創設されたGVCで主要な役割を果
たすことを中心性と定義すると、RCEPで中心性を実現できて
いない→重要な指摘、RCEPのGVCでの役割増大が課題

• ただし、RCEPはASEAN中心性を実現したFTAと一般に評価

• ASEAN Centrality not realized in RCEP: Important point



政策提言について(Policy Recommendation)

• 5つの政策提言

• 原産地規則における完全累積の実現が必要との指摘はGVCの発展にために
重要

• Complete accumulation in ROO should be realized

• 提言１のCreation of regionwide production schemes：重要な提言、関税
は撤廃されているのでNTBの削減が課題ではないか

• After elimination of tariff: reduction of NTB becomes important

• 米中貿易摩擦と経済安全保障→中国投資のリスク（地政学的リスク、地経
学的リスク）の顕在化

• 企業はサプライチェーンの強靭化に取り組み→ASEANへの投資拡大の機
会

• US China trade war and economic security → need to establish resilient 
supply chain → opportunity to expand investment to ASEAN



ご清聴ありがとうございました

Thank you for your attention


