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日系食品企業の直接投資および FTA/EPA が ASEAN 諸国の 

食品貿易に与える影響に関する分析 

 

髙松 美公子 

 

日本の食品産業は，農林水産業と「車の両輪」として国民に対して安定的に食料を供給

し，消費者ニーズに応じた多様な「食」を提供することによって，国民の豊かな生活の実

現に貢献している．『食料・農業・農村白書』（2011）によると，国内で生産される農林水

産物等の 3 分の 2 が食品産業向けであり，食品産業は国産農林水産物の最大の需要者とし

て，農林水産業を支えている．しかし，現在，日本の食品産業はいくつかの課題を抱えて

いる．主なものは以下の 2 点である．  

一点目は，大幅な輸入超過による食品貿易赤字である．その対策として，農林水産省は，

2019 年までに 1 兆円を達成目標として，日本の農林水産物・食品の輸出，日本の「食文

化・食産業」の海外展開，世界の料理界で日本食材の活用推進を 3 つの柱とした輸出促進

政策を推進している．また，上記の輸出促進政策に加え，2000 年代以降，日本－ASEAN

主要国間で FTA/EPA を締結・発効し，貿易の拡大を図っている． 

二点目は，日本の人口減少に伴う，食品の国内市場の縮小である．これは，日系食品企

業に収益の減少をもたらすだけでなく，それらを支える日本の農業の衰退につながるため，

重大な問題である．これに対する日系食品企業の戦略として，海外市場の獲得が重要とな

る．そのような状況下で，近年，ASEAN 諸国では，経済発展に伴い，食品の需要が多様

化している．これは，ASEAN への食品の主要輸出品目が加工品である日本にとって輸出

拡大のチャンスである．さらに，日系食品企業にとってもビジネスチャンスとなっている． 

現在，日系食品企業の ASEAN 各国への直接投資（Foreign Direct Investment：FDI）

は増加の一途を辿っており，以下の 3 つの点で大きな変化が見られる．第一に，ASEAN

各国への投資目的が，1980 年代半ばから 1990 年代前半頃までと 1990 年代後半以降を比

較すると，大きく変化している．シンガポールでは，現地販売から第三国への輸出へと変

化している一方で，その他の ASEAN 諸国では，原材料調達から生産・現地販売へと変化

している．第二に，2000 年代中頃から，中国での人件費上昇や労働力不足のため，日系食
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品企業の生産拠点が中国から比較的人件費の安い ASEAN 各国へと徐々にシフトしている．

第三に，ASEAN 諸国に進出している日系食品企業のいくつかで，ASEAN 域内でのフラ

グメンテーション（国家間の工程間分業）や，それに伴う企業内貿易が確認されている． 

以上から，日本の ASEAN 諸国に対する食品貿易拡大のメカニズムを明らかにすること

が重要である．貿易発生のメカニズムは，従来，比較優位説に基づくリカードモデルや，

要素賦存条件の違いに基づく H-O-S 貿易モデル等，一方向貿易である産業間貿易を想定し

た伝統的な貿易理論によって説明されてきた．しかし，近年，経済のグローバル化が進展

するに従い，国際貿易構造は複雑化してきており，このような伝統的な貿易理論では説明

できない状況へと変化している．例えば，H-O-S 貿易モデルでは，要素賦存比率が異なる

国家間で貿易が発生するとされている．しかし現実には，要素賦存比率が類似した国同士

でも貿易は発生しており，この理論では，充分な説明ができない．そこで，日本と ASEAN

諸国との食品貿易構造を解釈するには，同産業の同種の製品が相互に輸出入されている状

態である，産業内貿易（Intra-Industry Trade：IIT）の概念が重要である．  

日本の ASEAN 諸国への食品の貿易拡大，特に輸出拡大の後押しとなるファクターとし

て，本論文では，FDI，FTA/EPA に着目した．食品貿易と FDI の関係については，伊藤・

大山（1985）では，資本移動が国際貿易に対して補完的か代替的かについて，一義的な答

は存在しないと述べられている．そこで，日本－ASEAN 間，ASEAN 域内の食品貿易で

は，FDI が食品貿易に対して補完的であるのか，あるいは代替的であるのかについて，分

析する必要がある．食品貿易と FTA/EPA の関係については，一般的に，FTA/EPA が締結

されると貿易量は増加する．しかし，石川（2013）では，取扱品目がセンシティブ品目と

して例外扱いされていることや，原産地証明による利用コストの高さ，手続きの煩雑さに

より，依然として，食品分野で日系企業の FTA 利用率が低いことが述べられている．そこ

で，実際に FTA/EPA は食品貿易に影響しているのかについて分析する必要がある．  

本論文は，日系食品企業の直接投資および FTA/EPA が ASEAN 諸国の食品貿易に与え

る影響について解明することを目的に，先行研究のレビューにより導出された以下の 3 つ

の課題について，分析・考察を行った．すなわち，「課題 1：日本－ASEAN 諸国間におけ

る食品産業内貿易の構造変化の把握」，「課題 2：ASEAN 域内における食品産業内貿易の

拡大要因の解明」，「課題 3：日系食品企業の直接投資および FTA/EPA が日本の ASEAN
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諸国に対する食品貿易に与える影響の解明」である．その結果，以下のことが判明した． 

「課題 1：日本－ASEAN 諸国間における食品産業内貿易の構造変化の把握」のために，

日本と ASEAN 各国の食品貿易において，品目，用途ごとに IIT 指数の計測を行い，その

結果を基に，貿易相手国や，品目，用途による比較・考察を行った．その結果，日本と ASEAN

諸国との食品貿易構造は，貿易相手国，品目，用途によって異なっており，IIT の程度に

とどまらず，その変化が双方向的か，あるいは一方向的かについても異なっていた．貿易

相手国では，フィリピン，シンガポール，ベトナムとの食品貿易で IIT 指数が上昇してお

り，高い値を示していた．また，双方向的な貿易の拡大が見られた．用途では，原料と加

工品では，日系食品企業の投資目的の違いによる変化の方向性の違いが見られた．家庭用

食品と業務用食品では，原料の IIT 指数は，業務用＞家庭用であるのに対し，加工品では

家庭用＞業務用であった．前者は，日系食品企業の FDI が影響している可能性がある．一

方，後者は，経済発展に伴う購買力拡大による需要の多様化が一因である可能性がある．

品目では，IIT の程度および貿易の方向性には，主に以下の 6 つの点で違いが見られた．

第一に，日本からの輸出量である．「食肉」や「飲料」等，日本からの輸出量が少ないと，

IIT 指数は低くなり，貿易は一方向的に変化している傾向があった．第二に，FTA/EPA に

おけるセンシティブ品目の有無である．「穀物」等，品目にセンシティブ品目が含まれてい

る場合には，IIT 指数は下降傾向で，貿易は双方向的に縮小傾向にあった．一方，「魚介類」

等，センシティブ品目が含まれていない場合には，IIT 指数は上昇傾向で，貿易は双方向

的な拡大傾向にあった．第三に，その地域固有の農作物の日本への輸出量である．「青果物」

や「動植物性油脂」等，品目にその地域固有の農作物で日本への輸出量が多いものが含ま

れていれば，IIT 指数は低くなり，貿易は一方向的に変化，あるいは，双方向的に縮小傾

向にあった．第四に，日本の食品への需要である．「魚介類」等，現地での日本の食文化の

定着による日本の食品への需要が大きいと，IIT 指数は上昇傾向で，貿易は双方向的な拡

大傾向にあった．第五に，製品差別化のしやすさである．「青果物」等，加工段階の低い状

態で食される機会が多く，加工に限界がある等，様々な理由により製品差別化がされにく

いと，IIT 指数は低くなり，貿易は双方向的に縮小傾向にあった．第六に，ASEAN 域内

貿易への依存度である．「穀物」等，ASEAN 各国において域内貿易への依存度が高いと，

IIT 指数は下降傾向で，貿易は双方向的に縮小傾向にあった．  
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「課題 2：ASEAN 域内における食品産業内貿易の拡大要因の解明」のために，ASEAN

主要 6 ヶ国（インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポール，タイ，ベトナム）

を対象に，IIT 指数を被説明変数とした重回帰分析を行った．また，欧州を対象とした先

行研究の結果との比較・考察も併せて行った．その結果，ASEAN 域内の食品産業におけ

る IIT は，嗜好の違い，製品差別化，距離，通商障壁によってそれぞれ規定されているこ

とが明らかとなった．それに対する政策的意義として，ASEAN 域内の食品 IIT は以下の

4 つによって拡大することが結論付けられた．第一に，各国間の（生産要素賦存比率の差

を生かした）食品企業の域内フラグメンテーションの拡大による垂直的製品差別化の進行

である．第二に，ASEAN 各国のさらなる経済発展に伴う需要の多様化による水平的製品

差別化の進行である．第三に，シンガポール以外の国では食品にセンシティブ品目が多数

含まれており，そういった品目に対するさらなる関税の緩和である．第四に，主に途上国

において，交通インフラの整備による国家間の輸送時間および輸送コストの削減である．

また，以上の結果と欧州を対象とした先行研究の結果を比較すると，先行研究では，対象

が先進国に偏っており，生産要素賦存比率の差が小さいことから，食品産業における IIT

に対して，嗜好の類似性と距離以外の影響が少ないという特徴があった．一方，ASEAN

諸国を対象とした本研究では，対象国によって経済格差や発展段階，人口や国土面積の違

いが大きいことから，食品産業における IIT に対して，嗜好の類似性と距離のみならず，

垂直的製品差別化が影響していた．また，近年の ASEAN 各国の経済発展に伴う製品需要

の多様化による水平的製品差別化の影響や，AFTA による段階的な関税撤廃による影響も

うかがえた．  

「課題 3：日系食品企業の直接投資および FTA/EPA が日本の ASEAN 諸国に対する食

品貿易に与える影響の解明」のために，日本と ASEAN 主要 6 ヶ国（インドネシア，マレ

ーシア，フィリピン，シンガポール，タイ，ベトナム）との間の食品貿易を対象にグラビ

ティ・モデルを用いた分析を行った．また，IIT の視点を組み込んだ考察も併せて行った．

その結果，以下の 2 つのことが判明した．第一に，1997～2013 年において，日本と ASEAN

主要国との食品貿易と FDI が代替的関係にはなく，補完的関係にあることである．第二に，

FTA/EPA が締結されると貿易は輸出と輸入の双方において増加することである（ただし，

その効果はあまり大きいとは言えない）．従って，直接投資および FTA/EPA は，日本の
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ASEAN 諸国に対する輸出および輸入を促進すると考えられる．これらに対する政策的意

義として，日本の ASEAN 諸国に対する食品貿易は以下の 2 つによって拡大することが結

論付けられた．第一に，日系食品企業への FDI のさらなる促進である．FDI が促進される

と，企業が進出先国での販売や，第三国への輸出を拡大させることで，日本から ASEAN

各国への食品輸出の拡大が期待できる．それと同時に，ASEAN 各国の地域固有の食品で，

日本を含めたフラグメンテーションが拡大することにより，ASEAN 各国から日本への食

品輸入も拡大が期待できる．このような輸出入双方の取引の増加により，貿易が拡大する

ことが見込まれる．第二に，FTA/EPA のさらなる進展による関税の撤廃・緩和，および

日系食品企業による FTA/EPA 利用率の向上である．前者は，シンガポール以外との

FTA/EPA では食品にセンシティブ品目が多数含まれているものの，締結・施行からまだ

日が浅く，現在，段階的に関税の緩和が行われている点や，ベトナムとの FTA/EPA がま

だ施行されていない点も考慮すると，今後，さらなる関税の撤廃・緩和による食品貿易の

拡大が見込まれる．後者は，センシティブ品目の存在や原産地証明による利用コストの高

さ，手続きの煩雑さといった問題を解消する施策を講じることが重要である．  

さらに， FDI および FTA/EPA と食品貿易の関係について，本論文の分析結果から，以

下のことが結論付けられた．第一に，日本－ASEAN 諸国間の食品貿易では，FDI と食品

貿易は補完的関係にあり，FDI は貿易拡大の後押しとなることである．第二に，FTA/EPA

の締結による関税・非関税障壁の削減・撤廃は，日本－ASEAN 諸国間の食品貿易，およ

び ASEAN 域内の食品における IIT を拡大させることである． 




