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日韓経済関係の現状と今後の展望

本日は 「日韓経済関係の現状と今後の展望」という

題日でお話させていただきます。経済関係は、それに

焦点を当てるだけでは、全体像を把握することができ

ません。やはり、二国間の経済関係を見るに際しては、

経済関係が全般的な関係のなかでどのように位置づけ

られているか見てみる必要があろうかと思います。

そこで、はじめに、全般的な日韓関係のなかの経済

関係についてお話をさせていただきます。1998年 に

金大中大統領が訪日されまして、その際に21世 紀に

向けた新たな日韓パー トナーシップを構築するという

ことで、 「日韓共同宣言」力S発表されました。この共

同宣言には、 「両首脳は両国国民、特に若い世代が歴

史への認識を深めることは重要であることについて見

解を共有し、そのために多くの関心と努力がはらわれ

る必要がある旨を強調した」ことが記されています。

両首脳は、過去を清算したうえで、日韓関係を未来志

向で良 くしていこうということに合意し、それ以降、

li韓関係は非常に友4Fかつ前向きな方向で進んでいき

ましたこ

経済分野でいいますと、日韓共同宣言が出されまし

た時に 「行動計画」 も作成されました。この行動計画

には、経済面における協力関係強化について、約20

項目が列記されています。政府のできることは政府が、

あるいは民間のできることは民間が、ということを整

理して各項目が並べられています。そして、幾つかの

項目については着実にフォローアップされています。

ところが、残念なことに本年、教科書問題や靖国参

拝の問題などが起きまして、非常につらい時期を迎え

たわけでございます。しかし、10月 15日に小泉総理

が韓国に訪岡されて、金大中大統領と2時間半、食事

もかねて会談され、それから10月20日 に上海でのA

PECの 首脳会議の際にも、2国 問会談が開かれました。

そこにおきまして、7項 目について、日韓両国または
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日本が、解決に向けて最大限努力 しようということを

決定いたしました。本当であれば、この 1つ 1つ をご

説明したいのですが、経済の話をする時間がなくなり

ますので、概略だけを、過去の経緯を踏まえながら簡

単に説明させていただきます。

1965年 に日韓基本条約が締結されまして、外交関

係が正常化されました。その後、1982年 には経済協

力の案件とともに、教科書問題が出てきまして、再び

日韓関係は厳しい状況になりました。それを受けて中

曽根絡理が、急還、韓国を訪問しました。翌年、全斗

換大統領が答礼訪日されて、 「日韓新時代の到来」と

いうキャッチフレーズが提起され、日韓関係は改善に

向かつたわけです。さらに、数年後の1990年 、慮泰

愚大統領が訪日され 「21世 紀に向けて真の同伴者の

関係」力S、1998年 には金大中大統領が訪日され 「新

たな日韓パートナーシップ」力S調われました。もちろん、

その時々の日韓関係が反映された会談ではございますが、

基本的には、過去の不幸な歴史を乗 り越え、未来志向

的な関係を築こうということが、何度も確認されて来

ました。

しかし、私が韓国に赴任 しました、2001年 の3月

半ば以降に生じました中学校の歴史教科書問題、そし

て8月 13日の小泉総理の靖国神社参拝問題で、日韓関

係は厳しくなりました。当時、 「日本は右傾化してい

るのでは」と韓国の報道で流されたこともありまして、

韓国のマスコミや議員の方々から、日本は日韓共同宣

言の精神に反していると強い批判を受けました。さらに、

8月 1日、北方四島水域において韓国漁船がサンマ漁

をした問題も起きまして、どうしたものかと一時期途

方にくれておりました。しかし、両国の首脳間で率直

に話をしていただき、少しでも理解を得ることが適当

であろうと、10月 15日の小泉総理の韓国訪問が実現

するわけでございます。
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以下では、現状 と展望を中心にお話 しますが、歴史

的な推移の確認 も必要かと思いまして、経済関係を中

心に日韓関係の歴史的な推移をお話させていただきます。

戦後の日韓の経済関係は、 1949年 の民間直接貿易

か ら始 まり、朝鮮戦争では日本は特需の恩恵を被つた

わけでございます。1965年 には日韓基本条約の締結、

その後、条約に基づいた経済協力を進め、それに伴い

経済関係も緊密化しました。さらに、1970～80年 を

通じた経済のグローバル化のもとで、先に経済成長し

た日本経済と遅れながらも急速な成長を遂げた韓国経

済との間で、競含関係または協調関係が発展してきて

おります。このように、2国 間の経済関係は、過去半

世紀のあいだでも、かなりの変化を遂げてきています。

概略はこのようになっていますが、もう少し詳しく説

明させていただきたいと思います。

まず、1945年 から基本条約を締結する1965年 ま

での期間では、国交関係がないため、おのずと日韓関

係には制約がございました。当時、日本はまだGHQ

の支配下にあつて、韓国政府は1948年 に大韓民国と

して成立しますが、日韓間といいましても、まだ政府

間の関係が構築される状況にはないわけです。戦後は

じめての民間直接貿易は、GHQと 韓国政府との取 り

決めに基づいて行われました。最初は総額が8,000万

ドルと決められ、実際の貿易は在日米軍と在韓米軍と

の物資のや り取 りをドル決済で行う内容でした。現実

には、1,500万ドル程度の取引であつたと記憶してお

ります。

その後、ご承知の通 り1950～ 53年 には朝鮮戦争が

ございました。韓国の人々にとっては悲惨な体験であ

りましたが、皮肉にも日本の戦後復興のきつかけにな

ったことは良 く知られています。当時、韓国にとつて

日本は、 1次 産品の輸出先として、機械、鉄鋼、肥料

の輸入先として、かなり重要な地位を占めておりまして、

韓国の対日貿易依存度は極めて高かつたようです。

1951年 、この年はサンフランシスコ講和条約の年で

もあり、また日米で旧安保条約が締結された年ですが、

その年の10月 から、日韓の外交関係の正常化に向け

ての交渉が始まりました。当然、主な議題は、韓国側は、

戦時中にうけた植民地支配に対する賠償について、つ

まり請求権問題であります。他方、日本側は、漁民が

拿捕 ・抑目されていることが実生活の問題としてござ

いまして、漁業問題でした。この2つ の問題が議論さ

れました力S、そうこうしているうちに、1952年 には

李承晩ラインが引かれました。つまり漁業関係は、非

常に厳しい状況にあったわけです。

この関係が飛躍的に発展しだしたのが、1961年 に

朴政権ができ、岸内閣および池田内閣と充分な討議を

進めた頃からです。経済協力によって請求権の問題を

処理するという基本方針が持たれ、漁業協定作成の動

きが出てきました。

ここで私が強調したいのは、民間の方々の努力であ

ります。政府間の交渉は、国交が無かつたため限定的

でありましたが、財界3団 体 (経済団体運含会、日本

商工会議所、日本貿易会)の 協力で、1960年 12月の

段階で 「日韓経済協会」力S設立されていました。日韓

経済協会に対する韓国側の受け皿は 「韓国経済人協会」

(後の韓日経協)で した。国交正常化の前に、両協会

は3度 も討議をしています。この両協会が、厳しい状

況下での外交関係の正常化交渉にあたって、信頼関係

を藤成するうえで大きな役割を果たしたのであります3

それで、1965年 基本条約を締結し、Hな tま■年間

で無償資金協力3億 ドル、有慣資金協力2億 ドル、さ

らに3億 ドル以上 (結果的には5億 ドル)の 民間fェ:'千1

を供与することとなり、それが第二次経済開発5ヵ 年

計画 (1967～ 71年 )を 実施するうえで、必要な外賃

の重要な供給源になりました。

国交正常化の後、日韓の経済関係は、経済協力を基

本としながら急速に緊密化していきます。1970年 代

に入りますと、借款が政府経済協力の中心となりますが、

それより高度成長を遂げた日本からの直接投資への期

待が高まるようになります。国交正常化の当初には、

日本企業が韓国で強い影響力を持つことに抵抗があり

ましたが、1970年 代には、経済発展が順調に進んで

いることを背景として、特に機械工業分野に対する日

本からの直接投資を歓迎するようになります。とくに

投資では、1970年 2月 、馬山に輸出自由地域が設定
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され、縫製業を中心に多くの日本企業が進出しました。

投資比率を見ますと、第二次5ヵ 年計画の頃には、対

韓投資はアメリカが約44%、 日本が約41%で す。そ

れが第二次5ヶ 年計画 (1972～76年 )の 頃には、日

本の対韓投資は70%を 超えてお り、アメリカは大 き

く減つています。当時、韓国は、第二次経済開発5カ

年計画の下で重工業化政策を採用していまして、日本

からの直接投資が極めて重要な時期でありました。

1980年 前後になりますと国際環境が変化してきま

した。特筆すべきは、日、米が中国と国交を樹立した

ことです。この頃、韓国では、全斗嬢政権が誕生して

います。また借款供与問題と教科書問題をめぐって、

かなり日韓関係に努力を必要とした時代であります。

韓国では1988年 のソウル五輪を前に、再び民主化

運動が盛んになりました。1987年 には民主化宣言を

行い、直接選挙によって慮泰愚大統領が選出されてい

ます。この時期には、規制緩和や国営企業の民営化が

推進されました。ただ同時に、低賃金や劣悪な労働条

件の問題をめぐって、労働運動の激しい時代になるわ

けです。労働運動が激しくなるにつれて、韓国の日本

企業を含む外国企業が、工場をASEANに 移す動き

がでてきます。しかし、この背景には、プラザ含意後

の円高基調により日本の企業の国際化が急速に進むと

いう要素も加わり、生産拠点の多極化を必要としてい

た日本企業の戦略もありました。

この期間でもやはり、民間の方々が日韓関係におい

て果た した役割 は非常に大 きな ものがあ ります。

1969年 には 「日韓民間含同経済委員会」力S設立され

ました。今年は4月 半ばに、金大中大統領の地盤の光

州において33回 目の会含が開かれています。この委

員会では、その時々の重要事項が議論されるのですが、

やはり日韓の貿易不均衡や技術協力 ・技術移転などは、

つねに議題にあがつております。他にも様々なフォー

ラムがございます。例えば 「日韓協力委員会」です。

現在の委員長は中曽根元絡理ですが、この会含 も38

回を重ね、今年は11月 にソウルで開催されました。

あとは 「日韓韓日経済人会議」です。日本の経団連と

韓国の政経連が主催 していまして、18回 目の会含が

11月 にソウルで開かれています。このように、率直

に様々な問題を議論するフォーラムが、日韓の間には

多数ありまして、参加メンバーも蒼々たる方々となつ

ています。

1990年 代以降、韓国経済は目覚ましい成長を経験

しました。そして、1996年 にはOECD加 盟国とな

るわけです。しかし、1997年 のアジア通貨危機よつて、

韓国は IMFの 管理下に置かれ、厳しい構造調整を強

いられました。そのあとの運営は、既に IMFの 借款

を前倒しで返済しており、かなりうまくやっていると

思います。

このような状況下で 1998年 に登場しました金大中

大統領は、経済の構造改革のために4つ の改革案を打

ち立て、個別プログラムを作成し、今年の2月 には、

一応、政府として実行可能な事は終わつたとしています。

あとは改革実施を民間に委ねることになつています。

財閥は大きな問題ですが、財閥に対して厳しすぎても

いけないと、規制を少し変えていく方向にもありますし、

経済の停滞を克服する政策が必要と若子の軌道修正を

しつつあるようです。

また貿易におきましては、韓国の主要輸出先は、や

はリアメリカとなつています。それゆえ1990年 代、

韓国は、アメリカとの貿易摩擦、そして米国市場での

日本、ASEAN、 中国との競含関係を持つていまし

たが、アメリカの好況で、半導体を中心に輸出は好調

に推移しました。ただし、半導体価格が去年から今年

にかけて10分 の 1以 下に下落したため、現在かなり

厳しい状況になつています。

それでは、日韓の経済関係の現状に話を移らせてい

ただきます。その前に、韓国経済の現状について、ご

説明いたします。半導体価格の低下とアメリカを初め

とする世界的な不況のため、昨年の秋ぐらいから韓国

経済は下降傾向にあります。経済成長率は、1998年

はマイナス成長、1999年 は 109° 0、2000年 には

8.8%と V字 型の経済回復を達成しうるかとも期待さ

れましたが、残念ながら2000年 後
｀
11から世界経済の

悪化によって、韓日経済もド降気E末でござぃます。今

年の第 1四 半期は3〒  で す と 弔 2四 半期が2.7%、
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第3四 半期が1.8%と なっています。多 くの経済研究

所は、9月の米国へのテロ事件の影響もあり、今年の

経済成長率を2%土 と予想しています。

半導体価格の下落、米 ・日等の主要輸出先進国の景

気不振による輸出の伸び悩みなどから経常収支の黒字

幅は縮小しているものの、外貨準備高は依然高水準

(1,000億 ドル強)に あり、外的ショックに対す

る施弱性は克服したものと思われ、第二の通貨危機の

可能性は極めて低いといえます。

景気浮揚対策として、韓国政府は、補正予算、公共

事業、規制緩和等々対策を打ち出しており、来年末の

大統領選挙を控え、内政上の要請から、雇用改善、景

気回復に向け、各種経済面での追加保護措置がとられ

る可能性もあります。

貿易がGNPに 占める割合は、51.9%と 高 く、そ

の限りでは米、日を含む諸外国の景気の早期回復が期

待されますが、世界景気の回復は、早 くて来年後半以

降との見方が強 くなってきています。

日韓パートナーシップについても触れたいと思いますこ

日韓共同宣言には、二国間の事柄だけではなく田際的

な分野での協力など、様々な分野での協力が含まれて

います。例えば、WTOの 新ラウンドでも、自由貿易

体制に大いに依存し、農業問題をかかえる両国は、協

調関係にあります。もちろん具体的な議論はこれから

ですので、今後とも充分な連携をとっていく必要があ

るかと思います。

確かに、日本と韓国は海外市場を巡つては競含関係

になることも多々あります。しかし、WTOに 加盟す

る中国の存在を念頭においた上で、経済のグローバル

化時代において、日韓両国はどのような協力をしてい

くのかを考える必要があります。そのためには、政府

間または財界間で、短期的な利益の追求ではなく、5年 、

10年くあるいは20年先を見越した協議を行うべきだ

と考えています。

つぎに、日韓の貿易関係に移らせていただきます。

日韓貿易は1949年 から開始され、以後、継続的に増

加して、2000年 には522億 ドタレの規模になりました。

構成品目は、一次産品から電子機器へとシフトしてい

ます。韓国は日本から輸入した中間財部品や精密機械

類を用いて生産 ・輸出するという経済構造になってい

ます。つまり輸出の増加は、必然的に日本からの輸入

の増加を導 くことになります。それゆえ、日韓の貿易

不均衡の問題はなかなか無 くならない。じつは、これ

が大きな問題になつているわけです。

輸入多角化制度というものがあり、この制度の存在

ゆえ、なかなか輸出できない品目がありました。しか

し輸入多角化制度は、 IMF管 理とOECDへ の加盟

によつて、1999年 にすべて撤廃されました。これに

伴い、輸出の障害となつていた規制が改善されたので、

日本からの輸入は、さらに増加いたしました。

構造的な日韓の貿易不均衡を解決するためには、中

間財や部品 ・精密機械などを日本から輸入するのでは

なく、韓国で生産する方法が考えられます。今年の

11月、産業資源部の長官は、ソウルの企業f卓4とツ→

ルジャパンクラブと懇談された時に  奪 :■二孝申宅

城を作るので進出して致ユ ・ と,ヤ iti・
‐
イ こド

います〔ただ ::と 生喪。子Ⅲt= キ "章 護 ,rt崎

つて ・ヽるゴうで そ れほど積登=.二、=す〒i,て 4 tt'

が寝枝かと島ibますi

つぎに、日韓う投資爵年を主て1・きたと,==.士 f

日本の韓国に対する直接投資tよ、大きな安靖偏を持″,

ています。 1998年 は減少 しましたが、1999年 tよ

17.5億 ドルと韓国への絡投資額の11%強 となつてい

ます。2000年 は、投資の自由化ですとか、日本企業

と韓国企業の戦略的提携が始まって、24.5億 ドルと

全体の15。6%を 記録しています。この背景には、旭

硝子や新日鐵化学などによる韓国企業との合併もあり

ます。2001年 の対韓投資は、日本経済が厳しい状況

下にあるため、非常に少なく、1～10月で6.4億 ドル

強ですのでくかなり減少すると思います。逆に韓国か

らの投資は、韓国の総対外直接投資の2%前 後で推移

しています。日本にとつて、韓国による投資は諸外国

からの投資の0.2%程度と、そのプレゼンスはかなり

小さいものです。

現在、投資に関しましては、韓国政府と投資協定の

交渉をしてお ります。この日韓投資協定は、じつは
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2000年 の末までに締結しようと協議されていましたが、

越年いたしました。2001年 も年内には含意しようと

交渉しています。論点が絞られてきていますので、予

定では12月 の中旬になろうかと思います。日韓投資

協定の締結は投資環境を整備する法的枠組で、従来の

投資協定が、投資後の保護を中心にしていたのに対し、

今回の投資協定は、投資する段階での内国民待遇また

は最恵国待遇を保証している画期的なものです。また

1998年 以降、毎年、 「官民含同投資促進協議会」力S

交互に開かれております。2001年 は12月中旬に東京

で4回 目の会議が開かれ、韓国からは産業資源部の長

官や経済人が40名 ほど、訪日されます。その場で も

投資を巡つた問題について、活発な議論がなされ、政

策に反映されると思われます。

IT分 野の協力ですが、これも1998年の 「行動計画」

にその必要性が記されてお ります。2000年 9月 の日

韓首脳会談におきましても、議論の中心となり、 「日

韓 IT協 カイニシアティブ」おS提起されています。こ

のイニシアティブにおいて、8分 野での協力が含意さ

れました。その 1つ である人材交流の促進に向けた協

力では、情報処理技能者資格の相互認証について近々

含意予定です。相互認証によって、手続きが簡素化され、

多くの方の往来が容易にあります。これが実施されま

すと、韓国の IT技 術者が日本で活躍する場がでてく

ることが期待されます。もう 1つ の具体的な事例は、

釜山と福岡を結びます ITコ リドーです。2002年 3

月の開通予定で、工事が進められています。このプロ

ジェク トには、九州電力、日本テレコム、NTTコ ミ

ュニケーションズなどが参加していますが、来年のワ

ール ドカップに際してブロー ドバンドで、多 くの情報

交流が行われることになると思われます。

つぎは、漁業問題です。国際的な法的枠組み、すな

わち国連海洋法条約がで き、日本、韓国、中国は

1996年 にこの基本条約の加盟国になりました。それ

までは、沿岸国ではなく、漁船の登録されている旗国

が管轄権を行使していましたが、国連海洋法条約の秩

序の下では、200海 里の経済水域では沿岸国が主権的

権利をもつて管轄権を行使することになり、1965年

に締結した日韓の漁業協定を変える必要がでてきました。

そのため1999年 に、新 しい 日韓漁業協定がで きたわ

けです。日韓新漁業協定には3年 間の有効期限があ り

ますので、2002年 の 1月22日には効力が消えます。

しかし、自動延長という手続きになっていますので、

一方が破棄しない限り継続します。もし破棄された場

合には6ヵ 月後に失効する規定になつていますが、両

国とも協力協定の必要性を充分理解していますので、

失効するような状況にはならないと思います。しかし、

現在、サンマ漁を巡る問題で、漁業関係は悪化してい

まして、来年の操業条件を決める為の協議をまとめて

いるところであります。

最後に、今後の展望についてお話したいと思います。

第 1に、中国との関係をどうしていくか、第2に 、日

韓の自由貿易協定の枠組みを作るにはどうしたらいい

のか、第3に 、産業協力の分野でどういうことができ

るのか、3つ の問題があると思います。

これらの問題に取り組むにあたって、私が強調した

いことは、経済のグローバル化が進む中、日韓両国の

経済関係及び産業協力を考える際には、単に二国間関

係でとらえるのではなく、世界的視野にたって検討す

る必要があるということです。その上で、両国がどの

ような形で協力と連携が可能なのか、という視点を持

たねばならないことです。先ほど紹介しました日韓韓

日経済人会議では、中国は大きな市場としてのみならず、

競争相手として、プレゼンスを増してくるとの前提に

立ち、日韓の協力関係の構築に向けて真剣に議論して

おります。

韓国は、最近では日本を上回るような輸出を中国に

しています。対中貿易において、韓国は貿易黒字とな

っていますので、韓国は中国側から貿易不均衡の是正

を要求されています。常日頃、私たちは、韓国政府に

対して、2国 間の貿易不均衡は、バイではなく、マル

チで考えるべきだとの説明をしております。じつは、

韓国政府は同じ説明を中国政府にしています。韓国政

府の方からは、日本政府の説明をいつも利用させても

らっていますと、言われています。ところで、日本は

中国に対して貿易赤字であり、日。中 ・韓3国 間の貿
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易収支関係は、額の問題は別にして、ある意味で 「均衡」

しているわけです。私は、貿易不均衡問題は、全体で

うまく回るか否かが問題だと思っています。

また、投資に関しては、近年、日本企業だけでなく

韓国企業も電子機器を中心に中国に進出しています。

かなり労賃が安いため進出が進むのは仕方ないにしても、

短期的な利益を追いかけていますと、競含関係に入り

込んで相打ちになってします。そこは産業間協力が、

個別産業ごとに違いますが、進められているようです。

それから、日韓として中国をどう捉えるのか。東アジ

アにおける経済圏の形成も含めまして、考えなければ

いけない時期だと思います。その際には、責任逃れを

するつもりはありませんが、政府は環境の整備はでき

ますが、個々の事業に干渉する立場にはないものです

から、そこはまさに産業間での率直な利害が関係します。

それゆえ、個別に議論を進め、できる分野から協力を

進めていくと、いくつかの業界では、このような動き

があると問いています。

第2の 自由貿易協定の問題ですが、日本は従来、自

由貿易協定については少し慎重でありました。多角的

貿易体制というWTOの ルールを中心にするべきであ

って、地域ブロックを形成するのは問題ではないかと

の慎重論があつたからであります。ただ、現実をみま

すと、既に120近 くの自由貿易協定が存在し、いま主

要国で協定を結んでいないのは、日本、韓国、そして

中国です。その中国も、10年後には、ASEANと

自由貿易協定を締結する動きが出ていますし、韓国も

チリとの間で交渉中です。

このような現実を踏まえまして、WTO協 定との整

含性が保たれれば、自由貿易協定を締結しても良いの

ではないかという立場に立っています。現在、シンガ

ポールとの間で経済連携協定を締結する予定であります。

あとはメキシコとの関係です。メキシコはNAFTA

の一員ですから、メキシコとFTAが 結ばれれば、

NAFTAの 市場にも参入できますので、民間ではメ

キシヨを重要視していまして、官民での研究が進めら

れています。韓国との自由貿易協定に関しましては、

2000年 9月 の首脳会談で 「日韓ビジネスフォーラム」

を作ろうということで、両国の経済界の代表が検討し、

2002年 1月 に第2回 の含同会議があつて、春までに

は政府に対して提言する報告書を提出する運びになっ

ています。その報告書を頂いて、政府としては、動く

ということになると思います。

私は、基本的には、日韓の自由貿易協定の締結は正

しい方向だと思つています。ただし、関税率の問題に

限定するだけではなく、シンガポールとの間でやつて

いるように、相互認証、規格統一、規制の緩和、手続

の簡素化、さらにはIT分 野の協力など、広範囲にお

よぶ法的枠組みをつくつていくのが妥当ではないかと

考えております。もちろん、日韓ビジネスフォーラム

からの提言を踏まえたうえで進めていくことになるわ

けでから、いまから私があまり勝手なことを言つては

いけないのかもしれませんが、個人的にはそう思つて

おります。

最後に、3番 目の日韓の産業協力問題ですが、現在

既に、自動車、鉄鋼、電気 ・電子、精密機器などの分

野で技術提携や共同開発、部品の供給といつた協力が

行われています。今後の協力可能分野について、日韓

両国産業界の方の意見を参考にすれば、中国への取り

組みを念頭におきつつ、たとえば、電気 ・通信の研究

開発協力や先進国型水平分業の推進や、精密機器など

について、中国など第3国での生産 ・販売の面での協

力も考えられます。九州との関係で触れておきたいのが、

「九州 ・韓国の経済交流会議」の存在であります。こ

の会議は平成5年 11月から始まつています。先日は、

韓国と九州のベンチャー企業交流促進のための調査を

目的として、韓国に訪問団がこられています。韓国の

ベンチャー企業協会との議論して、具体的なプランも

できあがつていると問いております。このように、企

業間または業種間で議論を進め、ますます大きく発展

させるということが、これからも非常に大切なことと

思われます。大使館で日韓の関係を担当している者と

しましても、このような動きは非常にありがたいと思

つております。
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