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授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、「ベラ・バラッサの地域統合論」など地域経済統合に関する理論を共有した上で、欧州、北米・南米、アジア・環太平

洋地域で展開される地域経済統合、環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）に象徴される大規模な自由貿易協定について、その

背景とともに主要な論点を学習する。これにより、履修者の国際経済、国際貿易、開発経済、地域経済統合や経済グローバル化

に関する理解を深めることを目標とする。  

 

In this lecture theories regarding regional economic integration, such as the Theory of Economic Integration of Bela Balassa, will 

be shared and students will learn the background and main issues regarding the regional economic integration that has occurred 

in Europe, North America and South America, and the Asia-Pacific region as well as large free trade agreements such as that 

symbolized by the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP). The objective of this study is to deepen the 

students’ understanding of international economics, international trade, development economics, regional economic integration, 

and economic globalization.  

 

授業の内容（Course Contents） 

1995 年の世界貿易機関（WTO）の設立以降、全世界で貿易自由化への取組みが進められている。一方、それを先取りする形

で、特定国・地域間で自由貿易協定(FTA）を結び、国家間や域内貿易を自由化する動きが顕在化している。この地域経済統合は

1980 年代に始まり 1990 年代に加速した。本講義では、欧州（ＥＵ）、北米（NAFTA）、南米（南米共同市場）、アジア・環太平洋

（AFTA、ANZCER）地域において展開される主要な地域経済統合、最近発効された新型の地域経済統合（TPP、RCEP 等）の背

景・経緯、内容、効果、現状と展望を、詳細な統計資料を通じて検討する。    

 

Activities to achieve free trade have progressed around the world since the establishment of the World Trade Organization 

(WTO) in 1995. It has become apparent, however, that prior to this there were moves to liberalize trade between nations and 

within specific regions using free trade agreements (FTA) between nations or within regions. This regional economic integration 

began in the 1980’s and accelerated in the 1990’s. This lecture uses detailed statistical materials to consider the background, 

history, contents, effects, current state, and prospects of the major regional economic integration that has been deployed in 

Europe (EU), North America (NAFTA), South America (Common Market of the South), and the Asia-Pacific Region (AFTA, 

ANZCER).    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要、ベラ・バラッサの地域統合論について    

2. 欧州地域の経済統合：EU（1） 関税同盟・シェンゲン協定   

3. 欧州地域の経済統合：EU（2） 産業・経済・農業政策   

4. 欧州地域の経済統合：EU（3） 通貨統合とその問題点   

5. 北米地域の経済統合：NAFTA（1） 概要とメキシコ経済への影響   

6. 北米地域の経済統合：NAFTA（2） カナダ農業への影響（ケーススタディ）   

7. アジア地域の経済統合：ASEAN/AEC（1） 概要と歴史   

8. アジア地域の経済統合：ASEAN/AEC（2） AEC の展望   

9. 南米地域の経済統合：南米共同市場   

10. 環太平洋戦略的経済連携協定（TPP） （1） 概要と影響   

11. 環太平洋戦略的経済連携協定（TPP） （2） 特に医療保険制度における影響、地域経済統合論としての TPP の意義   

12. 東アジアの大規模経済統合 RCEP の可能性と問題点   

13. 地域統合と地域主義   

14. わが国経済と地域経済統合の展望   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。    

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内レポート(10%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 



テキスト（Textbooks） 

1. 上田隆子・中村民雄ほか 、2010、『地域統合とグローバル秩序』、信山社 

2. 田中素香・岩田健治ほか、2016、『現代ヨーロッパ経済第 5 版』、有斐閣アルマ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


