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産業構造審議会通商政策部会（第 11回） 議事録

日 時：平成 22年 5 月 19 日（水曜日） 15:30～17:30

場 所：経済産業省本館 17階西 7第 1特別会議室

出席委員：渡辺部会長、石黒委員、宇田川委員、加藤委員、小泉委員、古城委員、

小寺委員、齋藤委員、仙田委員、田中（俊）委員、浜口委員、林委員、

三村委員、宮原委員、依田委員

議 題：

１．報告事項

１． ＥＰＡの取り組みについて

２． ＷＴＯドーハ・ラウンドについて

２．自由討議

１． ２０１０年版通商白書について

２． ２０１０年日本ＡＰＥＣについて

議事内容：

（委員）

・ＡＰＥＣだけでなく、ＯＥＣＤやＧ８、Ｇ２０等、様々な会合が目白押しになっている。

日本の存在感を発揮し、世界に対するメッセージを発信する大きなチャンスだと思う。

・国際社会においては、倫理観を持った企業活動が求められており、とりわけＩＬＯの中核

的労働基準について、貿易やサービスの協定の中に遵守義務をどう盛り込むかという点が

極めて重要である。

・昨年のＧ２０ピッツバーグサミットでは、「今回の危機が国際的に認知された労働基準を無

視し、または弱める口実にはならない」と合意している。特に米国は、前政権の時代より

交渉を締結するすべての貿易協定に中核的労働基準の遵守義務を盛り込むこととしている。

・強固で持続可能かつ均衡ある成長の土台を構築するには、質の高い仕事が中心になる必要

がある。そうした中で、日本企業が貢献し、国際的に評価され、社会的地位を向上させて

いくべきである。日本においても、各種協定を締結する際には中核的労働基準を盛り込む

ようにしてほしい。

・通商白書について、アジアの富裕層に対する高機能、高品質な日本製品に対する需要も急

速に拡大すると思うので、引き続きハイレベルなものづくりは重要である。

・「ことづくり」について、例えば現在、パリで行われている自転車タイムシェアリングを「環

境にやさしい車」まで発展させようとするダイムラー社の取り組み[Car2Go]があるが、こ
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ういった形で社会インフラ関連の新しい潜在需要発掘を官民一体で業種横断的に行うとい

うことも考えられるのではないか。実際にそれを適用するのは、これからインフラをつく

っていく新興国の方が展開しやすいので、そういうこと（システム）を日本から提案して

いくという方法もあるのではないか。

・外国企業の誘致に対するインセンティブの低さを改めて認識した。すべての投資案件に対

して一律に優遇するということではなく、例えば、新成長戦略の重点分野と呼応するよう

な事業領域や、先端的な研究技術開発拠点の設置に対しての優遇税制、それに呼応して派

遣される外国人の研究者、技術者等、個人の所得に関する税制の優遇など、ある程度重点

化していく必要があるのではないか。

・資源国との関係強化は、マルチの観点もあるのではないか。Ａの国と取り組むことにより、

Ｂの国を牽制するという方法もあるのではないかと思う。例えば、日本の政官トップは必

ずしも頻繁にコンタクトしていないが、ブラジルは、今後、中国に対する資源・食糧のメ

インサプライヤーになるという立場から、日本にとっても外交戦略的に重要な地位を占め

るのではないか。こういったことを総合的に考えていただいて、官民トップの外交の場、

またはＥＰＡ／ＦＴＡ交渉の基本戦略にも入れてほしい。

・ボゴール目標の評価について、重点的・客観的な検証可能性が非常に重要だと思う。今回

の評価や１０年後のいわゆる途上国評価についても、より客観的な尺度で、かつ検証可能

な方法で評価が行われることについて合意がなされることを期待する。

・ＡＰＥＣの成長戦略について、特に Sustainable Growth と Innovative Growth が当面非常

に重要だと思う。例えば、温室効果ガス排出量の絶対値を基準とした応分負担により、原

資を募って共通の基金をつくり、各国が参加する共通の共同研究等を支援し、出てきた成

果をみんなで使うような枠組を日本から提案することはできないか。米国が入っているこ

とがＡＰＥＣの最大の強みであり、世界の技術を主導する日本と米国がお互いに手を組み、

イニシアティブを取って進めることができれば大きな成果が出ると思う。

・今までのＥＰＡの取り組み状況を見てみると、つくりやすいところからつくったという印

象。だんだん広がってきているものの、まだ肝心なところとは詰めが終わっていない。ま

ず韓国とのＥＰＡを進めるべき。

・日ＥＵ首脳会議の共同声明を見ても、ハイレベルで総合的な協議をしようという玉虫色の

ものである。解釈によっては何でもできるといっているが、本当に日ＥＵのＥＩＡに向け

て具体的な議論ができるのか。日本だけが取り残されている印象を持つ。バイだけでなく、

マルチでＡＰＥＣ、ＴＰＰ等のオプションはあると思うが、重層的に様々なものを組み合

せながら、日本にとって何が一番いいのかを考えていく必要がある。

・従来、どうも日本の立地、つまり企業を呼び込むという観点で通商政策をつくるという発

想が弱かったように思う。租税条約、投資協定、ＥＰＡ等は全て企業の対外進出を助ける
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と同時に、日本の企業立地の魅力を高める。企業立地の価値を高めていかないと日本はじ

り貧になる。日本の企業拠点としての価値を高めるという点をもう少し表に出していただ

きたい。

・ＥＰＡについて、政府の中でもＥＰＡを推進していこうという声はあがっているが足下を

見ると非常におぼつかない感じがする。実際に動いているのはほとんどなく、インドが近々

結ばれるが、インドが結ばれた後一体どうするのか。

・ＥＰＡの対象として、アフリカや新興国の代表である中国、ブラジル等と本格的に向き合

っていかなければならない。

・ＥＰＡは、日本が積極的に動かないと全く進んでいかない。ＥＰＡを進めていく日本の中

の政策決定のメカニズムができてない。その結果、結局農業問題がネックになって動かな

い。いつも総論は推進だが各論で動かない。もう少し具体論が進むような仕組みを考えて

ほしい。

・ＡＰＥＣは非常に強力に進めていただいているが、人間の安全保障に関する最大の問題は

紛争対応と貧困対策。ぜひ盛り込んでいただきたい。

・通商政策について、関係閣僚の間でＥＰＡ／ＦＴＡの推進について合意ができたという力

強い話があったが、総論だけでなく、どの辺までの認識で合意ができたのか。特に農水省

や厚労省の担当している分野についてはなかなか難しい問題があると思う。

・海外からの投資リターンがかなり増えてきたというような数字も出てこのこと自体はポジ

ティブなことだが、このことはすなわち、数年前に騒がれた国内空洞化というものがまた

新しい、大きな波となり、幅広い産業において現実化してくるということだろう。その結

果生じる雇用面の問題をどのくらい意識して通商政策が議論されているか懸念される。

・相手に開放を要求するだけでなく、日本も大きく開放していかなければならないが、日本

の生産性が相対的に遅れている中小企業や農業の分野での開放というものについて、どう

いうコンセンサスを作っていくのか。しっかりとスタンスを固めていただきたい。

・来るべき横浜でのＡＰＥＣにおいては、貿易・投資の自由化についてはなかなか確たる進

展が見込めない中、合意しやすい具体的な分野から合意することも１つの方策ではないか。

例えば加盟国が実利を得やすい例として、工業規格の統一や、情報インフラ、環境分野な

どが想定される。今、様々な市場で通信インフラや環境規制の規格がばらばらな状況であ

るため、世界の工場であるとともに世界の成長市場であるアジアにおいて、そのデ・ファ

クトをつくっていくことが加盟する先進国、新興国双方にとってメリットがあるのではな

いか。

・人間の安全保障について、国際的な備蓄機能の補完的役割として、アジアにおいても石油
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備蓄の問題における協力体制の強化が必要なのではないか。また、食糧の分野においても

ほとんど備蓄ができてない。こういった具体的なテーマについて大きく進めるということ

が、日本ＡＰＥＣの１つの成果になっていくのではないか。

・ＥＰＡの進展状況はほとんど変わってない。韓国は熱心にやっているが、相対的に日本の

地位がどんどん低下している。現在、海外への移転を考えている会社の方が多く、雇用に

ついても、日本よりも海外での雇用を増やしているところもある。こういった危機意識が

あるにもかかわらず、その１つの要素であるＥＰＡが全く進んでない。ぜひとも危機意識

を共有していただきたい。

・中国の影響について、中国が発展することによってマーケットが拡大するのはプラスの点

だが、ややマイナスの点もある。中国独禁法に基づく企業結合審査(外国企業について)や

中国国営・国有企業の資金による海外投資や営業活動などに関し、今までの独禁法や補助

金協定の概念では律しきれないような新しい動きがある。こういうものについて協議して

いただかないと公平な競争ができない。

・知財という形でくくられた場合、通商政策としてコンテンツ産業振興策案の話が出てこな

い。知財というと、特許権等産業財産権の創造、保護という面が非常に強く出てくるため、

一般的にそれが知財政策だと受け取られてしまうことに危機感を持っている。

・小泉総理のときにＡＣＴＡという条約をつくろうと提案されているので、何とかＡＰＥＣ

等の多国間の中で作りあげてほしい。

・経済産業省のコンテンツについての取り組みの中で、アジア・コンテンツ・サミットとい

うアジア諸国とのサミットの開催や、アジア・コンテンツ共同体のようなものをつくろう

としているが、この辺はきちんと進めていただきたい。コンテンツという言葉をどこかに

入れてほしい。

・ＥＰＡ／ＦＴＡについて、今の日本の最大の問題は、日本が工業製品の関税では裸になっ

ていて、かつ農業という守るものがあるというところで、なかなか思うようにいかない。

どの程度覚悟があるのかということは、具体的に詰めていかないといけない。そのテスト

ケースとして、まず豪州とのＥＰＡを進める必要があるのではないか。具体的にどこまで

可能かを詰めた上で他の国々との話を始めると、ＥＰＡの展開が現実に動いていく可能性

があるのではないか。

・ＡＰＥＣについて、大きなスケールのＦＴＡをやろうといってもそう簡単にはいかないの

で、前進させるためには重点分野で具体的に詰めていかなければならない。例えば環境物

品サービス分野での貿易投資の自由化というのは、比較的受け入れやすい世界ではないか。

また、通関手続の円滑化も、ハード・インフラの整備より実態的な効果は大きいという議

論もある。そういった具体的に可能な分野を一つ一つ積み上げていって合意していかない

と、常に総論に終わってしまうのではないかという危惧がある。
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・物流について、現在、他国の船会社は日本に来たがらない。港の料金等様々なコストが高

いということもあるが、最大の理由は荷物が成長していないことである。日本の揚げ積み

のコンテナ数も減っている。やはり、日本企業の国際競争力がどんどん低下しているので

はないか。そのために有効な政策がちゃんと打たれているのか。世界一高い法人税、様々

な規制、為替の問題もあり、その辺をトータルした国際競争力を高めるのが通商の大もと

だと思う。通商白書の中には国際競争力という言葉がないので盛り込んでいただきたい。

・素材産業は、マーケットがシュリンクしていく日本を相手に商売ができないので、やはり

新興国、特にアジアを中心に物を売っていくことで成長せざるを得ない。アジアで物を売

っていく場合、今までは国内で物をつくってアジアに輸出していくことに軸足を置いてい

たが、為替、法人税、環境税等の問題のため、国際競争力を失って、どんどん外に出て行

かざるを得なくなっている。

・ＥＰＡ／ＦＴＡの締結数がかなり少ない。こういった制度的な交渉で、ある程度の数が増

えていかないと、ＥＰＡ／ＦＴＡに対して声をあげる企業も少なくなり、海外へ出ていく

動きが加速化する。そうなると、ＥＰＡを強力に推進した方がいいと支持する人たちが少

なくなっていき、ＥＰＡ締結への国内的なインセンティブが下がっていくことになるので

はないかと危惧している。

・中国などがこのようにＥＰＡを数多く結んでくると、数自体が非常に政治的な意味を持っ

てくる。特にＦＴＡ政策は、米国を筆頭にかなり政治的に使われている部分が多い。国内

でＥＰＡをどのように使っていくかということを、通商政策に限らず、今後の日本の経済

的な課題として取り組んでいく必要があるのではないか。

・ＡＰＥＣにおける人間の安全保障について、日米協力の文脈からも位置づけてほしい。日

米関係の新たな時代をどのように築いていくかということは、現在大きな課題になってい

る。国際公共財の供給に対してどのように日米が協力していけるか、また、二国間だけの

問題でなく、ＡＰＥＣ地域での公共財のあり方について、日米の協力ができると思う。そ

ういう観点から、人間の安全保障についてもう少し詰めて、今年開催の日本から来年開催

の米国につなげる課題としてクローズアップしていただきたい。

・通商白書に書かれている資源国との重層的な関係強化の意味するところは、資源の安定確

保であり、主に石油について書かれていると思う。昨今非常に注目されているレアメタル

やベースメタルの賦存量は大きいが、経済的な可採鉱量は少なくなってきており、資源争

奪戦激化が世の中の大きな動きとなっている。その結果、やはり資源国が強くなっており、

資源を持たないと日本から非鉄金属企業がいなくなってしまう。日本の探鉱技術は相当レ

ベルが高いので、資源確保の見地からそれに対する後押しをしていただきたい。

・日本のテレコムのようなネットワークは、世界中どこにもない。広くアジアに広げていっ

て、お互いに高め合うことは、まさにＡＰＥＣの精神の中で実現できることではないか。
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・日ＥＵ経済統合協定は、本来、通常のＥＰＡ／ＦＴＡではなく、当初は災害協力等、文化

的な面を含めて、ＥＵと一緒になって Economic Integration というものを経済にとどま

らず広げていこうという企画だった。ところがＥＵの家電等の関税下げることに目がいっ

てしまい、話がうまくいかなくなっている。

・様々な国との協定を進めていく上で、ソフトウェアの知的所有権という問題を一つの項目

として入れてほしい。

・中国との関係について、これからのマーケットを考えると、お互いに行き来する関係にな

るので、やはり日中韓のＦＴＡは強力に進めてほしい。

（事務局）

・国際的な労働慣行の問題について、米国がＥＰＡを結ぶ際に、ハイレベルなものにすると

いうことの１つの要素として、中核的な労働基準を含めるという動きになっている。こう

いうことがだんだん世界の潮流になっていくと思う。残念ながらまだ日本のＥＰＡには労

働の基準についてそれほど詳しく書いていないが、人の移動の話や、社会保障協定に関す

る話など、最近のＥＰＡ交渉の中では関税以外の話に広まってきている。労働基準や雇用

の問題は、やはりこれから一番大事な政策課題になっていくと思うので、通商協定の面で

も応えられるような体制を整えていきたい。

・ＥＰＡについてはいろいろ御指摘をいただいた。シンガポールに始まり、結びやすいとこ

ろから結んでいってアジアは大体結んだが、いよいよ中国、韓国、豪州、将来的には米国

やＥＵもあるが、難しいところに来ている。ある意味でＥＰＡの第二段階に入ってきてい

ると思う。

・現在、ペルーやインドと交渉しているが、ペルーと交渉していると、コロンビアからぜひ

日本とやろうとなったり、インドとまとまりそうになると、パキスタンからぜひ日本とや

ろうとなったり、経済関係だけでなく政治的にもＥＰＡというのは非常に意味があると感

じている。今、モンゴルが、ＥＰＡを一から学びたい、そして日本と最初に結びたいとい

うことで一生懸命勉強しているので、これも支援していきたい。

・これからのＥＰＡの課題は、国内のセンシティブな産業をどうしていくのかということ。

経済産業省がＥＰＡをどんどん進めると、経済産業省が関係する業界のメリットがあるか

ら進めているのではないか、そのために関係する産業が被害を受けたらどうするのか、と

いうような短期的な議論になってしまってはよくない。

・本年１月以降、ＥＰＡについて閣僚間で議論をする会議が８回開かれている。最初はＥＰ

Ａを担当している外務、財務、経産、農水だけだったが、国家戦略局担当大臣の総合調整

のもと、昨日の会議では総務大臣、国交大臣、厚労大臣も参加された。役所同士、あるい
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は大臣同士の調整だけでは乗り越えられない問題も、内閣全体としての方向性を決める仕

組みが出来上がりつつある。

・韓国とＥＵのＦＴＡについて、韓国は関税を下げるだけでなく、非関税の分野でヨーロッ

パが採用している様々な国際標準をそのまま採用するという、大きな決断をしている。日

本がそこまでいけるのかどうか、そう簡単ではないと思うが、少なくとも内閣全体として

この問題に取り組む体制が出来つつあるので、何とか前に進めていきたい。

・日中韓のＦＴＡがやっと共同研究に入った。韓国は中国と交渉を開始したいと言い始めて

いるし、台湾と中国本土のＥＣＦＡというＥＰＡが出来つつあり、台湾は日本ともやりた

いと言っている。今まさにＥＰＡ競争の時代だと思う。

・通商白書の先にある日本全体の課題について、我々が通商政策を考えるときに、日本の企

業がより活動しやすい、あるいは海外から来やすくする、という部分はどうしても２番目、

３番目になる傾向があったと思う。雇用は厚労省、産業は経産省ではないかというような

縦割りの感じがあり、報告書等に「雇用を確保する」という言い方をすることは少なかっ

たが、今度の白書の中では、今までになく雇用という言葉を使っているし、産業競争力部

会の報告の中でも、日本がこれから何でかせぎ、何で雇用していくのかということが問題

意識のタイトルになっている。この視点をもっと前面に立てていくように努力したい。

・鉱物資源についてもＪＯＧＭＥＣ法の改正等、いろんなことをやっている。探鉱分野の後

押しもしていきたい。

・コンテンツについては、通商政策においてももう少し盛り返すようにしたい。

・中国の制度について、補助金協定などで規定できない問題が起こり始めている。こういっ

た問題について、今月末にあるＯＥＣＤの閣僚会議等の場を通じて、ＯＥＣＤ諸国のルー

ルをどのように広げていくのかということもやっていかなければいけない。独禁法の問題

については議論する最適な場がないので、二国間だけでやるのか、それともマルチの場を

つくっていくのか考えていく時代になっていると思う。いろんなチャンスをとらえて仕組

みをつくっていくようにしたい。

・テレコミュニケーション、情報通信については、総務省と経産省でタッグを組んで一緒に

やっている。例えば、地デジの方式を南米に広げていくことについては総務省と経産省が

一緒に取り組んでいる。日本の最先端の技術力をこれからどのように活かしていくのか、

知恵を絞っていきたい。

・ボゴール目標の評価について、いろいろな国際機関からもデータをもらい、我々としても

調べた上で、客観的にしっかり信用されるような評価をしたいと思い、努力している。

・ＣＯＰの交渉の裏付けになるような共通の基金で、排出量に応じた基金をつくって共同研
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究をするというアイデアについて、ＡＰＥＣがどういう貢献ができるかよく考えながら、

ＡＰＥＣ域内で何か模範になるようなことができるのであれば、ぜひ取り組みたい。共同

研究については、国際的な共同研究の難しさというのがあるのでよく考えなければいけな

い。

・人間の安全保障について、今のところは、経済的な側面とどの程度リンクした形で解決で

きる問題なのか、影響する問題なのかという観点から題材を選んでいるというのが実態。

・紛争対応、貧困対策について、特に紛争対応は経済的な側面からアプローチするのは難し

いところがあるので、すぐにこれを題材にするのは難しい。貧困対策については、ＡＰＥ

Ｃの中では対等な関係の中でお互いにいいところを学び合って貧困をなくしていくという

文脈は取り入れていくし、今回は成長戦略の中で Inclusive Growth というのをあまねく広

がる成長というところで扱いたいと思っている。

・人間の安全保障の観点をどこまでこのＡＰＥＣで扱うかということについては、ほかの経

済アジェンダとの関係で、米国を含め慎重なところもあるので、合意ができるかどうかを

よく考えながら対応したい。

・共通規格について、ＡＰＥＣの中にはＩＳＯ等に合っていない国も多々あるので、そうい

うところに一定の重要な分野を合わせていくという観点からこれまで活動してきた。これ

から先、非常に優勢なヨーロッパに対抗して何かしようという観点もなくはないが、まだ

議論は始まったばかりのところである。

・環境物品・サービス等の重点分野への取組について、例に出された環境物品サービスは、

今、ＷＴＯでも交渉が行われており、全体としては関税を下げたいと思っているわけだが、

そのときにどの範囲を環境物品サービスと呼ぶかについていろんな対立があり、なかなか

まとまらない。ＡＰＥＣではまず各国がどういった環境物品サービスを認定しているか、

そういう扱い方をよく調べ、その次にどういうハーモナイゼーションができるか検討して

いくということを考えている。

・通関手続についても非常に重要。サプライチェーン・コネクティビティというのが今年の

焦点になっており、税関文書・手続の負担に対してどういう対応をしたらいいかさらに考

えることになっている。

・ＡＣＴＡ（模倣品・海賊版拡散防止条約）の構想の現状について、交渉関係者の間では２

０１０年中妥結を目標に鋭意交渉中だが、前回４月の会合でかなり進展があり、とにかく

統合的なテキストを公開するところまで議論の整理が進んだ。次回は６月末、スイスで開

催を予定している。今は米国も大変熱心にやっている。

・日本とＥＵの関係について、日欧はむしろ戦略的なパートナーになるべきだし、そのため

にいろんな取り組みをすべきである。そのために必要なのは、産業間の協力をさらに進め
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ていくことと、欧州から見た日本が、ビジネス上、非常に魅力のある場所だということに

ついて具体的なメリットを可視化していくこと。これらを通じて、日本と欧州が日欧を越

えて世界に出ていくためのストラテジックなパートナーシップをどうやってつくりあげて

いくのか、それを議論していく契機になるのが日本とＥＵのＥＩＡであり、そういう思い

で取り組んでいくべきではないか、というような議論をしている。

問い合わせ先：

経済産業省通商政策局通商政策課

電話：03-3501-1654

FAX：03-3501-2081


