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産業構造審議会通商政策部会（第１７回）議事録 

 

日時：平成25年4月18日（木曜日） 17：15～19：15 

場所：経済産業省本館17階西3国際会議室 

出席委員：渡辺部会長、生駒委員、石黒委員、石毛委員、宇田川委員、梅田委員、加藤委員、

小泉委員、白石委員、田中俊郎委員、中鉢委員（代理：鹿野氏）、中原委員、野

間委員、浜口委員、本間委員、三村委員（代理：佐久間氏）、宮原委員 

議題：新興国への戦略的な取組について、通商政策をめぐる動きについて 

 

議事内容： 

○茂木経済産業大臣   

本日は、主に日本の国際展開戦略、中でも新興国戦略について議論させていただきたい。 

安倍政権が発足して、３ヵ月半が経ち、株価はこの数ヵ月で５割上昇、大きな回復を見

せている。過剰な円高も是正されつつあり、日本経済に明るい兆しが確実に見えてきた。 

国民が安倍政権に期待することは、まさに経済の再生、景気の回復。「大胆な金融緩和」、

「機動的な財政運営」、「民間投資を喚起する成長戦略」、この３本の矢で日本経済の再生

に取り組む。 

１本目の矢、「大胆な金融緩和」について。既に１月に、政府と日銀の間で物価安定の

目標の共有をし、日本銀行の黒田新総裁の下で、これまでと次元の異なる大胆な金融緩和

を進めており、１本目の矢は射程圏内に入ったと思っている。 

２本目の矢、「機動的な財政運営」について。平成24年度の補正予算は10兆円を超える。

絶対に日本経済の底割れを起こさない。こういった補正予算も既に成立し、今週は平成25

年度の本予算も衆議院を通過した。切れ目のない対策をしっかりとり、経済の後押しをし

ていきたい。 

そこの中で一番大切になるのが、３本目の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」。

個人消費、さらには企業の投資、民間主導の景気回復をしっかりと成し遂げていく。 

現在、産業競争力会議でも、連日のように議論を進めているところであるが、主に３つ

の取組を、この成長戦略の中で行っていきたいと考えている。 

第１に、例えば、日本がこれから少子高齢化社会に直面する中で、健康長寿世界一を目

指していくということ。また、3.11以降の新しいエネルギー制約を乗り越える中で、新た
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な技術・事業を生み出し、日本経済の新たなフロンティアを見出していくということ。 

第２に、日本経済の新陳代謝を促進すること。恐らく日本は今、開廃業率は逆転したま

まであり、英米と比べると非常にまだ低い状況にある。開業率を中期的には10％近いとこ

ろまで持っていきたいと思っている。日本からグローバル企業、グローバルニッチも含め

て、そうした会社を生み出し、さらには企業の収益性を上げることによって、それが所得

に、そして消費に、また設備投資にとつながる、良い循環をつくっていきたい。 

 第３に、国際展開戦略。今日はこの国際展開戦略の在り方について、私の考えを若干お

話しした上で、委員の皆様から御意見を賜りたい。 

これからの日本の国際展開戦略は、大きな２つの柱があると考えている。第１の柱は、

国益の確保を前提として、経済連携交渉を積極的に進めること。ＴＰＰだけでなく、ＲＣ

ＥＰ、日中韓ＦＴＡ、日ＥＵ・ＥＰＡも含めて連携を多面的に進め、アジア・欧州・アメ

リカのすべてを取り込み、世界に経済連携の網を張る。すべて実現されれば、日本の貿易

相手の大部分との間で、経済連携協定を結ぶこととなる。 

 しかし、アジア太平洋地域を始めとする新興国と海外の成長を取り込んで、強い日本経

済をつくるためには、世界に経済連携の網を張るだけでは十分とは言えない。網を張った

上で実際に魚を捕るところまでたどり着かないと意味が無い。実際に新興国に食い込んで

ビジネス・事業にしていくということが必要。実際に魚を捕りビジネスにしていく、とい

うことが２つ目の柱になる。 

 新興国と言われる国々では、2020年までの間に中間層、富裕層が14億人にも増加すると

見込まれている。この成長のダイナミズムを取り込むことは、強い日本経済をつくり上げ

る上で必要不可欠。 

 しかし、アジア・中南米・アフリカなど、世界に広がる新興国は、国・地域によって経

済発展度合いや、我が国企業の進出状況、他国の企業との競合度合いなどの状況も異なる。

より精緻な情勢分析に基づいて、新興国それぞれの状況をきちんと理解した上で、新興国

戦略を一くくりにせずに、戦略的に取り組んでいくということが必要。 

今日は、新興国の戦略的な取組に焦点を当てて議論をしたい。 

いわゆる新興国は、世界に散らばっている。これまで、アジア・中南米・中東・アフリ

カなど、全く状況の違う国々が、一くくりに新興国として扱われることが多かったが、そ

の国、市場の置かれている状況が違えば、攻め方も違うはず。そこで、私案として、新興

国を大きく３つのグループに分けた。 
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 １番目に、約３万社の日系企業が進出し、既に現地で相当程度の産業集積、そしてサプ

ライチェーンを形成している中国・ＡＳＥＡＮのグループ。 

 ２番目に、高所得者層・中間層も育ち、市場規模も大きく、成長率も高いが、欧米企業、

韓国企業などと比較して、日系企業の進出が相対的に遅れているインド等の南西アジア、

ブラジル等の中南米諸国、ロシア・ＣＩＳ、中東のグループ。 

 ３番目に、資源国が多く、今後大幅な人口増が起こり、市場も大規模に拡大するであろ

うという期待が高い中、日系企業の進出が進まず、言わば不戦敗状態であるアフリカ諸国、

のグループ。 

 １番目の中国・ＡＳＥＡＮのグループは、中国、韓国の追い上げが厳しくなっているも

のの、日本にとって絶対に失えない、負けられない市場。日系企業のサプライチェーンの

高度化等を通じて、更に深く、また、消費市場が拡大してきている中で、更に幅広い産業

の進出を促し、ウイングを更に広げて市場を取り込んでいくことが必要。こうした観点か

ら、ＦＵＬＬ進出というキーワードを使いたい。 

 ２番目のグループ、インド・ロシア・ブラジル等の新興国は、大きな成長市場であるも

のの、地理的要因、文化的要因等々によって、日系企業の進出が相対的に遅れており、言

わば逆転を目指さなければならない市場。戦略的にＣＲＩＴＩＣＡＬ ＭＡＳＳに到達す

ることを目指す分野を絞って、集中的に取り組んでいくことが必要と考えている。 

 ３番目のグループ、アフリカについては、１つでも多くの成功事例を生み出すことが必

要であり、一日も早く日系企業の事業展開フィールドとしてきちんと位置づけられるよう

な状況まで持っていくことが肝要だと考えている。 

 新興国について、こうした地域の分類、考え方に基づいて取り組んでいきたい。これが

まず第１の軸で、地域の軸。 

 もう１つの軸は、海外展開を支援していく上で特に重点分野となるであろう日本企業の

海外展開支援、インフラ・システム輸出、相手国からの資源供給確保、といった３つの分

野を想定している。これらの重点分野について、既に分類した地域ごとに整理し、縦軸、

横軸に戦略的に取り組んでいくことが必要。 

 すなわち、重点分野それぞれについて、新興国の３グループの特性・違いに基づき、我

が国としての対応を考えていくべきではないか。そういった意味で、３次元のアプローチ

を考えていきたい。 

 まず、日本企業の海外展開支援について。 



 

- 4 - 

潜在力がありながら大企業に比べて海外展開が進んでこなかった中堅・中小企業と、製

造業と比べて海外展開が遅れてきたサービス業等に着目して、どのように新興国市場の開

拓を進めていくべきか。新しい市場開拓の手法として注目しているクール・ジャパンの取

組について、新興国の状況を踏まえて、どのように進めていくべきか。また、課題解決型

産業分野として、海外展開の可能性も含めて着目している医療機器・医療サービスの新興

国市場開拓をどのように進めていくべきか。 

 より具体的な分野について、新興国の３分類に基づいて、その違いを意識しながら資料

を整理した。 

 同様に、インフラ・システム輸出について、新興国の３地域分類ごとのそれぞれにおい

て、どのような形で取り組んでいくべきかを整理した。 

 第１に、面的開発の取組として、都市や地域開発の上流段階から相手国と連携し、日本

企業の進出拠点の整備と現地市場獲得という形で、明確なコミットメントの上で、かなり

長期間かかることもやり切る、大きな成果を出すことを狙うプロジェクト。 

第２に、こうしたものに加えて、相手国政府との政策対話等を通じて、後続案件の地域

展開の布石となる先導的な事例を創出するようなプロジェクト。更に、原発や高速鉄道等、

今、ほかの国々とも競争が非常に激しくなっている分野で勝ち抜いていく個別案件、こう

したことについて官民一体で取り組み、政府全体として支援をしていく体制を築いていき

たい。 

 資源・エネルギーの供給確保についても、新興国の地域３分類に基づき整理することを

試みた。3.11以来、我が国は新しいエネルギー制約に直面している。そうした中で供給先

の多角化を図り、できるだけ安定的かつ安価な資源を確保していくことが、我が国にとっ

て喫緊の最重要な課題。資源についても、地域ごとに偏在性があるため、どの資源がどこ

から調達可能かという点を踏まえた資源戦略が重要。 

 この際、経済協力、要人の往来も含め、資源国と我が国との間に良好な関係を構築して

いくことが重要となるが、石油、天然ガス、鉱物資源、石炭など、その資源国が有する鉱

種、その資源国の置かれている状況、その資源国が属する新興国グループの地域特性等を

踏まえておくことが必要。 

 今年はアフリカとの間でＴＩＣＡＤ５が開かれるが、そうした国際会議のホスト、総理

もゴールデンウィークにロシア・中東地域を回られ、私も中南米のほうに行きたいと思っ

ており、そうした様々なミッションの派遣、投資協定の締結、ＯＤＡ、リスクファイナン
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ス、あらゆるツールを導入し、注入して可能性を見出していきたい。 

 本来、それぞれの分野について、相手国の特有の状況を踏まえた上で、国ごとの戦略を

考えるべきであり、ある程度検討はしている。ただ、戦略的に見ると、そのすべてをお示

しするということは、言わば我が国の手の内、カードをすべてさらすことになり、我が国

の国益上も良くない。 

 最後に、これまで述べてきた新興国の戦略的な取組、そして言わば地域戦略を実行して

いくに当たって必要となる項目について、４点に分けて整理をした。 

 第１に、中堅・中小企業及びサービス業の海外展開を促進するため、潜在力、意欲のあ

る企業に対する支援をシームレスに行うような体制を築いていく。具体的に申し上げると、

国内には様々な中堅・中小企業、サービス業の海外展開を支援する機関があるが、その連

携を抜本的に強化し、支援対象企業に係る情報の共有及び支援策の相互乗り入れを可能と

して、重点的投入を行っていきたい。 

 また、海外に進出した企業が現地で直面する、例えば法律の問題、労務の問題、知財の

問題等々、個別の問題に迅速に対処するワンストップの窓口を整備する。そして、ワンス

トップの窓口では、個別企業の相談対応を行うとともに、企業側の要請に応じて、信頼の

できる法務、労務、そして知財等の専門組織の紹介をこれから行っていくこととしたい。 

 第２に、我が国企業の進出環境の整備、資源確保、インフラ案件獲得に向けて、首脳、

閣僚によるトップセールスから民間レベルの交流まで総動員し、官民一体となったオール

ジャパンの取組を実現していく。既に始まっている部分はあるが、その取組を抜本的に強

化していきたい。 

 第３に、現地に進出した日本企業の安定的な操業を行うためのビジネス環境を確保し、

送金の自由確保や二重課税の調整など、現地進出・資金還流の障壁を撤廃するため、戦略

的に対象国を絞った上で、投資協定・租税協定の締結を促進する。例えば、投資協定につ

いては、締結がアフリカとの間で遅れており、少し加速をしていかなければいけないと考

えている。 

 第４に、新興国の開発案件は、大規模、長期なためリスクが高い上に、現地政府の関与

も強いことから、政府が前面に出た後押しが必要。このため、円借款、ＪＩＣＡの海外投

融資、ＪＢＩＣの融資を政府が戦略的、かつこれまでとは次元の異なる柔軟さで活用し、

リスクマネーを機敏に供給することで、強化されたプロジェクトの組成を促していきたい。 

 一方で、テロ・暴動等への対応も含め、海外での事業展開を行う企業のリスク対応強化
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の動きを支援するために、貿易保険の機能も強化していくことが必要。こうした取組をト

ップ外交と絡めて実施することにより、我が国企業の海外展開を全面的に支援していきた

い。そのためにも公的金融機関の人員体制の強化、さらにはメンタリティーの転換といっ

たものが極めて重要。 

 これまで、考えている取組の方向について、お話を申し上げた。これはあくまで私案と

いうことで申し上げたが、経済産業省の案だと思って、委員の皆様には御議論いただきた

い。 

 

○委員 

・アフリカの安全については、今回のアルジェリアの事件をみても、やはりアフリカ地域

についての情報量が絶対的に少ない。情報網を増やすことに尽力いただきたい。具体的に

は、旧宗主国のイギリスやフランス、そしてアメリカなどとの連携強化をぜひお願いした

い。 

 

・中東について。中東はエネルギーの調達源ということで注目されているが、北アフリカ

も合わせると５億人ぐらいの人口がいて、平均年齢も若い有望な市場ということで、そこ

をにらんだ政策展開が必要。また我が国に大事なのはエネルギー。エネルギーを安全に日

本に輸送するためのシーレーンの確保、アメリカとの同盟、連携強化が軸になる。日本の

貢献、例えば燃料補給艦を出すとか、そういったことも含めたエネルギーの安全保障面を

ぜひしっかりお願いしたい。 

 

・大臣のプレゼンテーションには大賛成。私達は情報システムやソフトウエアをつくって

いる業界であるが、現在、ベトナムで関税のシステムを構築している。これは日本政府か

らベトナム政府へ働きかけをしていただき実現したもので、現在、財務省の関税局の専門

家が現地へ出向いて、制度の指導を行っている。そして我々メンバーがその情報システム

をつくっており、まさに官民一体のモデル。今、新興国へこのような情報インフラを輸出

するためには、こういうモデルが大変有効。 

他には、例えば車の登録、健康保険制度、防災、気象、いろいろな分野がある。国によ

って違うと思うが、ぜひこういうものについて、官民一体となった取組を強化していただ

きたい。 
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・今の関税のシステムもＯＤＡで行っているが、従来のＯＤＡというのは、道路やダムな

ど、箱物中心で行われてきており、情報システムやソフトウエアについては、まだ余り慣

れていないところがある。特に情報システムの場合は、なかなか仕様が決まらないという

問題があり、幾つかのステップに分けてやっていかなければいけない。さらに、出来上が

った後も、ソフトウエアのメンテ料等が発生するため、ライフサイクルとしての費用をみ

なければいけないということがあり、ＪＩＣＡも含めて、いろいろ相談させていただきた

いと思っているので、よろしくお願いしたい。 

 

・ぜひ、クール・ジャパンをいろいろな形で国際展開に絡め、クリエイティブに考えてい

ただきたい。人の心や経済も含めて動かしていくのは“感動”だ。感動を伴う形での海外

進出・国際展開を、１つの層として持っていただきたい。 

クリエイティブとは、１つには、人々に夢や新しいビジョンを与えるということを感じ

させることが重要。衣食住に発展していくストーリーを伴った形、例えば、サムスンはフ

ァッションやテレビドラマもひっ提げてインドに入っていった。もう１つは、それぞれの

国のマーケットは全部特性が違うが、そういうときに文化の力はすごく働かせることがで

きる。日本の文化をそのまま、あるいはビジネスをもっていくのではなく翻訳していく、

そこにぜひクール・ジャパンの例えばアニメーション、漫画、ファッション、アート、建

築の力を借りていただきたい。日本の文化は今非常に憧れられているし、非常に高い興味

を持たれている時期のため、クリエイティブな形で国際戦略の１つに加えていただきたい。 

 

・こういった施策を進めることは賛成。但し、政府、あるいは政府機関が実行するときの

人の体制については、もっと長期間に人を置かない限り、相手の国に影響力を持ち得ない。

２年といったサイクルではなく、長くすべき。 

・日本文化が今憧れられているという話があったが、中国市場はまさにそのような感じが

あり、日本としてどう取り組むのかしっかり検討する必要がある。 

  

・投資の対象国となっていると感じるフィリピンとインドネシアに化学工場を持っている

が、ＡＳＥＡＮの中では、投資の対象国の中で、チャイナ・プラス・ワンのワンの１つと

して、特にフィリピンをみると、いろいろな中堅・中小の日本の企業が出ていこうとして
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いるが、大分苦労されているようなので、今回出ているような中堅・中小企業への応援と

いうのはぜひお願いしたい。 

 

・もう１つ、安全・セキュリティーの問題になってくると、どうしても中東やアフリカの

問題になるが、ＡＳＥＡＮでもまだ問題はいろいろあり、企業活動が制約されるところも

あるので、ぜひここも目をつけていただきたい。 

 

・インターネットの世界を通してグローバルな状況をみていると、ここ数年、圧倒的に感

じるのが、地球規模での爆発的な普及という問題。今、全世界で25億人ぐらいまでインタ

ーネット人口が増えたが、毎年３億人ぐらいずつ増えており、その増分はほぼ新興国。例

えば、インドネシア、イラン、ナイジェリアというような国々でも、年間 1,000万人以上

のインターネット人口の増加、特にモバイルのインフラが爆発的に普及している。 

 今年の２月にバルセロナで開かれた国際会議でも、アフリカ諸国の若い世代の人たちが

自国の成長や国民の幸福のためにモバイルインフラを徹底的に活用しようという情熱と熱

気に溢れていた。富裕層14億人という話題が出たが、それよりも更に所得の低い層にまで、

先進国世界の知や情報の蓄積への窓としての意味を持つモバイルデバイスが普及する。他

の社会インフラが入る前に、こうした新しいインフラが敷設されて教育、ヘルスケア、金

融といった領域で広く活用されていくという現実を、政策立案の前提として理解しておい

ていただきたい。 

 

・１つ目に、日本の放送関係を売り込むため去年ザンビアへ行き、向こうの大臣とお会い

したが、ぎりぎりのところで負けてしまった。よくよく考えると、ザンビアそのものは日

本の中ではあまり重要視されていないということ、総合力が弱かったということ、外務省

のレベル、ラベルもあるのでしょうけれども、そういう派遣も含めてトータル的なところ

で負けたのかなと思っている。人材ネットワーク、人とネットワークをどうつくるかとい

うことだと思う。文科省の資料をみると、日本の大学生が各国の大学へ行くのもだんだん

減っている。そうすると、人材育成して、確保して、配置して活躍する。急に行っていき

なり活躍できるわけはないので、大使館の体制も民間企業の協力も得たり、さまざまな形

で大使館の重圧性をもう少し考えていったほうが良いと思う。特に、大使館は外務省にな

るが、総務省、文科省、当たり前だが、省庁全部が絡む。グローバル展開が不可欠だとい
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うときに横断性をどうやって、全体の知恵と力、パワーを発揮するかということが大事だ

と感じた。 

 

・２つ目に、ミャンマーには無駄な争議が多すぎるという理由で、ミャンマー政府から労

働大臣主催のワークショップに呼ばれた。日本の労使関係を話してくれということだった

が、安全と労働争議、特に新興国は法律が曖昧なのと、現地の経営側も余り理解していな

いというのがある。また、働くほうも余り分かっていない。分かっていない同士がやるも

のだから、常に火花がついて、すぐストライキだ、閉鎖だとなる。 

・多国籍企業の関係で新興国をやるのであれば、安全対策、労働争議対策、現地の法律対

策、まず基盤をきちっと地ならししていかないと、日本の企業がかわいそう。現地のベン

チャー企業の方にも会ったが、走っていっていろいろな情報をとっていた。そういう地な

らし、ローラーをかける中で新興国をやっていただきたい。 

 

・1963年にタイで初めての海外生産を開始してから、今年で50周年になるが、長年行って

きたアジア新興国での事業展開が現在の経営基盤を支えている。 

 まず、国と地域ごとに戦略にメリハリをつけることが重要。一口に新興国と言っても、

経済の発展段階、特徴が大きく異なる。通常、初期段階では現地のインフラ整備、第二段

階では輸出拠点としての競争力の強化、さらに次の段階では事業の高度化と発展する内需

への対応等、発展段階ごとに異なった課題に対応していくことが重要。また、国毎に産業

育成上の課題や個別のニーズは異なるため、それに対応した投資、技術提携を実現してい

くことが肝要で、それがすなわち事業機会になってくると考えている。 

 こうした多様な課題に対応しながら事業展開を円滑に進めていく上で、政府からは現地

政府との関係強化、通商政策の整備の継続的な遂行と共に、さまざまな個別課題に対して

柔軟かつ継続的な支援をお願いしたい。 

 

・依然として、隣の国で世界最大の市場ポテンシャルをもっている中国での事業拡大が、

喫緊の最重要課題。国を挙げてこの成長市場を取り込むべき。進出先ニーズへの対応とい

う点では、例えば、中国の環境問題解決のためのソリューションに関するビジネスパッケ

ージの可能性を、官民一体で考え、実行していくということをぜひお願いしたい。 
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・海外事業を成功させる為には現地ローカル人材の育成と活用が不可欠。民間でやるべき

ことはやるが、政府の立場でも、さまざまな人材育成・確保に関する施策について、継続

して幅広く検討いただきたい。 

 

・第１点目に、ＲＣＥＰについて。2015年マレーシアが議長国のときにＡＳＥＡＮエコノ

ミックコミュニティーが出来るが、恐らくＲＣＥＰはその外延的拡大という性格が非常に

強い。ＡＳＥＡＮについては、インフラの整備にしろ、知財にしろ、ＥＲＩＡが非常に重

要な役割を果たしているため、ＥＲＩＡの戦略的活用ということをぜひお願いしたい。 

 

・第２点目に、新興国を一くくりにしない戦略的取組は非常に重要。伸びそうなところと、

どう考えても伸びそうもないところがあり、資源も限られているため、ぜひ戦略的にやっ

ていただきたい。同時にＡＳＥＡＮについて言うと、これからは人口が 200万から 1,000

万ぐらいのところが急速に伸びるだろうということで、いわゆる本当の大都市の次のとこ

ろを見ながら取り組まなければいけない。 

 

・第３点目に、クール・ジャパンについて。シンガポールのジャパン・クリエイティブ・

センターというのは非常に評判が良い。数年前に民主党政権の下で仕分けられ、ほかのＡ

ＳＥＡＮの国々には拡大していないが、実はシンガポールに行くたびにシンガポールの政

府の要人から、何で日本政府はＡＳＥＡＮの他の国につくらないのだと言われるぐらい。

これはお金もそんなにかからない話であり、ぜひよろしくお願いしたい。 

 

・第４点目に、医療機器・サービスについて。最近、ある国の政府のトップに、内々に日

本の人間ドックを紹介したところ、感激していた。ある他の有名な国のメディカルチェッ

クに比べると費用が10分の１以下で、極めて丁寧、親切。日本ではこんなに安くやってく

れるのかと。唯一の問題は英語対応が出来ないということ。日本の人間ドックのようなサ

ービスというのは、物すごくポテンシャルな競争力があるが、インターフェースが出来て

いないということを痛感した。こういうものも、モデルショップみたいなものは幾らでも

やれるのではないか。 

 

・第５点目に、特に大陸部東南アジア、ＧＭＳの開発、それからサプライチェーンの強化
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ということで言うと、ティラワはもちろん大事だが、実はダウェイが長期的には極めて重

要。ダウェイは多分20年かかる話で、ダウェイが大事だということは、総理もこの前、イ

ンダック首相とのときに言われたみたいだが、ぜひこれについて強調していただきたい。 

 

・最後に、安全保障の問題について。実は武器輸出三原則等の見直しの結果、ＡＳＥＡＮ

でも、あるいはオーストラリアでも、この分野における協力に対する期待が極めて高まっ

ている。出来た装備を売ってくれという話ではなく、例えば海保のようなところでのサポ

ートを期待しており、こういうあたりもぜひよろしくお願いしたい。 

 

・戦略的ＯＤＡ・ファイナンス支援の強化について。日本のＯＤＡはＯＥＣＤのＤＡＣの

中で３つの問題で長い間批判されてきた。１番目は、ＧＤＰの１％にもいかない量の問題。

２番目は、供与でなくて借款であること。３番目は、アンタイドではなくてタイド（ひも

付き）であったことである。そして、その批判にこたえるかのようにアンタイド率をどん

どん上げてきたはずだと理解していた。だから、現在、ＯＤＡの半分を占める円借款にお

ける日本企業の受注率が３割前後で推移している。これは少なすぎると考え、後発開発途

上国向けタイド円借款の新設といったタイドに戻すというような話が出ているが、世界全

体の大きな流れの中からやはりおかしいのではないか。量的にも90年代半ばにはアメリカ

を抜いて１番であった日本の援助は、今はイギリスにも抜かれて５番目に落ちている。質

のいい援助をしなければいけないので、ＯＤＡ・ファイナンスの支援の部分で、ぜひ質の

高い援助は日本の売りとして協力を進めていただきたい。 

 

・１点目に、ＩＴ・エレクトロニクス業界では、ＩＴＡの対象商品を、1996年の締結以降、

技術の進歩に合わせて拡大することを念願してきた。ＪＥＩＴＡは昨年５月にジュネーブ

のＩＴＡの15周年シンポジウムに出席したが、それ以来、日本政府の強いイニシアチブで

ＩＴＡ拡大交渉が着々と進んでいることを、大変心強く思っている。交渉もいよいよ最終

段階に入ったので、ぜひ早期の妥結、そして発効を期待している。 

先日のジュネーブでの交渉に再度ＪＥＩＴＡからもミッションを派遣したが、残念なが

ら依然として一部の新興国に消極的な態度が見られる。また、ＥＵは、現地業界団体の要

望に反し、デジタルＴＶなどの機器に反対している。引き続き官民連携して取組みたい。

今後も政府の粘り強い説得交渉をお願いしたい。 
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ＩＴＡの拡大要望品目の中にはメディカル機器も含まれている。他方、新興国を含めた

海外市場では、日本の優れた医療アセットの活用を推進するための組織が立ち上がる予定

と伺っている。ＩＴＡの拡大と、これらの施策がうまく相乗効果を生んで、関連産業が発

展するよう官民連携して取り組むべき。 

 ＩＴ・エレクトロニクス業界も技術革新は終わることがないことを考えると、ＩＴＡが

常に最新の状態に保たれ、技術革新・新規品目が反映されるよう、定期的、かつ強制的な

見直しの仕組みが必要と考える。 

 一方、ＩＴＡの対象ではないが、ＷＴＯという文脈では、先般、ロシア、カザフスタン、

ベラルーシの三国関税同盟が、テレビの輸入関税を10％から16％に引き上げる決定をした。

ＷＴＯ譲許表の範囲中の関税率とは言え、域内事業者の保護という性格の強い措置である

ため、強い懸念をもっている。 

 

・２点目に、このような物の動きに対して、昨今の新興国の動向が気になる分野としては、

情報の移動が挙げられる。オンラインサービス、クラウドコンピューティングといった新

しい産業がグローバルに、健全に成長するためには、国際的なルールメーキングが必要に

なると考える。昨年12月には、ドバイにおいて、世界国際電気通信会議が開催された。会

議では、国境を越えて入ってくるデータに対する課金、コンテンツに対する検閲など、い

わばサイバー上の貿易障害と言えるような提案が、ＢＲＩＣや中東、アフリカ諸国から提

起された。 

 物の移動に加え、情報の移動においても、ＷＴＯでうたわれている自由、無差別、多角、

互恵といった理念は原則的に当てはまるものと考えている。ドーハ・ラウンドとは別に、

サービス貿易に関するプルリの交渉が始まった。これも議論の１つの場になるかもしれな

いが、今後、様々な国際交渉の場において、インターネット、クラウドコンピューティン

グに関する議論が進んでいくと感じる。新しい産業の創出や育成に向けて、官民で幅広い

意見交換を行いながら、国際的なルールメーキングに反映させていくことが重要。 

 

・３点目に、ＲＣＥＰの交渉を控え、アジア地域の問題に関し、一言だけつけ加えたい。

昨年５月と12月の通商政策部会において、インドが政府調達において自国生産されたエレ

クトロニクス製品を優遇しようとしていること、それに対して、日本のＩＴ・エレクトロ

ニクス業界は欧米などの業界団体と連携し、再三再四、インド政府に対して懸念を表明し
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てきたことをお話しした。しかし、残念なことに、官民挙げた状況にもかかわらず、イン

ド政府が保護主義的な政策を改める気配は全く見られない。大変な危機感を感じている。

インド政府はこの保護主義政策を実行に移す一環として、２月に通信ＩＴ省のシバル大臣

が来日し、業界各社に対してインドで生産活動を行うよう投資誘致を働きかけた。茂木大

臣には、シバル大臣との会談において、インド政府の動きに懸念を伝えていただいたと伺

っている。この場を借りて経済産業省の御支援に厚く御礼申し上げる。 

 また、インド政府が輸出入バランス是正による貿易赤字の改善を唱え続ける以上、この

ままこの動きを容認すると、他のセクターの政府調達にも波及し、日系企業への影響が拡

大する可能性が高いと懸念している。 

さらに、インドは、昨年10月、エレクトロニクス製品に対して、独自の強制認証制度を

公表した。今年４月から施行とされたが、日本の業界は、欧米などの業界団体と連携して

最低１年程度の猶予を要求した。結果、７月まで施行は延期されたが、産業界の要求を満

たすには不十分。インド政府が指定する検査機関のキャパシティ不足にも関わらず、未対

応製品の販売に追徴金を課そうとしているのも問題。 

 

・全体の考えは賛成である。弊社が海外に出る場合、地元企業との合弁をできるだけ進め

るという考え方をとっているが、それが日本のプレゼンスを高める道でもある。一方、政

府も民間もそれぞれの立場で海外の若い人材を日本に招聘し、学校に留学させる、または

職場で研修をさせる努力を続けている。これにはもっと資金を投入して、その流れを加速

するべきだ。 

 

・円借款のジャパンタイドの問題については、日本の納税者の負担の上に成り立っている

点を認識し、何らかの形で日本裨益を考慮すべき。経産省が日本裨益という解釈を広げよ

うとしていることは正しいと考える。 

 

・クール・ジャパン戦略について、『巨人の星』のクリケット版のアニメーションのイン

ドでの展開というのが、昨年末から放映がスタートし、順調なスタートを切っている。さ

まざまな日本企業と連携をして、さまざまな製品とコンテンツを組み合わせて、市場を開

拓していこうということで、今後も更に他の国で、他のコンテンツを使って展開していこ

うと思っている。 
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 そのような中で、一番大きな問題はやはり文化の違いで、生活習慣はもとより、宗教、

民族問題、さまざまな違いがあるわけだが、そういった点について、コンテンツのなかの

表現についてはデリケートに対応していかなければならない。 

 ぜひＪＥＴＲＯや外務省から、さまざまな形でいろいろな情報の提供を期待したい。 

 

・資源・エネルギーの供給確保という課題に関して、もっとＦＴＡの使い方があるのでは

ないかという気がしている。輸出禁止を盛り込まないということをきちんとＦＴＡでうた

う。これは資源・エネルギーだけではなく、食料の確保のためにも言える。食料の場合、

ＷＴＯで実は輸出禁止が今認められている。そういうことも含め、ＦＴＡの中ではそれは

認めないというような形の取り決めとして、ＦＴＡを活用するという方向が１つあるので

はないかと思っており、今後のＦＴＡの取り組みについては、資源・エネルギー、あるい

は食料の確保という観点もぜひ盛り込んでいただきたい。 

 

・ＯＤＡについては、アフリカの栄養不足人口の解消等々に関して非常に関心が高い。そ

れは必ずしも農水省の話ではなく、ＪＩＣＡも取り組んでいるし、経産省のインフラ整備

等々についても、ＯＤＡを通じたアフリカへの支援ということをもっともっと厚く考えて

もいいのではないか。 

 

・最近の動きとして、ヨーロッパ諸国中心にビジネスと人権といった全く違う切り口でル

ールづくりというのが始まっており、国としてもその取組に対して適切に対応しなければ

ならない。これはサプライチェーンとの関係で、非常に広く日本企業、海外に展開する場

合にもかかわってくる問題であり、この点についてぜひ配慮いただきたい。 

 

○茂木経済産業大臣 

・大前提として、国別の戦略を考えていないわけではない。発展度合いの違いなども考え

ながら、中国や、ＡＳＥＡＮの中で日本が優先的に取り組むべき国、モデルになる国とい

うのはあると想定している。ティラワとダウェイも、きちんと考えながらやっていきたい。 

 

・ＯＤＡについては、質の高いものにしていかなければならないと思っているが、同時に

戦略的でなければいけない。政府でも経協インフラ関係閣僚会議を立ち上げた。経協は経
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協、インフラはインフラでと別々にするのではなく、経協とインフラを戦略的に絡め、質

の高さというものも考えながら進めていきたい。 

 例えばアフリカなどを考えるときに、もう少し大使館の機能等も強化しなければ、セキ

ュリティー対策を含め、大変なのではないかと考えている、ちょうど我々が一旦野党にな

る前の政権では、アフリカは53ヵ国中、日本の大使館が30ヵ国しか無かった。それに対し

て、アメリカ、中国などは45ヵ国位に大使館をもっている。こういう状態だと、３つの国

を１人の大使が兼官してもうまくいかない。臨時代理大使しかいなければ、相手側の要人

にも会えないため、強化すべく毎年相当な数をつくってきたが、政権が変わりこうした動

きも止まった。もう一回、やり直しをしていきたいと考えている。 

 

・ミャンマーの労働争議について、法務、労務といった問題は極めて重要と考えている。

例えばベトナムの刑事訴訟法は日本人がつくっている。日本の法務省が協力をして、３人

の若いメンバーが向こうに行き、日本の刑事訴訟法をベースに、しかもクメール語でつく

っており、法務省も頑張っている。そういったソフトなインフラをいろいろな意味で整備

をしておくのが必要ではないかと考えているし、クール・ジャパンそのもの自体もやはり

魅力はあるが、ソフトなインフラがいろいろなベースになるということを考えていかなく

てはならない。 

 

・自分も利用する日本の百貨店は、販売員の感じが良く、つい買ってしまう。日本に対す

る感じの良さというものがあり、日本の製品が売れる。夢を与える、ストーリー性という

話もあったが、このような日本の良さというのをベースにしている。ただ、やはり野球版

を放映してもインドの方は分からないため、クリケット版でつくるのは当然であり、ロー

カライズをしていくということが極めて重要なのではないかと思っている。ＥＲＩＡも重

要と考えている。 

 

・率直に言うと、日本は本当に戦略性をもって、これまで問題に取り組んできただろうか。

個々の企業、個々の業界、そしてまた、個々の経産省の中でも局はそれなりの考え方をも

ってきたかもしれないが、オールジャパンとしてどうしていくのか。国際展開戦略、さら

には新興国戦略、こういうものがなかったのではないかと考えており、ぜひ渡辺部会長を

中心にご議論いただき、良いものをまとめていただきたい。 
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○委員 

・新サービス貿易協定交渉について、現行ＧＡＴＳ協定を置きかえるなどととんでもない

ことが書いてあるが、こんなことは今までの交渉の中で出てきていない。サービス貿易の

射程というのは、製造業の海外展開にもメリットがあるという程度のものではなく、相当

大きい話で、ＧＡＴＳ自体が附属のアネックスを含めて考える、あるいは基本テレコム合

意や金融了解などを含めて考えると、現状で既に物すごく危ない文書になっている。そう

いうものをさらに置きかえるということは重大なる警戒心をもって臨まなければいけなく、

何か情報が欲しい。 

 

・テレコムと金融などは、今、更なる自由化などといっている場合ではなく、measures f

or prudential reasonsというキーワードを一体どうするのだということが次々と出てき

て、経産省は金融に無関係なわけはないので、これは重大なる関心をもって、人員を増や

して、このＧＡＴＳのほうに重点を置いていただきたい。経産省が総務省等に横やりを入

れてでも頑張っていただきたい。 

 

・ここに来て我が国の広域経済連携交渉の取組が大きく前進したことは非常に喜ばしい。

ＴＰＰ、ＲＣＥＰ、日中韓ＦＴＡ全てに参加している日本がリーダーシップを発揮し、世

界経済の健全な成長につながる幅広い21世紀の通商ルールづくりを牽引していただきたい。 

 ＴＰＰのことばかりが報道されているが、実際の市場規模や貿易・投資対象ということ

になると、日中韓ＦＴＡと日ＥＵ・ＥＰＡも極めて重要であり、早期に高いレベルで妥結

いただくことを期待している。 

 新聞紙上でＴＰＰでアメリカが繊維をセンシティブ分野とし、関税撤廃についてはネガ

ティブというような報道があり、繊維業界としては非常に心配している。この点について

も、交渉窓口の皆さんに是非御配慮をお願いしたい。 

 

・各国の独禁法がそれぞれに域外適用という動きをみせている中、例えば中国の独禁法の

域外適用により会社買収の承認に長い時間がかかる例が見られる。いわゆる独禁法の精神

というよりは、大国のエゴが出てきてしまっているという印象を強くもっている。こうい

った各国の独禁法の域外適用という問題が、自由なＭ＆Ａの推進ということに大きな影響

を今後与えていくのではないかと強く懸念を抱いている。 
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・日豪のＦＴＡの展開については、報道も錯綜していて、農産物に関しては関税割り当て

みたいなことで合意したとかしないとか、それを豪州のほうでは否定したなどという報道

も多々あり、具体的に今どのような状態にあるかということについて報告いただけると非

常にありがたい。 

 

・ＴＰＰ及び地域とのＥＰＡに関して、非常に関心があるのは知財に関するところ。今、

いろいろ報道等で聞き及ぶところによると、著作権法関連については、違法行為に対して

強化するということなどが言われている。確かに諸外国では、海賊版のサイトなどといっ

た違法行為が横行していることが多いので、ぜひ対策をお願いしたい。一方で、当該国の

政府や国の過度な介入ということも考えられるので、自由な表現活動等がきちんと保障さ

れるようにお願いしたい。 

 

・１つ目に、地域的な経済統合が、こういう形でいろいろな交渉が始まってきているのは、

非常に大きな進展だと思うが、ＴＰＰのメンバーやＲＣＥＰのメンバーは、これから日本

としては拡大することを考えているのか、どのようにしようとしているのか。そこについ

てもお話をいただきたい。 

 

・２つ目に、ＷＴＯについては、ルールメーキングの議論が進んでいるので、日本として

ルールメーキングのリードをしっかり取り、抜かりのないようにしていただきたい。紛争

処理に関して、このような話で日本が非常に重要な分野で活用してきているのは良いこと

だと思う。とりわけ隣国との関係では、ビジネスライクに処理できる関係にすることは非

常に重要であり、ぜひそういう関係をつくるような方向でこれを使っていってもらいたい。 

 

・このような大きな動きが急速に高まってきたことは大歓迎で、とりわけ日ＥＵの交渉が

正式に始まったことは良いことだと思う。 

 ただし、これだけ大きな交渉を同時進行させるマンパワーがあるのかということを心配

している。外務省や経産省などからもいろいろなところから人が集められると思うが、ベ

スト・アンド・ブライテストでぜひハードネゴシエーションを乗り切っていただきたい。 

 特にＥＵとの関係においては、日本にとってはＥＵ側の関税を引き下げろというのが一
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番大きな話だと思うが、ＥＵ側の話は市場開放、そうなると、基準認証をどうするかとい

うことが一番大きな話になる。ＥＵの80年代半ばから始まった域内市場、今日は単一市場

と言っているが、これの成功は単一の基準をつくるのではなくて、加盟国間の基準認証の

相互承認が基本にあった。ドイツでつくったものは、フランスの基準を適用するのではな

くフランスで同じものとして取り扱っていくということだった。しかし、その際、忘れて

はいけないのは、高い基準で設定したものを下げるという意味ではないということである。

ＴＰＰの場合も、アメリカが今こうだから日本はこうしなければならないとか、逆にアメ

リカに合わせて低いレベルで基準認証、あるいはいろいろなレベルのものを決めていくと

いうのではなく、高い基準は置いておきながら、低い基準も認めて、そしてそれを上に上

げてくる努力をしていかなければいけないのだろうと思う。常に下に基準を合わせていく

のではないということを忘れてはいけない。 

 

・ファッション、伝統工芸、アート、日本の文化を世界に発信したいと思っている身から

すると、盛んに貿易の自由化、市場開放の動きを熱心にとられているのは大変心強いこと

でもあり、また、ルールづくりも大変なところだと思う。質問になるが、今、オンライン

ショッピングがグローバルな状況になってきており、伝統工芸品などをネットを通して全

世界の国に向けてどんどん販売していこうとしているが、同じような動きがファッション

にも出てきている。また、海外から洋服を買ったり、国境を越えた動きというのがネット

上では起こっているので、この交渉においては、国境を前提にして取決めがなされている

と思うが、そういった面での新たな取決めのようなものもぜひ伺いたい。 

 

・経団連で貿易投資委員会の企画部会長を務めているが、一昨日、通商戦略の再構築に関

する提言を取りまとめて公表した。その中から２点申し上げたい。１点目は、幾つかの経

済連携交渉が並行して動いているので、そのルール・レベル合わせが一番大きな課題だと

考える。是非この点を念頭においた交渉をお願いしたい。 

 

・２点目は、省庁を超えて一体感ある取組を行うために、組織横断的にハブになる機能が

必要と考える。経済連携交渉などを統合的に推進するための体制整備をお願いしたい。 

 

・ＴＰＰに関して、メディアの中での取り上げが最近際立っているが、それ以外のＦＴＡ
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や、日ＥＵの動きはメディアであまり耳にする機会がないというのは、それがもたらすメ

リットがどれだけあるのかということ、また逆もあるかもしれないが、それを国民のレベ

ルで共有できるようなメディアでの発信のようなものもぜひ経産省から働きかけていただ

き、ＴＰＰだけが突出してではない形でのアナウンスメントをしていただきたい。 

 

・ＴＩＳＡについて。情報通信技術の発達などの環境変化にルールが対応していないとあ

る。この場ではＷＴＯの紛争処理が非常にショーアップされているわけだが、中にはみえ

みえのなれ合いもあるわけで、アメリカとメキシコがテレコムでなれ合いパネルをやった

のだ。上級委員会も行かず、先例だけ残った。それは何を言っているかというと、テレコ

ムの接続料金の話になるが、それから得られるものを使って、基礎的な技術開発等をして

はいけないなど、そういうものがある。日本も第三国参加したが、ＮＴＴを叩きたいから

か、沈黙を守った。メキシコは肝心なところを争わず、言うべきことを言わなかった。そ

れで決まってしまった。そういうパネルがあるからそれをルール化しようなどということ

が、あり得る形なのだ。そういったことが金融についてもあるかもしれないが、今のテレ

コムのメキシコ、アメリカのなれ合いパネルについては、とにかくご注意いただきたい。

パネルが１個あるからルールにしようというのはとんでもない。パネルには先例拘束性も

何もないのであって、それがあるから先に行こうという人は必ず出てくる。 

 

・東大法学部の学生が冬学期のゼミでクール・ジャパンをやった。クール・ジャパンでも

うけるのだとここに書いてあるが、学生が必死に計算したところ、これは、もうからない、

どうするのかと。要するに、みんな言い出したのが、経産省一村一品運動と同じで、結局

もうからないということ。だけれども、もうけるのだということになっていて、先ほど“

感動”とあったが、たとえばＮＴＴ Ｒ＆Ｄのテレコムは毎月のように世界発、世界一が

どんどん出ているが、自動車だって、鉄だって、半導体だって、昭和40年代の日本という

のは、世界一、世界初というのをまさに製品とかテレコムのサービスなどで世界を目指し、

世界に乗せていって、日本の大躍進というものが結果としてもたらされた。 

 ところが、今は世界初も世界一もない。世界一を目指すとか、感動を世界にとか、そう

いうのはかつての日本の栄光の道だったのではないか。 

 

・今、経済産業研究所から分厚い通商政策の歴史の本が出ていて、インタビューにも応じ
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たが、例えば今のＫ―ＰＯＰはもうけるためにやっているのではない。サウジアラビアへ

行っても、アメリカへ行っても、どこへ行っても、みんながハングルで歓迎するが、まさ

に世界中の人々に感動を与えるのが、その戦略だろう。そこの違いが昭和40年代と今の日

本の通商政策の大きな違い、つまりビジョン、夢を追うかどうかの違い。今、お金がない

からお金をもってきたい、邪魔なものは全部レギュレーションを突破すると、気持ちは分

かるけれども、入学試験と同じで 100点をとろうと思わなければ80点はとれない。80点と

ろうと思うぐらいでいたら60点もとれない。 

 そういうことを、自然に戦後の何もない焼け野原の中から日本は立ち上がったときに、

考えていたのではないかと思うが、今は、何かちょっと違うのではないか。但し、失われ

た10年、20年とかと経済学者は言うのが好きだが、これも業種によって全然違う。テレコ

ムなどは失われても何もいない。まさに、世界をリードする日本のＲ＆Ｄがある。それが

日米摩擦とレギュレーションでおかしくなっただけなのだ。 

 

・クール・ジャパンの“感動”について。感動というのは、日本人が感動的に出ていき、

感動を売り物にするという意味ではなく、あくまでも現地での感動を生む、という意味で

申し上げた。 

 

・ベトナムでの我々の経験と先日訪問したミャンマーについてお話しさせていただく。ベ

トナムに自動車産業が進出したときに、最初から組立工場を作ることは、インフラの整備

等々の状況からとてもできないため、ステップ・バイ・ステップで進めた。そのときに我

々の事業トップはベトナム政府と、どのステップで何をやっていけば、自動車産業の発展

に役立つのか、経済発展に結びつくのかということを、我々の経験から随分いろいろな話

をさせて頂いた。また先日、経団連でミャンマーを訪問し、大統領や閣僚たちと話をして

きた。彼らは、やりたいことは、はっきりしていて、こういうことをしたい、という意見

はたくさん言うが、それを、人、物、金、仕組みコーディネートして、どう進めていくの

かというアイディアが残念ながらまだ不十分。人、お金、仕組み、それからどのようなロ

ードマップをつくって実行したら上手くいくのかというプロセスについて、我々が知恵を

提供する必要があるのではないかと強く感じた。 

 

・自動車の場合は、非常に裾野が広いため、工業化、あるいは経済発展に大変役に立つが、
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一挙にはいかない。例えば現地で資材・部品調達や、インフラが整備されていかないと上

手くいかない。政府としては、相手国に「こういうことをやっていって欲しい」と提案す

ることが大変重要ではないか。 

 

・この新興国への戦略的な取組は大変よくまとまっているが、相手国の歴史、風土、環境、

宗教等の問題もあるため、ローカルの状況をよく理解して、相手国の感動を得るような

「ローカルベスト」の方法を我々の経験知から政策として提案していくことが大切。 

 

・通商政策が今回、一挙に進んでいくということは大変力強いと実感しているが、やはり

オールジャパンできちんと交渉できるのかということが重要。例えば行政側でいえば、経

産省と外務省と農水省がワンボイスで、意思統一して話ができるように、是非していただ

きたい。我々の業界の状況もよく理解していただいた上で、ワンボイスで交渉団がきちん

とパワーを発揮していただけるようなチームを組んでやっていただくと、大変ありがたい。 

 

○事務局 

・通商交渉について。今、ＴＰＰばかりで、ほかのＥＰＡは余りＰＲしていない、しっか

りＰＲすべきだというお話をいただいた。例えば、日本とＥＵのＦＴＡの第１回交渉が今

まさにブラッセルで行われているところ。ＴＰＰのことばかり報道されているが、実は今

この瞬間動いているのが、日ＥＵのＦＴＡの交渉。これは決して関税だけではなく、非関

税も含めた多くの分野がある。実際のＥＰＡの交渉はどういうふうにされるか、といえば、

例えば知的財産の分野であれば、そこについてメインの交渉官、外務省の課長くらいの人

が行って、その下に各省、経産省、文科省などが入り、数人のチームを組んで、知的財産

というチームで交渉をすることになる。現実の会議場に行くと、多くの分野が並行して動

くので、多数の部屋があり、それぞれの部屋に向こう側も知的財産のチーム、日本からも

知的財産チームが出席して交渉を行うことになる。分野ごとの交渉をトータルでまとめる

首席交渉官。その首席交渉官会合をやりながらスケジュールを管理し、全体を動かしてい

くという状況にある。 

 同じことは、マルチのＥＰＡのみならず、バイの、例えば日豪ＥＰＡですらそういう交

渉スタイルをとっている。最近の交渉というのは、決して経産省、外務省、農水省がばら

ばらにやっているわけではなく、それぞれのチームをつくりながら、今みたいな交渉をや
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っているのが実態。 

 したがって、正直、人の問題、体制の問題というのは、我々にとっても物すごく頭が痛

いもの。民間からも人をお願いしようかという話もあるが、そうはいっても、例えば知財

分野の人とは、やはり専門家の人でないと交渉出来ないわけで、こういう体制をきちっと

つくって、かつ相互に横の連携をとっていくというのが、我々にとっても非常に大きな課

題。 

 ＴＰＰの体制に関しては、今回、内閣官房に約100人のチームをつくることになり、い

ろいろ新聞に、報道がされるので御存じかもしれないが、首席交渉官を置き、国内調整官

を置いて、その下に約100人の大チームをつくり、そこでとにかく一元的にコントロール

してみようしている。各省ばらばらにやるのではなくて、そこを本当のヘッドクオーター

としてやってみようという取組を一応今回スタートさせた。 

 ＴＰＰはもちろんそうだが、日中韓、日ＥＵ、ＲＣＥＰと、いろいろ大きなＦＴＡが動

き始めている。これらの相互の関係というのは一体どのように考えていくのだろうかとい

う問題が、実は将来的に起こってくる可能性がないわけではない。アジアが成長センター

なので、アジアのルールをどのように作っていくかということが非常に重要で、それが世

界の標準に影響を与えるという部分もあるため、日本は、ＲＣＥＰを活用してそういうメ

リットを生かしながら、日ＥＵにも、それからＴＰＰにもさまざまなブリッジをしていく、

という機能を果たしていかなければならないと考えている。 

 他方で、すべてのメガＦＴＡのルールが交渉の結果全く同じになれば、ＦＴＡなどは要

らないわけで、恐らく将来的には、こういったメガＦＴＡのルールというのが、相互にそ

ごを来す可能性がある。そうならないようにしないといけない。日ＥＵのルールはこれ、

ＴＰＰのルールはこれ、ＲＣＥＰのルールがこれ、となると、国内が股裂きになってしま

う。こういう問題について、将来どのように考えていったらいいのだろうかというような

問題がある。 

 メンバーの拡充の話もいただいたが、今のメガＦＴＡは、日ＥＵ、米ＥＵ、ＴＰＰもそ

うだが、どういうわけか比較的先進国が中心となっていることが多い。そうすると、アフ

リカはどうなっているのだろう、あるいは中南米はどうなっているのだろう、という問題

が出てくる。発展途上国が、どのようにこの大きなルールの中で、将来どうやっていった

らいいのだろうかという課題が出てくる。これについては頭の痛い問題だが、まさに新興

国、あるいは中国のような国を、メガＦＴＡが相互に接続されていく可能性の中で、どの
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ように取り扱っていくかというのが実は大きな課題だと考えている。 

 ただ、それぞれのＦＴＡが相互に刺激になっているのは事実であり、ＴＰＰが非常に大

きく報道されていることもあるが、やはりＴＰＰの動きというのは、他のＦＴＡに大きな

影響を与える可能性がある。ＴＰＰが動くとほかのＦＴＡも動くというような関係にある

部分もあり、その相互の刺激をどのように戦略として活用していくのかというのが、私ど

ものひとつの視点であると考えている。 

 

・個別の、電子商取引の話について御指摘をいただいたが、もう国境を越えてプログラム

をダウンロードしたり、音楽を買ったりというようなことが当たり前のように起こってい

るので、これらに伴う諸問題を電子商取引というルールの中でどのように考えていくかと

いう議論が行われている。 

 

・しかし、ＦＴＡをこうやって考えてみると、もう１つ浮かび上がってくるのが、ＷＴＯ

をどうしたらいいのかということ。ＷＴＯは、ＩＴＡなどの例外を除けばドーハ・ラウン

ド以降ほとんど動いていない状況から抜け出せていない。しかし、メガＦＴＡばかりやっ

ていくのがいいのだろうかということで、やはり我々はメガＦＴＡに合わせてＷＴＯの活

性化をしっかりやっていかないといけないということが基本だと考えている。ＩＴＡの拡

大交渉は今一生懸命やっており、今年のバリ島における成果になれば良いと思っている。 

 

・サービスのルールについては、我々もよく勉強させていただいた上で、どういう懸念が

あるのか、どのようにしていったら良いかというのを、お知恵もいただきながらよく考え

てみたい。 

 

・基準認証の話や、低いレベルに合わせず、相互承認も活用しながら高いレベルを生かす

知恵という話もいただいたが、私どもも全く同じようなことを考えており、例えば日ＥＵ

の中では、自動車の話というのはどうやって基準を調和させていくのかというところで議

論が進んでいるという状況。 

 

・ＴＰＰに関して、この間、日米合意をした。私もその交渉に携わっていたが、一言だけ

申し上げると、自動車の関税をどうするかという議論があった。しかし、ＴＰＰに入って
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さまざまなルールを共通化していくというのは日本の国益にとって非常に大きいだろうと

思う。また、アメリカサイドに日本の農業のセンシティビティーを認めさせれば、やはり

アメリカサイドのセンシティビティーについても一定の配慮をせざるを得ないし、ＴＰＰ

に入らなければ自動車関税も撤廃されることはないわけで、あれこれ考えながら政府全体

として、日本全体の国益の観点から、あのような結論に至ったもの。 

 

・今後ともさまざまな交渉をやっていくと、そういう非常に難しい判断の場面というのは

政府全体で多々生まれてくると思うが、そういう中でお力とお知恵をいただきながら、い

ろいろなことに取り組んでいきたい。 

 

・サービスの話について、基本的にはこれからきちんと勉強していきたいと思うが、経緯

だけ申し上げると、ドーハ・ラウンドの全体のサービス交渉が進まない中、一方ではＦＴ

Ａがかなり進み、ＦＴＡのサービス章が進んでくる中で、ＦＴＡでいろいろと自由化も進

んできているので、その成果を少しでも持ち寄ろうとした。そして、プルリというか、サ

ービスだけのＦＴＡを結ぼうという形の有志国の動きが特にアメリカを中心に出てきて、

これにＥＵが乗ってきたという状況。日本としても、サービス分野での世界進出というよ

うな観点からやっていきたい部分がある一方で、考えていかないといけない部分もたくさ

んあり、分野ごとにきちんと勉強して進めていきたい。 

 

・日豪について、間もなく妥結をするのではないかとか、こういう方向でまとまるのでは

ないかという一部報道があったが、事実関係で言うと、まだ次の交渉会合も決まっていな

い。それから、中身についてもまだ交渉中。各分野ごとに攻めるべきところ、守るべきと

ころがあり、分野を超えてバランスをとっていく部分も国全体としてみるべきであり、そ

ういう中で、関係省庁と一体になって、今まだ交渉しているというのが実態。 

 


