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産業構造審議会通商政策部会委員による懇談会議事録 

 

 

日  時：平成24年6月11日（月曜日） 15：30～17：30 

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、加藤委員、小泉委員（代理：村

上氏）、古城委員、中鉢委員、土肥委員、浜口委員、本間委員、宮原委員 

議  題： 

１．新興国市場開拓に関する課題と対応（中間整理）（案）について 

２．平成２４年版通商白書（案）について 

 

議事内容： 

（委員） 

・投資協定仲裁の活用について。アジア等の新興国市場開拓との関係で、経済連携協定、投資協定等

の下支えが重要であることについては、これまで紹介されてきたとおり。相手国側と日本企業との紛

争が生じた場合、それらの協定の紛争処理条項として経済産業省でも従来は仲裁が注目されてきたが、

これだけ多数の協定に仲裁条項がありながら、日系企業によって実際に投資協定仲裁が使われたのは

１件のみ。この仲裁利用の著しい低さは、投資協定仲裁について経済産業省がやってきたことに対す

る政策評価がなされた場合、簡単に批判の対象とされるだろう。仲裁の利用が１件のみにとどまって

いるのは、時間と費用がかかり、かつ、結果が予測できず、不利な裁定が出ても訴訟と違ってアピー

ルできず、拘束力が強過ぎて身動きがとれなくなってしまうため。 

 

・例えばベトナムとの投資協定について、紛争処理規定には、仲裁と並んで調停の規定もある。調停

と仲裁を並んで規定するのが、普通の姿。日本企業の海外向け投資の国際契約も同様の規定ぶりとな

っているものが多いと聞いている。 

 

・従来、仲裁ばかりに光が当たり、調停についての関心は、少なくとも経済産業省では低かった。仲

裁以外のものとして、2012年版不公正貿易報告書ではビジネス環境整備小委員会に焦点を当てている

が、制度としての調停には光が当たっていない。実際に日本企業の対外投資関連では種々問題のある

仲裁よりも調停へのニーズが意外に高く、調停のほうが時間も費用もかからない、とも聞いている。

何よりも仲裁や訴訟のような両当事者対立型ではなく、紛争を包み込む調停の中で、かえって相互理

解が進むといった事例が相当程度多いとのことだ。そういったことは特にアジア等の新興国の官民相
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手では多く生じ得るのではないか。 

 

・海外に進出する大企業のみならず、中小企業でもこうした調停へのニーズが意外に高いと聞いてい

るが、事実関係について、経済産業省でも至急調査をしていただきたい。 

 

・次の段階では、まだ調停の存在を十分認識していない日本企業に対して、仲裁ばかりが道でないこ

とを周知させ、潜在ニーズの掘り起こしのための政策誘導をしていただきたい。調停の一層の制度化

と制度の基盤づくりも将来的には必要ではないか。 

 

・従来、日本は、技術立国や貿易立国ということを国の１つの理念のような形で進めてきたが、事業

仕分けなどをみていると、技術がおろそかにされているのではないかという気がする。貿易立国につ

いても、ＦＴＡやＴＰＰの議論をみていると、うまく進んでいない気がしている。言葉自体がなくな

ったのか、それとも変わったのか、そういったところが、非常に大きなビジョンとして気になってい

る。 

 

・技術開発等について。いわゆるグローバルな標準化活動に対して、我々はもっと力を入れていくべ

きではないか。例を挙げると、昔から携帯などの問題があったが、最近では、ＥＶプラグの問題や、

スマートグリッドのスマートメーターを各電力会社が仕様を決めて調達することに関しても、日本の

中でも標準化すべき。日本の標準と世界の標準をあわせていかないと、将来的に禍根を残すのではな

いか。 

 

・新興国のアジア、アフリカなど、新興国に関する課題と対応についてまとめられているが、問題は、

それらが実効ある施策に重なっていくかということ。 

 

・新興国へのＯＤＡについては、政府の役割が重要。法律や政治状況など国によって違う中で、中小

の活力、元気を海外とどうコミットするかとなると、政府がどのように準備を率先して進めるかが大

事。 

 

・資源問題について。アフリカでは、特に鉱産物のところで大使が汗をかいていたが、資源開発とな
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った場合、国が先行投資を行い、戦略的にヒトとモノをかけて必ず日本の国益や、産業活性化になる

という戦略性をもって、具体化するというのが１つの大きな視点。 

 

・日本の海外企業の進出等について課題を見ると、各省庁の縦割り、横断性ができにくいというのが

常にいわれている。企業の業種・業態が変化してきて、昔はモチはモチ屋であったのが、それを超え

て、企業が幅広い業種・業態になってきている。製造業、金融、サービスといった全体の企業の横断

性といったものに、日本の国力、財力、技術力を投じてどう施策を講じるべきか考えるべき。 

 

・人材育成について。今の教育体系と、社会と企業に結びつく教育については大きな問題がある。と

りわけ、グローバル人材については、これからの日本にとって大きな重要性を持つ。例えば、大きな

大使館は少し領事館を小さく少なくし、できるだけ大使館をいろんな国にという外務省の方針が出て

いるが、民間企業や大学などの人に経験をさせ、そういった人を年間何百人、３年間で繰り返してい

く。その人や企業だけではなくて、トータルとしてのグローバル人材という仕組みづくりを、経団連

や日商、大学など、さまざまな方の協力を得て、どんどん進めていくべき。 

 

・その国の雇用、スキル者を生かすというのも、日本の大切な財産になる。単なる参加ではなく、そ

の国の資源や人材やさまざまなことに貢献することが重要。 

 

・人材といった場合には、現地の雇用と日本の中小企業を含めた雇用、これをどうリンクさせていく

のか、または現地の労働環境に対してどうトラブルがないように、事前の対応を政府ができるのかと

いうことが重要。そのためには、産学官できちっと連携していかざるを得ない。省庁間の垣根を超え

た、トータルの体制、対応について要請したい。 

 

・報告書に書いてある事に関して、プライオリティづけし、どんなスケジュールでどう実現するのか

ということについて、もっとコミットメントをしっかりするべき。プラン・ドゥ・チェック・アクシ

ョンをしっかりしないと、また２年後も５年後も同じようなことを繰り返すのではないか。利益還流

まで含めた内容が書かれているが、すべての国について全部やると言っても無理な話なので、順番づ

けをしていき、日本がプライオリティづけに沿って実現する国だというのをみせられるかが大事では

ないか。 
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・ＷＴＯについて。ＩＴＡは、ドーハラウンドが停滞状態のため重要だが、サプライチェーンという

ことを考えたら、メキシコのＧ20でも話題になり、ジェトロやアジ研が貢献した付加価値貿易理論に

基づく議論が大分あったように聞いているが、貿易円滑化、それから、サービスの面についても、し

っかり取り組む姿勢は書いておくべき。 

 

・紛争処理について。ＷＴＯは紛争処理能力が高いが、今のドーハラウンドの状況からすると、いつ

までメンバー国がＷＴＯを信用して、裁定を守っていくのか。その部分についての危機感がなさ過ぎ

るのではないか。ＷＴＯが新しい課題にチャレンジしているという姿勢を示すべきで、その点に関し

て日本も声を挙げるべきではないか。 

 

・グローバル人材について。日本人を育てて対応するだけでは、間に合わないし不十分。ジェトロも

ローカルオフィスをたくさん持っているが、そこで働いているローカルスタッフの質の高さをみると、

いつまでも今のような条件でいいのかと感じる。改善しているものの、予算の制約がありなかなか厳

しい。もっと現地のスタッフを使い、そういう者を日本企業が吸引できる、日本企業に入れば立派な

地位まで到達でき、本社の役員にもなれるという姿をみせていくことが必要ではないか。 

 

・クールジャパンについて。現在、サービス業で海外展開しているかなりのものが食べ物に関してつ

ながっている。北京でサービス貿易についての展覧会があり、日本から、サービス業の人だけでなく、

食べ物が出ていったが、大変好評で人気だった。食べ物については、クールジャパンの中でもっとし

っかり取り組むべきで、経済産業省も、関係省庁への働きかけを、通商政策部会を通じてするべきで

はないか。 

 

・新興国との取り組みについては、マーケット視点だけではなく、生産拠点としての位置づけを含め

て、長期的かつ多面的にとらえる必要があるのではないか。 

 

・注目すべき新興国の基準として、一定の市場規模、具体的には一人当たりＧＤＰ 5,000ドル以上と

いうことを求められているが、当社は、ＡＳＥＡＮ各国の一人当たりＧＤＰが極めて矮小であった50

年前から、繊維事業中心に、タイ、インドネシア、マレーシア等で事業を継続している。その間、幾
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つかの段階があった。まず第１段階、いわゆる発展途上の初期の段階では、国の産業インフラ整備の

観点から生活必需品としての事業が立ち上がった。第２段階では、産業の規模が拡大し、競争力を持

ち始め、輸出拠点としての位置づけが一気に高まった。第３段階で、輸出商品の高度化とともに内需

が急拡大した。端的な事例がインドネシアで、当社がジャカルタ郊外に生産拠点を構築して、ほぼ50

年になるが、ここに来て、一人当たりＧＤＰがようやく 3,000ドルを超え、当社素材の主用途である

おむつ需要の急増が期待される状況に至っている。当社の経験から、現地に進出する日本企業にはそ

れぞれの段階に応じてクリアすべき問題があり、それぞれの段階に応じて政府の施策への期待がある。 

 

・第１段階では、長期的な視点からの経営インフラの構築、国ないし地方政府との関係を緊密にし、

インセンティブや許認可等のサポートを得ること、あるいは現地有力資本とのパートナーシップ関係

を築くことが重要。 

 

・第２段階では、日本企業が得意とするコスト合理化、品質管理等の経営手法を導入して、現地の安

価な経営資源を有効に活用することで輸出事業拡大を図ることが重要。 

 

・第３段階では、ローカル人材育成を通じて、現地での製品開発や市場開拓を進めることで、成長す

る内需マーケットを取り込むことが課題となる。 

 

・政府においては、こうした新興国それぞれの発展段階に応じて進出企業のサポートとなるよう、柔

軟にかつメリハリをつけて各種の施策を進めていただきたい。 

 

・新興国の市場開拓をしていく上で、効率的な物流サプライチェーンといったものが必要になってく

る。 

 

・新興国でまだ決定的に足りないハードの部分、例えば道路、鉄道、貨物鉄道、港湾、電力、水処理

といった、日本の得意とする分野については、既に政府・経済産業省のほうで相当な売り込みがされ

ている。港の例でいうと、ベトナム・ハノイの近くのラックフェンという港があるが、深い港がぜひ

欲しいということで、国と民間と日本のＯＤＡのいわゆるＰＰＰで進んでいる。国と民間が協力し、

こういったものをもっと多く広げていかなければならない。 
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・ソフトの面では、実際にものを動かしてみて非常に支障が出るのは、貿易や通関の手続きで、閊え

てしまうと、国の中まで物を運べない。特にインドは州を越えるたびにルールも違い、税もかかる。

手続の標準化や電子化を日本のリードで導入の手助けをし、協力していけばいいのではないか。 

 

・人材育成について。弊社では、現在、約２万人の船員が船に乗っているが、そのうち１万 9,000人

が外国人。日本人は 1,000人しかおらず、少子化や今の円高を考えると、この数字は変わらない。い

いかえれば、外国人をいかにしっかりと教育するかということが重要になる。１万 9,000人のうちの

７割がフィリピン人で、そのフィリピン人の船員の能力向上のため、20年ほど前からトレーニングセ

ンターをマニラに作り、基本的、あるいは応用的な技術や日本語を教え、何とか日常の日本語が話せ

るぐらいまで教育している。さらに、５年前にはマニラに商船大学を自前で作り、現地の大学を出た

船員の卵をもう一遍４年間教育しているが、彼らは喜んで来ている。ほかの国の船員は、自らの持つ

技術を教えないため、現地の人々を育てる事に関し、日本人に対する期待・信頼が非常に大きい。 

 

・年間50人、 100人を途上国に派遣する事は非常に結構だが、彼ら自身の訓練と同時に、現地の人た

ちを現地でしっかり教育することが重要。そのためにも民間のいろんな業界の人材を活用し、事業を

展開していけばいいのではないか。 

 

・ファッション、アート、伝統工芸の観点から話をすると、ファッションの分野では既に新興国に進

出し得ている例が幾つかある。例えばコムデギャルソンというブランドは、韓国のソウルにサムスン

が出資して、コムデギャルソンのビルが建っている。その後、北京に、香港のセレクトショップで上

場企業でもある、Ｉ.Ｔが投資して、コムデギャルソンの北京旗艦店「I.T Beijing Market」ができ

ている。ア・ベイジング・エイプというブランドは、この香港のＩ.Ｔが買収している。国内でしっ

かりとブランディングされているブランドや企業は、おのずと新興国から求められ、その国の有力な

企業や富裕層につながっていく。 

 

・例えば韓国のコムデギャルソンは、韓流スターのメッカとなっている。彼らが着ている服はコムデ

ギャルソンの比率が高い。そういった形で国民全体に広まり、韓国のマーケット全体に影響を与える

ような状況となっている。 
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・ユニクロも同様に、自らブランディングをしっかりとしていることが非常に重要。さらには、グロ

ーバル戦略やブランディングの一番お手本になるのがラグジュアリーブランド。エルメス、ルイ・ヴ

ィトンを初めとしたラグジュアリーブランドは、トップが金融関係者で占められていることが多く、

デザイナーがトップに立つことはあまりない。法務関係についても、ラグジュアラーブランドは強い。

金融面、法務面でがっちり固めた上に、デザイン戦略・アート戦略がプラスされる。これらが一体と

なってブランディングが押し進められいる点が、今の彼らの最大の強みとなっている。 

 

・例えばルイ・ヴィトンは、来年度、ポンピドークラスの美術館をパリ郊外に建てる。プラダも、20

14年にミラノ郊外に大美術館を建てる。彼らは文化戦略の重要性やマーケットへの効果を充分に知り

尽くしたうえで、それぞれグローバルな視点を伴って、効果的な文化戦略を練り上げている。 

 

・ブランド戦略、マーケティング戦略、デザイン戦略、アート戦略が一体となって、新興国にとても

熱心に進出している。 

 

・海外進出の前に、国内が空洞化していると言われるが、まずは自国の産業を強くすることが重要で

はないか。例えば、伝統工芸を海外に紹介する仕事を始めているが、いきなり技術者しかいないよう

な企業を海外にもっていくのは無謀。今やっているのはプラットフォームづくりで、そういった方々

とつながって、私たちがブランディングをして海外に押し出していこうといったチャレンジをしてい

る。まずは自分たちでブランディングしていくことが重要ではないか。 

 

・その先を見越し、人材の育成が非常に重要になってくる。LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトング

ループは早稲田大学と共同で日本初のラグジュアリーブランディングの寄付講座を開設、MBA として

の基礎知識を修得するコア科目群に加え、ラグジュアリー ブランディングに関する専門性を獲得するため

の学際的なカリキュラムを提供している。そういったことはこれから他のラグジュアリーブランドに関

してもおこってくるであろう。ラグジュアリーブランドということだけに関していうと、非常に社会

的影響力が強い存在。今年、世界ラグジュアリー協会が世界で最も価値のあるラグジュアリーブラン

ドトップ 100を発表した。色々な部門があり、例えばファッション10ブランド、それから航空機やヨ

ット、自動車、宝石、時計、化粧品、リキュール、リゾートなど。ほとんど欧米ブランドが占める中、
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１つだけ日本のブランド「ミキモト」が100位の中に入っている。中国からは、サンバレー・アイス

ワインという企業が入っており、アジアからはこの２社だけであった。 

 

・エルメスは、アジアの市場向けに、中国の伝統工芸の世界を非常にモダンにアレンジした「Shang-

Xia(シャンシャ=上下、という意味)」というブランドを中国で立ち上げた。シャンシャはエルメスが

自分たちのブランドとして中国から発信しているため、中国ブランドではなく、フランスブランドに

なるが、他国の宝物を使ってフランスブランドをつくるといった例などはたいへんヒントになるので

はないか。 

 

・政府は情報収集機能を強化し、相手国に対する窓口を一本化すべき。第１５回通商政策部会で、日

本企業の現地法人が少ない地域、例えばアフリカにおける在外公館やジェトロの情報収集の強化に対

する期待を述べたが、ヨハネスブルグにはコリアタウンのようなものができており、多少奇異な感じ

がした一方で、韓国勢の団結力のようなものを改めて感じた。 

 

・ある韓国の家電企業は、2015年までにアフリカで 100億ドルの売り上げ目標を掲げ、既に南アフリ

カ、ナイジェリア等、５ヵ国で生産拠点を構築し、さらにケニアにＲ＆Ｄセンターを設立して、アフ

リカの自然環境を前提とした製品開発に向けて手を打っている。一方、中東アフリカではジェトロの

拠点が10ヵ所であるのに対し、韓国の貿易振興機関であるコトラという機関は21ヵ所もある。アフリ

カという最後の未開拓ボリューム市場の獲得競争は、我々が思っている以上に進んでいると理解すべ

き。 

 

・しかし、新興国の市場開拓においては、民間の努力だけでは限界があり、政府による情報収集や問

題発生時の駆け込み寺的な機能も必要。韓国や中国等の競争国に劣後しないよう、新興国へのリソー

スシフトや拠点拡大など一層の努力をお願いしたい。 

  

・政府間の交渉においては、新興国側は窓口を一本化してきているが、日本は必ずしもそうではない。

日本側も省庁の壁を超えて一本化・一体化し、交渉を効果的に進めることを期待している。 

 

・新興国とのＦＴＡをテコにした、ビジネス環境改善の緊急性について。現在、トルコが日本とのＦ
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ＴＡ締結を求めていると聞いている。トルコは、ＩＴ・エレクトロニクス業界にとっては、市場の拡

大に伴う売上の急成長により、非常に重要な市場になっている。液晶テレビ、デジタルカメラ、ゲー

ム機等の普及率は今後まだまだ大きく伸びる余地があり、日本とトルコのＦＴＡ締結によりトルコの

ビジネス環境が改善されれば、さらなるビジネスの拡大が期待できる。 

 

・しかし、幾つかのビジネス環境上の問題があり、特にＩＴ・エレクトロニクス業界として早急に改

善が必要な問題を２点だけ紹介すると、第一には、通関手続の不透明さの改善が挙げられる。担当者

の恣意的な判断や個人的理由によって通関が遅れ、そのたびに首都アンカラの中央政府との個別交渉

が必要になるなど、ビジネスに大きな支障を来している。 

 

・第二に、保護主義的な政策の廃止が挙げられる。例えばテレビなどチューナーのついている製品に

は、高い税率のチューナー税が課されており、トルコで製品を生産して輸出することでチューナー税

の減免が受けられることになっている。しかし、テレビの画面サイズごとに国内販売量が輸出数量を

上回ることが条件となっているため、実際には減免措置を受けることが難しくなっている。そのため、

高率なチューナー税を回避するために、密輸などの不正貿易が発生して、健全なビジネスの発展が阻

害されているのが現状。 

 

・潜在力のある新興国とのＦＴＡ締結を積極的に進め、保護主義的な措置を廃して、日本企業が自由

に活動できるようなビジネス環境の整備を図っていただきたい。 

 

・ＩＴＡ拡大の必要性について。ＷＴＯの戦略的活用の１つとしてＩＴＡ拡大を取り上げていること

に大変感謝。一方で、インドや中国などの一部の国では、まだ依然として消極的な意見があると聞い

ている。今や、ＩＴは、教育、環境、医療、農業、防災といったさまざまな分野に使われていて、人

々のあらゆる生活の基盤に欠かせないものとなっている。世界には多くの人類共通の課題が存在する

が、それらを解決するには、ＩＴの技術や製品が不可欠。先進国では少子高齢化に伴う人口減少が進

む中で、生産性を高める手段として、新興国では情報通信インフラ、環境、医療の拡充といったさま

ざまな問題の解決においてＩＴの重要性が高まっている。 

 

・例えば医療分野において、新興国では診断が困難なＭＲＩ画像や病理データを医療先進国とネット
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ワークでつなぎ、遠隔診断を行うプロジェクトが始まっている。このような利便性をもたらすＩＴ製

品は早急に普及させるべきであり、一刻も早くＩＴＡの対象品目に入れて関税を減免すべきである。

新興国においてＩＴのさらなる活用による課題解決が求められている中、中南米や中東アフリカには

ＩＴＡに加盟していない国も多く存在するので、加盟国の拡大も必要。ＩＴＡ拡大はＷＴＯドーハラ

ウンド再開に向けた突破口となる可能性もある。今後もＩＴ・エレクトロニクス業界を挙げて支援し

ていくので、ＩＴＡ拡大の早期実現に向けた日本政府の強いイニシアティブを期待。 

 

・グローバル人材の育成について、３点申し上げたい。１つ目に、大学では秋入学が、東大初め幾つ

かの大学で議論となっており、グローバル化対応がなされようとしている。海外からの留学生の受け

入れや日本から送り出す学生の数、大学自体が英語による授業の拡大など、もっと国際的に対応して

いくという意思表示をしている。人材育成の問題は、大学だけにとどまるのではなく、むしろ、産業

界との連携が欠かせない。採用時期の多様化、あるいは新卒採用の多様化といったことをあわせて連

携していただかないと、グローバルの人材育成を大学の現場だけで行っていくには限界がある。産業

政策とあわせて企業側の対応にも非常に期待したい。大学は閉鎖的であって、なかなか情報が集まっ

てこない。秋入学に対する期待と不安に関しても、経済界から、どういう人材を育ててほしいといっ

た意思表示をしていただき、連携していく必要がある。産官学合わせた形の人材育成に取り組むこと

が、これからの我々教育界にある者としての考え方でもあり、協力していただきたい。 

 

・２つ目に、外国人労働者について。単純労働者を入れて、日本人はもっと付加価値の高いところに

就職していくということだけではなく、同様の業種で人的な交流を現場で拡大していくという観点か

ら、雇用の自由化について丁寧に議論していく必要がある。 

 

・３つ目に、ＯＤＡについて。今回は新興国を対象にしているが、アフリカはＯＤＡ等が非常に手薄

になっている。インフラ整備、あるいはソフト面での研究開発投資や、アフリカの食料をどうするか

といったことも含めて、日本のＯＤＡをもっと活用し、ＯＤＡの長期的な収益性について認識を改め、

見直しをする必要があるのではないか。 

 

・国内の空洞化について。各国は、企業の海外展開を推進する目的は雇用を増やすためだと前面に押

し出している。企業の海外事業活動を援助することが国内産業の空洞化につながるのではないかとい
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う懸念がある中で、日本では、海外に事業展開している企業が国内での雇用を増加させているという

データを報告書で示せたのは良かった。海外展開した企業の中の16％ぐらい、非製造業だと３割以上

が国内雇用を増大させたということなので、こういった企業がどのように国内の雇用を増やしている

のかということについても検討していただき、国内の雇用を増やしていく方策を、今後考えていただ

きたい。 

 

・取り上げられた重点分野については、以前から課題になっていることも多い。重点分野を改めて再

認識し、総合的に再構築していくということだと思うが、これまでうまくいかない部分があったので

あれば、その原因を検討した上で方針を立てていただきたい。 

 

・今後重要になっていくのは、現地でどのように具体的に展開していくのかということ。現地の、現

場にいる方々の情報や見解を参考にしながら、具体的にうまく動かしていく方法を施策の中に入れて

いただきたい。 

 

・新興国の市場開拓については、基盤の整備といった、もっと前にやっておくべきようなことも中に

入っている。実際に市場に入っていく場合には、個別の肝があり、それは、産業分野によっても、国

によっても、あるいはいろんなステージによって変わってくる。当初の話としては、中小企業を中心

として新興市場に展開する企業を増やしていくということにあったが、十分な人的資源や十分な支援

のない企業にとって何が必要なのかといった、個別の対応が必要。 

 

・基盤整備も大事だが、うまくいったケース、うまくいかなかったケース、いわゆる事例集のような

ものを集め、後から進出する企業にとって参考となるようなものになればいいのではないか。 

 

・企業にとっての企業利益の源泉は何なのかという点が問題になる。企業利益の源泉を海外に出てい

くことにより失っては何もならない。同時に、当該国に出ていくときには、その企業のプレゼンス、

当該国におけるプレゼンスというのも大事であり、日本国内における場合とは違う面が当然あり得る。

企業利益の源泉を守りつつ海外に出ていくということに関し、今回情報提供していただくことになる

であろうジェトロ、あるいはそれにかわるような窓口において、さまざまな企業が新興市場に参入し

ていく上での重要なものを守るような情報を、今後、出していただきたい。 
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・「ハイレベルの政策対話の推進」について。日本と新興国のニーズとシーズがマッチングするよう、

国にはやっていただきたい。 

 

・「国づくり、人づくり」への協力要請について。例えばテーマでいえば、環境にやさしい国、エネ

ルギーが省エネルギー型の国、あるいは安心で安全な国、快適に暮らせる国というふうに考えたとき、

「まちづくり」というテーマやプロジェクトで、新興国に日本のノウハウ、あるいは技術を結集して

提供していくものがあればいいのではないか。 

 

・成長拠点開発プロジェクトについて。ほとんどがインフラ中心だが、環境、エネルギー、安心・安

全、快適をテーマとした「まちづくり」や「国づくり」をすることはどうか？ 

そのために、東南アジアや新興国に、具体的な研究開発や、社会システムの構築を含めた全体的な協

力をしてはどうか。あるいは我々が打って出ることができないだろうか。結果的に人材も育成できる

し技術開発も促進されると考えると、ヘルスケアや新たなエネルギー産業、先端産業、クリエイティ

ブ産業、ラグジュアリーブランドなど、文化的なものも含めて、産学官合わせた協力なプロジェクト

を形成し、オールジャパンで進めていくような感覚をもっていく必要があるのではないか。日本の国

家戦略としてどういう方向へ国をもっていくのかといったときに、環境、エネルギーとか安心・安全

というテーマは世界中共通でもあるし、よいのではないか。 

 

・日本の身の丈を評価したときに、本当に強ければそのノウハウや技術やシステムを結集して進めて

いくのだという方向づけをしていけば、裾野産業も含めて非常に大きな力になる可能性もあると感じ

た。 そういった志向も一度、経済産業省、あるいは国を挙げて議論をしていくたたき台を作ってい

ただきたい。 

 

（事務局） 

・新興国市場開拓戦略については、欧米の投資銀行が選んだ国ではなく、日本の製造業、サービス業

がどういった国に関心をもって、どういった点で切り込んでいきたいかというところを、いま一度足

下をきちんとみて調査し、進出の際に起きる問題点はどういうことがあって、それを誰がどのように

解決していくのかということを総ざらいするために始めた。本日いただいたコメントも含めて、これ
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を中間整理とさせていただくよう、これからまた調整をしていきたい。 

 

・国と民間企業の一体化や各省庁間の縦割りを排除すべきというコメントに関しては、今回の資料を

作成するに当たっても、外務省と相談しながら、我々の考え、それから外務省の考えも一緒に入れ込

んでいる。これをさらに強め、外務省のみならず、各省と連携して取り組んでいけるようにさらに仕

事を深めていきたい。 

 

・日本人の海外展開に当たってのグローバル人材の育成、ローカルな人材の育成については、インタ

ーンの実施やローカル人材の育成などの具体的なプロジェクトを行っていくことで双方で働きかけを

していきたい。 

 

・クールジャパンについて。食の強調、ファッションでのブランディングをどうするかというところ

についても、各省縦割りではなく、それぞれ相談しながら先に進めていきたい。 

 

・投資協定の仲裁について。投資協定仲裁を実際使っている例は非常に少ないが、投資協定に書いて

あることを二国間の協議で政府が使ったり、あるいは当事者が使ったりすることで、実際に使われて

いなくても効果があるという部分はあるのではないか。しかしながら、調停をどのように使っていく

かということについても、どの程度ニーズがあるのか、さらに使いやすくするにはどうしたらいいか

という点についてもさらに検討して、この協定が実際に使われていくよう検討してまいりたい。 

 

・技術やイノベーション、貿易立国といったような、我が国の最も大事にしなければいけない価値に

必ずしも高い優先順位が与えられてないのではないかということに関しては、決してそうではないと

思っている。国にとっての課題が多い中で、この技術力のレベルを高め、貿易立国をどのように保っ

ていくかということは、優先順位が下がっているどころか、ますます大事なものとして政権の重要な

項目に挙がっている。順番や持ち出し方については、多少うまく進んでないという印象をお持ちだと

思うが、重要度は全く劣っておらず、引き続きこの点については前に進めていくように努めてまいり

たい。 

 

・ＷＴＯについて、立法機関として信頼されないところが司法機関として残り続けることがあるのか
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という点については、趣旨を踏まえて、いかにＷＴＯが世界のルールセッティングで大変重要な機関

かと、さらにそれに対してどうやって意気込みをもって前に進めていくかという事を、しっかり受け

とめて書き方を調整していきたい。 

 

 

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 

      


