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【第 1 部】 
 司会 それでは第 1 部、「TPP と日本の通商戦略」につきまして、経済産業省顧問・前経

済産業審議官の佐々木伸彦様にご講演をお願いします。佐々木様のご経歴を簡単にご紹介

させていただきます。昭和 30 年、秋田県のご出身で、秋田高校、東京大学法学部をご卒業

なさっておられます。昭和 54 年、通産省に入省。昭和 59 年、カリフォルニア大学バーク

レー校へ留学。平成 5 年、外務省 OECD 代表部、一等書記官、参事官。平成 8 年、通商政

策局北西アジア課長。平成 16 年、経済産業省製造産業局参事官。平成 17 年、経済産業省

大臣官房審議官。平成 20 年、JETRO 北京所長。平成 22 年、経済産業省通商政策局長。平

成 24 年、経済産業審議官。そして平成 25 年 6 月、顧問にご就任です。 
 では佐々木様、どうぞよろしくお願いいたします。 
 佐々木 ご紹介賜りました経済産業省顧問をしております佐々木でございます。本日は

こうして関西の皆様方の前で日本の通商政策、通商戦略についてお話し出来ますことを大

変光栄に思います。今ご紹介いただきましたように、遂、一月前に経産省を退官いたしま

した。34 年間の私の通産省・経産省における役人人生の後半の方は、相当にこの通商政策、

特に TPP への日本の加入といったことについて力を注いできたということもございまして、

今日はこの TPP を中心にしてお話を申し上げたいと思います。 
 先ず、日本の通商政策とか通商戦略というのは、一体何のために何をやっているのかと

いうことから入りたいと思います。一言で言うと、日本の企業が海外において貿易をする、

或いは投資をしてその地域で物を作り、或いはサービスを提供する、こういう仕事をしや

すくする環境を作っていくというのが一番の狙いであります。今、世界中でグローバル化

が進み、物の行き来、或いは人の行き来、さらには投資をして現場で物を作る、現場でサ

ービスを売る、こういった活動が非常に活発になってきております。残念ながらそこには

経済国境があって、物の自由な流れを阻害する制度というものが存在します。なるべくこ

の経済の国境の敷居を低くしていって、仕事をしやすい環境を作るというのが、我々の狙

いです。 
 本来この仕事というのは WTO を中心にして行われるべきものです。全世界共通に敷居を

低くしていく、なるべく自由な物の流れ、人の流れを作っていこう、これが本来、WTO が

行うべき課題だったわけです。この GATT とか WTO という世界共通の仕組みが最近段々

機能しなくなってきている。それは後ほど触れますが、新興国の台頭によって、嘗て日米

欧が三極で「こうしよう」とすればそうなってきた時代から、段々新興国の発言権が増し

てきている。貿易量であり投資の量であり経済に示す大きさがそうさせてきたわけです。

新興国が「うん」と言わないとなかなか制度の改正が進まないという状況になってきて、

世界がいろいろ流動化してきた。今日の TPP というのもその流動化する制度の中で生まれ

てきた一つの産物であって、日本がここへ入るのか入らないのか、その中でどういう交渉

をしていくのかというのが、この 3 年越しで大変大きな議論になってきたというのも、そ

ういう流れの中にあってのことです。 



 抽象的な話をしていてもなかなかわかりにくいと思いますので、世界がどれくらい小さ

くなってきているか、東アジアにおいてサプライチェーンがどういうふうに変わってきて

いるかということの絵が 25 ページにあります。この色が、濃い青色、その次に紫色、水色、

緑色と、国と国との矢印の関係が色で図示されておりますが、この濃い色ほどその国の貿

易量に占める部品とか素材の割合が高い国なのです。一見して分かるのは、日韓の間では

日本から韓国への輸出、韓国から日本への輸出、いずれもその貿易額の 70％以上は中間財、

部品や素材、こういったものがその取引の主流を占めている。その次に青色が目立つのは、

韓国から中国へ、それから日本から ASEAN へ、韓国から ASEAN へ、こういったところ

が貿易額の 7 割以上が中間財です。その次が紫色ですので、日本から中国、ASEAN から中

国、日本から ASEAN、それから世界中から東アジアへ、ASEAN からその他の地域へ、こ

ういったところが紫色になって、これがまた中間財の多いところを示すわけです。 
 これぐらい国と国の貿易の半分以上、国によっては 6 割 7 割が中間財で占められている。

これほど中間財というのは一つの部品がある別の国に輸出されて、そこで製品に組み立て

られている。更に、また国境を超えて一つの部品がある国に輸出されて、また更にそれが

高度な部品となって加工され他国に輸出される。或いは部品の生産国に戻っていく。そこ

でより高度な部品、或いは製品になっていく。自動車であり家電であり、いろいろな製品

が出来上がるまでにいろいろな部品のやり取りが行われ、今、世の中というのは出来上が

っている。特に東アジアにおいて、かなり多量の部品・素材がやり取りされている。とこ

ろが冒頭で申し上げたように、世界の制度というのは国境を挟むごとに非常に大きな障壁

があって、この部品のやり取りの自然な流れを妨げているというのが現状であります。 
 何故そういう制度が部品・素材の物の流れを妨げることになっているのかというと、そ

れぞれの国に固有の競争力というのがあって、例えば、嘗て日米貿易摩擦は、繊維であり、

鉄鋼であり、カラーテレビでありと、いろいろな物品で貿易摩擦があったわけですが、関

税無しで他国の競争力のある製品が自由に入ってくると、その国の産業がとても太刀打ち

出来ない。みんな潰れてしまうということで、それを抑えるのに関税を高くして輸入を妨

げたり、或いは制度でその国の製品の自由な流入を止めたりということが、この国際間の

経済国境として今まで機能してきたわけです。 
 方や、どの国も自分の国の産業を守りたい。しなしながら、自分の国から出て行く産業

はそれを応援したい。応援する時にはその製品が向かっている相手国の制度をなるべく関

税を下げたり、投資、サービスの制度を輸出する側の産業に沿ったもの、その競争力が生

きるような制度に変えていきたい。このような鬩ぎ合いが行われてきているわけです。冒

頭で申し上げたように、本来 WTO で行うべきところが、WTO が世界の制度の自由化に対

して非常に決断が出来なくなってきている。ドーハ・ラウンドが始まって以来、10 年を超

えてもなかなか合意の着地点が見えてこない。こうした中で今 FTA、EPA、それから現在

その最も進んだ姿として TPP があります。このような自由貿易協定はこの WTO の枠内に

ありますが、WTO の制度の改正を求めていくのではなく、各国間それぞれの自由化を進め



ていこうという流れになってきているわけです。 
 ここで少し資料にない話をしますが、自由貿易協定、EPA や FTA と言いますが、これは

本来 WTO のルールから言いますと許されざることであります。つまり A 国と B 国が世界

とは関係なく A 国が B 国に、B 国が A 国に、その国だけを優遇するという制度を与えると

いうのが FTA という概念なのです。WTO というのは、GATT、関税貿易一般協定という貿

易の憲法のような条約がありますが、その条約において決めていることというのは無差別

原則という、WTO の加盟国である A 国は、B 国 C 国 D 国 E 国、全ての WTO の加盟国に

対して同じ平等な扱いをしなければならない。つまり A 国は B 国に対して「あなたとは仲

がいいのでカラーテレビの関税をゼロにしましょう」「その代わり、C 国とはあまり仲が良

くないので C 国からは 10％の関税を取ります」と、こういうことはしてはいけないという

のが WTO の原則なのです。ところが自由貿易協定というのは、A 国と B 国が FTA を結べ

ば、A 国は B 国に対してだけ関税をゼロにします、カラーテレビをゼロにします、自動車

をゼロにします、繊維製品は 2.5％にします。こういう B 国に対してだけ優遇をして、C 国

以下、他国に対しては今までどおり、同じ高い関税を取り続けます。これを認めるのが FTA
という制度です。 
 なぜこれが、WTO が認めるものとなっているのかというと、若干歴史を遡りますが、

GATT の体制が発足した時、既にベネルクス三国というのは、この 3 カ国の間はお互いに

関税ゼロでやっていたのです。この 3 カ国の間だけで関税ゼロという制度を持っていたの

に、その 3 カ国が WTO に入るときに全部無差別原則で他の国、例えばオランダは日本に対

してテレビ、繊維、鉄鋼で関税を取っていたとします。その関税と同じ率の関税をルクセ

ンブルクに対して、或いはベルギーに対して取るということが出来なかったので、その 3
カ国間で形成されていた FTA の関係をそのまま WTO が引き継ぐためにある特別な関係、

つまりベネルクス三国のような、特別に A 国と B 国が貿易の、substantially all、即ち、殆

ど全てが自由化されているような関係であれば、WTO の制度の中でそういう特別な関係を

認めてあげよう、これが FTA の WTO の中における位置付けになっています。 
 嘗てはそういう特別な関係というのは非常に珍しく、ベネルクス以外殆どありませんで

したが、アメリカとカナダが自由貿易協定を結び、そこにメキシコが入って NAFTA がで

きて、やがて EU が一つの経済体にまとまり、そこがほかの国と FTA を作るというように

だんだん広がってきたというのが、1990 年代から 2000 年代にかけてです。 
 日本はタイ、マレーシア、シンガポール、こういった ASEAN の各国と FTA を締結して

おり、第 1 号がシンガポールでした。これが発効したのが 2002 年。その次にメキシコと結

びまして、2005 年から発効が始まっております。こういう一つ一つの国と FTA を結ぶよう

になったのです。その理由は、WTO が我々の期待に沿うような関税・制度の自由化に向か

って力が無くなってきたところを見て、これは他の人もやっているし、自分もその道に進

んでいかなければいけないということが 2000 年代に入って分かってきた。そういう方針転

換をしたので日本の FTA は比較的遅く始まったのですが、それ以降 ASEAN 各国、それか



らここに書いてあるような国と FTA を結んできたというのが今の状況です。 
 但し、FTA というのは「あなたとだけいい関係を結びますよ」という約束であるが故に、

その約束に入れていない国に対しては、より差別的な状況になります。これが 4 ページに

ありますが、韓国の FTA のカバー率、韓国の貿易のうち 35.4％が、韓国が FTA を結んで

いる国との貿易であります。つまり 35.4％は原則関税ゼロで輸出出来る。或いは関税ゼロ

で輸入をするという状況になっております。ところがこれに対して日本は 18.9％でありま

す。何とかこの 18.9％というのを韓国のような 35.4％、或いは、それを更に超えて増やし

ていかなければいけないというのが今の課題です。 
 FTA を結んでいない国との関係は、FTA を結んでいる国と比べると、貿易環境上より悪

い環境を享受させられているということです。具体的に言いますと、韓国はアメリカと EU
と FTA を結び、それが既に発効しています。韓国で作られた自動車はヨーロッパに輸出す

るとき関税の 10％というのを払わなくてもいい、関税ゼロで輸出出来ます。日本から自動

車を EU に輸出する時には 10％の関税を払わなくてはいけない。やはりヨーロッパ市場の

人にとってみると同じ魅力の車を輸入するとして、韓国から輸入した方が 10％関税を払わ

なくてもいい、より安い価格で買える。ところが日本から来る物は 10％高い価格で買わな

ければいけない。こういうヨーロッパ市場における競争力の差が日韓では生まれていると

いうことがあるわけです。何とかこれを日本と韓国の製品がヨーロッパ市場において、或

いはアメリカ市場において同等の競争力を持つためには、日本も韓国が結んでいるのと同

じような FTA を結ばなければいけない、こういう状況になっていったわけです。 
 この 7 ページにあるのが、その遅れを取り戻し、更に超えていくための日本にとっての

大事な FTA です。ご承知の通り、TPP、日中韓、RCEP、これは東アジアの ASEAN とそ

の周りの 6 カ国の 16 カ国が作る FTA の交渉です。それから日 EU、これは日本と EU との

間で FTA を結ぼうという交渉であります。こういった大きな、日本にとって大事な市場と

の間の FTA を結ぼうということで動きが始まったわけです。TPP は一昨年 11 月に野田総

理がハワイの APEC におきまして、関係国との協議に入ると表明をしたところから、一気

に国内の議論が盛り上がったわけです。日中韓の場合には去年の 11 月に日中韓経済貿易大

臣会合で、第 1 回交渉を 2013 年中の早いうちにやろうということが決められている。RCEP
も同じ時期の ASEAN の首脳会合で交渉入りをしよう、日 EU も 2011 年の 5 月に定期首脳

会議でスコーピング、つまり準備作業を始めようということを決めて、正式に交渉しよう

ということが決まったのは今年の 3 月 25 日、電話での日 EU 首脳会談です。日本の企業に

とって貿易、投資をする、その中でそれをしやすい環境を作っていくための三つの大きな

FTA を始める段階まで来たというところであります。 
 早くから作っておけば良かったではないかというふうに思われる方もおられるかもしれ

ませんが、冒頭で申し上げたようにベネルクスという特別な関係、3 カ国の間では如何なる

品目も関税がゼロであるという関係があったので、WTO 上、特に認められた地位が FTA
であると申し上げました。日本もそれが出来れば、どの国とも FTA が結べたのです。5 ペ



ージをご覧いただきますと、大変細かい資料になっていますので後でじっくりご覧いただ

ければと思います。日本がもしどこかの国と FTA を結ぼうと考えた場合、100％に近い、

実質的にその国との関係の全ての輸出、輸入について関税をゼロにするという約束や準備

が出来ていれば、その国と交渉入りが出来たわけです。しかしながら、これをご覧いただ

きますと、FTA 交渉は 2000 年代に入りシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリがあり

ます。それぞれの国との日本の譲許度と言いますか、自由にした実際の割合を示すと、大

体 85％から 90％、日本が輸入する全品目のうち 85％だけ関税をゼロにしますと言って結

んだのがこれらの FTA です。実質的に A 国 B 国の間は全部自由になっていなければいけな

いと申し上げましたが、全部というところに WTO 上の明確な定義はないのです。 
 私自身もシンガポール、メキシコ、タイの交渉に直接携わりもしましたが、当時の日本

がこういった国と FTA を結んでいく時のものの考え方と言いますか、WTO が決めるとこ

ろの実質上全ての関税がゼロになるというのはこういうことを意味すると言って、日本な

りの基準を作り、その基準を満たしているかどうかでやっと相手国との交渉をまとめて良

い時期に来たかというように判断をしていったわけです。つまり交渉の最初の段階ではお

互い関税を開放したくないので、自分たちはここは開放するけれども、ここは開放したく

ない。お互いの言い分を認めたら、実質的に A 国 B 国の関係が自由であるという高いレベ

ルまでは到達しないわけです。これが八十何点で、我々は、ここまで来たらなんとか WTO
の基準はクリアして、実質的に日本とシンガポール、日本とメキシコの関係は自由である

と、貿易の障壁はないと言える状態まで達したと考えられる域が、この程度のところであ

りました。 
 ところが、日本の輸入で自由化していないのがこの黄色の部分です。即ち、既存の EPA・

FTA において「除外」以外の対応をしたことがないという農産品と若干鉱工業品もありま

す。それから後で話そうと言って、その時には決めなかったという種類のもの。こういっ

たものが大変数が多いので、実際には 100％には遠く、最高のもので 88％、それくらいの

自由度、開放度しか持たない FTA を結んできたわけです。ところが右半分をご覧いただき

ますと、米韓、米チリ、韓 EU、最近結ばれている FTA の開放度を見ると、全品目のうち

95％を超えて 97～98％、中には 100％開放しているような FTA が殆どです。従って、日

本としてはこの赤ポツがたくさんあるレベルをもっと引き上げて、たくさんの品目で自由

化をする用意がなければ、今世界で主流となっている FTA のレベルまでは到達出来ないと

いうのが現状です。 
 先ほどの表の中でも既にかなり高い自由度を示しているわけですが、TPP というのはそ

の中でも特に高い自由度、原則 100％を目指すというところが特徴であります。交渉が終わ

った結果、それが本当に 100％になるのかどうかというのは交渉をやってみなければ分かり

ません。但し、かなり高いものを目指すということは間違いのないのです。この表では 100％
とは言っていても、実はアメリカもオーストラリアも TPP の重要なメンバーですが、アメ

リカはオーストラリアに対して米豪 FTA という協定を既に結んでいて、その中では全関税



の約 1％にあたる 108 の関税項目、砂糖、ブルーチーズ等について除外をしています。つま

り関税をゼロにしないということを明確にしています。米は豪との約束を TPP の交渉の中

で再交渉するつもりはないということも明言しています。 
 ということは、TPP は 100％を原則にするといっても、アメリカが言っているようにな

にがしかの除外はあるのではないかというのが、この TPP に参加するかしないかという議

論を始めた当初からの議論でありました。つまり TPP に入って、そこになにがしかの除外

というものはやはりあるのではないか、その形があるとすれば、日本として全て丸裸にな

るということを覚悟しなくても、交渉の結果どうなっていくかは交渉してみないとわから

ないという議論が片方にあり、もう片方では今まで日本が結んできた 86～87％の FTA とは

違って、100％を目指す TPP というのはやはり農業に与える影響は甚大なものになるだろ

う。この黄色の部分、それからその下の部分、このあたりにある品目というのが無傷で通

るとは思えないというのが反対する議論であったわけです。 
 自民党政権の中で TPP の交渉に入ることになったわけですが、思い起こしていただけれ

ば 2 月の日米首脳会談、そこで議論になったのはこの TPP の交渉に入っていくということ

でした。交渉に入るということがコメを含む全ての品目の関税撤廃をすることを約束する

ことを意味することになるのかならないのか、それがポイントでありました。 
 日米首脳会談において TPP の交渉に参加をするということは、テーブルの上に全ての品

目を乗せる、つまり予め特定の品目で交渉対象にしないということを認めない。しかしな

がら、テーブルの上に全ての品目を乗せたからと言って、乗せたものが即全て関税をゼロ

にしますということを約束したことにはつながらない、それは全て交渉が終了した段階で

決まるということが、アメリカのオバマ大統領との間で確認出来たというのが一番のポイ

ントであったわけです。 
 一昨年の 11 月、野田総理が TPP の参加に向けて関係国との協議に入ると言った途端、

世の中はどんどん動き始めました。そこから日本は交渉参加を宣言するまでには、1 年と 3
カ月の時間が必要でありました。更に、実際に交渉に入るまでには 1 年と 8 カ月の時間が

必要であったということですが、日本が交渉参加に向けて関係各国との協議に入るという

ことを表明した一週間後のことです。バリ島において行われた日中韓経済貿易大臣会合に

おいて、中国は日中韓の FTA を是非進めようということを時の温家宝首相が言った。現実

に、これは今年の 3 月に第 1 回交渉が行われております。第 2 回交渉は 7 月 30 日から行わ

れることになっています。実際に日本の TPP への交渉参加の関心への表明を受けて日中韓

が動き始めた。 
 RCEP というのは、ASEAN と 6 カ国の間での FTA です。歴史を振り返ってみると、日

本が主張する ASEAN プラス 6 の枠組と、中国が提唱する ASEAN プラス日中韓、13 カ国

で FTA を作ろうという枠組の議論があったわけです。これが野田総理の日本が TPP に向

かって動き始めたのを捉えて日中韓を一緒にやりましょう、それから RCEP の ASEAN プ

ラス 6という構想も 16 カ国で交渉を始めよう、というところまで一気に行ったというのが、



2011 年 11 月の状況であったわけです。勿論プラス 3 ではなくプラス 6 を取ったという決

め打ちをせずに、プラスαで決着を図って進めることとしたわけです。 
 もう一つの動きは、EU が日米が中心となって TPP でいろいろな制度、世界共通のルー

ルを作られてはたまらないということで、それまでずっと日本が求めてきた日 EU の EPA
を早く交渉入りしようという機運が、ここで一気に盛り上がってきました。冒頭で申しま

したように、この FTA と EPA というのは誰かが動いてその制度が出来上がると、そこに

参加していない人にとってはその人に不利益な状況を与えることになりますので、自分も

それをやらなければいけないという、ドミノ倒しのような現象を誘うことで、現実にこの

時に起きたわけです。 
 更に、日本が TPP に入りそうになったことを受けて、EU とアメリカも今度は 2 国間で

EU・アメリカの FTA 交渉を始めようということになったわけです。日本がずっと長い間

いろいろな議論を経た上で TPP に入っていくという流れを作ったところが、これだけ世界

の大きな流れを動かしているということです。実際この 17 回交渉の概要しかこの資料には

入れておりませんが、18 回交渉はテレビで報道されました。先週マレーシアのコタキナバ

ルで行われております。そこで初めて日本はこの TPP 交渉に参加を許されて、初めてそこ

で条文を見るという機会を与えられたわけです。 
 この TPP に入るプロセスというのが如何に大変だったかというのを振り返ってみますと、

2011 年 11 月、野田総理がホノルル APEC のときに TPP 交渉参加に向けて関係各国との協

議に入るということが表明しました。日本国内で国論を二分するような議論が巻き起こっ

たのは、実はその 1 年前、横浜で APEC をする直前からです。菅総理の時、民主党政権下

で TPP 交渉参加に関心あり、検討に入るということを施政方針演説の中で謳ったことが大

騒ぎの始まりとなったわけです。そこから反対する議論が巻き起こり、またこれを是非や

るべきだという議論も同じように起こって、国論を二分するような議論が続いたわけです。

2010 年です。 
 それが 2011 年 3 月に大震災が起きて、世の中はそれどころではなかったわけですから、

この議論が一時世の中の話題から消えて、また夏ぐらいから少しずつ動き始めて秋のホノ

ルル APEC に間に合って野田総理の先ほどの発言になった。こういう時間軸の中でものが

動いてきたわけなのですが、これが民主党政権下ではどうしてもこの TPP の交渉参加を日

本として完全に手を挙げるというところまで持って来られずに政権交代を経て、今年の 2
月 22 日に日米首脳会談で全てのものをテーブルに載せるが、それは一方的に全ての関税を

撤廃することを予め約束することを求められるものではないという大統領の発言をもらい、

それで日本側もアメリカとの関係で TPP に入っていくための関門を一つクリアしたという

ことです。 
 この TPP というのは新しく出来た条約の枠組みですので、勝手に自分達でルールを作れ

るわけです。その作ったルールの中で一番大きなものは、どの国でも TPP に入ろうとする

国は既存のメンバー、全ての国から了解をもらわないと交渉には参加出来ないというもの



です。日本もこの TPP に入りたいということを国の中で議論を始めてから、各国と協議を

してきて、アメリカであり、豪州であり、日本と同じ時に手を挙げて日本よりも先に入っ

たメキシコとカナダでさえも、そのメキシコとカナダからも了解をもらわないと交渉に入

っていけない。こういう状況であったわけです。 
 日本とアメリカの首脳会談を経まして、3 月 15 日に日本が正式に交渉参加の表明を行い、

それから 4 月になって TPP の主要閣僚会合で日米協議というものをきちんと了解をした結

果、日本とアメリカの間で今後 TPP 協議と並行して何をやっていくか、何を交渉していく

かということを決めたわけです。お手元の資料の中に、これまでの日米関係をまとめて今

後、二国間で何を話し合っていくかということは全て書き込まれております。 
 TPP の参加にあたって、全ての国の了解をもらわないとメンバーになれないということ

を申し上げましたが、もう一つ決められていることがあって、何人も交渉に参加している

国は条文を他の人に漏らしてはいけない。これも大変強い規律で守られているルールであ

ります、正直申し上げて私、3 年間この仕事をやってきましたけれども、どの 1 ページ、ど

の 1 条の条文も「これが TPP で現在議論されている条文だ」というものを見たことがあり

ません。それくらい情報管理がきちんとなされている。誰かどこかの国からこの条文が流

れたというのがわかったら、即その国はもうこの交渉からは退場しなければいけないとい

うぐらいの厳しい保秘が徹底されている交渉であるようです。 
 「何千ページなのですか」という質問が記者会見の最後で飛んでいたようですが、実際

のところページ数を数えていない、数えられるところではないというのが今の状況のよう

であります。先週の木曜日をもって、一気に条文へのアクセス権が日本国に与えられたと

いうことで、パスワードをもらって条文に入っていって、その条文が今ダウンロードして

見られる状況になっているわけですが、トータルでおそらく 1000 ページを超えるようなも

のなのだろうと思います。そこに各国の付属表といいますか、条約が完成して最終的な形

になった時には、それぞれ全ての参加国の 9000 品目に渡る品目のうち、どの部分を開放す

る、どの部分を開放しない。或いはどの部分は十年以内に開放する、どの部分は十何年で

開放する、こういったものが全部付きますので、そういう膨大な文書になるだろうと思い

ます。 
 範囲も大変広範に渡りますし、参加国の数も多いということで、非常に膨大な交渉であ

ることは間違いないのです。しかし、我々がこの交渉に参加したいということを求めてい

った時に、そんなに全く未知の領域に踏み込んでいって、右も左もわからないものの中に

やみくもに突き進んでいくという意識では全くなかったわけです。 
 と言いますのは、この TPP 交渉で扱われる 21 分野というのは、このどれもが殆どは自

分たちが ASEAN 或いはメキシコと結んできた FTA の中で扱ってきた項目であったからで

す。この物品市場アクセスはもちろんのこと、例えば（7）政府調達、（8）知的財産、競争

政策、サービス、こういったものは全部、日本にとってみると過去に他の国と交渉して実

績を作ってきた経験があるので、大凡こんなことが話し合われているのではないかという



ことは想像出来る分野であったわけです。 
 ただこの水色の部分、16 番の環境、17 番労働、21 番分野横断的事項、これは実は扱っ

たことがなかった。どうも聞くところによると、環境というのは環境が良い国から途上国

に対して、つまり端的にいうと先進国のアメリカ、オーストラリア、シンガポール、こう

いったところから途上国であるベトナム、マレーシアに対して環境がきちんと守られてい

るような製品だけを輸出できるようにしよう、或いは 17 番の労働ですけれども、労働基準

がきちんと守られている製品だけを輸出出来るようにしよう、という条文のようなので、

日本が何か今 TPP で行われている交渉の条文の結果、とても困るということはおそらくな

いであろう、環境保護においても労働保護においても日本の水準はおそらくアメリカ、オ

ーストラリア並みか、それを超えているのであって、決してベトナムやマレーシア並みで

はないであろう、こうした理由からおそらくこれは大丈夫であろうという自信がありまし

た。 
 更に、21 番の分野横断的事項、これは全く嘗ての FTA にはないクリエイティブなことを

考えていこうというもののようですから、我々が経験したことがないのは当たり前なので

すが、どうもこれも、例えば中小企業にとって輸出しやすい環境を作るために当時は 9 カ

国、今は 11 カ国、日本も入って 12 カ国になりましたが、その国で中小企業が輸出すると

きの（書類の）フォーマットというのを共通のものにしよう、そういったことをみんな考

えているようです。 
 そうであれば、何かそこで日本が困るようなことは到底起きるはずもないというような

安心感で我々は考えていたわけですが、社会一般には我々の身の回りの生活分野の殆どを

カバーしているではないかという恐怖がありました。更にはアメリカがそこにいて、いろ

いろなことを指示してアメリカのスタンダードを押しつけてくるのではないかという心配

もありました。この両方から、国民的な議論となり日本らしさを失い、とんでもないアメ

リカの基準を押しつけられるような交渉に日本が入っていくのではないかという議論にな

ってしまったわけであります。 
 その中でいろいろ言われてきたことというのが、このページに書いておきました。メリ

ットは、日本企業にとってビジネスしやすい環境を作ろう、一言で言うとそうなのですが、

これを二つに分解すると相手国の関税を下げるということと、相手国の制度を日本の制度

に近づける、この二つがその中身です。関税を下げる方は比較的理解は簡単で、オースト

ラリアの 5％の自動車関税をゼロにしようとか、そういう先進国でも残っている関税をゼロ

にすることによって、日本企業の製品を日本から輸出しやすくなる。 
 それからベトナムや ASEAN の国と FTA 交渉を結んだとお伝えしましたが、日ベトナム、

日フィリピン、日本が結んだ FTA の殆どがこの 80％台の開放度に止まるというふうに申し

上げました。日本が八十何パーセントしか開放しないのに、相手国に 100％の開放を求める

ことは出来ない、これは当然のことなのです。従って、ここで取れなかったものというの

が実はたくさんあって、例えば、ベトナムは日本から自動車を輸入する際に 83％という高



い輸入関税率を課しています。これは日本だけではなくて世界全部そうです。これは MFN
と言いますが、無差別原則。WTO で譲許している関税率を、日本との FTA で下げること

をしなかった。ベトナムが日本に輸出したい農産品を日本が開放しなかったのだから、日

本がベトナムに輸出したい自動車の関税率を下げないのは、これは当然のことである。こ

れがベトナムの言い分で、それはそのまま残ってしまった。鉄鋼であり、様々な工業製品

で、日本がこういう TPP に参加している各国と FTA を結んでいながら、その国の関税を

下げられなかった品目というのはたくさんあります。これらを再度 TPP の中で取りに行く

というのは、我々にとっての関税引き下げの大きな目標の一つです。 
 もう一つビジネス環境ですが、ビジネス環境を良くしていくというのは、先程このペー

ジでご覧いただいた知的財産です。これは一番分かりやすいと思うのですが、WTO でもル

ールがあります。偽物を作ってはいけないとか、偽物を作らないように各国がこのように

規制をしようというルールがあります。それを越えて TPP ではより偽物作りが出来ない、

偽物を作ってそれを売ることを妨げるようなそういう制度をお互いの国できちんと作って

いきましょう、これが知的財産の章で扱われていることだと思います。 
 自分自身が条文を読んでいないので、見てきたようなことを言うしかないのですが、そ

ういう条文であるはずです。これもベトナムですとかマレーシア、こういったところで実

際に日本が FTA を作る時も、やはり知的財産という章を作って、ここでいろいろなことを

取りたかったのですが、取りはぐれていることがたくさんあるし、それを TPP の中で追求

していこうと。 
 更には投資とかサービスという章がありますが、日本企業は今、モノを売るだけではな

くてサービス業がこういったアジア各国に展開していって、そのサービスを売るというこ

とをこれからどんどんしていかなければいけない。例えばセブンイレブンが中国或いは東

南アジアで大変成功したビジネスをしているわけですが、これをベトナムに進出しようと

すると、1 店目は良いが 2 店目を作ろうとしたら、それはベトナム政府の許可が必要ですと

言われる。そういうことを言わずに、TPP の同じメンバーであれば日本がセブンイレブン

の出店をしようと考えたら、それは 2 件目も 3 件目も自由に出来るような、そういう投資

環境を与えてくれと、例えばそのようなことをここで議論するわけであります。 
 まとめると日本企業が TPP の各国に対して物を輸出する、或いは投資・サービスを輸出

する、現場に出て行って仕事をする、こういったときのビジネス環境をなるべく広範な分

野で保っていきたいというのが、我々が追求していく、即ち、TPP 協定のメリットとして

議論されるところであります。 
 方や、デメリットとして議論されてきたことは、大きく分けると二つあります。一つは

農業。日本がベトナムやマレーシアと FTA 交渉をした時のような守り方は出来ないだろう。

TPP に入れば、相当な関税削減、或いは関税の撤廃を強いられるのではないか。それに対

する対策も何も今出来ていない状態で TPP に入ることは大反対だという議論。これが TPP
反対論の大変大きなものであり、きちんと議論をしなければいけない重要な問題でありま



す。 
 反対論のもう一つは、TPP に入ると、アメリカのスタンダードで席巻されるのではない

か、安全ではない食品が増えるのではないか、食品の安全基準が緩和されるのではないか、

公的な医療保険を受けられる範囲が縮小されるのではないか、賃金の安い外国人労働者が

大量に入ってくるのではないかという、もう一つの大きな懸念があったわけです。これも

条文をつぶさに見れば、おそらく大半のものは杞憂（きゆう）で終わることになると思い

ます。ちょっと古いのですが、去年の 3 月にウェンディ・カトラーUSTR 代表補が日本で

した講演の中の一部です。そんなことは TPP で議論していない、日本の TPP 参加に反対

をする人というのは何を心配しているのかと言って、彼女が言ったいくつかの発言ですが、

混合診療は先ず議論していません、単純労働者の受け入れを求めるものではありません、

そういうことを彼女はここで言っているわけです。条文を見て、またその条文を見たこと

の結果、どの部分をどれくらい開示できるかというのは保秘の観点がありますので、これ

からの課題になりますが、懸念の 2 番目の大きな方は杞憂であったということが言えるの

ではないかと思います。 
 但し、農業は交渉がどのようにまとまるにせよ、どういう対策をもって日本の農業の産

業競争力を高めていくのか、海外から安い製品が入ってきてもそれに太刀打ち出来るよう

な農業にしていくのかといった点の議論というのは、今後もきちんと続けていかなければ

いけない。杞憂であるようにと言いますか、実際に最後まで心配がなくなるように、きち

んと交渉の中で主張すべきは主張していかなければいけないと考えております。考えてお

りますというか、私自身は先月退官しましたので、自分自身はもう交渉に携わることはな

いのですが、そのように対処していくということになるだろうと思います。 
 日米首脳会談、それからアメリカとの約束事が全部この 16 ページ以下にまとめてありま

すので、参考にしていただければと思います。日中韓、それから EU との間の FTA、そう

いったものをざっとご紹介だけしておきたいと思います。言うまでもなく、日本にとって

は中国・韓国は、貿易、投資、経済の大変重要なパートナーですので、その国と FTA を結

んでいくというのは、日本にとって大変重要な大仕事になるわけです。これをどういうレ

ベルで結んでいけるか、つまりどれくらい広範な分野で、どれくらい関税を深掘りして結

んでいけるかというのは、日本にとって大変重要な仕事です。 
 第 1 回の交渉が行われて、7 月 30 日から第 2 回交渉が行われますが、日本から中国への

輸出の 7 割、ピンクの部分になりますが、これが有税です。従って、90％自由化されてい

れば、一応 WTO 整合的な FTA と言えるとしても、70.5％の有税部分というのは日中韓 FTA
が結ばれれば猛烈に縮まるはずです。右側に書いてあるような中国への輸出が多い関税品

目、例えば 4000 億円、液晶デバイスを輸出していますが、それに対して 5％から 12％の関

税を現在は払っており、これが自由化されればこの関税は払わなくて済む。4000 億から

3000 億、2000 億とさまざまな品目の関税が無くなることによって日本から輸出がしやすく

なる、こういうことであります。韓国も同じように、大変高い関税を払っております。こ



の 22 ページにある中間財の部分で非常に輸出が多いので、これについて関税がゼロになる

とその分日本からの輸出がしやすくなる。 
 日本の輸出が難しいというのは一体何を意味するかというと、EU と韓国の間で FTA が

あって、日本と EU との間で FTA が無ければ、日本企業の選択としてはいろいろなことを

考えます。少なくとも FTA だけを取ってみれば、韓国で作ったほうが有利になるので、日

本で工場を建てて、その製品をヨーロッパに輸出しようとするよりは、韓国に工場を作っ

て或いは韓国に既にあるラインを使って製品を造って、そこからヨーロッパに輸出した方

が、関税 10％、14％がなくて済むことになります。EU と関税が無くなることによって、

その分日本への立地、日本で物を作るということがより進む、或いは少なくとも後退しな

いということを意味するわけです。韓国・中国との FTA もやはり同じような効果があって、

中国で作ろう、韓国で作ろうというよりは、少なくとも日本のラインをキープしようか、

こういったことにつながっていくと考えています。 
 RCEP はプラス 3、プラス 6 の議論を経て、今 16 カ国、プラス 6 で FTA の交渉をしよ

うという、RCEP という Regional な Comprehensive Economic Partnership（包括的経済

連携）でやっていこうという交渉が既に始まっております。第 2 回目は 9 月に行うという

ことで、これも現在 FTA の交渉が進んでいます。 
 日 EU は第 2 回交渉が既に終わっております。これも相当の広範囲な交渉になります。

この図をご覧いただきますと、日本から EU への輸出はピンクの部分、つまり有税の部分

が 65％ありますので、これがぐっと減ることになる。方や EU から日本への輸出というの

は有税が 29.3％で、日本から EU に対する有税比率と比べると半分くらいしかない。これ

は日本の関税がずっと低くて EU の関税が高く維持されているのでこういうことになって

いるわけです。この状態は EU からすると、なかなか日本と FTA の交渉を開始することに

躊躇（ちゅうちょ）していた原因でありまして、FTA を結んだからといって得するのは日

本ではないか。日本の市場は既に開放されておりますので、EU の輸出企業にとって得する

ことはあまりない。こういう理屈があったわけです。 
 従って、EU は、日本と FTA を結ぶからには日本側で関税だけではなく、非関税の部分

で努力してもらわないと困る、そうしないと利益のバランスが取れない。こういうことで

日本に対して非関税障壁、かなりの部分を直してくれ、あれを直してくれ、こういう要求

を突きつけてきているという状況にあります。これらを丹念に洗っていって、日本と EU
の間の FTA を結んでいくというのが、これからの課題であります。このページにはやはり

EU の高い関税率を張っている品目で、日本から輸出しているものを列挙しています。日本

と EU、それから日本が TPP に入ると日米 EU のこの 3 カ国の三つの各部分のうち、二つ

の辺が埋まりそうになったところを見て、アメリカと EU と残る一辺も自分で交渉しよう

という流れができた。先の北アイルランドで行われた G8 サミットの場で米 EU の首脳会談

が行われ、そこで交渉開始入りが合意された。今や世界の 3 大経済圏であるアメリカ・EU・

日本。これが 3 辺でそれぞれ交渉を始めるということになったわけです。 



 当然のことながら、本来世界で議論しなければいけないことを、こういう大きな比重を

占める三つのグループがそれぞれにルールを作り始めるということは、WTO にとってみる

と、世界の貿易秩序をつかさどる WTO、或いはそれを支える我々加盟国にとって、大変ゆ

ゆしき事態であることは間違いないわけです。しかしながら、もう流れは止まらない。A 国

B 国が自由化したら、C 国にとってそれは不自由を示すことになるので、C 国も何らかの格

好でそこに参加していかなければいけない。この流れは一段落するまで止まることはあり

ません。途上国が多いのですが、ここに参加していない国から、やはり WTO に戻ろう、

WTO にきちんと合意しようという流れができてくるのだと思います。そうなるまでしばら

く我々は今ある FTA の流れを確実なものにしていかなければいけない。これが現在の状況

であります。 
 あと一言だけちょっと触れておきたいのが、WTO のところでこのドーハがなかなか進ま

ないのは、33 ページをご覧いただきますと、貿易投資の上で重要な地位を占めている新興

国が、新しい自由化の流れの中でリーダーシップを取れなかったということの結果、これ

は米中対立というふうに書いていますけれども、中国だけではなくてインド、ブラジルも

含まれており、彼らが乗ってこなかったおかげでこの自由化の流れは今ストップしたまま

になっています。しかしながら、WTO というのはそういう立法面、新しいルールを作って

自由化を進めていくほうでは今停滞状況にありますが、ただ今行われているTPPや日EU、

米欧、これら全ては WTO という土台の上に乗っかった枠組作りであるということは十分注

意しておかなければいけない。 
 というのは、WTO の紛争解決機能、WTO が持っている立法機能のほかにもう一つ大き

な裁判機能・司法機能があるわけですが、こちらは健在なわけです。何であれ WTO 違反を

犯した国は、A 国であろうが B 国であろうが X 国であろうが、それは相手を WTO の紛争

解決手続きに持っていくことが出来ます。昔アメリカは日本に対して、半導体協定を守っ

ていないからと言って、工作機械とコンピュータの半導体の関税を 100％に上げたわけです

が、WTO が 1995 年に出来て以来、そういうことはもう出来なくなってきている。政治の

世界で A 国が勝手に B 国を侵略したら、それを国際社会が許さないというのは、ある意味

国際連合が出来てからそういうことは出来ないことになったわけです。貿易の世界で勝手

にその国に対してのみ関税を上げるという無法は、実は 1995 年に WTO が出来るまでは許

されていたわけです。今や WTO がしっかりすることによって、それも無くなったというこ

とであります。この WTO が基盤を作って、その上に立っていろいろな新しい自由貿易交渉

が行われている。こういう状況になってきているということは、是非記憶していただけれ

ばと思います。 
 いろいろな APEC の枠組であり、それからさらに経済産業省として、また経済産業省の

みならず、安倍総理の新政権発足以来、大変積極的な首脳外交の中で、例えば総理がロシ

アに行く、中東に行く、ミャンマーに行くといった場合には、そこに産業界の代表 30 人、

40 人が同行して、そこで積極的な新興国への日本の製品の売り込み、或いは日本のサービ



スの売り込みというものを官民合わせて現在やっている最中であります。この経済産業省

の国際展開戦略ということで、ここに新興国戦略もまとめておきましたので、後ほどご覧

いただければと思います。 
 ということで、私の話は終わりにいたしまして、ご質問にお答えすることで話の中身を

補足できればと思います。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
 司会 ありがとうございました。それではご質問おありの方、ぜひ挙手にてお知らせく

ださいませ。どなたかご質問ありませんでしょうか。はい、大きく挙げていただきました。

お願いいたします。 
 質問 TPP と既存の FTA 或いは EPA との関係についてお伺いしたいのですけれども、

例えば、今我が国は今回 TPP の交渉に参加しております 12 カ国中 7 カ国と既に FTA を締

結しておりますけれども、仮に TPP が我が国も含めて交渉妥結に至った場合、我が国が既

に結んでおります FTA と TPP の関係、たとえば関税率等についてはどういう形になりま

すでしょうか。 
 佐々木 大変良い質問です。実はそれはもう既に日本は経験したことがありまして、日

本はフィリピン、タイ、インドネシア等と個別の FTA を結んでいます。方や ASEAN10 カ

国と、もう一つ別の FTA を結んだ。どちらを適用するのだという質問に対しては、どちら

でも好きなほうを適用してください、良い方を適用してくださいということで、法律的な

整理が出来ております。例えば TPP に日本が参加して、ベトナムがベトナム以外の他の 11
カ国に対して自動車関税をゼロにするという約束をした場合、日本からベトナムに輸出す

る時には日ベトナムの FTA を使うのではなくて、TPP を使って輸出すれば関税がゼロにな

る。こういうことになるわけです。それは全部組んず解れつ、輸出者の一番有利な関税を

使って下さいということになっております。 
 司会 ありがとうございます。では続いてご質問おありの方、係の者がマイクをお持ち

いたしますので、どうぞ挙手のほどをお願い申し上げます。いらっしゃいませんでしょう

か。それではお時間もございますので、また何かご質問おありの方は財団にご連絡いただ

きますようにお願い申し上げます。 
ではいま一度佐々木様に盛大な拍手、お送りくださいませ。ありがとうございました。 
（拍手） 
 


