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【第 1部】 

 司会 ありがとうございました。それでは第 1部「アジアにおける通商政策最前線」に

つきまして、経済産業省経済産業審議官の岡田秀一様のご講演を始めさせていただきます。

岡田様は昭和 51 年、東京大学法学部をご卒業され、同年、通商産業省にご入省されました。

また、昭和 56 年にはハーバード大学ロースクールを終了され、LL.M.を取得されました。

小泉総理秘書官、商務情報政策局長、通商政策局長等のご経歴を経て、現在は経済産業審

議官の要職にあり、同省の国際部門での重要な政策立案に携わっておられます。お待たせ

いたしました。本日第 1 部の講師である岡田秀一様にご登壇をお願いしたいと思います。

皆様、どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 岡田 皆様こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました、経済産業省の岡田秀一と申し

ます。経済産業省で国際関係のいろいろなものについて事務方の責任者として世界中を飛

び回っております。 

 まず初めに、本日、このような機会を与えていただきました公益財団法人りそなアジア・

オセアニア財団の野村理事長をはじめ、皆様方に対して心より御礼を申し上げたいと存じ

ます。そして本題に入ります前に、3月 11 日の地震、津波、そして原発事故の後、大変関

西の皆様方にも大きなご迷惑とご心配をおかけしております。あらためておわびを申し上

げますとともに、関西の経済界の皆様方のご支援とご協力に、この場をお借りしてあらた

めて御礼申し上げたいと存じます。どうもありがとうございます。 

 経済産業省の業務は、国内の産業、中小企業、あるいはエネルギー、そういった問題と

併せて、外国との通商問題であるとか、外国との協力というものが大きな柱の一つでござ

います。仕事柄、だいたい 1年の 3分の 1から 2分の 1くらい、どこかに出張しておりま

して、最近、特に 3月 11 日の震災以降は経済産業省の大臣及び副大臣、大臣政務官が震災

対応、原発対応、あるいは地元の本部長として張り付いておりましたので、専ら国際会議

に大臣の代理でいろいろなところに出席をさせていただきまして、各国からは「とにかく

日本に頑張ってくれ」という励ましの言葉をいただきました。 

 また、最近では 8月にブラジルのちょっと奥地のほうで、日本とブラジルの官民の合同

会議があったり、あるいは先週は 120 人ぐらいの民間の方々とご一緒にカザフスタンに参

りまして、カザフスタンの副首相などと会議をしてまいりました。いずれにしても、どこ

に行っても日本に対して本当に大きな期待を感じます。世界は大きく動いている。日本は

震災の中で本当によく頑張っている。 
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しかし、世界は日本を待っているわけではありません。先ほど理事長からもお話があり

ましたように、アメリカの財政問題、ヨーロッパの金融不安、そして大きな円高、こうい

うことで世界は日本を待っていない。待っていないだけではなくて、日本にぜひ世界に出

てきてこの新しい世界の枠組み作りの大きな中心の一つになってほしいと、そういう声を

あちらこちらで聞くことが多くございます。今日は、そんな気持ちも込めて、いただきま

したタイトルの「アジアにおける通商政策最前線」ということでお話をさせていただきた

いと思います。 

 大きく分けて、TPP が最近大変話題になっておりますけれども、それを含む自由貿易協

定のお話と、そしてアジアで最近いろいろなインフラ整備のプロジェクトが進んでおりま

すが、それに日本に関与してほしいという強い意向がありますので、そういったことのご

紹介をいたしたいと思います。 

 いま見ていただく必要はないのですけれども、お手元の資料の中に TPP についての交渉

の現状をまとめた資料をご参考までに入れておきました。後ほどお時間があればご覧いた

だければと思います。それではスライドを使いながらご説明をしてお話をしたいと思いま

す。 

 これは、リーマンショックの後、日本の経済がどのように変わったのかというのをちょ

っと簡単に示そうと思いまして作った資料です。棒グラフの幅が、世界におけるその国の

GDP の大きさを示しています。アメリカが 23％、日本が 8.7％、そしてドイツ・イギリス・

フランス・イタリアなど EU が世界の 25％くらいの GDP を持っています。その国々の成長

率というのが、だいたい平均すると 1.5％くらいで伸びております。ちょっと不正確では

ありますが、GDP の大きさと伸び率ということで、この面積を比べていただけると世界の

中でこれからの成長を先進国がどのくらい担っているのかというのがこの面積で表すこと

ができると思います。 

 そして、右のほうがいわゆる新興国でございます。一番高いのが中国で、世界の GDP の

9.3％。そしてインドが 2.6％、ブラジルが 3.3％ということで、世界の GDP に占める割合

はまだ大きくありませんが、成長率がこれだけ大きいということで、新興国の成長率は、

これは 2011 年ですけれども、平均すると 6.4%になっているということで、リーマンショ

ックの前と後で新興国の占める比重が大きく広がったということが言えると思います。 

 さて、そのリーマンショックでございますけれども、2008 年にあったわけですが、この

後、世界のあちこちで保護主義的な動きが出てきました。一番分かりやすくて有名だった
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のがアメリカの「バイアメリカン条項」です。アメリカの政府関係機関がものを買うとき

にアメリカ製のものを買いましょうという、自国製品を優先しようという動きです。 

 そのような動きがロシア、とくにロシアは中古自動車の関税を大きく上げたりしました

ので、日本製の中古自動車が新潟からウクライナ経由でロシアの極東にずいぶん輸出され

ていましたけれども、これがほとんどストップしてしまいました。その他、世界中でいろ

いろな保護主義的な動きがございました。 

 保護主義を何とか止めようということで、2008 年の 11 月にワシントンで G20 というも

のが開かれましたが、そこで初めて 20 ヵ国の首脳が保護主義的な措置をとるなと、新たな

保護主義的措置を導入するのをやめるということを合意いたしました。しかし、その後も、

最近、特に今年に入ってから、いろいろな国々がもう少し工夫して、一見すると保護主義

の関税を上げたり自国製品優先ではないように見えるのですが、結果的にそういう効果の

ある新しい制度をいろいろ工夫をして導入をし始めています。そういうことで、リーマン

ショックの後、世界は保護主義的な動きが高まっているわけです。 

 さて、ちょっとここで歴史のおさらいをしたいと思います。なぜ世界は自由貿易がいい

のだろうかということです。これは昔、学生時代に勉強されたことをちょっと思い出して

いただきたいのですけれども1929年の世界大恐慌、その翌日のロンドンの『London Herald』

という新聞の記事がこれでございますけれども、「WALL STREET CRASH!」というわけですが、

この後、各国は自分の国の産業を守るために、競って関税を引き上げました。そして、自

国の通貨を切り下げたわけです。関税を引き上げて、通貨を切り下げました。そして、そ

の先にはブロック経済化というものができていったわけです。 

 この関税引上げと通貨切下げのためにアメリカの GDP を見ますと、1929 年から 1933 年

の 4年間で GDP は 46％低下して、関税は 1.5 倍から 2倍に増えました。この結果、世界の

貿易は 7割減ってしまったわけです。これが遠因となって第二次世界大戦が起こったとい

うことが経済学の中では有力な説になっています。もちろん、それ以外の政治的な問題も

あると思いますが、この問題というものが大きな原因の一つになっているということは疑

いのない事実だと思います。 

 そこでこういうことを二度としないようにしようというふうに起こったのが、今でいう

WTO です。もう少し詳しく言いますと、ここに書いておきましたけれども、第二次世界大

戦後と書いてありますが、本当は第二次世界大戦がまだ終わっていない 1944 年の 7月にア

メリカのニューハンプシャー州のブレトンウッズという町にあるリゾートホテル、マウン
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ト・ワシントン・ホテルというのですが、そこに主要国が集まって、第二次世界大戦が終

わったらもっと自由な経済を作っていかなければいけない。そのためにはまず一つは金融

で IMF というものを作ろう。 

 そして途上国や遅れている国を支援するために IBRD、今でいう世銀ですけれども、世銀

を作ろう。そして、当時は ITO と言いましたけれども、そのあと GATT になるわけですが、

GATT というものを作って自由貿易体制を守ろうではないかということが合意をされたわ

けです。 

 今回は貿易の話ですので、この中の GATT のお話だけちょっとさせてください。GATT と

いうのはジュネーブに本部があります。今は WTO になっていますが、貿易を自由化する、

関税をなるべく下げようではないか。 

二つ目に、無差別原則、国内の産業と外国の産業の差別をなくす。 

 そして A国だけ特別低い関税を、有利な条件を与えるのではなくて、一つの国にある条

件を出したら世界中に同じ条件を出すようにしよう、要するにブロック化をしないという

ことですが、そういう無差別の原則。 

そして三番目に 2国間ではなく多国間でみんなでまとまって議論しようではないかとい

う原則。これが WTO、当時の GATT の三つの原則でございました。そしてそれが 1995 年に

は WTO という名前に変わったわけでございます。 

 そして、この歴史ですけれども、ちょっと簡単に振り返りたいと思いますが、1948 年に

GATT が 23 ヵ国でできまして、1955 年には日本が加盟いたしました。そしてこの辺から覚

えていらっしゃるかもしれませんが「ケネディ・ラウンド」というのがオリンピックの頃

に始まって、みんなで関税を 35%引き下げました。そして 1973 年からは「東京・ラウンド」

ということで、102 ヵ国が参加して関税以外にもアンチダンピングとか政府調達を内外無

差別にするというような少し幅のある協定ができました。 

 そして 1986 年から 1995 年まで「ウルグアイ・ラウンド」ということで、123 の国が参

加をして今度は農業、そして投資やサービス、知的財産の話まで広げた大きな合意ができ

たわけです。なぜ「ウルグアイ・ラウンド」というかというと 1986 年のウルグアイのプン

タ・デル・エステというところで「では、これから会議を始めよう」と決めたから、「ウル

グアイ・ラウンド」と言います。 

 そして 1995 年に WTO ができた後、2001 年には中国が WTO に加盟したわけですが、もう

一つ「ドーハ・ラウンド」というものが始まりました。これはカタールのドーハで会議を
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始めることが合意されたので「ドーハ・ラウンド」です。ドーハ開発アジェンダ（Doha 

Development Agenda）というふうに正式には言いますけれども、これがもう 10 年も交渉し

ておりますが、なかなかまとまりません。 

 こういう話をしていると、つまらなくて皆さん眠くなってしまうのではないかなと思っ

て、実はこの話をちょうど 1年くらい前に関西のある大学でいたしまして、どうやって学

生さんに眠くならないようにしてもらおうかと思って、ちょうどワールドカップでパラグ

アイと日本が戦った翌々日だったりしたものですから、「ウルグアイというのはパラグアイ

の南にある国ですよ」とか「ドーハ・ラウンドというのはドーハの悲劇のドーハです。皆

さん覚えていますね？」と言ったら誰も手を挙げないのです。 

 「ドーハの悲劇」というのは 1993 年 10 月で、私がお話した学生さんはだいたい大学 1

年生で 18 歳くらいでしたので、ちょうど生まれるか生まれない頃のお話で、いまの大学 1

年生に「ドーハの悲劇」と言うと、これは歴史以前のような話で全くうけなかったのです。

今日は拝見しますと、ドーハの悲劇と言っても、たぶん分かってくださる方が半分以上い

らっしゃるのではないかなと思って、ちょっとこの話をもう一度いたしました。世の中が

動いているのは本当に早いなということを去年感じた次第でございます。 

 その話を大学でのお話の後に大学の先生と話をしながら歩いていましたら、大学の先生

からは「岡田さん、バブルの頃はよかったと言うと、学生さんはバブルは何だか全く分か

らない、ということですから」というふうに聞かされまして、私たちもずいぶん年をとっ

てしまったなと思いながら帰った記憶がございます。 

 さて、次ですが、先ほど GATT では無差別原則ということで、一つの国にある関税の条件

を出したら、世界中全員と同じ条件でやらなければいけないと申し上げましたが、それの

例外が、この自由貿易協定――FTA（Free Trade Agreement）です。Free Trade Agreement

に合意するメンバーの国が、お互いに関税を 90%以上撤廃して、自由貿易地域を作る場合

には WTO の全員にゼロにしなさいという原則の例外にしますというものがございます。と

いうことで、WTO は本当は私が隣の国に関税をゼロにしたら全員にゼロにしなければいけ

ないのですが、仲間だけ集まってゼロにするということを認めたのです。 

 次でございますけれども、日本は最初は WTO で世界を相手に交渉するのだということで、

この自由貿易協定にあまり積極的ではございませんでした。この動きが大きく動き始めた

のは1990年代からです。まず、ヨーロッパではそれまでECだったものがEUということで、

いまは 27 ヵ国でございますけれども、ここがより関税の自由化、関税を全くゼロにして一
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つの地域にしよう。今やユーロができたわけですけれども、こういう動きに向かって大き

く一歩進んだのが 1993 年の EU の発足でございました。 

 そして 1992 年には北米で、カナダとアメリカとメキシコの北米自由貿易協定というもの

が署名されて 1994 年に発足しています。そして、この辺になると皆さんご存じないと思い

ますが、ASEAN は当時は 6ヵ国で今は 10 ヵ国ですが、ASEAN の 6 ヵ国が 1992 年に合意をし

て、ASEAN の自由貿易地域を作ろうというものが合意されました。 

 そして、ここになるとほとんどの方はご存じないかもしれませんが、同じく 1991 年に署

名された自由貿易協定にメルコスール協定というものがあります。これはブラジルとアル

ゼンチンと先ほどのパラグアイ、そしてウルグアイ、この 4ヵ国が自由貿易地域を作ろう

という話です。 

 この頃、私たちの先輩の経産省、その当時は通産省ですが、先輩は大変心配をしました。

日本以外のところは、どうも自由貿易地域を作っている。日本だけ置いていかれるのでは

ないか。ちょうど第二次世界大戦の前に ABCD 包囲網というものがありましたが、世界中が

ブロックになって日本がブロックに入れなかった。石油が手に入らないのではないかとな

りました。そういうことに似ているのではないかということで、非常に危機感を募らせま

して、その頃、私たちが作ろうと思った解決策が、APEC なのです。Asia-Pacific Economic 

Cooperation となっていますが、1989 年に日本とオーストラリアが共同で提案をして、ア

ジアと太平洋の国々で経済の緩い会議体、協力体を作れないだろうかということで作った

わけです。 

 なぜ、オーストラリアと一緒に提案したのかというと、この頃、日本がアジアの国々と

一緒に経済圏を作ろうとすると、アジアの国々にはまだアレルギーというか若干の懸念が

存在していました。もう、すっかりお忘れかもしれませんが、福田赳夫総理が東南アジア

に行って訪問した時には、訪問国のいくつかで反日デモが起こったりしたわけですから、

日本があまり積極的にアジアの国々と一つの経済の共同体を作るというと、昔そのような

話があったのとまた似たことをやるのではないかと受けとられるのではないかということ

を我々は懸念したわけです。ということで、オーストラリアと話をして、むしろオースト

ラリアに積極的に提案をしてもらいました。 

 そしてこの APEC ですが、大変面白いメンバーになりました。まず、最初ですけれども、

1989 年に APEC が創設されて、1991 年に中国と台湾と香港という、三つの中国が参加しま

した。国際機関の中で三つの中国が参加している機関はたぶんここだけだと思います。そ
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ういうことで、これは国と国の集まりではなくて、アジア太平洋の経済の協力会議だとい

うことで、我々は参加メンバーを参加国とは言わないで、参加エコノミーというふうに呼

んでいます。 

 そして 1993 年には、メキシコとパプアニューギニアが参加をしました。そしてチリが

1994 年に参加して、1995 年には、ここにいらっしゃる方も大変ご努力いただいてご協力を

感謝いたしますが、大阪で APEC の大阪会合が開かれました。大阪城の前で首脳が集まって

写真を撮った景色を大変いまでもよく覚えております。 

 そして 1998 年にはペルー、ロシア、ベトナムが参加をいたしました。今、インドが入り

たいというふうに言っていますが、インドが入ると、アジア太平洋の太平洋はないけれど

もアジアではあるかなと思います。他方、南米のほうはブラジルとかコロンビアとか、い

ろいろな国が入りたいと言っていまして、新規加盟国をどうするかということは、ずっと

議論が進んでおります。 

 そして、昨年は日本が議長国でした。大阪以来の議長国で、横浜で APEC が開かれました。

APEC の首脳会議に至るまでの間に、各地で大臣会合がありまして、ここ関西ではエネルギ

ー大臣会合が福井で開かれたりいたしました。そしてこの横浜会合の成果は、一つは「ボ

ゴール目標の達成評価」ということで、これは本論と直接関係ないのですが、1994 年にイ

ンドネシアのボゴールで、2010 年までに先進国は貿易の自由化をしよう。そして途上国は

2020 年まででいいという目標を作ったのですが、それが本当に進んだかどうかを評価する

こと。 

 そして「APEC の成長戦略」というものを作りました。バランスのある成長をして、地域

全体に広がる成長、環境も含めた持続可能な成長でかつイノベーションもあり安全でなけ

ればいけない。 

 そして最後に、地域経済統合に向けて前に進めようということが合意されました。これ

が今回の TPP などにつながるわけでございますが、目標は APEC の加盟メンバーで自由貿易

地域を作りたいということです。これはなかなか先の長い話で、ロシアもメンバーに入っ

ているわけです。まだロシアは今年 WTO に入るかどうかという状況ですので、相当、中期

的な目標ではありますけれども、それに向けていろいろな努力を続けていこうではないか

ということです。その一つが、後でご説明しますが、ASEAN の国々を中核に自由貿易地域

を広げること。そしてもう一つが TPP をコアにして広げようという動きです。 

 さて、いまアジアでこの地域経済統合がどういうふうに進んでいるのかということを簡
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単な絵にいたしました。ASEAN はミャンマーも入れて 10 ヵ国ありますが、ASEAN と日本の

自由貿易協定というのはもうできて動いています。そして ASEAN と韓国の自由貿易協定も

できました。ASEAN と中国もすでに発効しています。そして最近、ASEAN とオーストラリア、

ニュージーランド、ASEAN とインドという自由貿易協定ができたわけです。 

 ASEAN を核にして、ハブとスポークのように 10＋6 の国がそれぞれ自由貿易の取り決め

を作りました。ここまでできたのだったら、この 16 ヵ国でひとまとまりにならないかとい

うのがここに書いてある話でございます。ASEAN＋6 で自由貿易協定を作ろうということが

2010 年に首脳で正式に合意をされて、いま議論が進められています。 

 この ASEAN＋6 が出るちょっと前に、オーストラリア、ニュージーランド、インドは後か

ら参加したものですから、ASEAN＋日中韓で合意ができないかという動きもございます。そ

してもう一つ、ミッシングリンクがこの北東アジアの日中韓で、この 3ヵ国もまだ自由貿

易協定がないので、これも去年から正式に共同研究が始まりました。 

 私は、その共同研究の第 1回の準備会合というのが去年の 1月にソウルでありまして、3

ヵ国からだいたい 50 人くらいの交渉担当者が集まって会議をいたしました。ちょうどその

前の日に、李明博大統領が「韓国も省エネルギーもしなければいけないので、オフィスの

温度、暖房を下げよう」ということで、その会議場は 1階にあったものですから、会議場

の温度が 10 度くらいしかないのです。コートを着ていても寒いのです。お昼に外に出てい

くと外のほうが温かかったりするということで、なんて寒いところなんだろうと思ったの

です。 

 たぶん意識的に寒くしていたのかなと思うのですが、寒いものですからみんな早く会議

を終えたいので、2 日くらいかかるかなと思ったのですが、その日の夕方までにみんな合

意に達しまして、合意をさせるためにはいろいろな手口があるなと思いました。それは冗

談ですけれども、大変寒い思いで始めたのがこの日中韓で、今年の 12 月までに共同研究を

終わらせて来年から交渉に入ろうではないかということが、今年の春の東京で開かれた日

本と中国と韓国の首脳会議で合意がなされています。 

 これが ASEAN を中心にした動きです。ここで抜けているのがアジアの反対側にいるアメ

リカ、その他の国々です。なかなか、このアジアの地域というのはアメリカも含んで作っ

ていかないと政治的、あるいは経済的に安定感が難しいところもあるわけですが、このア

ジア・太平洋をまたいだかたちで議論が始まったのが TPP ということでございます。 

 TPP は後でもう少し詳しくお話をしますが、この自由貿易協定をなぜこんなにしつこく
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お話をしているのかと言うと、自由貿易協定というのは実体経済の流れを大きく変えるか

らなのです。これは一つの例でございますけれども、2005 年の 1月に日本ではないのです

が、タイとオーストラリアの間で自由貿易協定ができました。 

 何が起こったかというと、それまでオーストラリアは自動車部品に 8%から十数パーセン

トの関税がありました。ここの関税がゼロになったことにより、タイで作った、ほとんど

これは日系メーカーなのですが、日系メーカーが自動車部品をオーストラリアに持ってい

って、ここで完成車に組み立てて、サウジをはじめとする中東に売るという新しい物流が

この 2005 年以降起こり始めたのです。 

 それまでは日本から直接中東に持って行ったり、あるいは日本からちょっと高い関税を

払ってオーストラリアから輸出していましたけれども、この関税がなくなったことによっ

て部品とエンジンを作って組み立てて中東に行くという動きが大きく出てまいりました。 

 ということで、関税が下がるということは、いま皆様、どこの経済界も本当に 1％、0.5%

のところで価格交渉をなさっていると思いますが、ここで関税が 5%とか 8%とか 10%がゼロ

になるというのは大きな意味があります。ということで、関税がゼロになるということは

サプライチェーンの流れを大きく変えるわけでございます。 

 さて、では日本はどんな FTA がなされているかということですが、日本は昔は国連中心

主義で WTO を中心にやろう、仲間内だけで自由貿易地域のようなものを作るのはあまりよ

くないのではないかという感じで、1990 年代の終わりまでは自由貿易協定はあまり進みま

せんでした。 

 それから、アジアを中心に協定を作り、中南米の国々やヨーロッパとも少し広げている

わけですが、これをちょっと地図に落としてみたのが次のスライドです。シンガポールと

2002 年 11 月に自由貿易協定が発効したのが、日本の最初の自由貿易協定でございます。

そしてタイ、ベトナム、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、インドネシアといったアジ

アの国々と協定ができておりまして、それと並行してメキシコ、チリと交渉して、これは

すでに出来上がっています。 

 そしてペルーでのAPECが2008年ですが、そのときにペルーと日本の首脳が合意をして、

先日、EPA の署名が終わりました。いま、カナダとコロンビアから、ぜひ日本と EPA を結

びたいので、まず共同研究をしようという強いリクエストがあって、いま研究が始まりま

した。 

 そしてアジア太平洋ではオーストラリアと交渉を続けています。アジアの中では韓国は
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2000 年代初めに一度交渉を始めたのですが、途中で中断をしまして、そのまま止まってい

ます。野田総理は明日ソウルに訪問いたしまして、私も随行いたしますけれども、EPA の

問題というのもきっと話題の一つになるのではないかと思います。 

 そしてモンゴルからは強いリクエストがあって、ぜひ日本と一番最初に EPA を結びたい。

EPA がどういうものがよく分からないので、まずそれを教えてほしい。分かった後で一番

最初に結びたいのは日本だということで、いま研究が進められていまして、まもなく交渉

に入るのではないかと思います。 

 そして、ヨーロッパではスイスとすでに成立いたしまして、インドとも今年の 8月に発

効いたしました。もう一つの大きなフロンティアがヨーロッパです。いま共同検討作業が

進められています。 

 日本はすでに発効した EPA は、世界のマーケットのだいたい 17.6%くらいのマーケット

とすでに自由貿易協定ができております。これに対して、先ほど理事長からお話がありま

したが韓国が大変頑張っています。13 日にアメリカの上下両院で法案が通りましたけれど

も、アメリカと韓国の自由貿易協定を含めますと 35.8%の国々と自由貿易協定ができてい

ます。 

 アジア通貨危機の後、韓国はこれからは貿易立国しかないということで相当思い切った

政策転換をして、まずインドと交渉し、そしてヨーロッパとも交渉してすでに成立してい

ます。そしてアメリカというところで、大変大きなマーケットを中心に議論をしているわ

けです。 

 そして、ちょうどアメリカとの関係ですが、李明博大統領は先週ワシントン、そしてシ

カゴを訪問していらっしゃいましたけれども、これは2006年から交渉が始まって、1度2007

年にまとまりました。アメリカの共和党時代にまとまったのですが、アメリカが民主党に

なったところでもう 1回再交渉ということで、2010 年に再交渉をして、10 月 13 日に上下

両院でアメリカの法案がまとまったわけです。このあと韓国のほうで韓国議会が承認する

と発効して、アメリカと韓国の関税はだいたい韓国側が 98.2%、アメリカ側は 99.2%の関税

が撤廃される見込みになっています。 

 ここで一つだけ申し上げたいのは、韓国は国内農業を大変保護しなければいけない部分

もございますので、韓国のコメは関税撤廃の例外になっています。したがって、韓国のお

コメについての関税は今と変わらないということで合意ができているということを覚えて

おいていただきたいと思います。 
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 さて、アメリカと EU の関係なのですが、実は直近、現実に起こっていることとして一番

日本にとって大きな影響があるのは韓国と EU の自由貿易協定です。韓国は結構関税が高く

て、だいたい自動車や電気製品など 8%くらいの関税がありますが、これを 5年以内に撤廃

するというのが韓国側の措置です。それに対してヨーロッパは小型自動車で 10%、カラー

テレビには 14％の関税がかかっているのです。 

 韓国と EU の関税がお互いに 5年以内に無くなりますと、韓国からヨーロッパに自動車や

カラーテレビを輸出すると関税はかからない。日本からヨーロッパに自動車を輸出すると

10％、テレビを輸出すると 14％関税がかかってしまうということが、今から 5年後に起こ

るわけです。 

 これは 1％や 2％の関税とちょっと違いまして 10％近い関税ですので、先ほどのタイと

オーストラリアの話ではありませんが、世界のものの流れ、サプライチェーンの流れが大

きく変わってしまう可能性があると思います。私たち日本政府は、手をこまねいて待って

いるわけではありませんで、いま EU との自由貿易協定を何とか交渉を始めたいということ

で、EU 側と交渉を続けているところでございます。 

 次に中国です。中国は台湾と去年の 9月に自由貿易協定ができました。これは ECFA とい

うふうに呼ばれています。そして、その他の国ともいま自由貿易協定を広げつつあります。 

そしてヨーロッパですが、ヨーロッパは最近になってから、アメリカや日本のような大

きな国と交渉すると大変なので、中規模の国と交渉しようではないかというのが、どうも

EU の政策のようでございまして、まず、韓国と発効しました。その他、いまカナダ、メル

コスール、インド、あるいは ASEAN と交渉中でございます。 

 アメリカはどうでしょうか。一番最初にアメリカが結んだ EPA の相手国がどこかご存じ

の方いらっしゃいますか。これはイスラエルなのです。イスラエルと最初に自由貿易協定

を結んだあと、中南米の国々などを中心に自由貿易協定の輪を広げてまいりましたけれど

も、最近はオーストラリアあるいは韓国など、太平洋をまたいだところにまで関心を示し、

特に去年の 3月からは TPP の交渉を始めているわけでございます。 

 さて、ここで TPP についてちょっとお話をしたいと思います。TPP というのはもともと

はニュージーランドとシンガポールという 2ヵ国が、比較的小さい国ですが、ここが世界

の大きな流れに負けないために非常に水準の高い自由貿易協定を作ろうではないかという

ことで話を始め、ブルネイとチリに声をかけて、四つの国で合意を作ったのが 2006 年の

11 月です。P4 と呼ばれていました。 
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 そして、これがしばらく進んでいたのですが 2008 年の 11 月の APEC ペルー会合の頃に、

当時共和党ブッシュ政権最後の頃ですが、アメリカのそれまでのアジア政策というのはも

っぱらイラクとアフガンだったわけですが、太平洋との貿易関係を広めていかなければい

けないということで、この P4 を P8 にできないか。8 というのはアメリカ、ペルー、オー

ストラリア、そしてベトナムを入れてという動きが出てまいりました。 

 そしてアメリカはオバマ大統領になりまして、しばらくこの動きが止まっていたのです

が、2009 年の 11 月にオバマ大統領が日本に来てサントリーホールで演説をしました。そ

こで、この TPP に関与していくということを明らかにして、そこからアメリカが民主党政

権になってもこの話を進めていくという動きが出てきたわけです。 

 2010 年の 3月に初めてオーストラリアで交渉が始まって、それからアメリカやブルネイ

やニュージーランド、チリ、シンガポール、ベトナム。9 月はシカゴ、今月はペルーでや

りますが、これまで 8回の準備会合が開かれました。その途中でマレーシアも参加するこ

とになったわけでございます。 

 この TPP というのは実は大変な交渉で、8 ヵ国も 9 ヵ国もいてたいへん交渉範囲も広い

ものですから、各国から少ないところでも 30 人くらい、アメリカは 100 人から 150 人のデ

レゲーション（delegation）を送ってきますので、交渉するたびに世界中から 400～500

人の人が集まって、どこかのホテルに 1週間くらい缶詰めになって交渉するという、たい

へん壮大な交渉でございまして、ホテルの人と航空会社だけがもうかっているのではない

か（笑）、早く成果を上げないとどうするのだ、というような声がある国では出てきたなど

ということが言われるくらい壮大な交渉でございます。 

 そして新聞などにも載っていますし、お手元の封筒の中にも入れておきましたが、TPP

の交渉というのは関税だけではなくて、非常に幅広くなっています。24 の分野があると言

われていますが、24 と言っても分野ではないものもありますので、ちょっと簡単にお話を

しますと、一つは首席交渉官同士が集まろうと、こういう 24 のワーキンググループがある

と思っていただいた方がいいと思います。首席交渉官が集まる会議がある。それから、市

場アクセスというのは関税の話です。工業品の関税と繊維衣料品の関税が別のワーキング

グループになっています。そして、農業の関税が別のワーキンググループになっています。 

 これで変だなと思う方はたぶん、通商交渉のプロでいらっしゃるのですが、普通は関税

交渉をするときには農業のグループと工業のグループに分かれまして、繊維だけ別のグル

ープになるということはあまりないのです。なぜ繊維だけ別のグループになっているのか。
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それはたぶんこの交渉しているグループの中の大きな発言力のある国がたぶん、自国の繊

維産業の利益を守りたくて、他のグループとは違うグループを作って違うルールを入れよ

うとしているからではないかなというふうに考えることもできます。 

 実際に直接話をしたわけではありませんので、言い切れませんが、ここが別になってい

るというのはちょっと変わっているな、きっと何か理由があるに違いないということだと

思います。後から入るのではなくて最初からファウンディングメンバーとして入ると、こ

ういうところでいろいろ工夫ができるわけです。 

 そして、原産地規則というのは、例えばベトナム製の繊維を日本に入れるときには関税

をゼロにしますけれども、メンバーでない方から入れるときは関税は何パーセントですよ

というような場合に、ベトナム製だということを決めるのは結構難しいのです。というの

は、糸は中国でできているかもしれない。そして織って布にしたのはベトナムかもしれな

いけれども、シャツにするのはまた別の国かもしれません。そういうときに、出来上がっ

たシャツはどこの国製なのかということを決めないといけませんので、そのルールを決め

るのがこの原産地規則のグループです。 

 貿易円滑化というのは税関の手続きを共通化しようという話です。そして衛生植物検疫

措置は安全でない食品であるとか病害虫の恐れのある食べ物などを入れないというルール

でございます。これは WTO に SPS 協定というものがありますので、それを少し改良したよ

うな話が行われているのではないかと思います。 

 TBT も聞いたことがないと思いますが、いろいろな基準があります。例えば JIS 規格と

いうのをご存じだと思いますが、JIS 規格というものが、日本でしか認定できないと外国

から入れようとするとそれが貿易障壁になる場合がありますので、そういう基準の国際標

準のようなものを議論するのがこの TBT です。これも WTO で技術基準の協定があります。 

 そして、貿易保護というのはセーフガードと言いまして、短い期間に急に輸入が増えた

ような場合には緊急避難の措置がとれるということです。それから政府調達というのは、

メンバーの政府関係機関がものを買うときには内外無差別にしましょう。あるいは入札を

しよう。入札公告はちゃんと英語で出さなければいけない。そのようなことを決めるのが

政府調達です。これも WTO で政府調達協定というものがございます。それから、知的財産

権です。海賊版はやめましょうということです。そして独禁法の適用を貿易制限的にしな

いようにしようということです。 

 それからこの辺にサービスが四つありまして、越境取引というのはモノではないサービ
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ス、金融サービスだったり電気通信だったりいろいろあるわけですが、こういったサービ

スを国境を越えて取引する場合の基準、特に電気通信については別のグループを作る。 

 ビジネスマンが外国に行くときにビザを短くするとか、企業内で転勤をして大阪本社か

らインド支店に行くときにビザを簡単にしてくださいとか、そういう人の移動です。銀行

が外国に出て行くときの話。そして電子商取引、インターネットでものを買うときには関

税をかけないとか、外国に投資をするときに内外無差別にする。 

 環境基準が貿易障害にならないようにする。あるいは労働者の基準が貿易障害にならな

いようにするというような基準のものや、制度的事項というのは、合同委員会というのを

作った後で議論しましょうという話です。メンバー間で紛争が起こったときに裁判所のよ

うなものをどうやって作ったらいいのか。それから、特に途上国に対して、人材育成や技

術支援をどう進めるのか。その他の横断的事項という 24 の話がありますが、お聞きになっ

ていてもピンとこないことが多いと思いますけれども、これは本当に通商交渉の専門家で

ないと議論しないことが多い内容です。 

 ここで指摘しておきたいのは、実は TPP だけではなくて、日本と他の国々、アジアとの

EPA でも全部こういう分野はカバーしているということでございます。最近の報道などに

よりますと、TPP に入ると医師や弁護士の外国の人がどんどん入ってくるのではないかと

いうような心配事が言われていますが、これは今のところ、交渉自体、日本は参加してい

ないので、去年の 11 月の APEC で菅総理が TPP に入るかどうか検討するというふうに宣言

した後、各国での交渉が終わるたびに、日本から調査団を派遣してどんな議論をしたので

すかというものを調査しております。 

 実際に中に参加しているわけではありませんので、全部教えてもらえるわけではありま

せんが、いろいろなところから情報を集めて総合しますと、外国の医者、外国の弁護士さ

んが日本にどんどん入ってくるというような議論は全くなされていません。 

 それから、単純労働者がたくさん入ってくるのではないかという議論も心配事の一つと

言われていますが、これも今までのところそういう議論がなされたということは全く聞い

ていません。あるいは混合診療とか日本の健康保険のようなものが壊されるのではないか

ということも全く議論がされているということは聞いていませんし、安全でない食品が日

本に入ってくるのではないかというようなご懸念もあるかもしれませんが、これは各国そ

れぞれ自国民の安全を守るのが政府の義務でございますので、それについてはきちんと措

置をするということで、TPP に入ったからそういう権限が無くなるというようなことは考
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えられないと思います。その辺のところはお配りした資料に書いてありますので、後ほど、

もしご関心のある方はご覧いただければと思います。 

 そして日本のこれから進むべき道ですが、実は最初に申し上げた例の「ドーハの悲劇」

のドーハから始まった WTO の交渉がこの 10 年間でほとんど進んでいないのです。153 の国

が参加するのでなかなか合意ができなくなりました。そうすると、世界全体で一つのルー

ルというものができなくなる。他方、各国が自由貿易協定をどんどん進めているのだとす

ると、日本も大きな国々と自由貿易協定を作っていくしかないのではないかということで

す。 

 一つは EU です。これはすでに働きかけを始めています。また、日中韓を進めようとして

います。ASEAN プラスもいま作業を始めています。アメリカやアメリカを含む TPP につい

てどうするのかというところが残っているわけで、まさにいま政府で非常に熱気のこもっ

た議論が行われているところでございます。ぜひ皆様にもご関心を持っていただいて疑問

があればぶつけていただきたいですし、あるいはご意見があればお寄せいただきたいと思

います。 

 さて、ちょっと時間があまり残っておりませんが、残りの時間で通商問題以外のインフ

ラ開発についてお話をしたいと思っています。アジアに行きますと、特にインドネシア、

メコン地域、そしてインドというところの成長が大変著しいわけでございます。インドネ

シアもこの 4年間で 4、5回まいりましたけれども、インドネシアの電気洗濯機の普及率と

いうのは、ちょうど日本で言うと昭和 40 年代の初めくらいの普及率なのです。これは必ず

日本と同じ普及率になります。 

 電気洗濯機の普及率を申し上げたのですが、冷蔵庫にしてもクーラーにしてもいろいろ

な電気製品、あるいは自動車の普及率がほぼ同じくらいでございます。したがって昭和 40

年代初めの日本が、そのあと急激な勢いで成長してきたわけですが、これと同じようなこ

とがこれからインドネシアで起こるに違いないと思われています。 

 このインドネシアでいま一番不足しているのが、道路だとか水道だとかのインフラでご

ざいます。このインフラ整備に何としてもインドネシア政府はお金をつぎ込みたい。イン

ドネシアには幸い資源があります。この資源の力を使ってインフラを作りたいのだけれど

も、なかなか技術力などで足りないものがあるので、ぜひ日本から来てマスタープランを

作ったり、建設のアドバイスをしてほしい。こういう声が非常に強く日本に寄せられてい

ます。 
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 そして、もう一つがメコン地域でございます。メコン地域には今、三つの大きな回廊、

道路、コリドー（corridor）を作る計画があります。一つは南北で、ラオスからバンコク

まで結ぼう。これは裨益（ひえき）するのはラオスとバンコクだけなのです。そして東西

回廊と言って、ベトナムのダナンからタイの真ん中辺を通ってミャンマーのヤンゴンまで

つなごうではないか。 

 そして、いま一番熱気を帯びているのが、ベトナムのホーチミン、昔のサイゴンですが、

ここからカンボジアのプノンペンを通ってバンコクに抜けて、実これがタイのミャンマー

の国境なのですが、ここに道がないものですから、国境線がここまでなので、このラノン

という港があるのですけれども、ここまでつなぐ計画になっているのですが、できればこ

れをミャンマーにつなぎたい。ここの距離がだいたい 200～300km くらいです。ここにダウ

ェイという町がありまして、このダウェイに港を作って道を作ろう。そうすると太平洋か

らインド洋までマラッカ海峡を通らないでつなげることができるという構想が出ておりま

す。 

 その他、このメコン地域ではいろいろ道を作ったり、港を作ったり、空港を作ったりす

る話がありまして、日本が積極的に支援をしています。 

 いま申し上げました、ホーチミンからバンコクを通って、この辺がいま洪水で大変なと

ころですけれども、このダウェイまでつなぎますと、ここが 200～300km です。この国境の

辺りにあの『戦場にかける橋』の橋があるわけですけれども、ここまで来ると、ここから

インドのチェンナイまですぐに船でつながるようになります。 

 実は中国が雲南省からミャンマーのほうに鉄道をどんどん引っ張っていまして、中国の

経済協力などで中国の影響力が非常に高まっている中で、全部中国だけでいいのか。この

辺のところで中国以外のルートもあっていいのではないかというような声が東南アジアの

国々で高まっているというところでございます。 

 この 200～300km の道は東南アジアの国々でできるけれども、ぜひダウェイの港を作るの

に日本に応援をしてもらえないか。難しいのはミャンマーはアウンサンスーチーさんをは

じめとする人権問題があって、アメリカをはじめヨーロッパ、日本などはいま経済協力に

そんなに積極的ではありませんので、この政策がどうなってくのかということだと思いま

す。 

 最近、ミャンマーは政治犯を釈放したり、いろいろ大きな動きをしています。他方、ア

メリカもクリントン国務長官が今年の夏に初めてミャンマーの外務大臣と同じ会議場で会
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談をしました。これは初めてのことです。アメリカはいまだにミャンマーのことを「ビル

マ」と呼んでいまして、ミャンマーは「自分たちはビルマではなくてミャンマーなのだ」

というところで、そこでまだ争いがあるものですから、今年の 8月にアメリカの国務長官

とミャンマーの外務大臣が会った会議では、国の名前を呼ぶのはやめようと、名前で呼び

合おうと、そして会議だとよく自分の目の前に国の名前の名札を立てるのですが、名札を

立てるのもやめようという工夫をしながらも、何とかこの 2ヵ国が話を始めつつあります。 

 この動きが一番最初に始まったのは 2009 年、先ほど言いましたオバマ大統領がサントリ

ーホールで演説をした、あの 11 月なのです。実はオバマ大統領はあの後、シンガポールに

行きまして、シンガポールで ASEAN の首脳と会ったのです。それまでアメリカは ASEAN の

首脳と会ったことがありませんでした。なぜなのか。それはミャンマーがメンバーだから

なのです。ミャンマーの首脳とオバマさんが一緒の場に出る会議に出ていいのかという配

慮があったのではないかと思います。 

 こういう動きがいま少しずつ変わっていまして、このアジアの辺りではこれから大きな

変革が起こると思います。その中で、日本にぜひ来てほしい、日本の技術、あるいは日本

の皆さんの真面目な努力、あるいは日本の資金、こういうものをぜひ活用してアジアの安

定につなげていきたいという要望を非常に強く感じます。 

 これは先ほど言いましたインドネシアでございます。最後はインドでございますが、こ

のデリーとムンバイの間に貨物鉄道を建設する計画がありまして、日本から経済協力、ODA

が出ています。この鉄道を作るだけではなくて、この一帯に新しい工業地帯を作ろうでは

ないか、新しい町を作ろうではないかという話が出来上がっていまして、いま日本はそれ

を支援しています。そして、先ほど言いましたチェンナイの辺りにも、最近、日本のメー

カーがどんどん工場を作っています。 

 今年の、たぶん 12 月にぜひ野田総理にインドに来てほしいという要請が、9月のニュー

ヨーク国連総会のときにインドの首相からありました。総理が 12 月に行かれるかどうかま

だ決めていないと思いますけれども、いずれ近いうちに総理もインドに行かれてこういう

お話をなさるのではないかと思います。 

 そういうことで、一つは通商の問題です。もう一つはこういったインフラ整備の問題で

アジアの各国は日本に熱い視線を寄せています。日本はまたこの期待に応えつつ、日本の

利益を守っていかなければならない。こういう、非常にダイナミックな状況に今の世界は

あると思います。日本は震災からの復旧・復興に向けて、まさに国民を挙げて努力してい
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るところですけれども、決して内向きになることなく、こういう世界の動きにも常に目配

りをしながらやるべきことをやっていくということが必要なのではないかと思います。 

 最後に今後の主な通商日程をお示ししますと、これは総理の日程で私もこれに随行して

行くわけですが、まず野田総理は明日ソウルに行った後、11 月に入りますとフランスのカ

ンヌで G20 のサミットがあります。欧州の債務問題が議論されるでしょう。そして翌週の

週末はハワイのホノルルで APEC の首脳会議があります。ここでオバマ大統領はいま交渉し

ている TPP の交渉国との間で何らかの大枠合意を目指していると思います。 

 そして、その翌週の週末はインドネシアのバリ島で東アジアサミットがあります。これ

は ASEAN＋6 の 16 ヵ国に今年からアメリカとロシアが加わりました。大変な会議になりま

す。ここでさっき言いました ASEAN＋6 のような話であるとか、こういう議論がなされると

思います。 

 これから 11 月に向けて世界はいろいろな動きがあろうかと思います。そして首脳が集ま

ることによって、それに結論が出るということで、ぜひ、新聞の国際面はちょっと見にく

いところにありますけれども、ご覧いただきながら世界でどういう動きが進んでいて、日

本はどうしたらいいのか。ぜひ皆さんでお考えをいただきたいと存じます。若干、時間が

なくなってしまいましたが、1、2問くらい、もしご質問あればお答えできるかもしれませ

んので、もしご質問があるようであれば挙手をお願いしたいと存じます。どうもありがと

うございました。（拍手) 

 司会 ありがとうございました。それではここでご質問のほうをお受けさせていただき

たいと思います。ご質問がございます方は挙手にてお願いいたします。皆様いかがでしょ

うか、せっかくの機会でございます。すぐ担当の者がマイクをお持ちしますのでお待ちく

ださいませ。 

 質問 本日はどうも貴重な講演をありがとうございました。私どもは繊維業界でござい

ますけれども、実はいまミャンマーとの交渉に入っておりまして、経済産業省と外務省さ

んのおかげで大阪のほうでもミャンマーのビザがとれるようになりました。それと、先ほ

どちょっとミャンマーに関してのお話が出ましたけれども、私の考えと情報を集めた範囲

の中では、ご存じのように 2年後の ASEAN の議長国を目指してミャンマーがどうやらアメ

リカと相当活発に動いているように思います。 

 あまり日本では、これが紹介されていないというのが私は非常に残念に思っております。

この場の質問事項としてはちょっと長くなりますのでカットしますけれども、どうか経済
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産業省としまして、ミャンマー政府は非常に日本に対して期待を抱いております。先ほど

お話がありましたように、中国サイドが非常に政治力を発揮してきている。ご存じのよう

に韓国はずっと以前から政治と経済を分離して、早くに繊維産業大手の財閥が乗り込んで

きています。 

 日本は残念ながらアメリカの顔色をうかがっているかどうか分かりませんけれども、大

手は一切来ていません。私どもは中小企業でございますけれども、いまヤンゴン港のほう

で保税倉庫、その他のものの準備に入っております。そしておかげさまで日本の…？…に

関しましては、経済産業省のおかげで日本の輸出入業務をそっくりモデルにして進めると

いうかたちでだいたい合意をいただいております。これはもう産業大臣のほうからいただ

いておりますので、まず間違いないと思います。 

 ぜひとも 2 年までに、アメリカが乗り込むまでに、我々とすれば日本とミャンマーの関

係を早くにやっていきたいと思います。私どもは中小企業でございますので、そこまでの

力はございませんので、どうかジェトロさんをはじめとしてバックアップを今お願いして

おります。そういう意味で、今度、東京商工会議所、大阪商工会議所を通じてまた 11 月の

セミナー、向こうの大臣も呼んでおりますのでさせていただきますけれども、どうかこの

場をお借りしまして、協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、情報をもう少し発表していただけたら助かるように思います。よろしくお願い

いたします。 

 岡田 どうもありがとうございます。本当に叱咤（しった）激励をいただいたと思いま

す。実は私は来週、ミャンマーに行く予定にしておりまして、そこで私のカウンターパー

トの国家計画・経済開発省の次官と話をするつもりですが、ハイレベルの交流なり会議と

いうものが非常に少なかったので、まさにこれを活発化し、そして、どうしても民間だけ

では難しいものがございます。政府と産業界が一緒になってミャンマーに行ってミャンマ

ー政府、あるいはミャンマーの受け入れ側の産業界と会話ができるような、対話ができる

ような場を至急作って、皆様のご努力が少しでもやりやすいような環境を作りたいと思っ

ています。 

 また、情報を提供いたしますので、何かご不満な点やこれが知りたいというようなご要

望がありましたら、どんどんお寄せいただきたいと思います。これから頑張っていきたい

と思います。 

 司会 ありがとうございます。まだご質問されたい方もいらっしゃるかと思いますけれ
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ども、お時間もございますので、ご質問がございます方は当財団を通じてご連絡を賜りま

すようお願い申し上げます。以上で第 1部は終了でございます。最後に岡田様にいま一度

大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

 ありがとうございました。それではここで休憩に入らせていただきます。前の時計で 14

時 30 分から第 2部を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。 


