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（開催要領） 

1．開催日時：2008 年３月 18 日(火） 17:30～18:59 

2．場  所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田    康 夫  内閣総理大臣 

議員    町 村  信 孝  内閣官房長官 

同     大 田  弘 子  内閣府特命担当大臣(経済財政政策） 

同     増 田    寛 也  総務大臣 

同     額 賀  福志郎  財務大臣 

同     甘 利  明  経済産業大臣 

同     福 井  俊 彦  日本銀行総裁 

同     伊 藤  隆 敏   東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同     丹羽 宇一郎  伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同     御手洗 冨士夫  キヤノン株式会社代表取締役会長 

同     八 代  尚 宏  国際基督教大学教養学部教授 

   臨時議員  高 村  正 彦  外務大臣 

   同     若 林  正 俊  農林水産大臣 

   同     岸 田  文 雄  内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

   同     渡海 紀三朗  文部科学大臣 

同     舛 添  要 一  厚生労働大臣 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）開かれた国づくりについて（経済連携等） 

（２）革新的技術特区（スーパー特区）について 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○開かれた国に向けて、一歩前へ（有識者議員提出資料） 

○経済連携協定（EPA）等について（高村臨時議員提出資料） 

○経済連携協定（EPA）への取組（若林臨時議員提出資料） 

○EPA の取組について（甘利議員提出資料） 

○「アジア経済・環境共同体」構想について（甘利議員提出資料） 

○農業の活性化に向けて（若林臨時議員提出資料） 

○イノベーションを支える「スーパー特区」の創設を（有識者議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○当面の経済連携協定（EPA）交渉について＜EPA 交渉に関する工程表（改訂版）＞ 

（高村臨時議員提出資料） 

○経済連携協定（EPA）への取組（参考資料）（若林臨時議員提出資料） 
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○農業の活性化に向けて（参考資料）（若林臨時議員提出資料） 
 
（概要） 
○開かれた国づくりについて（経済連携等） 

（伊藤議員） 資料「開かれた国に向けて、一歩前へ」に沿って御説明する。 

   「世界に開かれた日本」への道を進む以外に、日本経済にとって、今後の経済成

長はあり得ない。対日直接投資の増加、金融資本市場の競争力強化、空港・港湾等

の国際化・自由化、アジア人材の受入れや大学の国際化など、総合的施策を講じる

必要がある。特に経済連携の加速が重要であり、以下のとおり提案する。 

「１．ＥＰＡ締結の推進に向けた工程表の改定」。ＥＰＡ締結国を 2009 年初めま

でに３倍以上（12 か国／地域以上）とする目標を掲げ、実現に向けて進捗している

が、ＥＰＡ締結国との貿易額の割合は依然として低い。2010 年に貿易額の 25％以

上という目安を実現すべく、2010 年までの工程表を策定し、基本方針 2008 に反映

させるべきである。 

   「２．ＥＰＡを進めるにあたっての重要なポイント」。「（１）遅れてはならない

ＥＵとの経済連携」。ＥＵは米国に次ぐ重要な輸出先、直接投資先であるが、家電

や乗用車などに高関税等が残っている。薄型テレビ、ＤＶＤレコーダー等 14％、乗

用車 10％。韓国はＥＵとの経済連携に向けて積極的に動いており、先に関税が撤廃

された場合、我が国経済の牽引力となる製造業分野で著しい不利益が生じることと

なる。我が国とＥＵとの間では、いまだ経済連携に向けての動きは始まっておらず、

迅速な交渉開始が望まれる。現在、民間レベルで進んでいる取組を政府レベルの取

組に是非引き上げていただきたいと我々は考えている。 

   「（２）その他、大市場国との経済連携を一歩前へ」。下記についてはＥＰＡに向

けての動きがスタートしているが、世界の早い流れの中で、早期に前に進める努力

が不可欠である。日韓については、交渉を再開し、新たな二国間関係の柱とするこ

とが重要である。日豪については、早期に交渉をまとめる努力をすることが重要で

ある。また、日米についても、政府間の情報交換を進め、政府部内での検討を深め

ることが重要である。勿論、我々は、それぞれの国について、相手の事情もあるこ

とは十分承知しているので、そうした環境を見ながら、しかし、タイミングを誤る

ことなく進めることが重要である。 

   「（３）全体パッケージを提示しながらの取組み」。国内産業が将来への展望を持

って改革を進められるよう、適切な補償措置、これは時限措置であると考えるが、

これを講ずる必要がある。その全体をパッケージとして示しながら進めるべきであ

ると考えている。この意味は、勿論、ＥＰＡによって関税が引き下げられる産品が

出てくるわけだが、それによって痛みを生じるところについては、ある程度の補償

措置をしていくことを我々は認めている。 

   「（４）ＥＰＡに至る前段階でも、必要な協定を迅速に」。企業のグローバルな投

資判断をサポートするため、投資環境に不安のある国や資源産出国などについて、

投資協定の締結などを戦略的に進める体制の整備が必要である。これも主要な他の

国に比べて、日本の投資協定の数が非常に少ない点を注意すべき。 

   「３．環境技術による『開かれた国づくり』を」。環境関連技術を通じた海外連

携は、グローバル化の重要な柱である。先導的に革新的技術の開発を進めることに

あわせて、我が国の環境・省エネ技術の世界標準化を目指すべきである。総理が提

唱された「クールアース・パートナーシップ」の資金メカニズムを活用し、人的・

技術的な協力を通じて、経済成長と環境が両立するモデルをアジアから実現すべき
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である。 

   次に「強い農業に向けて、一歩前へ」で、農業分野の雇用戦略をお話ししたい。

高い付加価値を生み出す農業にすることが、農業従事者のみならず、消費者にとっ

ても地域経済にとっても望ましいことは言うまでもない。そのために、農地改革、

経営展開の自由化、輸出市場の開拓など、多面的な改革を推進する必要がある。し

かし、今後の改革のためにも、65 歳以上の従事者が６割を占めるという深刻な現状

を打開しなくてはならない。後継者の育つ農業にしなければ、今後の農業の基盤が

崩れていくと考えている。そこで、第一歩として、若者と法人が参入する農業への

本格的な取組みを提案したい。以下の点を踏まえ、数値目標や工程を明確にした農

業分野の就農促進プログラムを策定すべきであります。 

   「１．多様な法人等が参入する農業に」。このために若者の参入がカギである。

若者も法人に就職する形なら参入しやすいはず。農業生産法人の要件緩和や、リー

ス方式の参入法人数の拡大を進めるべきである。今後、農商工など産業分野を横断

するＬＬＰ（有限事業責任組合）やＮＰＯの設立など、組織形態の多様化を進める

べきである。 

   「２．新規就農活動にかかる連携」。魅力ある職場とキャリア形成につながるこ

とが必要。就農を希望する若者のニーズに的確に対応し、地方自治体、教育機関、

農業団体が連携して、情報提供、能力開発、就農斡旋等の支援策を講じるべき。若

者を受け入れる農業法人等の大半が企業規模としては、中小零細であるため、受入

環境の整備や技術訓練の標準化など、人材育成のための取組みへの支援を強化すべ

き。 

   「３．農地利用の一層の工夫を」。これのカギは規模のメリットである。農地の

「所有から利用へ」を促し、創意工夫が活きる農業経営を支援するため、昨年とり

まとめた「農地改革の展開方向について」を着実に実施し、農業経営者の農地集積

の推進、ユーザーが使いやすい農地情報ネットワークの構築等を推進すべきである。

やはり、我々は競争力がある強い農業のためには、一番コストが安いところの規模

の拡大によってコストが下がるように、こういったことを推進する、その環境づく

りをすることが非常に重要だと思う。 

   「４．『つながり力』の強化⇒『食文化』と『安全・安心』をテコに」。2013 年度

までに１兆円の農産物輸出の実現など、高付加価値の農業を実現する観点から、当

面の２年間を重点期間として、農水省、経済産業省等が連携し、以下の取組みを加

速すべきである。ＩＴを活用して、農産物の食品等のトレーサビリティーを充実す

る取組みを支援し、安全・安心の付加価値を確立すべきである。農商工連携により、

農と製品と文化を一体とした地域ブランドを開発し、農産物輸出を拡大すべきであ

る。また、地産地消、直売所の運営など、地域が連携し地域独自の食文化を伸ばす

余地は大きいと考える。産地と関係機関が連携し、ブランド化の推進に向けた地域

団体、商標の活用、適格ブランドの明確化、産地偽装への取締り・指導強化等を推

進すべきである。 

   現在、食に関する安心と安全について非常に大きな社会問題が発生していて、こ

れは非常に問題ではあるが、逆に将来の農業の方向を考える場合には、チャンスで

あると考えることもできるわけで、是非、その安全・安心が付加価値として認めら

れ、より強い農業に活かされるというような方向を目指すべきである。そこが、や

はり日本の農業の一番の強みではないかと考えている。そのためにも、地域ブラン

ドというものが適格に定義され、それが偽装等がないような方策をとることが非常

に重要である。そこで、ペーパーに神戸牛のブランドの定義が例として載っている。
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それ以外、我々のブランドと考えている中で、定義がしっかりしているものもあれ

ば、いいかげんなものもあるので、ここはやはりブランドを使って、日本の農業を

強くしていく考えが非常に重要である。 

（高村臨時議員） 昨年の骨太の方針の決定以降、チリ及びタイとのＥＰＡが発効した。

昨年署名されたインドネシア及びブルネイとのＥＰＡについては、現在、国会に審

議をお願いしているところである。更に、昨年 11 月にＡＳＥＡＮ全体とのＥＰＡ

の交渉が妥結し、現在、早期発効を目指し、署名の準備を進めている。また、韓国

とのＥＰＡについては、本年２月の日韓首脳会談において、総理より予備的協議の

開催を提案され、交渉の再開につき検討していくことになった。昨年の骨太の方針

においては、平成 21 年初めには、ＥＰＡ締約国が少なくとも３倍超になることが

期待される旨の記述がある。これも念頭に、現在、湾岸協力理事会、ＧＣＣやベト

ナム、インド、スイス、オーストラリア等の交渉に取り組んでいるところである。

今後の経済連携の方針について述べる前に、ＷＴＯ交渉の早期妥結の重要性につい

て強調したい。ドーハ・ラウンド交渉は年内妥結に向けて重要な局面を迎えている。

我が国としては、全体としてバランスの取れた結果が得られるように精力的に交渉

に参画している。その上で、ＥＰＡにつき申し上げる。 

 本日は、関係４省庁でとりまとめたＥＰＡ工程表の改訂版を配布した。この関連

で３点申し上げる。 

 第１に、米国及びＥＵ等、大市場国、投資先国との取組みについて。民間議員ペ

ーパーでは、特にＥＵとの取組みについて、政府レベルの取組みに引き上げるべき

との御指摘をしているが、政府の方針は、昨年の骨太の方針にも記載されているよ

うに、将来の課題として検討していくものである。この方針は、何もしないでいる

ことを意味するものではない。米国及びＥＵとの経済関係は言うまでもなく、我が

国にとり非常に重要な関係である。したがって、これらの関係を更に発展させるべ

く、規制改革対話等様々な方策を通じて、不断の努力を行なっていくことが必要で

あり、相手国地域の状況や民間で行われている議論の内容を踏まえながら、可能な

ものから検討及び準備を進めていく考えである。工程表にもその旨が記載されてい

る。ＥＵについては、日本、ＥＵ双方の産業界の共同検討の結果が本年夏にも双方

の首脳に報告される予定と聞いており、政府としても関心を持って注視している。

現時点では、今後の政府の立場を予断するものではないが、ＷＴＯ体制の影響、欧

州委員会側の方針、米国と第三国との関係等も考慮に入れながら検討を進めていく

必要があると考えている。広域経済連携については、現在「ＡＳＥＡＮ＋３ ＦＴ

Ａ」「ＡＳＥＡＮ＋６ ＥＰＡ」「アジア太平洋の自由貿易圏」等々、さまざまな構

想が同時並行的に検討されている。このうち「ＡＳＥＡＮ＋３ ＦＴＡ」や「ＡＳ

ＥＡＮ＋６ ＥＰＡ」については、東アジアで事実上進む生産ネットワークの構築

に制度的枠組みを与える意義がある。また、現在、ＡＰＥＣの場で議論されている

アジア太平洋の自由貿易圏については、政治安全保障面のみならず、東アジアで生

産された物品の 終消費地として非常に重要な米国を含むという意義がある。この

ように各構想には、それぞれ利点がある。我が国としては、これらの構想の検討に

積極的に参加していきたいと考えている。 

   投資協定について。我が国からの対外直接投資は近年急増しており、結果として

2005 年以降、所得収支が貿易収支を上回るなど、我が国経済にとって対外投資の重

要性が一層増している。投資協定は、対外投資活動の保護促進を図る主要な枠組み

である。これまで我が国は 13 件の投資協定に署名し、また、我が国が取り組むＥ

ＰＡでも投資章が含まれている。 
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 この結果、我が国企業の投資実績が多い、東アジア地域はほぼカバーされた。今

後、どのような国と投資協定の締結を進めていくかについては、投資環境整備の必

要性や産業界の要望あるいは資源エネルギー供給元かどうかなどの諸要素を総合

的に勘案し、戦略性をもって検討していく必要がある。 

また、現在、諮問会議で議論されている、新経済成長戦略については、外務省と

しても非常に重要なものと考える。特に対日投資促進については、規制や税制の在

り方も含め、対極的な観点から大胆な取組みを展開していくべき。 

   後に民間議員からは、国際環境協力についても言及があった。国際環境協力に

はクールアース推進構想の重要な柱である。民間議員御指摘のように、我が国の環

境技術を海外に移転し、成長と環境の両立を図るべきである。2013 年以降の実効的

な枠組み構築に向け、途上国の協力を得るべく、ＯＤＡやＯＯＦを活用し、クール

アース・パートナーシップを通じた途上国支援を進める。 

   この後、甘利議員より説明予定のアジア経済環境共同体構想についてであるが、

外務省としても、東アジア首脳会議等の下での環境気候変動、青少年交流等の地域

協力を開かれた形で推進していきたいと考えている。 

（若林臨時議員） 「経済連携協定（ＥＰＡ）の取組」に即して御説明をしたい。 

   我が国の食料自給率は年々低下して、現在、39％と先進各国の中でも極めて低い

水準にある。これは参考資料の中に入っている。その中で、政府としては、平成 27

年度には食料自給率を 45％まで向上するという政府目標を掲げて取り組んでいる

ところである。特に 近は、国際的な食料情勢の変化や農産物価格の上昇、食料自

給率の低下や食の安全に対する意識の高まりなどを踏まえ、食料の安全保障は国民

的課題と認識している。これら参考資料の中に、それぞれ数字が入っており、国民

の中には、自給率の低下に大変大きな不安を感じていることがかなりはっきりと出

ている。こうした中で、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉に当たり３点申し上げる。 

   １点は、相互に整合性のある推進が必要であり、ＥＰＡはＷＴＯを補完するもの

として推進しているところである。第２にＷＴＯ交渉では、一部の輸出国のみが利

益を得るのではなくて、輸入国や途上国を含めた世界全体の利益の実現が重要であ

り、そのためには、多様な農業の共存を基本方針として市場アクセス、国内補助金、

輸出補助金などのバランスが図られたルールの確立を目指して取り組んでいると

ころである。３つ目で、またＥＰＡ交渉では、相互の利益が 大となるようにきめ

細かな市場アクセスの改善などに努めるとともに、我が国農業の構造改革の進み具

合を留意して、守るべきものは守るとの基本姿勢で取り組んでいるところである。 

   このように、国民的課題である食料の安全保障に悪影響を及ぼさないようＷＴＯ、

ＥＰＡ交渉を進めることとしており、２つのことがある。１つは、オープンな経済

社会の構築に貢献をするということ。２つ目は、食料の安定供給など農業の多面的

な機能、価値を確保すること、これら２つを両立させるという下で、希望と安心の

基盤づくりに貢献することが基本的な考え方である。 

   ２ページは米国・ＥＵとのＥＰＡについて。米国・ＥＵとのＥＰＡについては、

外務大臣から提出されＥＰＡ交渉に関する工程表にあるように、将来の課題として

検討を進めていくことを考えているが、それ以上に現在、民間で行われている議論

も踏まえ、日・ＥＵ経済関係のさらなる発展を促すような基盤を整えていく方策に

ついては幅広く検討したり、また、準備を進めていくことが適切であると認識して

いるところである。その際に留意すべき事項として、３つの点を申し上げておきた

い。 

   第１点目は、ＷＴＯ体制などに与える影響である。我が国と米国・ＥＵを合わせ、
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世界のＧＤＰの７割を占める。これらの地域がＥＰＡを締結するということは、す

なわち世界経済の７割を占める地域が排他的に相互に関税を原則として撤廃する

ことになるわけであり、世界全体の貿易自由化の推進を図ろうとするＷＴＯ交渉推

進のインセンティブを小さくし、また、世界的な自由貿易体制の構築に悪影響を及

ぼす危険性がある。また、すべての加盟国がＷＴＯ交渉の年内合意を目指して、４

月中下旬にも関係閣僚会議という山場を迎えている。そういうことを考えると、米

国やＥＵとのＥＰＡの必要性を強調することは、我が国が開発ラウンド、ドーハ・

ラウンドのＷＴＯ交渉に関心を失っており、先進国のみの利益を重視するという誤

ったメッセージを発信しないかとの懸念もある。 

   第２点目は、我が国の食料の安定的な供給という観点である。米国は、我が国

大の食料輸入相手国であり、ＥＵも第３位の地域である。食料自給率の向上や食料

輸入の多元化を図るためには、これ以上、これらの国や地域への依存度を高めるこ

とが適当であるかどうかという点についても考慮していく必要がある。３ページ、

これは我が国と米国・ＥＵとの農業の構造格差について示している。 

第３点目は、農業構造の格差問題であり、我が国と米国・ＥＵとの間では、農業

経営１戸当たりの経営面積は米国とは 99 倍と非常に大きく、ＥＵと比較しても９

倍の格差がある。我が国の農業は、現在、構造改革を推進しているところだが、我

が国と米国との間には、農業者の努力では埋め切れない大きな格差があることも事

実である。また、ＥＵとの間でも依然として格差が存在しており、我が国農業の構

造改革に与える影響に十分留意する必要がある。例えば、日豪ＥＰＡ交渉を開始す

るに際しては、お互いの構造格差を踏まえて、事前の政府間共同研究において、我

が国の農業分野に対するセンシティビティーについて、両国共通の認識を得たとこ

ろであり、除外、再協議を含む必要なすべての柔軟性の選択肢を使い得るべきであ

ることで合意をしたところであり、それでスタートを切ったわけである。 

日豪ＥＰＡ交渉は、固定的な交渉期限を定めていない。徹底かつ十分な協議を行

うという両国の政府関係者間の共通認識が得られているところであり、実際の交渉

においても、我が国の農業のセンシティビティーについて、繰り返し説明をしてき

ているところである。先般の第４回の会合においては、我が国からは米、小麦、牛

肉、乳製品、砂糖などを重要品目として、これを除外することをオファーしたとこ

ろであり、重要品目については、除外・再協議を粘り強く求めていくという我が国

の方針を改めて打ち出している。いずれにしても、ＥＰＡについては、我が国と相

手国との間の経済関係を一層強化する手段として、お互いにＷｉｎ－Ｗｉｎの関係

が構築できるように取り組むべきものであると思う。これに反して、ＥＰＡを締結

することで、特定の産業に大きな影響を及ぼし、むしろ両国の関係を悪化させるこ

とがあってはならないものと理解しているところである。一方で、ＥＰＡの締結に

より大きな影響を被る国内産業に対する補償措置も民間委員の方から言及がある

が、これをあらかじめ示して交渉を進めればよいという御意見の方もいるわけだが、

農林水産分野に関して言えば、このような大きな影響が出ることが前提となるよう

な交渉、相手方の選定、そもそも交渉に入ること自体に非常に大きな障害があると

同時に、今、国内で進めている構造改革などの努力を無にするような結果となるわ

けであり、これは適切でないと、また、交渉上も得策ではないと考えているところ

である。 

（甘利議員） お手元のＥＰＡの取組についての資料に沿って御説明する。 

１ページ目は、世界の先進各国の取組についてである。各国はＦＴＡ戦略を経済

成長戦略の主要な柱として位置づけている。韓国は大規模な農業対策を実施し、米
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国・ＥＵといった大市場国とのＦＴＡを推進している。米国・ＥＵも積極的にアジ

アとのＦＴＡに取り組み始めているところである。そこで、我が国も東アジアの経

済統合に向けた取組や大市場国との経済連携を積極的に推進するべきだと思う。 

   ２ページ、東アジアにおける経済統合に向けた取組について。まず、資源エネル

ギーの重要な供給国である豪州との取組を強化すべきである。また、アジアの先進

国である韓国とのＥＰＡ交渉再開が重要課題である。更に、東アジア包括的経済連

携、ＣＥＰＥＡと呼んでいるが、これについては、今年の夏のＡＳＥＡＮ＋６経済

大臣会合に専門家研究の 終報告が行われた上で、年末の東アジアサミットにも提

出され、ＡＳＥＡＮ＋６の首脳間で議論が行われる予定である。また、いわゆる「Ａ

ＳＥＡＮ＋１」のＦＴＡ、すなわちＡＳＥＡＮ＋日本、ＡＳＥＡＮ＋中、韓、印、

豪・ＮＺの６か国との組み合わせだが、ＡＳＥＡＮ＋１のＦＴＡは、今年半ばには

すべての交渉が妥結をする見込みである。東アジア包括的経済連携の実現に向け、

次のステップに進むべき時期であろうと思う。 

 ３ページ、米国・ＥＵを始めとする、いわゆる大市場国との経済連携の取組みに

ついてである。韓国は、ＥＵとのＦＴＡ交渉を進めている。そうすると、サムソン

やＬＧとの日本企業の競争において、薄型テレビに対する 14％の関税のハンデは相

当に大きい、つまり日本製品は 14％高く売らなければならないことになる。昨年秋

から民間で日ＥＵの経済統合協定、ＥＩＡと呼ぶが、ＥＩＡは、ＥＰＡに加えて、

イノベーションを共同でやるとか、安心・安全の規格の協調とか、あるいは環境と

かを盛り込んだものをＥＩＡと言っているが、この検討が開始され、今年の夏には

双方の首脳に報告予定である。このような産業界の積極的な取組を見守りつつ、関

係省庁とともに真剣に検討を進めていきたいと思っている。 

（大田議員）  高村臨時議員の資料の中で、米国・ＥＵのところで、「可能なものから

米国・ＥＵと共に準備を進めていく」とあるが、「骨太 2007」から一歩進んでいる

のか。それとも、骨太と同じラインということか。 

（高村臨時議員） 微妙なところであるが、可能なものから進めるということ。 

（大田議員）  気持ちとして、骨太よりは進んでいるのか。 

（高村臨時議員） やはり骨太は骨太として、気持ちとしてということ。 

（大田議員）  気持ちとして進みつつあると。 

（高村臨時議員） 進めようと。 

（伊藤議員） 締結国の３倍増は達成できそうというお話だったが、貿易額の 25％以上

という方は大丈夫か。気持ち進んでいるというお話だったが、気持ち進んでいるの

であれば、欄外でもいいので、工程表の方に日ＥＵを交渉レベルに引き上げること

を目指す、というような書き方をしていただけると、次の骨太に向けて、我々とし

ては非常にうれしい。 

（高村臨時議員） そこまでは、政府内部で少し調整が必要。 

（大田議員）  貿易額の 25％を 2010 年に実現するために、工程表を策定してほしいと

いう御要望についてはいかがか。2010 年に貿易額の 25％以上をＥＰＡ締結国との

間の貿易で占めることが期待されると「骨太 2006」に書かれているが、これについ

てはいかがか。 

（高村臨時議員） これも更に農水省と検討が必要なところ。 

（福田議長） これは中国、米国とするかどうかだろう。あとは細かいところをたくさ

ん集めてくるのができるのかどうか。 

（伊藤議員） 25％のためには、オーストラリアがかなりカギになってくる。オースト

ラリアも工程表には入っているのだから、工程表を全部きちんとできれば 25％は行
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く。大丈夫でしょうねということをお聞きしているので、中国、アメリカまでとい

う話ではないです。 

（福田議長） では、オーストラリアということか。 

（丹羽議員） できるだけスピードアップをするという努力、姿勢は見せていただくこ

とが大事ではないか。 

（若林臨時議員） オーストラリアについては、現実問題として、センシティブな品目

として、米、麦、肉類、酪農、砂糖などを除外するように、オファーを出している。

どれをとっても、かなりバイタルな影響を与えるものであり、そういうことにオー

ストラリアが何らかの形で配慮をする姿勢を示してこなければ、交渉は先に進まな

いだろう。オーストラリア側は、まだ原則の段階を出ておらず、全面開放してほし

いということを言っており、先ほどアメリカの話をしたが、アメリカ以上に大変な

農業経営構造上の差があり、難しい。 

（丹羽議員） アメリカとオーストラリアは除外品目を持っていますね。 

（若林臨時議員） アメリカとオーストラリアのＥＰＡですね。 

（丹羽議員） ですから、日本とオーストラリアも除外品目を設けて交渉するというの

は、正しいと思う。 

（若林臨時議員） オーストラリアは、米や小麦、肉類などについて除外を認めようと

しない。それに非常に強い関心を示している。ただ、これらを豪州との間に開くと、

実は直ちに日米の問題に連動していく。色々な条件を整えながら豪州と妥協しよう

とすると、そういう姿勢を見せると、すぐアメリカが連動して要求を出してくると

いう状況になっている。 

（丹羽議員） アメリカもオーストラリアと交渉するときに、除外品目を強烈に主張し

て、勝ち取っている。豪州と日本が交渉する場合も、除外品目は、あくまで、やは

り日本側としては提示をしていくという姿勢でよいのではないか。 

（若林臨時議員） これからの話ではあるが、先般オファーを提示したところ。 

（高村臨時委員） 我々としては、25％やりたいとは思っている。ただ、それを今、こ

こで書くことがオーストラリアとの交渉の上で有利かどうか。そういう話があるこ

とを御理解いただきたい。 

（福田議長） お話があったように、グローバル化戦略、中でもＥＰＡの推進は、成長

戦略の大きな柱である。しかしながら、難しい問題があるところ。今日の民間議員

の提案を踏まえ、関係大臣で一歩出るようにして取り組んでいただきたい。 

（高村臨時議員退室） 

（丹羽議員） ＥＰＡを前進させるためには、必然的に農業を国際競争にさらすという

ことになる。長期的な視点から、農業の国際競争力の強化を図る。これが大きな目

的だと思う。短期的には、ＥＰＡを進める場合に生じる損害についての補償措置を

民間議員からも提案している。長期と短期、両面で作戦を取っていく必要があるの

ではないか。 

 そのときに、農業の国際競争力の強化を図るとはどういうことかということを具

体的に検討していく必要がある。ＥＰＡの目標というより、むしろその部分を解決

しないと、日本の農業全部を裸でオープンにするということは、昨今の自給率の向

上や農業の多面的な機能から言って、難しいと思う。 

 例えば、広島の漁師の方が植林を始めたという。多分、川の上流の植林が漁師に

とっても大変大事だということを漁師が自覚して始めたということだろう。農業と

いうのは、そういう多面的な機能がある。 

 そういうことから言うと、やはり多面的な機能を考え、ある程度の自給率の向上
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と国際競争力の強化をバランスよく講じていく必要があると思う。そういう意味で

は、補償措置を講じないと、なかなかＥＰＡが前進しないだろうと思うので、今後

は、具体的にどうするかという議論を是非していく必要があると思う。 

（八代議員） ＥＰＡやＷＴＯに関しても、現在の４省庁体制の下では、どうしても国

内の各省庁間の利害調整に重点が置かれるので、なかなか有効な交渉が行われにく

い。是非トップダウンのリーダーシップの下で、関係省がより戦略的に取り組める

ようにすべき。 

（御手洗議員） 現在、日本の経済は非常に減速感が強まっている。こういうときこそ

日本経済自体のパイを拡大することが急務になっており、そのためには国内消費の

拡大とともに、成長性のある主要な海外市場を取り込んでいく政策が必要。特に、

ＥＵとのＥＰＡ締結について、政府一体となって迅速に取り組んでいただきたい。

工程表に載っていないが、いつごろまでにどういう勉強をするぐらいのことは書い

ていただきたい。 

 もう一つは、やはりおっしゃるとおり、スピード感が非常に大事。一時は困難と

言われた東アジア全体の経済連携もあと一歩のところまで進んできている。今後は、

環境や人材、物流など対象分野を広げ、連携の質を更に高めていく必要がある。対

象分野が増えると関係省庁も増えるが、是非スピード感を持った対応により、ＥＰ

Ａ交渉で、今までのように他国に出遅れることがないよう、各省庁一丸となって日

本のイニシアティブを発揮していただきたい。 

 後にもう一点。ＥＰＡの締結が進むと、締結後のフォローアップも重要になっ

てくる。例えばフィリピンとの協定は、2006 年の９月に調印されながら未だにフィ

リピンで批准されていない。初めて合意された看護士や介護士の受入も大幅に遅れ

ている。相手国の批准環境の整備に協力したり、国内での受入態勢に万全を期すな

ど、合意されたＥＰＡの効果が速やかに発揮されるようにしていただきたい。 

（伊藤議員） ＷＴＯとの関係が出たが、これはクリーンなＦＴＡ、ＥＰＡを結ぶ限り

は、ＷＴＯに悪影響を及ぼす、あるいは誤った発信はないと思う。これはＷＴＯに

対してビルディングブロックになるという説明で十分にいける。 

 したがって、日本がどういった戦略を持って、どういうところとやっていくかと

いうのか非常に重要。そこはＷＴＯの推進といってＥＰＡをやらないというのは間

違いだと思う。 

（甘利議員） 「「アジア経済・環境共同体」構想について」の資料をご覧いただきた

い。 

 アジア地域の経済成長のためには、ＥＰＡの整備とともに、環境・エネルギー制

約などの地域大のボトルネックの克服が重要。「アジア経済・環境共同体」構想を

とりまとめ、東アジア地域全体の成長戦略を示していきたいと思っている。 

 １ページ。2030 年に、この地域の人口の６割、23 億人が、年収 3,000 ドル以上

の「中産階級のアジア」を実現したい。なぜかというと、我が国が平均年収 3,000

ドルを超えたのは高度経済成長期の 1972 年、昭和 47 年。このときに、いわゆる「３

Ｃ」、カー、クーラー、カラーテレビの普及が進んだ。 

 そう考えると、東アジア地域が年収 3,000 ドルを超えるときというのは、中産階

級層が厚い東アジアになるわけで、大きな市場になることが期待される。 

 同時に、「環境にやさしいアジア」を構築することも重要。２、３ページに「エ

ネルギー・環境」「物流高度化」「制度調和・高度化」「知識経済化」「人材育成・交

流」、それぞれ書いてあるが、それらが柱となる。 

 例えば、「エネルギー・環境」の分野では、日本が提案し、東アジアのシンクタ
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ンクとしてＡＳＥＡＮに設立される「東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター（Ｅ

ＲＩＡ）」を活用して、各国の環境政策のレビュー、省エネ政策の効果分析を行っ

た上で、各国の政策展開を支援していく。 

 また、「物流高度化」の分野では、ＥＲＩＡにおいて、国境を越える物流開発、

効率化の計画を策定する。物流インフラ整備と産業開発を一体的に進める「デリ

ー・ムンバイ産業大動脈構想」、これはインドのデリーとムンバイを結ぶ構想だが、

こういったプロジェクトを地域全体で、つまり他地域でも推進していく。 

 「人材」分野では、日本も積極的に高度外国人材を受け入れることが必要。外国

人登用に対する日本企業の意識改革や、日本人自身の国際化のための英語教育の抜

本強化など、幅広い検討を行う必要がある。 

 こうしたプロジェクトの実現のためには関係各省の協力が不可欠であり、政府全

体でしっかりスクラムを組んで進めていきたい。 

 また、先程来、申し上げている東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター、ＥＲＩ

Ａは５月に正式に設立される予定。この共同体構想を実現していく推進役として、

フル活用していく。 

（若林臨時議員） ペーパーの説明の前に、私はＥＰＡ交渉に当たって補償的な措置が

示されることが必要だということは絶対に反対。例えば豪州との関係では、米、麦、

牛肉、乳製品、補償措置は何に講ずるのか。補償措置は結果的に出ますよ、という

抽象的な言い方は、我々もウルグアイ・ラウンドで６兆円も使ってやった話ではあ

るが、交渉をするときに、補償措置を一定の数値的な意味合いを込め、あるいは考

え方を示すということは、これは国内で交渉すること自身のポジションを失ってし

まう。あるいは相手国からも、これは降りる用意があるなということを示してしま

うということになるから、結果的に補償措置が必要であるということの確認はあっ

ても、交渉を進めるために、補償措置を言い出すことは絶対にできないと思う。 

（大田議員）  先ほどの丹羽議員のお話も、結果的にということだろう。 

（丹羽議員） 初からこれだけお魚あげますよという話ではなく、やはり釣り竿を出

すべきだと思う。 

（若林臨時議員） また、ＷＴＯは、今、４月末までにモダリティーができるかどうか、

これは５月になるのではないかなどと言われており、議長あるいは事務局長の下で、

かなり各国詰めの作業をやっている 中。大きな国、特にＥＵなどとのＥＰＡを積

極的に進めるんだという話は、いろいろお話があるが、これだけ大きな経済規模を

持った国、日本とＥＵ、あるいはアメリカなどを念頭に置くと、７割のＧＤＰを占

める。途上国などとの調整が、今、大変な状況であり、日本は先進国グループとし

て、先進国としていいようにやるんではないかという誤ったメッセージを与えるこ

とになりかねない。時期にもよるが、得策ではないと思う。やはり影響があると思

う。 

（大田議員）  では、農業の活性化について簡潔にお願いする。 

（若林臨時議員） 農業の活性化について、説明資料と参考資料を出している。 

  農業の問題については、既に農地制度の在り方につき御議論いただき、御了解を

いただいた方向で展開しているところであるので、余り多くのことはないように思

うが、１ページ目「農地政策の展開方向」から説明したい。 

これは、この前の御議論を踏まえ、その方向に向かって、立法措置を含め検討し

ているが、真ん中あたりの「農地情報図の整備」は立法措置を要しない。これによ

り一元的に農地の利用関係の情報が活用できるようになるが、20 年度から組み立て

に入りたいと思っている。 
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   立法を要するものは、税制との関係が非常にある。その意味では、立法の提案は、

来年にならざるを得ないと思っているが、秋ごろには具体的な議論をすることがで

きると思っている。 

   ２ページ目は、御提案にもあった農外からの若者の就労について。農業や農山漁

村活性化のためには、ＩＴの活用、省力化と相まって、65 歳以上の方々の活力も実

は大変重要。何となく 65 歳以上の就業者が増え、それが農業の足を引っ張ってい

るかのような印象を与えることはまずいと思うが、しかし、将来を考えると、若年

層の就農の促進は非常に重要な課題だと認識している。 

   そこで、農業に関心を持っている若者は、農家の視点に限らず、就農先も、法人

での雇用という昔になかった形態が出てきている。就農に必要な技術の習得につい

て、法人に雇用される形での研修や、あるいは職に就いている者のための、夜間、

週末に技術を学べる就農準備校といった多様な施策を、今、既に実施している。 

   平成 18 年には 39 歳以下で、法人で 3,700 人、自営就農で１万 1,000 人が就農し

ている。自立経営農家の育成目標として、家族経営農家を 33 万～37 万に、法人経

営を１万人といった目標を平成 27 年に定めているが、その目標の形態を育成する

のに足るには１万 2,000 人程度の若い就農者が必要だと考えており、ほぼそのよう

な線で今、進んでいるという認識を持っている。更に一層、良質な若者が就農でき

るようにしていることに力を注ぎたい。 

   ２ページにあるとおり、農業を始める際に必要となる融資措置や農地住宅の提供

など、様々な措置を行なっている。これらを本当に利用しやすいように、相談活動

や、間に立ってつないでいくということが非常に大事だと思っている。 

企業の農業参入についてもお話があったが、農業生産法人への出資のほか、農地

リース方式による参入によって土地利用型農業へ参入した農業法人は、グラフにあ

るように 256 に達している。22 年度末までにこれを 500 にするという目標を掲げて

おり、現在この制度のＰＲなどに積極的に取り組んでいるが、今のテンポでいくと、

達成できるのではないかと思う。農地制度を見直すことにより、原則的に貸し借り

を自由な形にして、法人、個人といった形態を問わない形の思い切った制度改正を

念頭に置いて、今、検討を進めているところ。 

   民間議員から出されたペーパーでは、農業分野の就農促進プログラムの策定が提

言されているが、先ほど申し上げたように、一応、望ましい農業構造の実現ができ

る計画的な新規参入の水準になっており、それを確実にし、更に加速するというこ

とに力を注ぎたい。 

   御指摘がなかったことを一つ申し上げておきたい。障害のある人たちの就労の場

としての農業を活用することが重要ではないかと思う。私は、かねてからそのよう

な考えを持っているが、私の地元の長野でも施設野菜や花、ニワトリなどの生産あ

るいは加工品の製造、生産物の販売などに障害のある方が取り組まれている事例が

かなりある。主として補助農業労働だが、こういう方が着実にきちんと真面目に喜

んでやっているということがある。生き生きと農作業をしている姿を見ると、農業

は障害がある方の雇用の受け皿としての可能性が期待できるのでないかと思う。作

業安全上の配慮や気遣いも必要となるが、これらを我々がまとめ、マニュアルにし

て手引のようなものをつくっていきたいと考えている。更に必要な施策はないか、

有効な施策がないかについて、これから検討を深めたいと思う。農業における障害

者雇用の推進を積極的に図っていきたいと思うので、御理解、御協力をお願いした

い。 

   ３ページ目は農商工連携について。これも御指摘のあった方向で、甘利議員とペ
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アで、もう具体的に動かしている。今国会に農商工等連携促進法案を共同で提出し

た。商工業の人たちが持っているノウハウ、技術、能力を、農業と組むことによっ

て、農業に導入していきたいと考えている。 

（大田議員） 就農促進プログラムは、民間議員の提案では、数値目標や工程を明確に

といったことが書かれているが、先ほどおっしゃったプラン、計画はそういう形の

ものか。 

（若林臨時議員） 年次別の計画はない。27 年の構造目標があり、自営農業者をこれだ

けつくる、法人はこれだけつくる、大体年に１万 2,000 人ぐらいの就農が積み重な

っていけば、その目標が達せられると見ており、そういう意味ではそれを加速させ

ていくことは考えられると思う。 

（大田議員） 是非よろしくお願いする。 

（丹羽議員） 大臣にお願いしておきたい。日本は国土の 13％しか農地がないが、ほと

んどの先進国でも全国土の大体 40％～60％が農地。日本はその少ない農地が、更に

耕作放棄になっている。耕作放棄地の 63％が 30 アール以下の世帯の所有地だが、

うち 42％は規模とすると５～10 アールの小さい世帯のもの。ほとんど土地持ち非

農家である。土地を持っているけれども農業をやらない。耕作を放棄している。 

   それに対し、農水省もこれから土地持ち非農家が増えていくだろうと予測してい

るが、これだけ少ない農地を更に減らしていくことは、税制でストップをかけると

か、何か対策を講じていく必要があると思う。一旦、土壌を放棄し、荒廃すると回

復するのに物すごい時間と費用がかかる。そういう意味からいっても、もう少し大

事にするべき。 

   お米についても、大農に適した農作物であるが、人間が食べるだけの米ではなく、

飼料用の米などにも、いろんな対策を打つことと、お米に対する消費をどうやって

もっと増やすかということも考えていく必要があると思う。 

   小農については、野菜と果物で十分収益の上がる農家が地方へ行けば沢山ある。

そういう意味で、やはり大型農業、農作物に対する対策を、もう少し法人化を進め、

雇用を増進してやっていくことが一番大きな手立てだと思う。普通の株式会社と同

じやり方では、農業はなかなか株式会社化できないと思う。法人がもっと入れるよ

うにもう少し具体的に、株式会社化の特例を設けるということも、是非お考えいた

だきたい。 

（伊藤議員） ＥＵが非常に大規模で、日本は到底太刀打ちできないというお話があっ

た。ＥＵを全部合わせると確かにそうだが、農業政策等々あるいは産品について言

えば、個々の国が非常に重要な単位になっている。例えばブタに関しては、日･Ｅ

Ｕをやるときに、非常にセンシティブな品目になると思うが、デンマークが非常に

大きな産出国になっている。デンマークは日本と比べても小さな国だが、そこでど

うしてブタが非常に生産コストが安くてできているかと言えば、当然これは大規模

化している、イノベーションしているということで、時系列で見るとどんどん戸数

は減ってきているが、規模は大きくなってきている。日本もそれをやっているが、

デンマークの効率化に比べて 10 年遅い。だから、これはもっと加速すればできな

いことはない。どうしてデンマークに負けなければいけないのか。これは考えてみ

る必要がある。 

（八代議員） 民間議員ペーパーでは、農業人材についての提言がされているが、これ

は２月の民間議員ペーパーで、性別や年齢、それから若林臨時議員がおっしゃった

障害等にかかわりなく働く意欲と能力のある人たちが就業できる環境づくりとい

う全員参加の経済戦略の一部であろうかと思う。 
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   今後３年間は、退職年齢に到達する団塊世代の活用、あるいは団塊ジュニア世代

の出産、子育て支援にとって極めて重要な期間。そういう意味で３年間という期限

を区切った雇用戦略プログラムが是非必要と思う。これは製造業、サービス業およ

び農業も含めてということである。 

（若林臨時議員） 誤解があるといけないが、ＥＵとのＥＰＡは、農業の面で反発があ

るとか、そういう意味ではない。今、開発途上国と先進国、輸出国と輸入国、それ

らの関係がしのぎを削っており、農業交渉だけではなく、その他の交渉分野でも非

常に激しい対立になっている。ＥＵは１つの経済ブロックとして非常に大きなブロ

ックであり、そういう大きなブロック、農業、農産品のみならず、商工業などその

他の面も含め、今ここで加速させるという方向を出す、日本がこの時期にそういう

ことを発信していく、「骨太 2008」でそういうことに言及することは、この交渉を

進めていく上で大変障害になるんではないかということを、まず危惧をしている。 

（伊藤議員） ＥＵ自身がＦＴＡをどんどん進めており、メキシコともやったし、中国

ともやるだろうし、韓国ともやるだろう。ＥＵ自身がどんどんＦＴＡの網を広げて

いる。日本がちゅうちょしていれば日本は孤立するということになり、日本から直

接投資がＥＵに出て行き、薄型テレビや自動車がＥＵの中でつくられるようになっ

て、日本が空洞化するだけだと思う。 

（大田議員） 若林臨時議員におかれては、就農促進プログラムの加速の御検討を是非

よろしくお願いする。 

（福田議長） 農業活性化は、言うは易し、行うは難しだが、なんとかしなければいけ

ない。また、短期的というよりは、やはり中長期的に考えるべき問題でもあると思

う。世界の人口増は、まだしばらく続く。食料の需給バランスがどうなるのか、温

暖化の問題もあるかもしれないし、そういう意味では中長期的にどう取り組むか、

またそういう中で我が国が自給率をどうするかということを真剣に考えなければ

いけない。 

そういう中で、ＥＰＡという問題もあるから、非常に複雑で難しい。でもこれは

解かなければいけない問題だと思うので、これを解く知恵を是非皆様方にもお出し

いただきたい。しかし、同時に若林臨時議員は、その中心におられるわけであり、

是非積極的な御提案をお願いしたい。 

（若林臨時議員退室） 

（岸田臨時議員、渡海臨時議員、舛添臨時議員入室） 

 

○革新的技術特区（スーパー特区）について 

（丹羽議員） 「イノベーションを支える『スーパー特区』の創設を」について説明す

る。現在、研究開発の現場では、研究資金が効果的･効率的に使えないとか、ある

いは安全性確認のため実用化直前になってプロジェクトが暗礁に乗り上げる、ある

いは変更を余儀なくされるという状況が見られ、革新的技術開発の障害になってい

る部分がある。国からの研究資金が硬直的あるいは縦割りであるとか、会計が単年

度主義であるとか、煩雑であるとか、安全性等の基準について規制当局との間で連

携ができてないという問題が指摘されている。そういう意味で、この問題を突破す

るためにスーパー特区を創設すべき。 

   基本コンセプトは、スーパー特区というのは技術的な開発を目指して、次の特徴

を持っている。 １つ目は、従来の行政区域単位の特区ではなくて、テーマ重視の

特区にする。２つ目は、産官学の連携による技術開発。３つ目は、研究資金が現場

で使いやすく、しかも競争が促進されるようにする。４つ目は、開発段階から規制
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当局との密接な協議が可能にする。 

   今までの特区とは違うという意味で「スーパー」と付けた。３つの壁を越えるこ

とを意味している。１つ目は、省庁の壁。２つ目は、単年度会計の壁。３つ目は、

地域の壁。 

予算の使い方が、年度内に使い切るという単年度主義であり、その予算を使い切

ってしまわないと繰り越されないという欠点がある。これを改めようということ。 

   第一弾として「先端医療開発特区」の導入をしたい。スーパー特区の第一弾とし

て、 先端の再生医療、バイオ医薬品・医療機器の開発を目指す「先端医療開発特

区」を、昨年から発足した「革新的創薬のための官民対話」会議に内閣府が加わっ

た体制により、改めて新しい方向を導入すべき。 

   その１つとして、特区の対象は高度医療専門センター、大学病院などの臨床研究

施設を中核として、他の研究機関や企業を結んだ複合体を想定する。 

   研究資金面の特例について。まずは資金の統合的･競争的な運用。研究資金の重

点･集中配分が可能となるように、助成金を省庁の壁を越えて統合的に運用する。

民間企業の委託研究との統合も可能とする。また、助成は複数年契約とする。 

   資金管理の特例については、研究現場にとって無駄が省けて、効果的な研究に取

り組めるよう、資金管理権限を複合体サイドへ大幅に委譲するということ。 

   規制面の特例について。１点目は、規制当局との並行協議。２点目は、承認審査

のスピードアップ。３点目は、試作品の臨床研究利用の推進。併せて、被験者に対

する事故時の補償を行う民間保険の参入を促す。これは非常に大事なポイント。４

点目は、臨床研究に参加する患者負担の軽減。５点目は、特許の“超早期審査”の

実施。 

20 年度は、先行プロジェクトを実施し、成果をあげつつ具体的な構想を固めるこ

ととして、それを踏まえ、21 年度から法制化も視野に入れて本格的な実施に移して

いく。 

イノベーション促進のため、先端医療分野のみならず、各分野での「スーパー特

区」の導入を積極的に検討すべき。 

申し上げたように、スーパー特区は、３つの壁を突き破るということで、是非実

現をしていただきたい。 

（舛添臨時議員） 医薬品・医療機器分野のイノベーションを促進するのは大変大事な

こと。産業分野として国際競争力の強化を図らねばならないと思っている。昨年４

月に「革新的創薬のための官民対話」の場をつくり、そこに文部科学省、経済産業

省とともに、基礎研究から製品化の段階まで一貫した政策パッケージとして、「革

新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」を作成したところであり、今、こ

の実現に取り組んでいる。 

   御提案の点について、文科省、経産省、厚労省に加えて、科学技術政策担当大臣

を含め、この４大臣と医薬品・医療機器産業界、教育研究界のトップによる新たな

官民対話の枠組みを、「革新的創薬のための官民対話」を発展的に改組する形で、

早期に構築したいと思う。この官民対話の場を通じて、産業界、研究現場の意見も

聞きながら、革新的な医薬品・医療機器の創出に向けて、スーパー先端医療開発特

区をどう具体化するかを早急に検討させていただき、この会議に御報告させていた

だきたい。 

（渡海臨時議員） 舛添臨時議員もおっしゃったが、ただいま提案があった「スーパー

特区」は、非常に大事な切り口だと理解している。特に再生医療や医薬品・医療機

器の開発に際し、我が省では、再生医療についてはｉＰＳ細胞を用いた革新的な幹
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細胞の操作技術や治療技術等を世界に先駆け確立する。また、その実用化を目指す

再生医療の実現に向けた研究を実施するために、京都大学を中心とした研究ネット

ワークを構築することを既に決めているし、有望な基礎研究の成果を着実に実用化

させ、国民への医療として定着させることを目指した臨床治験への橋渡し研究など

にも支援を行っている。しかし、いずれにしても、厚生労働省、経済産業省と連携

をしながら、総合科学技術会議の担当大臣である岸田臨時議員とも色々な意味で連

携を図りながらやっていかなければならないというのは同じ意識。 

こういったことを通じ、業界、また、教育・研究機関と意見交換を積み重ねなが

ら、革新的な医薬や医療技術の創出を促進するための問題の要望を把握してきたと

ころであり、関連する制度や運用の改善など、いろいろ考えている。「スーパー特

区」について、積極的かつ主体的に検討に参加してまいりたいと考えている。 

（甘利議員） イノベーションの加速には、戦略的分野に対して研究開発資金を集中的

に投入する、また、指摘があったように、使い勝手もよくするということ。それと

ともに、実用化に必要な制度改革を一体的に進めることが重要であり、御提案の「ス

ーパー特区」の構想には大いに賛成。具体的な分野として提示されている先端医療

分野においては、研究開発の一層の推進、治験や審査承認の迅速化等が必要と考え

ている。 

   今回、特区で取り組むべき内容として示されたものは、これらの課題に先行的に

取り組むものであり、今後の「革新的創薬のための官民対話」での議論にも弾みが

つくものと期待している。経済産業省としても、特許の早期審査制度の活用を促し

ていくことで、先端医療分野での知財の迅速な保護に努力してまいりたい。 

   また、関連規制の柔軟な運用を含めた各省連携と研究開発投資の重点化が重要と

なるテーマとしては、医療分野に加えて、例えば交通渋滞のない車社会の実現に向

けたＩＴＳ技術の活用、水循環システムの構築などが考えられるのではないか。こ

れらを含め、経済産業省としても、関係省庁等と連携して積極的に検討を進めてい

く。 

（岸田臨時議員） まず、この「革新的技術特区」の考え方は評価する。現在、総合科

学技術会議では、革新的技術創造戦略の展開に向けた検討を行っているが、ポイン

トとしては、革新的技術を生み出すためにふさわしい推進体制を構築するというこ

と。「革新的技術特区」の考え方は環境整備に有効なアプローチの一つと認識する。

例えば、ｉＰＳ研究など国際的に激しい競争にさらされている分野は、やはり優れ

た研究者の英知を、組織を超えて結集する必要がある。そのためには、従来の制度

にとらわれない新たな仕組みを考えることが不可欠だと考えている。 

   今後とも、世界をリードする革新的技術を更に強くし、将来も生み続けるために

は、研究開発の特性を踏まえた推進が重要であり、そのためには、組織を超えた研

究者を機動的に結集する仕組み、予算の重点配分と柔軟な執行を可能とする仕組み、

更には研究開発の進捗と同時並行的に、規制とか、臨床研究のガイドラインといっ

たさまざまな指針を整理することが可能になるような仕掛けを総合科学技術会議

においてしっかりと検討していきたいと考えている。こうした方向性にも、この「革

新的技術特区」の考え方は一致するのではないか。 

（大田議員） この「スーパー特区」の構想、第１弾として先端医療開発特区を行うこ

とについては、４大臣の御賛同が得られたと思う。 

（丹羽議員） ４大臣の御発言は、私も大変心強く思っている。 

１つお願いしたいが、治験の空洞化や医薬開発の空洞化が問題となり、「革新的医

薬品・医療機器創出のための５か年戦略」がある。国際共同治験の推進、あるいは
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審査の迅速化ということで、平成 23 年度にアメリカ並みの 1.5 年に短縮するとい

うことが出ているが、この先端医療開発特区、「スーパー特区」では、これを前倒

しにして、せめて平成 21 年度の法制化に向けて工程表をつくって、大きな一歩を

踏み出していただきたい。特区であるから、普通のところと違って少し前倒しで、

23 年を待たずに 21 年で、是非、実行できるような法制化をお進めいただきたい。 

（舛添臨時議員） それは承るが、５か年計画で４年を 1.5 年にするのは、今、着実に

やっている。ただ、ＰＭＤＡという審査機構で審査をしなければならない。予算の

制約があるが、人員増を図っている。それが一気に増やせることになればそうなる

が、ただ、基本的に、例えばがんなど、今、どうしても必要なものは、本当は４年

かかるものを６か月でやるとか、難病について早くからやるのは具体的にやってい

る。審査機構自体をどうするのかも含め、それは検討させていただき、現実に「ス

ーパー特区」などを利用してやれるものが何かあるかも検討課題にさせていただき

たい。 

（丹羽議員） 企業の研究投資ではなく、国がやるのだから、もう少し大型の大胆な投

資を、是非、総理に御決断いただき、今のお話が前倒しされるようにお願いする。 

（舛添臨時議員） 昨日、Ｃ型肝炎の原告団との対話を行ったが、二度と薬害を起こさ

ないための体制づくりも大きな課題。そうすると、早めるのはよいが、それでは、

副作用が出たらどうするんだということに対してもきちんと対応しないといけな

い。薬の承認体制自体に関わる今の独立行政法人や役所そのものの機構改革を今年

中に手をつけようと思っているので、それとの連動もお考えいただければありがた

い。 

（丹羽議員） それから、やはり、この分野については、民間保険の参入を促していく

ことも必要かと思う。 

（町村議員） アメリカのＦＤＰは、意外と研究現場の人から見るとありがたい。多分、

日本の会計基準、単年度主義の見直しなどは一番、言うべくして難しいところだろ

うが、ここは是非、額賀議員あるいは岸田臨時議員の方で詰めていただき、目立た

ないが、こういうものをやると、研究者たちは物すごく喜ぶ。これは是非、具体的

に担当大臣の方でお詰めいただくとありがたい。 

（大田議員） 額賀議員には是非よろしくお願いする。 

（御手洗議員） 同時に、予算が乏しいのだから、総花的にやらずに、徹底的に対象を

絞り込んだらよい。先ほどから、複数年度の、省庁の枠を超えた、使い勝手のよい

予算をという話が出ているが、そのためには、やはり対象を絞り込むべき。日本の

研究は小さい枠で総花的にやるから、力が出ない。 

（甘利議員） 薬というものは、効けば効くほど副作用も出る。全く副作用も出なくて

ものすごく効く薬は世の中にないと思う。薬害を防ぐためには、それが副作用なの

か否か、その辺りもどういう整理をするかをしていかないといけない。 

（御手洗議員）ｉＰＳ細胞は先行したが、その研究開発過程における支援体制の問題点

を徹底的に検証して、制度改良の参考にすればよいのではないか。 

（福田議長） 先端の再生医療、バイオ医薬品・医療機器、この分野は世界が も注

目し、また、世界中で激しい競争が展開されている分野である。４府省で連携して

先行プロジェクトを実施していただきたい。その観点で、４月の初旬にもとりまと

める「成長力強化への早期実施策」にも盛り込み、積極的に推進していただきたい。 

 併せて、先ほど民間議員から、今後３年間の雇用戦略にとって極めて重要という

発言があったが、今、策定中の新雇用戦略も数値目標を掲げ、３年間の集中した取

組みが必要だと考えている。舛添臨時議員におかれましては、案の提示をお願いす
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る。諮問会議の場で関係大臣とともに議論し、大田議員には早期のとりまとめをお

願いする。 

   以上です。 

（大田議員） 舛添臨時議員、よろしいでしょうか。 

（舛添臨時議員） 承知した。 

（大田議員） これで今日の議題は終わりだが、福井総裁が明日で任期を終えられるの

で、一言御発言をお願いする。 

（福井議員） 今日で、５年間で通計 150 回目の出席をさせていただいた。私自身、余

り貢献できなかったことを恥ずかしく思っているが、政府の経済政策と日本銀行の

金融政策の大きな方向性をそろえる上では、ある程度、役割を果たさせていただい

たのではないかと思っている。 

この席で、総理を始め諮問会議のメンバーの方々から御指導を賜りましたことを

大変感謝している。ありがとうございました。 

（大田議員） 本当にありがとうございました。（拍手） 

（福田議長） 一言、このところ、世界の金融市場が不安定感を増しており、その影響

が懸念されている。経済財政政策担当大臣におかれては、先般の「成長力強化への

早期実施策」に加え、為替の変動や原油高騰等が我が国経済に与える影響について

点検をいただき、中小企業に対する政府系金融機関による支援など、必要とする措

置について、関係閣僚と協力しつつ、早急に検討し、迅速に対応をお願いする。 

   なお、財務大臣におかれても、国際金融システム等の安定化のためにＧ７諸国と

更に連携を深めることとされたい。 

 

（以 上） 


