
 

  

 

  

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

第１５回ＥＰＡ・農業ワーキンググループ議事要旨 

（開催要領） 

１．開催日時：2008年１月31日(木) 14：00～16：00

２．場 所：中央合同庁舎４号館509会議室 

３．出席者： 

主査 浦田 秀次郎 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

メンバー 伊藤 隆敏 東京大学大学院経済学研究科教授 

同    大泉 一貫 宮城大学事業構想学部教授 

同    少德 敬雄 松下電器産業株式会社客員 

            APECビジネス諮問委員会（ABAC）日本委員 

同    髙木 勇樹 農林漁業金融公庫総裁 

副主査 本間 正義 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

対外経済戦略を巡る世界の潮流と我が国の進むべき方向 

３．閉会 

（配布資料） 

資料１ 奥田聡 	アジア経済研究所地域研究センター東アジアグループ長 

提出資料 

資料２ 深川由起子 早稲田大学政治経済学部教授 提出資料 

資料３ 浦田秀次郎 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 提出資料 

（概要） 

○浦田主査 ただ今よりＥＰＡ・農業ワーキンググループ第 15 回会合を開催す

る。皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただきましてどうもありが

とうございます。 

ＥＰＡ・農業ワーキンググループは、今回が今年初めての会合である。今後

の検討の進め方については、春を目途に福田内閣の経済成長戦略がとりまとめ
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られるという予定であり、１月 17 日の経済財政諮問会議においても、民間議員

からグローバル戦略として日豪、日韓、日ＥＵ、日米を含め、経済連携の取組

み、検討を進めることが提言されているので、それに資するよう、本ワーキン

ググループでは、まずは我が国の対外経済戦略の在り方について検討してはい

かがかと考えている。 

ついては、本日は、まず昨年米国とのＦＴＡに署名した韓国の対外経済戦略

や日米ＦＴＡについてゲストスピーカーを交えて意見交換を行い、日本にとっ

て示唆となるものを得られればと思う。その上で、我が国の対外経済戦略につ

いて検討したい。 

また、ＥＵとの経済連携の取組みについては、民間レベルでの検討が進んで

いるということもあるので、次回はＥＵとの経済連携についてゲストスピーカ

ーをお呼びして意見を交換したいと考えている。 

さて、本日は奥田聡アジア経済研究所地域研究センター東アジアグループ長。

そして、深川由起子早稲田大学政治経済学部教授にお越しいただいている。 

まず、奥田東アジアグループ長より韓米ＦＴＡについてお話しいただく。韓

米ＦＴＡは、今後、日本が米国やＥＵといった主要国とのＥＰＡを検討してい

く上でよい事例になると思われる。 

その後、深川教授より韓国の通商戦略についてお話いただく。韓国では、今

年２月に新大統領が就任するということもあるので、今後の動向などについて

もお話しいただければと思う。 

その次に、私から簡単なものだが、日米ＦＴＡをめぐる昀近の動きについて

お話しさせていただき、その後、自由討議としたい。 

それでは、奥田東アジアグループ長からお願いする。 

○奥田東アジアグループ長 それでは早速、韓米ＦＴＡについて概略を説明さ

せていただく。 

韓米ＦＴＡは、昨年４月に妥結し、この妥結については周辺諸国、日本、中

国等を含め、若干の驚きを持って迎えられた。このＦＴＡに至るまでの過程に

ついては、レジュメの２ページ及び３ページに書いている。 

韓米ＦＴＡというのは、韓国が現在推進している同時多発的なＦＴＡ推進、

これは 2003年のＦＴＡロードマップに定められているが、この線上で行われた。

2003 年ロードマップ策定時には、米国とのＦＴＡというのは確かに書いていた

けれども、それほど現実味があるものとは思われていなかった。 

ただ、その後の 2005 年以降、これをめぐる動きが活発化し、アメリカは中国

が台頭する中で東アジアでの足がかりを望むと同時に、韓国側は対米自主路線

で悪化した韓米関係を改善したいという思惑があり、この２つが合致して、特

に 2005 年の後半から活発化し始めたということである。 
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３ページは、交渉の詳しい経過で、これは後ほどご覧いただきたい。 

４ページからは、意義について私なりにまとめた。まず第一に言えることは、

韓国にとってこれは本格的なＦＴＡであるということ。韓米ＦＴＡの前には、

韓国はチリ、シンガポール、ＥＦＴＡ、ＡＳＥＡＮの４つとの間のＦＴＡをま

とめているが、これらに比べると米国とのＦＴＡというのは格段に大きいもの

であるということ。 

ここに後光効果と書いたが、国際的な信用向上というよい効果がもたらされ

ており、７月 25 日にはムーディーズが韓国に対する格付を引き上げている。 

５ページは、韓国の貿易の中でＦＴＡ締結国とのものがどれほどあるかとい

う割合を示したもので、韓米ＦＴＡの前は大体９分の１、11.1％であったもの

が、米国とのＦＴＡが載ると 24.4％と、４分の１程度になる。現在、交渉が進

められているＥＵとのＦＴＡを合わせると４割程度の比重となり、韓国の貿易

におけるＦＴＡの比重というのは格段に高まるものと思われる。 

更に意義を申し上げると、何と言っても韓国にとっては、それまで悪化して

いた韓米関係を好転させる１つのきっかけであった。まさにここの望みがあっ

たわけである。 

中国との関係で言うと、経済関係において特に対中傾斜が強まっており、こ

れに対する懸念も出ていることから、それに対するバランサーの役割もあるか

と思う。 

それから、大型のＦＴＡをまとめたということがあり、交渉技術が向上した

あるいは交渉のポジションを高めるという効果が期待される。 

７ページは、韓米ＦＴＡの交渉を取り巻く与件というものが幾つかあり、ま

ず申し上げなければいけないのは、交渉を始めるに当たって米国から４つの前

提条件が付され、これを韓国が受諾したということがある。 

４つの前提条件とは、ここに書いているとおり、牛肉、スクリーンクォータ、

これは韓国の映画をある一定割合上映しなければいけないという義務が課せら

れており、これを減らすという話である。それから、薬価、これは薬の価格の

算定について米国が異議を持っているということ。それから、自動車の問題で

ある。 

これらすべては韓米間の長年の懸案であったけれども、この一挙解決という

ことを米国側はねらい、これを韓国側は対米関係改善の観点から全部受け入れ

たということである。 

よく言われていることだが、米国のＴＰＡ期限が昨年６月末で切られていた

ということで、交渉の時間が非常に限られていたということがある。第１回交

渉後の交渉期間がわずか 10 か月という中で、すべてをまとめ上げなければいけ

ないということになっていた。 
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昀後には、盧武鉉政権がこの時点で経済においてさしたる成果を上げていな

かったため、そこで退任前に何か花道づくりをということもあったかと思う。 

ただ、交渉開始において前提条件を飲んだことであるとか、国民の意見収斂、

事前の研究会等が余り行われていなかったなどの問題があった。トップダウン

で行われたということなのだが、対国民広報が不足していたということがあり、

激烈な反対を招いたという側面もあった。 

８ページの「交渉体制」であるが、交渉は大きく分けて３本立てであった。

実際の交渉に当たる交渉団、国内調整を行う部署、その事後の補償をどうやる

かという３本立てで、韓米ＦＴＡにおいては国内調整のところに特別な機構が

つくられた。この機構の名前を韓米ＦＴＡ締結支援委員会といった。 

これが出てきた背景であるが、それまでの交渉は外交通商部がほかのＦＴＡ

と同様に交渉に当たっており、国内調整においても主な役割を果たしてはいた

が、他部署との調整が余りうまくなかった。それで他部署から批判を受け、世

論からの批判もあったということ。 

そこで盧武鉉大統領が指示を出して、特別の部署をつくれということになり、

2006 年８月に委員会が発足している。この委員会には他部署からの人員、学識

経験者が呼ばれ、国内調整、意見調整に当たった。 

この結果、私が知る限りでは国内からの批判というのは徐々に下火に向かっ

たようだと認識している。現在、この組織は、自由貿易協定国内対策委員会と

いう名称で存続している。 

９ページで、成果については、まず申し上げるべきことはかなりレベルの高

い関税撤廃が実現されたということ。一般商品の３年以内の関税撤廃率は、韓

国において 94.0％ということになっており、これを 10 年以内で見ると、約 99％

ということになる。 

○伊藤メンバー これはタリフラインでということか。 

○奥田東アジアグループ長 タリフラインである。 

ただ、韓国側の農業において、３年以内の関税撤廃率は 40％にとどまってお

り、５年撤廃あるいは 10 年撤廃、15 年等々の様々な手法を使って抵抗を試み、

ある程度成果を勝ち取っている。 

○伊藤メンバー 一般商品というのは、農業を含まないのか。 

○奥田東アジアグループ長 含まない。 

○伊藤メンバー いわゆる我々が呼ぶ鉱工業品ということか。 

○奥田東アジアグループ長 	繊維を除いてそうである。 

除外品目は他にもう１つ、米があるだけで、ほかのＦＴＡに比べても除外品

目は大変少ない。 

それから、韓国側のもう１つの関心は、北朝鮮につくった開城の工業団地の
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産品をどう扱うかということで、これを韓国産と認めろというのが韓国側の要

求であった。当初、これはアメリカ側が絶対に認めないものと見られていたけ

れども、昀終局面において、別途の付属書を後日採択するということで玉虫色

の決着となっている。これはまだ出ていない。 

○深川教授 これは諸般の６か国協議、その他の進展を見ながら委員会を立ち

上げる時期を決めるということになっている。 

○奥田東アジアグループ長 半島情勢を見てということ。 

○深川教授 全体のコンテクストで決めるので、まだ委員会もできていない。 

○奥田東アジアグループ長 まだ玉虫色のままということである。 

次は幾つかの争点・成果である。まず、自動車が１つの焦点となった。これ

は双方の関心品目であるが、韓国側は米国における関税撤廃をねらっていた。

2.5％の乗用車の関税があったが、この引き下げが実現した。ただ、韓国側がも

う１つねらっていたのは、米国で生産された日本車の迂回輸入の防止。原産地

規則を厳格に適用することによってこれを防ぎたいと思っていたが、これは実

現しなかった。 

米国側は大幅な入超であり、韓国市場への食い込みをねらいたいということ

を考えていた。韓国側の関税率が８％だが、この即時撤廃が実現している。あ

と、大型車に対して不利な税制を直させるということについては成功している。

11 ページは牛肉についてだが、これは専ら米国の関心品目であり、ＢＳＥの

発生に伴い 2003 年末から対米輸入が停止していた。米国側の要求は早急に輸入

の再開をしろということで、結果は 15 年間で関税撤廃をやるということになっ

た。 

それから、韓国側にはセーフガードの認定があった。ただ、交渉途中で骨な

し肉の輸入再開が始まったわけだが、その過程で小さな骨が出てきたと言って

は全量を送り返すというような対応をしており、米国側の神経を逆なでしたと

いう一幕もあった。 

○伊藤メンバー これは月齢の制限はなかったのか。 

○奥田東アジアグループ長 月齢制限は 30 か月があった。 

○伊藤メンバー それはまだ継続しているのか。 

○奥田東アジアグループ長 現在、続いていると思う。 

次の医薬品については、韓国の制度に対して米国の製薬会社が不満を持って

いる。すなわち、健保の薬価算定に文句をつけていたということである。ポジ

ティブリストというものをつくり、効能の確かな薬品のみを載せて、それ以外

を全部落とすというような方針を持っていた。これによって、薬剤費の支払い

を減らして健保財政の立て直しを図ろうとしたわけであるが、ＦＴＡと絡み、

この健保制度への攻撃をやるということは一旦やめ、薬価適正化による損失を
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回避しようというのが米国の交渉戦略となった。この結果、薬価算定に対して

米国の企業が異議申立てをすることができるようになったという成果がある。 

「補償措置」については、もともと全ＦＴＡを対象とした補償措置が定めら

れていたけれども、今回のＦＴＡに伴って国内補完対策というものが６月 28 日

に改めて出された。農業対策については、11 月６日に約 20 兆ウォンという規模

の対策が新たに出ている。 

国内対策の柱は３つあるが、直接的な被害支援、産業別の競争力強化の２つ

が主要な柱になると思う。 

14 ページは「直接的被害支援」。３つの方面での補償が行われる。農水産業に

関しては約 1.2 兆ウォン規模と伝えられているけれども、このような直接支払

い等を含む支援が行われる予定である。被害に対する直接支払い、廃業補償の

２つが目玉である。 

製造業・サービス業については、既存の貿易支援調整支援法による支援が行

われ、勤労者については、転職支援等の補助が行われるということである。 

15 ページ「産業別競争力強化」であるが、金額面で言うと、こちらの方に重

点が置かれているという感じである。 

農業については、ブランド育成だとか、経営委譲の支援、専業農家への支援

強化などがあり、特に経営の委譲支援は高齢農家の代替わりを促進する、ある

いはほかの専業農家への委譲ということである。専業農家への支援というのは、

収入が下落したときの補てんということである。 

韓国のＦＴＡ絡みの補償で言うと、巨額の投融資計画、具体的には農漁村投

融資計画 119 兆ウォンというのがしばしば言われている。これは農地改良等々

のものを含んでの巨額投資であるが、これも４兆ウォンの拡充が行われると伝

えられている。 

17 ページの「短期的な影響」をまず見ると、平均関税率が韓国の方が非常に

高いということがあり、これは私が計算したものだが、米国の輸出増が若干多

いということが計算で出ている。米国の輸出増が現れる品目というのは機械・

電機等々、広範囲にわたる。韓国の輸出増については自動車、繊維に集中して

いる。これは関税率の構造に依存している。 

18 ページの「長期的な影響」については、これはほかでもよくご覧になって

いると思うので省略する。 

「第三国への影響」も私の計算だが、日本、ＥＵにかなり大きな影響が出そ

うである。これは貿易シェアで競合しているものがどの品目かということを寄

せ算したものであるが、日本とＥＵがほぼ同じ額の影響が出るようである。 

日本については、韓国市場での影響がどうやら大きそうだということである。

ただ、実際の各産品の代替可能性というのはここでは考えていないので、それ
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を加味すると違う結果になるとは思う。中国については、意外に影響を受けな

いようで、これは品目構成の衝突が少ないということがある。 

「今後に向けて」については、農産物開放というのは、さまざまな抵抗の結

果、かなり時間的な余裕を得た品目がたくさんある。ただ、今後の開放につい

ては徐々に行われる。米以外は全部開放しなければいけないということでボデ

ィーブローが効いてくるだろうということである。今後、ほかのＦＴＡ交渉で

の譲歩が少ないとダブルスタンダードだという批判は受けかねない状況である

と思う。 

補償対策については、119 兆ウォンの大型計画に対する批判を見てもわかると

おり、既存の政策の看板のかけ替えだという批判はくすぶっている。それから、

一部の被害者が補償に依存する傾向も出てきているということ。ＦＴＡと関係

のない廃業で支援を受け取る事例もあるそうである。 

21 ページは批准の見通しについてだが、ざっくり言ってしまうと、韓国側で

は２月から国会があるわけだが、そこでの批准は難しそうである。議員の間で

は慎重にという雰囲気である。４月に議会の選挙があるので、どうもそれ以降

になるようだ。 

アメリカの方は更に難しい状況で、韓国の牛肉輸入、韓国車流入等々の不満

があり、民主党の両候補は韓米ＦＴＡに慎重であるという状況。 

昀後に「第三国への含意」を言って終わりとする。日本へのメッセージはど

うかということであるが、これは私の計算だが、韓米ＦＴＡによって年間５億

ドルの輸出減の試算が出ている。 

韓ＥＵ ＦＴＡが始まると、影響は更に複合化する。品目の競合はＥＵの場合

はもっと深刻であろうし、ＥＵ市場における関税率が高いということで影響が

大きいのではないかと思う。 

ただ、米が除外されたという事実を日本がどう活用するのか。日本が米の開

放に踏み出せないということがある場合に、これをどう使うかということは１

つの焦点になろうかと思う。 

日韓ＦＴＡというのは、今ペンディングになっているけれども、これが韓米

ＦＴＡによってどう後押しされるか。折しも韓国の政権交代が控えており、水

面下ではかなり再開に向けての議論が進んでいることと承知している。両国で

の関心は高まっていると言っていいだろう。 

中国は韓米ＦＴＡの妥結後、ラブコールを高めているという状況である。 

総じて言うと、韓米ＦＴＡの譲歩というのは私が見るところではかなり無理

をしているというか、高い譲歩はやったけれども、果たして体力がついていく

のかという感じを受けている。ＥＵやカナダとの交渉は、相手側は韓米ＦＴＡ

レベルの譲歩をと言うが、韓国側はそれに応じていないという状況である。 
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現にＥＵとカナダは、昨年中に妥結すると見られていたものが妥結しなかっ

たということがあるので、韓米ＦＴＡで見せた積極姿勢というのは今の段階で

はやや後ろ向きにきているという印象を受けている。 

○浦田主査 どうもありがとうございました。 

それでは、続いて深川教授に御説明いただき、韓国に焦点を当てて議論した

いと思う。 

○深川教授 それでは、なるべく重複を避けて御説明したい。今、奥田グルー

プ長から米韓について色々と御説明があったが、私については、もう少し韓国

のＦＴＡ戦略全体の話、あと農業の話をできればつけ加えてほしいという御要

望があったので、そこだけにしたいと思う。 

まず、韓国もＦＴＡを推進すると言ってかれこれ 10 年が経過し、ボトムライ

ンがどういう感じで、何をしたいのかというのがやっと形成されてきたところ

と思う。 

３ページ目をご覧いただくと、結局、今になって思うと、やはり通貨危機が

ＦＴＡに打って出ようとする原点であったので、その影響はいまだに引きずっ

ている。 

１つは、中国やほかのアジアの国と違って、韓国はアジアの中という地域志

向に乏しく、先進国と結びたいという意欲が昀初から強かった。これは通貨危

機のときに、既に米韓ＦＴＡという話もあったし、自分の成長戦略を考えると、

途上国の方が当然関税は高いため、ＦＴＡをやって輸出が伸びるメリットは多

分大きいのかもしれない。しかし、それよりも技術の獲得や、生産性を上げる

ために先進国となるべく融合を図りたいというのは、早くからあったように思

う。その意味では、他のアジアとは違う包括性の高いＦＴＡを志向しており、

直接投資とサービスが昀初から大きな関心であった。 

一方、さはさりながら、輸出依存度は非常に高いので、日本のように農業の

ような国内調整のコストを昀小化するというよりは、とりあえずそれを無視し

てでも大きい市場とくっついて自分の輸出が伸びるというメリットを重視する

という感じは昀初からあったし、今も続いていると思う。 

もう１つは、やはり大統領制であるということで日本とは全然違う構造にな

っている。１つの特徴は通商本部長というのが大臣級で、ここがブルーハウス

から直接指令を受け、ＦＴＡの交渉というのは国内官庁とは関係なくここが進

める。窓口はここに一括されているので、先ほど奥田東アジアグループ長から

御指摘のあったように、当然、国内官庁との連携は弱いが、逆にスピードをも

って進めるということだ。それから、地域性の中で、後で北朝鮮の話は出るの

だが、韓国のＦＴＡというのはアメリカの影響が非常に強くて、純粋な経済交

渉としてのＦＴＡを考えるよりは外交に連動するという性格を非常に強く持っ
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ている。これから李明博政権の下で既に行政改革案が出ているが、統一部をつ

ぶして外交統一部をつくって、通商本部はその中に依然として残るという体制

になるのであれば、ますます政治コンテクストは維持されて行くだろう。 

もう１つは、アジアではみんなどこもそうだが、民主化から間もなくて、い

わゆる族議員や農業団体ロビーという、きれいに整理された代表利害調整組織

というのはない。だから、多分に世論と個人が全面に出る世論形成の方がはる

かに大きな影響力を持っていて、事実上、大統領府がＦＴＡを直轄する以上、

それが直接政治に働きかけ、いろんな影響を受けるということである。 

今回の李明博政権への交替で 10 年ぶりの保守政権になる。過去 10 年間は、

いわゆる韓国で言うリベラル政権であった。昀近は若干、違うが、韓国のリベ

ラルと保守には経済政策の区別はほとんどなく、唯一の区分は外交で、北朝鮮

に対して融和をとるか、ハードなスタンスをとるかであった。金大中、盧武鉉

政権はリベラル政権で、基本的に北朝鮮融和に軸足を置いていたので、この影

響をＦＴＡも強く受けてきたと思う。 

金大中政権のときは、当初は通貨危機だったので非常にグローバリズムにコ

ミットしていたが、途中、南北首脳会談が実現してから、一気に中国と日本を

何とかうまくして北朝鮮を融和するというローカリズムに傾斜した。それでや

っていたと思ったら、今度、盧武鉉政権になったときには北朝鮮の核開発問題

が浮上することによって、北朝鮮イシューそのものがグローバル化してしまっ

た。これに沿って今度は韓国のＦＴＡもグローバル化し、その果てが米韓ＦＴ

Ａだったというコンテクストでみると、外交の影響を強く受けた 10年であった。

そういう意味で昀後に米韓ＦＴＡというのが出てきたが、それ以前もＡＳＥ

ＡＮやＥＦＴＡ、一番昀初はチリとＦＴＡ交渉をやってはいた。しかし、いず

れもインパクトが全く韓国にとっては違うもので、先ほど御説明があったとお

り、米韓は非常に時限性が限られた中で研究会も全くせず、国内の根回しもほ

とんどせず、いきなり本交渉に入って、とにかくまとめるだけまとめたという

交渉の仕方である。また、米韓同盟の再構築という政治の論理に押し流された

という側面もあった。ここでの大きな政治的含意は、韓国は中国よりもアメリ

カを先にした、ということである。李明博政権の人事はまだ決まっていないの

でどうなるかわからないが、グローバリズムとローカリズムをふらふらするの

ではなく、もう少ししっかりした枠の中にはめたいという感じを、今の大統領

引継ぎ委員会のエコノミストたちは持っているという感じである。結局、アメ

リカ、ＥＵとＦＴＡ交渉をしていっても、韓国の国内市場を開けるというバー

ゲニングにはそれほど大きなものではないので、やはり日中とくっつくことに

よって、初めて米・ＥＵとのレバレッジが効くという感じがあり、軸足は日中

にまた移ってくるということかと思う。 
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また、李明博次期大統領は政治家の出身ではなく現代建設の会長も務めた財

界人であり、非常に企業のＣＥＯ的な方である。国民も期待しているのは従来

の政治論理ではなく、経済実利を実現してほしいということで、彼自身も自分

を経済大統領と呼んでおり、近隣市場の確保、という点で地政学上の利点活用

に関心はあるのだろう。 

では何が優先順位かというと、北朝鮮等との連動は多分相対的にかなり薄く

なり、反面、韓国経済の今の昀大の問題の雇用を考えるとやはり中小企業とサ

ービスに期待せざるを得ないので、常識的にはこの２つに何か役立つようなＦ

ＴＡ、ということになるかもしれない。 

前の政権は明けても暮れても外資誘致と言っていたが、実は韓国の大企業は

今、キャッシュフローが非常に豊かで収益率も非常に高い。自分の国の企業が

投資しないところに外資が来るのは無理だろうという正直なところに戻るだろ

う。同時多発ＦＴＡという表現が先ほども出たが、これにも限界があって、幾

ら何でも厳密なＦＴＡを数多く全部一緒くたにまとめるというのはさすがに手

間がかかる。特に新興市場は、対ＡＳＥＡＮのＦＴＡではタイが脱落したまま

だし、手間の割に実利に乏しい、という感じがある。むしろ、原油価格が上が

ってきているので資源外交を強化したいというのがあり、新興市場は厳密なＦ

ＴＡでなく、もう少し違う、包括的だが実利の大きいアプローチがとられるか

もしれない。 

今回、韓昇洙さんという方が首相に内定したけれども、財務大臣・副首相、

外務大臣、国連など非常に多くのポストを歴任されてきた方なので、この人に

相当権限委譲することになるだろう。かなりのことをやってほしい、というこ

とで大物を持ってきている。 

農業のところだけ米韓ＦＴＡをまとめてみたが、結局、除外は米だけなので

開放度は高い。ただ、ほかにもセーフガードとか季節関税、関税割当、全体は

非常に複雑な仕組みとなっており、それで何とか乗り切ったということかと思

う。 

米韓ＦＴＡは日本から見ると非常に政治負担が大きいように見えて、なぜ韓

国はＷＴＯのフレンズ国であれほど抵抗していたのに、これができるのだろう

かという素朴な疑問があると思うが、実は韓国の負担はそんなに大きくはない。

実は穀物の中でも米さえ除外してもらえれば、小麦や大豆の生産というのは

国内では非常に小さいし、野菜や果物は特に果物の一部にセンシティブなもの

があるが 20 年という年月をかけている。一番敏感なブドウとミカンというのは

季節関税だし、リンゴ、ナシについては 20年という非常に超長期の開放計画だ。

残っているのは畜産で、特に牛肉であり、減少の絶対金額だけでいくと畜産物

の減少というのはやはり大きい。しかし、牛肉は政治性が余りないということ
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である。米についてはさすがに感情論というのがあるので、米を言うのだった

ら絶対にうちとの話はないと思ってください、というのが韓国の姿勢で、これ

は貫いた。 

政治的敏感度からいくと、韓国にとっては、米の次はミカンで、これは政治

的に複雑な済州道に集中し、済州道のＧＤＰの約５割近くを占めているので、

とにかくミカンは絶対譲れない。ミカンと保守地盤という点で、ブドウとリン

ゴはさすがに昀後まで執着したということである。小麦、大豆は生産比重から

いくと小さい。ただ、そのほかを見ると、例えば牛肉は、韓牛という韓国式の

牛だが、飼っている数も少ないし、地域性もなく全国に分散している。また、

酪農については、これは生産過剰で非常に調整を急いでいるけれども、酪農農

家も実は地域性はないし、幸いにして米国の競争力が圧倒的ではなかった。 

実は韓国の政治性でいくと、より微妙なのはトウガラシとニンニクなのだけ

れども、これもアメリカの競争力がそれほどないので大騒ぎしなくても済んだ。

むしろ、この農業構造からいくと、韓国にとっての政治的負担というのはアメ

リカよりも、農業だけを見た場合、はるかに中国の方が大きい。トウガラシと

ニンニクは直撃になるだろう。 

ちなみに韓国の農業政治というのはどういう構造になっているかということ

だが、実は韓国の農民団体そのものに強い政治力があるわけではない。全農と

いうのは小農の集まりで、この人たちは農業というよりも、ある種、イデオロ

ギッシュな反帝国主義思想があり、彼らが求めているのは「弱者」である農民

の所得保護、農民保護である。 

その次に全国農業経済人連合というのがあるけれども、これは大規模農家の

集まりで、会長には前農林大臣が天下りをしており、そういう意味で行政寄り、

補償条件次第ではという人たちである。 

あとは農協だが、これはむしろ全農のイデオロギーとか全農連の人たちの農

業安全保障などの問題よりも、地域や農村保護系の人たちである。この人たち

は全部ばらばらで、それほど結束力もなく、インタレストも少しずつ、みんな

違うので、団結性はない。そういう意味でも、いわゆる日本の族議員と呼ばれ

るような人たちは少なく、かつ都市化が急激に進んでいるので、農村を基盤に

した議員の数というのが総体的に多くはない。 

それから、元から中央集的で、地方自治の歴史が短く、地方の持っている予

算が小さいので、ウルグアイラウンド以降、大きな農業補てん、農村予算を組

んできてはいるけれども、余り政治利権的な構造というのが強くでき上がって

いない、ということがある。韓国にとって、むしろ特に米韓ＦＴＡの批准にと

って、むしろ強力な反対団体とは、日本とは違って市民団体や労組の人たちで

ある。ただ、この人たちは反ＦＴＡというよりは、反米で、そういう色彩が強
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い。ここらが全農などと連動すれば、批准についてはここに一番神経を使わな

くてはいけなくなる。 

あとは先ほど申し上げたとおり、韓国は非常に地域対立の激しいところであ

る。いわゆるリベラル政権の基盤になった全羅道と、保守政権の基盤になって

きている慶尙道とは地域的対立というのがあるので、この独特のコンテクスト

がかぶってくる農業政治だということ。 

そんな中を調整していくのだけれども、国内対策は先ほど奥田東アジアグル

ープ長からも御説明があったとおり、基本は所得補償、廃業支援、競争力強化、

体質改善というのでいくけれども、実は米韓だけに限った予算というのはそん

なに大きいものではなくて、かなりの部分が畜産の競争力強化に使われている。

競争力の強化はさすがに品目別になっているけれども、穀物だと大豆、畜産

だと先ほど申し上げた牛肉、酪農、園芸作物だと果物である。やっていること

は、非常に日本と似たものだけれども、面白いのは韓国の農業問題として必ず

専門家から出てくる話は、問題は生産性よりもむしろ、流通の問題だ、という

ことだ。集配を含めた流通が非効率的でコストアップになり、高い品質のもの

を流通させる上でも色々問題があるということをよくおっしゃる。流通センタ

ーをつくったりと色々やっているけれども、このコストの問題が特徴かと思う。

以上のような構造の中で、ある種、蛮勇を振るって米韓を合意してきた韓国

を見ながら、今後どうするかということだが、やはり日本とかなり違うところ

があることだ。１つは農業に見られるように政治的なレガシーコストというの

が韓国は割と少ないということ。ＦＴＡ自身も非常に中央集権的にやっている

ので、農民も含めて農業と輸出立国でいく国益とのどちらが本当にサステナブ

ルであり、重要か、という議論はもう相当詰まっており、世論上は後者に相当

支持があるということだ。 

それから、中央集権的な体制なので、米韓合意に昀後に見られるように、や

はり安保の論理と経済の論理を組み合わせて、いろんなカードを出しながら交

渉しているという総合カードゲームができる国だということで、ここは違う。 

昀後に、自分はやはり日中に挟まれて、何としてでも自由貿易でないともう

生き残れないというコンセンサスがあることも大きい。韓国の取り柄というの

は、不思議に、追い詰められると正攻法で全面突破しようというところに世論

がいく、ということだ。本当に追い詰められたとき、日本と国交回復しなけれ

ばいけないとか、輸出主導で打ってでなければいけない。ＩＭＦのときは金融

の構造改革をしなければいけないとか、割と正攻法でやってきた。また、それ

で勝ってきたという記憶はかすかに残っているので、利害調整は色々あるけれ

ども、世論は決して捨てたものではない。 

また、昀近韓国がやはりある種重きを置いているのは、自分は開放小国であ
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る。日中のようなゲームはしないし、できない。むしろ韓国がここ昀近、憧れ

を持ってきたのはフィンランドやアイルランドといったモデルで、むしろ農業

を含めて、そこまでいかない、という中途半端さが一番苦悩の多いところかと

思う。そのかわり自由貿易のプライオリティーは非常に高いということだ。 

あと、サムスン電子がここ数年で日系電気メーカー８社が束になっても出せ

ない利益を１社で出すところまで来たが、あれで気がついたことというのは、

日本と違うことをやるところに巨大なメリットがあるということである。オー

ナー経営ならではの意思決定の速さもあるが、日本は技術系の方が多いし、非

常に技術に誇りを持っているので、技術ヘビーな製品をつくってしまう。けれ

ども、シンプルで使い勝手がよく、美しく、洗練されたマーケティングでいけ

ば、少なくとも新興市場では圧倒的に勝てるということを学んだといえるだろ

う。日本と方向は似ているが、スピードを持って違うことをやるところに韓国

の生き残り余地があるという感じは、やはりこの数年間で定着した感じがある。

それがやはりＦＴＡをプッシュしているところがあるので、日本を出し抜く大

胆なＦＴＡ戦略は恐らく李明博政権になって加速こそすれ、後退することはな

いと思う。 

当面の問題はやはり、米韓ＦＴＡの批准だ。所詮、批准できないＦＴＡを幾

ら合意しても無駄なので、これをやはり昀初の天王山としてやるということで

ある。 

不幸なのは、そもそもＦＴＡというのは非常に保守政権的な政策だから、リ

ベラル政権であれが合意できたのは、リベラル政権の支持率が限りなく落ちた

から合意できたということ。今度は、ある種のねじれもあって、人に優しい保

守主義みたいなアピールをしなければいけない局面に入ってくると、ハンナラ

党の方が農業を決して潰したりはしませんよ、ということを相当コミットしな

ければいけないというポリティカル・サイクルに入っている。 

何といっても、４月に総選挙があり、韓国は５年に一度の大統領選挙、４年

に一度の国会議員総選挙でポリティカル・サイクルが回るので、20 年に一度し

か大統領選挙と国会議員の選挙が接近して、勝てば物すごく強い政権ができる

というチャンスがない。そういう意味で、次の国会議員総選挙というのは、保

守、リベラルの熾烈な激突になるので、ここまではもう動かせない。ハンナラ

党の公約等を見ると、直接農民への所得補償の金額等をすごく積み増している

し、かなりばらまき的色彩というのは強くなってきているけれども、４月まで

迅速に行動できるかは未知数だ。 

韓国の戦略は、韓国はまず批准して、私たちはここまで批准したのだから、

アメリカも必ず批准してくださいよ、という圧力をかける予定だったけれども、

自分がもう４月しかできないとなると情勢は厳しくなる、アメリカは８、９月
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に両大統領候補が決まってから 11 月まではもう動かないし、議会に 90 日前に

批准法案を出してもらわなければいけないので、アメリカのデットラインは事

実上、４月だ。そうすると、昀後のドラマは、韓国が４月に国会議員選挙に勝

って、その瞬間に批准をできるか、なのかもしれないが、これができなければ

多分批准は当分できないということとなる。 

その米韓のテンションの高さの中で、日本は恐らく、今、政治、外交、財界

あらゆるチャネルで一生懸命日韓ＦＴＡ交渉再開というのを働きかけているけ

れども、やはり韓国は少なくとも米韓合意までいったということで、交渉には

非常に自信を深めている。また、日韓の場合、それに比べると、交渉した人た

ち自身のトラウマというのもかなり大きい。壊れたものをもう一回交渉すると

いうのは、交渉していないものでいきなり交渉に入るよりよっぽど厳しいとい

うのはあって、日本も色々考え直さなくてはいけないところがあると思う。 

１つは、やはり米韓は昀終的に政治的意思が強くあったということだ。アメ

リカ側の地政学の理屈を見ると、中国の横にあるあのポジションの韓国を自分

に引き付けておくためには、たとえ開城の工業団地を持ち出されても、それを

とにかく丸め込んででもやはり米韓が要るのだという非常に高い優先順位と地

政学戦略があった。日本の今の体勢では、そういう高次の判断ができるのかは

疑問だ。 

もう１つは、縦割りの限界というのが日韓間に非常にあって、どうしても日

韓両方の経済レベルから、サービスの生産性の向上等を考えると、オープンス

カイとか物流の話とか、モノの関税が低いので、どうしてもそういう方にいく。

ただ、関税交渉を主に担当するのではない国内中心型官庁の方に一生懸命やっ

ていただかないと、なかなか魅力あるパッケージはできないということもある

と思う。 

立て直していく上で、１つの点は中国である。韓国に対する中国の外交圧力

というのは、日本が考える以上にあって、米韓、ＥＵの後は必ず中韓であると

いうのが中国政府のＦＴＡアジェンダである。そこに日韓の再交渉を割って入

れなくてはいけないというのは、相当努力して説明する必要がある。１つのロ

ジックは、日韓があってから日韓中に行った方が韓国にも得ではないかという

点を納得してもらうことだ。そうしないと、いきなり中韓に行ってしまう可能

性も十分あるので、のんびり構えている場合ではない。 

中国は恐らく、私どもはあなたとのＦＴＡのためなら何でもやりますよ、と

いうビックオファーを韓国に出すだろう。開城の工業団地や農業のかなりの部

分を除外するのも勿論のこと、とにかくできればいい。中国、韓国は両方とも、

韓国は 24 条にコミットしているけれども、中国は別に授権条項があるから、私

どもはこのレベルでいいんだ、ＡＳＥＡＮレベルでやればいいんだと言ってし
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まえばそれまで。やはりここ６か月の間に相当勝負をしないといけない。 

あと、韓国に対する位置づけをやはり見直す必要もあって、あの交渉が壊れ

た１つの要素というのは、余りに日系企業の権益保護というのだけが突出した

ことだ。韓国は日本企業の直接投資があまりない。表面的には競合国だから、

それだけ見ると、魅力がなくなってしまう。しかし、民間を強く巻き込んでも

っと違うところに本来は目玉をつくっていく努力というのがないとだめという

ことだ。 

韓国の政治家の中には、率直に言って、韓国の農業政策はあなたの後追いな

んだから、あなたと一緒にやっていくことしかないではないですかと、ここま

で言うかな、と思うほどはっきり言う方もいる。いろんな意味で日本の市場に

ある知恵への期待は大きく、先進国同士なのだからがちがちにやればいいんだ

ということだけで行くと、やはりちょっとうまくいかないデリカシーは理解し

ておくべきだ。日本のＦＴＡにはある種のコンサル機能が重要で、こういうこ

とをやるとお互い良いではないかというアイデアをどんどん出していかないと、

物は動かないということかと思う。 

そういうことで、動かなくても困るので、今、経済産業省と物流の研究会を

やっている。物流は、政治性は非常に少ないし、中国は乗り気、韓国も非常に

乗り気になれる分野だ。農業問題もコールド・チェーンのサプライ・チェーン・

マネージメントができると、韓国の生産性はよくなるし、日本の輸出も増える

かもしれない。こういう産業協力や、妥協策をやりつつ、交渉を直接担当され

る方には、早く突破口を開いていただくというのが日韓の現状かなと思う。 

○浦田主査 	どうもありがとうございました。 

ここで切って、今のお二方の発表について、質問、議論をしたいと思う。 

米韓ＦＴＡの中身の話だが、日本や韓国がアメリカとの経済関係で不満に思

っているのは、アンチダンピングの適用。アメリカが韓国、あるいはアメリカ

が日本にアンチダンピングを適用してきて、その基準が非常に不明瞭であると

思う。確かアンチダンピングも韓国が勝ち取ったというと聞いているが。 

○深川教授 アンチダンピングが極端に頻繁に発動されないよう、両国が努力

して何とかするという条項は確かあった。だから、鉄鋼等にアメリカが出して

いる話を韓国はＦＴＡで抜けさせてもらいたいということで交渉していたと思

う。しかし、韓国が全部は取れなかったのだったか。 

○奥田東アジアグループ長 ゼロイングの問題とか、そんな要求が途中で出て

いた。 

○浦田主査 ゼロイングというと。 

○奥田東アジアグループ長 マージン算定の際の基準の話で、あれを直せとい

うことを言っていたが、取れなかった。 
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○深川教授 あれは米韓で韓国は特別扱いをしてもらえなかった。 

○浦田主査 紛争処理だが、米韓ＦＴＡの中に紛争処理条項みたいなものはあ

るのか。 

○深川教授 一番昀後に割と大きいチャプターであったと思う。 

○浦田主査 韓国側が言うには、また勝ち取ったとか言うわけだが、要は事前

に協議してもらうとかということか。 

○深川教授 事前協議とかそういう話はある。紛争が起きそうになったときに、

情報交換をするとか、そういう種類の話は入っていたと思う。 

○浦田主査 割合フレキシブルにアメリカが韓国に対応したということが、今

のような細かな話の背後にある姿勢だが、そういう見方を韓国はしているよう

だが、そうでもない。日本がアメリカと交渉をすることになったら、どの程度

フレキシブルにアメリカは対応するのかということに非常に関心がある。韓国

の例というのが１つの前例になっている。 

○深川教授 多分、日本は韓国の例を期待しているかもしれないけれども、や

はりＥＵの反応もそうだったと思うが、韓国と日本は違うでしょう、こちらが

韓国に甘いのは、やはり安保のコンテクストがあるから、あそこまで甘くして

いるわけで、日本は水準もコンテクストも違うでしょう、というのは必ずある

と思う。 

○奥田東アジアグループ長 私の印象でも、言ったほどにはそんなに取れてい

ないという印象を韓国側が持っているようだが、実際、日本が使える部分もあ

るかと思うけれども、日韓では格が違うという議論になるのではないかと思う。

○浦田主査 深川教授がおっしゃっていたように、韓国は非常に難しい状況に

なると正攻法で突破する。その１つの例として、今回の米韓ＦＴＡに対する国

民の支持の高さという話だったと思うが、初めはどうだったのか。米韓のＦＴ

Ａが本格的に交渉段階を迎えて、確か７割が支持するという数字が出ていたと

思うけれども、昀初から支持は高かったのか。もしそうではなくて、次第に高

まってきたとすれば、どういう理由、あるいは政府がどういう戦略をとったの

かよくわからないが、どういう戦略をとれば、国民の支持が上がるのかという

こと。そもそも初めから高かったのか、あるいは高くなってきたのか、その辺

から教えていただきたい。 

○深川教授 何故、自分が日本より先に米国と交渉するのか、という不安はあ

ったのだが、やはり閉塞感がすごく強くて、何かしないとこのままではずるず

るとだめになっていくのではないかという感じはあった。 

○浦田主査 一般国民が、ということか。 

○深川教授 はい。中国は日の出の勢いだ、日本は死んだと思ったら復活して

きた、このままでは、うちは日本ほどハイエンドなものはできない、でもロー
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エンドでは圧倒的に中国に勝てないといういつものサンドイッチ論というのが

あった。また、雇用の悪化とともにメディアの盧武鉉政権攻撃というのが教育

効果を果たした面もあったかもしれない。ＦＴＡでもやってアメリカとくっつ

けば、何か新しい展開が開けるのではないかという感情論だったと思う。 

○大泉メンバー そういうときに、例えば今の日本の世論などを見ていると、

どうしても正攻法でいこうとすると、もっとほかにも方法があるのではないか

という話が出てくる。要するに、財政支出で格差を是正しろという話が出てく

る。韓国の場合には閉塞状況がすごかったのでそういう話にはならなかったと

いうことなのか。 

○深川教授 やはり、日本はまだ余裕を感じているのではないか。韓国はもっ

と切迫した感じというのがあって、１つは雇用が物すごく悪い。韓国経済の盧

武鉉政権下でのマクロパフォーマンスは決して悪かったわけではなく、５％近

く成長していて、輸出は毎年 20～30％伸びていて、企業の収益率も毎年過去昀

高で、もう絶好調と言える。だけど、それはほとんど雇用には関係ない。 

やはり若年層の雇用については、いまだに９％近い失業率であるし、雇用自

体も非常に不安定。非正規雇用ばかりで、雇用自体が短期化、非常に定年が早

くなっているということなので、生活実感として物すごく切迫感があったとい

う感じではないか。 

○奥田東アジアグループ長 ＩＭＦ体制以後の改革の過程でＶ字回復というの

があったけれども、あの記憶というのはまだかすかにあると深川教授がおっし

ゃった。しかし、私はそれが今もかなりあって、それにかけてみたいという気

持ちがあったのではないかと思う。いわゆる改革慣れというのか、恐怖感とい

うよりは、もっとよくなるかもという方にかけるような気持ちが彼らの間には、

我々よりは強いと思う。我々は落ちる落ちるということを怖がっている感じが

する。韓国人も 98 年のときに落ちるところまで一度落ちているから、あのこと

を思えば、米韓ＦＴＡなら死にはしないだろうということなのではないか。 

ただし、後の方になって、そのことを国民はわかってきたのだと思う。昀初

は説明されていないから、なぜこんな唐突にという反発は確かにあったと思う。

よくわからないという反応もあったと思うが、やはり輸出を増やして少しでも

よくなった方がいいということがじわじわと広がってきて、私も交渉中盤ごろ

に過半数になっていたのかなと思う。 

○少德メンバー 日韓のＦＴＡ交渉を始めたときに、日本側が特に農水産分野

での自由化率を非常に低いレベルで提案した。手元の資料では 50％程度だった

と書いているけれども、韓国側は 90％以上を望んでおって、この間に余りにも

差があり過ぎて話にならぬ。そこに靖国神社参拝とか、教科書の問題など色々

障害があって、交渉が中断したということだけれども、農業の分野が一番大き
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な交渉中断のトリガーなのか。 

２番目は、韓国にとっては、日本が第３番目の貿易相手先で、日本の経団連

と韓国の全経連が去年の 11 月に会談をして、ＦＴＡ交渉の再開を努力しましょ

うと言ったが、こういうのはディプロマティック・ジェスチャーぐらいで、韓

国側では余りインパクトは考えていないのか。 

○深川教授 １番目は、恐らくいろんな方がいろんな原因をおっしゃっていて、

何が本当かはなかなかわかりにくいが、明らかに農業だけの問題ではなかった

と思う。農業の話は、そもそも日本は、難しいものがあるのだからやさしいも

のを積み上げていって、その結果が高くなるかもしれないし、韓国側が言うよ

うに、総額には昀初からコミットできませんよ、ということを多分言っていた。

ただ、どうしても総額をコミットしろなどと言うので、それがないともうリク

エスト・オファーに入れないという次元でそもそも食い違っていた。政治摩擦

が次第に激化する中で、相互不信が積み上がったことが一番大きかったと思う。

農業ばかりがフレームアップされているけれども、昀初の頃は韓国はまだ対日

貿易赤字問題が金科玉条のようにあって、中小企業の話やあれこれに協力して

くれということもあった。それらに対して、にべもなくＯＥＣＤ加盟国でのだ

から全く協力しませんよ、と言えば、それは昀初の雰囲気から壊れてしまう。 

したがって、そういうトータルな調整が色々うまくいっていなかった。農業

は大きなイシューではあったけれども、それだけではないという感じだったと

思う。 

○少德メンバー 我々は、それは非常に大きな要素だったと理解をしているが、

農業が余り大きな交渉中断の要素ではなかったということか。 

○深川教授 大きかったが、ワン・オブ・ゼムだった。それだけが圧倒的すべ

てではなかった。色々両方に対応にも、あの時点でもうあそこまで政治的にも

めていれば、誰もこれを修復してまで折り合おうという感じではなかったと思

う。 

○少德メンバー 去年の 11 月に、経団連と韓国の全経連が日韓ＦＴＡ交渉をや

ろうと合意したが。 

○深川教授 毎年おつき合いして 10 年行っているが、全然動かない。 

やはり経営者の方たちにも結構旗を振ってくださる方はいらっしゃるけれど

も、本音としては、日系企業の間にもＡＳＥＡＮほど大きな市場でもない。グ

リーンフィールドから今からやるようなところでもない。中国ほどポテンシャ

ルもない。できたらいいなとは思うけれども、という感じがあって、強くプッ

シュしているという感じは、どうしても外交的な話になってしまう。あと、ど

うしても競合している分野というのは勿論あるわけだから、韓国側はとにかく

余り鉱工業製品ではそんなに積極的になれない。 
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ただ、一番強かったのは、韓国側は自動車である。自動車の話は、ガソリン

価格が上がってきつくなってきている環境技術の確保というプライオリティー

が今、上がってきているので、何とかそこで協力関係ができて、現代自動車に

も柔らかくなっていただいてというのは、１つのイシューとしてはずっとある。

ほかは、電気電子等はもともと関税がゼロなので、ほとんど意味がない。 

○本間副主査 農業のことで言うと、韓国が日本農業の開放率云々ということ

に関しては、韓国の農民自体がそんなに日本に輸出しようとか、韓国が対日本

ですごく農業に比較優位があるとは思っていないようである。いろんな話を聞

くと、むしろ農産物を相互に開放すると、逆に日本から相当韓国に入ってくる

ということを恐れているという農家もある。特に養殖モノの水産物は相当に日

本から入ってくるのではないかという声もあって、そこは相互に不安があり、

韓国の農家もそんなに積極的ではなかったという声を聞いている。 

それから、米韓、日韓もそうだが、やはり米をどうするかという話がすごく

大きいと思う。除外すれば、それで必要なことは片付く。おっしゃったように、

韓国は農民団体がそんなに強くはない。韓国で重要なのは基本的に米であり、

地方での雇用機会というのは余りないから、兼業化率が低くて、なおかつ米へ

の依存がすごく高い。だから、米を入れるということになったら大問題になる。

米を外したということで、まさにおっしゃるとおり、ほかのものは大したこと

ないよという構図だと思う。そこは日本とちょっと違うところで、日本はむし

ろ米農家が兼業するところがすごく多くて、雇用機会もある。今、ちょっと経

済がおかしくなっているけれども、その意味では、日本は日米ＦＴＡを考える

ときも、米も一緒に議論していいのではないかなという考えを持っている。同

様に、やはり米を入れざるを得ないのではないか思われる日中韓ＦＴＡを考え

たとき、米の扱いについては、何かお考えとか見通しとかあればお聞きしたい。

日韓ＦＴＡでは、米は入らないと思う。 

○奥田東アジアグループ長 韓国もミニマム・アクセス米があり、米国産と中

国産の主にその二種類が入っているらしいが、ごく昀近、昨年の入札では米国

産はよく売れたけれども、中国産は全く売れなかったというのは見た。 

○本間副主査 日本が米輸出ということで、非常に力を入れ、すごくプロモー

ションにお金を使ってやっているが、それは逆に向こうから来る米を拒否でき

ないという状況をつくりつつある。そういうことで言えば、日中韓というフレ

ームを考えていったときには、やはり米を含めて、質の高いＦＴＡというのが

議論になってくるという素地はあるのではないかという気がする。 

○深川教授 多分、中国の米の輸出余力というのは、あそこはそんなに水がな

いから、あの人口を抱えて、食料安定供給を優先したときに、どこまであるか

という問題もある。そういう意味では、逆にみんなで安全保障的に考えて、み
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んなが米だけはとにかく食べられるようにするということでいけば、そういう

考え方もあるかもしれない。 

あと、やはり日韓中は、日韓もそうで、日韓は特にそれを先にやってほしい

と思っているが、検疫戦争みたいになってしまうとよくない。韓国は中国との

間でキムチの寄生虫を初めとして、多くの問題を抱えている。大体日本より先

に韓国にそういうトラブルが来て、それから日中韓になる。だから、冷凍の魚

に鉛が入っているとか、そういうのも全部韓国の方が先。日韓の間で物流や貿

易手続とかを今、一生懸命やっているけれども、それに検疫も含めていただい

て、お互い専門家もいるし、情報開示をきちんとして、日韓共通基準みたいな

ものをつくれないか。農業の場合は、検疫のレベルで自由貿易が相当ブロック

されている部分が大きいので、だからそれを重点的に物流協力の中に含めてや

れないかというようなことを考えている。 

○浦田主査 物流協力などは、ＦＴＡの１つの項目として提示し、ＦＴＡを日

本と結ぶことがこういういいことがありますよ、という形で進めていけばいい

のかなと思う。 

○深川教授 そう思って、今、やっていただいている。 

○浦田主査 それは動いているのかもしれないが、ＦＴＡとの関連で余り聞こ

えてこない。 

○深川教授 ある種のプレＦＴＡと位置づけていただければ、お互い信頼感が

ないところをウィン・ウィンで協力して、結構うまくいった。 

物流については、改善点は結構山のようにあるし、官民が必ず一緒にやらな

いとできないものであるし、いろんな意味で基準とか標準化が進むというのと、

あと、日中韓以外の国にとっても日中韓スタンダードができてくれるとすごく

楽になるだろう。例えば、オーソライズド・オペレーターの基準や、日本がテ

ロ対策などをやった場合でも、韓中でついて来てくれれば、貿易量が物すごく

大きいので、それがアジア・スタンダードになってくれれば、ヨーロッパやア

メリカにとっても輸出コストは下がるので、いいのではないかなと思う。 

自分は物流ハブになりたいということが悲願の韓国は喜ぶ。多分、中国では

物流はすごく悪いので、もう今は全面物流近代化一色なので、誰も反対しない。

ただ、日本の側も結構問題があるので、どこまで規制緩和するかなど、日本

の生産性の問題というのもある。 

○髙木メンバー 先ほど、深川教授が経済産業省と物流の研究会をお始めにな

ったとおっしゃっていたけれども、それには検疫の問題は入れてやっておられ

るのか。要するに、農林水産省や厚生労働省も入っているのか。 

○深川教授 まだそこまでいっていなくて、今は何とか財務省の貿易手続、窓

口一本化の話をしている。ＥＤＩで電子掲載するというので、それを早くやっ
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てくださいという話と、物流をようやくくっつけたところで、ただ、今後やっ

ていく上で、冷凍物流、冷凍コンテナのような話をやっていて、それは業者の

方が皆さんおいでになっているので、そこでは必ずその話は出てくる。このタ

イミングで経済産業省から是非何とか説得して、御協力いただけないかなとい

う感じのことを考えている。 

○髙木メンバー 先ほどもお話であったように、本当に検疫の問題というのは、

非常に重要というか、かなり政治イシューのようになるときが多い。検疫の問

題というのは、日本側にとっても非常に大きな、例えば輸出の力があると言わ

れている果物も、勿論非常に限定的だが、かなり検疫で難しくなってしまって

いたりする。 

そうすると、やはり検疫の問題というのは、日本にとっても恐らく中韓みん

な同じように将来的には共通化しないと大変だと思う。だから、検疫問題とい

うのは、何かきっかけがあれば、特に日中韓の間で、先ほどおっしゃったよう

な共通の基準でもできれば、すごく東アジア全体が変わっていくと思う。 

○深川教授 １％の関税交渉より、それを言った方が、多分企業の利益、消費

者のメリットは大きいかもしれない。 

○髙木メンバー 今度は事件物で終わらせずに、そういう検疫の基本問題に発

展させられるといいのかなとも思っている。余り小さい問題にしないで、もっ

と基本的にそういう問題につながっているということにしていかなければ、ひ

とつだけ退治しても、恐らく真の解決にも将来にもつながらない。 

○伊藤メンバー 余りＦＴＡとは関係ないかもしれないが、入国審査で日本が

今度指紋を取るようになった。このため、羽田－金浦便で日本に入るのにすご

く時間がかかると文句を言っている韓国人がいる。入国審査はもう韓国でやっ

てしまえばいいのではないかと前から言っている。日本の係官と機械を韓国に

持っていって、入国管理はお互いに出発地でやった方が、簡単な話ではないか

と思う。 

○深川教授 一時期、成田－仁川間がやっていた。日本人の検査を成田でやっ

て、そうすると窓口をすっと抜けていくというもの。あれを羽田－金浦間でや

ればいいだけではないかと思う。 

○伊藤メンバー 羽田－金浦間の方が、ほかの客がいないから、すごく簡単な

話だと思う。 

○深川教授 それを早くやった方がいいかなと思う。 

○伊藤メンバー お互いに入国係官を出国地に派遣するというぐらいでいいと

思う。 

○深川教授 それでできるし、日韓犯罪人引渡協定や二重課税防止協定など、

人の移動を前提にした制度もできてきたので、お互いデータベースを交換して
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しまえば、それはそれでそんなに難しくないと思う。 

○伊藤メンバー パスポートを渡して、入っていく方に行って、韓国と日本の

係官２人並んでやっていればいい。 

○浦田主査 日韓ＦＴＡの再開に向けては、これを応援するような韓国側の人

がいなくなったというか、かなり失望してしまっているので、韓国側から見た

ら難しいということか。そういう状況の中で、もし復活に向けての動きが日本

からも出てきた場合に、韓国ではどこを押せば出てくるか。 

○深川教授 個人的には、政治には政治的意思を示してもらいたい。それがな

いと動かない。昀後にトラブルが生じたらやはりうちでまとめます、というふ

うにトップでコミットしないと、米韓だって、ブッシュー盧武鉉ラインで決め

ているわけだから、昀終的にはそのレベルのコミットがないとまずだめである。

あとはコンサルタントレベルのアイデアが向こうにそれほどあるわけではな

く、李明博次期大統領自身は非常にプラクティカルな人なので、市場から沸い

てくる実利には理解が深いだろう。ペ・ヨンジュン氏などがこうやって往復し

ているうちに、韓国のお土産屋さんも 10 年前とは比べられないほど洗練された

ものがつくれるようになったから売れているのではないか、ということを懇々

と言うしかないレベルの話があって、それは日本がそんなに予算をつけてやる

必要はない。韓国も予算はあるのだから、日本人のコンサルタントをいっぱい

雇って、それでリサーチすればいい話だ。役所に何ができるかというのは、そ

の後で考えればいいことで、もう少し民のアイデアが出ていかないとだめだと

思う。だから、政治のコミットと民間企業のプッシュの両方がないとだめかな

という感じだと思う。 

○浦田主査 民間企業や民の力が個々にあっても、全体の力にならないわけで

ある。だから、何かまとまるような枠組みというか、まとめる何かがないと双

方で難しい。政治が引っ張っていけばそれについていくかというと、そこも非

常に不確かだし、非常に難しい状況だというのはわかった。 

○深川教授 ただ、次の李明博政権というのは、なぜか割に日本を高く評価し

ていて、行政改革も日本の行政改革の影響を物すごく大きく受けていている。 

特使を４大国に出したけれども、日本には自分のお兄さんを出した。国会議

長だし、大阪生まれだからというのもあったのだろうけれども、それだけ期待

は物すごく大きい。 

○伊藤メンバー それは応える必要がある。そういう雰囲気になったときは、

やはりチャンスを逃してはいけないと思う。 

○深川教授 外交的にダッシュできるタイミングが、やはりＥＵの後、中国に

いかれるまでにとにかく割って入らなければいけないので、限られた範囲での

再交渉のチャンスだと思ってテンションを上げないと、そのうちというのでは
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永遠にできない。そういうふうに時限を区切って考えるしかない。 

それから、政治の方々にコミットしていただくのは大変結構だけれども、そ

うすると必ず開城の話が出て、李明博大統領になったら多分言わないと思うけ

れども、ただ、今までの韓国のＦＴＡは、全部これをイエスと言ってもらって

いる。米韓ＦＴＡでさえも。 

○伊藤メンバー 米韓もイエスだったのか。 

○深川教授 米韓では、韓国にはそういう事情があるけれども、そのうち正常

化するかもしれぬと思って、正常化すれば一緒にやろうと。ここのレベルまで

言えればいいけれども。 

ただ、運河を通すとか鉄道をつないで、確かに物流の方たちに聞くと、ロシ

アがあれだけ大きい市場になってきているので、ユーロブリッジになってくれ

ればというのは、今はフィージビリティーがあるらしい。李明博次期大統領は

建設会社の出身なので、土建系の大きいプロジェクトに対する夢は限りなく広

がっている。大統領公約のときに日本の補償資金を使って北朝鮮を市場にとお

っしゃっているので、そこに徹底して巻き込まれるのが嫌だというと、昀初か

ら壊れてしまう話である。それはいつかすべての問題が解決すればそういうふ

うに協力していくものなのだからという原則論を言えばいいのだけれども、そ

こに余計なことを余り入れない方がいい。そういうことなのではないかと思う。

○浦田主査 残り時間が少ないが、昀初の予定では私が日米ＦＴＡについての

簡単な報告をすると申し上げたが、日米ＦＴＡに関しては、次回はＥＵだが、

その後、改めてアメリカというのも考えている。日米ＦＴＡに関する議論は、

今日で終わらせる必要はないので、本日は、私の資料に沿ってお話をさせてい

ただく。 

２ページの「日米経済の制度面における関係」。日米の間でＦＴＡを議論する

以前に、そもそもどういう制度的な枠組みがあるのかということで見てみた。

資料で１つ抜けているのがあり、二国間経済条約の一番古いものとして、日米

通商航海条約、これが抜けている。1953 年に施行されている。これは、実は貿

易や人の移動、投資など、かなり包括的な内容を含んだもので、まずそれがあ

る。ただ、その条約がどの程度使われているかということに関しては、わから

ないが、そういうものが存在する。 

それから、日米租税条約、日米社会保障条約、日米独禁協定、こういった枠

組みが既にある。したがって、ＦＴＡを考える場合には、こういう既存のもの

がある状況の下で、これを束ねるような、アンブレラをかぶせるようなＦＴＡ

にするのかということを考えなければいけない。 

３ページは、日米政府の間での経済に対する対話についてであるが、このチ

ャンネルは既にできている。かなり昔から構造協議等々があるわけだが、現在
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の枠組みは、ここに書いている成長のための日米経済パートナーシップという

ことで、この枠組みの下には、次官級経済対話、官民会議、規制改革及び競争

政策イニシアティブ、財務金融対話、投資イニシアティブ、貿易フォーラム、

こういう部門別の協議をする場がある。 

ただ、日米ＦＴＡについては明示的には扱われてないようで、日米では第三

国とのＦＴＡに関して情報交換しようという形になっている。したがって、日

米政府の間では、日米のＦＴＡについては、公式には議論されてない。関心は

あるのかもしれないが、そこのところは表面には見えてきてないということで

ある。 

４ページ「日米ＦＴＡへ対する日米の見方：政府」。これは、私が実際にスピ

ーチを聞いたり、あるいはホームページを調べたりした結果で、米国側の見方

だけがここに掲載している。というのは、日本側の日米ＦＴＡに対する公式な

発言というのがあれば、私が逃してしまっている。だから、これはアメリカ側

の見方だけ書いておいた。 

１つは、クレム駐日経済担当公使が、去年の４月に経団連で行ったスピーチ

である。日米ＦＴＡは非常に意義があるものだと、その場合のモデルは、今日

議論した米韓ＦＴＡということである。もう少し具体的に言うと、包括的かつ

高水準のＦＴＡが必要だろうと。問題はその次で、日本側が政治的に準備でき

ていることが必要になる、と公使が言っている。その次にウェンディ＝カトラ

ーという通商代表部の次席が、事あるごとにこれを言っている。シュワブ通商

代表も、このような発言をしている。だから、彼らのＦＴＡに対する姿勢は、

まずは実現の可能性があるのかないのか。それは、政治でのコミットメントで

図られるものであって、日本側にその準備が本当にできているのであれば、自

分たちも交渉に応ずる、という感じである。これは、後でお話するが、去年の

11 月に深川教授とも参加したアメリカのフレッド・バーグステンのアジア太平

洋における経済関係という会議の中で、日米ＦＴＡも議論になった。ウェンデ

ィ＝カトラーは、ゲストスピピーカーとしてそこに来て、そこでも同じことを

言っていた。日本側に政治的コミットメントがあるかないかということである。

４ページの発言の下の方だが、日豪ＥＰＡ、勿論農業を意味しているわけだが、

日豪ＥＰＡがどのような状況になるかによって、日米ＥＰＡの実現可能性とい

うものも決まってくるだろうということである。 

５ページの内容は少し前に説明したとおりで、一番下の「The question is 

when」というところは、韓国とのＦＴＡの合意を成功させた理由として、アメ

リカと韓国のトップリーダーがポリティカリーにコミットしたからと、非常に

強いリーダーシップがあったからだということをまず言って、それを受けて、

一体日本ではそういう状況がいつになったら出てくるのかということである。 
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６ページは財界の反応である。日本側に関しては、経団連の日米経済連携協

定に関する経団連・ＢＲ（ビジネス・ラウンド・テーブル）の共同声明として、

2007 年１月 19 日に出ているが、これはもう１年前である。１年前には、日米Ｅ

ＰＡは非常に重要であるから、この交渉の枠組みを検討すべきであるという前

向きの意見である。 

アメリカ側はどうかというと、７ページに、日本にあるアメリカの商工会議

所のプレスリリースで、やはり昨年の４月というものだが、ここではＥＩＡ、

エコノミック・インテグレーション・アグリーメントという言葉を使っている。

その内容は、日本の言うところのＥＰＡである。アメリカの財界も日本との包

括的な取り決めは、経済的だけではなく民主主義と法による統治、こういった

非経済的な理由からも非常に重要であるということを述べている。 

８ページは、昨年の 11 月５日・６日にワシントンで行われた日米財界人会合

での共同声明である。私もこの会議に、財界人会合のメンバーではないけれど

も、アカデミックスからということで参加させていただき、後でお話する経済

分析の結果を発表した。そこでの共同声明は、2009 年から交渉を始めるべきで、

それに向けての基礎的な準備を 2007 年末、去年の末だけれども、それから今年

の末にかけて進めるべきだという提言をしている。私は、これを見て、聞いて、

読んで、財界が強くプッシュしてくれれば、日米ＦＴＡへ向けての動きが出て

くるかなと期待している。 

その後、実はこの日米財界人会合の方で、これをフォローアップするような

動きが余り見えてきていない。もしその見方が正しければ、つまりフォローア

ップされてないのであれば、はっきり言って少し残念である。だから、まずは

財界から日米ＦＴＡの重要性、そういう提言はされているわけだけれども、提

言実現に向けての具体的な行動を取っていただきたいと思う。 

９ページは、日本側、アメリカ側で幾つかのシミュレーション分析が行われ

ていて、それを紹介している。ここでは２つ取り上げている。 

１つは、ブリガム・ヤング大学のブラッドフォード准教授が、フレッド・バ

ーグステンのピーターズン・インスティチュート・インターナショナル・エコ

ノミックスというところで行った分析で、もう１つは、本間副主査と一緒にや

っている、日米経済協議会のプロジェクトでお願いした、板倉准教授の研究で

ある。 

10 ページはブラッドフォードの分析結果だが、彼の分析の特徴は、サービス

貿易を具体的に取り上げて、サービス貿易に対する障壁が削減されたならば、

日米経済にどういう影響が出てくるかというもの。今までのＣＧＥモデルでは、

サービス貿易は明示的には考慮されてなかったが、そこを入れたというのが彼

の分析の特徴である。 
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サービス貿易の障害が 10％削減された場合、日本のＧＤＰが 2.72％上昇する。

米国は 1.08％上昇する。勿論、財の貿易は完全自由化である。サービス貿易の

障壁の削減を 30％に伸ばした場合には、日本のＧＤＰに対する影響は７％、ア

メリカは 2.6％ということで、通常の水準モデルの結果よりもかなり大きな影響

という形で出てきている。 

板倉准教授の分析については、本間副主査と私などがこういう分析をしてく

れという形で色々お願いしてつくってもらったものだが、私は、財の貿易の自

由化だけではなくて、日米のＦＴＡというのは、制度、ビハインド・ボーダー

（国内制度）にも手を付けなければいけないだろうと思っている。例えば会計

基準を統一するとか、そういったようなものだが、そういう措置をモデルにど

のように取り込むかについては、非常に大胆な仮定を設けた。つまり、制度を

統一することによって、低い方の制度の国が高い方の制度を使うことによって、

生産性が上がるのではないかという前提である。まず、日米のＴＦＰ、生産性

のギャップをはかり、その差を縮小させる。低い方は高い方のＴＦＰ、生産性

の水準に収斂していくというメカニズムを入れて分析した。 

12 ページの表３は、日本とアメリカにおける各品目の関税率で、米から始ま

ってずっとある。サービス貿易のところは、関税ゼロということである。 

表４がＴＦＰギャップである。１を基準に１よりも高ければ日本の生産性の

方が高い。１よりも低ければ、アメリカの生産性の方が高いということで、こ

れはジョルゲンソンのグループが推計した結果を使った。13 ページがその結果

である。 

まず、ＦＴＡのみというのは、今、お話したような生産性のギャップを縮小

するというメカニズムを入れないで、ただ単に財の貿易に関する関税を撤廃し

た場合である。ＧＤＰで見ると、日本のＧＤＰが 0.4％上昇、アメリカは輸入が

かなり増えてしまうということでマイナスのＧＤＰとなるが、ここのところは

要検討ということで、今、まだ見てもらっているところである。 

注目していただきたいのは、ＴＦＰギャップを縮めた場合である。極端なケ

ースとして、ＴＦＰギャップがＦＴＡ、ＥＰＡができることによって完全にな

くなる、日本の低い生産性がアメリカの高い生産性に収斂する、あるいは産業

によっては、電子・電機のように、日本の生産性の方が高い場合は、アメリカ

の生産性が日本の生産性に収斂するという非常に大胆な仮定を考慮すると、日

本のＧＤＰは実に 10％上がり、アメリカのＧＤＰは 2.7％上がる。ということ

で、包括的な枠組みができれば、かなりＧＤＰを押し上げる効果があるのでは

ないかということである。 

14、15 ページは、今までこのテーマについて分析して、色々なところで研究

を見たり、読んだりした結果、日米ＦＴＡを進めていく上での日本側の障害、
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それからアメリカ側の障害をリストアップした。 

例えば農業であれば、言うまでもなく、穀物等、ここに書いてあるとおりで

ある。それから、工業製品、サービスもある。さらにアメリカが日本と対話と

か、いろんな協議をやってきたわけだが、それでもなお、いらだっているのは、

競争環境が改善されない点である。 

私もそういうコメントに対して、そう思われてもしようがないかなと思うよ

うなことが結構ある。例えば、鉄鋼のカルテルとかは昀近でもよく聞くし、談

合などについても建設業界などで聞く。そういうところが、ＦＴＡをつくるこ

とによって改善されるのかということがアメリカ側の非常に強い日本に対する

不信感である。したがって、競争環境の改善というところがアメリカは非常に

強い関心を持って見ている。 

それから、アメリカ側の障害だが、貿易について、農業補助金や工業製品で

は、日本がやはり関心を持っているピックアップ・トラック、スポーツ・ユー

ティリティー・ビークルという多目的車にかかる 25％の関税だと思う。それか

らアンチタンピング、セーフガード等、あとはサービス分野では、アメリカも

まだ閉鎖的な部分が残っているので、そこに書いてあるような分野に日本は関

心を持つだろう。アメリカはそれを障害というふうに見ていると思う。 

直接投資に関しても、昀近、国家安全保障という理由で直接投資を制限する

ような動きがある。具体的な組織として、ＣＦＩＵＳというアメリカの委員会。

これに対して日本はもう少し開放的な措置を取れということ。政府調達はバ

イ・アメリカン法、税関業務のセキュア・トレードというのは、テロから始ま

った。アメリカをいかにテロから守るかということで、かなり厳しい検査等を

行っているわけで、それが物流、流通に非常に大きなコスト、障害になってい

るというようなこと。それからビザ発給。アメリカ側も日本側もこうやって見

ていくと、改善すべき点というのは、かなりあるということである。これをＦ

ＴＡで対応できるかどうかというのが、日本とアメリカの直面している問題だ

と思う。 

以上、日米ＦＴＡをめぐる動きということで話を終わらせていただきたい。

先ほど言ったように、このテーマについは、また改めて議論する機会はあるの

で、もし具体的にこの点がわからないというような質問があれば、お受けした

いと思う。 

それでは、伊藤メンバー、どうぞ。 

○伊藤メンバー では、少しお話しさせていただきたい。なかなかこのワーキ

ンググループで色々貴重な意見を出していただいたものが、諮問会議の場で反

映されていないのではないかとお考えの方もいらっしゃると思うが、是非、来

年度の、いわゆる骨太の方針に昨年以上のものを盛り込んでいきたいと思って
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いる。それで、少なくともＦＴＡの数は着々と増えてきており、これは御案内

のとおりである。 

そこで、そろそろ正念場ということで、色々な意味で日豪ＥＰＡが非常に重

要である。これは交渉中である。 

それから、日韓ＦＴＡが再開できるのかというのは、今日色々お話しいただ

いた点である。 

その後に、やはり一番貿易額からいっても、色々な意味からいって重要なの

は、日ＥＵ、それから日米であり、この辺りについてどのぐらいのことを書き

込めるのかということをこれから６月まで議論して、できれば提言に盛り込ん

でいきたいと思っている。勿論、すぐにできるものではありませんが、少なく

とも基本方針について考えていきたい。 

その場合に、今日も少し議論になったけれども、日韓の場合であれば、いか

に韓国に交渉のテーブルにつくように、相手の言い分のうち聞けるものは聞い

てあげられるかという点。それから日豪については、やはり農産品について、

どういった国内の対処法がＷＴＯで一番クリーンで、コストも少ない形で補償

措置等をつくることができるかという点。それから、日ＥＵ、日米については

政治決断ということになると思うが、そういったことを含めて、是非皆さんの

お知恵を拝借していきたいと思っている。 

先ほど深川教授から、韓国の閉塞感という言葉があったが、日本においても

非常に閉塞感が高まっていると思うので、是非ＦＴＡを成長戦略の中核に据え

て、新成長戦略をこれからつくり上げていこうとしている経済政策の柱に据え

ていきたいと思っているので、皆さんのお知恵を是非拝借していきたいと思っ

ている。 

関税については、先ほどから色々議論が出ているように、相手にとって日本

の関税の残っているところというのは、ほとんど農産品のところであるから、

相手にとって魅力のあるもの、それからこちらが相手から勝ちとっていくため

には、関税だけでは勿論ないという点を考えつつ、包括的にＥＰＡ交渉につい

てのお知恵を拝借していきたいと思っている。 

○浦田主査 どうもありがとうございます。それでは、時間になったので、本

日はこれで終了させていただきたい。御多忙のところお集まりいただき、どう

もありがとうございました。 

（以 上） 
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