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「日本21世紀ビジョン」に関する専門調査会 

グローバル化ワーキンググループ第２回会合 

（議事要旨） 

 

日時：平成16年10月18日（月）18：00～20：00 

場所：合同庁舎4号館4階第2特別会議室 

出席者： 

       伊藤 隆敏    国立大学法人 東京大学大学院経済学研究科教授       

      植田 和弘    国立大学法人 京都大学大学院経済学研究科教授  

      田中 明彦    国立大学法人 東京大学東洋文化研究所所長        

      浦田 秀次郎   早稲田大学社会科学部教授 

      関 志雄    （株）野村資本市場研究所主任研究員            

      小沼 士郎    外務省経済局政策課総括補佐兼調査室首席事務官 

兼 内閣府事務官（企画官）           

      神保 謙    （財）日本国際フォーラム研究主幹             

      鈴木 敦夫    防衛庁長官官房企画官兼防衛局防衛政策課 

兼 内閣府事務官（企画官）        

      十市 勉    （財）日本エネルギー経済研究所常務理事・首席研究員   

      深川 由起子   国立大学法人 東京大学大学院総合文化研究科教授      

        松永 明      経済産業省通商政策局情報調査課長 

兼 内閣府事務官（企画官） 

      村井 正親    農林水産省大臣官房秘書課監査官 

               兼 内閣府事務官（企画官） 

議事次第： 

（１）第２回専門調査会の報告 

（２）テーマ別討議 

①神保委員プレゼンテーション：安全保障のグローバル化と地域安全保障の将来像」 

    自由討議 

②深川委員プレゼンテーション：「東アジアの新経済統合戦略：ＦＴＡを超えて」 

    自由討議 

（３）その他 

配布資料： 

資料１ 第２回専門調査会におけるグローバル化ＷＧに関する議論の紹介 

資料２ 神保委員提出資料 

資料３ 深川委員提出資料 

参考資料 「日本21世紀ビジョン」に関する専門調査会第２回の配布資料及び議事要旨 
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審議内容：      

①事務局より第２回専門調査会の議論を資料１に基づき説明。 

②神保委員より「安全保障のグローバル化と地域安全保障の将来像」について、資料２に沿って説

明があり、それに基づき討論が行われた。 

○ 今後、日本から中国をどう見るべきか。 

○ 2020年から2030年という中長期的なダイナミズムを見越すと、中国がこの地域で最大のアクタ

ーとなることは間違いない。中国が自国経済と世界経済の相互依存度を高めるためには平和的な国

際環境が必要という考え方がある。同時に、中国の国防支出は過去数年を通じて二桁の成長を示し

ており、例えば、中国の今後の経済成長によって、台湾との勢力均衡がどうなるかということもあ

る。さらに、中国が今後エネルギー、特に石油の依存度を中東に対して強めた場合、シーレーンに

対する考え方も大きく変わる。また、冷戦後から2000年ごろまで、中国は、ＮＡＴＯ拡大、コソボ

における人道的な介入、ミサイル防衛等に反対の立場をとってきたが、ロシアがＮＡＴＯとの連携

関係等、西側との連携関係を強めていく流れの中で、中国自身も安全保障に対する考え方を転換し

てきたと思う。①共産党支配体制を守ること、②国内の経済の７％成長を維持すること、③台湾や

チベットを中心とした領土の統一性を守ることをコアアジェンダとしつつ、柔軟に安全保障を捉え

るようになってきているのではないだろうか。その事例として、中国は米国が主宰している軍事演

習や安全保障対話に2001年頃からオブザーバーを出している。中国に対しては、勢力均衡的な面と、

協調的に台頭する可能性のある面、それぞれの姿とどうつき合っていくかということが大事である。 

○ アジアには、様々なポジティブな動きがあるというのも事実だが、それぞれの国の政治体制、

経済体制、価値観、脅威認識の違い等、多様性がネックになるので、この地域の共通項を見出して、

具体的な安全保障問題で協調していくことはなかなか難しい。例えば、各国の軍隊の基本認識とし

て、アジア各国の軍隊はどちらかというと、対外的な脅威に対する対応よりも、国内的な治安維持、

対内的な反体制、反政府勢力を抑えるというところから近代的軍隊になりつつあるところもあるの

で、かつて欧州で見られたような協調的な動きをそのまま当てはめていくことは、あまり進んでい

ない。 

 技術的な変化、軍事技術そのものが、脅威のグローバルな動きを助長するものになっている。ミ

サイルの射程が延びていく、WMDが簡単に手に入ることもあるし、また、グローバリゼーションの

中で様々な社会システムが結びつき、サイバーテロをはじめとした、これまでと違った安全保障問

題というか、伝統的な地域紛争のような戦争形態ではない脅威が大きく広がっている。また、それ

に対する対応策も、これまでの伝統的なやり方だけではとどまらなくなってきている。 
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○ このＷＧで議論すべきは、安全保障の現状を踏まえた上で、日本として、どういうビジョンを

打ち出すのか、そのためにどういう政策にプライオリティを置くのかを示していくことではないか。

安全保障政策の根本は、脅威が発生し、それによって損害を被るということを最小限にしなければ

ならないということであり、安全保障政策に関してビジョンを言うのは、少々矛盾しているような

ところがある。これだけは必要最小限いつもやっていなければいけないというのが安全保障政策で

あり、安全保障や国際政治の観点からビジョンを描くことは難しい。ただ、ビジョンとの関連でや

や設問的なことを言うと、１つは、2020年、2030年のことを考えたときに、北朝鮮問題、台湾問題、

中国との関係ということがある。これらの問題は、長期的な日本やアジアの経済繁栄や安定した平

和な秩序をつくる上で重要なことであり、この問題を解くために何をしたらいいかが一つの課題と

思う。 

非国家主体、大量破壊兵器の拡散という問題も非常に大きい。テロリストの跳梁跋扈を許さない

ような世界、大量破壊兵器が拡散しない世界をつくるにはどうしたらいいかという観点で、軍事的

以外のものを含めた国際政策を作っていくという方向になるのではないかと思う。 

 安全保障環境に対して有効に日本が対処するためには、政策決断をする人間の適切な目配りが必

要である。それぞれの役所の所掌で別々にやっていたのでは効果的な資源投入にならない。テロリ

ストや国家主体の問題、経済開発援助等を総合的に戦略的に判断する戦略中枢のようなものを日本

として作っていかなければならない。 

○ このＷＧとして、安全保障をどう位置付けるのかというのは、少しずつ道筋が付けられたと思

う。１つは、長期トレンドというものを、安全保障としても我々の見方を示さないことには、2020

年にどのような安全保障のビジョンがあり得るかということはわからない。我々は、2020年に周辺

国がどうなっているかというモデルを作り、それに基づいて考えていかざるを得ないという気がす

る。あるいはディザイアブル・パスというか、こういうふうになってほしい、こういうふうになる

べきであるというようなパスを提示することが大事ではないかと思う。 

 将来の安全保障といっても色々な変数があり、その変数すべてを検討していくわけにはいかない

が、新しいアクターの問題、テクノロジーの問題、長期トレンドとして大事と思われる分析をしっ

かりして、今後、政策的なプライオリティのあり方、そして、それを有効に実施するための国内の

実施体制といったものにも踏み込んで提示をすることが重要。 

○ ディザイアブル・パスと言われたが、それが予見なのか、あるいは日本がそれに対してパスを

変える力を持ち得るのか、持ち得るとしたらどうしたらいいのかというところがビジョンとかなり

関係してきて、環境の変化というよりは、環境を変えていくためにはどうしたらいいのかという視
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点を持った方がビジョンになりやすい。 

○「エネルギー安全保障」、「環境安全保障」、「人間の安全保障」のように、安全保障の前に用

語を付けて議論することがあるが、このＷＧでグローバル化のことを考える時には、国際政治とか

安全保障だけで切るとか、経済だけで切るとか、環境・エネルギーだけで切るのではなくて、それ

ぞれをつなぐ横断的議論が必要になる。その時に、どういうことを考えておけばいいか、お考えが

あったら教えて欲しい。 

○ 安全保障という概念をどこまで広げて、あるいはどこまで絞って捉えるかというのは非常に難

しい。さらに、各国毎に安全保障環境も違うので、国内の問題こそが最大の問題であり、それこそ

がまさに安全保障上の非常に重要な課題であることもある。ただ、日本として安全保障の概念をど

う捉えるかという一定のポジションは必要で、その際に日本が抱えている安全保障というものが戦

後すぐと今、冷戦と冷戦後、9.11の前と後で違うのは当然だと思う。経済的な相互依存関係を育く

むことも、当然、国民の平和と安定に十分関わってくる。また、遠いところでの兵器の取引、テロ

リストのトレーニング、イラクの問題も、安全保障論のスコープの一つである。時代の変化に応じ

た提示の仕方が、我々のＷＧとしては大事な概念なのではないか。中東情勢、アフリカ情勢もこれ

までよりナショナルセキュリティに引き寄せられた位置にあるという考え方をとらないといけなく

なってきた。それに基づいて、ＰＫＯ法のような法律ではなくて、よりナショナルセキュリティを

加味した横断的なリージョンとグローバルをつなげたような法律ができなければいけない。 

○ このＷＧとしてのスコープとしては、エネルギーの安全保障の問題とか、あるいは最近は環境

安全保障、いろんな概念が出ているが、2030年まで、ある程度日本にとって極めて重要な脅威とい

うものが何かということを特定して、それに対して、具体的にどういう予防的な外交等の対応がで

きるかということをある程度明確にしていくことが必要だと思う。エネルギーの問題についても、

そういったフレームワークで位置付けてやればいいのかなと思う。 

○ 安全保障という言葉は、様々な所に使える言葉で、一般的に言えば、ある種の脅威を何らかの

手段で防いでいる状態、こういうのをセキュアーな状態というわけであるから、脅威のところに何

を入れるかによって、いろいろな「何とかセキュリティ」ということになる。エネルギー安全保障

と言えば、エネルギーの供給途絶や急激な価格上昇が起きたときに、被害を最小限にするような政

策の組み合わせの在り方をさす。環境セキュリティということであれば、環境変動がもたらすであ

ろう脅威をどう最小限にするかというようなことだと思う。ただ、今言ったようなことで言えば、

このセキュリティという言葉をあえて使わなければいけないという理由は余りないような感じがす

る。全部セキュリティと言い始めると、不況対策もセキュリティとなる。このＷＧでは、「安全保
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障」は、やや短期に烈度の高い軍事的な脅威というようなことを念頭に置いた形にしておいた方が

良いと思う。 

○ 現在、遅々としている東アジアの集団安全保障も、20年ぐらいのスパンで見ると何らかの形が

出来上がってくると思う。ＡＳＥＡＮと中国の安全保障対話は進んでいるようであるが、東アジア

の集団安全保障の話が急速に進んでいった場合、どういうシナリオをもたらすのか。 

○ 新しい安全保障の脅威が出てくる中で、それぞれ、ファンクショナルに様々な安全保障の対話

なり、協議のメカニズムが出てきているのは事実である。他方で、地域全体を包含するようなメカ

ニズム、もともとあったＡＳＥＡＮ地域フォーラムのようなメカニズムと同時に、北朝鮮をめぐる

ＴＣＯＧ、６者協議、中国ＡＳＥＡＮの対話等、色々なメカニズムの中でレベルの異なる、さらに

扱うイシューも異なる安全保障のフレームワークが重層的に出来ていることは事実である。この中

で、日本がそれぞれにプライオリティ付けしてやっていく必要がある。当然ながら、日本が脅威と

感じる敏感性の高い分野を重視しながら、徐々に重層性というものに付き合いつつ、空間を越えて

くるような安全保障にも対応し、さらにリージョナルなメカニズムというものも整え、そして、そ

のナショナルなメカニズムに還元させていくというような考え方、そういうメカニズムを徐々につ

くり上げていくパワーを持つことが重要と思う。 

③深川委員より、「東アジアの経済統合戦略：ＦＴＡを超えて」について、資料３に沿って説明が

あり、それに基づき討議が行われた。 

○ アジアにもＦＴＡが必要で、できれば地域全体をカバーするという共通認識はある程度できた

と思うが、終着駅に向けて、国の組み合わせや順番、どういうスピードで進めて行くのかというこ

とに関して、あまりはっきりした理論の根拠はまだない。敢えて挙げるとしたら、現在は、やり易

い順でやっている。だから、日本とシンガポールの間にはＦＴＡができた。政治的には反対が少な

いということは、言い換えれば、経済的メリットも少ないということで、またやりやすい順でやっ

ていくと、やりにくい部分だけが残るという可能性も大きいのではないか。経済の理屈だけ考えれ

ば、日中ＦＴＡが一番効果が大きいはず。中国と日本のＧＤＰを合わせて地域全体の80％を占める。

80％のＧＤＰを占める所でＦＴＡができれば、周辺国も他の選択肢がなく、入るしかなくなるかと

思う。その意味で、日中ＦＴＡは全体の鍵になると思う。現段階では、なぜ、日中ＦＴＡが話題に

ならないのか。日中ＦＴＡを結ぶための条件は何か、何が妨げになって進まないのか。 

○ しばらく前までは、農業問題が大きいから等と言われていたと思うが、実は中国自身がＦＴＡ

について、どのように実施したいのかを明らかにしていないことがあると思う。最近は直接投資の

重要性から投資協定（BIT）をFTAと組み合わせる傾向があり、日韓もＢＩＴ先行で、次にＦＴＡの
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交渉に行っている。しかしながら、中国は外資に対する内国民待遇は「主権に関わるもの」として

反対だし、知的所有権保護にも積極的とはいえない。日本企業は既にかなりの直接投資を行い、知

財や不透明性の問題も多く、これをクリアできなくて、なぜ紛争解決も必要なＦＴＡだけやらなけ

ればいけないのかというのはある。メリットがどうかいうよりも、個別的に具体的なアプローチの

方法をすり合わせる必要があると思う。 

○ 日本に関しては、一部の貿易障壁を除けば、制度的垣根はかなり低く、関税引き下げ以外のメ

リットを期待するのが、日本がＦＴＡを進めていく一つの理由だと思う。そうすると、制度の調和、

あるいは統一というところに来ると思う。これに関しては、例えば、競争法すらないという国も結

構あるわけで、プライオリティからいくと、かなり時間をかけて、そういう国との制度の一体化を

本腰を入れて進めていかねばならばない。米国とベトナムとの２国間貿易協定では、米国は非常に

熱心にベトナムの競争法や様々な制度構築の援助をしている。米国は、本腰を入れ出すとかなり一

生懸命にやる国だと思が、そういう実態をアジアの国は見ている。そういう中で日本が中途半端に

やると、日本に対する信頼がなくなる。 

 アジアに関しては、米国をはじめＥＵも非常に熱心だと思う。そういった非アジアの国々との関

係も見ていかなければいけない。米国とか、欧州のアジアに関する、例えば、対等のＦＴＡ交渉や、

ＥＵとＡＳＥＡＮのＦＴＡ交渉などの様々な戦略など、非アジア諸国のアジアに対する見方、ある

いは戦略、それを踏まえた上で日本はどうやって行けばよいのか。 

○ このＷＧ全体のテーマになると思うが、日本は、欧州や米国よりも、過去何十年もの間に多額

のＯＤＡや、技術協力直接投資しており、ＡＳＥＡＮが全く世界から注目されない低成長だった時

にも支えてきている。ここまで来たその成果は、ある程度日本にフィードバックしてもらうという

戦略を持って取り込んでいくべきで、その意味では、通貨危機の時にすごく出遅れた。ただし、通

貨危機の時に、ものすごい勢いで米国が制度設計に入り込んだが、機能していないところもあるよ

うだ。日系企業は、地場に根付いた情報を持っており、日本は、アジア的な実態、例えば中小企業

はボンドだけでは資金調達を出来ないとか、実情にあった話をやれる立場にある。今までのダムや

学校というハコモノへの支援から、ＦＴＡをやる以上は、その制度の調和に向けて制度設計、ある

いはもっと低いレベルだと、キャパシティ・ビルディングに向けて、ＯＤＡを活用すべきだと思う。 

○ ＦＴＡを仮に日本が積極的に進めようとする場合、どうすれば消極的な国々をより質の高い、

ＦＴＡのメカニズムの中に乗せることができるか。ウィンターの理論によれば、質の高いＦＴＡを

行うがいいに決まっているが、それをやらないのは、政治的にやらないということで、その政治の

関与をどうすれば乗り越えられるのか。アメかムチかという話では、日本が積極的になると、何を
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使うべきか。ＯＤＡというアメをさらにあげるのか。それから、このようなことにムチは使えるの

か。 

○ アメは直接投資と技術移転だと思う。これで経済的厚生が上がるというのがアメ。ムチとして

は、日本が使わなくても、ＦＴＡには結構ドミノ現象がある。どこかがＦＴＡをやれば、自分は出

遅れる不利益を被るから行かざるを得ない。アジアの中も、まさに日本とシンガポールのFTAが引

き金を引いて、ドミノが既に始まったわけで、ムチの方はあまり心配していない。ウィンターの理

論で一番面白いのは、どこかがクリーンＦＴＡをやると、ダーティＦＴＡで一見得をしたように見

える国も中長期には損をするので、結局クリーンＦＴＡにキャッチアップせざるを得なくなるとい

う。ここまで理想的に行けるとは思わないが、一応プレッシャーは働くと思う。市場のパニッシュ

が最終的には一番効くと考える人が、経済学分野の人では多いのではないか。 

○ 日本も一つの意思を持った団体ではなく、ＦＴＡには消極的な部分と積極的な部分があり、そ

の積極的な方から見れば、ウィンターの理論を持って来るまでもなくＦＴＡの利益は明らかで、た

だ、どうやって消極的な人を説得するのか。国内にもアメとムチが必要。まず国内を説得して、そ

れから周りの国に出かけていかないと、国内がばらばらのままで出ていくと足をすくわれてしまう

ことがある。 

○ 被害を被るグループがあるわけだが、マクロで見れば自由化にメリットがあることは明らかだ。

例えば日本の戦後の経済成長を見ても、自由化は嫌々だったかもしれないが、自由化によって現在

の繁栄があるわけで、そういう意味では、市場が重要なテストになった。自由化をしなかった、自

由化に遅れた国々というのは、そういう意味でのコストを支払わざるを得ないということではない

か。 

○ 日本国内のアメとムチについて言うと、利益があると主張している人たちは、トランスアクシ

ョンコストを払ってでも得る利益が相当大きいと言わないと、なかなか説得できなくなってしまう。

この点は少し知恵を絞らないといけない。 

○ 得た利益の一部を回すわけだ。 

○ やっていた方が得であれば、仮に何らかの偶然でその状態に行けば、もうそこから離れようと

はしないと思う。だから、ＦＴＡを何らかの機会で結んで自由貿易の利益を得れば、もうやめよう

という話にはならない。つまりナッシュの均衡だと思う。しかし、単によその国はうまくやったと

か、経済学のデータでは良くなるとなっているというだけでは、なかなか適時に（FTAに向けて）

ジャンプできない。このジャンプできない人をジャンプさせるには、どうしたらいいか。 

○ １つは、所得の再配分みたいなメカニズムを用意するということだ。日本に関して言えば、例
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えば、所得保障をするとか、一時調整が必要な期間、いろんな形で支援することと、あとは、政策

決定者が責任を持ち、政治的リーダーシップを発揮することしかない気もする。 

○ 政治的リーダーシップは具体的には、アメとムチの組み合わせをどうするかという話。例えば、

自動車産業を保護したいと言っている途上国の自動車産業に対してはどうするのか。 

○ それはＷＩＮ・ＷＩＮなわけで、足してプラスサムになるところがどこかあるわけで、日本が

そこを譲ればいい。相手が欲しがっていることと、こっちが欲しがっていることのカードの交換だ。 

○ 10年の期間で実現すればいいわけであり、相手国がどうしても嫌だということについては、10

年待ってもいい。その10年の間にどうするかは相手国が考えるしかない。だから、早く関税を下げ

て日本企業に投資してもらった方が自国の自動車産業にいいと思うかどうかは、相手国の問題だと

思う。 

○ ＷＴＯ24条ついては、ＦＴＡでも例外は実際に結構あり、具体的には、例えば日本がタイとＦ

ＴＡをやる時にコメを例外にしようとするＦＴＡもあり得る。ＦＴＡは90％ぐらいの自由化という

ことで進めていくのがいいのか、それとも日本国内の経済を活性化するためにも例外扱いをなしに

やっていくのがいいのか。例外があるＦＴＡでもいいのではないかと思う。 

○ 楽観的かもしれないが、全部自由化した方がいいんだということが社会に浸透してくると、次

のステップの自由化の心の構えが出来てくるのではないか。最初からいきなり、とにかく例外なく

というのは、現実問題として難しい。ＦＴＡも外交アジェンダの一つでタイミングが大事だと思う。

ＦＴＡは、どこかで途中経過見直し期間というのが必ずあるので、その時やる気と自信を持って考

えればいいのではないか。とにかく９割位いけば、上出来ではないかと思う。 

○ 農業の話は、いろいろ難しい問題があるというのは事実だと思う。そういった中、具体的な交

渉において、例えば、こういった条件で妥結した場合にはどういった影響が出るのかなど、できる

だけ具体性を持った冷静な議論が必要と思う。農業問題というのは、政治問題化した場合に、オー

ルオアナッシング的な議論が結構出てくる。確かにＦＴＡなり、国際化の流れの中で、今の日本の

農業構造を考えた場合、生産力の脆弱性が問題になる。アメとムチというような言い方があったが、

今後、国内政策を構築するに当たって、いかに農業構造の改革に結び付けていくのかという視点で

制度構築を図っていかなければいけない。ビジョンの関係でいえば、25年後、30年後の、日本の農

業生産の構造をどういう形に持っていくかということについて、関係者の間でコンセンサスをとっ

ていくことが、農業に係る国際交渉をスムーズに進めるにあたって重要な視点ではないか。 

  農業といえば、特に地域経済との関わり考えた場合に、地域の人たちが先行きに不安感を持って

いることも事実で、農業だけではなくて、地域経済のあり方をどう考えていくのか、これは一次産
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業にかかわらず、二次産業、三次産業、トータルな話だと思うが、そういった青写真を示すことが、

国民的なコンセンサスを得るために重要な視点ではないか。 

○ 地域経済については、生活地域というＷＧでやっているので、そちらに譲るということだが、

農業については、クローバル化の中で手をつけてよいという合意になっているので、ここである程

度考えたい。ＦＴＡの重要なコンポーネントなので、これを避けて通るわけにはいかない。農業生

産という場合に、端的に言うと、農業を護る、あるいは振興するのか、農家あるいは農業従事者を

護るのか、という所はかなり重要な違いで、農業の生産性を上げようとする政策をある程度とると

いうのは、それほど間違った政策ではないし、欧米でも同じようなことをやっている。その時に、

農業の生産性を上げることと、農家数を減らないようにすることとは違う。その辺できちんと、農

業という産業の生産性を上げる。農業という産業をより効率的にするための絵を描くという方向で

是非お願いしたい。 

○ 自由化と農業議論は農業、農村、農民の話がぐちゃぐちゃになっていることが多いと思う。こ

こは整理して、何をしなければいけないのか、特にＦＴＡと係わるところは話をセグメントしてま

とめなければいけない。 

 

（了） 

 


