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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３回会合 

（議事要旨） 

 

日時：平成16年10月20日（水）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  
田中 明彦    国立大学法人 東京大学東洋文化研究所所長        
大辻 純夫    トヨタ自動車（株）海外渉外部部長                 
関 志雄    （株）野村資本市場研究所主任研究員            
国分 良成    慶應義塾大学東アジア研究所所長  
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）      
白井 早由里   慶應義塾大学総合政策学部助教授              
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）      
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） 
弓削 昭子    国連開発計画（UNDP）駐日代表  

議事次第： 

（１）テーマ別討議 

①国分委員プレゼンテーション：「グローバル化する中国と日本の行方」 

    自由討議 

②関委員プレゼンテーション：「中国の台頭と日本 ウィン・ウィンゲームを目指して」 

    自由討議 

 ③白井委員プレゼンテーション 

    自由討議 

（２）その他 

配布資料： 

資料１ 国分委員提出資料 

資料２ 関委員提出資料 

資料３ 白井委員提出資料 
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審議内容：      

①国分委員より「グローバル化する中国と日本の行方」について、資料１に沿って説明が

あり、それに基づき討論が行われた。 

○  日本の対東アジアの政策が機能するにはどうしたら良いか。 

○  まず、大学の学問体系の改革が必要。さらに、企業にもかなり蓄積があるので、産・

学・官のネットワークの活用も重要。また、例えば、今回、日中の21世紀委員会が正式

に提案をして小泉首相にも基本的にご理解いただいた、日中が対等に資金を出し合って

作る日中共同基金のようなものを設け、互いに機能させるというようなことも一つの方

法であろう。 

○  対中ＯＤＡについては色々と議論がある。2030年の日中関係はどうであるのか。中国

は南南協力をして、ドナーという立場でもあるが、今後どうなっていくか。メジャード

ナーになると想定されるのか。日本との三角関係はどうなるのか。 

○  2030年頃には、ＯＤＡよりも民間資本が重要になっているだろう。市場を利用した民

間資本の方が有効性があろう。中国自体は他国に援助しているようだが、国内の貧困地

域・格差の問題、社会的弱者あるいは増大する競争敗者の救済がより重要になり、外に

援助を行う余裕はそれほどないと思う。 

○  受身ではなく、こちらにとって望ましいように環境を変えようという発想が、積極的

でより好ましいが、これを中国に当てはめるとどうなるのか。ヘッジを担保し、安全保

障政策その他、短期的な問題にも配慮しつつ、30年後の日本にとって中国はどうである

と望ましいか。 

○  環太平洋構想が出た時期に日本のＯＤＡが始まった。その時には、対中政策で日本は

米国をリードし、日本による中国への近代化支援は好ましい方向に行き成功したと思う。

もう一つの成功としては、1989年の天安門事件後、日本がいち早く制裁の解除に取り組

み、それが、中国の南巡講話を生んで経済発展を生んだことがある。中国との関係では、

過去の30年の外交の中に戦略があったと言える。今後は、中国と日本が共生するには、

Win-Win型でどう共通課題を処理するか、山をどう分けていくか、分業体制をどうする

かということが問題。実際のところは競合になるかもしれないが。 
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  中国は沿海地帯を中心に人口が日本の４倍程度、１人当たりＧＤＰが5,000ドル、6,00

 0ドルになってきている。ここだけを中国と考えると、2030年にはほぼ先進国に近づい 

 ている可能性もある。ただし、中国共産党が一生懸命指導したとしても、地域間の違い

 も大きく、大きな問題を抱えているかもしれない。 

  日本にとって望ましい中国とは、透明性と説明責任を持った国である。中国自身もそ  

   の方向に行かねばならぬという意志はあると思う。 

○  中国が中国自身の20、30年後のビジョン、対日、対東アジアの戦略をどう考えている

のか。 

○  中国が出している様々な報告書では、総合国力がどれぐらい強くなるかという目標数

値しかない。課題を克服していくための過程の説明がなく目標ばかりを出していると思

う。成長の限界をどうクリアするかについて、中国自身はわかっていると思うが我々に

はわからない。ここでやはり説明責任が重要である。中国自身は2020年にＧＤＰ倍増と、

日本の今のＧＤＰレベルになることを想定している。 

 

②関委員より「中国の台頭と日本 ウィン・ウィンゲームを目指して」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。 

○  ＷＴＯで約束した義務である自動車の割当について色々と問題があるが、ＦＴＡでは

なくＷＴＯで進展を図ることが１つのオプションとしてあり得ると思う。特に日中ＦＴ

Ａで行う理由があるのか。２つ目は、台湾についてどう見たら良いかということ。台湾

人のアイデンティティは1945年以前にはなかったが、政治的な葛藤を経て台湾人のアイ

デンティティがどんどん高まってきたという。これについてどう思うか。 

○  中国がＷＴＯ加盟する前の交渉の段階で、なぜ日本はゼロ関税を要求しなかったのか

という不満を持っている。欧米のメーカーと違い、日本は自動車企業の対中進出は非常

に遅れており、2001年の時点ではほとんど大型の投資はなかった。もしゼロ関税であれ

ば最初から日本から中国に輸出できた。フォルクスワーゲンのように既に中国のマーケ

ットシェアの50％を押さえた企業とは違う。ＦＴＡはセカンドベストの選択である。Ｅ

Ｕ委員会と話したところ、日中ＦＴＡが出来れば、フォルクスワーゲン等の欧州メーカ
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ーの戦略に大きな影響が出ると心配の声があった。 

   台湾問題に関しては、前回の議論で共産党の目標は３つあるというものがあった。

それは、共産政権の維持、経済の高度成長、台湾等の統一という３点だが、３つを同

時達成することはできないと思う。シナリオとしては、１つ目は現状維持つまり統一

の放棄というシナリオ、２つ目は経済成長を放棄して武力統一を図るというもの、３

つ目は平和統一のために一党独裁を放棄しなければならないというものであるが、当

面は、現状維持というシナリオが現実的であろう。現段階では、台湾の住民の心をと

らえていない。台湾の住民の心をとらえるためには、経済発展の段階の収斂、上部構

造、すなわち政治システムの収斂も必要条件になる。これに何年かかるかわからない

が、そういう段階に来れば、平和統一というシナリオの確立は高まってくると思う。 

 

○  日本の自動車産業が中国に投資をしようとする理由の中に、貿易障壁あるいは摩擦

を回避するという要因が全くないわけではないと思う。しかし、現地に投資する理由

は、米国でここ２０年間享受できたように、その市場で売るための車をその国で生産

することで増販できることができたという成功体験を経験したことも大きい。 

    途上国の例をみると、タイは今でも貿易障壁は大きい。日系メーカーは、1997年の 

   通貨・金融危機以前は、貿易障壁の中でタイの市場を得るためにノックダウン生産を

やっていた。 

   通貨・金融危機でタイ政府から輸出要請があり、一方で量産効果を出して利益を得

るために、ASEANの中で部品を相互補完しつつ、ASEANのみならずグローバルに輸出で

きる車を生産できる体制を作り上げた。中国の場合は、当初は日本あるいは世界の市

場向けに開発した車を中国で生産・販売することになると思うが、先々は、中国 市場

向けに開発した現地生産車が売れるようになると思われる。 

   中国市場では、生産性の向上と厳しい競争により著しい価格低下現象が起きている。

その点では、25％の自動車関税がどの程度の障害になるかは一概に言えない。一般的

に言うと25％という自動車関税の水準は、先進国と比べると高いが途上国と比べれば

かなり低い水準である。  
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○   日中は補完関係にあることは理解。しかし、貿易効果で試算をして、日ASEANでＦＴ

ＡのＧＤＰに与える効果は２兆円という数字が出る。これは一気でなく徐々に影響が出

てくる。あるいは日中韓＋ASEANだと1.4％で、毎年0.05などという数字が出てくると、

構造調整のダメージが非常に大きい人たちを説得できないという悩みがある。貿易の効

果だけでは説得が難しく、投資も含めて様々な具体例の説明や、効果ではなく理念から

の説明、あるいは国民運動など、啓発が必要。また、ＦＴＡの動きについて、ＥＵや米

国に対して、どう説明していけばよいのか。 

○   構造調整となると、得するところと損するところがあり、損する部分が全体のわずか

であっても、団結力が強い分だけ声が大きく出る。典型的なのは農業問題であり、損を

するところに何らかの形で補償するしかない。農業を産業として護るべきか、農民を護

るべきか。彼らの最低の生活を護る点で、もう少し政策面の工夫ができると思う。 

経済統合をどのように米国と欧州に説明するかについては、彼らもやっているとい

うのが一番クールな答え方。彼らの提案は、ＦＴＡで解決する問題ではなく、中国の

関税25％をさらに下げ、日本、米国、欧州の全てに対して関税が下がれば、差別的待

遇の問題は解決するというもの。実際うまくいくかどうかわからないが。 

   中国における自動車の現地生産について、私は納得できない。自動車生産の比較優

位があった米国と異なり、中国はほとんどゼロからの出発である。規模の経済性から

考えても安価で生産できないし、インフラの問題もある。やはり、貿易障壁の問題が

大きいと思う。また、中国に小規模の研究開発の部署を置いて現地の道路事情等を調

べて、実際の生産は日本で行ってもよいのではないか。現地では研究開発と販売網の

構築に力を入れるべきであって、生産設備を置くというのは別の話だと思う。 

   中国からの自動車の輸出については、10、20年後に仮に中国で生産コストが下がれ

ば、中国の自動車輸出が伸び対外収支の黒字が増え、人民元の切り上げを招く。これ

は日本が70年代に経験したことである。自動車産業が成長すれば、古い産業を切り捨

てるのがよいかもしれないが、中国は未だ農村部では１億5,000万人とも２億人ともい

われる労働力が余っており、20年、30年先においても労働集約型産業が重要。雇用を

提供し、社会安定のために、自動車産業が成長しても古い産業を捨てるのが困難。自



                       

 6

動車産業の一人勝ちになれば、中国は一種のオランダ病のような状況に陥り、雇用問

題が深刻化する。これは、産業の高度化と雇用の維持とのジレンマであり、中国はバ

ランスをとりながら進める必要がある。 

 

③白井委員より資料３に沿って説明があり、それに基づき討論が行われた。 

○   ＯＤＡの分野で東アジア・南アジアが重要だが、最貧国という点を見ると、サブ・サ

ハラ地域には最貧国が非常に多い。日本がＯＤＡのリーダーであれば、サブ・サハラ地

域も考える必要があるのではないか。また、直接投資を促進するような分野へのＯＤＡ

や、どこにどういうＯＤＡをするのが戦略的かという議論がある。貧困削減、人間開発、

人間の安全保障を推進といった観点からの意見を伺いたい。また、現行のＯＤＡ大綱で

は平和構築が非常に大きな課題となっており、紛争予防の必要性も重要な課題として国

際社会では出ているが、その点はどうか。 

○   サブ・サハラに支援が必要なことは同感。しかし、日本のＯＤＡ政策は、発展途上国

の経済開発だけが第一義的な目的ではなく、日本の唯一の外交ツールでもあると言われ

ている。アジアの中では南アジアに支援の必要があると同時に、南アジアは潜在的に非

常に大きな市場にもなり、将来の貿易、直接投資の連携が地理的にも深めやすいという

理由で、南アジアは重要。サブ・サハラアフリカへの支援が重要であることは承知して

いるが、地理的にも遠く、国民の関心も考えるとアジア重視で行かざるを得ない面があ

る。しかしそのアジアへのＯＤＡについても、東アジア偏重ではなく、南アジアにも現

在よりも増やすことが必要。現時点では、ＯＤＡグロス総額でもグラントでも東アジア

の方がより援助を必要とする南アジアよりも多い。ＯＤＡ政策の網羅する範囲は広いが、

経済利益および日本のリーダシップをいかにして発揮していくかという面でＯＤＡの活

用を考えれば、環境改善と貿易直接投資を支援するような形のＯＤＡが必要ではないか。

平和構築、紛争予防は難しいが、紛争の背景に貧困があると言われており、やはり貧困

削減に尽きると思う。そのため貧困削減に対しても我が国がリーダーシップをとって行

うべきであるし、もっとミレニアム開発目標の達成へ貢献するという立場をだしていく

べきである。 
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○   森前総理が訪印の際に、ＩＴの人材が不足しているからインドから来てもらうという

話があった。数年前からＩＴ技術者が不足すると判明していて、何故、日本の大学はＩ

Ｔ教育を強化しなかったのか。大学の対応が遅いのは事実だが、いつまでも変わらない

のか。ＩＴの先生がいないのなら、インドからＩＴ技術者ではなくて、先生を連れてき

て大学で教えた方が効率が高いのではないか。 

○  今まで日本で技術者を育てる時には、大学教育よりもＯＪＴに期待してきた。しかし、

例えばコンピュータ・スペシャリストやプロジェクトマネージャーになるためにシステ

ム工学等の基礎知識が必要であるが、このような人材不足はすぐに補充できず、今まで

のやり方に限界がきている。 

○  インドとのＩＴの協力が進まない理由の１つに租税協定がある。インドだけはコンサ

ルティング料の20％を税として支払う必要がある。インドの税収が少なかったため出来

た制度だが、日本がＩＴをアウトソーシングした場合も日本の企業は20％払う必要があ

る。これはビジョンとは関係なく、すぐ解決すべき問題。 

   来年、様々なミレニアム開発目標の中間レビューがあり、国際的には開発資金を増

そうとする議論が中心になっている。その中で、モンテレー合意のＧＤＰ0.7％という

目標があり、計算すると３兆円程度。これらをどう考えるか。 

○  モンテレー合意の実行は難しいと思う。しかし、金額を増やせばいいという問題でも

ない。ＯＤＡは汚職が少ない等のガバナンスが整っていない国を支援しても全く経済成

長や貧困削減に及ぼす効果がないと実証されているし、この点は広く知られている。日

本を含め、どのようなＯＤＡおよび外交戦略をもっていくのか、もっと明確な戦略を持

って、援助効果が高まる政策に転換していくしかない。 

○  全体のことだが、ＯＤＡの関連のビジョンについて、まとまった提言を考えたほうが

よいと思う。昨年の夏に改定されたＯＤＡ大綱の現状の問題点を指摘して、今後30年先

ぐらいを見越した日本のＯＤＡのあり方を考える必要がある。 

    地理的配分と今の日本との関係については、地理的な配分は今の方が望ましいか否

か、ＯＤＡを今後行う基準として、世界的なＯＤＡコミュニティの発想と日本の国益

の発想とのすり合わせを検討する必要がある。 
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○  ＦＴＡ、ＷＴＯ、ＯＤＡで、原則に反したことをやっている国があるが、このような

点をどうするか。 

○  中間報告では難しいと思うが、最終報告までには考える必要がある。国益追求という

のは、エゴイストに見える可能性がある。やはり世界的な普遍的な基準とも合致し、日

本人の利益にも合致するというようなあり方を考える。その際の世界的に普遍的な理念

が、必ずしも現在世界で流布しているものを想定する必要はなく、日本の経験等を踏ま

えて、望ましい普遍的な基準を打ち出せれば、その方がよい。 

○   日本のＯＤＡ政策についてであるが、外交のツールおよび国益追及としてのＯＤＡと

開発のためのＯＤＡが一緒になっており、これらの区別が明確でないために非常にわか

りにくく不透明な感じがする。例えば、ＯＥＣＤのＤＡＣ勧告2003年では日本のＯＤＡ

は、狭い国益を追求するのではなく、第一義的な目標を経済開発とすべきとある。その

ような勧告に対して日本はなんらかの対応が必要ではないか。 

○  ＯＤＡの必要性を教科書どおりで説明すると、一種の政府の市場への介入である。市

場の失敗があるから、政府の介入が必要。具体的には３つあり、１つは環境問題などの

外部効果。例えば中国の国内の環境問題のうち、酸性雨のように、日本に影響があるも

のを防ぐためにＯＤＡを使う。２番目は、公共財の提供。平和構築もその一つだが、ド

ナー国のイメージを改善するためというのも含まれる。３番目は、マーケットは所得分

配機能が非常に弱く、サブ・サハラ地域のように人道的な立場から最低限の生活水準を

保障する。この観点からは、中国が経済成長すれば、ＯＤＡを卒業するのは自然なこと

ではないか。 

○  一番マクロなところに新ＯＤＡ大綱があり、下に中期政策、国別援助計画がある。中

期政策等は５年といったスパンであるが、ビジョンの25年というスパンとの関係をどう

すればよいか。来年、ミレニアム宣言のレビューや、ジェフリー・サックスのミレニア

ム・プロジェクトのレポートが公表され、また、国連でも世界の脅威に対して国連や他

のアクターが行うべき行動を考える際に開発の問題も出てくる。世界のビジョンが議論

されており、その中で日本の役割について考えることが重要。 

○   2030年には、中国はＯＤＡを卒業しているだろう。また、東アジアの多くの国は、今
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のままでも卒業し、また卒業させる必要がある。東アジアと南アジアのどちらに振り分

けるかという次元ではない。東アジアについては、ＯＤＡよりもキャパシティビルディ

ングをやりながらＦＴＡをやり、それで生じた余剰分を南アジアに振り向けることは当

然あり得るだろう。東アジアはもっとビジネス環境の整備や、ＦＴＡなどの話をするべ

きであり、ＯＤＡでプロジェクトをしたりする段階からは卒業させる必要がある。この

延長上で考えるべきは、日本だけがアジアの先進国である時代は2030年には終わってい

るはずということ。そのため、日本をハブ・アンド・スポークの中心に据えて考えるの

か、あるいは日本もone of themになって、みんなで助け合うネットワークの外円上に

南アジアや、いつかはアフリカなどを置くというイメージで捉えるのかを考えておく必

要がある。例えば日印というバイの見方は重要だが、ASEAN・印の利益は日本にもある。

グローバルな時代だから、ハブ・アンド・スポークの度合いをどの辺に見ていくかとい

うことにも関わると思う。 

 

（以上） 


