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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 6回会合 

（議事要旨） 

 

日 時：平成 16 年 11 月 22 日（月）18：00～20：25 

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 

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 

白井 早由里  慶応義塾大学総合政策学部助教授 

神保  謙   日本国際フォーラム研究主幹 

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 

弓削 昭子   国連開発計画（ＵＮＤＰ）駐日代表 

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） 

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） 

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： 

議事（１）関係省庁からのヒアリング 

   ①経済産業省プレゼンテーション 

    「ＦＴＡの中長期戦略」 

    自由討議 

（２）中間報告へ向けた討議 

  ①環境・エネルギー分野 

（３）その他 

配布資料： 

資料 1 経済産業省通商政策局 東條国際経済室長 提出資料 

 

審議内容： 

 

①「ＦＴＡの中長期戦略」につき、資料 1 に沿って経済産業省通商政策局東條国際経済室長か

らプレゼンテーションがあり、それに基づき討議が行われた。 
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○ 直接投資等について、中国偏重ではなく、ＡＳＥＡＮ等との関係を強化することでどの

ような効果があるのか。 

 

○  「中国を牽制するためのＦＴＡ」という議論があり得るとすれば、それは以下のような

理由による。すなわち、ＡＳＥＡＮ統合あるいはＡＳＥＡＮと日本の統合を進めることは、

中国以外の潜在的な代替投資先を示すことになり、中国の構造改革の誘引になる可能性が

あるということ。また、ＡＳＥＡＮとのＦＴＡ、あるいはインドとのＦＴＡを志向するこ

とによって、フォーカスポイントがそちらに若干なりとも移るだろうというアナウンス効

果だ。 

中国の沿海部人口とコンパラブルな人口を擁した経済圏をＡＳＥＡＮで作り、ＡＳＥＡ

Ｎの中の域内統合を進めることによって、日中間の交渉あるいは中国自身の改革のスピー

ドに幾らかなりともプラスの影響を与えられるという議論もある。 

 

○ 最近の世銀のレポートで世界のＦＴＡをサーベイしたところ、各国の農業保護等で、歪

曲効果が大きく、それほど効果がないというものがある。その関連で、ＮＡＦＴＡの場合、

日本の企業がなかなか利益が得られなかったのは、原産地規制等の規制の厳しさがあった

のではないかと思うのだが、東アジアのＦＴＡやＡＰＥＣのＦＴＡというのはどの程度オ

ープンなのか。 

 

○  アジアのＦＴＡの枠組みというのは、基本的には外に開いている。ＮＡＦＴＡは内向き

とは言わないが、基本的には北アメリカ市場での規模の利益を最大化しようという試みで

ある。アジアの場合は、最終仕向け地はアジアの中に閉じないので、必然的に大きなトレ

ードダイバージョンが起こるような枠組みにはしないのではないかと思う。 

 

○ それはメンバーがオープンという意味だと思うが。 

 

○  メンバーがオープンではなくて、メンバーが誰とＦＴＡを結ぶかがオープンであるとい

うことだ。 

 

○ 例えば原産地の規則で、何％などの縛りはどうか。 

 

○  原産地規則は、アジアは緩める方向に進んでいる。モデルには色々あるが、ＦＴＡの効

果は貿易転換効果が大きく、関税引き下げによる直接の輸入浸透効果はそれほど大きくな

いといわれる。従って、アジアで原産地規則の緩いＦＴＡを結ぶならば、貿易転換効果は

それほど大きくならないだろう。 

 

○ 日本企業にどこの国とＦＴＡを結んでほしいかアンケートすると、中国が断トツに一番。

それは中国の制度が閉鎖的だということと、中国の市場としての将来性があるということ

だと思うが、ＡＳＥＡＮにもう少し頑張ってもらって、その後に中国とＦＴＡと結んだら
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よいということなのだろうか。 

 

○ ＡＳＥＡＮ＋1ｓのＦＴＡは 2007 年～08 年ぐらいに出そろうため、東アジア大でのＦＴ

Ａという議論も出てくる。しかし、この時には日中双方の準備が必ずしも整っておらず、

ＡＳＥＡＮ＋1ｓの制度のハーモナイゼーションに留まる可能性が高い。中国はまだ開発

主義的な産業、経済政策をとり、ＦＴＡで、例えば日本の企業が本当に欲しいと言ってい

るような部分は中国の強い政治的意図がなければ開くとは思えない。日本も農政改革等の

途上にある。日ＡＳＥＡＮの交渉の時に中国にも改善をしてもらいたいようなアイテムが

盛り込まれる形で今後２年間ＡＳＥＡＮとうまく交渉ができれば、中国をこちらにひきつ

けることが出来るかも知れない。さらに、2010 年頃にはもう一度、交渉を進めるタイミン

グが来るのではないか。 

  もちろん、これは、大きな政治的なジャンプがなければの話である。経済の外のファク

ターで物事は急に加速をするということもある。 

 

○ 日中間のＦＴＡで、なぜ日本がイニシアチブをとれないのか。ＦＴＡ交渉によって、国

内改革も進むかもしれない。 

 

○ ＦＴＡ交渉のために構造改革を進めるというのは、本末転倒。構造改革は本来構造改革

の中で理屈を立てて、その手順を踏んで進めるべき。また、相手に用意がないときにボー

ルを投げても、いたずらに交渉が長引くと思う。 

  ただ、90％でＦＴＡをしたらどうだと言った場合、100 ％でなければ降りないという頑

固な立場をとるのは望ましくない。少なくとも中国側のシンクタンク、学者には、日・中

ＦＴＡの見通しはまだ立っていないようだ。 

 

○ ＦＴＡや自由化を進めるに当たって、必要な国内改革を行う一方で、特に安全保障とい

う観点から、外国資本を過度に入れるべきではないという部分もあり得る。自由化を阻害

するということではないが、そうした配慮、体制は厳密に安全保障上の観点ということに

絞って、ある意味で国際基準に照らして、妥当な配慮なのか。また、状況はどうなってい

くのか。 

 

○  今の外為法は基本的には安全保障の観点から業種を列挙して、それで許可制にかけてい

る。その中の業種には、部品に供する電子電気産業も入っているので最後の歯止めはかか

っている。それから広げて、さらに一般的な経済安全保障として止めるべきものがあると

いうような論調は少数派。敢えて言えば、おっしゃるものが多発するような事態になれば、

手続的なところを整備するということは、議論としてはあり得るが、それ以上ではない。 

 

○ ＦＴＡと農業分野との関係では、国内の構造改革を進めていく背景の一つとして、ＦＴ

ＡなりＷＴＯなりのグローバル化の流れがあるという位置づけにするのは良いが、ＦＴＡ

を進めるために構造改革をすべきという方向ではない。余り直接的にＦＴＡと構造改革を
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結びつけてしまうと、かえって構造改革が進まなくなる恐れがあると思う。 

 

○ ＷＴＯとＦＴＡの関係は今後どうあるべきか。 

 

○  少なくとも関税引下げ、自由化については、今既存の枠組みの中で交渉母体、あるいは

既存のルールの執行のための紛争処理機関としてはＷＴＯが中心。ドーハ・ディベロップ

メント・アジェンダ（ＤＤＡ）が動いている間、また仮に終わった後でも、そうした役割

は引き続きＷＴＯにある。ただ、例えば制度や、国内の経済構造を調和させていく部分は

開発段階の違いで難しいと思う。 

 

○ アジア各国とのＦＴＡ、ＥＰＡは進めなければならないという、国としての大きな方向

がある中で、農業セクターがそういった動きを阻害するのは好ましくない。国の交渉の中

で守るもの、譲るべきもののメリハリをつけた上で、少なくとも、農業が阻害要因になら

ないように対応する必要がある。 

 

○ 日中韓の枠組みというのは極めて有効に機能。そういう中で韓国をどのように東アジア

共同体等の中で位置付けるのか。 

 

○  韓国は経済連携を進めていく時のパートナーになると思う。東アジア共同体全体のＦＴ

Ａを進めていくという中で、日本は韓国と、さらなる高次の経済制度の調和ということの

パートナーとしてうまく組んで行ければ良い。 

ただ、日中韓という枠組みを、例えばＥＡＦＴＡ、あるいは東アジア共同体という中で

どのように位置づけるのかは経済分野だけでは語れない。日中韓だけでなく、ＡＳＥＡＮ

を入れた東アジア全体として議論した方がよい。これはやや経済プラスのところまで視野

においた議論。 

構造改革とＦＴＡの関係で言えば、構造改革はそれ自体のスケジュールで行い、ＦＴＡ

はその上に立って進んでいると申し上げたが、それはあくまで経済に視野を限ったこと。

通貨とか経済、マクロ経済の協調、あるいは政治分野も含めて、その辺のスピルオーバー

もにらみながら東アジアの共同体にも目標を置き、そこにある種大きな構想を立てられる

のであれば、その中で日本の構造改革についてもそれと齟齬を来さないようにある程度急

ぎ足で進めるという配慮は必要。 

 

②中間報告へ向け、環境・エネルギー分野について、自由討議を行った。 

 

○ 環境問題はきわめて後発のものであったが、ロシアの批准により京都議定書が 2005 年 2

月に発効すると、気候変動問題は、地球規模の重要課題として国際政治上の位置付けは一

層高まっていく。 

 ＩＰＰＣ（Intergovernmental Panel on Climate Change）は、気候変動問題の解決の

ためには、世界の排出量を今世紀中の早い段階で減少傾向に転じさせ、将来的には現在の
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レベルの半分以下にしなければならないと指摘しているが、現状のままでは、特にアジア、

中国の経済成長に伴い、排出量は著しく増加し、2050 年ごろには現在のレベルの倍以上に

なると予測されている。 

 

○ 温室効果ガスの大幅削減と経済成長の両立は容易ではなく、極めて重要な国際経済問題

になるという認識が必要。この両立問題は、マーケットや価格メカニズムのみでも、現行

の国際的枠組のみでも達成できるものではない。92 年の国連の気候変動枠組条約・97 年

の京都議定書が現状の国際的枠組だが、いずれでも、この両立が達成できるとは言えない。

この両者を活用・土台にしながら、両立のための国際制度と国内制度を構築することが課

題となる。その際に、現状ではアメリカが京都議定書から離脱していること、途上国が排

出削減に向けた具体的枠組みにまだ入っていないことに留意する必要がある。こうした現

状認識において、国際制度・国内制度の構築に、日本がどの様に関わって行くかという基

本的な考え方について議論する必要がある。 

 

○ 日本は京都議定書の議長国であると同時に公害を克服した経験を持ち、国際制度構築に

イニシアチブを発揮できる可能性がある。また、経験の蓄積も踏まえ世界的にも注目され

るような国内制度を構築することを志向すべきである。同時に東アジア、アジアを一つの

経済圏化していく制度的基盤として、環境を組み入れた制度設計を主導的に切り開くべき。

排出権というのは一種の金融商品と言っても良い面を持ち、取引所や運営方法も大変重要

な意味を持っている。そういう意味でも制度設計を主導するという考え方を持つべき。制

度的工夫にはイギリスの経験から学ぶ必要がある。 

 

○ 日本の強みは、石油危機の時の省エネや自動車排ガス技術など、技術革新で問題を超え

ていくことにある。技術革新を促進させ気候変動対策を進展させることが日本の国際貢献

になると同時に、競争力の源泉となるような戦略を構築する必要がある。同時に、国内削

減約束や脱温室効果ガスへの転換が、都市再生や地域経済の活性化等を促すような取り組

み方を進めるべきである。そういうノウハウの蓄積が、例えば中国で温室効果ガスの少な

い成長パターンを実現していく上での技術的基盤を確立する上で大切になる。 

 

○ 様々な政策を統合して取り込む枠組み・推進体制を作ることが重要。これは国際レベル

でも同じ。 

 

○ 経済協力やエネルギーについての地域協力を環境協力とどのように関わらせるかについ

ては、環境問題が起こってから取り組むのではなく、早くから内政化する枠組みづくりを

主導することが重要であるし、そういうノウハウの蓄積が日本にはある筈である。 

 

○ エネルギーとか交通という地域の開発の根本的なもの自体に脱温室効果ガスの要素を入

れる必要がある。簡単ではないが、創造的なモデルビルディングのような話が必要なので

はないか。都市造りや産業技術全般、あるいは住宅の作り方において、新しいモデルへの
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創造的取組を促進するような体制が必要である。 

 

○ 国際制度を主導的に構築して行くことが必要だが、その際に Win-Win 的な発想をこの国

際制度の構築の中にどう上手く組み入れるかということを考える必要がある。 

 

○ 京都議定書の内容は、本当に達成可能なのか、アメリカ、中国等が不参加の中で、ＥＵ

と日本とロシアで達成することにどのような意味があるのか、それで地球温暖化を防ぐこ

とができるのか。成長との両立を考えた際に、コストとベネフィットといった点で、本当

に今のような総量規制のような考え方でいいのか。アメリカや中国抜きで日本だけが努力

するという姿勢は、日本として望ましくないのではないか。 

 

○ 京都議定書の枠組みは発効すれば、単なる目標ではなくて法的拘束力を持ったものに変

わる。恐らくそのための国内対策の強化もなされるのではないか。達成可能か否かについ

ては、極端な話をすれば、削減量を買ってくれば、一応達成といった格好になるので、そ

れ自体は決定的な問題ではない。ただ、国内分で幾らといった割当てを現状では一応大綱

化している訳で、その大綱が法的拘束力を持ったことに伴い、議定書の効果はあると思う。

京都議定書の意義は、初めて削減の方向を約束した点にある。 

 実際に削減できる方法には様々な要素があるが、技術、もちろんライフスタイルといっ

た問題もあるので、実現可能性を具体的に示すことは、大きなテーマである。削減可能性

を現実化することは、それ自体が日本の立場として、交渉、ビジネスの機会、競争力とい

った面で、戦略として必要になってくるので、そうした位置づけで考えるべき。 

  今までの日本は、技術的な可能性はあるが、制度・政策のイノベーションが弱い。欧州

はどちらかと言えば逆で、むしろ制度的な工夫が非常にうまく、それを一つの標準にして

いくといった方法がある。日本の有する技術的可能性や技術革新能力を様々な国際競争上

プラスに利用できるような制度・政策の構築能力の向上へ向けて取り組んでいくことが大

事。 

  アメリカがずっとこのままの状態で行くとか、あるいは中国が全く関心を示さないとか、

そのような状況では、話が全然動かない。それでも、地球温暖化防止に関連した取り組み

が損保業界や金融機関にみられる。米国についていうと、京都議定書はブッシュ政権では

極めて実現が難しい。但し、米国は、州レベルで見るとかなりの取組があり、何か違う枠

組みをつくる練習のようなことを国内で一斉に行っている。排出権取引の仕組み自体も

元々アメリカの硫黄酸化物に対して取り入れられたもので、それが一応成功したという評

価があるからこそ、国際的に排出権取引を取り入れるということになった。 

 米国議会で、温暖化防止に向けてポジティブな法案を出したりもしているので、どのよう

に動くかとはなかなか一慨には決め難い。もちろん中国にも同じ要素がある。そういった

背景を踏まえて日本がどのようなスタンスでこの問題に関わっていくかが重要。もちろん、

欧州、ロシアのみと行っていくといった考えは望ましくないが、国際的には今のような状

況、様々な背景を踏まえて、米国や中国を入れられるような格好で進めていく必要がある

と思う。日本はそれを進める上でのイニシアチブをとる資格、あるいは技術的可能性など
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を様々な意味で持っており、それを生かすべき。 

 

○ 2030 年というタイムスパンで世界全体を見ると、明らかに化石エネルギーの消費は増え

続ける。例えば国際エネルギー機関などの様々な見通しでは、今の水準より 60％位増え、

エネルギー全体の９割が化石エネルギーなので、増えるということは大体皆一致している。

但し、これから様々な対応によって、いかに増え方を少しでも抑えられるかといったこと

が重要。そういった中で、京都議定書は大変重要な意味を持つが、余りにもショート・サ

イテッドな面があり、特に日本への影響を考えた場合には、大変負担になる可能性がある。

それをいかにミニマイズしていくか。さらには 2010 年以降の第二約束期間以降、米国や

中国、途上国を含めてグローバルに対応できる仕組みをどう作るかを、日本が提案してい

くべき。 

 そういう意味で、地球温暖化問題は、エネルギー問題と裏腹の関係にある。特に日本の

対応を考えると、例えば原子力をどうするのか。原子力という選択肢を排除した温暖化対

策はほとんど不可能に近い。経済政策との関係で言うと、最近問題になっている原子力の

バックエンドの問題なども、実は自由化政策とミスマッチをしてきた点がある。欧米など

は、電力の自由化をしても、それなりに原子力の位置づけを行い、自由化の制度からある

程度分けて取り組んできたが、環境問題と地球温暖化をいかにバランスよくやるのか、全

体を見直して議論すべき。 

 

○ 特にアジア、中国などが化石燃料の大幅増加の原因で、原子力もこのままだと横ばい、

それから、いわゆる自然エネルギーもウェートは非常に小さい。伸びてはいくが、今のま

まで行くと圧倒的に石油、石炭、あるいは天然ガスが中心になり、楽観的シナリオは描き

にくい。 

  ただ、１つのポイントは、確かに化石燃料が増える予測ではあるが、これには価格の問

題が一つあるのではないか。この点をどう考えていくのか。ウェートとして化石燃料が主

要なものであることは確かであり、これを緩和することが必要。できるだけ早く削減の方

向を具体的に詰めて行くべき。 

  それから、京都議定書のコストの問題は、英国の経験が一つの参考になるが、やはりコ

ストを削減するための制度の工夫が大事。この点、日本は非常に弱い。今のままだと、排

出権取引市場は世界的に広がっていくと考えられるが、それに対する取組みも非常に遅れ

ているので、アジアレベルでどのように構築していくか、それと自主的な取り組み方をど

う連動させるのか、あるいはコストを削減するために他のどのような手段、補助金やその

財源をどのようにしていくか、そういったことも上手に作っていかないといけない。従っ

て、やはり制度構築、制度政策上のイノベーションをどのように図っていくかということ

は、避けて通れない問題である。 

 

○ 原子力を特別枠にする理由がよくわからない。例えば市場化テストなどを考えた時、公

的な資金が相当注ぎ込まれている。しかし、同時に、現状でかなりの役割を果たしている

ことも事実。このあたりをどういった方向性で持っていくか。最後は、環境政策とエネル
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ギーとか、環境と交通とか、エネルギーと交通は温室効果ガスの排出で非常に大きなポイ

ントになっているので、それらがどのように議定書削減約束の達成と整合的になるかとい

う問題がある。ところが、それぞれ担当している省とか庁が違うので、これはなかなか難

しい。この問題を、省益的な議論で行う段階ではないので、国際的な制度設計に主導的に

臨むためにも、国内の枠組み、そして統合的な枠組みを明確にすることが重要。 

 

○ ミレニアム開発目標の中の１つが環境関係であり、日本はその枠組みの中でどのように

活動したらよいか。 

 

○ 環境ＯＤＡの事後評価は難しい。現地の環境問題への配慮や、環境アセスメントの国際

的ガイドラインが出来ているので、合致するような取り組みというのがある。貧困の削減、

地域の環境問題を解決するための援助については、温暖化対策、気候変動対策という視点

も組み入れた考え方が普及すべき。 

 

○ 中国と米国がまだ京都議定書に入っていない中で、米国を取り入れるための方策はある

のか。米国に受け入れられやすいのは、技術革新努力を評価する方向でルール作りをする

ことではないか。 

 

○ それは簡単ではない。米国は研究の蓄積も圧倒的であり、良く考えていると思う。米国

の内部では議会の決定が圧倒的に大きな意味を持っており、それを覆す決定が出てこない

限り、簡単には枠組みに入れない。また、途上国が一緒に入れる枠組みでなければ、議論

は成り立ち得ない。 

 

○ 一つの考え方として、今の京都議定書のように絶対量でキャップをかけるのは非現実。

効率化基準、要するにＧＤＰ当たりとか、セクターごとの技術革新とか、努力によって効

率が良くなるという、それを指標にして比較しようすることが議論されている。そうしな

いと、日本のようにもともと効率の良いところと悪いところを絶対量で比較すれば、極め

てアンフェア。 

 

○ 効率を指標とすることは総量を議論しないことでもある。ＩＰＣＣの議論からは、早い

段階で、大幅削減しなければいけないという議論が一方であるが、何らかの格好で削減の

可能性に全体が参加出来る枠組みを作ることも大事。 

 

○ 中国は”Climate Change”よりも”Pollution”の方が問題だと言われたが、今まで日本がＯ

ＤＡで環境対策をやってきたが余り効果がなかったという議論もある。日本としてＯＤＡ

でどのような支援が出来るのか。 

 

○ 竹下総理の時に大気汚染のためのセンターを作ったり、発電所レベルの対策を行った。

一番支援しやすいのは公害対策に資金援助も含めて設備を付けていくこと。あるいは下水
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道整備や水対策などが、それなりの効果はあると思う。公害対策は、”End of Pipe”と言い、

出てくるところで何とかとめる対策であり、もっと早い段階から取り組むということがな

いと難しい。中国の実情に合った適地技術が安いコストで普及すれば、効果はあるかもし

れない。 

 


