参議院予算委員会／2011 年 11 月 17 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 野田 総理 によ るＴ Ｐ Ｐ参 加表 明に つ いて
○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。野田 総理と質 疑でき ない のは残 念
でありま すけれ ども 、しか し、満 を持し てＴＰＰ につき まし て各閣 僚に
質疑した いとい うふ うに思 います 。率直 な意見交 換にし たい と思い ます
ので、ど うぞよ ろし くお願 いしま す。
最初に、 藤村官 房長 官にお 願いし たいん ですが、 全ての 物品 とサー ビ
スを自由 貿易交 渉の テーブ ルにの せると いうこと で、こ れが 総理の 発言
として、 米国は ホワ イトハ ウスの ホーム ページに 掲載し てい るわけ であ
ります。 米国政 府は 発表は 訂正し ないと いうふう に言っ てい るし、 それ
からさら に 、日本 政府も 訂正を 求めな い というこ とのよ うで ありま すが 、
間違いな のであ れば きちっ と訂正 を求め るべきで ありま すが 、なぜ 訂正
を求めな いのか 、お 聞きし ます。
○国 務大 臣（ 藤村 修君 ）
昨日も総 理御自 身が 何度か お答え をさせ ていただ いてお りま すが、 発
言につい ては、 何度 も言っ ており ますが 、交渉参 加に向 けて 関係国 との
協議に入 るとい うこ とであ りまし て、そ れ以上で もそれ 以下 でもな いと 。
向こう側 が今日 まで の様々 な日本 の、去 年の十一 月以降 の話 ですが 、を
総合して 一つの 解釈 として 向こう 側は、 米側は米 側で発 表さ れたと 。
基本的 に Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 と い う も の が 、 こ れ は 今 九 か 国 で 行 わ れ て い る 、
その原則 という のは 全ての ものを テーブ ルにのせ てとい うこ とであ る、
そのこと を向こ うは おっし ゃって いるけ れども、 日本は 、少 なくと も、
昨 日総理 も申し てお ります ように 、いわ ゆるセン シティ ブ項 目など 、必
ずこれは テーブ ルに のせて と言っ てもあ るわけで 、今か らの 交渉で 、今
始まって もまだ いな い交渉 の中で 、総理 はそれ以 上でも それ 以下で もな
い発言、 そのこ とを おかし いと、 訂正と それから 撤回を 求め たとい うこ
とではご ざいま した 。
しかし、 その中 でア メリカ 側も総 理の発 言はこう いうこ とで あると き
ちんと理 解をさ れた という ことで 、それ で一つの 区切り を付 けたと 、テ
ーブルに のって いる 案件は 今後も きちっ と交渉し ていく と、 こうい うこ
とだと思 います 。
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○山 田俊 男君
お手元の 資料に 、枝 野経済 産業大 臣が、 首脳会談 前日の カー クＵＳ Ｔ
Ｒ代表と 会談の 前に ペーパ ーを読 んでお られる写 真があ るわ けであ りま
す。テレ ビの映 像か らこれ は取っ たもの でありま すが、 まさ にその 内容
たるや、 ホワイ トハ ウスの ホーム ページ に載って いたも の、 全く内 容そ
のものじ ゃない です か。枝 野大臣 はこの 内容をカ ーク代 表に おっし ゃっ
て、その ことが 日本 側の見 解とし て、総 理の発言 として 発表 された とい
うことじ ゃない んで すか。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
まず、配 付資料 に、 これが カーク 通商代 表との会 談の確 認作 業をし て
いる枝野 経産 大 臣が 手にし ていた 資料の 映像とあ ります が、 これは 事実
誤認であ ります 。こ れは、 ニュー ジーラ ンドの貿 易担当 大臣 との会 談前
の打合せ を撮ら せて ほしい という ことで 、そこに ついて 日本 テレビ のカ
メラが入 ること を許 したも のでご ざいま す。まず 、それ が事 実関係 とし
て違いま す。
それから 、この 紙自 体が、 私は野 田総理 の記者会 見の前 に日 本を立 っ
ておりま して、 その 前の段 階で、 ある条 件、前提 条件で 仮定 を置い た上
で資料を 事務方 が用 意した もので ありま して、こ この紙 にも ありま すと
おり、こ の前提 にな ってい る野田 政権と しての決 断の内 容は 実際に 決断
をした内 容と違 って います 。その 上で、 私自身、 例えば 各国 の大臣 との
会談もそ うです し、 それか らこの 国会で の答弁も そうで すが 、事務 方が
資料を用 意して くれ て、そ の中に は役に 立つ情報 も少な から ずあり ます
が、基本 的には 事務 方の作 った紙 を読む ようなこ とはあ りま せん。
その上で 、私は 、こ こに書 いてあ るよう なことを カーク 通商 代表と の
会談でお 話は申 し上 げてお りませ ん。
○山 田俊 男君
枝野大臣 は言っ てい ないと いうふ うにお っしゃる 。まし てや 、この 紙
について は、総 理の 会談前 にまと めた資 料を参考 に見た だけ だとい うふ
うにおっ しゃっ て い る。し かし、 総理は 言ってい ないと いう ふうに おっ
しゃって いる 。し かし 、ホワ イトハ ウスの ホームペ ージに は載 ってい る。
全く同じ 文章で 載っ ている わけじ ゃない ですか。 その辺 、も う一度 ちゃ
んと聞き ます。 必ず 影響を 与えて いるで しょう。
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○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
総理の記 者会見 の前 に私は 日本を 出発し ておりま して、 その 時点で か
なり分厚 い資料 で、 いろい ろな可 能性が ありまし たので 、そ れぞれ の場
合につい てどう いう 対応を するの かとい うことに ついて 事務 方が用 意を
してくれ た紙で あり ますが 、まさ に決断 の内容が ここに 書い てある 紙の
前 提条件 と違っ た記 者会見 の内容 になっ ておりま すので 、全 く実際 の会
談では参 考にい たし ており ません し、そ もそもが 、何度 も申 し上げ てお
りますが 、私自 身、 国会の 答弁も そうで すし、そ れから 外国 の首脳 との
会談もそ うです が、 事務方 が紙を 用意し ても、そ の紙を 読む ような やり
方は一切 してお りま せんの で、こ こに書 いてある ことを 私は 会談で こう
いう表現 で申し 上げ てはお りませ ん。
○山 田俊 男君
結局もう 総理の 発言 だと出 ていて それを 訂正しな い。訂 正し ないと い
うことで あれば 、そ れはも う世界 中にそ れを認め たとい うこ とでし かな
いわけじ ゃない です か。そ の背景 の中に 枝野大臣 の重要 な、 重要な 一つ
の行為が あった と。 何で総 理が発 言され る前に、 発言さ れる 前でし か私
は承知し ていな いと 、そ んなば かな話 な いでしょ うが 。こ れだけ 機器が 、
ちゃんと 情報、 はっ きりし ている わけで すから、 幾らで もち ゃんと 承知
できるわ けでし ょう 。何で ホーム ページ にそんな 形で載 って いるん です
か。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
ですから 、この 紙が 作られ たの は 、内閣 として総 理の御 判断 をいた だ
く前の段 階で、 どう いう決 断がな される のか、ど ういう 結論 がなさ れる
のか分か りませ んで したか ら、い ろいろ な可能性 につい て、 それは それ
ぞれの可 能性の 、こ ういっ た場合 にはこ ういった 交渉を しな きゃな らな
いんだな という こと を事務 方が気 を利か せて準備 をして くれ た紙の 一つ
であって 、実際 にこ の紙を 見てい た映像 が撮られ た時点 では 、御指 摘の
とおり、 日本の 国内 におい て総理 が記者 会見をさ れた記 者会 見の内 容、
あるいは その前 の閣 僚委員 会の内 容はも ちろん承 知をし てお りまし たの
で、この 紙の前 提と は違う 御発言 だから この紙は 使えな いと いうこ とで
あります 。
したがっ て、こ の紙 は参考 にも使 ってお りません し、そ もそ も参考 に
しても私 はあの 紙を 読んだ りはい たしま せんし、 実際に カー ク通商 代表
との会談 に多分 この 紙は持 ち込ん でいな いという ふうに 記憶 をして おり
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ます。（ 発言す る者 あり）
○委 員長 （石 井一 君）
答弁が聞 こえま せん よ。御 静粛に 願いま す。
○山 田俊 男君
それにし ても、 ホー ムペー ジの発 表と、 それと事 実関係 は明 確に異 な
るわけで 、一体 、外 務省は ちゃん と本当 に抗議し たんで すか 。抗議 した
したと言 ってい るだ けじゃ ないん ですか 。外務大 臣に聞 きま す。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
抗議をし たかと 、訂 正を求 めたか という ことであ ります けれ ども、 訂
正をホワ イトハ ウス の担当 者にそ れは一 旦求めた という こと は事実 であ
ります。
○山 田俊 男君
本当に 、じゃ 一体 、誰が どんな 形で 、外務 省、申 し入れ られま したか 、
お聞きし ます。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
あのとき に 片上 大使 からホ ワイト ハウス の担当者 に訂正 を求 めたと
いうふう に報告 を聞 いてい ます。
○山 田俊 男君
相手はど なたで すか 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
ちょっと 今特定 はこ の場で できま せんけ れども、 ホワイ トハ ウスの 関
係者、担 当者と いう ふうに 聞いて います 。
○山 田俊 男君
要は、全 く、こ うい う雰囲 気、言 うなれ ば、ホワ イトハ ウス のホー ム
ページに 載って いた こと、 さらに は、枝 野大臣が 紙は参 考資 料だ、 あく
まで、そ れは言 わな かった という ふうに おっしゃ ってい るん だけど 、だ
けど、そ の内容 で、 そのま まで事 態が進 んでいる わけ じ ゃな いです か。
一体、そ ういう 形で 事実が 進んで いると いうこと の問題 につ いて、 官
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房長官、 これは もう 物すご く違う じゃな いですか 。国内 にお ける総 理の
御発言と 、さら には アメリ カでや ってい ることが 全然違 って いると いう
ことじゃ ないで すか 。
○国 務大 臣（ 藤村 修君 ）
まず、事 前の協 議に 今から 入ると いうこ とであり ます。 それ から、 先
ほども申 し上げ まし たよう に、Ｔ ＰＰ交 渉、九か 国で既 に進 んでい るも
のの枞組 みとい うの は、今 回米側 が言っ ているこ と、そ れは それで テー
ブルにの せると 、そ のこと は間違 いでな いわけで ありま す。
我々の方 は、も ちろ ん国益 をしょ って、 センシテ ィブな 項目 もあり ま
すが、今 からそ れを まさに 交渉し ようと 、こうい うこと であ ります 。そ
のことで 、今こ こで それが どうだ ああだ と言われ るのは ちょ っとま だ、
今からの 話をき ちん とフォ ローし ていた だきたい と思い ます 。
○山 田俊 男君
もう既に 米国か ら、 牛肉、 それか ら自動 車、保険 で注文 が付 いてい る
というふ うに報 じら れてい るわけ であり ますけれ ど、こ れは どうい う場
面でどう いう形 で出 てきた もので すか。 外務大臣 にお聞 きし ます。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
事実関係 のお尋 ねだ という ふうに 思いま す。カー ク通商 代表 は、十 一
日のホノ ルルの ＡＰ ＥＣに おける 記者会 見で記者 から、 今、 山田委 員が
指摘され た、い わゆ る御指 摘の三 分野が 米国の関 心事項 かと いうふ うに
問われた のに対 して 、それ らの分 野が米 国にとっ ての懸 念事 項であ り、
これまで どおり 二国 間で働 きかけ ていく 旨述べた という ふう に認識 をし
ています 。
○山 田俊 男君
これまで どおり 二国 間での 交渉を 続けて いくと。 言うな れば 、まさ に
事前協議 がもう 既に 始まっ ていて 、そし て米国か ら注文 が付 いてい ると
いうこと 以外の 何物 でもな いじゃ ないで すか。一 体、そ うい う形で どん
どん出て くるも のに 対して 、どん な形で 整理して 、どん なふ うに結 論を
お出しに なるん です か、外 務大臣 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
おっしゃ るよう に、 いわゆ るＴＰ Ｐ協定 の交渉の 中で議 論す るもの も
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あれば 、いわ ゆる その前 に事前 に調整 を しなけれ ばなら ない 、あ るいは 、
あくまで 二国間 の懸 案事項 として ＴＰＰ 交渉とは 別に解 決を してい かな
ければな らない 、そ ういう 課題と いうの が出てく る可能 性は 私は大 いに
あるだろ うとい うふ うに思 います 。
ですから 、ＴＰ Ｐ協 定の交 渉とは 別に、 あくまで 個別に 二国 間の懸 案
事 項とし て何が 対応 可能で 何が対 応困難 なのかと いうこ とを 明確に しな
がら、こ れは適 切に 対処し ていく という ことにな ろうか と思 います 。
○山 田俊 男君
玄葉大 臣 、 牛 肉 や 自 動 車 や 保 険 に つ い て は 二 国 間 で 申 入 れ が あ っ た 、
議論があ った 。こ れは 、ＴＰ Ｐの協 議の課 題とは違 うとい う理 解です か。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
基本的に は、今 出て きた事 項とい うのは 個別に二 国間で 懸案 事項と し
て対処し ていく べき 事項で あると 、基本 は。そう いうふ うに 考えて おり
ます。
○山 田俊 男君
もう既に 対日年 次改 革要望 書があ ったり 、日米経 済調和 対話 、そう い
う会合の 中で様 々な 要求は 来てい るわけ じゃない ですか 。そ れらが 全て
この事前 協議の 対象 になっ ていく という ことでし ょう。 どう ですか 、も
う一回ち ゃんと 聞き ます。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
いや、こ れは、 山田 委員、 じゃＴ ＰＰ協 定の交渉 と例え ば牛 肉の問 題
というの は、Ｂ ＳＥ の話と いうの は、じ ゃ同じこ となの か、 つまり ＴＰ
Ｐ協定交 渉のま さに 事前の 同意の 条件な のかとい うと、 これ はもう 別な
んです、 全く。 だか ら、全 く個別 なんで す、個別 なんで す。 個別に 、Ｔ
ＰＰ協定 交 渉と は別 に、個 別に解 決をし ていく課 題であ ると いうふ うに
認識をし ている とい うこと です。 ただ、 恐らく米 国は、 おっ しゃる よう
に、そう いった こと を、あ るいは 自動車 の問題も そうか もし れませ ん、
確かに 、そ ういっ た問題 をいわ ゆる協 議 の中でい ろいろ と言 ってく ると 、
そういう 可能性 は私 は十二 分にあ ると思 います。 ですか ら、 そのこ とに
ついて個 別にき ちっ とやは り対応 してい くと、そ れは必 ずし もＴＰ Ｐ協
定交渉と は場合 によ っては 切り離 しなが らきちっ と対応 して いくと いう
ことが大 切だと いう ふうに 思って います 。
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○山 田俊 男君
もう全く 整理が で き ていな いとい うこと は明らか だ。牛 肉の 問題に つ
いて、今 印象で おっ しゃっ たかも しらぬ けど、自 動車と か保 険の問 題は
どうです か、そ れじ ゃ。自 動車と か保険 はまさに ＴＰＰ の主 要なテ ーマ
になるじ ゃない です か。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
自動車に つきま して は、確 かにカ ーク代 表は記者 会見で 記者 に聞か れ
て、関心 事項で ある と、こ れはも うかつ てからそ うだと いう ことで あり
ます。じ ゃ、米 国側 の関心 事項と される 自動車に ついて のそ の具体 的な
内容は何 なのか とい うと、 もう率 直に言 って分か らない です ね。分 から
ないとい う意味 は、 いや、 今ま で の要求 もそうな んです よ、 つまり は、
非関税障 壁、非 関税 障壁、 市場が 閉ざさ れている 、閉ざ され ている と言
うだけで 、具体 的に 、じゃ 何が日 本の市 場閉ざさ れてい るん だと聞 いて
も答えな いとい うの が率直 なとこ ろです 。つまり は、ア メリ カ車、 米国
車が日本 で売れ ない という ことを 言って いるにす ぎない んで すね、 現状
は。じゃ 、ヨー ロッ パ車は どうな のかと いうと、 実はア メリ カ車よ り売
れている と、同 じ市 場でも ですね 。
ですから 、そう いう やり取 りはそ れはあ るでしょ う、こ れか ら。今 の
ところ、 具体的 に何 が悪い んだと 、日本 のと言っ ても、 答え られな いと
いうのが 今の現 状だ という ふうに 認識し ています 。
○山 田俊 男君
これはＴ ＰＰの 範囲 内のこ とだと 、これ は個別交 渉のこ とだ と。そ ん
なことは あり得 ない でしょ うが。 その一 連の中で 事態が 進ん でいく わけ
でしょう 。要は 、そ のこと につい ての認 識が全く できて いな いとい うこ
となんだ 。枝野 経産 大臣、 どんな ふうに お考えで すか。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
ＴＰＰの 協議に おい て何が テーマ になっ てきてい るのか 、あ るいは テ
ーマにな り得る のか 、なり そうな のかと いう問題 と、そ れか ら日本 と米
国との間 で通商 関係 につい て、こ れはＴ ＰＰにか かわら ず、 従来か ら例
えば自動 車につ いて も牛肉 につい てもア メリカは アメリ カの 言い分 があ
って、日 本には 日本 の言い 分があ って、 これにつ いては これ までも 協議
をしてき ていま すし 、これ からも 、ＴＰ Ｐいかん にかか わら ず、相 手国
から申入 れがあ った ことに ついて は協議 はするの は当然 のこ とだと いう
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ふうに思 ってお りま す。
そのこ と と Ｔ Ｐ Ｐ の 俎 上 に の る テ ー マ で あ る の か ど う か と い う の は 、
むしろＴ ＰＰと いう 、米国 にとど まらな い、少な くとも 今九 か国の 間で
どういう ものが 協議 の対象 になっ ている のか、な り得る のか という こと
で決まっ てくる とい う問題 であり まして 、アメリ カが、 カー ク通商 代表
が御関心 事項と され た三点 につい ては、 ＴＰＰに かかわ りな く、従 来か
ら米国の 関心事 項と して協 議の俎 上にの っている もので あり 、それ は向
こうの関 心があ る以 上はこ れから も協議 をすると いうこ とで すが、 我が
国として も我が 国と しての 主張が ありま すから、 これま でも それを 主張
し てきま したし 、こ れから もそれ を主張 していく という こと です。
○山 田俊 男君
あらゆる 物品と サー ビスを テーブ ルの上 にのせる という ふう に、日 本
は言って いなく たっ て、向 こうは ホーム ページに 載せて いる んです よ。
だから、 あらゆ る物 品とあ らゆる サービ スがもう 既に交 渉の テーマ にの
っている という こと なんだ よ。と すると 、協議の 上、結 論を 得ると いう
ふうに総 理はお っし ゃって いる。 昨日の 当委員会 でも、 得た 情報は 国民
にきちっ と伝え 、説明責 任を果 たすと い うふうに おっし ゃっ ている んだ 。
一体、ど ういう 手順 を踏ん で、ど ういう 判断基準 で結論 を得 ていく んで
すか。ど ういう 手順 を踏ま れるん ですか 、これは 。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
日本は過 日、交 渉参 加に向 けて協 議を始 めるとい うこと を表 明した 段
階で、ま だその 九か 国との 間で具 体的な 交渉参加 に向け た協 議はス ター
トしてお りませ ん。 もちろ ん、事 前の様 々な牽制 という よう な趣旨 でと
らえ得る ような 発言 がある ことは 否定い たしてお りませ んが 、じゃ 、こ
れから具 体的に どう いうふ うに議 論をす るのかと いうこ と自 体、相 手国
との関係 でこれ から 決まっ ていき ますの で、そ うい ったも のにつ いては 、
決まり次 第とい うか 、決ま るプロ セスに おいて公 表しな がら 、その 中で
交渉のや り方に よっ て国内 的な議 論の進 め方とか 周知の 仕方 という のは
おのずか ら決ま って くると 思いま す。
○山 田俊 男君
鹿野大臣 、鹿野 大臣 は参加 でなく あくま でも協議 だと、 その 後入る か
どうか結 論を出 すと いうふ うに会 見でお っしゃっ ている んだ よ。鹿 野大
臣は、ど うです か、 今のや り取り から見 るとみん な外さ れて いるん じゃ
山田の国会報告

‐8‐

参議院予算委員会／2011 年 11 月 17 日

ないです か。も う協 議に入 ってい るんで すよ。だ から、 いつ 何どき 鹿野
大臣は、 それじ ゃ、 重要問 題に対 してど んなふう に手順 を踏 んで、 どん
な結論を お出し にな ること になる んです か。
○ 国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
今、枝野 大臣か ら言 われた とおり に、ま だ交渉参 加に向 けて の協議 に
は実質入 ってい ませ んと、 こう言 われた わけであ りまし て、 そうい うふ
うな意味 では、 新聞 報道等 々にお きまし ては、牛 肉とか ある いは簡 保と
か、ある いはま た自 動車と かとい うこと について 俎上に のせ るとい うふ
うな報道 があり ます けれど も、そ の中身 がどうで あるか とい うふう なこ
とは、こ れから 協議 に入っ てどう いうこ とを求め るかと いう ふうな こと
でありま すから 、そ れをし っかり と把握 をして対 処して いく という ふう
な、そう いう認 識に 立って おりま す。
○山 田俊 男君
これは 個 別 協 議 、 こ れ は Ｔ Ｐ Ｐ の 範 囲 な の か も し ら ぬ と い う ふ う に 、
頭の中が 全く整 理付 かない まま交 渉に入 っていて 、あら ゆる ことが 向こ
うから提 案され てき ていて 、それ につい て対処の しよう がな い、そ れぞ
れが、分 類のし よう もない 、手順 も決ま っていな い、判 断基 準も決 まっ
ていない 、これ が中 身じゃ ないで すか。 一体どう するん です か。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
繰り返 し 申 し 上 げ ま す が 、 少 な く と も 、 私 も カ ー ク 通 商 代 表 を 始 め 、
九か国の うちの 幾つ かの国 の通商 担当大 臣とホノ ルルで 会談 をいた しま
したが、 私ども の交 渉参加 に 向け て協議 を始める という こと に対し て歓
迎をする という コメ ントご ざいま したが 、じゃ交 渉参加 に向 けてこ うい
うことだ 、ああ いう ことだ という 実質的 な交渉は まだ始 まっ ており ませ
んし、ま た、ど うい う場で どうい うふう に協議を するの かと いうこ と自
体がまだ 決まっ てお りませ ん。
まさに、 今回の 交渉 参加に 向けた 協議を 始めると いう私 ども からの 発
信に対し て、決 断に 対して 、これ からそ の交渉参 加に向 けた 協議を どう
いうふう に進め てい くかと いう協 議が始 まる段階 であり まし て、そ うし
たことの 中で、 もち ろん私 どもは 、これ は総理も 何度も 申し 上げて お り
ますとお り、我 が国 として の国益 をしっ かりと考 えて、 そし てその 国益
の観点か ら協議 を進 めるわ けであ ります けれども 、それ につ いては 、ま
ず相手方 の主張 自体 も、一 般的な 通商交 渉として の関心 事項 は確か にカ
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ーク通商 代表は おっ しゃっ ており ますが 、ＴＰＰ 交渉参 加に 向けた 協議
として何 を求め てく るのか という ことに ついても 、まだ 相手 方が何 も言
っていな い段階 でこ ちらが 何か申 し上げ る段階で はない と。 ただ、 何を
おっしゃ られて も、 私ども として は我が 国の国益 の観点 から 判断し てい
くという ことで あり ます。
○山 田俊 男君
玄葉大臣 にお聞 きし ますが 、御案 内のと おり、米 国はフ ァス トトラ ッ
クの条文 、今は 変わ りまし たが、 慣例に 従って議 会に対 して ちゃん と承
認を求め て進め ると 言って いるわ けだ。 その議会 に対し て、 議会が 様々
な要求が あるか ら、 その議 会を説 得する ための事 前協議 が何 か月間 か掛
かると言 ってい るん だよ。 とする と、そ の事前協 議にあ らゆ る形で 出て
くること ごとが みん な議会 の承認 に絡む 話だし、 まして や、 議会の 承認
をもらっ て政府 がそ の権限 内で交 渉する というＴ ＰＰの 内容 と全く 一致
するわけ じゃな いで すか。 だから 、区別 できない んです よ。
それで、 さ らに 、Ｔ ＰＰと いうの は物す ごい秘密 主義な んで す。そ れ
はそうだ 、交渉 は秘 密主義 なんだ よ。秘 密主義だ からこ そ、 メンバ ー国
であるオ ースト ラリ アだっ て、情 報が全 然入って こない 、一 体どう なっ
ているん だと、 もっ とＴＰ Ｐ交渉 の透明 性を高め るべき だと 言って いる
んだよ。 そのこ とを 御存じ だった ですか 。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
まず、後 者の方 は、 確かに 私も条 文を、 ドラフト を、た しか 片山先 生
だったと 思いま した けれど も、こ こで、 もらって いない のか という 問い
に対して 、もら って いませ んと。 実はも らう努力 してい るん です。 だけ
ど、交渉 に入っ てい ない、 しかも 毎日動 いている という 状況 の中で 、確
かにドラ フトも らえ ないん ですね 。
ですから 、今オ ース トラリ アの話 があり ましたけ れども 、確 かにあ る
意味、交 渉参加 国の 中であ るいは バイで 、その中 でバイ でや る場合 もあ
りますか ら、そ うい う中で その情 報とい うのが透 明性が 高い かと言 われ
れば、お っしゃ るよ うなと ころが ある の ではない かとい うふ うに思 いま
す。あと 、前者 の話 は何で した、 前者の 話は。
○山 田俊 男君
いや、い いです 。結 局、こ うなっ てくる と、交渉 に入っ たら 秘密主 義
なんだよ 。とこ ろが 、交渉 に入る 前に、 もう実質 的に全 部政 府に権 限を
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委ねるた めのあ らゆ る議論 が出て くるん だよ。議 会から あら ゆる注 文が
付くんだ よ。そ の注 文に対 して、 一体日 本はどう するん だと いう前 提条
件が求め られる わけ だ。だ から、 全ても う交渉に 、議会 から 承認を もら
う前にも う既に 多く のこと がもう 決まっ ている、 覚悟を 求め られて いる
というこ となん だよ 。その ことに ついて 認 識、全 然ない んじ ゃない です
か。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
山田委員 が米国 議会 との関 係を言 われま した。米 国議会 との 関係と い
うのは、 確かに 一番 これか らのキ ーにな ることは 間違い ない という ふう
に思いま す。つ まり 、米国 だけは 議会で 九十日前 に通知 をし てほし い、
その前に 事前の 調整 をする 。つま りは、 見通しが 付いて 通知 をする と。
それは仕 組みの 違い で、日 本とで すね、 いわゆる 米国議 会が 元々通 商権
限を持っ ている 、そ れをい わゆる ＵＳＴ Ｒに言わ ば議会 の権 限を与 えて
いるとい うこと であ ります から、 そうい う意味で 、当然 、議 会との 関係
で 様々な 懸案事 項に 対して 対応し ていか なきゃい けない とい う場面 とい
うのは出 てくる 可能 性は十 二分に あると 思います 。その とき に、ま さに
何が我々 は対応 可能 で何が 駄目な のかと いうこと を明確 にし ながら 適切
に対応す ると、 こう いうふ うに申 し上げ ているわ けです 。
○山 田俊 男君
総理はこ う言っ てい るんだ よ。交 渉の途 中で情報 だけも らっ て、そ れ
を日本の 国民に 周知 し、参加で きるか ど うかの結 論を得 ると ね。だから 、
そういう 形でや ると いうこ とにな っちゃ うと、一 体いつ 何ど きどう いう
手順を踏 んで、 そし て参加 判断、 結論を 出すんで すか、 官房 長官。
○国 務大 臣（ 藤村 修君 ）
韓国と米 国の例 のＦ ＴＡの ときも 少し参 考にさせ ていた だい ている
んですが 、今早 急に つくろ うとし ている のは、今 政府部 内で 、各省 にま
たがりま すので 、ま ず内閣 で一体 となっ てやるた めに、 一つ は外交 交渉
チームと いいま すか 、ここ の強化 。それ から情報 提供は 、も うさっ きか
らおっし ゃって いる とおり 、これ をいか に情報提 供を素 早く 密にし てい
くかとい う、こ の考 え方。 さらに 国内調 整、これ は各省 庁そ れぞれ にご
ざいます 、様々 な問 題でそ れぞれ の省庁 の考え方 もある 。そ れから さら
に、国民 の皆さ んに 広く知 らせて いくと い う国内 対策。 この 辺のこ とを
しっかり やって いく ための 体制を 早急に 今つくろ うとし て準 備をし てい
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るところ でござ いま す。
○山 田俊 男君
もう交渉 の手順 も判 断基準 も、さ らにア メリカの 交渉の 仕方 も議会 と
の関係も 、ほと んど 整理が 付かな いまま このまま ＴＰＰ に突 入した ら大
変なこと になっ ちゃ う。絶 対に表 へ出て これなく なっち ゃう 。日本 は首
つるしか なくな っち ゃうん だよ。 だから 、ここは 、絶対 にこ こで参 加は
やめなき ゃ駄目 。そ のこと をもう 厳重に 申し上げ る。
じゃ、参 加やめ て、 あと日 本とい う国ど うするん だとい うふ うに、 枝
野大臣、 あなた もち ゃんと おっし ゃって いるんだ よ。何 言う かとい った
ら、アジ アの成 長力 を中に 取り込 んで、 そしてＦ ＴＡＡ Ｐに 発展性 を持
たせなき ゃいか ぬと 、こう いう観 点だ。 そういう 御発言 でお っしゃ って
いる。私 もその とお りだと いうふ うに思 うんだけ ど、Ｔ ＰＰ の形と 内容
が悪いと 言って いる んだ。 アジア の国が 、一体今 の厳格 な関 税撤廃 のＴ
ＰＰに入 れると いう ふうに 思いま すか。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
何度も申 し上げ てお ります とおり 、ＦＴ ＡＡＰに 向けて は、 ＴＰＰ と
ＡＳＥＡ Ｎプラ ス６ 、ＡＳ ＥＡＮ プラス ３と、こ の三つ のル ートと いい
ますか、 これが 議論 をされ ており ます。 そうした ことの 中で 、今現 実の
交渉が進 んでい るの はＴＰ Ｐとい うこと で、それ に対し てど う対応 する
かという ことが 我が 国とし て判断 を求め られてお ります が、 一方で 、こ
れらは相 互にそ れぞ れの国 益の観 点から 全体の状 況を見 なが ら各国 とも
判断をし ていく こと であり まして 、今般 も、ＴＰ Ｐにつ いて 我が国 だけ
ではなく てメキ シコ やカナ ダなど の考え 方なども 表明さ れた こと等 がい
ろ いろと 影響を 受け ている んだと 思いま すが、な かなか ＡＳ ＥＡＮ プラ
ス６やＡ ＳＥＡ Ｎプ ラス３ につい て、関 係国、特 にＡＳ ＥＡ Ｎの諸 国の
動きとい うもの が具 体化を しない という 状況が続 いてき まし たが、 例え
ば今、実 際にバ リで はＡＳ ＥＡＮ プラス ６をもっ と前に 進め ようじ ゃな
いかとい う動き につ ながっ てきて います 。こうし たこと が相 互に連 携を
しながら 、相互 に刺 激をし ながら 、遠く ない時期 にＦＴ ＡＡ Ｐへつ なが
っていく という ふう に思っ ていま す。
○山 田俊 男君
これで終 わりま すが 、とも かく日 本は、 アジアの 成長力 を取 り込む と
いうのな ら、ア ジア との連 携、ア ジアの リーダー として の役 割を果 たし
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て、ＴＰ Ｐの内 容に ついて は、形 と内容 が悪い、 日本は 入れ ないと いう
ふうな言 明をす べき だとい うふう に申し 上げて、 終わり ます 。
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