参議院農林水産委員会／2011 年 12 月 16 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 日本 政府 のＴ ＰＰ 交 渉体 制 ・ 農水 省 の関 与の 仕方 につ いて 。
２ ． 交渉 の秘 密主 義 と 、 国民 的議 論・ 交 渉の 透明 性の 確保 につ い て 。
３ ．「 国 益 を踏 まえ て判 断す る」 と 言 う が、 その 判断 基準 につ い て。
４ ． 包 括 的 な 合意 （ コン プリ ヘ ンシ ブ トレ ード ア グリ ーメ ン ト ）に
お け る 除 外品 目 の 扱 い に つ い て 。
５ ． ＴＰ Ｐ参 加 が 前提 の 協議 か否 かに つ い て 。
○山 田俊 男君
冒頭、 去る十 二月 九日の 衆議院 の農林 水産委員 会にお きま して、 千百
六十七万 人にも 及ぶ 国会請 願に対 しまし て鹿野大 臣が極 めて 真摯に 対応
いただい たわけ であ りまし て、私 も大変 感動しま したが 、残 念なが ら当
委員会で はそこ まで 実現が できま せんで して、大 変残念 であ りまし た。
今日は 、請願 の趣 旨をも 踏まえ ながら 、大臣に 対しま して 、また ほか
の皆さん に対し まし て率直 に意見 交換を させても らいた いと 、こう 思っ
ておりま す。ど うぞ よろし くお願 いしま す。
最初に 、交渉 体制 につい て新聞 報道が あります 。一体 どう いう体 制に
なるのか 、その 場合 、交渉 参加を 前提に したもの なのか 、そ れとも 、今
後、総理 がおっ しゃ ってい ますよ うに、 各国から の情報 を得 て、国 民的
論議を経 て結論 を得 ていく という ことな んだとい うこと の推 進体制 なん
ですか。 どんな 内容 のもの なんで すか、 簡潔にお 願いし ます 。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
お答え いたし ます 。
去る十 二月の 十三 日にＴ ＰＰ協 定交渉 参加に向 けた閣 僚会 合を行 いま
して、そ こで体 制と 情報の 在り方 につい て議論を 行った とこ ろであ りま
す。その 中で、 関係 府省が 一体と なって 検討を進 めて、 我が 国の国 全体
の国益に 合っ た 考え 、それ を判断 するた めの強力 な体制 を置 くこと にし
たわけで ござい ます 。
具体的 には、 内閣 府の国 家戦略 室のホ ームペー ジにも 出さ せてい ただ
いており ますが 、議 長を国 家戦略 担当大 臣としま して、 官房 長官及 び関
係大臣で 構成を いた します 。その 下に幹 事会をつ くりま して 、不肖 私、
内閣府の 副大臣 が担 当する ことに なりま した。構 成員と して は、官 房副
長官を始 め関係 副大 臣で構 成をい たして おります 。更に その 下に事 務局
として、 事務局 長を 事務の 官房副 長官に なってい ただき まし て、更 にそ
の下に次 官級、 局長 級の会 合を設 置いた しまして 、更に その 下に三 チー
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ム、国内 広報・ 情報 提供チ ーム、 これは 主に任務 といた しま して、 ＴＰ
Ｐ及びそ れに関 連す る事項 に関し 国民や 各種団体 へ情報 提供 及び広 報を
行うとい うこと 、そ れから 二番目 のチー ムといた しまし て、 国内連 絡・
調整チー ム、こ れは 、国会 対応、 各党対 応含めま して国 内関 係者に 対す
る諸連絡 、調 整を 行うチ ーム 、それ から三 つ目のチ ームと いた しまし て、
国別協議 のチー ムと いたし まして 、現 交 渉参加国 、九 か国 であり ますが 、
その交渉 参加に 向け た協議 を担当 し、そ の中で関 係情報 も収 集をす ると 、
そういう ふうな 体制 で行っ ていく ことを 決定をい たし た とこ ろであ りま
す。
そして 、新体 制は 、スタ ートの 時点で は全体で おおむ ね五 十人規 模と
なります が、今 後協 議の進 捗状況 を見な がら必要 に応じ て人 員を増 やし
ていく予 定であ りま す。そ のチー ムは内 閣官房の 庁舎に 設置 する予 定で
ございま す。そ して 、今お 話にあ りまし たように 、国民 の皆 さん方 に対
する情報 提供が 不足 してい るとい う御指 摘を重く 受け止 めま して、 各国
の協議を 通じて 得ら れた情 報を含 めて、 一層の説 明や情 報提 供にし っか
りと努め ていき たい 。その ために 、この 国内広報 ・情報 提供 チーム を活
用し、地 方や国 民に 対する 各種団 体も含 めまし て 情報提 供、 広報を 政府
一体とな って行 って いきた いとい うふう に考えて おりま す。
○山 田俊 男君
要員は 全体で 五十 人とい うこと ですが 、各省別 にどん な体 制で組 んで
おられま すか。 そし て、場 所はき ちっと それら要 員がワ ンフ ロアに いて
仕事がで きる、 ワン フロア でなけ れば二 階、三階 のフロ アで ちゃん と連
絡を取っ てやれ ると 、こう いうこ とにな っている んです か。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
今も申 し上げ まし たが、 場所は 内閣官 房に設置 をいた しま して、 一応
一つのフ ロアで 対応 できる ように 考えて おります 。
○山 田俊 男君
各省の 人数は ど の ぐらい 考えて おられ るんです か。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
今も申 し上げ まし たよう に、ス タート の時点で はおお むね 五十人 規模
で、協議 の進捗 状況 を見な がら、 更に必 要に応じ て人員 を増 やして いく
と、そう いうこ とで ござい ます。
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○山 田俊 男君
大変な 私は交 渉に なると いうふ うに思 います。 もちろ ん、 協議の 上、
国民的議 論を行 って 参加し ない、 ないし はアメリ カから 、な いしは ＴＰ
Ｐ参加国 から、 日本 は今入 れると 邪魔だ から結構 だとい うふ うな話 にな
れば別な んでし ょう が、し かしそ れにし ても、一 方で韓 国と やりま す、
さらには 、オー スト ラ リア はどう するん だ、ＥＵ をどう する のかと いう
話をする と、当 然、 包括的 経済連 携の基 本方針に のっと って どんな こと
をやるの かとい うこ とを考 えてい かなき ゃいかぬ わけで すか ら、そ こは
よほどし っかり 専門 家を呼 んで体 制を整 えなきゃ いかぬ とい うふう に思
います。
それで 、お聞 きし ますが 、民間 人、ま さか入れ ないで しょ うね。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
民間人 入れる か入 れない かとい う点に ついては 今後検 討を してい くと 、
そういう ふうに 現段 階では 考えて おりま す。
○山 田俊 男君
確かに 、かつ ては アジア との二 国間の ＥＰＡを 進める とき にそれ ぞれ
専門的な 委員会 を設 置して 、農業 団体か ら出ます 、それ から 経済界 から
も出ます という こと だった わけで すが、 しかし事 務局に 入る みたい なこ
とはなか ったわ けで 、まさ かこの 事務局 つくって 、それ で経 団連か ら何
人か人が 入って いま すよ、 輸出大 企業か らこんな ふうに 人入 れてい ます
よ、輸出 大企業 労組 の連合 からこ んなふ うに人入 れてい ます よとい うこ
とはない んでし ょう ね。確 約して くださ い。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
現段階 ではそ のよ うなこ とは考 えてお りません 。先ほ ども 申し上 げま
したが、 地方を 含め て、国 民に対 して各 種団体等 々も通 じて 情報提 供、
広報を政 府一体 とな ってし っかり とやっ ていきた いとい うふ うに考 えて
おります 。
○山 田俊 男君
内閣府 の規制 ・制 度改革 の取組 みたい に、民間 人が、 規制 改革の 関心
事項を持 ってい る民 間人が どおん と入っ てきて、 それが 委員 の中の 大宗
を占めて いる、 メン バーの 中の半 分以上 を占めて いるみ たい なこと でこ
んなこと が進む とい うこと になっ たら絶 対駄目だ からね 。そ れはも う絶
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対許さな いから 。今 約束し てくだ さい。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
先ほど も申し 上げ ました ように 、現段 階ではそ ういう ふう なこと は考
えており ません 。各 種団 体 等々を 通じて しっかり と情報 収集 の説明 を国
民に対し てやら せて いただ きたい という ふうに考 えてお りま す。
○山 田俊 男君
鹿野大 臣、農 水省 は一体 どうい う参加 の仕方を される のか という のは
大変気に なるん です ね。大臣は いまだ に、協議のた めに情 報を 得るん だ、
協議をし て情報 を得 るんだ という ことで 、参加と いう言 葉は 一言も 使っ
ておられ ないわ け。 そうい う立場 で、し かしこの 事務局 にど ういう 形で
かかわる かとい うの は物す ごい私 は大事 だという ふうに 思う んです 。
当然の こと、 情報 を得る ことが 必要だ し、情報 の中で 一つ 一つ様 々な
判 断 が 必 要にな って くるこ ともあ る。ま してや、 後ほど もこ れは議 論さ
せてもら いたい とい うふう に思い ますが 、様々な 表へ出 せな い情報 があ
りますよ みたい なこ とがあ る。外 にいた ら何の情 報も入 って きませ んみ
たいなこ とをや って いちゃ 駄目な んで、 それこそ 農水省 は、 省を挙 げて
と言って もいい くら いだけ ど、人 数出し て、最も の専門 家、 場合に よっ
たらＯＢ でもい いで すよ、 連れて きて、 ちゃんと 専門家 が事 に当た ると
いうこと をやる べき だとい うふう に思う んですよ 。もう 英語 が十分 しゃ
べれます 、スペ イン 語もし ゃべれ ますと 、こうい う人を 準備 しなき ゃい
か ぬ と 思 うんで すよ ね。い かがで すか、 臨まれる 決意、 聞か せてく ださ
い。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
このＴ ＰＰに かか わって いくと いうよ うなこと におき まし ては、 二十
一分野に わたっ ての 交渉と いうふ うなこ とになり ますか ら、 相当こ れは
幅の広い 議論に なっ ていき ます。 そうい う意味で 、横断 的な 省庁の 体制
というも のを組 んで いく、 閣僚の レベル で、そし て副大 臣ク ラスの とこ
ろの幹事 会等々 、こ ういう ような ことで 、当然の ことな がら 基本的 な考
え方とい うもの は議 論され ていく わけで あります し、ま た事 務方に おき
ましても 、当然 その チーム には、 農林水 産 省から もちゃ んと そのチ ーム
にも入っ ていく と、 こうい うふう なこと でありま す。
ゆえに 、今、 山田 委員が 御心配 のこと は、いろ いろの 今ま での議 論を
お聞きい たしま すと 、農林 水産省 の声が 小さくな ってく るの ではな いか
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と、こう いうふ うな ことの 御懸念 という ふうなも のもあ るの ではな いか
と思いま すけれ ども 、農林 水産省 の声が 小さくな らない よう に、こ うい
うふうに 私ども は取 り組ん でいき たいと 思ってお ります 。
○山 田俊 男君
大臣 、し っかり その体 制を仕 組んで も らいたい という ふう に思い ます 。
参加する か、参 加し ないか 、決裂 するか 、終わる かもい いで すよ。 だけ
ど、今し っかり 取り 組んで おかな いと、 参加の判 断もや める 判断も 情報
が得られ ないと いう ことを 大変心 配する からであ ります 。
さて、 野田総 理は 、情報 を得て 国民的 な論議を 行い結 論を 得ると いう
ふうにお っしゃ って いるわ けです 。これ は、石田 副大臣 、ち ゃんと これ
は総理が おっし ゃっ ている 意味の まま実 現できる と、こ れは 約束し ても
らえます ね。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
総理の お言葉 、大 変重い わけで ありま して、国 民的論 議を 踏まえ てそ
れは決定 をさせ てい ただく という ことで ございま す。
○山 田俊 男君
それだ と、 副 大臣 、結論 を得る という ことは、 じゃど うい うこと なん
ですかね 。その とき の判断 基準は 何なの か、何か 判断基 準を これは お持
ちですか 、お聞 きし ます。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
現段階 におき まし ては、 今後、 関係各 国との協 議を開 始す るわけ であ
りまして 、各国 が我 が国に 求める ものに ついて更 なる情 報収 集に努 め、
十分な国 民的な 議論 を経た 上で、 あくま でも国益 の視点 に立 ってＴ ＰＰ
の結論を 適切な タイ ミング で得て いくと いうこと でござ いま して、 そう
いったこ とを今 、私 どもで は、国 民的な 議論を経 た上で 、あ くまで も国
益の視点 に立っ て結 論を出 してい くとい うふうに 考えて おり ます。
以上で ありま す。
○山 田俊 男君
おっし ゃると おり 、総理 がそう おっし ゃってい るとい うの は私も 承知
していま す。
国益の 立場に 立っ て、観点で 判断す る というふ うにお っし ゃいま すが 、
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国益は、 日本経 団連 も主張 してい るのも 国益です 。マス コミ が主張 して
いるのも 国益 、一 千百六 十七万 人の署 名 の請願者 が訴え てい るのも 国益 。
一体、そ の国益 の判 断とい う場合 の、ど ういう判 断がお あり かと、 そこ
は考えて おられ るの かと。 いや、 実は今 何もない んだと 、総 理が言 って
いる国益 、何か その 辺から どこか にある のかよく 分から ない けど、 その
ことだけ で物を 言っ ていま すよ、 ごまか していま すよと いう ことじ ゃな
いんです か。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
具体的 な対応 につ きまし ては、 国益を 得るとい う視点 に立 って、 例え
ば、委員 恐らく 閣議 決定等 々のこ ともお っしゃっ ている のか なとい うふ
うに思い ますが 、閣 議決定 も含め て、御 指摘の点 の閣議 決定 も含め て今
後検討し てまい りた いとい うふう に考え ておりま す。
○山 田俊 男君
鹿野大 臣、鹿 野大 臣は、 国民的 な論議 を経て結 論を得 てい くと、 こう
おっしゃ ってお られ るわけ ですが 、どう も鹿野大 臣は何 か基 準を お 持ち
じゃない かとい う気 がする んです 。だっ て、そう 言う以 上は 判断基 準が
必要なん だから 。だ から、 鹿野大 臣の判 断基準は 何です か、 お聞か せく
ださい。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的 には、 関係 各国が 何を日 本の国 に求める か、こ うい うふう なと
ころをき ちっと 把握 しなけ れば、 これは 判断でき ないわ けで ありま す。
そこをし っかり とつ かむと いうふ うなこ とだと思 います 。そうい う中で 、
じゃ我が 国とし てど うある べきか という ふうなこ とを判 断し ていく 、こ
ういう考 え方に 立っ ており ます。
○山 田俊 男君
大臣、 分から ない んだよ 。一体 各国 が どういう 情報を 持っ ている か、
そして、 それを ちゃ んと聞 いた上 で判断 していく という 場合 に、こ ちら
側の判断 基準、 大臣 の判断 基準、 おおよ そこうい うもの だよ という こと
が必要に なるじ ゃな いです か。例 えば、 センシテ ィブ品 目に ついて も除
外だとか 、それ から 米につ いては どうも 除外され るんじ ゃな いかと か言
ってみた り、民 主党 のそれ ぞれ党 代表た るべき人 がそう いう ことを 言っ
てみたり 、いろ いろ あるじ ゃない ですか 。そうで しょう 。
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大臣の 判断基 準は 何です か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
御承知 のとお りに 、こ のＴＰ Ｐ協定 に 関する件 は外交 案件 であり ます 。
そういう 中で 、ど ういう 姿勢で 臨んで い くかとい うこと を考 えたと きに 、
私自身が 全て胸 の中 にある ものを 吐露す るという ふうな こと は果た して
国益上プ ラスで ある かどう かとい うこと を考えた ときに 、し っかり とこ
の胸にし まい込 んで おくと いうよ うなこ との中で 各国が 何を 求める かと
いうふう なこと をま ず把握 すると いうふ うなこと が先で はな いかと 、こ
んなふう な認識 を持 ってい るとこ ろでご ざいます 。
○山 田俊 男君
外交案 件なわ けで しょう 。確か にそう だと思う んです 。だ から、 今、
今度外務 省の審 議官 にお聞 きしよ うとい うふうに 思 いま すけ れど、 外交
交渉上は 、今そ れこ そ鹿野 大臣お っしゃ ったよう に、外 交案 件だか ら場
合によっ たら出 せる もの出 せない ものが あるとい うふう にお っしゃ るん
じゃない かとい うふ うに思 うんだ よ。そ のときに 、一体 、ち ゃんと 適切
な情報を 持って 、そ して判 断基準 がない 限り判断 できな いじ ゃない です
か。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
基本的 に、委 員御 承知の とおり に、今 回の野田 内閣総 理大 臣が表 明さ
れたのは 、交渉 参加 に向け て関係 各国と 協議に入 ります と、 こうい うこ
とであり ますか ら、 一つの 判断と いうふ うなもの はこれ から なされ てい
くわけで あり ま して 、そう いう中 で相手 国がどう いうふ うな 考え方 を持
っている のかと いう ふうな ことを きちっ と把握す るとい うふ うなこ とが 、
これが前 提にな るわ けでご ざいま す。
そうい うふう な意 味も含 めて、 私ども が全部、 まだ交 渉の 段階に も入
ってない わけで あり ますか ら、全 てをさ らけ出し てこれ が基 準であ りま
すという ような こと を前も って表 明する というこ とは決 して 私は国 益上
プラスに なるも のと は考え ない、 そうい う認識に 立って おる ところ でご
ざいます 。
○山 田俊 男君
これは 石田副 大臣 、又は 片上審 議官、 農産物だ けがセ ンシ ティブ 品目
を抱えて 、 そし て難 しい判 断をせ ざるを 得ないも のをた くさ ん抱え てい
山田の国会報告

‐7‐

参議院農林水産委員会／2011 年 12 月 16 日

るという だけじ ゃな くて、 経済産 業省が 管轄して いる鉱 工業 製品に 関し
ても相当 数の 、相 当数の 品目の センシ テ ィブ品目 がある んで す。今まで 、
ＷＴＯの 交渉が あっ たり、 それか らさら に二国間 のＥＰ Ａの 交渉が あっ
たり、た くさん した んだけ ど、一 つも手 を着けて いない 品目 がある んで
すよ。御 存じだ とい うふう に思い ます。 相当数あ るんだ 。
だから 、そう いう 品目の 扱いに ついて 、一体基 準どう され ます。 今、
鹿野大臣 おっし ゃっ たよう に、そ れこそ 相手国の 情報を 得て それで 判断
しますか ね。い かが ですか 。
経済産 業省呼 んで おりま せんが 、これ は、だっ て、こ れか ら事務 局体
制の幹事 長をお やり になる 石田副 大臣は 当然腹の 中にあ るん でしょ うし 、
それから 片上審 議官 はこれ までず うっと 歴戦の外 交交渉 をや ってこ られ
たわけで すから 、そ れぞれ どんな ふうに 受け止め られま すか 。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
委員御 案内の とお り、交 渉です から、 もちろん 相手が あっ てのこ とで
あります 。その 交渉 がこれ から入 ってい くわけで ありま して 、委員 おっ
しゃると おり、 品目 、二十 一分野 、多岐 にわたっ ており まし て、そ うい
うことに ついて きち っと情 報をま ず 収集 をし、そ してそ の情 報収集 をし
た上にお いて、 やは り我が 国の国 益にの っとって 判断を して いくべ きだ
というふ うに考 えて おりま す。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え させて いた だきま す。
基本的 には同 じ立 場でご ざいま す。こ れからま さに各 国が 何を求 めて
くるのか 。
委員御 指摘の とお り、約 九百四 十品目 、約一〇 ％のタ リフ ライン のセ
ンシティ ブ品目 とい うのが ござい ます。 その中に は農産 物だ けでは なく
て鉱工業 品も含 めて あるわ けでご ざいま す。そう いった もの を踏ま えな
がらも、 まずは 、総 理が言 われた とおり 、関係国 との協 議を 通じ て 相手
国が何を 我々に 求め てくる のか、 求めて くるもの が何な のか をまず 把握
して、そ の上で 対応 すると いうこ とかと 思ってお ります 。
○山 田俊 男君
片上さ んね、 もう 既に医 薬品や 医療の 扱いや、 それか らＩ ＳＤ条 項の
扱いや 、それ から ＧＭＯ 等安全 安心基 準 の扱い 、これ らに ついて 様々な 、
例えばア メリカ から 対日年 次改革 要望書 で相当な 働きか けが ある、 それ
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から貿易 障壁に 関す る報告 書で注 文が付 いている とか、 様々 なもの があ
るわけで すね。 こう いうこ とにつ いての 判断は一 体どん なふ うにさ れる
んですか 。例え ばＩ ＳＤ条 項につ いては 、オース トラリ アは 今アメ リカ
と交渉し ながら もう 相当反 対して いる、 激烈に反 対して いる という 情報
を得てい るわけ です 。だか ら、こ ういう ことにつ いて判 断基 準がな きゃ
いかぬじ ゃない です か。今 全く白 紙なん ですか。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す。
今委員 御指摘 の幾 つかの ＩＳＤ Ｓ条項 等につい ては 、御 指摘の とおり 、
我々が得 た情報 収集 の中で は、Ｔ ＰＰの 中で、国 を挙げ てい いのか どう
かあれで すけれ ども 、豪州 が強く 反対し ていると 。一方 で、 これま で得
られた情 報の中 で、 ＩＳＤ Ｓ条項 につい ても、ま あ日本 は御 案内の とお
り投資協 定等 、 二国 間のＥ ＰＡで もそう いう条項 ござい ます けれど も、
これまで の九か 国の 議論の 中で、 これま での運用 を踏ま えて 、若干 制約
的ないろ んな条 件を 付けよ うじゃ ないか というよ うな情 報も ござい ます 。
確かに 、御指 摘の とおり 、今ま で、昨 年の十一 月の経 済連 携方針 に基
づく情報 収集で 得ら れた情 報とい うのは 、これま でも御 批判 いただ いて
いるよう に必ず しも 十分な もので はない 点、ただ し、今 後、 まだこ れか
らやるわ けです けれ ども 、総理 の言わ れ た参加に 向けた 関係 国との 交渉 、
その中で はより 厚い 情報が 得られ るので はないか と思っ てお ります 。
そ う い う情報 を踏 まえて 、まさ に関係 省庁とも シェア し、 先ほど 来あ
りました ように 、国 民的な 論議、 そのた めの情報 提供を し、 その上 で判
断してい くのか なと いうふ うに考 えてい る次第で ござい ます 。
○山 田俊 男君
先ほど 石田副 大臣 の方か らもあ りまし たが、閣 議決定 とか みたい なこ
とを考え ておら れる のです かねみ たいな お話もあ りまし たけ れども 、ど
ういう局 面で、 どう いう判 断基準 で判断 していく ことに なる のか。 それ
は閣議の 決定な のか 、それ から総 理の判 断なのか 、場合 によ ったら 、物
すごい国 民的論 議と いった ら、行 き着く 先は、こ れはも う選 挙やっ たら
どうです かみた いな ことに もなり かねな いことで ありま すけ れども 。
どうい う考え 方を まとめ て、そ してど ういう対 処方針 を作 って、 どう
いう基準 を定め て、 それは 関係者 との間 でどうい うやり 取り をして 、そ
してまと めてい くこ とにな るんで すかね 。私はそ の辺が もう 皆目見 当付
かない。 今まだ 協議 にも入 ってい ないし 何するわ けでも ない なんと いう
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話をして います けれ ども、 そうじ ゃない でしょう 。アメ リカ からは ＵＳ
ＴＲのも う次席 代表 が来た り代表 補が来 たり、議 論がな され ている わけ
じゃない ですか 。何 も話し ていま せん、 個別の課 題、Ｔ ＰＰ の課題 にな
る分野の ことに つい て何も 話して いない というわ けじゃ ない でしょ う。
だから 、一体 そう いうこ とごと につい てどこで どんな 、最 終的に 情報
を得た上 で閣議 決定 するの かもし れませ んよ、対 処方針 作る のかも しれ
ませんよ 。しか し、 そこへ 行き着 くまで の間の議 論をど こか でちゃ んと
やってお かない と前 へ進み ようが ないじ ゃないで すか。 別に 進まな いと
いう判断 をして いる ならそ れはそ れでい いんです けれど も、 進まな いと
いう判断 をする にし たって ここは 納得で きないと いう基 準が 必要じ ゃな
いですか 。それ 、大 臣、大 臣の胸 に、私 の胸にし まって あり ます と いう
だけでは これは 完全 に置い てきぼ りにな っちゃい ますよ 、これ外 されて 。
そう心配 します よ。 大臣が 外され るとい うことは 、全国 の農 林水産 業者
の思い全 部外さ れる という ことな んです よ。
その基 準は一 体ど んなふ うにお 考えに なってお られる のか 、一体 どう
いう局面 でどん な判 断され るのか 、お聞 きしたい ですね 。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
私は、 何遍も 言い ますけ れども 、交渉 参加に向 けて関 係各 国と協 議を
するとい うこと なん ですよ 。それ は交渉 参加とい うこと じゃ ないん です
よ。です から、 相手 国が、 関係九 か国が どういう ふうに 日本 に対し て求
めるかと いうふ うな ことを しっか りとと らえなけ れば判 断も 何もで きな
い。そう いうと きに 、私た ちは最 初から こうです よと言 うよ うなこ とは
決してプ ラスと いう ふうな ことに もなら ない面が あるん じゃ ないで すか
と。だか ら、最 終的 には当 然そう いう相 手国が何 を求め てい るかと いう
ふうなこ との中 で決 定をす るわけ であり ますから 、また 、そ の決定 の方
法は閣議 におい て決 定をす るかど うかと いう、そ ういう 態度 はまだ 不明
でござい ますけ れど も。
だから 、少な くと も相手 国が何 を考え ているか という よう なこと をと
らえてい かない と、 判断も 、正確 なる判 断もでき ないし 、そ してま た、
そういう ふうな 何を 求めて いるか という ことを国 民の人 にも きちっ と説
明をして 、でき る限 り、そ してそ ういう 中で議論 をして いた だくと いう
ふうなこ とも、 これ は当然 のこと ながら この議会 でも議 論に なるで しょ
うし、そ ういう もの も参考 にして いくと いうふう なこと にな るわけ であ
りますか ら、私 はそ ういう ふうな 認識を 持ってや ってい くと いうふ うな
ことは当 然、当た り前の ことで はない か なと、こう思 って いるわ けです 。
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ですから 、私ど もが 何もな いまま という ふうなこ とでは ない わけで あり
ます。
少なく とも、 しか し、今 ア メリ カとの 話が出ま したけ れど も、今 日ま
での構造 協議等 々で いろん な議論 になっ たものは 、何と かさ ん、何 とか
さんとい う方が 来た 段階で いろい ろ話が あるいは なされ てい るかも しれ
ません。 しかし 、現 実、ア メリカ は今パ ブコメを やって いる わけで す。
そうする と、そ うい う中で アメリ カはそ の結果を 得てこ うい うふう なこ
とですよ という ふう なこと を出さ れるん じゃない かとい うこ とも想 定さ
れるわけ であり ます から、 そうい う状況 の中で相 手国が 何を 求める かと
いうふう なこと をし っかり ととら えてい くという ふうな こと がまず 先で
はないか と、こ うい う考え 方 であ ります 。
○山 田俊 男君
片上さ ん、マ ラン ティス ＵＳＴ Ｒ次席 代表、そ れから カト ラーＵ ＳＴ
Ｒ代表補 が来日 して いるわ けです ね。一 体どうい う話が あっ たんで すか 、
また、誰 と会っ たの ですか 、聞か せてく ださい。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す。
マラン ティス 米次 席通商 代表、 これは ＡＰＥＣ の首脳 会談 の翌週 、十
七日前後 に訪日 いた しまし た。
済みま せん、 誰と 会った かはち ょっと ……（発 言する 者あ り）申 し訳
ございま せん。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
カトラ ー米国 通商 代表部 代表補 と、実 は内閣府 の大串 政 務 官が十 四日
の日に会 いまし て、 大串政 務官か ら十二 月十三日 の、先 ほど 私御答 弁い
たしまし たＴＰ Ｐ交 渉参加 に向け た関係 国との協 議に入 る、 それを お話
しをさせ ていた だい て、そ して省 庁の横 断的な体 制を構 築す るとい うこ
とでこち ら側の 説明 をさせ ていた だいて 、そして 一層の 説明 とか情 報提
供に取り 組むた めに 必要な 情報を 提供す るように 依頼を させ ていた だい
たわけで ござい ます 。
これに 対して カト ラー代 表補か らは、 省庁横断 型の体 制を 構築さ れた
ものは良 いアプ ロー チであ る、情 報提供 について 更に何 がで きるか を帰
国後検討 したい 、そ の旨を 述べた という ふうなこ とを大 串政 務官か ら聞
いておる わけで ござ いまし て、先 ほど来 、鹿野大 臣も答 弁い たして おる
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ように、 このＴ ＰＰ につい ては二 十一分 野、多岐 にわた って おるわ けで
ありまし て、非 常に 関係国 といろ いろ情 報を、そ れぞれ の国 がそれ ぞれ
のいろん な問題 を抱 えてい るわけ であり まして、 それぞ れの 国から 様々
な情報を 的確に つか んでそ れを我 が国の 国益に合 うよう に判 断をす る、
これが私 どもの 責め 、責任 である という ふうに思 ってお りま す。
○山 田俊 男君
品目の 話出な かっ たんで すか。 例えば 牛肉であ るとか 自動 車であ ると
か郵政や 保険で ある とかと いう話 ですが 、いかが ですか 。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え させて いた だきま す。
マラン ティス 米次 席通商 代表が 来られ たときに 、もち ろん これは 米中
通商協議 、その 途次 に日本 に立ち 寄った ものでご ざいま すが 、その 際に
は郵政、 牛肉、 自動 車、そ ういっ た二国 間の懸案 事項と して 取り上 げら
れて説明 があっ たと 承知し ていま す。カ トラー代 表補に つき まして は、
私ども外 務省の 局長 と会っ たとき には牛 肉の話が 出て、 私ど もの方 から
は現在の 国内の 手続 、それ を説明 したと いうこと でござ いま す。あ と、
私どもが 報道で 把握 してい る限り 、 経産 の局長に 会った とき に、自 動車
問題とい うもの がや はりア メリカ の中で あるので 何らか の解 決を今 後二
国間で話 をして いか なきゃ いけな いのか なという ような 話が 出たと 承知
していま す。
ただ、 先ほど ござ いまし たとお り、ア メリカは まさに 今、 現在そ のＴ
ＰＰに関 して言 えば 、利害 関係者 とか議 会関係者 との協 議、 あるい はパ
ブリック コメン トの 締切り は一月 十三日 と、こう いう中 で取 りまと めを
行ってい るもの です から、 アメリ カ側か らそのＴ ＰＰに 関連 して何 かの
要請があ ったと かそ ういう 話では なくて 、あくま でもこ れま での二 国間
の懸案事 項につ いて 意見交 換が行 われた というの が位置 付け でござ いま
す。
○山 田俊 男君
どうも 、片上 さん 、やは り二国 間の懸 案事項に ついて 話し 合われ たと
いうふう におっ しゃ ってい るんだ けど、 その二国 間の課 題、 これは もう
ＴＰＰと は関係 ない んです か。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
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お答え 申し上 げま す。
ＴＰＰ 参加に 向け ての米 国との 協議の 中でアメ リカ側 が何 を言っ てく
るか、こ れは先 ほど も申し 上げま したよ うに、ア メリカ は今 、現在 国内
の調整を 行って いる 段階で 、まだ そうい う意味で は具体 的な 要請は 何一
つ来てい ません 。
他方、 その先 ほど 申し 上 げた案 件とい うのはこ れまで も日 米間の 二国
間案件と して協 議、 意見交 換した 案件で ございま すので 、そ ういう コン
テクスト で話が 出て 意見交 換が行 われた というふ うに承 知し ており ます 。
○山 田俊 男君
オース トラリ アと かニュ ージー ランド の情報を 新聞そ の他 で見さ して
もらうと 、それ ぞれ の国民 の中に 非常な 不満が高 まって いる という 情報
が見て取 れるん です よ。そ れは何 かとい ったら、 要はＴ ＰＰ の九か 国、
それから Ｐ４に 入っ ておら れたニ ュージ ーランド ですら 、一 体、こ の交
渉の中で 情報が 入っ てこな いとい う中で 、結局は 透明性 の確 保とい うの
が 最大の 課題に なっ ている わけ 。どう も、例えばマ ルチで 交渉 したっ て、
それから 二国間 で交 渉した って、 そのこ とが表に 出ると 他国 とのや り取
りに影響 を与え る、 それか らさら には、 九か国以 外の国 々と もそれ ぞれ
いろんな かかわ りが あるわ けです から、 そうした 国々に 対し ても貿 易上
の、また 通商上 の影 響を与 えると いうこ とから、 ややも する と秘密 交渉
でなきゃ いかぬ とい うこと にどう もなっ てしまっ ている んじ ゃない かと
いうこと を指摘 され ている わけで すが、 実態はど うなん です か。韓 米Ｆ
ＴＡにし てから が、 情報が 出たの は、そ れこそも う国会 批准 の直前 ぐら
いになっ て、い や、 実はＩ ＳＤ条 項があ りまして 、これ は大 変な内 容で
すよとい うこと がわ っと知 れ渡っ たり、 医療やそ れから 国民 皆保険 、保
険制度の ことに つい ても情 報が出 たりし たわけで しょう 。
どうも 、国民 的論 議を経 てそし て判断 していく という 、そ こへ行 き着
く前に、 ないし はそ こへ情 報が十 分出な いまま物 事が進 んで しまう とい
うことに なって いる んじゃ ないで すか、 なるんじ ゃない です か。そ の点
について はいか がで すか。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す。
私ども 、今ま でい わゆる 情報収 集、今 回の参加 に向け た交 渉、 関 係国
との交渉 じゃな くて その前 の段階 の情報 収集の中 で感じ てい ますの は、
委員御指 摘のと おり 、非常 に情報 管理が 関係国の 間では 徹底 してい ると
山田の国会報告
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いうのは 事実で ござ います 。
他方、 これか ら私 どもが 、先ほ ど申し 上げまし たよう に、 総理の お考
えを受け て、今後 その関 係国と 参加に 向 けた協議 、こ れを 行う過 程では 、
ここから はまだ 何も 、まだ これか らの話 でござい ますの で推 測も混 じり
ますけれ ども、 当然 のこと ながら 相手国 は現在の ＴＰＰ 交渉 のテキ スト
を踏まえ つつ、 例え ば日本 はこれ はでき るんでし ょうか 、こ こは大 丈夫
なんでし ょうか とい う形で の情 報 は多分 、多分で す、入 手で きる、 今ま
で以上に は入手 でき るんじ ゃない かと。
あと、 センシ ティ ブな話 として 、どこ からその 情報を 入手 したか とい
うのは、 先ほど 申し 上げま したよ うに関 係国の間 で結構 厳し い情報 コン
トロール があり ます ので、 どこか ら得た 情報かと いうの が分 かるよ うな
形での開 示とい うの はでき ません けれど も、幸い なこと にマ ルチの 協議
ですので 、それ ぞれ の関係 国から 得た情 報をきち っと整 理し 直して 、ど
の国から 出たと いう 話が分 からな い形で 整理して きちっ と示 す、そ の上
で国民的 な論議 を行 ってい ただく 、こ う いうこと ができ るの ではな いか 、
あるいは しなき ゃい けない んじゃ ないか というふ うに考 えて いる次 第で
ございま す。
○山 田俊 男君
秘密交 渉して 、ま た秘密 交渉に なっち ゃって、 それで 結局 はもう 追認
させられ るだけ だと いうこ とに決 してな らないよ うに、 石田 副大臣 、事
務局体制 の要と して 仕事さ れるわ けです から、そ の点、 もう 注意に 注意
を重ねて やって もら わなき ゃいか ぬと。
それで 、これ は皆 さんに お願い する話 では決し てない わけ で、委 員長
に是非意 思反映 して もらい たいよ うにお 願いする んです が、 ＴＰＰ 問題
に対する 特別委 員会 の設置 、これ はどう しても必 要だと いう ふうに 思う
んですよ ね。是 非、 委員長 、よろ しく計 らっても らいた いと 、こん なふ
うに思い ます。
さて、 マレー シア のナジ ブ首相 が、日 本の参加 で交渉 を遅 らせる こと
は許され ない、 既に 合意さ れた事 項につ いて再交 渉はあ り得 ないと いう
ふうに発 言され てい るやに 伝えら れてお ります。 また、 交渉 に参加 して
いる九か 国は新 規参 加国に 対して 、これ は日本、 カナダ 、メ キシコ です
かね、希 望して いる 参加国 に対し て、現 在の交渉 参加国 が既 に合意 した
事項はそ のまま 受け 入れる 、現在 の交渉 参加国で 設定し た野 心の水 準を
下げない 、そし て交 渉を遅 らせな い、以 上三つの 条件を 満た すこと を求
めている という ふう に聞い ており ます。
山田の国会報告
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一体、 こうし た中 で、今 後我が 国がど ういう形 で協議 を続 けるか 、ど
う対応す るのか 、そ して徹 底した 情報開 示が必要 だとい うふ うに思 うん
ですが、 片上さ ん、 この情 報は当 然のこ ともう聞 いてお られ るとい うふ
うに思い ますけ れど 、これ らにつ いてど んなふう に対処 する と、ど んな
ふうに考 えてお られ るか、 お聞き します 。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す。
今委員 の言わ れた ような 様々な 、合意 したもの は受け 入れ なきゃ いか
ぬ、遅ら しちゃ いか ぬ、ハ イレベ ルだと いう話の 報道は 十分 承知し てお
ります。
ただ、 私ども がこ れまで 得た情 報の中 で、そう いった 新規 参加国 、希
望国です か、対 する ルール 、そう いう形 でのルー ルが合 意さ れてい ると
いう話は 聞いて おり ません 。その 点につ いては、 まさに 先ほ ど来申 し上
げている 、これ から 行うで あろう 交渉参 加に向け た協議 の中 で彼ら が何
を求めて くるの かと いう中 で明ら かにな って、そ れを踏 まえ て、先 ほど
の国民的 な論議 を踏 まえて 、そう いった ものに対 してど う対 応して いく
か、そう いう形 の意 思決定 を行っ ていく プロセス になる のか なとい うふ
うに思っ ていま す。
情報収 集の過 程で 、繰り 返しま すけれ ども、確 かに報 道で 幾つか 流れ
ています 。ただ 、今 の時点 で私ど もの方 で得てい る情報 は、 そうい う形
で何かル ールが でき たとい うこと はまだ 承知して いない のが 現状で ござ
います。
○山 田俊 男君
石田副 大臣、 是非 、覚悟 という か情報 をきちっ と出し てい く決意 、そ
れをもう 一回お っし ゃって くださ い。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
先ほど 来申し 上げ て おり ますよ うに、 各国が我 が国に 求め るもの につ
いて更な る情報 収集 に努め 、そし てそう いう情報 収集の 下に やはり 国民
的な議論 を経た 上で 、あく までも これは 国益であ ります から 、国益 の上
にのっと ってＴ ＰＰ の適切 な結論 を出し ていくと いうこ とが 私ども に与
えられた 責任だ とい うふう に思っ ており ます。
○山 田俊 男君
山田の国会報告
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片上さ ん、教 えて もらい たいん ですが 、コンプ リヘン シブ という 英語
はどうい う訳な のか 、これ 聞きた いんで すよ。
という のは、 野田 総理は オバマ 大統領 との首脳 会談で 、全 ての物 品と
サービス を貿易 自由 化のテ ーブル にのせ るという ふうに 発言 された とホ
ームペー ジに載 って いるわ け。片 上さん 、あなた が抗議 され たとい う話
は聞いて います けれ ども、 ただ、 ホーム ページ直 してく れな かった 、ア
メリカは 。だか ら、 もう世 界中に それは 知れ渡っ ている わけ よ。一 体、
こういう 中で、 コン プリヘ ンシブ という 英語は、 これは どう 訳すん です
かね。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
お答え 申し上 げま す、二 点。
コンプ リヘン シブ 、通 常であ れば包 括 的という ことに なる と思い ます 。
それから 、先ほ どの ホワイ トハウ スの話 でござい ますけ れど も、リ ード
アウトで ござい ます けれど も、総 理はそ う いう言 い方を して いない とい
うことは アメリ カも 認め、 アメリ カもホ ワイトハ ウスの 記者 会見で かか
る旨はき ちっと 答え ている と。そ れから 、確かに 、訂正 は彼 らの解 釈だ
からしな いとい う立 場、アメリ カ側は そ ういう立 場です けれ ども 、他方 、
我々の方 も官邸 、外 務省の ホーム ページ で総理の 首脳会 談に おける 発言
について は英文 も含 めてき ちっと 発信は している のが現 状で ござい ます 。
○山 田俊 男君
ホワイ トハウ スの ホーム ページ にコン プリヘン シブと いう 言葉は あっ
たですか ね。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
済みま せん、 お時 間取ら せまし て。
コンプ リヘン シブ という 言葉は ござい ません。
○山 田俊 男君
これは 分野が 広い とか、 分野が 多くて 広いとか 、それ とも 全体的 とい
うことで すかね 。そ れとも 、今ホ ームペ ージには ないと いう ふうに おっ
しゃるか らあれ なん だけど 、全て の物品 とサービ スとい う類 いのこ とも
含んだ言 葉なん です かね、 コンプ リヘン シブとい うのは 、そ して包 括的
という言 葉は。 どう ですか 。

山田の国会報告

‐16‐

参議院農林水産委員会／2011 年 12 月 16 日

○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
コンプ リヘン シブ という 言葉は 、委員 恐らく御 覧にな って 御質問 いた
だいてい るんだ と思 うんで すが、 ＡＰＥ Ｃ首脳会 議の際 に行 われた 九か
国 首 脳 会 議、そ の中 の大枠 の輪郭 に合意 したとい う発表 の英 文の中 でた
しか使わ れてい ると 思いま す。そ の意味 するとこ ろ、恐 縮で ござい ます
が、どこ まで、 全く 例外な いとい う言葉 と等しい のか、 それ とも違 うの
か、その 辺のと ころ は実は 、申し 訳ござ いません が、正 直言 って現 段階
で私ども の方で は分 かりか ねてい ます。
○山 田俊 男君
私これ 見付け たん ですけ ど、二〇〇 七 年のＵＳ ＴＲの 声明 なんで すが 、
韓国と米 国との ＦＴ Ａにつ いての 当時署 名なされ たとき の文 書に、 最初
に出てく るんで す、 コンプ リヘン シブっ てね。そ して、 中身 は、コ ンプ
リヘンシ ブ・ト レ ー ド・ア グリー メント と言って いるん です 。要は 、こ
れは包括 的な合 意と いうふ うに訳 してい いんです か。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
恐らく 私ども の方 でも包 括的と いう言 葉を使う と思い ます 。
○山 田俊 男君
ところ で、十 二月 五日の 日に米 国の六 十三の農 業団体 など が、日 本が
ＴＰＰ交 渉に参 加で きるよ うカー クＵＳ ＴＲ代表 に書簡 を出 してい るん
です。私 も今年 の九 月にア メリカ の有力 な農業団 体に相 当数 お会い して
きました が、そ の場 合、ま あ日本 が入る というこ とにつ いて は、ま あ余
り歓迎し ないな と、 こうい う印象 なんで すよ。だ けれど 、入 るとい うふ
うに日本 自身が 決め たら後 は歓迎 します よという 言いぶ りだ ったか なと
いうふう に受け 止め てきま した。
それで 、要は 、彼 らは日 本が交 渉に参 加し得る か否か を決 する前 に取
り組むべ き重要 な課 題はと 。そこ でコン プリヘン シブと いう 言葉を 使っ
ているん です。 ＴＰ Ｐはコ ンプリ ヘンシ ブな合意 でなけ れば ならな いと
いうこと を日本 が受 け入れ るか否 かであ るという ふうに 言っ ている んで
す。これ 、文書 、見 ておら れませ んかね 、ＵＳＴ Ｒのカ ーク 代表に 出し
た書簡の 中に書 いて います 。これ はどう いう意味 ですか ね。 包括的 な合
意でなき ゃいか ぬと 言っ て いる、 ただ単 なるそう いうだ けの 意味で すか
ね。
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○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
恐縮で ござい ます 。私ど もその 文書は 見ていま せんが 、し たがっ て、
一般論で お答え せざ るを得 ないん ですが 、コンプ リヘン シブ と言っ たと
きに恐ら く、例 えば 、昔で あれば ＦＴＡ 、関税交 渉が中 心の 二国間 取決
めだった と、そ れを ＥＰＡ に持っ てきた ときに包 括的な 取決 めだと いう
使い方も ありま すし 、ある いはそ の使い 方の、あ るいは その 書いた 人の
意図する ところ で基 本的に は一切 例外は ないとい う意味 なん だとい うふ
うな意味 に使わ れる 場合も 否定は できな いと思い ます。 した がって 、ち
ょっとそ こは使 われ たコン テクス トによ って若干 異なる のか 、お答 えに
なってい なくて 申し 訳ない です。
それと もう一 つは 、アメ リカの 方はも ちろん、 委員御 案内 のとお り、
いろんな 団体が いろ んなレ ターを 出して いろんな 要求を 出し ている のが
現状でご ざいま すが 、先ほ ど申し 上げま したよう に、ア メリ カ政府 とし
て日本に 対して 今回 のＴＰ Ｐの参 加に向 けた協議 の中で 何を 求めて くる
かという のはこ れか らのこ とでご ざいま す。
○山 田俊 男君
まあ、 自分か ら言 うのも あれで すが、 私はもう 徹底し たか たくな なま
でのＴＰ Ｐ交渉 参加 反対の 論者で あると 自分で自 認して いる つもり であ
りますか ら、こ れ以 上この 次の質 問をす るのはな かなか はば かられ るわ
けですが 、だけ ど、 ちょっ と言わ せても らいます と、実 は、 このコ ンプ
リヘンシ ブとい う用 語につ いては 、米韓 ＦＴＡに おいて 韓国 が米を 除外
している にもか かわ らずこ の言葉 は使っ ているわ け。と する と、こ のコ
ンプリヘ ンシブ な合 意とい うのは 、必ず しも全て の物品 の自 由化を 意味
していな いとい うふ うにと らえら れるん じゃない かと考 えら れるわ けね 。
六十三 の農業 団体 がそう いう形 で日本 に対して もコン プリ ヘンシ ブな
合意でな ければ なら な いと いうふ うに、 こう言っ てきて 、そ れを日 本が
受け入れ るかど うか 、こう いうと きのこ の言葉の 意味を しっ かりや っぱ
りといい ますか 、言 葉だけ の話じ ゃなく て、それ は対米 関係 の中で 、一
体、この 言葉を 使う 意味な りこの 言葉を 使う背景 なり、 それ から事 態を
よく理解 しなき ゃい かぬの ですよ 。
しかし 、それ にし ても、 これは どう受 け止めれ ばいい です か。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
直接お 答えで きる かどう か自信 ござい ませんが 、関税 、関 税交渉 とい
うことに ついて 申し 上げる と、私 ども、 今ＴＰＰ の中で 行わ れてい るこ
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とという のはこ うい うこと だとい うふう にほかの 場でも お答 え申し 上げ
ておりま す。す なわ ち、Ｔ ＰＰ協 定につ いては、 基本的 に全 ての関 税を
十年以内 に撤廃 する ことが 原則に なると されてい るが、 最終 的に、 即時
撤廃がど の程度 にな るか、 段階的 にどの ぐらいの 時間を 掛け て撤廃 する
のか、ま た関税 撤廃 の例外 がどの 程度認 められる か等に つい ては現 時点
では明ら かでな いと 。
それが 恐らく 現状 だと思 います ので、 そのコン プリヘ ンシ ブとい う言
葉が今後 そのＴ ＰＰ 交渉国 の中で 使われ るとした ら、こ の今 まだ現 時点
で定かで ない部 分が 固まる 過程の 中で意 味がはっ きりし てく るのか なと
い うふう に個人 的に は思い ます。
○山 田俊 男君
先ほど も言い まし たが、 そうい って、 私は米だ け除外 され ればい いな
んという ふうに 全く 思って いませ んから ね。砂糖 や乳製 品や 牛肉や 酪農
品や小麦 、これ はも う重要 な作物 がある わけで、 総理が セン シティ ブな
品目に配 慮しな んと 言った ときに は、間 違いなく 、少な くと もこの 六つ
はちゃん と対象 にな るぞと いうふ うに言 わなきゃ 絶対駄 目だ という ふう
に確信し ている もの であり ますか ら。
ただ、 この交 渉自 体をど んなふ うに受 け止める かとい うこ と、今 、片
上さんの お話で それ なりに 分かり ますけ れども、 そ こを ちゃ んと踏 まえ
て進めて いく、 いや 、国民 的議論 を経て 結論を得 るとき のど ういう 判断
をするに しろ、 そこ を踏ま えて掛 かる必 要がある だろう とい うふう に思
っている もので すか ら、申 し上げ させて いただい たとこ ろで ありま す。
ところ で、豪 州と のＥＰ Ａにつ いて、 これは、 全ての 物品 とサー ビス
を自由化 のテー ブル にのせ るとい うＴＰ Ｐの交渉 に参加 判断 したと 言っ
ておりな がら、 豪州 の交渉 は始ま るわけ ですね。 一体こ の豪 州との ＥＰ
Ａ交渉で 、まあ リク エスト は鉱工 業製品 であるか もしら ぬけ れども 、し
かしオフ ァーや るわ けでし ょう。 オファ ーはどん なふう に考 えてお られ
るんです かね。 これ は、こ れも片 上さん ですかね 。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
事実関 係を申 し上 げます 。
日豪Ｅ ＰＡ交 渉に おいて は、二 〇〇八 年二月、 東京で 行わ れた第 四回
交渉会合 、ここ で物 品市場 アクセ スに関 する双方 のリク エス ト及び オフ
ァーを交 換した とい う経緯 がござ います 。
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○山 田俊 男君
今、片 上さん 、こ こが大 事なん だよ。 二〇〇八 年四月 と言 ったで しょ
う、リク エスト とオ ファー したと いうふ う……（ 発言す る者 あり） 二月
ね。リク エスト とオ ファー の内容 、示さ れていま すか。 農林 水産省 、知
っていま す か。 知っ ている かもし らぬな 。知って なきゃ 、そ んなの 、交
渉になら ないも の。
片上さ んに聞 きま すが、 これ、 知らせ てあるの 。少な くと も私な んか
は知らな いよね 、マ スコミ も知ら ないよ ね。いか がです か。
○政 府参 考人 （片 上慶 一 君）
双方の リクエ スト それか らオフ ァーの 内容とい うのは 、交 渉の内 容に
かかわる という こと 、かつ 交渉相 手国で ある豪州 との関 係、 それも あり
ますので 公表し てお りませ んので 、その 内容につ いては 申し 上げら れな
いという ことで ござ います 。
○山 田俊 男君
ようや くここ でこ こにた どり着 いた。 言うなれ ば、Ｔ Ｐ Ｐ の交渉 、大
臣、みん なそう なっ ちゃう んだよ 。結局 、アメリ カとの 間の 話、そ れか
ら各国と の話、 それ からみ んなの 国との マルチの 交渉に して からが 、結
局、多分 、今の 言葉 の、片 上さん が悪い と言って いるわ けじ ゃない けれ
ども、今 の言葉 の繰 り返し になっ ちゃう んですよ 。それ で一 体、い つ何
どき、ど んな形 で、 大臣、 ちゃん と判断 できるん ですか 。そ れを申 し上
げている んです 、大 臣に。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
外交案 件であ りま すから 、当然 、その 全て、全 部情報 を開 示でき ない
点もあり ますけ れど も、根 本的な そうい う考え方 という ふう なもの を き
ちっと把 握した もの は、も うこれ は国民 の人たち にきち っと 提示す ると
いうふう なこと が一 番の大 事なこ とであ りまして 、まさ しく 国益と いう
ふうな、 そうい う問 題がい ろいろ 出てい ますけれ ども、 隠し 通すと いう
ようなこ とは国 益を 損ねる ことに なりま すから、 これは きち っとこ の情
報を開示 すると いう ふうな ことの 重要性 をやっぱ り改め て私 どもは 認識
をすると いうこ とが 大事な ことだ と思い ます。
特に、 先ほど 山田 委員が 触れら れたと おりに、 米韓の 問題 で、実 は合
意した後 に新た な事 実が出 てきた という ような、 そうい う報 道もな され
ておるわ けであ りま すけれ ども、 そうい うことは 私はな いよ うにし なけ
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ればなら ない。 でき るだけ 、当然 のこと ながら情 報を開 示す ること によ
ってこの 判断と いう ふうな ものが なされ ていくも のと、 そう いう認 識に
立つとこ ろでご ざい ます。
○山 田俊 男君
だから こそ今 の段 階で、 今、今 の段階 で我々の 判断基 準、 大臣の 判断
基準とい うのを 、大 臣の腹 には持 ってい ますよと いうこ とじ ゃなく て、
それこそ 国民的 な議 論の中 で判断 基準を 定めてお かなき ゃい かぬの です
よ。それ じゃな かっ たら最 後にな っちゃ うんです 、交渉 の結 果とし て。
だって 、考え てご らんな さい。 オース ト ラリア は、Ｔ ＰＰ に入っ て、
今後、十 一か国 なの か十二 か国な のかで 交渉する メンバ ーの 有力な 交渉
国ですよ 。そし て、 やって いった ときに 、日本は どうも ＥＰ Ａでオ ース
トラリア に対し てこ れを要 求して いると 。だって 国会決 議も ありま すか
らね、ち ゃんと 小麦 と酪農 製品と 牛肉、 砂糖、こ れは絶 対除 外だよ と、
こんなこ とを交 渉す るんだ ったら もう出 てこいと いう我 々の 決議が ある
わけだか ら。そ うい う中で 交渉し ていく ときに、 いや、 実は オファ ーは
こういう 形でや って います よ、オ ースト ラリアか らもこ う来 て、オ ース
トラリア から来 るの は心配 ないけ れども 、 こちら からこ んな オファ ーや
っていま すよみ たい な話を 表に出 してア メリカが どう受 け止 めるか 、ニ
ュージー ランド がど う受け 止める か、カ ナダがど う受け 止め るかみ たい
なことを 考えち ゃっ たら、 これは もう交 渉になり はせぬ ので すよ。 だか
らこそ、 だから こそ 、まさ に外交 交渉な んです。
とする と、や っぱ り外交 交渉に 臨むに 当たって 、きち っと 我々の 判断
基準を持 ってい かな きゃい かぬの ですよ 。大臣お っしゃ った じゃな いで
すか、さ っき、 横山 公明党 の委員 の質問 に対して 。多様 な農 業の共 存と
いうこと も、ち ゃん とＴＰ Ｐの交 渉の中 で、情報 を得る 交渉 の 中で 、各
国との協 議の中 でそ れを言 ってい かなき ゃいかぬ ことも 出て くると 思う
というふ うにお っし ゃった んじゃ ないで すか。大 臣ね、 少な くとも そう
いう観点 での立 脚点 がない と、こ れはも うぐずぐ ずにな っち ゃう。 ぐず
ぐずとい う言葉 はい い言葉 ですね 、ぐず ぐずにな っちゃ うよ 。これ は大
臣、よっ ぽど心 しな きゃい かぬわ け。こ んな、こ んな交 渉参 加、こ んな
入り方な んかあ り得 ません よ。
まして や、ア メリ カには 交渉参 加と言 っておい て、そ うし て国内 は、
大臣おっ しゃっ てい るよう に、ま さに情 報を得て 国民的 議論 をやっ て、
あとは結 論を得 るっ て言っ て いる んだか ら。完全 に、ど う考 えても 、余
り使いた くない 言葉 ですが 、私に は似つ かわしく ないも ので すから 、言
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いますけ れども 、二 枚舌じ ゃない ですか 。そうで しょう 、そ れだと 。だ
から、今 決めな きゃ いかぬ 、一枚 にしろ なんて言 わない けれ ども、 外交
交渉だか ら、いろ いろあ って もいい とい うふうに 思う。だ けれど も、我々
の主張の 基はこ れな んだと いうふ うには っきりし ないと 駄目 ですね 。
大臣、 もう一 度お 聞きし ます。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
まず冒 頭に申 し上 げます けれど も、各 国の何を 求めて いる かとい うふ
うなこと をきち っと 把握を して 、 そして それを情 報開示 をし て、そ して
国民的議 論の中 で判 断して いくと いうこ とは、私 だけが 言っ ている んじ
ゃなしに 総理自 身も 、今、 石田副 大臣も 外務省も 言って いる と、こ うい
うことで ありま すの で、そこは 明確に 申 させてい ただき たい と思い ます 。
それか ら、基 本的 に我が 国は二 〇二〇 年までに ＦＴＡ ＡＰ 、自由 貿易
圏を構築 してい きた い、こ ういう ふうな ことはも う既に 決め ている わけ
ですよ。 そうい う中 で、道 筋がい ろいろ あります ねとい うふ うなこ とか
ら、まあ ＴＰＰ は現 実的に も交渉 なされ ているか らそこ に一 つの参 加を
していく という よう な考え 方を持 って、 そして二 〇二〇 年に 向けて いく
というこ とも一 つの 考え方 ではな いかと いうよう なこと から 、野田 総理
が交渉参 加に向 けて 各国と 協議に 入りま すと、こ ういう ふう なこと であ
りますか ら、で すか ら、当 然そう いうふ うな中で 情報を 把握 すると いう
ことがこ れが前 提で ありま すので 、当然 、私ども も先ほ ど言 ったよ うに
そういう 考え方 を持 ってお ります けれど も、しか し外交 とい うふう なも
のは私の 思うと おり になる なんと いうふ うなこと はこれ はな いわけ であ
りますか ら、当 然の ことな がら交 渉によ って、妥 協によ って いろん な考
え方がな されて いく と。そ れは、 当然情 報を受け たもの を開 示して 、国
民がどう いう考 え方 に立つ かとい うこと も当然判 断材料 にし ていく わけ
でありま すから 、私 自身が 今全て 基準を 出した方 がいい とい うよう なこ
とは必ず しもこ のま だ交渉 にも入 ってな い段階で 国益上 プラ スにな るも
のとは思 いませ んと いう私 の認識 を率直 に申し上 げさせ てい ただく わけ
でありま す。
○山 田俊 男君
今大臣 、率直 にお っしゃ ってい ただい て、実は 、我が 国は ＦＴＡ ＡＰ
について そこへ 進め るとい う方向 で議論 をしてい るんだ と。 まあＦ ＴＡ
ＡＰまで 行かな いに しても 、ＡＳ ＥＡＮ プラス３ とか、 ＡＳ ＥＡ Ｎ プラ
ス６とか いう議 論も 含めて 、アジ アとの 連携をど うする かと いうこ とが
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大きな課 題であ るこ とは間 違いな いんで すよ。だ って、 経済 成長が 一番
著しいわ けだか ら、 そうい う経済 成長を 取り込む 。まし てや 、アジ アの
一員とし てアジ アの 国々と ともに 連携し て発展す る。そ して 、ウイ ン・
ウインと の関係 をア ジアの 中で築 いてい く。中国 との対 応は そうは 言っ
たってな かなか 難し いよと いうこ とはあ るかもし れませ んけ れども 、し
かし包括 的に、 それ こそ包 括的に 様々な 対応はあ り得る わけ 。そし て、
アジアの 国々と の間 にもは や二国 間のＥ ＰＡ、そ れから ＡＳ ＥＡ Ｎ との
ＥＰＡ、 しっか りそ れなり にでき ている わけ。
そこは 、原則 はみ んな各 国の多 様な農 業の共存 ですよ 。農 林水産 大臣
がきちっ と言う べき なのは 、基準 として 腹に持つ べきな のは それじ ゃな
いですか 。私は 、一 つ一つ の品目 につい て今言っ ちゃっ て、 あれが 基準
だ、これ が基準 だ、 これは 関割り だ、こ れは除外 だ、こ れは 何年か の経
過措置だ みたい なよ うな腹 を持て なんて いうふう には言 いま せん。 それ
は交渉の 中で進 めて いくこ とにな るわけ ですから 、しか し、 少なく とも
我が国の 農業の あり ようも 踏まえ た各国 の多様な 農業の 共存 を基本 にし
ていくん だとい うこ とは、 これは 重大な かつ大事 な国際 協議 の基本 姿勢
ですよ。 これす ら大 臣、Ｔ ＰＰに 臨むに 当たって おっし ゃっ ておら れな
いんです よ。大 臣一 言もお っしゃ ってお られない んです よ、 今まで 。そ
うですよ ね。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
重ねて 申し上 げま すけれ ども、 まだ交 渉参加し てない んで すよ。 交渉
参加して ないん です 。ここ は新た に、山 田委員、 ちゃん と認 識して くだ
さいよ。
交渉参 加して ない 。いろ んな議 論を踏 まえて、 交渉参 加し てない んで
すよ。交 渉参加 に向 けて各 国と協 議する という段 階です よ。 そうい う中
で、先ほ ど言わ れる とおり に 、こ のＡＳ ＥＡＮプ ラス３ とか ＡＳＥ ＡＮ
プラス６ とかと いう 、そう いうふ うなこ とも大事 ですね とい うこと で、
野田総理 自身も その ことに ついて 言及も している 。そし て、 中国と 韓国
と日本の 間のそ うい うふう なＥＰ Ａも進 めていき たいと いう ことも 言っ
ておる。 それか ら、 日韓と の関係 もＥＰ Ａを進め ましょ うと いうこ とも
積極的に 総理自 身も この姿 勢を示 してお ると。そ ういう よう な状況 であ
るという ことだ けは 、どう ぞ山田 委員自 身も御理 解をい ただ きたい と思
います。
○山 田俊 男君
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大臣、 ＡＳＥ ＡＮ プラス ３、Ａ ＳＥＡ Ｎプラス ６、そ れか ら日韓 も、
それから ほかの 国々 との連 携も進 めよう としてい る、進 めよ うとし てい
るとおっ しゃっ たね 、今。
とする と、Ｔ ＰＰ につい ては、 いや、 進めよう として いる わけで はな
い、何の 判断も して いない 、情報 を得る ために、 ともか く交 渉参加 に向
けて情報 を得る ため の動き してい るだけ だ、こう いうこ との 理解で いい
ですか。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
重ねて 申し上 げま すけれ ども、 二〇二 〇年のＦ ＴＡＡ Ｐに 向けて 自主
的に動い ておる のは このＴ ＰＰと いうふ うなこと 、そう いう 自由貿 易圏
を切り開 いてい く、 築いて いくと いうふ うなこと の中で の選 択肢の 一つ
としてＴ ＰＰが ある んじゃ ないで すかと いうふう なこと から 、これ がど
ういうふ うに今 後展 開して いくか という ことは、 相手国 がど ういう ふう
なことを 日本の 国に 求める かとい うふう なことを きちっ とつ かんで 判断
していか なきゃ なり ません ねとい うこと ですから 、何も 、参 加をす ると
かしない とかと いう ような ことは これか らの判断 である とい うふう なこ
とであり ますが 、一つの 選択肢 として あ りますね という ふう なこと から 、
総理自身 も交渉 参加 に向け ていわ ゆる協 議をして いきま しょ うとい うふ
うなこと を表明 した という ことで ありま す。
○山 田俊 男君
ど うい ういき さつ があっ たかは 分かり ませんが 、しか しア メリカ が受
け止めて いるの は 、そう でしょ うか 。世界 の国々が 受け止 めて いるの は、
日本は交 渉参加 の判 断をし た、全 ての品 目、サー ビスを 自由 化のテ ーブ
ルにのせ る、こ うい う受け 止めで すよ、 だって、 そうで しょ う。そ の中
で、私は 、だか らと いって 交渉に 入れな んて言っ ている わけ じゃな いん
ですよ。 私は、 それ であれ ば、大 臣しっ かりと、 私は違 いま すと、 交渉
に入ると いうこ とじ ゃない 、総理 もそう だ、決し てそう じゃ ないん だと
いうこと をちゃ んと 言って くださ いよ。 いやいや 、あっ ちこ っちで 言っ
て いるよ という こと かもし らぬけ ど、終 わった後 、記者 会見 でも言 って
ください よ。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
内閣総 理大臣 が意 思表明 をされ て最初 の予算委 員会で 、私 は明確 に、
交渉参加 を前提 とし ないと 私は明 確に申 し上げて おると ころ でござ いま
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す。予算 委員会 にお けると ころの テレビ 入りのそ ういう 表明 は、私 自身
が明確に 国民に 対し て示し たこと だと思 っており ます。
○山 田俊 男君
それだ ったら 、そ ういう 形の世 論をき ちっとつ くらな きゃ いかぬ 。
石田副 大臣、 あな たは事 務局体 制の責 任者とし てこの 仕事 をして いく
というと きに、 もう 、 どこ にあな た自身 が足を置 いてい るか という こと
が物すご い重要 だよ 。だっ て、そ れじゃ なかった ら、農 水大 臣がこ こほ
どまでち ゃんと 決意 を語っ ておら れる、 それでそ れは野 田総 理もお っし
ゃってい ること だと いう話 になっ たとき に、世の 中全体 が、 この国 の世
の中全体 が必ず しも 受け止 めてい ないと きに、一 体どう する か。よ ほど
腹固めて 、実は 本当 に協議 、交渉 じゃな くてあく まで情 報を 得るた めの
協議なん だとい うこ とをち ゃんと 言わな きゃ駄目 だよ。
○副 大臣 （石 田勝 之君 ）
先ほど 来、鹿 野農 水大臣 が答弁 されて いるよう に、総 理も はっき りお
っ し ゃ っ ている よう に、参 加を前 提とせ ず、ＴＰ Ｐのこ の協 定交渉 に向
けた協議 を開始 しよ うとい うふう なこと でありま して、 我が 国が、 各国
が我が国 に求め てい るもの がどう いうも のか、そ ういう 更な る情報 収集
をするに はまず はこ の協議 に入る 、そう でなけれ ばほか の関 係各国 から
の情報が 得られ ない わけで ありま すから 、そうい う情報 を得 た上で 、先
ほど来申 し上げ て、 私も何 度も答 えてい るように 、十分 な情 報収集 に努
めて、そ して十 分な 国民的 な議論 を経た 上で、あ くまで も国 益の点 に立
った視点 でこの 問題 につい て私ど もとし ても最終 決断を 出し ていく とい
う ふ う な 、先ほ ど来 委員に お答え してい るとおり でござ いま す。
○山 田俊 男君
大臣、 大臣の こと はよく 分かっ ている 、いろん なこと をよ く分か って
いるつも りであ りま すけれ ども、 事ここ に至って 、そし てア メリカ から
もＵＳＴ Ｒの関 係者 がたく さん来 ます。 それから 、日本 から も民主 党、
与党の代 表も何 人か はもう アメリ カへ行 かれる。 もうど んど んいろ んな
ことがで きてき ます よ、い ろんな ことが ね。
だから 、はっ きり させな きゃい かぬの は、ちゃ んと今 協議 に入る のは
参加を前 提とし ない んだと いうこ とを、 そうおっ しゃる なら そうし なき
ゃいかぬ し、そ れ か ら、実 は交渉 参加に 向けて協 議に入 るん だとい う、
これも曖 昧です よ、 総理が おっし ゃった とおりね 。こん な形 でおっ しゃ
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っている んだ。 みん な曖昧 なまま 、だま されちゃ いかぬ から 、本当 にだ
まされる 可能性 ある から、 後は秘 密交渉 で表へ出 せない 話と してど んど
ん話が進 んじゃ う、 情報は 流れて きませ んみたい な話に なっ たとき 大変
だから、 ここは 大臣 、ちゃ んと参 加を前 提としな いと、 その ための 協議
なんだと 、協議 に入 ったと いうこ となん だとはっ きり言 って くださ い。
そう、そ れを統 一見 解にし てくだ さい。
○国 務大 臣（ 鹿野 道彦 君 ）
私は、 前に予 算委 員会で もその ような こと、申 し上げ たこ とでご ざい
ます。も うこれ 以上 の申し 上げる ことは 声を大き くする だけ でござ いま
して、声 を大き くす ること は迷惑 を掛け ることで ありま すか ら、ま さし
く交渉参 加を前 提と しない と、こ ういう 認識であ るとい うこ とだけ は再
度申させ ていた だき たいと 思いま す。
○山 田俊 男君
石田副 大臣、 鹿野 有力閣 僚がこ こまで おっしゃ ってい るん ですよ 。そ
れは総理 と同じ だと おっし ゃって いるん だから、 そこは 副大 臣も、 参加
を前提と しない と、 参加を 前提と しない 協議なん だとい うこ とをは っき
り確約し てくだ さい 。
○ 副 大臣 （石 田勝 之君 ）
ＴＰＰ 交渉参 加に 向けて の関係 国との 協議に入 ること とし たこと につ
いて、あ くまで も、 先ほど 来申し 上げて いるよう に、国 益の 視点に 立っ
てこのＴ ＰＰの 結論 を得て いくと 、そう いうふう にして いる わけで あり
まして、 予断を 持た ないと いうこ とであ りまして 、この 点に ついて は鹿
野大臣と 私ども の認 識は一 緒だと いうふ うに思っ ており ます 。
○委 員長 （小 川勝 也君 ）
時間で す、時 間で す。時 間です よ。
○山 田俊 男君
もう残 念なが ら、 もう一 言で、 時間が なくなっ ちゃっ た。
要は、 参加を 前提 にした のか、 してい ないか と いうこ とが 大事な んで
ね、ここ 、ちゃ んと 閣僚間 で統一 しても らいたい 、こん なふ うに申 し上
げて私の 質疑を 終わ ります 。
ありが とうご ざい ました 。
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