参議院予算委員会／2012 年 7 月 24 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 対中 農産 物不 正輸 出 疑惑 につ いて
２ ． ＴＰ Ｐ 交 渉 に おけ る 問題
・ 自 動車 分野 の 問 題 を 、農 産物 の聖 域 なき 関税 撤廃 でカ バ ー し よ
うとしているのか
・

論理 の異 な る ＴＰ Ｐと 日 中韓 ＦＴ Ａ の 両 方を 推進 する と い う 総
理 の 認識

○山 田俊 男君
自由民主 党の山 田俊 男であ ります 。同僚 の牧野委 員に引 き続 きまし て 、
まず最初 は、対 中国 米ビジ ネス事 件につ きまして 質疑を 申し 上げさ せて
いただき ます。
民主党の 政権交 代で 、政治 主導の 名の下 に、当時 の農水 省の 事務次 官
の発言を とらえ て辞 任を迫 ったと いうこ とがあり ます。 お手 元の資 料に
もありま す。（ 資料 提示）
結局は、 批判を 封印 して服 従させ たわけ でありま す。そ の新 聞にも あ
りますよ うに、 よく 似たこ とは国 交省に もそれか ら厚生 労働 省にも あっ
たわけで ありま す。 こうし た異常 事態が 政治主導 の犯罪 的な 誤りを 止め
られなか ったん では ないか という ふうに 考えます 。
総理、異 常だと これ 受け止 めませ んか。 政権交代 のとき のそ の事実 で
す。農林 水産省 だけ じゃな くて国 交省も 、それか ら厚生 労働 省にも あっ
た話なん です。 お聞 きしま す。
○内 閣総 理大 臣（ 野田 佳 彦君 ）
ちょっと今 資料 を、今 出てき て、全部読 んでいる という 状況 ではな くて
見出しし かちょ っと 見てい ない状 況であ りますけ れども 、一 般的に 言う
と、政権 交代が あっ たなら ば、そ れまで の政権と 違って 新し い政権 の下
で、政務 三役が 一定 の政策 の方向 性、選 挙で掲げ た政策 等も ありま す、
そ う い う 方向性 を役 所の皆 さんに お示し をして、 それに 従う ように 指導
をする、 指示を する という ことは 、これ は一般的 にある ので はない かと
いうふう に思い ます 。
○山 田俊 男君
結局、ま さにそ うなん です 。政治 主導の 名の下に 極めて 極端 なこと が行
われて 、そし ても う服従 させた という こ とであり ます 。こ のトラ ウマが 、
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私は、農 林水産 省、 省内全 体に広 がって いた。結 局、誰 も反 論しな くな
ったんで す。
そのこと が、政 務三 役の言 いなり になっ て、事業 がそう いう 形で進 ん
でいたと いうふ うに 、私も 見てい てよく 承知しま す。
例えば、 機密文 書に しまし ても、 こ れは 二十万ト ンの輸 出を 前提に し
た需給見 通しを 作る という ことで ありま す。これ まで僅 か百 トンに しか
満たない ような 輸出 しかし ていな かった のに、何 と二十 万ト ンです よ。
その需給 見通し を作 れ、そ の需給 見通し が機密文 書の第 三分 類に該 当す
るという ことな んで す。通 常であ れば、 大体二十 万トン のそ うした 輸出
を行うこ と自身 につ いて官 僚は気 付くは ずです、 とんで もな い話だ と。
政務三役 に言っ てし かるべ きです よ。そ のことが なって いな いから こん
なことに なって いる 。
さらにま た、検 疫な しでこ れを進 めると いうこと を言っ てい るんで す
よ。一体 農林水 産省 は、こ れ検疫 一旦譲 ったら、 後は中 国か ら何要 求さ
れるか分 かりま せん よ。さ らに、 これか らいろん な国々 との 間でＥ ＰＡ
のそれこ そ交渉 が始 まりま す。
中国に対 してこ れだ けの話 を譲っ ている んだった ら日本 はこ れも譲
るべきじ ゃない かと 、間違 いなく そうい うことに なっち ゃう じゃな いで
すか。極 めて大 事な 話なん です。 こうい うことを いとも 簡単 に政務 三役
の言うと おり踏 んで しまっ ている という ことが極 めて問 題な んです 。
どうです か。農 水大 臣、あ なたは 政権交 代時のと きの副 大臣 だった ん
です。こ の辺の 事情 はよく 御存じ です。 率直に申 し上げ てく ださい 。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
お答えさ せてい ただ きます 。
先ほど新 聞の記 事が ござい ました 。あそ こに、当 時の新 任の 政権交 代
後の赤松 大臣が 辞任 を求め たとい う記事 ではなか ったと いう ふうに 思い
ます。
私はその 現場に おり ました からよ く覚え ておりま すけれ ども 、巷間 新
聞紙上等 で、こ れま での発 言から 、農水 の事務次 官につ いて は辞め ろと
いうよう な話さ えあ るので はない かとい うような 話は記 事と しては 出た
ことがご ざいま した 。しか し、実 際に会 ったとき には赤 松大 臣は、 今ま
でのこと はこれ は政 権が違 うとき の話、 これから は一緒 にや りまし ょう
というこ とで手 を差 し伸べ て、そ れ以降 も次官と して務 めて いただ いた
というこ とであ りま すので 、事 実とし て はそのよ うなこ とだ という こと 。
それから 、その こと によっ て役人 の方々 が、役所 の方々 がこ れまで と
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違って自 分たち の考 えを出 さずに 唯々諾 々として 従った かど うかと いう
のは、こ れはも しか すると 私自身 がとら えること ではな くて 、皆様 方を
含めて、 全体の もの として どうい う評価 をされる かとい うこ とだろ うと
いうふう に思っ てお ります 。
○山 田俊 男君
各県で予算 をそ れぞれ 計上し て、そして この事業 に取り 組ん だ県が 出て
きており ます 。 当初 予算で あった り補正 予算であ ったり しな がらや って
います。 これは あく まで農 林水産 省がこ の協議会 ないし はこ の協議 会を
支援する 形でこ の事 業を進 めてい るとい うことを 前提に して 、そし て加
入を決定 したと ころ が多い わけで す。さ らにまた 、稲作 農家 個人で もこ
の取組に 参加し てい る人が おいで になり ます。
ところで 、農水 省の 中間報 告では 、昨年 の七月十 一日に 農林 水産物 等
中国輸出 促進協 議会 、これ がつく られた から、あ とは民 間ベ ースの やり
取りにな るんだ から 農水省 として は取組 から一定 程度手 を引 くとい う形
で整理し ました とい って、 中間報 告に そ の報告が 載って おり ます。
ところが 、七月 の十 一日に 協議会 が設立 された後 、八月 の十 日に、 こ
れは東北 農政局 から 各県に 対して 参加を 促すメー ルが出 てい るわけ であ
ります。 このメ ール の中に 、検疫 条件が 整ってい ない品 目の 出展も でき
る見通し だと、 こう 書いて ある、 間違い なく。一 体、間 違い なく農 林水
産省も検 疫なし でこ の話を 進める んだと いうこと を出し て各 県に参 加を
呼びかけ ている わけ じゃな いです か。
この事実 、確認 して います か。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
既に委員 も文書 を御 覧にな った上 でのこ とだろう という ふう に思っ
ておりま す。
農政局か ら管内 の都 道府県 等に対 しまし て協議会 への案 内を 、募集 を
送ったと いうの はこ れは事 実でご ざいま す。その 中で、 協議 会の定 款で
あります とか御 案内 、会則 及び参 加申込 書を送付 をしつ つ、 それら にか
かわる文 書を協 議会 の文書 として 、この ようなこ とが協 議会 の方で 言わ
れていま すとい うよ うなこ とが幾 つか記 載をされ ており ます 。
その中の 一つの 文書 を、今 関係を すると ころを申 し上げ ます と、検 疫
条件が整 ってい ない 品目の 今後の 輸出取 引につい ては、 通常 通関で きる
よう中国 政府に 働き かけを 行うよ うです というふ うに、 協議 会の方 では
そのよう な こと を言 ってき ており ますと いうよう な形の 文書 として 発出
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をしたと いうこ とは 、これ は私ど もも承 知をして いると ころ でござ いま
す。
しかし、 御指摘 の点 がその ような 形で取 られたの かどう かと いうこ と
について 、しか し私 どもも これか らは民 間のそう した扱 いに ついて しっ
かりとも う少し 分か りやす い形を 取らさ せていた だきた いと 思いま す。
○山 田俊 男君
少なくと も農林 水産 省が一 緒にな って推 進してい たとい うこ とは間
違いない わけで あり ますが 、そし て、そ のことに よって 各県 や個人 が被
害を被っ ている 。こ のこと につい て責任 は当然感 じてお られ ま すね 。ど
う対処さ れるお つも りです か。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
委員も御 承知の とお りだと 思いま すが、 先ほど読 み上げ た文 書がそ の
ままの文 書でご ざい ます。 あの文 書を私 どもで解 釈をす れば 、情報 提供
のメール を確認 をし たとこ ろ、今 述べた 内容は、 協議会 と中 国側と の協
議の状況 をあり のま ま伝え ようと するも のであり まして 、検 疫上の 特例
措置の実 施を断 定す るよう な、誤 解を与 えるよう な表現 では なかっ たの
ではない か、そ のよ うにと 思って おりま す。
○山 田俊 男君
全くそう いうこ とを 言って もらっ ても駄 目ですね 。だっ て、 こうい う
メールも 含 めて 、皆 さん、 協議会 に参加 するとい うこと を、 補正予 算で
もその後 組んで 、そ して加 入の意 思を固 めてきて いるん です から、 その
ことにつ いて、 いや いや、 実は違 うんだ と、文書 の本意 はも っと別 のと
ころにあ ったな んて 言って みたっ て、受 け止め側 はそん な受 け止め して
っこない じゃな いで すか。 ですか ら、こ の点につ いてで もし っかり 責任
を痛感し てもら わな きゃい かぬの ですよ 。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
先ほどの 二つの 報告 のほか に、今 後の在 り方につ いても やは り私ど も
は考え方 を出し てい かなけ ればい けない と思って います 。
その中の 一つに 、協 議 会と いうも のの関 係をどの ように 見て いくか と
いうこと があり ます 。それ から、 出資者 、展示者 の方々 に対 する今 後の
在り方に ついて の考 えを聞 かなけ ればい けないと いうふ うに 思って おり
ます。
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中国に対 しても 同じ ように 、農業 部ある いは外交 部等、 そし てまた 質
検当局と も、今 後の ことに ついて きちん とそごが ないよ うな 形で輸 出が
促進でき るよう に働 きかけ をした い、そ のように 思って いる ところ でご
ざいます 。
○山 田俊 男君
関連しま すから 、引 き続き このこ とを少 し聞きま すが、 結局 は輸出 第
一陣を出 したわ けで しょう 。第一 陣を出 したんで すが、 しか し、向 こう
の中国側 の検検 総局 から、 これは もう検 疫措置が きちっ とで きてい ない
から駄目 だとい うふ うに、 そして 突き返 されて廃 棄した わけ ですね 。
廃棄した わけで すね 。廃棄 された と、こ んなふう に聞い てい ます。 廃
棄されな いでど こか に残っ ている のかも しれませ んが、 廃棄 された とい
う話にな ってい るわ けでし ょう。
結局は、 これま でこ れくら い事態 が混乱 している のに、 実は 、五月 十
八日の日 に新た な輸 出を行 うべく 輸出の 申請と実 行を行 って いると いう
情報があ ります 、協 議会か ら。そ れは事 実ですか 、確認 して います か。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
そのよう な御指 摘を 受けて 確認を させて いただき ました とこ ろ、そ の
ような取 組がさ れて いると いうこ とは確 認をいた しまし た。
しかし 、 同 じ よ う な こ と を 繰 り 返 す わ け に は い か な い と い う こ と で 、
先ほど申 し上げ まし たよう な、中 国の農 業部であ ります とか 質検当 局と
きちんと 話をし た上 でなけ ればそ のよう な形はま かりな らな いとい うこ
とで、今 協議会 の方 に話を してい るとこ ろでござ います 。
○山 田俊 男君
この五月 十八日 の分 、つい 、つい 先日で すよ、事 件が起 こっ た後、 こ
ういう混 乱がし てい る後に おいて も、協 議会は五 月十八 日に 品目を 送る
と い う 動 きをし てい るわけ です。 その品 目を送る という 五月 十八日 のと
きですら 検疫に つい て特別 措置が 講じら れるもの である とい うニュ アン
スで、ニ ュアン スで 動いて いるわ けでし ょう。
これはも う直ち に止 めない と、一 体、大 混乱です よ、ど うす るおつ も
りですか 。前大 臣、 それか ら前副 大臣が おやりに なった こと だから 、何
とかこれ はもう 格好 付けな いとい かぬと いう立場 になっ てい るんじ ゃな
いですか 。こう いう のは国 家的犯 罪です よ。これ はもう すぐ にやめ させ
なきゃい かぬで すよ 。
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○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
時間的な 経過と いう ものの 中で少 し誤解 があるか もしれ ませ んが、 私
が就任を させて いた だいて このこ とを知 りまして 、そし て今 のこと を知
ったとき に、同 じよ うなこ とを繰 り返す のは絶対 駄目だ とい うこと でも
って、先 ほどの よう に、ま ず中国 の農業 部、それ から質 検当 局、そ れか
ら、もち ろんで あり ますけ れども 、出資 をされて いる方 々の 意向も 含め
て、正し い、正 しい といい ますか 、きち んと中国 との意 見の 、何と いう
んでしょ うね、 話合 いがで きた上 で行う べきだと いうこ とで 、止め させ
ていただ いてお りま す。
○山 田俊 男君
総理、こ こまで お聞 きにな ってい て、混 乱した事 業であ りま す。ま し
て や 、 い ろいろ 理由 があっ て、先 ほど牧 野委員の 御質問 の中 で総理 も答
えていま したが 、う その事 業に加 担する 形で中国 の首脳 会談 のとき に展
示場を御 覧にな って おられ るわけ ですね 。だから 、そう いう 形から する
と、もう このま まこ の事業 を進め るんじ ゃなくて 、直ち にや めさせ るべ
きじゃな いです か。 ところ が、農 水大臣 はそう言 ってい ない わけで しょ
う。やめ ると言 って いない わけで しょう 。一体ど うする んで すか。 直ち
にやめさ せるべ きで す よ。 いや、 総理で す。総理 、お願 いし ます。
○内 閣総 理大 臣（ 野田 佳 彦君 ）
今農水大 臣御答 弁さ れまし たけれ ども、 きちん と 中国と の話 、すり 合
わせがな い限り 、次 にそれ を送り 出すと いうこと はすべ きで はない とい
う御判断 をされ てい るとい うこと をおっ しゃいま した。 基本 的に私 はそ
れは正し いと思 いま すし、 この事 業の在 り方その ものに つい ても、 今、
佐々木副 大臣の 下で これ検 討、検 証をし ていると いうこ とで ござい ます
ので、それ を踏ま えて農 水省が 対応さ れ るという ふうに 考え ており ます 。
○山 田俊 男君
それじゃ 、お聞 きし ますが 、今総 理は、 中国との 話をち ゃん と進め る
というこ とにな って いるわ けだか ら、ま ずその動 向を見 てと おっし ゃっ
ている。 中国と 話し ていま す か。 コンタ クト取れ ていま すか 。そし て、
情報を得 ていま すか 。得て いない んでし ょう。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
相手方が ござい まし てなか なかそ の日程 が取れま せんで した が、よ う
山田の国会報告

‐6‐

参議院予算委員会／2012 年 7 月 24 日

やく今日 の十時 半か ら、中 国にお いて双 方の話合 いがよ うや くでき たと
いうとこ ろでご ざい ます。
○山 田俊 男君
結局、総 理、こ れ大 変、今 のよう な実態 でありま す。
そして、 農林水 産省 はどう しよう として いるか。 これも 牧野 委員の 質
問にあり ました けど 、農林 水産省 の中間 報告を第 三者の 評価 で行う と言
っている んです 。第 三者の 評価を 行う委 員の一人 は、何 と農 林水産 省の
検査部の 顧問弁 護士 ですよ 。自ら の不祥 事を弁護 しても らう んです か、
顧問弁護 士に。 そん なよう な第三 者の評 価委員会 なんと いう のは全 く形
がないで しょう 。も う別途 ちゃん とした 第三者委 員会を つく るべき であ
ります。 このこ とを 強く申 し上げ ます。 総理、ど うです か。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
事実だけ 申し上 げた いと思 います 。
今言いま した弁 護士 が含ま れてお ります 。この弁 護士に つき まして は 、
企業法務 あるい は国 際取引 等に関 する知 見をお持 ちだと いう ことで 、企
業のコン プライ アン ス問題 に精通 をして おられる 、そう いう ような こと
で選んだ という こと でござ いまし て、農 林水産の かかわ って おりま す検
査部の所 掌にか かわ る事項 に対し ては含 まれてお らない とい うこと で、
今回お願 いをし た次 第でご ざいま す。（ 発言する 者あり ）
○委 員長 （柳 田稔 君）
質疑の妨 げにな りま すので 、質疑 者以外 の皆様は 御静粛 にお 願いい た
します。
○山 田俊 男君
事実はか なり明 らか になっ ており ます。 この まま では、 この 不祥事 は
このまま 続く、 この ままほ ったら かしで 続くとい う可能 性が ありま す。
総理にき っちり した 行為を 取って いただ きたい、 こんな ふう にお願 いす
るところ であり ます 。
次いで、 ＴＰＰ の問 題につ いて触 れさせ ていただ きます が、 オバマ 大
統領から 注文さ れて います 自動車 の問題 の進展は どうな って いるん です
か。これ は玄葉 外務 大臣に お聞き します 。
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○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
今、山田 委員か ら、 オバマ 大統領 からと いうお話 がござ いま した。 確
かに、四 月三十 日、 ワシン トンで 日米首 脳会談が 行われ まし て、オ バマ
大統領か ら自動 車に ついて の関心 の表明 がござい ました 。そ れにつ いて
は、米国 側から 、同 国の関 係業界 や議会 等の意見 などを 踏ま えて、 透明
性、流通 、そし て技 術基準 、認証 手続、 グリーン テクノ ロジ ー、税 のよ
うないろ んな考 えが 伝えら れてい ると、 そういう 状況で ござ います 。
○山 田俊 男君
玄葉大臣 、何か 回答 のめど は立っ ている んですか 。オバ マ大 統領か ら
の注文に ついて の回 答のめ どは立 ってい るんです か。
○国 務大 臣（ 玄葉 光一 郎 君）
率直に申 し上げ て、 回答の めどと いう、 こういう お話で ござ います け
れども、 そこま で立 ち入る という か、詳 細なやり 取りと いっ たもの が行
われてい る段階 では ござい ません 。そ う いった関 心の表 明が ござい ます 。
これは結 局、メ キシ コとか カナダ が新規 参加国と して言 わば 交渉に 参
加をしま したで すよ ね。そ ういっ たとき にも、自 動車で はな いんで すけ
れども、 メキシ コと かカナ ダの場 合は、 言わば信 頼醸成 の材 料、例 えば
高いレベ ルの経 済連 携にコ ミット すると いうこと 、ある いは 交渉を 遅ら
せない、 そうい った ことの 言わば 信頼醸 成の材料 という こと で、自 動車
のことに ついて 今先 ほど具 体的に 幾つか 申し上げ ました けれ ども、 そう
いったこ とにつ いて 米国側 から要 望があ ると、これ は事実 でござ います 。
○山 田俊 男君
どうもほ とんど 米国 の注文 にこた えるよ うな状況 じゃな いと いうふ
うにお聞 きしま した 。
さて、自 動車産 業は 、表に もあり ます、 日本経済 の牽引 車だ ったわ け
でありま す。こ の表 にもあ ります ように 、大変な 対米貿 易の 黒字が ある
わけです 。これ は自 動車だ けじゃ なくて ほかにも あるわ けで ありま すけ
れど、し かし、 自動 車がそ の中で も大変 な割合を 占めて いる という のは
間違いあ りませ ん。 今まで 、これ らの対 米貿易黒 字を、 日本 は関税 をゼ
ロにした 飼料穀 物、 大量の 飼料穀 物、関 税ゼロで すよ、 それ で入れ てい
るわけで す。結 果 と して、 農産物 で貿易 の黒字部 分を実 は少 しずつ 埋め
てきたと いいま すか 、解消 してき たとい う事実が あるわ けで す。
今後とも 、この 我が 国の経 済構造 といい ますか、 とりわ け自 動車の 問
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題を含め て、農 産物 の聖域 なき関 税撤廃 でカバー できる とい うふう に考
えておら れるの かど うか。 この問 題解決 、どんな ふうに 考え ておら れる
か、枝野 大臣に お聞 きしま す。
○国 務大 臣（ 枝野 幸男 君 ）
最近、自 動車 の分野 はアメ リカと の関係 で貿易黒 字がず っと 続いて おり
ますが、 それは アメ リカも 、特に 工業製 品につい てＷＴ Ｏ体 制の下 で自
由貿易を 基本と する という 構 造の 中にあ り、そし て両国 の自 動車産 業の
構造が少 なくと も最 近のし ばらく の間、 日本の自 動車産 業に 競争力 があ
る、その 結果と して 貿易黒 字が毎 年たく さん出て きてい ると いうこ とで
ありまし て、そ れは まさに それぞ れの個 別の産業 、個別 の我 が国の 事業
者の努力 の成果 であ りまし て、そ のこと があるか らとい って ほかの 貿易
通商分野 のとこ ろで 何か対 応しな ければ ならない という 性格 のもの では
そもそも ないと いう ふうに 思って います 。
○山 田俊 男君
お手元に もう一 つ表 があり ます。
これ御覧 になっ てい ただき ますと 、要は 木材の関 税撤廃 、引 下げを 徹
底 し て行 うこと によ って、 我が国 の木材 自給率と 国産材 の価 格がこ んな
ふうに低 落して いる という 事実で ありま す。ここ の時期 、御 覧にな って
みても分 かりま すけ れど、 我が国 の木材 の需要が ずっと 伸び ていま す。
伸びてい るのに 合わ せて、 そして 要は外 材の輸入 が増え てい ます。 自由
化した木 材はず っと 価格を 下げて しまっ ているし 、さら には 自給率 を下
げている んです 。こ の結果 が、我 が国の 今見られ る山が かく のごと く荒
れている という こと なんで すよ。
農産物に ついて 、聖 域なき 関税撤 廃の下 で引き続 きこの 路線 で進む の
かという ことで す。 これじ ゃ違う でしょ う という ことを 言い たいわ けで
すが、郡 司大臣 、こ の点に ついて はどん なふうに 危機感 を持 ってお られ
るんです か。
○国 務大 臣（ 郡司 彰君 ）
木材の 戦 後 の 需 給 の 関 係 に つ い て グ ラ フ で お 示 し を い た だ き ま し た 。
今御指摘 をいた だい た点も もちろ ん含ま れており ます。 ただ し、そ れ以
外にも、 日本の 古来 のグリ ーン材 という ものを使 うとい う工 法が、 ある
いは乾燥 材を使 うプ レカッ トとか 、そう いういわ ゆる住 宅の 建て方 と異
なること によっ て需 要を失 ってき たとい うような 側面も ある ことは 、こ
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れは私ど もも認 めな ければ いけな いとい うふうに 思って おり ます。
た だし、 農林水 産物 そのも のが関 税がな しという ことに なれ ば大変 大
きな被害 を受け るだ ろう、 それは 農林水 産という 産業だ けで はなく て地
域の疲弊 をも生 み出 すかも しれな い、こ ういうこ とが私 ども の方に はよ
く声が届 いてお りま す。その声 を発信 を するのは これは 私の 仕事だ ろう 、
そのよう に思っ て皆 様方に もお伝 えをし ていると ころで ござ います 。
○山 田俊 男君
大臣、し っかり 言っ てくだ さいよ 、閣僚 の中で。 そうで しょ う。そ の
ことをし っかり 言う ことに よって 方向を 変えなき ゃ駄目 なん ですよ 。
それで、 次、申 し上 げます が、総 理は、 これは五 月十三 日 に 温家宝 首
相、さら には李 明博 大統領 と会談 されま して、日 中韓Ｆ ＴＡ 交渉を 年内
に開始す ること で合 意され たわけ であり ます。そ の際、 総理 がおっ しゃ
っていた のは、 ＴＰ Ｐと日 中韓Ｆ ＴＡを 並行的に 追求し 、全 てが活 発化
していく ことを 期待 したい という ふうに 述べてお られる んで す。
総理、御 存じで すか ね。日 中韓Ｆ ＴＡに は、官民 共同研 究を ずっと 続
けていま して、 共同 報告書 がある んです よ。その 共同報 告書 は何を 言っ
ているか といっ たら 、日中 韓ＦＴ Ａはそ れぞれの 国がウ イン ・ウイ ン・
ウイン、 ウイン ・ウ イン・ ウイン の関係 の中で仕 上げて いく んだぞ と言
っている んです 。
総理、あ なたは 、Ｔ ＰＰと 日中韓 ＦＴＡ の間に立 って、 その 間に立 っ
てこれは 両方を 推進 するん だとお っしゃ っている んです 。絶 対に間 違っ
ている。 絶対ど こか で破綻 が来る 、混乱 が来ると いうこ とな んです 、論
理が違う んです から 。総理 、その 点につ いて認識 されて いま すかね 。そ
れとも、 全く同 じも のだと いうふ うに考 えて受け 止めて おら れるだ けじ
ゃないん ですか 。間 違えま すよ。
○内 閣総 理大 臣（ 野田 佳 彦君 ）
御指摘の とおり 、五 月の日 中韓の 首脳会 談で年内 に日中 韓の ＦＴＡ 交
渉を開始 すると いう ことの 合意を 得るこ とができ ま した 。ま た、投 資協
定、まと めるこ とが できま した。
委員御指 摘のと おり 、これ は三国 間でそ れぞれウ イン・ ウイ ン・ウ イ
ンの関係 に持っ てい くため のこれ から具 体的な交 渉に入 って いくわ けで
ございま すけれ ども 、この 日中韓 も、併 せてこの 日中韓 プラ スアル ファ
でＡＳＥ ＡＮを 含め ていく ような 経済連 携の動き 、ある いは インド 、オ
ーストラ リア、 ニュ ージー ランド を含め たＡＳＥ ＡＮプ ラス ６の経 済連
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携の動き もこれ から 加速し ていく だろう と思いま す。
これら の 動 き は 、 今 交 渉 参 加 に 向 け て 協 議 し て い る Ｔ Ｐ Ｐ と 併 せ て 、
私どもが 目指し てい る、あ るいは Ａ ＰＥ Ｃ加盟国 が目指 して います いわ
ゆるＦＴ ＡＡＰ につ ながる もので ありま す。それ ぞれの 道筋 は違う かも
しれませ んが、 ゴー ルはＦ ＴＡＡ Ｐにつ ながるも のでご ざい ますの で、
基本的に は、Ｔ ＰＰ におい てもど こかの 国が一方 的に国 益を 損なう とい
うような ことで はあ っては ならな いと思 いますし 、その ため の、ま さに
国益を守 るため の交 渉をし ていき たいと 考えてお ります 。
○山 田俊 男君
総理、も う少し きち っと分 析して もらい たいとい うふう に思 うんで す 。
これは、 全体と して 野田政 権の特 質だと いうふう に思い ます けれど も 、
ＦＴＡＡ Ｐとい うの は、出 して、 それに 向かって いくん だと おっし ゃっ
ているわ け。Ｆ ＴＡ ＡＰは いろい ろある じゃない ですか 。Ａ ＳＥＡ Ｎも
あるし、 ＡＳＥ ＡＮ プラス ３もあ るし、 ＡＳＥＡ Ｎプラ ス６ もある し。
そうでし ょう。 それ から日 中韓も あるし 。それか ら、さ らに はＴＰ Ｐだ
とおっし ゃるわ けで しょう 。一体 、その 論理は明 確に異 なる んです 。こ
れは、具 体的に やっ てみた 者じゃ ないと 分からな いぐら い複 雑な利 害で
す。まさ に、も う経 験と戦 略を持 ってこ のことを 分析し た上 でやら なき
ゃいけな いのに 、そ うなっ ていな いとい うふうに 言わざ るを 得ない んで
す。
総理、単 純過ぎ るん ですよ 。だっ て、ど う考えて みたっ て、 総理が 議
長を務め ておら れる 国家戦 略会議 のフロ ンティア 分科会 、総 理が委 員を
選ばれた か、総 理が 選ばれ なくて もどな たか指名 された んで しょう 。結
果として 何を言 って いるか といっ たら、 ＴＰＰに 参加し 貿易 や投資 の自
由化を進 め、市 場経 済ルー ルを徹 底する 国際的な 事業環 境を つくる とま
で言わせ ている んで すよ、 その報 告書に 。
これでは 、総理 が昨 年十一 月にお っしゃ ったので すよ。 私も 感動し た
ですよ。 総理、 何て 言った かとい ったら 、日本の 伝統文 化、 美しい 農村
を断固と して守 り抜 き、分 厚い中 間層に よって支 え られ る安 定した 社会
を実現す るとお っし ゃった 。一体 、この ことと、 フロン ティ ア分科 会の
この方向 、総理 はも う新自 由主義 の中に もうここ までつ かっ ちゃっ て、
そしてＦ ＴＡＡ Ｐだ とおっ しゃっ ている 。ＴＰＰ の論理 でや るとい うふ
うにおっ しゃっ てい る。こ れはも う絶対 間違うか ら。だ から 、総理 、あ
なたは本 当に口 先だ けだっ たとい うふう に言わざ るを得 ない 。
これは私 が言っ てい るよう に思う けれど も、私も ずっと 地方 の若い 農
山田の国会報告

‐11‐

参議院予算委員会／2012 年 7 月 24 日

業青年と 一緒に やっ ていま す。若 い農業 青年は、 このＴ ＰＰ のこと につ
いて物す ごい心 配し ている 。自分 の将来 はちゃん と描け るの か、地 域、
家族、そ して農 林漁 業、こ れ一緒 にこの 中で生き ていけ るの かとい う心
配をして いるん です 。その ことに こたえ ることに なりま すか 、フロ ンテ
ィア分科 会のこ の方 向は。
○内 閣総 理大 臣（ 野田 佳 彦君 ）
ＡＰＥＣ 、二十 一の 国とエ コノミ ー、入 っていま す。そ の国 の参加 国
の合意は ＦＴＡ ＡＰ を目指 すとい うこと です。
これは、 御党が 政権 にあっ たころ からこ の道筋は たどろ うと してき た
と思いま す。そ の中 の選択 肢とし て日中 韓である とかプ ラス ＡＳＥ ＡＮ
を含めた もので ある とかＴ ＰＰと いう、 で、ＴＰ Ｐは具 体的 に今動 いて
いるもの である と、 そ うい う位置 付けの 中で、基 本的に は高 いレベ ルの
経済連携 をこの 環太 平洋の 中で実 現して いこうと いうの は、 それは 共通
認識とし て皆さ んも 持って いたと 思いま す。
ただし、 ＴＰＰ につ いては 、特に 地方の 皆さんに おいて まだ 御懸念 や
御心配が あると いう ことは 事実で ありま すので、 しっか り対 話集会 とか
もやって いきた いと いうふ うに思 います が、一方 でこの フロ ンティ ア分
科会は、 私ども が一 つの方 向性を 決めて 、これで 議論を しろ と言っ たわ
けではご ざいま せん 。二〇 五〇年 をにら んで、比 較的若 い、 平均年 齢四
十四歳の 有識者 に集 まって いただ いて、 自由な討 論をし なが ら出し てい
ただいた 一つの 提言 でござ いまし て、こ れが政府 の方針 その もので はご
ざいませ ん。こ うい うもの を参考 にしな がらこれ から議 論を してい くと
いうこと でござ いま す。
○山 田俊 男君
総理は 、 今 か ら で も 遅 く な い か ら 、 オ バ マ 大 統 領 に 対 し て ち ゃ ん と 、
ＴＰＰが 聖域な き関 税撤廃 を前提 にして いる限り はアジ アと の連携 もで
きないし 、アジ アの 成長も 取り入 れるこ とはでき ないと いう ことを ちゃ
んと言う べきな んで す。Ｔ ＰＰの 形と内 容が悪い と、だ から 日本は 参加
できない という ふう に厳密 に言う べきな んです。
自民党は ちゃん とそ れをま とめて いるん ですよ。 ですか ら、 しっか り
その方向 で整理 して くださ い。自 民党は ちゃんと 分かっ てい ますか ら。
総理、こ れから まさ に自民 党の経 験と戦 略、その 中で仕 事を させて も
らいたい という ふう に思い ます。
以上で終 わりま す。
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