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○国務大臣︵岸田文雄君︶ 日本企業の海外進出

た中での豪州とのＥＰＡ締結に至った意義は大変

携していきたいと存じます︒こうした姿勢でしっ

豪州は︑ＴＰＰあるいはＲＣＥＰの交渉参加国

○荒木清寛君 引き続き外務大臣には積極的な経

かりと両国の関係強化に努めていきたいと考えて

を進める上でしっかり支援をさせていただかなけ

でもあるわけでありますが︑今回︑この豪州との

済外交を推進していただくことを要請しまして︑

大きいと思っております︒

ればならない︑こういった認識に立ちまして︑昨

協定締結︑発効を機に︑今後どのようにそういう

終わりとしたいと思います︒

につきましては︑外務省としましても︑経済外交

年末には︑外務省にこうした支援の支援推進本部

大きな枠組みでの自由化交渉を進める上で豪州と

○田中茂君 みんなの党の田中茂です︒

特にワンストップで相談できるしっかりとした窓

というものがどうしても必要になります︒そして︑

海外への進出︑取組を考えた際に相談をする窓口

経済的意義に加えて︑アジア太平洋地域において

中で触れさせていただきましたが︑日豪ＥＰＡは︑

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 先ほども少し答弁の

尋ねいたします︒

先ほど大臣がおっしゃったように︑アジア太平洋

的に同意いたします︒また︑オーストラリアは︑

もたらすことになるであろうという考えには基本

るものであり︑双方にとっても多くのメリットを

おります︒

を立ち上げさせていただきました︒

連携していくのか︑外務省︑外務大臣の決意をお

口が求められる︑こういった考えに基づいて︑外

基本的価値観︑そして戦略的利益を共有する豪州

地域における日本の重要な戦略的パートナーであ

そして︑特に中小企業等においては︑こうした

務省に︑海外進出等を考える日本企業︑特に中小

との関係強化に寄与するものとして重要な意義が

今回の日豪ＥＰＡ交渉大筋合意は大変意義のあ

企業︑こういった方々の様々な相談を受けるワン

り︑貿易︑投資を始めとして関係を強化させるこ

的財産︑競争︑政府調達等︑幅広い分野が含まれ

本協定交渉は︑そもそも二〇〇三年に日豪ＥＰ

あります︒また︑日豪ＥＰＡは︑貿易︑投資︑知

進めているところです︒そして︑在外公館におい

ております︒日豪間でこのような包括的な協定が

Ａの共同研究が始まり︑二〇〇七年に第一次安倍

ストップの相談窓口を設ける︑こういった取組も
てもしっかりと相談に乗らせていただく︑こうし

成立することにより︑ＴＰＰですとかＲＣＥＰを

政権とハワード政権の間で交渉が開始されました

○荒木清寛君 これを最後にしたいと思います︒

きたいと考えます︒

連携を推進しています︒ＴＰＰの早期妥結︑ある

ートナーであり︑アジア太平洋地域における経済

国際社会において緊密に連携する重要な戦略的パ

また︑日本と豪州は︑このアジア太平洋地域や

者の方々の継続した粘り強い取組に感謝の意を表

年の歳月にわたり多方面の交渉を重ねてきた関係

けであります︒まず最初に︑そこに至るまでの七

でした︒それが︑今年四月に大筋合意に至ったわ

六回の交渉会合を重ねたが︑合意には至りません

とに︑それにも同意いたします︒

た丁寧な取組を続けているところです︒

含む地域の経済連携の活発化に寄与する︑こうし

が︑二〇〇七年四月から二〇一二年六月まで約十

こうしたものも併せることによりまして︑より

た期待もあります︒

現在︑我が国は︑ＴＰＰ交渉はもとより︑東ア

いはＲＣＥＰの二〇一五年末までの交渉完了に向

したいと思っております︒

分かりやすい︑そして理解されやすい︑外務省の

ジア地域包括的経済連携︑いわゆるＲＣＥＰ︑あ

けて︑首脳︑閣僚レベルから実務者レベルまであ

こうした支援のありようをしっかりとＰＲしてい

るいは日・ＥＵのＥＰＡ交渉のような広域なＥＰ

らゆるレベルで︑引き続き日本と豪州︑緊密に連

質問ですが︑オーストラリアは︑農産物︑鉱物

Ａ交渉を進めております︒この時点での︑そうし
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○国務大臣︵岸田文雄君︶ 委員御指摘のように︑

す︒

った要因は何か︑お聞かせいただきたいと思いま

掛け七年も掛かった理由は何か︑七月に署名に至

渉であったと思われますが︑合意に至るまでに足

量が多い相手国であり︑非常に重要かつタフな交

Ａのこれまでの交渉相手国の中で重要品目の取引

がそのほぼ三倍の五兆円となっております︒ＥＰ

日本から輸出が一・七兆円に比べ︑日本への輸入

の輸出大国であり︑二〇一三年度の統計を見ると︑

ないかと考えます︒

における大きな弾みになったというのが事実では

に︑両国の首脳間の対話がこの日豪ＥＰＡの合意

行った︑こういったことでありました︒このよう

倍総理の訪豪の際の日豪首脳会談において署名を

において大筋合意を確認し︑そして本年七月の安

年四月のアボット首相の訪日の際の日豪首脳会談

合意できるよう両国政府が精力的に取り組み︑今

結果としましては︑特に両首脳間で最も良い形で

と申し上げるのはなかなか難しいとは思いますが︑

ものについては︑具体的に何がきっかけだったか

係も出てきていると私は思っております︒

り︑米国の巨大な影響力の下に日豪の軍事協力関

思っております︒当然︑背後には米国の存在があ

としている対中国政策︑これらに関わってくると

軍事協力︑さらにこれから豪州がＥＰＡを結ぼう

は︑経済協力と底辺でつながっている安全保障や

可能性もあると考えます︒特に︑日豪両国の関係

治体制とそのタイミングが大きく左右されていく

行の影響があったように︑今後の見直し作業に政

本協定への豪州の労働党から自由党への政権移

後の始末に困ることもあります︒

この日豪ＥＰＡ︑二〇〇六年十二月の日豪首脳電

○田中茂君 ありがとうございます︒

今回︑日豪ＥＰＡ条約と同時に︑日豪の防衛装

話会談において交渉の開始が決定されました︒そ

催され︑非公式の実務者レベルの協議も含めまし

廃を強硬に要求し続けたと記憶しております︒こ

たわけですが︑この間︑豪州は重要品目の関税全

的技術漏れなどの問題はないと思いますが︑防衛

があったのは記憶しておりますが︑他国への実質

加わる可能性が出てきております︒そういう報道

備品及び技術の共同開発も取り組まれております︒

て精力的に交渉が行われてまいりました︒

のことが協定の作業がまとまらなかった一因では

装備移転三原則には︑目的外使用及び第三国移転

確かに︑二〇〇七年から二〇一三年の間は︑豪

先ほども答弁の中で申し上げましたが︑日豪Ｅ

なかったかとも推測されるんですが︑今大臣おっ

に係る適正管理の確保の項目に︑原則として我が

して︑その後︑二〇〇七年四月から交渉がスター

ＰＡの中には︑貿易ですとか︑投資ですとか︑政

しゃったように︑今回︑二〇一三年︑アボット首

国の事前同意を相手国政府に義務付けることとす

この件でもアメリカは︑潜水艦関係の共同研究に

府調達︑知的財産︑あるいは競争︑幅広い分野が

相︑自由党が政権を取って︑安倍首相とアボット

るという記述があるものの︑部品等を融通し合う

州は日本と距離を置いていた労働党政権下であっ

含まれています︒また︑日本と豪州との間では多

首相の友好関係はもちろん知られるところであり

トして︑七年間にわたり計十六回の交渉会合が開

くのセンシティブな品目があって︑国内産業への

国際的システムに参加する場合︑部品等をライセ

ンス元に納入する場合等においては︑仕向け先の

ます︒
今回の協定がいい関係の更なる構築という流れ

管理体制の確認をもって適正な管理を確保するこ

影響を極力回避しながら国益にかなう最善の道を

に結び付くことは理解しております︒政治が主導

とも可能とするとなっております︒

追求しなければならない︑こうした条件の中で長

することで物事が決まることは適切なアプローチ

く厳しい交渉を続けてまいりました︒
そして︑七年の歳月を費やした後︑この度合意

であるとも考えます︒がしかし︑戦略性がないと︑

今回の共同研究などの場合︑実質的に我が国か

に至ったわけですが︑この合意のきっかけという
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三原則では移転を禁止する先として紛争当事国と

けていないと説明したという話もあります︒また︑

場合︑第三国への移転に日本の事前同意を義務付

移転三原則では︑ライセンス元に部品を納入する

と思います︒

うな手続を想定しておられるのか︑お聞きしたい

た︑この点に関して︑管理体制の確認とはどのよ

どの懸念も想定されるのではないでしょうか︒ま

らの管理はできない状態になり︑技術の漏えいな

○政府参考人︵吉田正一君︶ お答え申し上げま

せいただければと思うんですが︒

何かそれを想定されているのか︑ちょっとお聞か

○田中茂君 最後の質問で︑紛争当事国という︑

だきたいと思っております︒

そして政府全体としてしっかり対応をさせていた

ど︑国家安全保障会議で審議をしっかりやって︑

し︑相手国の戦略的な関係についても検討するな

適正に管理されるか︑これが大前提でございます

技術協力を進めていく上で︑我が国の防衛技術が

また︑先生御指摘のあった豪州との防衛装備︑

の原産品に影響が及ぶということであると考えま

と国際協定を結んだことによってオーストラリア

項目が盛り込まれております︒

て同等の優遇を与える観点から見直しを行うとの

がある場合には︑オーストラリアの原産品に対し

ますが︑日本の市場における競争力に重大な変化

Ａの大枠合意には︑先ほど来から質問が出ており

次に質問させていただきますが︑この日豪ＥＰ

おります︒

的︑戦略的に進めていただきたいと︑そう思って

うのは︑このような論点を踏まえた上でより包括

さらに︑防衛省装備政策課は︑新たな防衛装備

なっていますが︑現時点でその対象となる紛争当
す︒

外移転に際しては︑原則として︑国際約束により︑

いました防衛装備移転三原則では︑防衛装備の海

理がとっている措置の対象国をいいますというふ

和及び安全を維持し又は回復するため︑国連安保

いてございまして︑武力攻撃が発生し︑国際の平

の箇所ですが︑どのような経緯でこの規定が枠組

豪ＥＰＡの見直し条項の︑重大な変化のある︑そ

立しており︑結論が出ておりません︒そこで︑日

しても与えるかどうかをめぐっていまだ各国が対

すが︑そこで質問なんですが︑ＴＰＰ交渉では︑

目的外使用及び第三国移転について我が国の事前

うなことで定義をさせていただいてございます︒

み合意の中で盛り込まれる結果となったのか︑ま

四月一日に閣議決定されました防衛装備移転三

これは︑ＴＰＰ交渉等のように︑日本が第三国

事国とはどこを想定しておられるのか︑その辺に
ついてお聞かせいただきたいと思います︒

同意を移転先の政府に義務付けております︒

○田中茂君 現段階では特定の国というのは存在

た︑何をもって重大な変化とみなすのか︒当然話

二国間で決めた関税撤廃︑削減の合意を他国に対

なお︑今お話あった豪州との間ですが︑船舶流

していないということで︑それであるならば︑か

合いをされていると思いますが︑定性的要件や定

原則では︑紛争当事国ということで定義規定を置

体力学分野に関する共同研究を今特定しておりま

えって技術漏えいなどの心配もされると思ってお

量的要件など判断基準があるのか︑オーストラリ

○副大臣︵左藤章君︶ 今先生から御指摘がござ

す︒その詳細については今検討中でございます︒

ります︒

国移転について我が国の事前同意を移転先の政府

衛装備移転三原則に従って︑目的外使用及び第三

との防衛装備に関する共同研究を行う場合も︑防

そういうことも踏まえて︑今後の見直し作業とい

豪州は中国とのＥＰＡを結ぼうとしております︒

いのですが︑先ほど私言いましたように︑今後︑

現在の良好な日豪関係が続くことが大変望まし

聞かせいただければと思います︒

してどのような基準を想定しておられるのか︑お

たいと思います︒また︑それとは別に︑外務省と

ア側とどの程度まで協議しているのか︑お伺いし

そして︑一般論として申し上げれば︑外国政府

に義務付けております︒
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○国務大臣︵岸田文雄君︶ お尋ねの見直しの対

砂糖については︑協定の効力発生の日の後五年目

そうでないかもしれません︒ＥＵでは一九八九年

そこで質問ですが︑交渉過程でホルモン剤の使

以降︑ホルモン剤が使用された製品の輸入が禁止

これは︑協定発効後五年目ではなく︑両締約国

用についての制限等の話はなかったのか︒ＥＵで

の年又は︑先ほど大臣がおっしゃったように︑両

来的に︑我が国が第三国との国際協定に基づいて

が同意すれば協定が発効したその年からでも見直

は成長ホルモンの使用は一切禁止されているため︑

象となった品目は︑特に豪州の関心が高い品目で

当該第三国に与えた特恵的な市場アクセスの結果

しが可能になると︑そういうことであると思いま

先ほど言いましたように禁止されているため︑オ

されており︑中国でも食用の動物に使用すること

として︑豪州産品の日本市場における競争力に重

すが︑先ほど来言っておりましたが︑政権の思惑

ーストラリアがＥＵ向けに輸出する牛肉に関して

締約国が合意する他の年のいずれか早い年におい

大な変化がある場合には︑協議結果が何ら予断さ

次第では来年からでも見直しができると︑まあそ

は︑ホルモン剤を使用していないことを政府が保

あり︑交渉の中で豪州側の要求︑大変厳しいもの

れないとの前提の下︑見直しを行うということを

れは極端な話かもしれませんが︑そうなると︑Ｔ

証したもののみとなっております︒ＥＵのように︑

は認められていません︒

受け入れることとなった︑こういった経緯がござ

ＰＰ交渉が極めて重要な要因になってくると思い

ホルモン剤を使用しているか使用していないかを

て見直しを行うこともあります︒

いました︒仮に見直しを行うにしましても︑これ

ますので︑この点注意深く対応していただきたい

オーストラリア政府が担保するような仕組みをつ

がありました︒このため︑交渉の結果として︑将

は協議を行うわけですし︑結果につきましては協

と思っております︒

くることはできないのでしょうか︑お聞かせいた

品の我が国における競争力の重大な変化があるか

えた特恵的な市場アクセスの結果として︑豪州産

れば︑見直しを行う際には︑我が国が第三国に与

は控えなければいけませんが︑その上で申し上げ

全で牛肉産業にとって有効であると国や食肉産業

オーストラリア国内では︑成長ホルモン剤は安

たしましたが︑この牛肉についてお伺いします︒

肉の関税が段階的に引き下げられることで決着い

今回のＥＰＡ交渉では︑最重要品目であった牛

の詳細について御説明することは︑豪州側との信

行われました︒しかしながら︑具体的なやり取り

日豪間の交渉において様々な論点について議論が

でも極めて高い品目であったこともありまして︑

牛肉につきましては︑豪州側の関心が交渉の中

だきたいと思います︒

否かを︑この産品をめぐる具体的状況に即して個

は主張しており︑オーストラリアのＭＬＡでは︑

頼関係にも鑑みて差し控えさせていただきたいと

の引下げについてお聞かせいただきたいと思いま

次に︑オーストラリア産牛肉の安全性と関税率

議の結果でありますし︑その見直しにおいて何ら
かの変化が生じるとした場合にも︑我が国が合意
しなければその結果にはつながりません︒

別具体的に判断するということとなります︒よっ

安全性と品質が確保されており︑ホルモン剤を使

思います︒

○政府参考人︵木尚子君︶ お答え申し上げま

て︑具体的なケースをそれぞれしっかりと判断し

って育てられた牛の肉を食べても健康に影響はな

○田中茂君 これは極めて安全性に関わる問題で

す︒

た上で我が国としての決断を行う︑こういったこ

いと︑そのように言っております︒これが正しい

ありまして︑この日豪ＥＰＡの大筋合意の時期な

予断を持ってその結果について申し上げること

とになると存じます︒

かどうかは分かりません︒正しいかもしれないし︑

す︒

○田中茂君 協定には︑食糧用麦︑牛肉︑乳製品︑
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す︒それは︑ロシアに売れなくなった牛肉の売り

されます衛生植物検疫に係る協力に関する小委員

Ａの運用において︑委員御指摘の食の安全の確保

んですが︑これは︑政府発表のとおり︑日豪首脳

そこで質問なんですが︑ＥＰＡによって質の高

についてはしっかりと適切に対処してまいりたい

会で問題を提起し︑協議することももちろん可能

たしました︒これは︑ロシアで使用が禁止されて

い農産物が安価で手に入ることは︑もちろん消費

と考えております︒

先がすぐに見付かったこと︑しかも初年度︑冷凍

いるトレンボロンという成長促進ホルモン剤が豪

者たる国民には利益があるとは思います︒ただ︑

○田中茂君 ありがとうございます︒

会談の四月七日であります︒それに先立つこと一

州産牛肉から検出されたためと聞いております︒

これには安全性が大前提であります︒成長ホルモ

関税の引下げには一定の限度があり︑数量セー

であります︒こうした協定の規定︑そして新しく

今後どうなるか︑いつまで輸入禁止となるか分か

ンを使った牛肉の輸入を促進すること︑それも国

フガード措置が発動されますが︑それはあくまで

は八％︑冷蔵六％も税率が下がる︑願ったりかな

りませんが︑ロシアに対する冷凍牛肉の輸出に赤

内で売れなくなりそうなものの処分先のようにも

輸入の増加に対する国内牛肉業者を守るための措

週間前の四月一日に︑ロシア政府は︑豪州からの

信号がともり︑オーストラリア政府としては何と

取られかねないと考えます︒今後の交渉で安全性

置であります︒国民の健康とは関係ありません︒

設置される制度を踏まえまして︑今後の日豪ＥＰ

してでも日本とのＥＰＡを締結させ︑牛肉の輸出

に関する何らかの担保を取ることが考えられるの

ホルモン剤投与の基準というのは︑もちろんＳＰ

ったりという意味ではなかったのでしょうか︒

拡大を図る国内的な必然性があったのではないか

か︑この辺り︑御意見をお聞かせいただきたいと

Ｓ協定上︑科学的な証拠があることが求められる

冷凍牛肉の輸入を四月七日以降停止すると発表い

と疑うこともできます︒

思います︒

いう事情があったと見るのが自然ではないでしょ

先を何としても確保︑拡大しなければならないと

なくなりつつある成長ホルモン入りの牛肉の輸出

ロシアの件も考えると︑豪州としては国内で売れ

より慎重な人々が増えていることが考えられます︒

めるなどの動きが出ております︒安全性に対して

望を受けて成長ホルモン使用の牛肉の取扱いをや

には︑衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基

これまで同様︑我が国として必要と判断する場合

務を再確認すると規定をしています︒すなわち︑

検疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義

章において︑日豪両締約国は︑ＷＴＯの衛生植物

の章がございます︒この衛生植物検疫に係る協力

ましては︑衛生植物検疫に係る協力章という独立

○政府参考人︵木尚子君︶ 日豪ＥＰＡにおき

訴しております︒そこで一審︑二審共にＥＵの輸

使用されている︑安全だと主張し︑ＷＴＯへも提

ちろんこれに対してアメリカは︑二十か国以上で

してアメリカ牛肉の輸入を禁止しております︒も

子牛への成長ホルモン剤は安全性に問題があると

がしかし︑ＥＵは︑アメリカで使用されている

けていることは理解しております︒

安全性を評価した上で残留ホルモン剤の基準を設

こと︑また国内においては食品衛生法に基づいて

豪州内では︑大手スーパーの一社が消費者の要

うか︒

づく措置をとることが当然できるということでご

入禁止を違反との裁定が出ております︒それも承

ロシアの措置に対する豪州側の事情をどの程度

ざいます︒

げは豪州側では思ってもみなかった収穫であると

生ずる場合には︑日豪経済連携協定の下で設置を

また︑さらに食の安全の確保の観点から必要が

け入れていないんですね︒それは︑ＥＵは勧告を

知しております︒しかし︑ＥＵは見直し勧告を受

酌んで交渉に当たっていたのか︒八％の税率引下
ロブ貿易・投資相が言ったとも伝えられておりま
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そういう考えもあると思いますが︑この点は︑先

自の考えであると思っております︒

が︑ＥＵは全く受け入れていない︒それはＥＵ独

無視し︑まさに違法状態が続いたままであります

とは差し控えさせていただきたいと思います︒

の妥結のタイミングやその交渉結果を予断するこ

すけれども︑現在交渉中であります︒ＴＰＰ交渉

○政府参考人︵木尚子君︶ ＴＰＰでございま

外務省としての見解をお伺いします︒

取るのか︑そのタイミングとの兼ね合いについて

す︒

かったんですが︑今度の機会にさせていただきま

すが︑本当は酪農についてもちょっとお聞きした

時間がないんでこれで終わりにしたいと思いま

○田中茂君 ありがとうございます︒

たいと考えております︒

そういうことが決してないように︑この辺は国民

う子供たちが何らかの形で危害を与えられると︑

国に与えた特恵的な市場アクセスの結果として︑

妥結し発効したとしましても︑ＴＰＰにより第三

ただ︑そう申し上げた上で︑仮にＴＰＰ交渉が

日豪ＥＰＡ協定について︑外務大臣にお聞きし

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます︒

もちろんＥＵにはＥＵ独自の酪農を守るという︑
ほど来から言っていますように︑いずれ将来を担

の安全性という面で更なる検討が必要だと思って

豪州産品の日本市場における競争力に重大な変化

日豪ＥＰＡは︑協定案を見れば見るほど︑これ

ありがとうございました︒

おりますので︑その点︑よく検討していただきた

がない限りは︑日豪ＥＰＡの規定に基づく見直し

日本の国益に反する重大な協定ではないかという

的な市場アクセスの結果として︑豪州産品の日本

き下げられるわけですけれども︑なぜ︑これ均等

ると︒冷蔵牛肉の関税率も締結後二年間で七％引

ふうに思います︒そこで︑冷凍牛肉の関税率です

食用小麦は対象外でありますが︑将来の見直し対

市場における競争力に重大な変化がない限りは︑

の引下げでやるのではなくて︑この最初の二年間

仮にＴＰＰ交渉が妥結しＴＰＰが発効したとい

ます︒

いと思います︒

の⁝⁝︵発言する者あり︶申し訳ありません︒

次に︑食用小麦の取扱いについて質問いたしま
す︒

象となっております︒日本は小麦の輸入国として

先ほど委員言及の規定に基づいての見直しの対象

に急速に関税率を引き下げることになったのか︑

けれども︑締結後二年間で一〇％も引き下げられ

は世界有数で︑輸入量は全輸入量の四・六％︑輸

にはならないということでございます︒そしてま

その理由について明らかにしていただきたいと思

たしましても︑ＴＰＰにより第三国に与えた特恵

入相手国の上位はアメリカ合衆国︑五五・九％で

た︑仮に重大な変化があったとして見直しが行わ

います︒

今回のＥＰＡでは農産物の中の重要品目である

すか︑その後︑オーストラリア︑カナダとなって

れた場合でも︑その見直しの結果というものは何

いては︑この牛肉について豪州側から当初よりこ

おります︒また︑日本の小麦の自給率はほぼ一

日本政府といたしましては︑豪州との間でこの

の関税撤廃を強く求められていた中︑我が国とし

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 日豪ＥＰＡ交渉にお
規定に基づいて見直しを行う際には︑国内産業の

ては︑衆参農林水産委員会の決議をしっかり受け

ら予断をされていないわけでございます︒

存立及び健全な発展と両立し得るよう︑また︑生

止め︑畜産業の構造改革の努力に悪影響を与えな

四％で︑一般の食料自給率と比べてかなり低く︑

今回の将来の見直しは︑一定経過後に関税の取

産者の皆様が意欲を持って経営を続けていくこと

いよう十分留意しつつ︑粘り強く交渉したところ

パンや麺類など大半を輸入に頼っていることを考

扱いについて見直すということですが︑今後予想

ができるように全力を挙げて見直しの協議に臨み

えると︑極めて重要課題と考えております︒

されるＴＰＰ交渉との絡みが︑どのような方針を
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