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─ＦＴＡ交渉過程と業界団体

北野浩一

内に日智自由貿易協定研究会が発足し︑チ

渉における業界団体の関与について︑チリ

稿では︑日智ＥＰＡ交渉を軸に︑ＥＰＡ交

渉の積み重ねで確立してきたといえる︒本

その交渉スタイルは数多くの二国間経済交

政策をすすめＦＴＡ先進国と呼ばれるが︑

テンアメリカ諸国の中でいち早く対外開放

コ﹂参照︶の特徴である︒これらの国はラ

が︑チリやメキシコ︵本特集の﹁メキシ

が︑これに業界団体が深く関与しているの

対外貿易交渉は通常政府間の交渉となる

度々チリのメディアで報道された︒

商連合会︶のオバージェ︵ Alfredo Ovalle
︶
代表は︑大統領と行動を共にしている姿が

リ企業家の業界団体であるＣＰＣ︵製造通

チリ企業家も来日している︒なかでも︑チ

れた︒この時︑大統領と共に約一○○名の

バチェレ大統領も来日し︑盛大に執り行わ

典と期を一にして開催された発効式典には︑

携協定︶が発効した︒日智修好一一○年式

端になっている︒その後二○○○年二月チ

の実施についての提案がなされたことが発

日本貿易振興機構＝ジェトロ︶に共同研究

外相が来日した時に︑日本貿易振興会︵現

渉は︑一九九九年一一月にチリのバルデス

は一九九九年と比較的早かった︒両国の交

が︑二国間協定に向けての動きの開始自体

日本はこれに対しやや出遅れた感がある

との協定も矢継ぎ早に取りまとめられた︒

結し︑また韓国︑中国といったアジア諸国

た域外の貿易大国とも包括的なＦＴＡを締

二○○○年台に入ると︑ＥＵや米国といっ

貿易協定を締結してきた︵参考文献①︶
︒

ンアメリカ諸国を手始めに積極的に二国間

間︵バイラテラル︶主義へと転換し︑ラテ

︵マルチラテラル︶主義に代わって︑二国

を背景に︑それまで重視していた多国間

年代末に先進国の保護主義が強まったこと

を締結するＦＴＡ先進国である︒一九八○

チリは既に四○カ国以上の国々とＦＴＡ

これをうけて二○○四年一一月二二日に

ている︵日智商工会議所二○○四年調べ︶
︒

約三九○○万ドルの被害があったと申告し

地の日本企業は︑二重課税被害とあわせて

械といった工業製品があげられており︑現

車︑自動車部品︑タイヤ︑建築・工業用機

のであった︒不利対象品目としては︑自動

チリ市場で不利になることを懸念してのも

のものとなるなかで︑日本からの輸出品が

さらには韓国︑中国とのＦＴＡ協定が現実

チリが既に主要先進国とＦＴＡを締結し︑

ＦＴＡ締結の要望がだされている︒これは︑

心として日本の産業界からは︑早期の日智

調整は大幅に遅れた︒一方で︑経団連を中

れた農林水産品に関して日本国内での意見

この後︑センシティブ品目として提示さ

している︒

括的なＦＴＡを早期に締結することを提言

告書で︑二国間の経済関係強化のために包

して会議を重ね報告書をまとめた︒この報

Ｎ︶が研究会を発足させ︑両研究会は並行

リ側では国際経済関係総局︵ＤＩＲＥＣＯ

の対外政策の交渉戦術との関連で分析を行

リ外務省のハラ国際経済関係次官︵当時︶

小泉首相とラゴス大統領は︑両国の産学官

●日本チリＥＰＡ交渉過程

う︒

からの申し入れを受けて︑五月にジェトロ

九月三日にチリと日本とのＥＰＡ︵経済連

約八年間の準備期間を経て︑二○○七年

チリ
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発展させることに寄与すると結論づけ︑二

緊密な経済関係を幅広い分野において一層

これらの議論を踏まえ︑両国間のＥＰＡが

いった包括的なテーマで検討が行われた︒

及び処理︑法律事項︑ビジネス環境整備と

競争政策︑貿易の技術的障害︑紛争の回避

サービス︑政府調達︑知的財産︑人の移動︑

産地規則・関税手続︑貿易救済措置︑投資︑

とめられ︑市場アクセスだけではなく︑原

合意した︒報告書は二○○五年一一月にま

による﹁共同研究会﹂を立ち上げることで

が随行して︑交渉プロセスの逐次報告を受

関係省庁の担当者と共に︑業界団体の代表

ＣＯＮや大蔵省︑経済省︑農業省といった

チリの交渉における特徴として︑ＤＩＲＥ

り︑外国カウンターパートとの交渉を行う︒

担当機関であるＤＩＲＥＣＯＮが主体とな

この報告を受けて︑外務省の対外貿易交渉

野についてＦＴＡの効果分析がなされる︒

品貿易︑サービス︑投資︑センシティブ分

い︒その後︑産学官の共同研究会により物

交上の合意という形で開始されることが多

リのＦＴＡは大統領や有力政治家による外

時関税撤廃が決まり︑協定発効とともに︑

般機械︑電気電子製品など鉱工業製品の即

定文書では︑日本からチリへの自動車・一

七年三月二七日署名された日智ＥＰＡの協

ゴにおいて交互に開催されている︒二○○

関係省庁の代表により︑東京とサンティア

会を通じて情報の共有と意見交換がなされ

た民間団体に対しては︑民間部門参加委員

ことになる︒同時に︑業界団体を中心とし

省庁委員会で︑全省庁間の調整が図られる

の分析がなされ︑さらに国際通商交渉関係

渉委員会で関係省庁による交渉の進捗状況

この公式会合の間に︑本国においては交

け︑関係分野における交渉材料を提供する

輸出額の九九・八％が無税となる︒一方︑

る︒さらに︑国際的な政党関係を通じた調

二国間交渉は︑国際貿易・経済担当大使

国間ＥＰＡ交渉の開始を提言している︒

チリから日本への輸出は︑精製銅が一○年

整や︑商工会議所を通じた両国の業界団体

と同時に業界の調整をはかる︑という体制

間での段階的関税撤廃となり︑農林水産品

どうしの会合ももたれ︑これに加えて労働

ほか日本の関係省庁の代表と︑チリ側から

でもサケ・マスが一○年︑ワイン︵ボト

組合や環境団体といった民間団体も相手国

をとっている点があげられる︒

ル︶が一二年の段階的関税撤廃︑牛肉・豚

カウンターパートと接触し︑ＦＴＡ政策過

外務副大臣︵国際経済関係担当︶をはじめ

肉・鶏肉は関税割当が設定され︑無税とな

程に影響を与えている︵図１︶
︒

なる︒チリは銅や伝統的一次産品の輸出に

国から市場アクセスを引き出せるかが鍵と

協定については︑主としてどれだけ相手

るのは九○・五％にとどまる︒

●交渉戦術
日智ＥＰＡの交渉でみられたように︑チ
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依存した経済発展の構造を転換するために︑

き出すという交渉戦術がとられている︒

すことで︑相手国からの市場アクセスを引

ており︑新たな一次産品および関連加工品

産業関連のＣＯＲＭＡ︑製造業全体の製造

セスに関心の高い︑農業団体のＳＮＡや林

一致しているためである︒特に︑市場アク

の﹁第二段階の輸出戦略﹂と業界の意向が

交渉において︑
﹁隣室﹂
︵ Cuartos adjuntos
︶
と呼ばれる業界団体が随行するのは︑政府

市場アクセスの確保が重要になっている︒

を調整している︒さらに︑政府交渉団に随

団体の代表が参加し実質的に業界内の意見

サケ︑鶏︑ワインといった特定産品の業界

業︑工業といった部門別業界団体︑さらに

作成には︑頂上団体のＣＰＣや︑漁業︑林

緊密な関係がみられた︒
﹁共同報告書﹂の

日智ＥＰＡ交渉においても︑これまでの

●日智交渉における業界団体の関
与

﹁第二段階の輸出戦略﹂を政策目標に掲げ
の輸出を積極的に促進している︒そのため︑

業振興協会︵ＳＯＦＯＦＡ︶
︑ワイン輸出

行する﹁隣室﹂として︑ＣＰＣやＳＯＦＯ

特に農水産品分野での新たな市場の開拓と

協会︑食肉協会は交渉に積極的に関与して

ＦＡ︑各業界団体の代表が関わっている︒

ため︑これまで国内における自由化反対勢

一律フラットであり︑関税率も六％と低い

交渉取引として重要になる︒すでに関税が

交渉戦術では︑わずかに残る保護分野が

いては除外品目とするため︑比較的容易に

るため大きな問題ではなく︑またコメにつ

ついて︑日本は輸入国であり季節も逆であ

要輸出農産物である果実や野菜︑ワインに

日智ＥＰＡ交渉では︑当初チリ側は︑主

二国間経済交渉と同様︑業界団体と政府の

いる︒

力はほとんどないとされてきた︒しかし︑

して多くの農産品とその加工品が関税引き

交渉をまとめることができると考えていた︒
護がむしろ強調されている︒価格バンド制

下げ除外品目となることが明らかになると︑

しかし︑第三回交渉で︑市場アクセスに関
を敷いている小麦︑小麦粉︑食用油︑砂糖

チリ国内での農業関係の企業や業界団体の

これまで重視されてこなかった小生産者保

の四品目については︑小規模農家保護を根

反発は強まった︒彼らは地元の政治家︑お

外国からの市場アクセスを獲得するため︑

拠とした強力なロビイングが展開されてい

よびメディアを通じてＥＰＡ反対運動を繰

経済問題に関する政府と民間の主要な対

る︒また日本との交渉では︑ペルーとの国
車産業保護制度をもとに︑一社しかないに

話は︑業界団体を通じて行われるが︑これ

り広げている︒
もかかわらず︑重要な交渉材料となってい

は︑業界団体が高い政策提言能力を有して

境近くにある北端の地方都市における自動

る︒これらのわずかな保護品目で譲歩を示
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はサービス貿易企業委員会を設置し︑サー

ている︒サンチャゴ商工会議所︵ＣＣＳ︶

︵ＳＮＡ︶も同様に通商専門部署を設置し

大規模な組織を作った︒また全国農業協会

ＯＮ職員を雇用し十数名の専門家を抱える

商部を創設するにあたって︑元ＤＩＲＥＣ

最大の業界団体であるＳＯＦＯＦＡは︑通

を高めるために多くの努力を払っている︒

いるためである︒業界団体は政策提言能力

おり︑政府がこれに対応する姿勢を示して

ある場合には︑強い軋轢が生まれるケース

開示を拒んだり︑情報開示に多くの制約が

ばれる︒ただし︑政府交渉団が協議内容の

室をとるほどの緊密さのため﹁隣室﹂と呼

渉団の滞在するホテル部屋の直ぐ近くに別

ターすることによって築かれた︒彼らは交

企業が随行し︑交渉の過程をつぶさにモニ

と民間の強い関係は︑政府の交渉団に民間

な場となった︒対外通商交渉における政府

報を伝え︑政府と民間が意見交換する主要

ＯＮが進行中の通商交渉に関して民間に情

渉に臨んできたが︑今後は異なる交渉アプ

リはこれまで比較的攻めの姿勢でＦＴＡ交

位を有した国々である︒自由化の進んだチ

国やアジアの途上国は︑農産品にも比較優

うとしているオーストラリアなど南半球の

ＴＡが主であった︒しかし︑今後拡大しよ

ど︑チリと輸出品目の異なる国との間のＦ

ラテンアメリカの中で工業化の進んだ国な

締結されているが︑これまでは︑先進国や

すでにほとんどの通商相手国とＦＴＡが

活動を活発にさせていると考えられる︒

ビス貿易を行う企業の業界団体となってい

ローチの必要に迫られている︒

︵きたの こういち／アジア経済研究所

がある︒

業界団体の頂上団体としてＣＰＣがある

る︵参考文献②︶
︒

別に活動しており︑通商政策のように各セ

った︒チリの業界団体は主としてセクター

に関わる業界団体の役割に焦点を絞って分

て︑日智ＥＰＡを例に︑政策の形成とこれ

本稿では︑チリの二国間通商政策につい

とＦＴＡ﹄研究叢書五九︑神戸大学経済

①細野昭雄﹃米州におけるリジョナリズム
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地域研究センター︶

クターで利害の違いが大きい場合には︑頂

析した︒チリの通商政策における最も大き

経営研究所︑二○○一年︒

●おわりに

上団体は所属する各業界団体の調整役の域

な特徴は︑いくつかの業界団体が交渉過程

が︑これまで大きな役割を果たしてこなか

を出ることができないためである︒この点

に深く関与している点があげられる︒事前

ercio Internacional 11, Santiago: CEPAL, 2001.

cial chilena en los años noventa,” Serie Com-

Silva, Veronica, “Estrategia y agenda comer-

が︑メキシコのような頂上団体が強く︑そ

のＦＴＡ研究会への参加や︑公式交渉への

②

の傘下の部門別業界団体の意見を集約する

随行による政府との情報交換︑国会の委員
はメディアなどを使った意見表明など︑様

国とは︑政策過程への関与の仕方が大きく
一九九○年代初めは︑政府と民間団体と

々な形で政策決定に影響を及ぼしている︒

会を通じた政治家への影響力の行使︑また

の交流は非公式的であり︑海外での通商交

対日ＥＰＡ交渉では︑特に農業部門の開放

異なっている︒

渉に民間企業は任意で随行した︒一九九五

使されている︒メキシコなどと異なり︑頂

が焦点となっているが︑協定の大筋合意前
︶という諮問機関が
pación del Sector Privado
設置され︑業界団体︑労働組合代表︑学者

上団体が業界団体全体の意見調整に積極的

後にかけて農業団体の強い政治的圧力が行
が参加した︒この委員会は︑経済省大臣が

でないことが︑このような関係業界ごとの

年に民間部門参加委員会︵ Comité de Partici-

議長となり︑政府から各省庁とＤＩＲＥＣ

29 ─アジ研ワールド・トレンド No.147（2007．
12）

