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国会決議は守られたのか

TPP合意における重要 5品目の検証一

作山巧 1*

Were the Diet Resolutions Observed?: Verification of Japan's Commitments on Five 

Sensitive Agricultural Products in the Trans-Pacific Partnership Agreement 

Takumi SAKUYAMA (Meiji University) 

This paper aims to veriぢwh巴therJapan's commitments in the Trans-Pacific Partnership Agreement are consistent with 

the Liberal Democratic Party's manifesto and the Diet resolutions. The former is defined as a request to exempt any 

agricultural product from tariff巴limination，while the latt巴rto ex巴mptall five sensitive agricultural products企omany 

commitment. The pap巴rconcludes丘oman analysis of Japan's tariff schedule that， whereas th巳manifestois observed， 

the resolutions are not observed since the share of th巳fiveagricultural products exempted from any commitment is 26 

and zero p巴rcent，resp巴ctively，bas巴don a naηow and broad tariff classification. 
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1 背景と目的

2015年 10月に妥結した TPP(環太平洋ノ《ートナー

シッブ協定)交渉を巡って，特に注目されたのは農産

品の重要 5品目の扱いで、あった.2012年 12月の衆院

選で自民党は， r~聖域なき関税撤廃』を前提にする限

り， TPP交渉参加に反対」と公約し政権復帰を果たし

た.また， 20日年4月に衆参の農林水産委員会は， TPP 

交渉で重要 5品目等の「除外又は再協議」を求める国

会決議を採択した.TPP合意に閣して安倍晋三首相は，

農産品で関税撤廃の例外を確保したことを挙げ，公約

は「しっかりと守ることができたJ(内閣官房ヲ2015)

と述べた.また，国会決議に関しては，具体的な恨拠

は挙げていないものの， r国会決議の趣旨に沿う合意を

達成できたJ(衆議院，2015) と説明した.他方で，農

業者を対象とした意識調査によれば， 69%がTPP合意

は国会決議に違反していると回答し，順守していると

の回答は 7%に過ぎない(日本農業新聞，2015)

無論，選挙公約や国会決議は TPP交渉に限られるも

のではない例えば， 1993年に妥結したガット・ウノレ
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グアイ・ラウンド交渉では r米の完全自給jや「例外

なき関税化への反対」を求めた国会決議や選挙公約が

存在した.その農業合意では， ミニマム・アクセスを

受諾したためJ米の完全自給」は維持されなかったが，

関税化の特例措置を獲得したためJ例外なき関税化へ

の反対」とし、う約束は果たされた また， 2014年に妥

結した日豪 EPA(経済連携協定)でも，交渉開始前に

「米，小麦，牛肉，乳製品，砂糖などの重要lZ円を除

外又は再協議」とする衆参の農林水産委員会の決議が

採択され，重要品目の多くはそうした扱いが確保され

た.このように，過去の貿易交渉でも公約や決議が完

全に守られたわけではf品、が，米の関税化の例外や日

豪EPAでの除外のように，核心的な部分は守られたと

言える 上記の交渉を巡って公約や決議と合意内容と

の整合性を扱った研究が，管見では東山 (2015)に限

られるのは，こうした事情によるものと考えられる.

では， TPP合意において自民党の政権公約や国会決

議は守られたのか.こうした聞いを巡る時論的な論考

は多いものの，エピデンスに基づく検証はほぼ皆無で

ある.その理由の第 1は，政権公約と国会決議という

与党と立法府の 2つの約束が併存し， r聖域」や「除外」
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といった用語の定義も唆昧なことから，評価の基準が

確立していないことが挙げられる.第2は，重要 5品

目を含むTPP合意での約束内容に関する日本政府の情

報開示が不十分で，検証に必要なデータが得られない

ことがある.第3は， 日本の約束内容を明記した TPP

協定の譲許表は複雑で，専門知識がなければ理解が困

難としづ事情も挙げられよう.TPP合意と国会決議と

の整合性に関する先行研究には東山(2016)があるが，

基本的には政府の公表資料に依拠し，国会決議が守ら

れたか否かについても明確な判断は回避している.

こうした背景を踏まえた本稿の目的は，政権公約や

国会決議における「聖域」や「除外」の定義を明確化

した上で， TPP協定の譲許表を分析することによって，

これらの約束が守られたのかを検証することである.

この点は， TPP協定批准の国会審議でも重要な論点、と

され，その批准の有無に関わらず， TPP交渉を巡る政

策決定過程やTPP協定の内容を解明する上で重要な意

義を有する.本稿の構成は以下の通りである.次節で

は，政権公約や国会決議の策定品緯を整理した上で，

「聖域Jや「除外」を含む用語の定義を示す.第3節

では，日本の TPP合意における重要5品目を含む約束

内容を精査し，政権公約や国会決議が守られたのかを

検証する.第4節では，本稿の結論と貢献を要約した

上で，今後の研究課題について述べる

2“政権公約と国会決議の解釈

本節では，政権公約や国会決議の経緯を整理した上

で， r聖域」や「除外」を含む用語の定義を示す(註1). 

1 )自民党の政権公約

自由民主党は， 2012年 11月に発表した衆院選向け

の政権公約(自由民主党，2012b)で， TPP に関して r~聖

域なき関税撤廃』を前提にする限り， TPP交渉参加に

反対します」と明記した.この表現は，民主党政権下

で野党だ、った 2012年 3月に，同党の外交・経済連携調

査会が策定した rTPpについての考え方J(自由民主党，

2012a) に由来する.同文書では， 日本の TPP交渉参

加の条件に関する判断基準として 6項目を掲げており，

その l 番目の r~聖域なき関税撤廃』を前提にする限り，

交渉参加に反対する」という文言が政権公約にも用い

られたのである.

他方で，この政権公約は極めて暖昧である.第 1に，

後述する国会決議と異なって対象品目の例示がないこ

とから r聖域」の範囲が明らかでない.第2に r聖
域なき関税撤廃j に関して，関税撤廃のみを排除して

(註1) 日本の TPP交渉参加に至る経緯の詳細については，
作山 (2015)を参照.本節もこれに依拠している.

いるのか(つまり，関税削減や関税割当等は認められ

るのか)，それとも一切の約束からの除外を指している

のかが明確で、ない第3に， r前提にする限り jを巡っ

ても，交渉の参加時点で「聖域j が確保されることを

意味するのか，それとも交渉の結果として「聖域」が

確保されれば良いのかも暖昧である.この公約に関し

て，自民党の政調会長代理としてとりまとめに当たり，

その後農相に就任した林芳正は r法律のように，この

条文の解釈はこうです，コンメンタールみたいなもの

はないJ(農林水産省，2013) と述べている.

このように，自民党は政権公約の解釈や定義を示し

ておらず，国会審議等を通じても明らかにされていな

い.このため本稿では r聖域なき関税撤廃」を r交
渉の結果として全品目の関税を撤廃することj と定義

する.その理由は， TPP合意後の記者会見で安倍首相

が r関税撤廃の例外」を確保できたことを理由に，自

民党の政権公約を「しっかりと守ることができたJ(内

閣官房，2015)と説明しているからであるこの際 r聖
域Jの範囲は示されていないことから，その対象は重

要5品目に恨られないことに留意が必要である.

2)農林水産委員会の国会決議

20日年 4月に衆参の農林水産委員会は r環太平洋

ノfートナーシップ (TPP)協定交渉参加に関する決議」

(参議院， 2013) を採択した.同決議では r米，麦，
牛肉・豚肉，乳製品，甘味資源作物などの農林水産物

の重要品目について，引き続き再生産可能となるよう

除外又は再協議の対象とすること」が明記された.こ

の文言は，同年 3月の自民党 TPP対策委員会による

rTPp対策に関する決議J(自由民主党， 2013) と同ー

である.更にその表現は， 2006年 12月に衆参の農林

水産委員会で採択された「日豪EPAの交渉開始に関す

る決議J(参議院， 2006) に由来し，同決議では「米，

小麦，牛肉，乳製品，砂糖などの農林水産物の重要品

目が，除外又は再協議の対象となるよう，政府一体と

なって全力を挙げて交渉することjと明記されている.

TPP合意で「再協議」に区分された品目は無いこと

から，国会決議が守られたかの判断は「除外」の定義

にかかっている.これに関して安倍首相は， r除外につ

いての定義は一律に定まっているものはないJ(衆議院，

2014c) と述べている.具体的には，木原誠二外務政務

官は r除外という言葉は，それぞれの EPAでそれぞ

れの定義があるため統一的な定義は存在せず，決議を

作成した国会が決定すべきJ(衆議院，2014b)という趣

旨の答弁をしている.また西川公也農相も， r政府側と

して除外を定義する立場になしり(参議院， 2014) と説

明している.他方で，政府が 2012年に公表した rTPp
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協定交渉の現状J(内閣官房，2012b) では I関税の撤 るかは定かでないこのため本稿では， I除外」につい

廃・削減の対象としない除外Jや「将来の交渉に先送 て以下の 2つの定義を用いる.まず狭義では「タリフ

りする再協議Jという記述がある.ただし，この記述 ラインを単位として一切の約束から除外すること」と

に関して溢谷和久内閣審議官は I政府として，除外， 定義し， 日豪EPAのナチュラルチーズの枠内税率は

再協議についての一般的な定義を示したものでは必ず 「除外」となる.他方で広義では， I品目を単位として

しもないJ(衆議院，2014a) と釈明している. 一切の約束から除外すること」と定義し，日豪EPAの

このように，政府が「除外」の定義を拒んでいる以 ナチュラルチーズは「関税割当Jとなる(註2). 

上，過去の経緯から類推する以外にない これまでの

日本の EPA交渉を巡って，国会決議が採択されたのは

日豪 EPAとTPPの 2例しかない.その共通点は，交

渉相手国が関税の全廃を要求していた点にある. 日豪

EPAの国会決議が採択された 2006年の時点では，日

本は7カ固との EPA交渉を妥結させ，重要品目は「除

外」とされた.このため，日豪 EPAの国会決議は，そ

れまで締結された EPAにおける約束の類型を念頭に，

日豪EPAでも同様に「除外jを確保すべきとの趣旨だ

ったと考えられる.日本が締結した EPAにおける約束

の類型を第 1表に示した. I除外」を表すXは， I関税

に関する約束の対象からの除外」という意味で，それ

以外の意味で用いられたことはない.ただし，譲許表

上の Xという記号と品目単位での「除外」とは必ずし

も同義ではなく，この点の整理が必要である.

第 1表 日本の EPAにおける約束の類型

約束の類型 記号

即時撤廃 A 

10年以内の段階的撤廃 B 

10年を超える段階的撤廃 C 

関税削減 P 

関税割当 Q 
再協議 R 
除外 X 

資料:日本のEPAの譲許表を基に筆者作成.

EPAの譲許表の品目分類は，原則として関税番号6

桁で表記されている.具体的には，第2表に示した日

豪EPAの例では，米はより上位の 4桁でXであり，

全てが「除外」とされている これに対して，関税割

当品目であるナチュラルチーズで、は，豪州向けにプロ

セスチーズ原料用の国別枠を新設したことから，枠外

第2表 日豪EPAにおける約束例

品目 関税割当 細分

枠内税率 プロセスチーズ原

ナチュラ (010) 料用

ルチーズ EPA枠内のプロセス
枠外税率

(040610) チーズ原料用
(090) 一一一一

そ(f;他

米(1006)

資料:外務省 (2014b)を基に筆者作成.
註:カッコ内は関税番号である.

記号

X 

Q 

x 
x 

3)約束の類型と政権公約・国会決議との関係

以上の検討結果を踏まえて， TPP合意における約束

の類型と政権公約や国会決議との対応関係を整理した

のが第3表である.

第3表 TPP合意における約束の類型

約束の類型 記号
政権 国会

公約 決議

関税 即時撤廃 EIF × × 

撤廃 段階的撤廃 B × × 

関税削減 R 。 × 

マークアップ削減 M 。 × 

関税割当(関税割

当を新たに設定し TRQ 。 × 

関税 税率を維持)

非撤 一部維持(タリフ
廃 ラインの一部につ MFN 。 × 

いて税率を維持)

税率維持(タリフ

ラインの全部につ MFN 。。
いて税率を維持)

資料:外務省 (2016)を基に筆者作成.
註 Oは公約又は決議への合致 xは違反を示す.

税率のラインが EPA枠内の Qとその他のXに分けら 日本の譲許表の一般的注釈(外務省，2016)によれば，

れている.これに関して外務省 (2014a)は，米は「除 TPP合意で関税を撤廃しない約束には，第3表に示し

外」なのに対し，プロセスチーズ原料用のナチュラル た5つの類型がある.このうち，関税の削減は R，マ

チーズは「関税割当」と説明している.ここで問題と ークアップの削減は M，関税割当の設定は TRQの記

なるのがナチュラルチーズの枠内税率であり，タリフ

ラインの記号はXだが，ナチュラノレチーズという括り

では関税割当を設定しており，それを「除外」と呼べ
(註2)品目の括りは品目分類の細目である 9桁レベルとす
るが，関税割当品目については，枠内税率と枠外税率は
同一の産品であることから，両者を合わせたものとする.
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号で表される.また一部維持とは，同一のタリフライ む約束内容を精査することによって，これらの約束が

ン内で一部の品目や一部のTPP参加国に限って税率を 守られたのかを検証する.

維持する約束で，当該ラインにはMFN(最恵国待遇税 1 )タリフラインを単位とする検証

率)の記号が付されている.更に タリフラインの全 まずタリフラインを単位とした検証を行う.第 4

部について税率を維持する約束の場合にも，当該ライ 表には， TPP合意における農林水産品の約束内容別の

ンに MFNの記号が付されている. タリフライン数を示した.具体的には， 2，594のタリフ

第 3表によれば，自民党の政権公約では，重要 5品 ラインを，日本の EPAで関税撤廃の前例がない 901ラ

目か否かにかかわらず，関税撤廃の対象としない品目 インと前例がある 1，693ラインに分け，重要 5品目の

(つまり EIFやB以外の品目)が lつで、もあれば，公 ラインを前者の内数として示した上で，約束内容の類

約は守られたと言える.これに対して国会決議の方は， 型別にクロス集計表を作成した.ここでA列はタリフ

括りをタリフラインとするか(狭義)，それとも品目と ラインの総数であり，そのうちB列はTPP合意で関税

するか(広義)の違いはあるものの，重要 5品目の全 を撤廃するライン数， C列は関税を撤廃しないライン

てに関して「一切の約束からの除外」を確保すれば守 数である.また， D列は関税を撤廃しないライン数の

られたと言える. うち，税率を維持するライン数である.更に， E列の

「非撤廃率」は，関税を撤廃しないライン数の総ライ

3. T PP合意との整合性の検証 ン数に対する割合であり， F列の「維持率」は，税率

本節では，日本のTPP合意における重要5品目を含 を維持したライン数の総ライン数に対する割合である.

第4表 TPP合意における農林水産品のタリフライン数の内訳 (HS2012基準)

区分
総数 関税撤廃 関税非撤廃 うち税率維持 非撤廃率 維持率

(F=D/A) 
18.0 

26.1 

0.0 

6.2 

(A) (B) (C二 A-B) (D) 包ェC/A)

関税撤廃の前例なし 901 446 

うち重要5品目 594 170 

関税撤廃の前例あり 1，693 1，689 

合計 2，594 2，135 

資料:農林水産省 (2016a，2016e)を基に筆者作成.

第4表を用いて， TPP合意における約束内容と政権

公約や国会決議との整合性を検証する.まず政権公約

に関しては， I聖域なき関税撤廃j とは「交渉の結果と

して全品目の関税を撤廃すること」を意味することか

ら，関税撤廃の対象としない品目が lラインでもあれ

ば，政権公約は守られたと解釈することができる.第

4表によれば，農林水産品 2，594ラインのうち関税が撤

廃されないのは459ラインであり， I非撤廃率Jは 18%

となる.このため，政権公約は守られたと判断できる.

また，国会決議に関しては， I除外」を狭義では「タリ

フラインを単位として一切の約束から除外すること」

と定義した.ここで第4表を見ると，重要 5品目 594

ラインのうち税率維持は 155ラインであり I維持率」

は約 26%に過ぎない.このように，重要5品目の「除

外」は全体の僅か4分の lに止まっていることから，

国会決議は守られなかったと結論づけられる.

2)品目を単位とする検証

国会決議に関しては， I品目を単位として一切の約束

から除外すること」とし寸広義の定義を用いて， I除外j

の有無を追加的に検証する必要がある.その理由は，

455 

424 

4 

459 

50.5 

71.4 
0目2

17.7 

TPP合意で日本は，広範な関税割当品目について， TPP 

参加国を対象とした国別枠を設定したからである.第

5表に示した精米を例にとると，日本の品目分類では，

タリフラインは枠内税率と枠外税率の 2つに分かれる.

TPP合意では，枠内税率では WTO枠を維持しつつ米

固と豪州に対する国別枠を設定する一方で，枠外税率

は維持した.このため，タリフラインを単位とする狭

義では，枠外税率のラインは「除外j となるが，精米

という品目を単位とした広義では「関税割当」となり，

「除外」は存在しないことになる.

第 5表

関税割当

枠内税率
(100630010) 

枠外税率
(100630090) 

TPP合意における精米の約束内容

約束内容
細分 記号

狭義 広義

WTO枠 MB4 関税

国別枠 TRQ 割当

その他 MFN 除外

関税
割当

資料.外務省 (2016)を基に筆者作成.
註カッコ内は関税番号である.
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重要 5品目を対象とした広義の「除外jの検証では，

第4表の 155ラインが，上述した精米のように同 の

関税割当品目の枠外税率か枠内税率のいずれかのみな

のか，それとも品目単位で税率が維持されたタリフラ

インが存在するのかを確認すれば良いそのためには，

155ラインの約束内容を日本の譲許表(外務省， 2016) 

と照合することが考えられるが， 155ラインを含む重

要5品目の関税番号は未公表のため，この手法はとり

得ない他方で，農林水産省 (2016b，2016c，2016d)で

は，関税撤廃の前例が無い重要 5品目のラインには印

がイ寸けられているため，これを用いて 155ラインの約

束内容を特定することが考えられるが，同資料が全て

のタリフラインを網羅しているわけではないため，こ

の手法も実施できない.このため本稿では， R本の譲

許表上で税率の維持を表す MFNの記号が付されたタ

リフラインを全て精査することによって，広義の「除

外j が存在するのか否かを確認する

第 6表 TPP合意で税率を維持した農産l晶のタリフライン数の内訳 (HS2012基準)

類 品目 枠外税率
枠内税率

合計
有税 無税

4 
酪農品，烏卵，天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動

14 43 11 68 
物性生産品

7 食用の野菜，根及び塊茎 6 。 。 6 

10 穀物 14 6 3 23 

11 穀粉，加工穀物，麦芽，でん粉，イヌリン及び小麦ク守ルテン 21 32 3 56 

12 
採油用の種及び果実，各種の種及び果実， T業用Xは医薬用の 。 。
植物並びにわら及び飼料用植物

17 糖類及び砂糖菓子 。 。 。 。
18 ココア及びその調製品 2 。 3 
19 穀物，穀粉，でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 26 24 。 50 

20 野菜，果実，ナットその他植物の部分の調製品 。 。 4 4 

21 各種の調製食料品 11 3 。 14 
35 たんぱく系物質，変性でん粉，勝着剤及び酵素 。 。 。 。

合計 94 110 21 225 

資料ー外務省 (2016)を基に筆者作成.

4. 結論と今後の課題

検証結果は第 6表に示した 日本の譲許表で MFN 本稿では， TPP交渉に関する自民党の政権公約や同

とされたタリフライン数は 243で，そのうち第 3表の 会決議の経緯を整理し， r聖域」や「除外」の定義を示

「部維持Jに該当する 18を除くと，税率維持のタリ した上で， TPP合意における日本の農林水産品の約束

フライン数は 225であった.その内訳は，枠外税率が 内容を精査することによって，政権公約は守られたが，

94，枠内税率のうち有税が 110，枠外税率のうち無税 国会決議は守られていないことを明らかにした 本稿

が21である.つまり， MFNの全てが関税割当の枠内 の貢献の第 lは，過去の経緯や該許表の分析を踏まえ

税率か枠外税率のラインであり，同ーの関税割当品目 て，これまで、暖昧だ、った政権公約や国会決議の定義を

で枠内税率と枠外税率が共に MFNとされたラインは 明確化したことである.第2の貢献は， TPP協定の譲

つもなかった ここで，第 6表の 225ラインには重 許表を独自に分析することによって，税率が維持され

要 5品目以外を含むが，第4表の 155ラインはその内 た重要 5品目の全てが関税割当のラインであることを

数であることから，検証の有効性を損なうものではな 解明したことである.第3に，これらをベースとした

い.つまり，品目を単位とした場合には「除外」は皆 エビデンスに基づいて，政権公約や国会決議と TPP合

無であり，国会決議は全く守られていないと結論づけ 意との整合性を評価した点も本稿の貢献である.

られる(註3). 今後の研究課題としては，特に「除外」の扱いを巡

(註3)本稿投稿後の 2016年 4月 19日の同会審議で、森111農
相は r枠内税率も枠外税率も変更を加えていないものが
あったかなかったかと問われれば，それはなしりと符弁
し，この結論が正しいことを認めている(衆議院，2016)

って，国会決議と TPP合意どの阻曲面が発生した理由の

解明が挙げられる. 日本の交渉参加以前から， TPPは

関税の撤廃を原則とし r除外jは認、められないとの見

方は強かった(内閣官房，2012a).本稿の広義の定義で

は日本の TPP合意に「除外」は皆無で，森山農相も国

会審議でそれを認めたとしづ事実は，こうした認識が
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正しかったことを物語っている.にもかかわらず， 2013

年4月に日本の TPP交渉参加が決定した際に，そうし

た原則に抵触し，交渉妥結時には政府と与党が窮地に

陥りかねない「重要5品目の除外又は再協議」を求め

る国会決議が採択されたのは大きな謎である.既存の

2次資料に加えて，情報公開請求や政策決定者へのイ

ンタビュー等の 1次資料の収集等を通じて，こうした

パラド、ックスを解明することが求められる.
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