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1980年代における市場開放政策の内容・
効果・教訓について

はじめに

1970年後半の石油危機を契機とする世界経
済の停滞とこれに伴う失業者の増大を背景に保
護貿易主義が拡がり、これまで世界経済を支え
てきた自由貿易体制は1980年代に入り大きな
試練の時期を迎えていた。

第２次石油危機をいち早く克服した日本は、
欧米との貿易摩擦に直面する。「日本市場は閉
鎖性が強いので欧米からの輸出が伸びない。そ
の一方で、日本は集中豪雨的に輸出を行い輸入
国の雇用を脅かす」というのが欧米の共通認識
であった。自由貿易体制を維持・強化して世界
貿易の拡大、世界経済の持続的発展をはかって
いくことが日本の利益になると同時に国際的な
責務と日本政府は考えていた。日本政府は、日
本市場は閉鎖的ではないといいつつ、市場開放
が必要なところがあれば検討する、具体的に
困ったところがあれば、申し出てくださいとい
うやや矛盾したスタンスをとっていた。

このため1981年12月以来、関税の引き下げ、
基準認証制度の改善など一連の市場開放措置を
講じている。その一環として政府はO.T.O（市
場開放問題苦情処理推進本部のこと、以下OTO
という）を設置して、個別の事例について市場
開放の視点からハイレベルで対応することとし
た。

一方、1980年代前半、アメリカでは、「強い
アメリカ、強いドル」が標榜される中、日米間
の貿易アンバランが拡大し1985年３月に対日報

復要求決議が米上院本会議で採択されるなど保
護主義的な動きを強めてきた。このため、アメ
リカはマクロ経済政策面では、貿易不均衡を是
正するため強いドル志向を改め為替調整（ドル
高・円安・マルク安の是正）に積極的となり、
1985年９月には先進５か国はドル売り協調介入
をおこなうことで合意した（プラザ合意）。また、
アメリカは日本にたいして金融政策では低金
利、財政政策では内需拡大のため財政支出の拡
大、開放的な経済構造への改革を求めた。1

こうしたなか、1986年４月に公表された「前
川レポート」において内需の拡大とともに、経
済構造改革の一環として市場アクセスの一層の
改善が謳われ、基準認証・政府調達等の改善と
ならんでOTOの法制化、機能強化が述べられ
ている。

本論では、1980年代に市場開放政策の一環と
して政府が重視したOTOや「前川レポート」
等をケーススタディーとして、それらの内容、
役割、妥当性等について整理して、1980年代の
市場アクセス改善政策等の限界と今日の貿易政
策等への教訓を考察したい。

１　OTOの創設・役割・効果

１）創設の背景

1980年代初頭は、第２次石油危機の影響で世
界的な景気後退に見舞われ、米国、西欧でそれ
ぞれ失業者が1000万人を超えるなど社会不安
が増大していった時期である。日本は第１次石
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油危機の経験を活かし、省資源・省エネを進め
比較的短期間で対応が進み経済も回復していっ
た。高質低廉な日本の輸出品は伸びを続け経常
収支の不均衡は増大した。国際貿易のメリット
が経済学者のなかでは広く認識されている一方
で、輸入の急増は雇用を脅かす「失業の輸出」
との認識も輸入国の政治家や人々のなかには少
なくなかった。

こうしたなか、日本への輸出が難しく困って
いる内外の企業、団体などに対してハイレベル
の「駆け込み寺」を日本政府がオープンした。
このような大掛りな市場アクセスに係る窓口は、
他国にないもので、高い権威、強い権限のもと
に問題の苦情処理にあたるスウェーデンなどの
オンブズマンにならいombudsmanの呼称を使
い、OTO（The Office of Trade and investment 
Ombudsman）と称して1982年１月に創設され
た。

OTOは、わが国の市場が閉鎖的で外国製品
が日本で売れない、日本に輸出できないとの諸
外国の声に対応するために、日本の輸入、対日
投資の障害になっている具体的な政府規制等に
関する苦情を内外の企業等から受付け処理改善
する、政府の市場アクセス改善のための包括的
な窓口と苦情処理体制のことである。この市場
開放問題苦情処理推進本部は内閣官房副長官

（事務）を本部長、関係省庁の事務次官を構成員、
庶務を経済企画庁調整局がおこなっていた。本
部は重要事項を決定し、個別の苦情は苦情窓口
でもある関係省庁の担当課、地方支分局におい
て受理され、所管省庁、関係省庁連絡調整会議

（関係省庁の関係局長等が構成員）が検討し対
応する。OTOは本部会合のほか、局長レベル
の幹事会、在京大使館説明会、地域別連絡会な
ど頻繁に開催し、個別案件の受付・処理・検討、
苦情処理体制の周知、要望の聴取などを行った。

こうした苦情処理体制の整備のもう１つの背
景は、貿易に関連した国際協定に関する協定発
効への対応である。1973年から79年にかけて

行われた東京ラウンドの成果として、「貿易の
技術的障害に関する協定」（いわゆるスタンダー
ド協定）が1980年５月、政府調達協定が1981
年１月に発効した。スタンダード協定は、①貿
易の障害にならないような規格認証制度の整
備、②国内規格の国際規格への準拠、③輸入品
検査に国産品と同等の待遇を供与、このため、
外国での検査、外国生産者の自己認証の受け入
れなどからなっている。政府調達協定は、①国
防上の理由に基づくものを除き、一定額以上（約
4000万円以上）の物資を政府が調達する場合、
供給者に内国民待遇と無差別原則を適用する、
②調達の際の技術仕様は貿易障害にならないよ
うにする、③公開入札などを原則とする。これ
に沿って、条約批准国は国内の許認可制度、政
府調達制度を改善する必要がある。

こうしたなか、1981年12月の経済対策閣僚
会議で「対外経済対策」決定されたが、そこで
は冒頭に市場開放策を掲げ、その１番目に輸入
検査手続き等の改善をあげ、「輸入促進の観点
から、原則として国際基準に準拠して、国内検
査・審査手続等の見直しを行い、明年一月末ま
でに具体的な改善措置を取りまとめる。」とし
た。そして1982年１月末の「経済対策会議決定」
おいて、すでに諸外国から改善すべき旨指摘を
受けている輸入検査手続等99事例について早急
に検討するとともに、市場開放問題に関する苦
情を迅速適格に処理するための体制整備を決定
した。この体制がOTOである。

２）OTO諮問会議

こうした体制整備について、問題解決の先送
り、時間稼ぎと消極的にみる向きもあったが、
政府は、以下にみるように、多くの労力をかけ
積極的に対応した。しかし、法令を所管する省
庁の部局は旧来の発想に固執し対応が遅れると
ころもあったことは否めない。

また、1983年１月に「経済対策閣僚会議」は、
OTOの機能強化のためOTO諮問会議の開催、
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代理申立制度の導入が決定さした。代理申立制
度は申し立ての本人名が分かることにより不利
益を受けないように、本人以外でも外国政府機
関、在日外国公館、在日外国商工会議所が本人
に代わって苦情を申し出て改善を要請できるよ
うにしたものである。

OTO諮問会議はOTOの運営方針、活動状況
全般、重要な個別案件などについて意見を述べ
る役割があり、国際経済や貿易に関する学識経
験者８名以内で構成された。盛田昭夫（ソニー
会長）、本田宗一郎（本田技研工業最高顧問）、
牛場信彦（元対外経済担当大臣）、大来佐武郎

（元外務大臣）など世界的に著名な人達が初代
の委員に就任している。国内で議論するだけで
はなく、OTOミッションとして海外に出かけ、
訪問国の指導層に日本の市場開放努力を周知す
るうえでも大きな役割をはたした。

例えば、盛田昭夫（ソニー会長）委員は1983
年５月下旬OTOミッションとして米国を訪問
しシカゴ、ニューヨークで米国財界人に日本の
市場開放努力を説明、意見交換している。日本
の努力は評価するが、官僚機構の下部まで浸透
させることや外国製品にたいするパーセプショ
ンの改善の必要性などが指摘されている。

大来佐武郎（元外務大臣）委員は、1983年６
月中旬に、英独白仏４カ国をOTOミッション
として訪問、ロンドン商工会議所会頭、TUC
幹部、キャリントン元外相、英国ジャーナリス
ト、独産業連盟会長、ラムズドルフ経済大臣、
ダヴィニオンEC副委員長、ハーフェルカンプ
副委員長、独仏ジャーナリスト、仏経済団体首
脳、ヴァンレネップOECD事務総長らと会談し、
日本の対外経済対策、市場開放政策等について
説明、意見交換をおこなっている。

また、1989年３月には、松下満雄OTO苦情
処理特別会議委員（東大教授）がベルギー、イ
タリアを訪問し、白、伊の経済貿易関係者、
ジャーナリスト、EC委員会の関係者に日本の
市 場 開 放 努 力 を 説 明 し 意 見 交 換 し て い る。

OTOは問題の解決に役立つと評価される一方、
農産品、繊維、機械、自動車部品、公共事業な
どEC諸国が競争力を有する分野において規制
が厳しく、日本市場に浸透しにくいなどの意見
が表明された。

さらに、OTOミッションは、各国の関係者
から具体的な要望を聞くだけではなく、各国へ
逆に要望も述べている。例えば、EC諸国には
次のように述べている。①消費や分配面に重点
がおかれがちな経済政策を転換して、生産性向
上を重視して民間の貯蓄率を高め、それを設備
投資に振り向け産業の活力を取り戻すこと　②
対ECで近年伸びの高いVTR，カラーTVブラ
ウン管，TVセット、乗用車等ついてEC諸国の
要望に即して輸出急増抑制措置をとっている
が、EC諸国は50以上の品目について対日差別
的な輸入数量制限を設けており対応には整合性
が必要　③消費者のニーズに即した品質、価格、
メイテナンスなどきめ細かい販売努力が求めら
れる。日本では舶来品として尊重されることは
あっても外国製品は差別されることはなく、競
争力と適切な販売戦略があれば日本市場で根を
おろすことができる。各国の輸出関係者の一層
の努力を期待されることなどである。

こうした考えは、日本政府の英文パンフレッ
ト“ON THE MOVE ─ Progress Report on 
Japan’s Market-Opening Action Program” April 
1987などでも表明されている2。

３）個別案件処理

1982年１月末に発足したOTOは1983年４月
末までに、111件を受付、処理を終わったもの
が104件、うち「改善を講ずるものが」28件、「事
実関係等の誤解を解くことにより輸入促進的効
果を生じたもの」31件となっており、OTO事
務局では、過半が手続きの迅速化、簡素化、誤
解の解消により輸入促進に寄与していると評価
している。

発足初期のOTOの苦情処理をつうじて改善
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された事例として、背高コンテナやミネラル
ウォーターが典型的である。

背高コンテナの事例というのは次のような改
善例である。国際物流において広く普及してい
る海上コンテナで高さが9.6フィート（2.9m）
あり、低床式トレーラに載せて陸上を輸送して
も車高が４．１メートルになってしまって日本の
道路を積載して走ることができなかった。日本
では車両制限令、道路交通法施行令により、低
いガードに車高の高い車がぶつからないために
国際的な標準より低い、車高は3.8メートル以
下と決められていた。国際物流が拡がるなか水
陸一貫輸送が物流効率化のため不可欠であって
国際的に通用している背高コンテナから背の低
い日本製のコンテナに置き換えることは時間的
にも経費的にもコストの増大になる。このため
政府は1985年４月より指定道路で（運輸事業者
等の要望を受けた上で審査し、車高4.1メート
ルでも通行可能として指定するもの、1998年４
月で1.3万キロ）、低床式トレーラによる輸送を
認めることとした。

ミネラルウォーターについては、従来、日本
では加熱殺菌していないものは販売できなかっ
たが、欧米でポピュラーなミネラルウォーター
を排除することになりかねず、1986年５月に、
食品衛生法にミネラルウォーターの製造基準が
作成され加熱殺菌等せずに輸入することを可能
とした。（これを契機に1995年の輸入数量は
1986年の170倍に増加している。）

４）OTOの特徴

OTO事務局は広報のため『輸入障壁等でお
困りの方へ』（OTO事務局、1999年）など和文、
英文のパンフレットを発行している。そのなか
で、OTOの苦情処理体制の特徴として、①即
時性、②中立性（OTO諮問会議の監視）③広
範性（モノだけでなくサービス貿易、政府調達、
対日投資も対象、政府が間接的に関与している
民間事業者同士の規制も対象）、④ハイレベル

（事務方のトップである官房副長官を本部長に
関係省庁の事務次官で構成、さらに1994年年に
強化新設されたOTO対策本部は内閣総理大臣
を本部長に市場アクセス改善関係16閣僚で構
成）

OTOの個別苦情案件は極めて細部にわたる
もので、所管省庁の担当者クラスでなければ分
からないようなことが多く、担当部局は従来か
らの手続きを踏襲して見直しが行われてないよ
うなものも多かった。所管省庁の幹部も細かな
ことは担当部局任せという場合が多かった。
OTOの苦情として取り上げられることによっ
て従来の手続き等の問題点がオープンになっ
た。従来の手続きやり方を特に変更することは
ないといった担当者レベルの発想から、幹部も
入って市場開放の視点を十分考慮して改めて
個々の輸入検査手続きについて検討されること
となった。従来なら担当局長などもほとんど
タッチせず素通りしていた輸入検査手続きなど
が所管省庁等のトップレベルの検討の俎上にの
ぼることとなった。

このことは、天谷直弘氏「評価されたOTO」
（1983年）の発言に詳しい。3

５）OTOの機能強化

1982年１月の設置後、1983年１月には、OTO
諮問会議の発足、OTOミッションの派遣、対
日直接投資、政府調達の手続きなども苦情処理
の対象として拡大、代理申し立て制度の導入、
OTO諮問会議構成員の主宰する苦情処理特別
会議の開催、地域OTO連絡会議の開催、在京
大使館説明会の開催等の機能強化をおこなわれ
た。4

また、日米構造問題協議（SII）の最終報告
の閣議了解（1990年６月）などを受けて、OTO
は、OTO諮問会議への外国人の参加、基準・
認証・検査に関するレビューの取りまとめ等を
おこなうことにし、さらに、SIIフォローアッ
プ第２回年次報告（1992年７月）等を受けて、
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基準・認証制度等に係る市場開放問題について、
外国人事業者等からの問題提起を受けて、OTO
諮問会議が政府の取るべき政策対応について報
告書を取りまとめて（年１回程度）、政府はそ
の報告書を最大限尊重した対応を決定するとい
うプロセスを新設した。これを通称「問題提起
プロセス」と呼んでおり、1993年４月の報告書
以来毎年おこなわれてきた。

このように、米国側がOTOに着目したのは、
上手に使えば、日本の市場開放、規制緩和に役
立つと考えからだ。すなわち、OTO諮問会議
に外国人専門家をいれて、まず外国人関係者の
意見を十分反映した報告書をとりまとめて、そ
れを政府に実行させることで要求を実現すると
いう二段構えのアプローチである。

また、1994年２月には閣議決定により、内外
の市場開放要求に応えて市場アクセスの一層の
改善のため、①体制の強化（市場開放問題苦情
処理推進本部から市場開放問題苦情処理対策本
部（OTO対策本部、略称）に名称を変更し、
内閣総理大臣を本部長、関係大臣を構成員とし
た。）、②提言機能の強化（OTO諮問会議を市
場開放問題苦情処理推進会議に改組し本部から
の諮問を受けなくとも自ら政府に対して意見を
述べる機能（建議機能）を持たせた。個別の苦
情を処理する苦情処理特別部会は同推進会議の
特別部会とした。（いわゆる新OTOの発足）

これ以降も問題提起プロセスはおこなわれ、
OTO推進会議でとりまとめられた報告書の主
内容はOTO対策本部の決定として政府の確定
した施策となっていった。また、OTOの活動が、
市場アクセスの改善を通じて規制の緩和に寄与
していることから、OTO対策本部決定の内容
は、「規制緩和推進計画」（1995年３月策定、以
降逐次改訂、閣議決定文書）の一部を構成した。

なお、政府調達の苦情処理については、ウル
グアイ・ラウンドと平行して交渉が行われた政
府調達協定が1996年１月に発効して独自の苦
情処理システム（有識者からなる政府調達苦情

検討委員会が苦情の受付・検討をおこなう。併
せて内閣官房長官を本部長とする政府調達苦情
処理推進本部を設置）ができOTOの苦情処理
の対象外となった。

対日投資については1994年７月（閣議決定）
に対日投資会議が発足（内閣総理大臣を議長、
経済企画庁長官を副議長、関係大臣を構成員）、
その下に民間有識者、関係省庁局長等からなる
専門部会を設置して、その報告等をもとに対日
投資促進施策等の取りまとめ、公表・対外広報
をおこなっている。対日投資会議は声明という
形で政府の姿勢を明らかにしており、1995年６
月に、対日投資の意義、日本市場のポテンシャ
ルなどについての声明、96年４月には、M&A
を歓迎するむねを宣言した「M&Aに関する対
日投資会議声明」を公表している。ただし、対
日投資に関する苦情の受付・処理はOTOの担
当と仕分けされた。

６）OTOの改善効果、経済効果

発足直後の個別事案の改善事例は既に述べた
が、それ以降も個々の案件の苦情処理により具
体的な改善がなされている。例えば、1990年に
は黄銅製の水道の蛇口が使用できるようになり

（衛生上の観点から青銅は使用ができたが、欧
米でよく使われているしんちゅう製（黄銅製）
は日本では認められていなかった。）、1996年に
は欧米で普及している400ccを超える大型自動
二輪車について技能試験に代えて技能検定を導
入して免許取得を容易にした。1997年には、国
立病院等におけるベッドの入札仕様を改善して
特定メーカーが事実上有利にならないよう調達
手続きを改善した。また、ビタミンなど食品と
明示し医薬品的な効能を標榜しないものについ
ては、カプセル、錠剤形態でも一般の店で販売
可能とした（米国などでは普通に売られていた
が、日本では医薬品と紛らわしいとして禁止さ
れていた。）。1999年には加熱殺菌していないア
ルコールフリーワインもフィルター等で除菌し
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てあれば清涼飲料として販売可能となった。
こうしたOTO案件として取り上げられ基準・

手続きの改善によって、輸入数量の改善もみら
れた。例えば、ミネラルウォーターは1981年以
降1995年まで一貫して急増した（1995年、20
万kl）、ハム・ソーセージは1993年の微生物規
格の見直し・加熱殺菌基準の追加等により、
1996年には３倍の1.4万トンに達した。球根は
1988年の隔離検疫の免除、切り花は1989年の
検査の迅速化等により1995年頃まで急増して
いる。化粧品、海上コンテナ、大型自動二輪車
などもOTOをつうじた手続きの改善もあり輸
入額、輸入量の増大がみられた。5

一方、問題提起プロセスの結果を具体的にみ
ると、「平成11年度問題提起プロセス」（2000
年３月）では、「総括的な所見」として、市場
アクセス改善の遅れのもたらす悪影響への懸
念、個別問題に共通する課題を掲げ、「意見」
として、食品検査機関の民間への開放、栄養補
助食品に関する規制緩和、港湾業務への規制緩
和、上陸審査基準や消防法の火気設備設置基準
の見直しなど12案件、「問題提起のあったその
他の案件についての検討・対応状況（41案件）」
をあげている。このように個別の案件、それに
付随した制度の見直しを提起しており、改善が
遅れている課題が残存していることを示してい
る。

なお、OTOの苦情処理機能は規制改革会議
の傘下の個別処理に移行して、2007年１月に
OTOの役割は完全に終了した。この間1981年
から26年間に個別案件としてこれまでOTOに
申し立てられた苦情は1071件（2007年３月末）
に達した。

２　基準認証制度の改善

１）関税の引き下げ

1981年12月以来、諸外国の関心の高い品目
の関税の引き下げ、輸入検査手続きの改善等一

連の市場開放措置が講じられた。
鉱工業品の関税率は、1982年４月に一律２年

分前倒して３％に引き下げ、米、ECの半分程
度となった。1983年４月からチョコレート、ビ
スケット、農業用トラクターなど323品目につ
いて新たに引き下げ・撤廃を実施している。例
えば、チョコレートは31.9％から20％、ビスケッ
ト（加糖）は36.3％から24％に引き下げられて
いる。

２）基準認証制度の改善

諸外国から非関税障壁として批判が強かった
基準認証制度について、全般的見直しのため後
藤田正晴官房長官が主宰する関係省庁の連絡調
整本部が設置さて検討がおこなわれ、内外無差
別を法制度的に確保するため、「外国事業者に
よる型式承認等の取得の円滑化のための関係法
令の一部を改正する法律案」をとりまとめ

（1983年４月閣議決定）、17の関係法令を改正
した（1983年５月全会一致で成立）。

これにより、自動車、医薬品、計量器、電気
用品、ガス用品、肥料、農機具、農薬、飼料等
多数の製品について、外国の製造業者が日本の
製造業者と同等の資格において、日本の認証制
度に対してダイレクトなアクセスが可能となっ
た。さらに、法の運用を改善して、規格・基準
の作成過程において外国人の参加、意見表明の
機会の確保などを通じて透明性の確保を図って
いる。

また、国際規格・基準がある場合には日本の
基準をできるだけ国際基準に合致させること、
外国の検査機関または企業において行われた試
験結果について特に支障のない限り受け入れる
など認証手続きの簡素化、迅速化を進めた。例
えば、外国の自動車製造業者が国による１台毎
の検査を必要としない型式指定検査を直接利用
できるようになり、その指定手続きが簡素化さ
れた。申請時に必要なサンプル車は３台であっ
たものが１台となり型式指定に要する期間も大
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幅短縮された。
これに関連して、金属バットは米国において

も注目度の高い事例であった。
米国では野球に金属バットが広く使われてい

たが日本では輸入品の使用が事実上できない状
態であった。というのは、バットについて消費
生活用製品安全法の検定制度があり、通産省の
委託検査機関として（財）製品安全協会が行う
抜き取り検査によるロット認定か、工場登録に
基づく型式認定を受けSマーク（安全を示す
マーク）をつける必要があった。しかし、外国
製品には型式認定が適応されず荷揚げしてから
のロット検査が必要であった。さらに、製品の
欠陥による人身事故の損害賠償を保証するSG
マークが付いているものしか日本軟式野球連盟
などでは公式試合にバットの使用を認めず、こ
のマークも製品安全協会が認定していたが外国
製品には開放していなかった。

こうしたことから、米国は1982年８月、日本
の金属バットの規格検査制度が先に述べたスタ
ンダード協定違反であるとしてGATTに提訴
する方針を通告してきた。これに際して、日本
は当初、ロット認定を弾力的に行い実質的に型
式認証と同様の扱いにするなどの考えを示した
が、その後12月には過去にほとんど事故が起
こっていないなどの理由で消費生活用製品安全
法の指定品目から除外することとした。翌年の
中曽根総理大臣の訪米を控え、象徴的事例とし
て米マスコミも注目していた個別事案を早期に
解決したいという政府の意思が強く表れた特例
的な問題解決であった。

このように金属バットの問題は、たかが金属
バットと思われがちな事例であるが、米国は野
球の国、米国で普通に使える製品が日本では使
えない、事実上輸出できないということは、日
本の閉鎖性を米国はじめ世界の人々にアピール
することになってしまうことをおそれた政府は
破格のスピードで問題解決にあたったわけであ
る。6

また、これと異なり輸入が促進されなかった
事例が豆乳であった。米国では大豆から作った
豆乳が健康志向もあり飲まれており、日本へ輸
出が試みられた。当時まだ豆乳は日本で普及し
ておらず品質等の基準がないので、農水省は基
準制定まで時間的な猶予を望んだ。しかし、そ
の間に国内メーカーが豆乳を製品化して基準が
できたころには輸入品の競争上の優位性はなく
なり事実上販売できなかった（Newsweek 誌等
では国内産業優先の典型的な対応として紹介さ
れた。）。

日本の基準認証制度は、安全性の重視を謳い
ながら国内産業育成を重視してきた面があるこ
とがうかがえる。日本市場は、当時世界でもっ
とも開かれている市場の１つとの認識を政府は
示していたが、その一方で国内産業の保護育成
の姿勢は根強かった。なお、消費者庁設置の必
要性を謳った2008年６月の閣議決定「消費者行
政推進基本計画」において、消費者の安全・利
益追求、産業活動の活性化のためにも、生産サ
イドから消費者・生活者サイドへの視点転換、
行政の改革の必要性を述べている。裏を返せば、
政府自ら近年まで国内産業が優先されがちで
あったことを認めているのである。

３　�日本市場の閉鎖性に対する日本政
府の反論

1980年代前半まで、日本政府は欧米諸国から
の日本市場の閉鎖性の指摘に対して概ね次のよ
うな反論を行っていた。

日本の貿易体制は内外無差別であり、関税障
壁、非関税障壁ともに、世界でもっとも開かれ
た国の１つになっており、各国から正しい認識
を得られるようにすることが重要である。ただ、
日本は外国の製造業者、販売業者に開かれてい
ないとの誤解も依然として多いので、これを解
きほぐす、また、その過程でさらなる措置が必
要ならおこなっていくというスタンスであっ
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た。（しかし、その後のSIIでは、まだ問題が多
く残されていることを認めて、外国人関係者の
意見をさらに取り入れることなどで合意してお
り、説明に一貫性を欠いていた。）

以下、もう少し反論を具体的に見てみよう。

１）取引・流通

日本の市場は、高い関税率や多くの輸入制限、
複雑な輸入検査手続きで守られているから対日
輸入が伸びない、企業の系列化、複雑な流通機
構によって外国の製品の輸入が阻止されている
と考えも根強い。しかし、関税率は先進国のな
かで最も低く残存輸入制限も５品目（鉱工業品）
である。また、日本の市場は競争が激しく経済
効率に反する系列内取引が優先される余地はほ
とんどない（1983年４月の公正取引委員会の調
査結果では、三菱、三井、住友、第一勧銀、芙
蓉、三和の６企業グループにおける系列内取引
の全取引に占める割合は、仕入れで12％、売り
上げで５％ときわめて低い。）。

流通分野でも競争は激しく行われており輸入
品の流通経路が複雑とはいえない。ブランド品
など一部の輸入品の市場が限定されているのは
輸出者側の販売戦略よるところが大きい。価格・
品質・納期などで優れていれば、メーカーから
独立した量販店、販売店ルートもあるので、日
本の流通チャネルに十分アクセスできる筈で、
現に日本市場ですぐれた実績をあげている商品
の実例も少なくない（自動車（BMWなど）、
電気製品（ブラウンなど）、医薬品、タイプラ
イター、紅茶、インスタントコーヒーなど）。

２）産業政策

産業政策について、通商産業省（MITI）等
が政府主導で、特定の産業を保護育成している
という誤解がある。日本の産業政策は、開放市
場経済を前提に市場メカニズムのなかで競争を
通じて民間企業の活力が発揮され、これによっ
て全体としての産業の発展と調整が効率的に行

われることを促進することを目的としている。
このため、産業構造の展望を示したり、企業の
自助努力の支援を行っている。社会的にニーズ
が高くリスクが高く民間のみに委ねることが難
しい研究開発に関して助成行っている。ヨー
ロッパ諸国にみられる、産業国有化、国の膨大
な助成などはなく、間接的、誘導的なものであ
る。また、衰退産業については、輸入制限等に
より現状を維持温存するものではなく、過剰設
備の処理、事業の集約化などを支援するもので、
OECDで合意された積極的調整政策（PAP：
Positive Adjustment Policy）の考え方に合致し
たものである。

なお、PAPは1978年６月にOECDで採択さ
れた経済構造調整の一般方針であり（1982年５
月これを再確認する声明を採択）、PAPとは、
市場メカニズムを最大限活用して環境変化に対
応した産業、地域、雇用、人的資源など経済構
造の調整を促進しようとするもので、民間経済
主体の自主的行動を重視しつつその不完全な部
分を透明性を確保した時限的な政策で最小限補
完しようという考えである。7

日本は、第２次石油危機後の基礎素材産業を
中心とする構造不況業種の産業調整、雇用調整
を行ったが、これは、PAPの考え方に即し、「特
定産業構造改善臨時措置法（産構法）」など５
年の時限立法を制定し、基礎素材産業23業種を
指定して、過剰設備の処理、技術開発・活性化
投資を振興するための特別償却（初年度18％）
等の措置をとったものである。

３）今後の政策努力の方向

こうした日本市場は閉鎖的ではないとのこう
した認識を諸外国へ浸透し理解を深め、貿易摩
擦解消に引き続き努力する。

今後の政策方向として、①内需の拡大、輸入
の増大を通じた貿易の拡大均衡　②調和ある国
際分業の確立、このためPAPの推進　③研究
開発の協同などの産業協力の推進　④発展途上
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国への経済援助の増大　等を掲げていた。

４）OECDの評価

1980年代前半の市場アクセス改善策などに
ついてOECDは、1985年のOECD対日経済審査
で以下のように言及している。「日本のように
大幅な経常黒字やこれに伴う貿易摩擦が続く場
合、市場の力の自由な動きに対する障害を取り
除く政策の必要性は一層たかまっている。過去
数年市場開放のために政府の施策は有益であ
る。政府が最近発表した新しい３ヵ年のアク
ション・プログラムをもとに、規制の透明性を
改善しつつ、農業保護の縮小、製品輸入の障害
除去向かって息長く進められることが期待され
る。（中略）製品輸入の公的な障害（関税や数
量制限）は、ここ数年間で著しく縮小して今や
国際的にも低い方である。特定の構造的な特徴
を有する非公式な障害がどの程度輸入の妨げに
なっているか議論の余地がある。貿易自由化措
置の計量的な効果は評価しにくい。それでも、
日本の市場にアクセスを増大させる追加的な措
置が採られることが重要である。世界経済に占
める大きさ、責任を考えると、開かれた多角的
な貿易システムの増進にとって日本は指導的な
役割を果たさなければならないからである。」8

すなわち、これまでの市場開放措置を評価す
るとともに、貿易摩擦が拡がるなか黒字国とし
て、また世界の有数な経済大国の責任として、
市場アクセスの改善を受身でなく、主体的、能
動的に行っていくことを説いている。OECDの
こうした考えは、当時の日本への国際社会の共
通した期待であり要請であったといえよう。

４　�「前川レポート」と市場アクセス
改善

１）前川レポートのねらい

前川春雄前日本銀行総裁を委員長とする「国
際協調のための経済構造調整研究会」の報告書9

（いわゆる前川レポート）は、1986年４月に５ヶ
月間の検討をへて中曽根総理大臣に提出され
た。この報告書は、日本の貿易黒字の増大・ア
メリカの貿易赤字の増大を背景に日米の貿易摩
擦が増大するなか、世界経済の調和ある発展を
図るため、中期的な視点から日本の経済社会構
造、経済運営のあり方を示したものである。訪
米時に米国首脳にこの日本のスタンスを示して
日米の経済摩擦を緩和することもねらいの１つ
であった。当時、この前川レポートは政治経済
的に大きな注目の的となった。

報告書の考えは、「わが国の大幅な経常収支
不均衡の継続は、わが国の経済運営においても、
また、世界経済の調和ある発展という観点から
も、危機的な状況である」と認識し、「経常収
支不均衡を国際的に調和のとれるよう着実に縮
小させることを中期的な国民的政策目標として
設定」したことである。また、経常収支の大幅
黒字（1985年には対GNP比3.6％）が日本経済
の輸出指向の経済構造に根ざしているとの基本
認識に立脚している。このため、構造調整を実
施して国際協調型の経済構造への変革が急務で
あるとし、日本経済の拡大均衡、輸入増大を基
本として、市場原理を基調とした施策、グロー
バルな視点に立った施策、中期的な努力の継続
をおこなう必要を説いた。10

しかし、後述する小宮隆太郎東大教授のよう
に「経常収支の黒字が申し訳ない」との発想は
あまりに政治的でありマクロ経済学の理解を欠
いているとの批判も根強かった。

２）前川レポートの提言項目

具体的には、以下の６項目を述べている。
（1）内需主導型の経済成長を図ること、このた

め、①民間活力の活用などによる住宅対策、
都市再開発事業の推進　②労働時間の短縮
などによる消費生活の充実　③地方債の活
用等による地方における社会資本整備の推
進
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（2）国際的に調和のとれた産業構造への転換す
ること、このため、①産業構造の転換と積
極的産業調整（PAP：Positive Adjustment 
Policy）の推進（石炭産業の縮減、技術開発・
情報化・サービス産業発展などの促進）　
②内外の直接投資の促進　③国際化時代に
ふさわしい農業政策の推進

（3）市場アクセスの一層の改善、製品輸入を促
進すること、このため、①アクション・プ
ロ グ ラ ム の 完 全 実 施、OTOの 機 能 強 化　
②製品輸入の促進（規制の見直し、キャン
ペーンなど）　③節度ある企業行動（シェ
ア拡大第一主義に傾かないなど国際的な責
任を自覚した行動）

（4）国際通貨価値の安定化、金融の自由化・国
際化すること、このため、①関係国の協調
と介入などによる適切な国際通貨の安定と
維持　②金融・資本市場の自由化と円の国
際化

（5）国際協力の推進、国際的地位にふさわしい
世界経済への貢献をおこなうこと、このた
め、①開発途上国からの輸入拡大、累積債
務問題への対応、経済・技術協力の推進、
科学技術・文化面での国際交流の推進　②
新ラウンドの積極的推進

（6）税制の見直しなど財政・金融政策の機動的
対応

さらに、「むすび」で、社会経済構造を国際
社会に調和したものに改革することが国民的課
題でとして、全力で取り組むことが不可欠と述
べている。

このように、市場開放措置については、前川
レポートは第３項として市場アクセスの改善・
製 品 輸 入 の 促 進 を あ げ、 そ の 一 環 と し て、
OTO機能の強化を謳っている。OTOは、前川
レポートにおいて広義の経常収支不均衡是正策
の一部と位置づけられているといえよう。

３）マクロ経済学のロジックと前川レポートの

問題点

小宮隆太郎教授は前川レポートの考え方にた
いして厳しい批判を加えている。『現代日本経
済：マクロ的展開と国際経済関係』（1988年）、

『貿易黒字・赤字の経済学』（1994年）の論述
によって、小宮教授の立論をみてみよう。
「私の考えでは、この『前川リポート』が日

本の国際経済関係にどれだけ害毒を流したかは
かりしれない。というのは、同レポートが「日
本の大きな貿易黒字は他国に迷惑を及ぼしてお
り、誠に申し訳ありません、今後これをできる
だけ減らします」という趣旨のことを述べ、そ
れが当時から今日にいたるまで日本政府の基本
的な立場になってしまったからである。」11と述
べている。

そして、日米経済摩擦の正しい認識として、
「米国の２国間貿易収支の赤字が大きいことが
米国の対世界の貿易収支、経常収支の大きな赤
字の原因ではない。（中略）経常収支が短期的
に大きく変動するのは、一国内全体としてのマ
クロ的な総需要と総供給、総貯蓄と総投資の相
対的関係が大きく揺れ動くからである。経常収
支の短期的・中期的な変動と関税・非関税の有
無・高低は大体において恒久的なもので、その
短期期間内の変化が貿易や経常収支に及ぼす変
化はごくわずかなものである。」12

日米の経常収支の差については、「1983年以
降、米国では投資が貯蓄を上回る好況が続き、
日本は逆に投資が停滞し貯蓄を下回る不況の状
態が続いたことが、両国の経常収支の差として
現れてきた。ことに、1982年以降の、米国の財
政赤字の拡大、日本の財政赤字の減少が、両国
の経常収支の逆方向の変化の原因である。」13と
している。

また、米国側の通俗的な認識にはいくつかの
誤解に基づくものであり、「米国は貿易障害の
低い開放的な市場であり、日本はそれらの高い
閉鎖的な市場であるという観念に根拠はない。」14
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と考えている。すなわち、
①「米国において、工業製品では繊維品・鉄鋼・

乗用車・電子工業製品・工作機械等に輸入割
当制・輸出自主規制（相手国に要請した）等
が行われており、農産物についても牛肉・酪
農製品・砂糖等について輸入数量制限が行わ
れている。」15

②「貿易障壁は財政支出・国内投資の水準・イ
ンフレ率・為替レートといったマクロ経済の
諸要因に比べれば、はるかに変化が遅く、な
かば恒久的な性格の要因である。それらが貿
易を妨げているのは、太平洋の存在や言語の
障壁が貿易や文化交流を阻害しているのに似
ている。（中略）米国の貿易収支・経常収支
の急速な悪化は、マクロ経済現象であり、貿
易障害によっては説明できない。貿易障害の
高い国の貿易収支が急速に悪化する例は開発
途上国等にしばしばみられるし（たとえば
1985〜87年の中国）、貿易障害の低い香港・
シンガポールのような経済において貿易収支
黒字が急速に増大する場合もあり、貿易障害
の有無・高低と貿易収支の短期的・中期的な
変動とはほとんど関係がない。」16

「貿易障壁の最近の変化ということになると、
日本側では最近10年（筆者注、出版は1988年）
ほどの間に多くの関税率が引き下げられ、非関
税障壁が撤廃ないし改善されてきたのに対し
て、米国の側では鉄鋼・自動車・自動二輪車等
にみられるように、むしろ貿易障害が高められ
てきた。」17

また、ジャッパン・バッシングの理由として
は、日本の大きいプレゼンス、防衛ただ乗り論、
日本工業の急発展、日本外交の失敗（日米経済
摩擦の背景・原因・現状認識について条理をつ
くして説明していない）などを掲げている。

また、経常収支黒字と資本移動の関係からも、
一国の大きな経常収支黒字が、それ自体、世界
経済の撹乱的要因とはみていない。経常収支黒
字が悪との考えは「多額の資本輸出は世界経済

にとって望ましくない」という主張に等しいか
らである。日本の資本輸出は世界経済の発展、
とりわけ開発途上国に大きく寄与している。英
国 は1860年 か ら1910年 ま で50年 間 に 平 均 対
GNP比４％の経常収支黒字をだし、世界中に
資本供給し世界経済の発展に貢献した。

日本の経常収支黒字が世界経済の撹乱的要因
であるとの見解は、赤字国の経常収支赤字の原
因が日本に起因するとの発想である。一時的な
競争上の不利に対しては、GATTセーフガード

（緊急輸入制限措置）が利用できる。ある国の
経常収支赤字の持続はそれ自体その国の経済的
な困難を意味しない（1960年代以降の豪、加、
デンマーク、ノールウェイなの事例がある。）。
不健全でもない。経済的困難をきたし是正する
のであれば、財政金融政策等で行うべきである。

また、マクロの経済政策の国際協調にも限界
がある。交差効果は、自己効果にくらべてきわ
めて小さい。日本への内需拡大要求は、それが
実現した場合、国債残高累増、利子負担、政府
部門の比重増大など、将来の日本経済へ大きな
影響を及ぼすが、外国の政治家が日本の将来に
責任を負っているわけでない。政治家は自国の
選挙民のことを考える。

こうしたことから、前川レポートについて、
日本の経常収支黒字の着実な縮小を国家的な目
標とするのは見当ちがいである。そもそもJカー
ブもあり黒字は容易に減らない。着実な減少は
至難の業である。論理的に矛盾しておりその必
要性、妥当性もない。結局一時しのぎの糊塗で
しかない。経常収支黒字の縮小の方向と逆に、
開発途上国の公的資金フローの拡充、金融資本
市場の自由化などの施策は大幅黒字や黒字増大
をもととしており論理的に矛盾している。日本
の経常収支削減をめざすのなら、「資本移動や
円の国際的使用に対して障壁を設け、日本から
の資本輸出を抑制した方がよい。」18

また、産業構造の転換により、「労働力が比
較劣位産業から比較優位産業に移転する結果
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は、他の事情を一定とすれば、日本の輸出・国
民所得・純貯蓄としたがって経常収支黒字のい
ずれもが増大するであろう。」19

労働時間の長短や貯蓄率・消費習慣等につい
て、本来、「経済摩擦とはなんら関係のないこ
とである。（中略）国際経済社会の中でも、労働・
引退・貯蓄・消費の習慣のさまざまに異なる人々
が存在していても、本来、そのことは特定の人々
なり特定の国に迷惑をおよぼすものでない。」20

前川レポートのセオリーは一言で言えば
“wrong economics”というべきと結論づけてい
る。21

前川レポートを読んで大きな疑問を私もいだ
かざるをえなかった。経常収支黒字の削減が、
教育の充実や、地域社会の再生発展、精神的な
豊かさの充実などの大目標と比較して、なぜ国
民的課題や国民的な政策目標なのか疑問や違和
感があった。と同時に当時OECD日本政府代表
部の担当官としてOECDの経済政策委員会や国
別の経済審査委員会等の加盟国の関係者に対し
て日本の経済政策努力、競争指向の経済実態、
中長期指向の企業経営など、むしろ日本の非閉
鎖性を対外的に説明・説得せざるをえなかった
者としては、前川レポートは、肩透かしをくっ
たというより、これまでの説明の妥当性を揺る
がすものであり一種の敗退宣言とも感ぜられ記
憶がある。

アメリカの国会議員が日本からの輸入の増大
に怒りをあらわにして日本製のカッセトテープ
レコーダーをハンマーで叩くという事件があっ
たが（政治的なパフォーマンスでもあった）、
こうしたバンダリズムに対してことを荒立てな
いように傍観している政府の対応と共通するも
のが感ぜられた。経済的なロジックにもとづく
理性的、合理的な問題解決を逆に遅らせ、アメ
リカなどの当時の非合理的な主張を増幅した面
もあろう。

当時、OECDの経済統計局長だったデビット・
ヘンデーソンはBBCの権威ある連続講演で、個

人の能力と創造的な力に基づく市場経済が持続
的な成長をもたらし、社会的な便益を拡大して
きたことを強調している。

すなわち、政府が、裁量的な経済政策の手段
を使うと、経済的なインセンティブをゆがめ成
長を阻害する恐れがある。特に、政府の一時的
な許可、禁止、輸入課徴金・数量規制、補助金、
調達優遇、非公式な圧力などは多くの人の犠牲
で国内の特定集団に利益をもたらすことにな
る。国際貿易についても同様であるとして、一
般的な規制緩和の重要性を強調している。すな
わち、ヘンダーセンによれば輸出自主規制、経
常収支の政策的な削減なども裁量的な経済政策
として回避すべきものとして考えられている。22

その後、1990年代、2000年代の日本の経常収
支は2008年秋のリーマンショックまで対GDP比
２〜３％、貿易収支は１〜２％でおおむね推移
しており、対外黒字を政策的に動かすことは適
当ではないだけでなく、簡単でもないことを示
している。

ただし、小宮教授も市場開放措置を全否定し
ているわけではんない。
「以上述べたことは、今日の日本にとって関

税・非関税障壁の引き下げ・撤廃が無意味だと
いうことを意味するものででは決してない。（中
略）国際社会の中での信任を高めてゆくために
も輸入自由化をさらに進め、国内市場の開放化
を積極的に促進し、諸規制・諸制度の透明性を
たかめていくことが大切である。

そのような市場開放政策により、新しい輸入
品が増え製品輸入比率が上昇し、日本の輸出入
の品目構成が着実に変化してゆくことになれ
ば、経常収支尻にはあまり影響を及ぼさないと
しても、その意義は決して小さくない．」23とし
ている。
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５　OTOの限界と内外需の位置づけ

１）OTOの成果と教訓

本稿では、市場開放政策とりわけOTOや前
川レポートについてみてきた。1980年代後半に
おいて、市場開放政策は各国が貿易を円滑化す
るための取り組むべき施策であった。我が国が
政府のトップレベルで対応したことは、諸外国
には見られないものであった。政策決定が各省
庁の縦割りの中でともすれば所管の国内産業擁
護が優先されて、各省庁には現状を改善するイ
ンセンティブが働きにくかった。そうしたなか
省庁横断的な対応は不可欠であった。

OTOは1982年の発足以降、市場開放、構造
調整の推進等をはかるため、十年以上にわたり、
その提言機能や実施体制の強化充実が図られ、
個別の苦情処理はもとより基準・認証等の改善
など日本の市場開放政策の推進に貢献してき
た。また、その実務を担当してきた事務局は誠
実に対応してきたといえよう。

しかし、根本的な政策思想の面では大きな限
界を有していた。また、経常収支の黒字の抑制、
貿易摩擦の解消のための政策手段として喧伝し
た市場開放措置は政策の位置づけ、割当てのう
えで問題があった。成果と教訓として次の３点
を記す。

第１に、貿易摩擦の解消のため経常収支の黒
字の縮小を黒字国がコミットすることは、世界
経済の厚生上好ましいことではなかった。本来、
赤字国が貯蓄不足を解消する等のマクロ経済上
の手段に依拠する必要がある。

経常収支黒字抑制が仮に必要としても、黒字
抑制効果は極めて限られていることを明確にす
る必要があった。金属バットや背高コンテナの
輸入が可能になっても、その金額は、自動車や
家電、産業機械などに比べて極めて少額であっ
て、象徴的な意味はあっても経常収支黒字にほ
とんど影響ないことである。実現不可能なこと
にコミットすることになっては新たな誤解と失

望を生じることとなる。
第２に、相手国の意向に沿って申し訳ないと

いった姿勢で対応していくことは、政治的な判
断が優先されて、重要なことをロジカルに考え
効果を分析して合意をえて実行するとういう政
策決定における合理的プロセスをないがしろに
しがちとなる。政策立案者のモラールも低下さ
せる。他の政策決定にも悪影響をもたらすこと
となる。

第３に、貿易摩擦の緩和のため個別的に障害
を除去するという観点では、OTOはこれまで
政府ハイレベルの検討対象外であった事項も取
り上げ比較的迅速に改善策を実行した。いった
ん施策の方針や枠組みが決定されると担当部局
はそれなりの結果を残そうとする強い意識が働
き、施策は相応に実行され一定の成果が発揮さ
れることとなる。その際、省庁横断的な強力な
組織の設立は成果を着実には生むこととなる。

以上のように、政策の選択、割り当てにおい
て当面の問題対処型の短期的な政策が優先され
て中長期的な国民全体の利益がおろそかにされ
がちであった。景気刺激策などにおいても負担
は先送りされ短期的な利益が優先された。政策
における論理性の欠如、政策の立案・遂行過程
における不透明性なども根強いものがあった。

２）外需の位置づけと重要性

経済成長の主力を何に求めるのか、論争は今
日まで営々と続いている。

前川レポートでは、貿易摩擦回避のために輸
出に依存しない内需を中心の経済成長を目指そ
うとした。

2008年９月のリーマンショック後に輸出が急
減し、生産が減少、雇用の悪化、消費の停滞に
みまわれた日本では、「外需から内需へ」という
政策理念が再び力をえている。これは本当に正
しいのであろうか。結論的には、前述のように、
かって小宮教授が主張したwrong economicsと
いいえよう。
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輸出は外国からニーズがあるからできるわけ
で世界的な経済的厚生をたかめる。輸出国では
輸出品製造のため設備を必要とする。輸出が増
えれば内需の重要項目である設備投資も増え
る。輸出でえられた所得の一部はは個人所得と
なって消費が拡大する。輸出は急増したり急減
したり不安定であり、また相手国と摩擦を起こ
しやすいから悪ということではない。

少子高齢化が進んでいる今日の日本経済にお
いて、輸出を除く国内需要の伸びは高度成長期
のように決して高くない。今後、生産年齢人口
が年率１％近く減少していくことが見込まれる
なか、内需の伸びはせいぜい０〜２％である。
一方、中国、インド、ASEAN諸国などアジア
をはじめ新興国の成長率は経済の水準が低いだ
けにキャッチアップの過程にあり、そのスピー
ドは極めて高い。10％程度の経済成長もめずら
しくない。その過程でアジアの中間所得層は急
増している。中間所得層（世帯可処分所得5000
ドル以上3.5万ドル未満）の人口がアジアでは8.8
億人（2008年）であって、以後10年で５億人
の増加が見込まれている。同様に、アジアの世
帯 可 処 分 所 得5000ド ル 以 上 の 人 口 は9.4億 人

（2008年）で、以後10年で10億人増加し現在の
２倍に膨れ上がる見通しである。24

国内のマーケットに制約が強まるなか、経済
を成長させ雇用や所得を確保させるには、日本
のこれまでの技術的な蓄積を活かして、これら
の国の人々のニーズにあった製品・サービスを
提供していくことが、対外直接投資とともに極
めて重要である。すなわち、地理的に近く高成
長を続けるアジア諸国の需要をいわば日本の内
需と観念にて、積極的に対応していくことは理
に適っているといえよう。

アジアの内需の日本経済への活用は、直接投
資など現地での活動の増大と輸出に二分され
る。金額的には輸出が大きな比重を占めている。
輸出主導といわなくてもよいが、内需中心では
少子高齢化が進むなか日本経済はほとんど成長

できない。輸出で得た所得や対外投資の収益や
輸出の誘発する生産や設備投資などで日本の内
需や輸入も伸びる。

急拡大する世界の市場において、すぐれた技
術に裏打ちされた競争力のある製品を供給でき
るかが成長持続の鍵である。また、高齢者が急
増するなか効果的で効率的で温もりのある医療
福祉サービスなどや、地球温暖化抑制のための
民生用・産業用のエコ技術や再生可能エネル
ギーの普及など先進国社会の問題解決型の対応
が、新興国でも将来確実に到来する高齢化社会
のニーズに合致する面がある。革新的な日本の
内需対応が将来の外需の増大をもたらす場合も
少なくない。

このように、内需は国民生活に直接かかわる
が、外需も経済の相互作用を通じて国民の所得、
雇用などと深く結びついている。新興国経済が
今後中長期的にみても相対的に高い成長が見込
まれるなかで、内需中心では日本の成長・発展
は極めて限定的である。内外需の適切な発展が
不可欠である。

３）「植田レポート」の発想

前川レポートから22年後の2008年８月に『グ
ローバル経済に生きる─日本経済の「若返り」
を』（正式名称、『「構造変化と日本経済」専門
委員会報告』）25が公表された。日本経済に関す
る新たな時代認識、政策提言として社会的にイ
ンパクトのある、いわば第２の前川レポートを
目指して、経済財政諮問会議の専門委員会とし
てとりまとめられたものである。委員会の会長
としてとりまとめにあった植田和男東京大学教
授の考えが強く出て、「植田レポート」といっ
てよいものと思われる。ただし、経済財政諮問
会議そのものではなくその下の専門委員会の報
告書という位置づけにおわってしまった。また、
公表後に世界経済が戦後最大の経済金融危機に
陥ったこと、長く続いた自民党を中心とする政
権が交代したことから、政府としても世論形成
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上も十分活用されずに今日にいたっている。
しかし、新しい時代を強く意識した報告に

なっている。植田レポートには、輸出主導の是
正とか内需拡大が国民的な課題といった前川レ
ポート時代の考えはない。生産・消費、労働、
金融など経済システム全体についての包括的、
同時的な改革を説く。地球環境問題への貢献は
あっても、日本の経済的優位を背景にした世界
への貢献、輸出主導の是正といった視点はもは
やない。日本経済の世界経済における比重の低
下（存在感の低下）、競争力の相対的低下のな
か、世界経済の中で一流のプレイヤーであり続
けるにはどうしたらよいかを考え、変化をおそ
れずに経済システムの「若返り」を求めている。

この25年間で日本経済の位置づけは大きく変
わっている。前川レポートが発表された1986年
当時は、日本経済が戦後40年間の急速な発展に
よって国際社会において極めて大きな存在と
なった時期であった。その一方で、経常収支不
均衡問題による軋轢が生じ、あらためて世界経
済とどのように共生していくかが大きな課題で
あった。その後、1990年代以降、世界経済が成
長を遂げるなか、日本経済はバブル崩壊による
負の遺産の処理に10年以上を費やし、ようやく

「失われた20年」近いトンネルから抜け出たと
きには、日本経済の世界経済における位置づけ
は①存在感の低下、②多くの部門で競争力の相
対的に低下、③非資源国としての脆弱性の顕在
化などにみまわれた。もちろん、輸出型製造業
において事業のグローバル展開といった成功例
はあるものの、総じて世界経済の構造変化への
対応が遅れたわけである。植田レポートは、こ
の約20年間の変化を直視して、最先端の価値を
生み出す開放的なプラットフォーム（活動拠点）
を形成し、潜在的な強みである「知的資本」、「自
然資本」の増進・活用を進めていくことを重視
している。

また、少子化の進行について、日本経済の中
長期的な発展を妨げるものとして、強い危機感

を有している。政府関係の文書として初めて、
少子化改善の具体的目標数値として合計特殊出
生率1.8への回復を掲げている。少子化克服に
たいして諦めムードが一部漂うなか、日本経済
の持続的な発展のため、具体的数値を示して警
鐘を鳴らしている。

むすび

今日でも、経済政策の立案遂行にあたって、
一時的な便益のため、非論理的・非合理的な姿
勢が払拭できていないところがある。例えば、

「外需から内需へ」のスローガンにみられるよ
うに、口当たり良く分かりやすそうなことが重
視されたり本質からずれたことが政策目標・政
策手段としてとられがちである。

日本が2011年11月に参加に向けて協議の開
始を表明したTPP（Trans-Pacific Partnership 
Agreement 環太平洋経済連携協定）の論議に
おいても混乱がみられた。TPPが日本農業の崩
壊、日本の国民皆医療制度の崩壊をもたらすな
どと交渉もはじまっていないのに、農業団体な
どは一方的な結論を想定して反対論を展開した。

TPPに加入するしないにかかわらず、現在の
小規模・兼業農家中心の稲作生産依存の現行農
業を守ることは農業従事者の高齢化等のなか不
可能になってきている。食糧安全保障を重視す
るにしてもカロリーベースの自給率を維持する
ことがいざという時の対応になるとは思えな
い。食糧の安全保障には非常時において必要最
小限の食糧を確保するための体制を国民一体で
常時確保しておくことが肝要である。TPPに賛
成の農家もあるように農産物の自由化に積極的
に対応すれば日本農業の新たな飛躍になろう。
関税撤廃にしても10年以上の猶予や例外品目も
想定されているので対応を進めることもできる。

TPPは関税のほか知財財産保護、ビジネス環
境整備、経済協力など広範な経済連携協定で
あって、日本の産業発展、経済発展と不可分な
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関係にある。輸出入、投資、雇用、安全性等へ
の影響を全体的に考察して消費者・事業者等の
メリットとデメリットを冷静に勘案する必要が
ある。その際、将来を見据えた国民経済的利益
や海洋貿易国家としての国益を充分考慮する必
要があろう。

ウォーム・ハートは忘れてはいけないが経済
資源には限りがある。これまでの市場開放政策
等の教訓を活かして、非合理な政策にエネル
ギーを浪費することなく、将来の持続的な繁栄
のため経済のロジックを大切にした合理的な政
策の選択とその実行が不可欠である。
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