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日本の安倍政権が成長戦略のもと自由貿易協定を推進する一方、昨年起きた英国の EU 離脱、米国

で誕生したトランプ政権など保護主義の台頭を象徴するような出来事が世界で起き、現在も国家

主義ともいえる保護主義が世界で広がりを見せつつある。米国のラスト・ベルト地域住民に代表

される自由貿易主義によって負の影響を受けた人々の怒りは、トランプ政権の誕生を導いたとも

いわれている。しかし、保護主義によって世界貿易が縮小することになれば、世界経済全体が低

迷し、結局は負の影響が自分のところへブーメランのように戻ってくることになる。自由貿易主

義のメリットを享受しつつ、いかに輸入拡大による雇用の喪失、賃金の低下、格差の拡大、産業

の空洞化を食い止めることができるのか考察をする。 

 

自由貿易がもたらす経済成長 

自由貿易のメリットは、それぞれの国が持てる能力を最大限に活かし経済成長をすることができ

るということである。日本のように資源がない国は、海外から資源を獲得し、生産活動に活かし

ている。日本の戦後の経済成長も自由貿易の下で可能となった。 

 

また、国際競争に自らをさらすことで生産性向上への取り組みがさらに強化される。今後人口が

減少する日本が今後経済成長を続けるためには、生産性を向上させるか資本投資を増やすしかな

い。非効率的なプレーヤーは、残念ながら退場をするという負の側面もあり、これには調整コス

トがかかるが、経済全体としてたくましく、しなやかな体質へと変化することができる。 

 

川崎研一博士によると、EPA の重要な効果は、経済構造の改革による効果的な資源配分、生産性の

向上などの経済効果であり、中長期的にも持続するとしている。1また、関税撤廃の効果に加えて

非関税措置削減による所得効果が大きいとも述べている。 

 

また、自由貿易協定により海外からの投資を呼び込みやすい環境を創出することもできる。投資

に関する透明性の高いルールをつくることで、投資がより円滑におこなわれ、日本の成長のエン

ジンとなるはずである。現在米国が離脱した環太平洋パートナーシップ協定（TPP）は、知的財産、

電子商取引、国有企業など幅広い分野で新しいルールを構築する画期的なものであり、大きな貿

                                                   
1 川崎研一 第 10章「EPAの経済効果」、JIIA ポスト TPPにおけるアジア太平洋の経済秩序の新展

開 

http://www2.jiia.or.jp/pdf/research/H27_Post-TPP/10-kawasaki.pdf  

http://www2.jiia.or.jp/pdf/research/H27_Post-TPP/10-kawasaki.pdf


易・投資の促進効果が期待されていた。 

 

自由貿易の負の側面 

トランプ大統領のアメリカ・ファーストを支持する人々は、自由貿易を進めた結果、安い製品が

海外から流入したため雇用が喪失し、賃金が低下したと主張している。またメキシコなど賃金の

安い国へ生産拠点が移ってしまったため、さらに雇用が失われ、賃金格差も開いていったと主張

する。 

 

しかし、現在では、多くの研究者は、グローバリゼーションよりも技術革新が賃金格差拡大の原

因であると指摘している。2技術の進歩によって労働の代替がおこり、高度人材と未熟練労働者と

の賃金格差が拡大しているのだ。 

 

日本で自由貿易に対し懐疑的である人々が指摘しているのは、食料の自給率が下がる、食の安全

が脅かされるなど農業に関連するものだ。生産コストが高い日本の農産品は、自由化をすればた

ちまち輸入品にとってかわられてしまうという恐怖を抱く人々もいる。 

 

現在の日本の農業の現状を考えると今までの手厚い農業への保護が果たして自給率向上に役立っ

てきたのかは甚だ疑問である。農家の高齢化、後継者不足で農業という産業は、存続の危機に立

たされている。食の安全に対する不安は、トレーサビリティーや食品表示など情報提供を手厚く

することで和らげることができる。自給率が約 40％であったとしても必要な食料が自由貿易によ

って入手できる環境を整えておけば安全保障上問題ない。食料自給率の呪縛にとらわれていて日

本の農業が弱体化してしまっているのであれば本末転倒である。 

 

保護主義のコスト 

保護主義によって国内産業を保護するには、多くのコストがかかる。関税の引き上げにより、原

材料コストが上がり、輸入品との競争がなくなるためコスト抑制のインセンティブがなくなって

しまう。国内産業を保護しているようで、長期的にはその体力を低下させ、最悪のケースでは雇

用が失われることになってしまう。 

海外から安い製品が流入しないように関税を高くするというのが保護主義の一つの手段であるが、

その関税のツケを最終的に払わされるのは一般消費者である。1980年代に日本の自動車メーカー

が米国への輸出を自主規制したとき、燃費の良い日本車の人気が高まっていたため、結局需要逼

迫に便乗して米国のディーラーは 6割も販売価格を釣り上げた。3 
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3 伊藤元重 「伊藤元重が警告する日本の未来」東洋経済新報社 p.148 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08185.pdf


日本の農業以外の分野では、国際競争にさらされることにより、生産手段の拡大、効率化が行わ

れ、非効率的な企業は淘汰されてきた。農業は、対照的に零細農家を維持するために参入規制や

農産品の高価格維持のための政策が行われてきたため、産業としての活力を失ってしまった。農

産品価格を引き上げ続けたために農業部門から非農業部門への生産要素の移動が大幅に遅れ、生

産がますます非効率になってしまったと指摘する研究者もいる。4OECDによると小規模農家を支援

するための貿易制限は一部の大規模富裕農家に利益をもたらすだけに終わっている。5 

 

保護主義のコストは、関税による直接のコスト増だけではなく、企業の活動における生産性の低

下、産業構造の機会の喪失など間接的なコストが大きい。この間接的な影響のほうが長期的な経

済成長の妨げとなるため大きなものとなる。 

 

自由貿易のメリットを活かしデメリットを最小限にするために 

１）産官学によるリカレント教育の充実 

構造改革やより高度な産業へのシフトは、当然調整コストがかかり、一時的に雇用を失う人が発

生するため大きな痛みを伴う。ただ自由貿易だけではなく、技術革新によって今まで必要だった

職種が必要なくなり、新たな職種の需要が高まっている。ここで雇用のミスマッチが起こってし

まうのだが、このミスマッチを再教育によって少なくする努力を官民で行うべきである。 

 

OECDの統計によると日本の GDPに占める労働市場政策への支出は、0.47パーセントである。米国

の 0.35パーセントよりは高いが２パーセントを超えるフランス、オランダなどヨーロッパの国に

比べると低い。6GDP の 1 パーセントくらいの支出を調整コストとして用意してもよいのではない

か。 

 

政府と企業が資金を出し合い社会人再教育のための基金を作り、企業のニーズに基づいた再雇用

のためのトレーニングをおこなうべきである。IT化によって定型的な業務、生産現場の単純作業、

メンテナンス作業などが減少し ITシステムを構築、管理する仕事やデータサイエンティストなど

研究分野の人材が求められるようになるであろう。  

 

大学や大学院も少子化で 18 歳から 20 代前半の人口が減少していく中、社会人のリカレント教育

に一定の役割を果たしていくことでその存在意義を高めることができる。高度な IT技術を学ぶこ

とができる場を社会人または再就職のため職業訓練を受ける人へ提供するべきである。 

 

また、日本企業の海外展開のための企業内人材育成も忘れてはならない。日本経済団体連合会の
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5  OECD なぜ開かれた市場は重要か･･･保護主義は解決策にならない (Open markets and 

protectionism)  http://www.oecd.org/trade/openmarketsandprotectionism.htm  
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アンケート7によると、「本社におけるグローバル人材の育成・確保が海外事業展開のスピードに

間に合わない」と回答した企業は、最も多く 194 社、63％に上った。次いで「経営幹部層におけ

るグローバルに活躍できる人材不足、海外拠点の幹部層の確保・定着などが多く挙げられた。海

外で活躍できる人材育成も同時におこなっていくべきである。 

 

２）リカレント教育が受けやすい環境づくりのための働き方改革 

社会人が新しいスキルを得るために学びたいと思ったとき、長時間労働に縛られていてはなかな

か学びの機会を得ることは難しい。また、終身雇用システムが幻となりつつある現在、労働者は、

自分の専門分野のスキルを棚卸しすることが必要である。そのためにも職務内容を明確化し、毎

年職務内容に基づいて上司から評価を受け、スキルアップのプランを立てることが自分のスキル

を認識し、その市場価値を考える良い機会となる。 

 

今一つ普及していかないプレミアムフライデーを月に一回ではなく、毎週金曜日に設定して従業

員のスキルアップ教育のために使うよう推奨してはどうだろうか。常に新しいスキルを身に着け

る習慣をつけていれば、技術革新により自分のスキルが陳腐化してしまった時も迅速に対応する

ことができる。 

 

また職務内容を各従業員が明確化することで、それぞれの役割分担が明確となり業務の分担、共

有が効率化されれば残業が減る効果がある。残業が減ればスキルアップのために使う時間も増や

すことができる。 

 

職務内容を明らかにすることは、外国人人材を確保するためにも有効である。総じて日本企業に

就職した外国人人材が入社後に戸惑うのは、日本的なジェネラリストを主に育てる人事スタイル

である。自分に対する仕事の期待値なども職務内容を明確化することで明らかになり、評価の基

準も確立しやすくなる。 

 

３）今まで保護されていた分野の改革 

日本の製造業は、国際競争にさらされることにより、競争力が上がり、輸入コスト低下の恩恵を

受けてきた。また、日米構造協議により撤廃された大規模小売店舗法によって大型ショッピング

モール建設が進みイオンやニトリといった大手チェーンの企業が成長した。8もともとは、米国の

大型チェーンが日本の市場開放を求めて規制緩和が行われたのだが、結局は日本企業の成長にも

つながった。 

 

日本の産業の多くは、自由化の波に多かれ少なかれさらされてきたが、農業は、聖域として手厚

い保護が続けられている。もし日本の農業が自由化をチャンスとしてとらえ、構造改革を成し遂
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げることができるとすれば成長のポテンシャルが非常に高いといえる。 

 

例えば、牛肉が輸入自由化された当初は、畜産農家が壊滅すると危惧されていたが、差別化を進

めることで生き残りを果たしている。肉用牛飼養農家工数は自由化後 5 年間で 3 割減少したが、

生産意欲の高い農家においては規模拡大が進展し一戸当たり平均飼養頭数は増加した。9 

 

現在の日本の農業は、農業者の高齢化、後継者不足、国内市場の縮小によって大きな岐路に立た

されている。海外からの農産品の流入より構造的な問題のほうがより深刻である。今後日本の農

業が存続し、さらに発展していくためには、人口減少により縮小していく国内市場にしがみつく

守りの姿勢だけではじり貧になってしまうことが目に見えている。 

 

政府が 2019年までに農業輸出額を 1兆円にするという目標を掲げ、輸出を推進しているが、生産

現場ではまだ輸出の重要性が共有されていないように思われる。今まで自給率向上に重きが置か

れ、農協グループも国内市場しか目を向けてこなかった。新しい海外の市場開拓のためには、国

内と異なる輸出手続き、検疫などハードルが存在する。政府の後押しもあるので農協も農産品輸

出について最近取り組みを始めてはいるが、やはり国内市場重視のマインドセットは変わってい

ない。 

 

日本の農業をもっと加工食品まで視野を広げて考えると、高級な日本の農産品をニッチな市場へ

売るだけではなく、安い農産品を輸入して日本で加工して輸出することも儲かる農業のビジネス

モデルとなるであろう。例えば、すでにオーストラリアから肥育用の和牛（Wagyu）が日本に輸入

されており、日本での一定以上肥育日数を経て国産牛として日本国内で販売されている。肉とし

てのオージーWagyu と日本の和牛は、アジアのマーケットでライバルとなっているが、日本で

Wagyu を肥育して本物の和牛とともにお手頃価格和牛として販売すれば、より大きな牛肉輸出ビ

ジネスとなる。海外のネットワーク、ビジネスノウハウを持つ商社がそのような農業の新しいビ

ジネスモデルを構築に今後もっと貢献していくことが期待される。 

 

聖域とされる米、乳製品にあっても、国内市場だけに縛られていては、市場価格を高止まりにし

ておく以外農家の生き延びる方法がない。需給調整の縛りをなくすことで、高級米に特化する農

家、中程度の品質で輸入米と同じくらいの価格帯の米を作る農家それぞれの経営を展開すること

ができる。牛乳についても自由化により北海道の牛乳が日本全国を席巻してしまったとしても九

州の酪農農家は、アジアに地理的にも近い優位性を活かして中国や台湾といった市場に輸出する

ことを目指してもよいのではないか。 

 

また、海外へ日本の農業生産法人や商社が農業分野で海外へ進出するということも可能性を持っ

ている。日本の高い生産技術で安心安全な農産品をアジアで生産し、アジア市場へ売っていくと
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いう試みをすでに始めている日本企業もある。商社も海外での農産物生産へ進出しているが、さ

らに加工分野とどのように取り込んでいくのかが課題となっている。 

 

４）対日直接投資の環境整備 

日本は、世界第 2 位の海外直接投資をおこなっている反面、国内市場は、規制、国内固有の商慣

習、言語の壁などにより海外の企業進出を遠ざけてきた。1990年代後半になり、対日投資誘致の

動きが始まったが、依然として対日直接投資残高と GDP 比率は、3パーセント後半のまま停滞し

ており、先進国では GDP比率が 30％以上であることに比べると、その差は歴然である。人口の減

少が中長期的な成長に影を落としているなか、海外から人、技術、資金を呼び込み、日本の成長

につなげていく戦略が必要となっている。 

 

対日直接投資を増やすためには、投資環境の改善、日本人人材の育成、海外人材の活用、産・官・

学の創造的イノベーションを醸成する場の形成を推進するべきである。日本が外資系企業のアジ

アの R&D 拠点を誘致したいのであれば、ベネルクス三国や英国などヨーロッパの国々で実施され

ているパテントボックス（イノベーションボックス）のような研究開発にかかる企業活動に対す

る大胆な減税措置の導入を検討するべきである。 

 

法人設立時における代表者の日本居住要件が 2014年に緩和され、東京都に投資に関するワンスト

ップセンターができるなど積極的に投資環境を改善しようとする姿勢がみられるが行政手続きの

面でまだまだ改善するべき点がある。法律や各種行政手続きの書類が日本語でしか提供されてい

ない場合が多く、中国と比べても対応が遅れていると在日外資系企業に指摘されている。10 行政

手続きが英語でもできるように申請書を日英併記にすることを検討するべきである。また、行政

手続きのオンライン化を可能な分野から順次すすめていくべきである。これは、日本の国内企業

にとっても恩恵をもたらすものである。 

 

日本の各地には特色のある産業集積の場が存在し、政府も産業クラスター形成のために支援をお

こなっている。各産業クラスター地域の公的な研究機関と地域の大学、企業の連携を高め、海外

の企業も研究に参加したいと思わせる環境を醸成するべきである。そのためには、研究者や研究

情報の提供、公的な補助金獲得のコーディネートをおこなう組織が必要である。政府系機関や企

業等に対し技術シーズの実用化事業、オープンイノベーションの促進、共同研究のプロジェクト

マネージメント、知財ライセンシング、規制科学に於けるコンサルティングに至るまで幅広いコ

ーディネートをおこなえる機関を設立すべきである。産官学が協働して創造的なイノベーション

を生み出す場が出来れば、その地域へ世界中から人、資金、技術が集まり、日本の国際競争力発

展に資するであろう。 

 

結語 

現在安倍政権は、自由貿易推進の旗振り役として日本のリーダーシップを発揮し、日・EU経済連
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携協定や米国抜きの TPP を推進している。自由貿易の環境整備を整えつつ、その利益を最大限享

受できるよう構造改革も同時に進めていかなくてはならない。 

 

構造改革には、調整コストが伴い、競争により廃業に追い込まれる企業や農家が発生することは

避けられない。その場合も新しい雇用の場を創出するために対日投資を増加させ、新しい産業に

マッチしたスキルを労働者が獲得できるよう積極的な雇用政策が必要となる。自由貿易により投

資の促進が期待されるが、対日投資のボトルネックを解消することが必要である。 

 

また、最も保護が手厚かった農業も大きな環境変化に対応できるよう、輸出も目指せるように体

質改善が必要である。また日本の商社が儲かる農業のビジネスモデル構築に果たす役割は大きい。 

 

日本市場をオープンにすることで、日本経済の体質改善を行うことが人口減少社会にかかわらず

持続可能な成長を達成できる唯一の方法である。 
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