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１．はじめに

「テタテ」「慫慂
しょうよう

」「瘴癘度
しょうれいど

」。われわれ商社

にもさまざまな業界用語がありますが、これら

の言葉は、どこの業界の言葉でしょうか？私は

縁あって、2003年4月から2005年6月までの2年3

ヵ月間、外務省の経済連携課に出向し（出向時

には自由貿易協定・経済連携協定室）、日本政

府のF T A交渉に参加する機会を得ました。

FTAやWTO交渉の帰
き

趨
すう

は、商社にとっても実

際の商売に影響がありますが、交渉現場の実態

についてはほとんど知られていないのが実情で

はないかと思います。本稿では、今も苦闘を続

けている交渉関係者に対する理解を少しでも深

めていただくため、私自身の経験も踏まえ、あ

まり知られていない交渉現場の実情をご紹介さ

せていただきます。

２．民間出身者の活躍ぶり

日本政府の対外経済政策は、2002年に署名・

発効した日・シンガポール経済連携協定を契機

に、従来の多国間のWTO交渉一本槍から、二

国間のFTA交渉も含めた多角的な交渉体制に大

きく転換しました。2002年という年は、ちょう

どタイやフィリピンとの予備協議や作業部会が

開始され、メキシコとの本交渉も開始、さらに

は他の東アジア各国との交渉も積極的に進めよ

うとしていた年で、日本の対外経済外交の節目

の年と位置づけられるのではないかと思いま

す。一般的にFTA交渉は、各国とテーラーメー

ドで協定内容を作り上げていくことから、多大

な人的リソースが必要となります。当時外務省

としても、FTA交渉の戦線拡大にあたって交渉

要員を増員していく必要があったようです。

私が2003年に外務省に出向したときには、発

足したばかりの自由貿易協定・経済連携協定室

に、私を含め商社出向者が3名いるほか、わず

かな人数の外務省員がいるのみでした。その後

自由貿易協定・経済連携協定室は経済連携課に

発展的に改組され、省内に散らばっていたFTA

関係者がこの課に集約されるとともに、他の商

社からさらに数名の出向者、メーカー、法曹界、

金融、その他さまざまな業界からも多くの民間

出身者が経済連携課に集うこととなりました。

今では、同課は外務省内でも有数の陣容を誇る

規模の課に成長しています。彼ら民間出身者は

各交渉分野の担当官として活躍されており、今

ではFTA交渉を進めるうえで、なくてはならな

い大きな存在となっています。

３．FTAの交渉体制

日本政府のFTA交渉は、経済担当の外務審議

官（現在は薮中外務審議官）が首席交渉官を担

い、その下で、外務省、財務省、農林水産省、

経済産業省の4省の局次長クラスが、共同議長

として交渉全体の運営にあたっています。実際

の交渉では、分野ごとの交渉グループに分かれ、

交渉官を担う外務省をはじめとする関係省庁の
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課室長クラスと、それらの交渉を補佐する担当

官が、実際の交渉に参加して先方政府の関係者

と協議を重ねていくことになります。もちろん

これら4省以外の関係省庁関係者も、交渉に参

加します。

私は主としてマレーシアとの交渉を担当して

いたのですが、マレーシアの場合、2004年1月

から本交渉が開始され、その後、おおむね2ヵ

月に1回のペースで交渉が行われました。通常、

1回の交渉には3～5日間の日程が組まれ、多い

ときには延べ100名を越える関係者が交渉に参

加します。外務省の場合、通常どの交渉官・担

当官も、毎月何らかの交渉に参加することにな

るのですが、交渉が煮詰まってくればさらに交

渉頻度は高くなってきます。

４．交渉前の準備

日本政府の対外交渉では、通常、交渉の方針

や対応を具体的に記載した「対処方針」なるペ

ーパーを事前に作成しています。特にFTA交渉

においては、省庁によって考え方が異なること

が多いので、事前に交渉の方針を策定すること

で、関係省庁との調整を図っておく必要がある

わけです。本方針は通常、外務省の担当官によ

って起案され、省内関係課の決裁を得たうえで

各省との調整が行われることになります。この

各省との調整は、官庁用語で「各省合議
かくしょうあいぎ

」と呼

ばれていますが、これがなかなか一筋縄ではま

とまりません。毎回、交渉方針をめぐってさま

ざまな利害関係がぶつかり合うことが多いので

す。私自身、当初はこの調整の難しさをあまり

認識しておらず、よく地雷を踏みつけ「血」ま

みれになっていました（同僚の商社出身者は相

手を血まみれにしているようでしたが…）。交

渉の前日ギリギリ（当日？）まで、この調整作

業で幾晩も徹夜を強いられることも珍しくあり

ません。当然、方針の乖離が大きく、事の重要

性が大きければ、これらの調整はさらに上のレ

ベルによって行われ、解決が図られることにな

りますが、それでもすんなり事が決まらないの

が普通です。

関係省庁の縦割・横並体制については、よく

さまざまな方面から批判を受けているところで

すが、実際には、各省庁間でかなり緊密な連絡

が取れていると思います。ただ、利害関係を円

滑に調整するというのは非常に難しい問題で、

組織をいじれば容易に解決するというような単

純な問題でもなさそうです。このような国内調

整の難しさは何も日本だけではなく、いくつか

の交渉相手国も国内の利害調整には随分と苦労

していたようです。

これ以外にも、協定案文や質疑応答に関わる

さまざまな書面のやりとり（これらの書面も各

省合議が必要）や、交渉プログラムの調整、首

席交渉官同士の「テタテ（2人さし向かいでの

意。発音は異なるものの仏語のtete－a－teteか

ら来ているようです）」の会合のアレンジなど、

会合を開催するうえではさまざまな準備作業が

あります。

５．交渉現場にて

このような交渉前の準備を経て、いよいよ交

渉本番となります。通常、交渉の場所は、相互

主義の観点から日本と相手国との間で交互に行
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うのが原則となっていますが、相手国の都合も

あって、日本側が出向くことが多かったと思い

ます。マレーシアの場合、マレーシア側で開催

する際には、首都クアラルンプールあるいはそ

の近郊にあるホテルまたは政府機関で行われる

ことが多く、交渉の最終局面ではマレーシア外

務省で少人数でのハイレベル交渉が幾度となく

行われました。通常、日中の交渉終了後、夜に

は多くの関係者が集まって翌日以降の交渉の進

め方について協議をすることが多かったので、

「ロジ室」と呼ばれる作業室兼会議室を設け、

そこで書類作成や作戦会議を行っていました。

実際の交渉は、まず首席交渉官あるいは共同

議長による全体会合に関係者全員が出席した

後、分野ごとの交渉グループに分かれて交渉を

行うというスタイルをとります（この全体会合

は交渉最終日にもラップアップの会合として行

われます）。各交渉グループでは、1時間半程度

の交渉を1日に何度も繰り返し行って、双方の

立場の違いを確認し、妥結点を模索しながら議

論を進めていきます。各々のグループでは、交

渉官が議論をリードし、担当官が必要に応じて

適宜補佐するとともに、議事内容を事細かに記

録していきます。分野によっては、局次長自ら

が個別分野の交渉に乗り出す場合もあります。

相手国政府の対応が鈍い場合には、相手に対し

て作業を加速させることを「慫慂
しょうよう

（促すの意）」

することもあります。双方の利害が厳しく対立

する局面も度々あって、その度に険悪な雰囲気

になることもありました。

このように交渉の状況が刻一刻と変わってい

くので、事前に対処方針で交渉方針を擦り合わ

せていても、その度に関係者で調整を行ってい

く必要が生じます。したがって、その日の交渉

が終わった後に、関係者で会議を行って翌日の

交渉に備えて交渉方針を定めるほか、各種資料

を作成するといった作業を深夜まで行うことに

なります。このように、交渉現場では皆が大い

図2 今後の日本のFTA交渉の見通し

（出所）外務省資料に筆者が一部加筆
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に「汗」をかいて作業にあたっています。私自

身マレーシアには何度も出張しましたが、交渉

期間中は夜ホテルに缶詰になることが多かった

と思います。

６．大筋合意

こうして、マレーシアとは2004年の1月に本

交渉が始まってから、すべての分野を網羅する

本交渉を計6回行いました。それ以外の分野別

個別会合やハイレベル少人数会合を合わせる

と、正確には覚えていないのですが、恐らく大

筋合意までの約1年半の間に20回近くは交渉を

重ねたのではないでしょうか。2005年に入って

からは、種々の理由があってしばらく交渉のペ

ースは落ちていたのですが、5月25日に予定さ

れていた小泉総理とアブドラ首相との首脳会談

に向けて、この日までに交渉をまとめようとの

機運が、1ヵ月前ごろから双方で高まりました。

新聞等で報道されているとおり、最終局面で

の最大の争点はマレーシアの自動車、鉄鋼製品

の市場開放にありました。同国は以前から国民

車政策をとっていたことから、特に自動車およ

び自動車部品の開放には極めて消極的な姿勢を

見せていたのですが、5月初旬に東京で開催さ

れたハイレベル少人数会合ではかなり前向きな

議論がなされ、これを機に交渉は大きく進展を

始めました。この流れを受けて、日本側交渉団

がその後すぐにマレーシア入りして鋭意交渉を

重ね、中川経済産業大臣（当時）とラフィーダ

国際貿易産業大臣との会談を経て、首脳会談ま

でに大筋合意にこぎ着けることができました。

フィリピンとは2004年11月に、タイとは2005

年9月に大筋合意に達したのですが、これらの

交渉に関わっていた関係者の感慨は非常に大き

かったようです。私自身も、2005年5月25日に

東京で行われた首脳会談で、日・マレーシア経

済連携協定の大筋合意が確認されたときには思

わず胸が熱くなりました。関係者の中には、交

渉の節目を迎えて人知れず「涙」を流している

人もいるかもしれません。

７．今後も続くFTA交渉

こうして、マレーシア、タイ、フィリピンの

3ヵ国とは大筋合意に達しましたが、依然とし

て交渉は続いています。今も協定の署名に向け

て、相手国との間で協定文言やさまざまな付属

書の詰めの交渉が続いており、国内では内閣法

制局との間で条文審査が行われているはずで

す。ちなみに日・メキシコ経済連携協定の場合、

付属書等も合わせると、英文で1,240ページ、

和文で943ページもの膨大な文書量となってい

ます。加えて、今年に入ってからインドネシア

やASEAN全体との交渉も開始され、チリとの

交渉開始も合意に到り、日本のFTA交渉相手国

は今後さらに増える見通しです。

私が7月に帰任してから、外務省をはじめと

するFTA関係者も随分と変わってきているよう

です。出向時に最初に私を迎え入れてくれた自

由貿易協定・経済連携協定室長も、「瘴癘度
しょうれいど

（ハードシップ・ランクの意）」の高い在イラン

日本大使館へ先日旅立たれました。

外務省員をはじめとする政府関係者と多くの

民間出身者が、FTA交渉に膨大な時間と労力を

注力し、今も地道な努力を続けています。特に、

交渉に関わっている若手関係者の能力の高さ、

献身的に過酷な業務に取り組む姿勢には度々驚

かされるものがありました。日本のFTAは、彼

らの「血と汗と涙の結晶」と言えるかもしれま

せん。このように多くの関係者がFTA交渉に献

身的に取り組んでいるという実情があること

を、少しでも多くの方々に知っていただければ

と思い、今回筆を取った次第です。この原稿が

出るころには、日・マレーシア経済連携協定が

署名にこぎ着けているかもしれません。
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