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政府 ＴＰＰ参加各国に国内手続き進めるよ
う働きかけへ
12月10日 6時54分

政府は、ＴＰＰ＝環太平洋パート
ナーシップ協定が承認されたこと
を受けて、参加各国に対し、発効
を目指して国内手続きを進めるよ
う粘り強く働きかけることにして
います。ただ、アメリカのトラン
プ次期大統領が離脱を表明してい
ることから、ＴＰＰ協定の発効は
極めて厳しい情勢で、各国の賛同

が得られるかどうかが当面の焦点です。

ＴＰＰ＝環太平洋パートナーシップ協定は、９日、参議院本会議で可決、承認され、
併せて関連法も可決、成立しました。 

菅官房長官は記者会見で、「ＴＰＰ協定は、基本的人権、法の支配といった基本的な
価値を共有する国、地域が経済の絆を深め、その輪を広げていくことで、さらなる地
域の安定を図るという戦略的意義もあり、さまざな機会を通じ意義を訴える」と述べ
ました。 

政府は、協定の取りまとめを担うニュージーランドに国内手続きを終えたことを通知
するとともに、参加各国に対し、協定の発効を目指して国内手続きを進めるよう働き
かけることにしています。 

ただ、アメリカのトランプ次期大統領がＴＰＰ協定からの離脱を表明していることか
ら、発効は極めて厳しい情勢で、各国の賛同が得られるかどうかが当面の焦点です。 

一方、政府は、ＴＰＰ協定には、多くの物品の関税の撤廃に加え、幅広い分野の貿易
や投資などに関するルールが盛り込まれたことから、ＥＵ＝ヨーロッパ連合とのＥＰ
Ａ＝経済連携協定や、中国などが参加するＲＣＥＰ＝東アジア地域包括的経済連携な
ど、ほかの協定でも同様の水準が維持されるよう交渉を進めたい考えです。 

また、政府は、去年取りまとめたＴＰＰ関連政策大綱に基づいた農家の経営安定化策
などは、ＴＰＰ協定が発効しなくても競争力の強化には必要だとして実施していく方
針です。
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ＴＰＰを当てに動きだしたビジネスは、今、大きな転換点を迫られています。 

東京・港区にあるコンサルティング会社では、ＴＰＰ協定の発効で海外展開を強化す
る企業が増えると見込んで、この春、ＴＰＰに特化したアドバイスを行うサービスを
始めました。 

海外の現地法人の元代表など、いわば海外ビジネスのプロを月１０万円程度で派遣
し、小売りや食品メーカーなど、およそ１００社に販路の開拓のコツなどをアドバイ
スしてきました。 

しかし、ことし夏以降、アメリカ大統領選挙でトランプ、クリントン両候補からＴＰ
Ｐに否定的な発言が相次いで報じられて以降、企業からの問い合わせは一気に減少
し、今では全くないと言います。

会社が月２回程度開いていたＴＰＰの説明会も、９月から取りやめました。 

この会社では、ほかの貿易自由化の枠組みの実現に期待して、企業の海外進出を後押
ししていく考えです。

コンサルティング会社「サイエスト」の李嘉章共同代表は「今は、ＴＰＰに依存した
事業戦略を考えている企業はほとんどない。ＴＰＰに似た経済連携の仕組みだった
り、２国間の自由貿易協定を現実的に進めていくことをビジネスの現場は求めてい
る」と話しています。

海外展開強化の戦略変えない企業も

企業の中には、海外展開を強化する戦略は変えないというところもあります。 

東京・品川区にある家具メーカー「ミネルバ」は、オーダーメードにこだわった高級
家具の製造・販売を手がけています。 

皇室や国会議事堂のいすの修理を請け負うなど、高い技術力が売りです。 

去年からニューヨークとシンガポールに進出し、海外市場での売り上げを全体の３割
にまで増やすことを目標にしています。 

ＴＰＰ協定が発効すれば、木製ソファーの各国の輸入関税が撤廃されるため、目標達
成の追い風になると期待を寄せていました。

さらに、ソファーや、いすに使う本革の輸入にかかる最大３０％の関税も段階的に引
き下げられることも大きな魅力でした。 

現在では国産より３倍ほど高い外国産の本革の仕入れ値が下がり、デザインの選択肢
が増えると見込んでいたからです。 

家具メーカーの宮本しげる社長は「特に革については、日本のメーカーを守るという
目的で、現状の関税がだいぶ高いが、海外の革が安く入るようになるというメリット
は感じていた」と話していました。 

ただ、会社では、ＴＰＰの発効が見通せなくなっても海外展開の手を緩めないつもり
です。 

国内で安さを売りにした家具メーカーが急成長する中、活路は海外市場の開拓にある
と見ているからです。
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得意とする細かい作業によるデザイン力など付加価値を高め、今後、所得水準が上が
っている東南アジアなどにも販路を広げたいと考えています。 

宮本社長は「将来的にはアメリカだけではなく、アジア諸国や富裕層が増え続けてい
る国や地域に可能性を感じている。国内のものづくり企業が生きていくためにも自由
貿易であってほしい」と話しています。
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ＮＨＫの外部サービスについて

ＮＨＫのとりくみ

ＮＨＫについて 経営委員会 監査委員会 情報公開 調達のページ 関連団体について ＮＨＫグループネット 国際共同制作
コンクール受賞作品 インターネット活用業務について 暴力団等の排除についての指針 よくある質問集 職員採用情報
インターンシップ情報 営業スタッフ・法人募集情報 番組制作会社の皆さまへ 番組の二次利用
映像提供について（スクープＢＯＸ） 番組関連グッズ 引っ越しポータル ＢＳメッセージ消去 アナウンスルーム サイトマップ

経営情報・採用情報など

ご意見・お問い合わせ ＮＨＫにおける個人情報保護について 放送番組と著作権
ＮＨＫインターネットサービス利用規約

シェアする

公式Twitter/facebook ※NHKサイトを離れます

テレビ

番組一覧はこちら

ラジオ

ＮＨＫオンライン トップ

ニュース 動画 特集 スペシャルコンテンツ NEWS WEB EASY

新着 社会 気象・災害 科学・文化 政治 ビジネス 国際 スポーツ 暮らし 地域

NHK NEWSWEB(facebook) NHKニュース(@nhk̲news) 科学文化部(@nhk̲kabun) 社会部(@nhk̲syakaibu)

生活・防災(@nhk̲seikatsu) 国際部(@nhk̲kokusai) ニュースチェック11(@nhk̲nc11)

おはよう日本 ニュース シブ5時 ニュース7 クローズアップ現代＋ ニュースウオッチ9 ニュースチェック11

週刊 ニュース深読み これでわかった！世界のいま 手話ニュース

らじる★らじる NHKラジオニュース 先読み！夕方ニュース NHKジャーナル
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