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○図表の数値は、原則として四捨五入しており、合計とは一致しない場合があります。

○本資料に記載した地図は、必ずしも、我が国の領土を包括的に示すものではありません。
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○ 環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉は、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、豪州、

ペルー、ベトナムの計８か国で平成22年３月から交渉開始。その後、マレーシア、メキシコ、カナダ、日

本が参加し12か国で交渉。参加12か国のGDPは、世界全体の約４割と大きな比率。

○ 平成27年10月５日に米国のアトランタで行われたTPP交渉閣僚会合において大筋合意、平成28年２

月４日にニュージーランドのオークランドにおいて署名。

１ 交渉の経緯
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資料：IMF「World Economic Outlook Database April 2015」

世界全体のGDPにTPP参加国が占める割合（平成25年）

TPP交渉の合意及び関連政策

特集 TPPは12か国で交渉を行い、平成27年10月に大筋合意された。まずは合
意内容の丁寧な説明を行い、攻めの農林水産業への転換を目指し、同年
11月に策定された「総合的なTPP関連政策大綱」を踏まえ、経営安定対策
の充実に取り組んでいく。
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資料：内閣官房TPP政府対策本部資料
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○ 我が国は衆・参両院の農林水産委員会の決議を後ろ盾に、国内の農林水産業や農山漁村に悪影

響を与えないよう、粘り強く交渉。この結果、重要５品目を中心に国家貿易制度・枠外関税の維持、

関税割当てやセーフガードの創設、関税削減期間の長期間化等の有効な措置を獲得。

○ 対日関税については、我が国農林水産物・食品の輸出拡大の重点品目（牛肉、米、水産物、茶等）

について関税撤廃を獲得。

２ 合意内容

重要５品目の合意内容

資料：農林水産省作成

品目 合意内容

米
現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（341円/kg）を維
持。既存のWTO枠の外に、米国・豪州に対してSBS方式の国別枠を設定

麦

現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（小麦の場合55円
/kg）を維持。既存のWTO枠の外に、SBS方式の国別枠及びTPP枠を新設。
マークアップを９年目までに45％削減

甘味資源作物

砂糖のうち粗糖・精製糖等については、現行の糖価調整制度を維持。加
糖調製品については、品目ごとにTPP枠を設定。でん粉については、現
行の糖価調整制度を維持

牛肉・豚肉

牛肉については、現行38.5％の関税を段階的に９％まで削減。関税撤廃
は回避され、また、16年目までという長期の関税削減期間を設定。豚肉
については、差額関税制度を維持。また、10年目までという長期の関税
削減期間を設定。さらに、それぞれ関税削減期間中は、セーフガードの
措置

乳製品

脱脂粉乳・バターについては、現行の国家貿易制度を維持。TPP参加国
に対する新たな輸入枠が設定。ホエイについては、脱脂粉乳と競合する
可能性が高いものについて、21年目までの長期の関税撤廃期間の設定と
セーフガードの措置。チーズについては、種類により関税の維持、長期
の関税撤廃期間の設定、条件付き無税枠の設定
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○ TPP交渉は、交渉開始から５年半という期間をかけて大筋合意し、12か国合わせて８億人を超える巨

大経済圏が誕生。我が国の暮らしや企業活動等に様々な利点をもたらすことが期待される一方で、

懸念・不安の声が寄せられていたこともあり、合意内容の丁寧な説明とともに、農林水産物が引き続

き再生産可能となるよう、さらに、成長産業としての力強い農林水産業を作り上げるための万全の施

策を講ずる必要。

○ このため、平成27年11月のTPP総合対策本部で「総合的なTPP関連政策大綱」を策定。

○ 平成27年度補正予算において、緊急に実施すべき施策に係る予算を措置。

３ 「総合的なTPP関連政策大綱」の策定

・ 世界のGDPの約４割（3,100兆円）という、かつてない規模の経済圏をカバーした経済連携。人口８億人という巨大市場が創
出される。TPPはアベノミクスの「成長戦略の切り札」となるもの。

・ 本政策大綱は、TPPの効果を真に我が国の経済再生、地方創生に直結させるために必要な政策、及びTPPの影響に関す
る国民の不安を払拭する政策の 目標を明らかにするもの。

・ 本大綱に掲げた主要施策については、既存施策を含め不断の点検・見直しを行う。また、農林水産業の成長産業化を一層
進めるために必要な戦略、さらに、 我が国産業の海外展開・事業拡大や生産性向上を一層進めるために必要となる政策に
ついては、28年秋を目途に政策の具体的内容を詰める。

・ 本大綱と併せ、TPPについて国民に対する正確かつ丁寧な説明・情報発信に努め、TPPの影響に関する国民の不安・懸念
を払拭することに万全を期す。

新輸出大国

＜ＴPPの活用促進＞
1 丁寧な情報提供及び相談体制の

整備
○ＴＰＰの普及、啓発
○中堅・中小企業等のための相談

窓口の整備

2 新たな市場開拓、グローバル・バ
リューチェーン構築支援
○中堅・中小企業等の新市場開拓

のための総合的支援体制の抜
本的強化（「新輸出大国」コンソ
ーシアム）

○コンテンツ、サービス、技術等の
輸出促進

○農林水産物・食品輸出の戦略的
推進

○インフラシステムの輸出促進
○海外展開先のビジネス環境整

備

<TPPを通じた「強い経済」の実現>
1 TPPによる貿易・投資の拡大を国内

の経済再生に直結させる方策
○イノベーション、企業間・産業間連

携による生産性向上促進
○対内投資活性化の促進

2 地域の「稼ぐ力」強化
○地域の関する情報発信
○地域リソースの結集・ブランド化

○輸入食品監視指導体制強化、原料
原産地表示

○特許、商標、著作権関係について
必要な措置

○著作物等の利用円滑化等

グローバル・ハブ
（貿易・投資の国際中核拠点）

＜食の安全、知的財産＞

農政新時代

＜農林水産業＞
1 攻めの農林水産業への転換（体質強化対策）

○次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育
成

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
○畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推

進
○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フ

ロンティアの開拓
○合板・製材の国際競争力の強化
○持続可能な収益性の高い操業体制への転換
○消費者との連携強化、規制改革・税制改正

２ 経営安定・安定供給のための備え（重要５品目
関連）

○米（政府備蓄米の運営見直し）
○麦（経営所得安定対策の着実な実施）
○牛肉・豚肉、乳製品（畜産・酪農の経営安定

充実）
○甘味資源作物(加糖調製品を調整金の対象)

資料：内閣官房TPP政府対策本部資料

総合的なＴＰＰ関連政策大綱



○ 政府は平成27年12月24日に、TPPが発効した場合、我が国のマクロ経済に与える経済効果を分析

し公表。分析は、関税に関する効果に加え、非関税措置によるコスト縮減、貿易・投資促進効果、さ

らには貿易・投資が促進されることで生産性が向上することによる効果等も含めた、総合的な経済

効果分析。

４ 経済効果分析
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資料：内閣官房TPP政府対策本部資料

経済効果分析

　関税削減等の影響で価格低下による生産額の減少が生じるものの、体質強化対策
による生産コストの低減・品質向上や経営安定対策などの国内対策により、引き続
き生産や農家所得が確保され、国内生産量が維持されるものと見込む。

農林水産物の生産減少額：約1,300億円～2,100億円

食料自給率（平成26（2014）年度）への影響：
　　　　　カロリーベース39％、生産額ベース64％
　　　　　　　　　↓　試算を反映したもの
　　　　　カロリーベース39％、生産額ベース64％

農林水産分野の評価

GDP変化：
＋2.59％（＋13.6兆円）
*実質GDPは524.7兆円（2014年度）

労働供給変化：
＋1.25％（＋79.5万人）
*労働力人口は6,593万人、就業者数は6,360万人（2014年度）

分析結果



我が国の食料を生産する潜在的な力を示す食料自給力
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第１章 食料の安定供給の確保に向けた取組

重点テーマ１

⾷料⾃給⼒の動向
平成27年３月に閣議決定された食料・農業・農村基

本計画において、食料自給力指標を初めて提示。
食料自給力は、近年、低下傾向で推移。

「食料自給力」とは、我が国の農林水産業の食料を生産する潜在的な力であり、農産物では、農地・
農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者、水産物では、潜在的生産量、漁業就業者が構成
要素。

食料の安定供給と食料自給力

資料：農林水産省作成

食料自給力指標の考え方

食料自給力指標は、我が国農林水産業が有する潜在生産能力を最大限活用することにより得られ
る食料の供給熱量を示す指標であり、「花等の食用以外の農産物が作付けられている農地も含め、米
やいも類を中心に作付けしたら」といった仮定の下で試算。その際、①生産転換に要する期間は考慮し
ない、②農林水産業生産に必要な労働力は確保されている等の現実とは切り離された一定の仮定を
置いて試算。

資料：農林水産省作成

食料自給力指標の考え方


