第百七十七回国会︑内閣提出︑特定多国籍企業
による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
案を議題といたします︒
この際︑お諮りいたします︒
本案につきましては︑第百七十九回国会におき
まして既に趣旨の説明を聴取しておりますので︑

午前九 時開 議
︱︱︱︱◇︱︱︱︱︱
○中山委員長 これより会議を開きます︒

春さらばかざしにせむと我が思ひし桜の花は

うことでありまして︑きょうの万葉集は︑いよい
よ桜も散り行く東京であります︒桜の花が散る歌
がありましたので︑これを御披露させていただい
て始めたいと思います︒巻十六︑三千七百八十六
番︒

︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
○中山委員長 これより質疑に入ります︒
質疑の申し出がありますので︑順次これを許し
ます︒橘慶一郎君︒
○橘︵慶︶委員 おはようございます︒
朝早々︑一首を読ませていただいての質問とい

君︑資源エネルギー庁長官髙原一郎君及び特許庁
長官岩井良行君の出席を求め︑説明を聴取いたし
たいと存じますが︑御異議ありませんか︒
︹﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
○中山委員長 御異議なしと認めます︒よって︑
そのように決しました︒

官房地域活性化統合事務局長代理枝広直幹君︑内
閣法制局第四部長松永邦男君︑経済産業省大臣官
房地域経済産業審議官照井恵光君︑経済産業省経
済産業政策局長石黒憲彦君︑経済産業省通商政策
局長佐々木伸彦君︑経済産業省貿易経済協力局長
厚木進君︑経済産業省商務情報政策局長永塚誠一

︹本号末尾に掲載︺
︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱
○中山委員長 引き続き︑お諮りいたします︒
本案審査のため︑本日︑政府参考人として内閣

は内閣全体として検討されていかないのか︑この
辺︑どのようにお考えになっているのか︑まずお

もあるわけですけれども︑そうは言っても︑やは
りこれは断じて容認できない︑こういう事案であ
ります︒外交︑いろいろなことも考えなきゃいけ
ないわけですけれども︑やはりそれなりの我が国
としての姿勢も見せていかなきゃいけない︒
そうなりますと︑この制裁措置の強化というの

この委員会で審査をする案件といえば︑四月十
四日から外為法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置が
さらに一年継続ということになって︑やがてまた
その承認案件というのが上がってくるわけですが︑
確かに︑この委員会の所管するいろいろな手だて
という意味ではかなりし尽くしているという部分

なか春らしいということにはならないと思います
が︑ぜひ現状認識でよろしくお願いしたいわけで
す︒
四月十三日の北朝鮮のミサイル発射は︑断じて
容認のできないことであります︒衆議院で決議も
いたしました︒

に先立ちまして︑一問︑北朝鮮のミサイル発射の
問題をさせていただいて︑あと︑法案を全部一通
りいろいろと質問させていただいた後︑最後に︑
また幾つか︑最近の問題について見解をお伺いし
たい︑このように思っております︒
そういう意味で︑大臣には︑最初の質問はなか

早速︑大臣から何か春らしい御答弁をというこ
とで始めればいいんですが︑時節柄︑そうもいか
ない部分もこの日本の内外にあるわけであります︒
通称アジア拠点法と言われているこの法案の審議

たします︒

議録と受け取られることのないようお願いい

ので︑審議の際の引用に当たっては正規の会

今後︑訂正︑削除が行われる場合があります

は︑原発言のまま掲載しています︒

発言︑理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で︑一般への公開用ではありません︒

までの間︑審議の参考に供するための未定稿

これを省略いたしたいと存じますが︑御異議あり
ませんか︒
︹﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
○中山委員長 御異議なしと認めます︒よって︑
そのように決しました︒
︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱

散り行けるかも
それでは︑一時間よろしくお願いいたします︒

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に
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次質疑をさせていただくわけですが︑アジア拠点
法というふうに言われてはいるんですけれども︑

ろな提案を我が党もしているということでもあり
ますし︑ぜひ︑またよく御検討いただきたいとい
うことでお願いしたいと思います︒
それでは︑アジア拠点法と言われる︑昨年の通
常国会に出てまいりました特定多国籍企業による
研究開発事業等の促進に関する特別措置法案︑順

中国︑ロシアを初めとする関係国や国連安保理等
の国際社会の動きなどを踏まえつつ︑引き続き検
討してまいりたいというふうに思っております︒
○橘︵慶︶委員 出入国措置であったりお金のや
りとりであったり︑まだきめを細かくできる余地
も残っているような話も聞いております︒いろい

保理決議の求める内容よりも厳しいものとなって
おり︑全面輸出入禁止でございます︒経済産業省
の所掌範囲の中で︑なかなか難しい部分があると
いうのは御指摘のとおりでございますが︑政府全
体としては︑こうした問題に毅然とした姿勢を示
すことが必要だと思っておりまして︑米国︑韓国︑

う安全保障上の重大な挑発行為でございます︒そ
れから︑国連安保理決議︑これは弾道ミサイル技
術を使った発射をこれ以上実施しないことを北朝
鮮に要求しておりますが︑これにも反するもので
ありまして︑極めて遺憾でございます︒
御指摘のとおり︑経済産業省の制裁措置は︑安

伺いしたいと思います︒
○枝野国務大臣 おはようございます︒
御指摘のとおり︑人工衛星と称するミサイルの
発射は︑我が国を含めた地域の平和と安定を損な

れるところでございます︒
○橘︵慶︶委員 今ほどお話のあった香港︑シン

十四件から二〇一一年の千三百四十件へと︑この
十年間で約一・五倍に増加しております︒
それからまた︑シンガポールにつきましては︑
我が国及び諸外国の有力なグローバル企業が拠点
を移転した事例があることを承知しております︒
グローバル企業の拠点立地が進んでいると推察さ

をしてまいりたいと思います︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
アジア地域におけます多国籍企業の立地状況に
つきましては︑各国政府が公表しているデータの
制約はございますけれども︑例えば香港につきま
しては︑地域統括拠点数が︑二〇〇一年の九百四

しいということでありまして︑当然そういうこと
を願って︑欧米諸国を含めていろいろな多国籍企
業がアジアにも展開をしているわけであります︒
そういう中において︑今日︑アジア地域の中で︑
どういった国なり︑あるいは町というものが注目
され︑伸びているのか︑この辺の認識からお伺い

守り立てていこうということでそういう内容がい
ろいろと込められている︑こういうふうに理解を
し始めておりまして︑そういったことを中心に︑
この法案の立法の趣旨そして効果ということにつ
いて︑順次お伺いをしてまいりたいと思います︒
まず︑アジア全体が経済として発展が非常に著

内容的には︑必ずしもアジアの会社だけを対象に
しているわけでもなく︑ある程度広がりを持って︑
言ってみれば︑我が国の国際的な拠点としての位
置づけというものを大事にしていこう︑あるいは

目別に︑今先生おっしゃられた項目も含めまして︑
調査した結果がございまして︑それを見ますと︑

拠点性を高めていくためには必要なのではないか︑
このようにも思うわけでありますが︑この辺の認
識についてはいかがでしょうか︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
平成二十一年度に︑経済産業省がアジアの国・
地域について︑投資先としての魅力を投資環境項

ういった要素もあるようにも思います︒
また︑言語ということについて言えば︑やはり
英語というものがグローバルな言語であるとすれ
ば︑日本語というものはマスターしなければいけ
ないとか︑あるいは私ども日本人において英語に
おけるコミュニケーション力︑いろいろな要素が

シンガポールという例を挙げていただきましたし︑
また︑多分ソウルとか上海もそうなんでしょうけ
れども︑例えば飛行場からのアクセスであったり
港湾との関係であったり︑あるいはアジアという
一つの地域を地理的に眺めた場合の位置関係︑ど
こからどこへ︑どれくらい時間がかかるとか︑こ

てみれば︑経済といいますか︑企業でいうと収益
に係る部分︑そういった部分の措置が多いわけで
すけれども︑この優位性という意味で︑我が国が
やや失われてきているのかな︑あるいは競争が厳
しくなっているかなと言われる場合には︑そうい
った立地コストの高さのみならず︑今ほど香港︑

ガポールということも念頭に置きますと︑優位性
ということを言われる場合には︑今回の措置とい
うのは︑例えば投資を促進するとか︑特許料を減
免するとか︑あるいは租税特別措置という︑言っ

‑ 2 ‑

登録日時：12/04/19 20:01

衆議院経済産業委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 4 月 18 日

バル企業として拠点を一部移したというような話
も私どもは聞くわけであります︒

ツールも生かしながら︑パッケージとして積極的
なマーケティングが必要になるんだろう︑このよ
うに思っております︒このことについては︑後で
またお伺いをしてまいりたいと思います︒
そして︑さきの御答弁の中にもありましたよう
に︑シンガポールには逆に我が国の企業がグロー

資促進プログラムを策定したところでございます︒
今後︑本プログラムを着実に推進して︑投資先
としての我が国の魅力を高めてまいりたいと考え
て おりま す ︒
○橘︵慶︶委員 そういう御答弁であるとすれば︑
やはりこの法案というもの︑ここに盛り込まれた

業環境等を総合的に評価して判断を行うと考えて
おります︒
このために︑平成二十三年十二月に︑ビジネス
ジェットの受け入れ環境の整備や行政の英語化の
推進等︑よりよい事業環境︑生活環境の整備に向
けた取り組みを盛り込んだアジア拠点化・対日投

また︑英語を使える人材を含めた優秀な人材の
獲得という観点では︑中国︑インドに魅力がある
と回答した企業が多いわけですが︑日本もそれに
続く回答数を得ております︒
御指摘のように︑グローバル企業が立地先を選
定する要因は複合的でございまして︑コストや事

本社及び担当地域内の各事務所へのアクセス等の
地理的要因につきましては︑日本に比べ︑中国︑
シンガポールに魅力があるという回答をした企業
が多くなっております︒

割で位置づけていくかということは非常に大事だ
と思っております︒

ろいろなことを考える日本企業に対してもある意
味でメッセージを送るという内容なんだろうと思
っているわけであります︒
そして︑今ほどお話があったように︑いろいろ
な機能を我が国の企業であっても外へ出そうとす
る中で︑やはりこの日本というものをどういう役

社が本社機能を海外へ移転も視野に入れて検討中︑
それからまた︑三十八社が研究開発機能を海外へ
移転する︑または移転も視野に入れて検討中と回
答しております︒
○橘︵慶︶委員 そういう意味では︑今回の法案
は︑実は外国企業だけではなくて︑そういったい

ンガポールに設立した事例とか︑あるいは二〇一
一年に大手の総合光学機器メーカーが国際事業本
部をシンガポールに移転した事例等があるものと
承知しております︒
それから︑経済産業省が平成二十一年に実施し
た日本企業へのアンケート調査によりますと︑四

たものについて︑つかんでおられるところで︑わ
かる範囲でお答えをいただければと思います︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
個別の企業の具体名を申し上げることは適当で
はないと思いますけれども︑例えば二〇一〇年に
大手の情報通信機器メーカーが研究開発拠点をシ

そんな意味で︑逆に我が国の日本企業というこ
とで︑日本で生まれ育った企業が︑アジアの他国
に本部機能あるいは研究開発機能を移転したとい
う事例︑あるいはそういう構想︑計画︑そういっ

○石黒政府参考人 お答え申し上げます︒
第三次補正予算の方で措置をされました国内立

す︒
こういった立地推進事業費補助金の中で︑今申
し上げたプロトタイプあるいは第一号製品を製造
するそういったマザー工場と言われるものについ
てはどの程度対応を手当てできたのか︑どういう
状況にあるのか︑お答えいただきたいと思います︒

ことで︑福島を除いて二千九百五十億円︑福島は
別枠になっていたわけですが︑これについて七百
四十八件も申請がありまして︑そのうち二百四十
五件︑二千二十三億円を採択された︒残った九百
二十七億円余につきまして二次募集にも入ってお
る︑こういうこともお伺いしているわけでありま

いく︑そして︑そこから海外へ展開していくとい
うのも一つの日本の生きる道ではないか︑こう言
われているわけであります︒
そういう中で︑実は︑二十三年度の第三次補正
予算で︑これは震災対策ということもあったわけ
ですけれども︑国内立地推進事業費補助金という

今言われているのは︑この国の技術あるいはこの
国のそういうノウハウを生かして︑まず第一号製
品あるいはプロトタイプの製品︑そういったもの
をこの日本の中でつくっていく︑そういう付加価
値の高いものをまず日本でつくる︑そういうマザ
ー工場と言われるものをやはり一つ日本に残して

いろいろな製品を開発して︑それを大量生産と
いうことになると︑やはりどうしても人件費の安
いところ︑あるいは部品産業なども含めていろい
ろなところへ立地してしまうわけですが︑日本で
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続き来年以降も続けてまいりたいというふうに思
っております︒

低炭素技術集約産業の国内企業立地補助金という
制度を設けております︒これは︑低炭素分野につ
いて︑まさしくプロトタイプ︑一号ラインをつく
り出すときに補助をするものでございまして︑二
十二件︑七十一億円の支援をさせていただいてお
ります︒これは通常予算でございますので︑引き

何らかのマザー工場の機能を持ったものと我々は
理解をいたしております︒
さらに︑委員が特に御指摘になりましたプロト
タイプとか︑そういった一号ラインの増設につき
ましては︑この補正予算とは別に︑実は当初予算
の中で︑二十三年度予算といたしまして︑革新的

います︒
ただ︑マザー工場の定義もございまして︑実は︑
全体として幾らあるかということについては︑ち
ょっとお答え申し上げるのは難しいのでございま
すけれども︑この厳しい円高の中での国内立地で
ございますので︑全てそういった案件については

野における生産拠点に対して広く補助を行うこと
にしております︒
一次公募におきまして︑委員お尋ねのマザー工
場でございますが︑代表事例といたしましては︑
愛媛に航空機︑高級自動車向けの炭素繊維の工場
を増設するといったようなものが代表事例でござ

地推進事業費補助金でございますが︑いわゆるマ
ザー工場に限らず︑委員御指摘のとおり︑震災復
興ということもございまして︑サプライチェーン
の中核的な部品︑素材分野と高付加価値の成長分

際的な規模で事業活動を行っているということ︑
いわゆる国際的規模であるということ︑もう一つ

あえてここで︑法案審議でありますから︑この委
員会の中で明らかにしていきたいと思っておりま
す︒
特定多国籍企業というものを支援するという法
案であります︒この特定多国籍企業︑グローバル
企業ですけれども︑要件としては︑法文上は︑国

発機能というものに着目をされた今回の法案のた
てつけであろうと思っております︒
そこで︑若干︑この法案の条文の問題について︑
これは法案の性格というか︑何を狙っているかと
いうことを明らかにするという意味におきまして︑
省令に委任されている部分も結構ありますので︑

だんだん各国と製品の競争が厳しくなってしまう
と︑なかなか日本として前へ進めないという問題
もあると思います︒ぜひ︑この辺は力を入れてい
かなきゃいけない︒
そういう意味において︑恐らく︑拠点というも
のについて︑いわゆるオフィス的な拠点と研究開

ているという非常に心配な状況もあったわけであ
ります︒
そういったことに対して︑やはりいろいろな形
でメッセージを出していかなきゃいけない︒そし
て︑やはり日本の中で物もつくっていかないと︑
そういうノウハウを残していかないと︑最終的に︑

○橘︵慶︶委員 東日本大震災を契機としてサプ
ライチェーンの問題等が発生しまして︑特に昨年
の秋口ごろは︑随分︑経済的な新聞には毎日のよ
うに日本企業の海外への移転というような話が出

でございまして︑まず︑ペーパーカンパニーでな
いことというのは︑その実体を確認していくとい

に雇用されているというようなことになるんでし
ょうか︒それから︑博士号の人材ということであ
れば︑何人ぐらいは置いておけ︑こういうことに
なるんでしょうか︒数値は具体的にはいいんです
けれども︑考え方を確認させてください︒
○厚木政府参考人 まさしく先生御指摘のとおり

は︑特許権を保有していること︑博士号保有者等
の高度な能力を持つ人材を雇用すること等を確認
する規定とすることを想定しております︒
○橘︵慶︶委員 ちょっと確認いたします︒
そうすると︑ペーパーカンパニーでないという
ことになると︑例えば確実に従業員を幾つかの国

ていくことになるわけでございますが︑御指摘の︑
国際的規模で事業活動を行っているとの要件は︑
国際的な事業活動の実体があり︑いわゆるペーパ
ーカンパニーでないこと等を規定することを想定
しております︒
また︑高度な知識または技術を有するとの要件

そこで︑この国際的規模︑そしてまた高度な知
識︑技術というのは具体的にどのように定められ
るのか︑まずお伺いいたします︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
主務省令に委任されている事項の詳細につきま
しては︑具体的には主務省令を定める中で検討し

は高度な知識または技術を有する︑こういう二つ
の基準を設けながら︑それを具体的には主務省令
の方に内容的には委任をされているわけでありま
す︒
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業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが
見込まれるという基準につきましては︑例えば︑

のがまた課せられるわけであります︒
この内容について︑具体的にどのように主務省
令で定められる予定であるのか︑お考え方をお伺
いいたします︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
御指摘の研究開発事業の要件となる︑新たな事

というのは︑これは私はある意味で大変評価する
んですが︑新たな事業の創出︑要するに日本で新
たな事業が創出される︑ビジネスが創出されるん
だということ︑そしてまた︑就業の機会︑要は雇
用がふえるんだ︑就業の機会を増大する︑こうい
う事業創出要件と就業の機会の増大要件というも

おります︒
今お話のあった特定多国籍企業が展開する研究
開発事業と統括事業︑この二つの事業について︑
今回︑支援措置が設けられるわけであります︒そ
こで︑この研究開発事業︑統括事業についてもま
た要件があるわけでありまして︑今回︑この要件

を雇用するというのは︑先生おっしゃるとおり︑
人数はあれにしても︑そういった人材について確
認したいということでございます︒
○橘︵慶︶委員 この辺は恐らく︑やはり租税特
別措置等もあるので︑かなりきちっとした形で確
認をしていく︑縛っていくということだと思って

うことと︑そのほかにも︑各国において︑各国の
企業との提携なり共同開発等を行っているという
ような実体を確認したいと思っておりますし︑そ
れから︑博士号等保有者の高度な能力を持つ人材

応援したいということになるわけですが︑あるい
は戻ってきたねというのでもいいんでしょうけれ

います︒
今お話のありましたような︑グローバル企業の
研究開発あるいは統括事業のオフィスといったも
のについて︑では︑具体的に︑最近我が国で︑そ
ういうもので外国からやってきた︑こういうのは
よかったねという実例︑そういうものをこれから

る際に︑従業員の数が主務省令で定める数以上で
あることというところで就業についてはチェック
することにしております︒
○橘︵慶︶委員 そこについては後でまたお伺い
するとして︑余り法文の︑国語の話だけじゃない
ようになるべく質問していかなきゃいけないと思

の機会の増大というところについてはどのような
ことをお考えになっているんでしょうか︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
別のところで︑研究開発事業計画及び統括事業
計画︑それぞれについて記載事項が定められてお
りまして︑それにつきまして︑認定の条件を定め

金が一億円以上の会社を設立することや︑五年目
終了時点までに五億円以上の追加投資を行うこと
等を規定することを想定しております︒
○橘︵慶︶委員 済みません︑審議なのでお許し
いただいて︑確認ですが︑就業の機会の方につい
ては今お答えがなかったように思いますが︑就業

年間一億円以上の試験研究費を支出することや︑
研究開発事業の内容に新規性や高度性があること
等を規定することを想定しております︒
また︑統括事業につきましては︑例えば︑資本

それで︑この計画にはどういうことを盛り込む
かということがお手元の第四条にいろいろと書い

該当の部分はコピーをして資料でおつけしました︒
今お話のあった研究開発事業あるいは統括事業
については︑それぞれ計画を出していただいて︑
その計画が言ってみれば主務大臣の認める要件に
適合するものを応援する︑こういう仕掛けになっ
ているわけであります︒

力の中で来られる企業もいろいろあるんだろう︑
そういうものを応援したいということはこれで理
解をするわけであります︒
そして次は︑もう少しこういう審議を続けて申
しわけないんですが︑ややこしくなってまいりま
すので︑一応︑委員のお手元には︑あえて法案の

ムヘルスケア社︑それから統括拠点としては︑フ
ランスの製薬会社でありますサノフィ・アベンテ
ィス社等を採択したところでございます︒
○橘︵慶︶委員 そんな意味では︑介護分野であ
ったり︑日本は化粧品等も強いんですが︑そうい
った分野であったり︑やはり日本ということの魅

本法案の特定多国籍企業の要件に該当するかと
いうことになりますと︑個別具体の計画を踏まえ
て認定する必要があるのでなかなかお答えするの
が難しいんですけれども︑例えばアジア拠点化立
地補助金の方で見ますと︑研究開発拠点としては︑
米国のヘルスケア関連産業でございますスリーエ

ども︑そういうことについて︑実例的にこんなも
のだよというのを少しお示しいただいたら幸いで
す︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
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ら我が国に新たな人材︑技術というのを呼び込む
というところに狙いがございますので︑こうした

の狙いというふうに申し上げましたが︑そうする
と︑そういった研究者の数と派遣期間ということ
はやはり何か狙いがあるんだろうと思うんですが︑
いかがでしょうか︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
本法案の目的︑狙いといたしましては︑海外か

ども︑これにつきましては︑今後詳細を検討する
わけですけれども︑グループ企業から本法案の支
援対象となる子会社に派遣される研究者の人数及
び派遣期間等に関する事項について規定すること
を想定しております︒
○橘︵慶︶委員 質問の方は︑具体的内容及びそ

のか︑審議ですから︑明らかにしていただきたい
と思います︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
ただいま御指摘のございました法律第四条第二
項第二号では︑﹁従業員に関し主務省令で定める
事項﹂︑数以外の部分についてでございますけれ

れども︑例えばこの第四条第二項第二号というと
ころで︑﹁研究開発事業に常時使用する従業員の
数その他従業員に関し主務省令で定める事項﹂︑
後の方が﹁主務省令で定める事項﹂となっており
ますが︑その数以外のことでどのようなことを定
められるのか︑そしてそれはどういう狙いがある

てあるわけですが︑私︑これを見せていただきな
がら︑大体︑お気持ちということでは︑今ほどお
聞きしているように︑やはり雇用ということは非
常に重視するなというのは伝わってくるんですけ

省令で定める要件に適合するものであること︒﹂
ということで︑かなりここは詳しくまとめていた

も︑今回はあえていろいろなことをしっかり盛り
込んだというのが事前の事務方からの御説明であ
りました︒
その中で︑特に︑今度は三項の第二号で︑今の
従業員の部分ですね︑﹁従業員の数が主務省令で
定める数以上であることその他従業員に関し主務

そして︑今度は︑計画に対して認定基準という
ものが定まっておりまして︑これはきょう最後の
ここでお伺いしたいことにつながっていくんです
が︑認定基準の承認の場合は︑事前にお伺いして
いますと︑普通は大体︑基本方針に照らして適切
なものということで一︑二行で終わるんだけれど

また一面︑日本の言ってみれば能力が高まってい
くということを狙う︑だから︑派遣期間について
も︑余り短いと困るので︑やはりある程度︑日本
の食事をしてもらって︑日本のお酒を飲んでもら
って一緒に取り組んでほしい︑こういう狙いがあ
るということはこれで理解をするわけであります︒

に狙いがございますので︑そういったことを狙っ
た規定でございます︒
○橘︵慶︶委員 そんな意味では︑日本人を雇用
するということだけではなくて︑海外からそうい
う優秀な技術者も来ていただいて︑日本の皆さん
とある意味でコラボレーションすることによって︑

研究開発拠点につきましては︑本社から一定数の
研究者が我が国に来て︑できれば日本の企業と共
同研究をしてもらうとか︑そういうことによって
我が国の技術の革新性を高めていくというところ

想定しております︒
この狙いといたしましては︑これにより︑認定

分な管理体制を整備することを規定することを想
定しております︒
それから︑第三号における﹁実施期間が主務省
令で定める期間であること︒﹂の具体的内容でご
ざいますけれども︑それにつきましては︑三年か
ら五年の期間︑事業を行うことを規定することを

を想定しております︒
また︑﹁その他従業員に関し主務省令で定める
要件﹂につきましては︑グループ企業から本法案
の支援対象となる子会社に派遣される研究者を︑
支援対象となる子会社で六カ月以上受け入れよう
とするものであることや︑外国人の在留に関し十

その他従業員に関し主務省令で定める要件﹂の具
体的内容とその狙いということでございます︒
第二号に規定する﹁従業員の数が主務省令で定
める数以上であること﹂につきましては︑例えば︑
初年度十人以上雇用し︑五年目終了時点までに十
五人以上を追加的に雇用することを規定すること

ます︒
この辺の具体的内容及びその狙いについて︑お
伺いいたします︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
まず︑第四条第三項第二号における﹁従業員の
数が主務省令で定める数以上であること﹂及び﹁

だいているわけであります︒あるいは三項の三号
では︑実施期間というものを﹁主務省令で定める
期間であること︒﹂ということで︑ある程度の期
間をとることを予測させるものがあるわけであり
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いうことについては研究開発事業計画と統括事業
計画で共通しておりますけれども︑従業員の数に

第六条第三項第三号の実施期間につきましては︑
研究開発事業計画と統括事業計画で共通の内容と
して︑三年から五年間と規定することを想定して
おります︒
他方︑従業員に関する事項につきましては︑外
国人の在留に関し十分な管理体制を有することと

令で定める要件︑また実施期間︑こういったもの
がコピーみたいに統括事業計画の方もあるんです
が︑そこは今のお話と同じであるのか︑あるいは
多少事業の性質が違うので異なるのか︑その辺の
ことを教えていただきたいと思います︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒

そこで︑済みません︑局長さん︑ずっと答弁い
ただいて申しわけないんですが︑今ほどお伺いし
てきた︑例えば︑その計画に載せる従業員の数そ
の他従業員に関し主務省令で定める事項︑あるい
は計画の認定要件になります従業員の数が主務省
令で定める数以上︑あるいは従業員に関し主務省

○橘︵慶︶委員 ありがとうございました︒
そして︑実は︑次の条文はつけなかったんです
が︑これとほとんど同じ条文が︑第六条というの
がありまして︑今度は﹁統括事業計画の認定﹂︑
そういう項目があって︑大体同じ条文が並んでく
るわけであります︒

後すぐに撤退するような企業を支援対象から排し︑
グローバル企業の研究開発事業及び統括事業の促
進による新事業の創出や就業機会の増大を担保す
ることを狙いとするものでございます︒

うことが見込まれるということでの実施期間で主
務省令に委任するとか︑あるいは今お話があった︑

というのは︑もちろん︑全て数字を出せとかそ
ういうことではないんですが︑例えばどういう狙
いであるのか︑あるいはどういうことを考えてい
るのかということについて︑形容詞的なことをこ
こに入れることもできるわけですね︒
例えば︑ある程度の期間︑日本に定着してもら

私︑何を思っているかといいますと︑大臣︑こう
やってみると︑私が今言ったのは学校の試験みた
いな話で︑主務省令というところには何が書いて
ありますかと︑何かカードをめくっているような
お話をさせていただきました︒私は︑それが本当
にいいことなのかなと︒

うと大きなビルのワンフロアぐらいのオフィスか
と思えば︑そればかりではなくて︑ある程度小ぶ
りなものでも︑日本にレプレゼンタティブを置く
というようなことでもそれは認める︑こういうこ
とで解釈させていただくわけであります︒
以上︑大変細かいことをいろいろ聞きましたが︑

は統括拠点よりも従業員数が多くなっております
ので︑こうした雇用実態を踏まえまして︑研究開
発事業計画では統括事業計画よりも多くの従業員
を雇用することを要件として規定することを想定
しております︒
○橘︵慶︶委員 そんな意味では︑統括事業とい

ついては研究開発事業と統括事業で書き分けるこ
とを想定しております︒
これは具体的には︑経済産業省が実施いたしま
したアンケート調査によりますと︑研究開発拠点

でできるだけ柔軟性を持たせて事態の変化に対応
させていただくということで︑省令に委任をさせ

るのかなと私自身は思っております︒
そうしたことの中で︑特に国際的な拠点をつく
っていくということでございますので︑国内的に
はもとより︑国際的に非常に事態の流動性が大き
い︑変化が激しいという状況の中にありますので︑
全体の法律として︑省令委任の許される範囲の中

文を見てわかりやすくということは立法政策上重
要なことだと思います︒今局長から答弁させてい
ただいた各答弁は︑個々にお尋ねいただくと今の
ようなお答えになるかと思いますが︑全体の法律
案︑全体を見ていただければ御理解いただける方
向性とか目的とかということは明確に示されてい

いて︑この法案を見て︑ああ︑そうか︑そういう
狙いなのかとか︑ああ︑そうか︑そういうことを
委任しているのかともう少しわかるようにしても
いいんじゃないかなというのが私の個人的な考え
なのですが︑大臣の御見解をお伺いいたします︒
○枝野国務大臣 御指摘のとおり︑できるだけ法

からないというのはいいのかな︑こういう問題意
識であります︒
そこで︑ここは全くそういう意味で自由答弁で
用意されているわけですけれども︑大臣もいろい
ろな御経験をされているわけでありまして︑いろ
いろな立場も踏まれた中で︑そういうところにつ

ある程度の規模の会社ということでそういうもの
を委任するとか︒要は︑これはある意味で国会と
行政との関係になるわけですが︑どこまで委任を
し︑どういうことを委任したのかということがわ
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せていただきたいと思います︒
○松永政府参考人 お答え申し上げます︒

ちょっと経済産業委員会の番地からは外れるのか
もしれませんが︑そういう思いがあるということ
で︑さら問いまではいたしませんが︑せっかく法
制局にも来ていただいていますので︑そういった
ことを含めて︑大体こういう省令委任の考え方︑
最近どのようになっているのか︑一応確認だけさ

を超えない範囲とか︑そういう何かある程度限定
的なものもつけていた時期もあったんじゃないか︒
それがだんだん非常にさっぱりした形になって
まいりますと︑法文を読むと︑何か本当にクイズ
形式のようになっていまして︑もう少し法文とい
うのは味があってもいいんじゃないかというのは︑

に答弁されてしまって︑もう少しひっかかりがあ
るとうれしかったな︑残念だなと思っております︒
実は︑この後に石油の法案等もまた審議する︒
例えば︑こういうところでは二百メートルという
言葉をとってみたりということがありまして︑逆
に言うと︑昔の立法ではもう少し︑例えば何とか

省令の中身ももちろんでありますが︑できるだけ
わかりやすく︑何を目的としてどういう要件なの
かということをお伝えできるように︑今の御質問
の趣旨も踏まえて対応してまいりたいと思ってお
ります︒
○橘︵慶︶委員 やはり枝野大臣らしい︑爽やか

ていただいているということかなと思っておりま
す︒
もしこれを国会を通していただければ︑多くの
方に活用いただく︑活用いただくに当たっては︑

普通は届け出をしてから三十日間は投資ができな
い︑そういうたてつけになっているわけですが︑

すか︑計画を認定されれば幾つかの措置がなされ
るわけですが︑その効果はどれくらいあるのか︑
どのようにお考えになっているかということにつ
いて確認をいたします︒
まず︑法八条というところで︑外国投資家が対
内直接投資を行える時期というものにつきまして︑

専門家でございますから︑またいろいろ見ていた
だいて︑少し味のある法案にしたらということも
言っていただければうれしいなと思います︒
これくらいにしまして︑今度は効果に入らせて
いただきます︒
この法案について︑言ってみれば特典といいま

任に限られるべきものというふうに解されている
ところでございまして︑御指摘の今回の法案につ
きましても︑こうした考え方にのっとりまして省
令に対して委任をするという規定ぶりになってい
るところでございます︒
○橘︵慶︶委員 意のあるところをぜひ︑大臣も

し︑いわば実質的に国会の立法権︑これを没却す
るような抽象的︑包括的な委任は許されない︒省
令への委任につきましては︑例えば︑手続的な事
項ですとか技術的な事項︑あるいは事態の推移に
応じまして臨機に措置しなければならない事項︑
こういうものにつきまして︑個別的︑具体的な委

法律におきまして︑省令に委任することができ
る範囲等につきましては︑憲法第四十一条が︑国
会は国の唯一の立法機関である︑こういうふうに
定めておりますことから︑この憲法の趣旨を否定

れる中小企業の研究開発事業の成果につきまして︑
特許審査請求料及び一年目から十年目までの特許

これは︑やはり国際的な競争力の問題ですから︑
海外でも同種の措置がなされているのか︑この効
果も含めてお伺いをいたします︒
○岩井政府参考人 お答え申し上げます︒
今御指摘がございましたとおり︑この法十条に
おきまして︑認定研究開発事業計画に従って行わ

で︑認定計画に基づく事業の円滑な実施に一定の
効果が見込まれると考えております︒
○橘︵慶︶委員 続けて二点目でありますけれど
も︑この計画を認定された中小企業者における研
究開発事業に関しては︑特許料の軽減ということ
を規定されているわけであります︒

行う会社の株式または持ち分を外国投資家が取得
する場合に︑投資の届け出の法定審査期間を三十
日から二週間へ短縮しております︒
法律上の投資を行ってはならない期間が短縮さ
れることにより︑会社設立までに要する期間が確
実に短縮されるということが明らかになりますの

待できるのか︑このことについてまずお伺いいた
します︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
今︑先生が御指摘のように︑法定審査期間︑届
け出後三十日の間は投資を行ってはならないとし
ているところを︑今回の特例措置は︑認定事業を

この計画で認定されますと︑三十日間が二週間と
いうことで半分に短縮をされる︑こういうことに
なっております︒
これは︑どういう効果があって︑どれくらい期
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○厚木政府参考人 お答えいたします︒
先生の方から︑その効果の具体的な数字という

する︑これが多分︑インパクトとして一番この法
律の中では大きい部分かと思いますが︑これも相
対的なものではありましょうけれども︑どれくら
い競争面で効果が上がるというような︑どういう
効果ということで認識されているのか︑お伺いい
たします︒

でありまして︑今国全体の企業の法人税について
も手当てされたところでありますが︑この法案で
いえば︑計画を認定された法人について︑法人税
については︑実効税率でいうと︑大体︑五年間に
わたって約七︑八％の税率の引き下げになる︑言
ってみれば︑今までの租税の体系をさらに深掘り

その意味で︑この法律をお通しいただきますと︑
中小企業が行います研究開発並びにその成果の利
用ということにつきまして︑この減免措置を通じ
て︑所要の効果が上がることを期待しているとこ
ろでございます︒
○橘︵慶︶委員 そして︑三点目は租税特別措置

いて一般的な措置は存在をしてございます︒しか
しながら︑我が国で今度お願いをしておりますよ
うに︑認定を受けた計画に従って行われる中小企
業の研究開発事業の成果の活用のために特に特別
の措置を講じているという例は︑諸外国にはない
ものと承知をしております︒

料につき軽減する措置が規定されてございます︒
海外におきましては︑中小企業に対する一般的
な措置としてこのような減免措置をとっておる一
部の国がございます︒米国︑フランス︑韓国にお

は︑かなり今は外国の︑言ってみればアジアの方
々を採用されるような日系の企業もふえていると

が︑その前に︑そういう経済面だけではなくて︑
やはり企業は人なり︑研究開発も人なりでありま
す︒
そういう中で︑よく我が国では︑日本の若い方
々の国内志向の強まりというようなことが指摘さ
れたり︑あるいは今グローバルに展開する企業で

パッケージでグローバル企業に提示していくこと
が重要だと考えております︒
○橘︵慶︶委員 そんな意味では︑この法案もあ
る意味で一つの核にしながら︑いろいろな施策を
パッケージにということになると思うので︑そこ
のマーケティングの話に最後は行きたいわけです

年間︑二〇％の所得控除により法人実効税率が約
三八％から約三一％に引き下げられるということ
でございますので︑こうした措置を行うこと︑ま
た︑これに加えまして︑立地補助金や総合特区法
に基づく規制の特例措置︑それから我が国が有す
る質の高い技術や研究開発環境といった強みとの

する要因は複合的でございます︒コストや事業環
境等を総合的に評価し︑判断すると考えておりま
す︒
ただ︑その中でも︑今回の本法案において︑グ
ローバル企業の高付加価値拠点の立地を促進して
いくために︑法人税負担の軽減ということで︑五

ことでございますけれども︑我々としてもなかな
かそれについては推計できていないところでござ
いますけれども︑いずれにしても︑先ほど先生が
御指摘のように︑グローバル企業が立地先を選定

○橘︵慶︶委員 ぜひ︑そういったことが具体的
な実を結ぶことになるようにしていただきたいと

と連携し︑国際的に活躍できるグローバル人材の
育成を推進しているところでございます︒
今後とも︑関係省庁とも連携をとりながら︑本
プログラムに基づくグローバル人材育成に向けた
取り組みを着実に推進してまいりたいと思ってお
ります︒

を図るための体制整備等を推進することとしてお
りまして︑具体的には︑関係閣僚で構成されるグ
ローバル人材育成推進会議を開催し︑グローバル
人材育成に向けた︑政府一丸となった取り組みを
昨年六月にまとめたところでございます︒これに
基づきまして︑現在︑産業界︑大学︑関係省庁等

ら言語教育面での施策というものも大変重要でご
ざいまして︑外国人にとってよりよい事業環境︑
生活環境の整備等を盛り込みましたアジア拠点化
・対日投資促進プログラムにおいても︑このこと
について取り上げているところでございます︒
本プログラムの中では︑グローバル人材の育成

いのかもしれませんが︑そういったものも含めて︑
総合的な施策というものが必要になるという気が
するわけですが︑働きかけということも含めて御
認識を伺います︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
先生御指摘のように︑その人材養成面︑それか

いう話もあったりするわけですが︑そんな意味で
は︑この法の効果を真に上げていくためには︑最
初にもちょっと触れました人材養成面とか言語教
育面とか︑なかなか経済産業省さんの番地ではな
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思いますし︑そういうことをまた機会があったら
お伺いもしていきたいと思います︒
そして︑そういった施策のパッケージができま
した︑このパッケージをアタッシュケースに詰め
に展開している︑いろいろあると思うんです︒あ
るいは︑日本企業が出ていくのをとめるというこ
ともあるでしょう︒
実際︑ターゲティングといいますか︑その辺は
どのようにお考えになっているのか︑言ってみれ
ば︑どういう戦略でこの日本のアジア拠点化とい

○橘︵慶︶委員 そして︑このマーケティングで
ありますが︑ターゲティングということもよく言
われるわけであります︒アジアが伸びている︑あ
るいは欧米企業はいろいろな実績があって世界的

とっては黒船だという感じもしないわけではない
んですが︑先ほど途中で︑今回の要件︑そこの効
果の中でも出てきたように︑海外から日本へ来て
いただくということは︑決して日本の仕事をとる
ということではなくて︑日本企業といろいろお互
い刺激し合って︑逆にそこから新しいものを生み

ら︑よくまたお考えになって進めていただきたい
と思います︒
そこで︑海外企業の対日直接投資ということで
ありますけれども︑これは言ってみれば︑日本に

まさしく先生御指摘のとおりでございまして︑
海外企業の対日直接投資は国内企業にとってもさ
まざまなメリットをもたらすというふうに考えて
おります︒
具体的には︑グローバル企業による研究開発事
業の促進により︑新規性︑革新性の高い研究開発

て︑いよいよこれを売って歩くというか︑マーケ
ティングという段階だと思います︒このマーケテ
ィングをどういうふうに進めて︑より多国籍企業
に日本のよさというか立地ということをアプロー
チしていくお考えであるのか︑その姿勢について
お伺いをいたします︒

ゲットを当ててやっていくということでございま
す︒欧米企業とかアジア企業とかいうような特定
の地域を念頭にターゲットにしてということでは
なくて︑ある意味で︑そういった高付加価値な機
能をターゲットとして支援措置を講じていくとい
うことだと理解しております︒

が我が国で新たに行われ︑その成果を活用した新
たな事業の創出が期待されるというようなこと︑
それから︑グローバル企業と我が国企業や大学等
の研究機関との共同開発や技術提携︑販売提携︑
部品︑素材供給などにより︑我が国企業にも革新
的な技術の導入や新製品の開発が期待されるとい

出すとか︑そういった開かれた日本ということが
逆にまた国内企業の成長ということにつながる︑
こういうことを言う見解もあるわけであります︒
この辺︑経済産業省さんとしてどうお考えにな
っているのか︑確認をいたします︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒

トロが誘致活動に取り組んできた︒
また︑平成二十二年度の補正予算によって︑委
託事業として︑いわゆる外国の企業で︑日本に新
規投資をしそうな企業に対して︑大体六百社ぐら
いリストアップをしまして︑そのうち三十社ぐら
いに具体的な投資計画の策定の支援などもやって

○橘︵慶︶委員 そこは言ってみれば︑一面︑総
花的という感じにもなるんですが︑ここはもしか
したら︑後から質問する国際戦略総合特区で︑各
地域に指定したところが︑少しは地理的なことも
含めて色合いが出てくるのかな︑こういうふうに
も理解したいと思います︒本来は︑やはりある程

うようなこと︑それから︑グローバル企業による
統括事業の促進により︑我が国に新たな経営ノウ

うことを考えていかれるのか︑そこをお伺いした
いと思います︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
本法案は︑グローバル企業の研究開発拠点や統
括拠点を我が国に呼び込むということに狙いがあ
る︒そういう意味では︑そういったところにター

き ました ︒
今後につきましては︑引き続き︑ジェトロとか
あるいは地方公共団体︑これは以前︑藤田大助委
員からも指摘があったんですが︑東京とかの都会
だけじゃなくて︑やはり田舎の方にも来ていただ
いて地方の活力にもつなげていきたい︑そういう

度︑的というのは本当は絞られるべきじゃないか
なという感じもいたします︒そこは︑戦略ですか

○北神大臣政務官 おっしゃるとおり︑この国会
で通していただいても自動的に企業が来るわけで
はないので︑積極的に誘致活動をしていかないと
いけないというふうに思っています︒
これまで︑ジェトロを通じて︑これは大体年間
百件ぐらいの実績が平均的にあるんですが︑ジェ

ことで︑地方公共団体とも連携をして積極的に誘
致活動をしていきたいというふうに思っています︒
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ハウやビジネスモデルがもたらされて︑我が国企
業の生産性向上や海外販路開拓につながっていく
ということ︑さらには︑高度な研究者︑経営者と
いった高度人材が集結するということですので︑
ことができるということでございます︒
また︑平成二十三年十二月に策定したアジア拠
点化・対日投資促進プログラムに基づいて︑総合
特区制度との有機的な連携に取り組む所存でござ
います︒
具体的には︑経済産業省といたしましては︑関

このため︑本法案の認定を受けたグローバル企
業が総合特区法に基づく国際戦略総合特区内に立
地した場合には︑原則として︑本法案及び総合特
区法に基づく支援措置のメリットをともに受ける

れる産業の国際競争力の強化のため︑国際レベル
での競争優位性を持ち得る地域を厳選する︑こう
いう考え方に立っております︒こうした考え方を
踏まえまして︑総合特区推進本部からの意見聴取
を経て︑内閣総理大臣が指定の可否について今後
判断をしていくことになろうかと思います︒

区の地域指定に当たっての考え方ということだと
思います︒
この国際戦略総合特区につきましては︑成長分
野を中心に︑我が国経済を牽引することが期待さ

アジアとともに成長することを目指しまして︑環
境を軸にしたさまざまな産業の競争力を強化︑結
集していこう︑こういう考え方で取り組もうとし
てございます︒
また︑中京圏につきましては︑アジアナンバー
ワン航空宇宙産業クラスター形成特区というもの

我が国におけるグローバル人材の育成にも貢献す
るのではないかということを考えております︒
○橘︵慶︶委員 そういう︑一面︑交流というこ
とも非常に大事なんだと思うわけです︒
そして︑今回のこの経済産業省さんの法案とい
うのは︑言ってみれば︑地域を限定しない︑日本

○橘︵慶︶委員 ありがとうございます︒
先行していますこの国際戦略総合特区は︑既に
七カ所というふうに伺っております︒
そこで︑質問は二つに分けていましたがまとめ
ましてお答えをいただければと思うんですが︑今︑
七つということで︑その展開の考え方︑そして︑

で︑アジア最大の航空宇宙産業クラスターの形成
を目指しまして︑材料を含む研究開発から設計開
発︑試験︑製造︑販売︑保守管理までの一貫生産
システムの構築等による競争力アップ等を図ろう︑
こういう地域における特色ある取り組みを目指し
ております︒

それから︑既に指定を受けております九州北部︑
中京圏などの国際戦略総合特区の特色についての
お尋ねがございました︒
九州北部につきましては︑福岡県︑福岡市︑北
九州市によるグリーンアジア国際戦略総合特区が
ございます︒ここは︑アジアの活力を取り込み︑

だ︑こういうことがあったわけで︑この二つの法
案はもともと一緒に効果を発揮するものなのか︑
あるいは私どもの党内では︑一緒にまとめてもい
いんじゃないか︑こんな議論まであったわけです
けれども︑もし︑きょうこの法案が成立するとす
れば︑どのような連携が図られるのか︑お伺いを

その中で九州北部とか中京圏︑これは指定されて
いるわけですが︑それぞれやはり対象となる国あ
るいは業種の面で特色も出てくるように思うわけ
であります︒この辺︑どういうふうに進めていく
のか︑これは内閣の地域活性化統合事務局の方か
らお答えをいただきたいと思います︒

○橘︵慶︶委員 ありがとうございました︒
今七カ所指定されていまして︑九州北部︑中京

係省庁︑地方公共団体等と密接に連携︑情報交換
を行うほか︑本法案及び総合特区法に基づく各種
支援措置につき︑ジェトロにおいて一体的に情報
を提供する等︑この国際戦略総合特区制度との連
携を密接に行っていきたいというふうに考えてお
ります︒

いたしま す ︒
○厚木政府参考人 お答え申し上げます︒
本法案によるグローバル企業の高付加価値拠点
の立地促進ということと︑国際戦略総合特区制度
を規定している総合特区法による地域ごとの環境
整備というのをあわせて講じて︑いわゆるパッケ

○枝広政府参考人 お答えいたします︒
先生の最初の御質問でございますが︑今後の特

あまねく︑そこでそういう投資計画があればそれ
を応援しようというものでありますが︑もう一つ︑
昨年の通常国会︑同時に内閣府から提案され︑そ
れが成立した国際戦略総合特区というものがあっ
たわけであります︒これは逆に︑地域を絞って︑
ある地域においてそこを国際的に伸ばしていくん

ージとして相乗効果を発揮することが重要だとい
うふうに考えております︒
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圏︑今お話しのような︑少しいろいろな特色を出
してやっていくということであります︒
実は︑この中で︑札幌︑つくば︑東京︑川崎︑
横浜云々とありまして︑仙台がまだ入っておりま
います︒
以上でございます︒
○橘︵慶︶委員 ありがとうございます︒
最初はゆっくり始まったんですが︑それはやは
り大事なことでありまして︑被害を受けた方には
当然どんどん交付しなきゃいけないんですが︑そ

現在で七千三百四十二億円となってございます︒
したがいまして︑また近いうち︑これは恐らく来
週になりますけれども︑来週にも二千億円強の追
加の交付をさせていただくということになると思

国次席通商代表との会談におきましては︑自動車
について︑米国の議会それから利害関係者が強い
関心を有している問題の一つであるということで
説明がございましたが︑米国政府から個別具体的
な要求はなかったというふうに承知しております︒
○橘︵慶︶委員 この辺がやはりなかなかまだわ

のかということで︑わかる範囲でお答えをいただ
きたいと思います︒
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます︒
四月五日の石田内閣府副大臣とマランティス米

ように思います︒
多分最後になると思いますが︑もし時間があっ
たら︑枝野大臣に︑もう一度アジア拠点法に戻っ
て︑最後にお伺いしたいと思います︒
福井の大飯原発の再稼働の問題が出てまいりま
して︑四月︑枝野大臣もこの間現地にも入られた

せん︒そんな意味では︑そういうところもあと考
えられるんじゃないかなと思っております︒
さて︑大震災関連等で︑若干幾つか最後にまと
めて質問させていただきたいと思います︒
髙原長官︑二つお伺いしようと思いましたが一
つにまとめまして︒

いるわけで︑またお伺いしたいと思います︒
それからＴＰＰでありますけれども︑前回この
場に立たせていただいたときに︑例のアメリカの
自動車業界の軽自動車の規格についての意見につ
いては取り下げられたというお話であったわけで
すけれども︑せんだって報道に接しますと︑四月

わけでありますが︑きょうはその再稼働の条件と
かそのやりとりは聞きません︒きょうお伺いした
いのは︑ことしの夏の関西電力の需給見通しの問
題でありまして︑一昨年夏並みの気候を仮定する
と︑需要は三千九十五万キロワット︑供給力は二
千五百二十五万キロワット︒五百七十万キロワッ

からないところでありまして︑自動車ということ
が本当にどうなっていくのか︒私どもとしては︑
そういう情報をいただきながら︑またこのＴＰＰ
ということについていろいろと考えていかなきゃ
いけないわけでありまして︑またわかる情報につ
いては︑その都度ぜひ出していただきたい︑この

思います︒
ただ︑こうなってきますと︑やはり資金の流れ
もかなりスピードアップしてきているということ
でありまして︑交付国債で五兆円の枠を持ってお
られまして︑保険については一千二百億円先にお
金を渡してあるわけですが︑この五兆円でこれま

五日に内閣府の石田副大臣が訪米された際に︑ま
た︑米国の通商代表部︑ＵＳＴＲからは自動車と
いうことがやはり出てきているような感じがあり
ます︒
きょうは経済産業省さんでありますから︑引き
続き通商政策局長さんだと思いますが︑なぜまだ

トの不足ということで︑これは政府からも出てい
るデータであります︒

うなってくると︑だんだんエネルギー特会での借
り入れも膨らんでいくわけでありまして︑それを
また電力会社みんなで払っていかなきゃいけない
部分もあるわけであります︒そんな意味で︑電力
会社の経営︑いろいろなことがだんだん複層的に
難しくなってくるのかな︑こんなふうに今思って

でにどこまで手当てをし︑今後どのようになって
いくのかという見通しについて︑長官︑お願いい
たします︒
○髙原政府参考人 お答え申し上げます︒
これまで︑原賠法に基づきます賠償の措置額は
千二百億円でございますけれども︑合わせまして

引き続き説明事項になっているのか︑その背景な
り︑聞いておられる範囲︑どういうことが焦点な

実は︑きょう皆さんに︑二枚目の方で︑損害賠
償の仮払い︑本払いの支払い状況というのをつけ
させていただきました︒大分ペースが上がってき
たといいますか︑自主避難等のものも含めて本賠
償がかなり進んできた︒前のように︑何件中何件
というのはまた後で資料をいただければいいかと

七千八百三十六億円の資金交付がございました︒
賠償の支払いにつきましては︑昨日︑四月十七日

‑ 12 ‑

登録日時：12/04/19 20:01

衆議院経済産業委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 4 月 18 日

そこで︑大飯原発が︑仮定の話︑稼働する場合
あるいは稼働しない場合︑この二つに当然物事が
分かれると思います︒その二つの場合において︑
関西電力管内の皆さんへの節電要請はどの程度変
いというお話をしましたが︑仙台はいかがでしょ
うか︑そういう国際拠点︑アジア拠点としての可
能性ということについて︒
これは自由答弁です︒どうぞお願いします︒
○枝野国務大臣 具体的特区とかということと絡
めてしまいますとなかなかお答えしにくいんです

何を聞こうかと思っていたかといいますと︑自由
答弁ですので︑アジア拠点ということで︑たしか
大臣は東北にもお住まいになったことがあったと
思います︒先ほど仙台というのがまだなっていな

自公政権時代に︑二〇一〇年までに対日投資残
高の対ＧＤＰ比を五％とする目標を設定し︑積極
的に対日投資の促進に取り組んできたところでご
ざいます︒しかし︑これまで着実に増加していた
対日直接投資残高が︑二〇〇九年︑二〇一〇年と
減少して︑二〇一〇年の対ＧＤＰ比は三・七％と︑

ただきたいと思いますので︑どうぞよろしくお願
いを申し上げます︒
まず︑これまでの対日投資促進の取り組みにつ
いて︑大臣にお伺いをしたいと思います︒

また︑外資系企業による雇用倍増︑対日直接投資
倍増を掲げておられますが︑二〇〇九年以降︑政
府は対日直接投資の促進にどのように取り組んで
きたのか︑また︑二〇〇九年以降の政府の対日投
資促進に向けた取り組みが十分であったのかと私
は疑問を持ちますが︑新たな目標はどのように達

わるのか︑このことについて今の御見解を︑北神
政務官︑お願いいたします︒
○北神大臣政務官 お答えします︒
稼働しない場合︑これにつきましては︑委員も
おっしゃいましたけれども︑三通り見通しをやっ
ていまして︑二〇一一年夏並み︑去年の夏の想定

っている︒今度︑実は︑ＡＳＥＡＮの通商大臣に
日本にお集まりいただきますが︑それも東京にだ
けではなくて︑まず仙台に入っていただいて︑仙
台の復興状況などを見ていただこうということも
やっております︒
そうした意味では︑非常に期待が持てる地域だ

成していくつもりなのか︑大臣の御見解をお伺い
させていただきます︒
○枝野国務大臣 御指摘のとおり︑対日直接投資
が減ってきてしまいました︒シンガポールや韓国
など︑他の地域の誘致支援策の強化であったり︑
それから︑アジアの新興国の経済成長によって我

二〇〇六年に設定された二〇一〇年までに対日直
接投資残高を倍増してＧＤＰ比五％程度とすると
いう新目標は達成できずに︑諸外国と比較しても
いまだ低い水準となっているわけであります︒
新成長戦略においても︑二〇二〇年までに実現
すべき成果目標として︑高付加価値拠点数の増加︑

で︑相当厳しい節電をお願いしないといけない︒
仮に︑地元を初め︑国民の一定の理解を得て第
三号機︑第四号機を再起動した場合でも︑やはり
まだ需給ギャップというのが残るということで︑
関西地区の皆さんには︑この場合でもやはり節電
をお願いしなければいけないというふうに思って

というふうに思っております︒
○橘︵慶︶委員 きょうはどうもありがとうござ
いました︒
○中山委員長 次に︑江田康幸君︒
○江田︵康︶委員 公明党の江田康幸でございま
す︒

が国市場の相対的な地位が縮小しているというこ
とがございます︒また︑個別具体的に見ますと︑

が︑仙台は︑東北の中心都市であると同時に︑特
に技術系の︑私は文科系なんですが︑技術系の立
派な大学がありますので︑さまざまな意味でのア
ジアの拠点になり得るところだと思いますし︑ま
た︑残念な地震と津波でございましたけれども︑
そのことによって仙台の認知度は国際社会に高ま

おります︒
○橘︵慶︶委員 なかなか厳しい状況ということ
で︑例えば節電率とか︑いろいろ要請の仕方が変
わるかというところを本当はお伺いしたかったわ
けでありますが︑かなり厳しい状況ということは
一応頭には置きながら︑また見ていきたいと思っ

本日は︑アジア拠点化推進法案に関連して︑今
後の日本の経済対策についてもお伺いをさせてい

でいけば︑これは当然節電のあれも含めて計算を
しているんですが︑予備率がマイナス五・五％に
なる︒そして︑二〇一〇年︑さっきおっしゃった
猛暑であったんですが︑それの想定でいけばマイ
ナス一八・四％︒過去五年平均でいけばマイナス
一六・〇％︒相当需給ギャップがあるということ

ております︒
一番最後に︑ちょっとだけ時間が残りました︑
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外資系企業の我が国への立地が︑二〇〇八年から
方向性が︑やはりトレンドが変わってきている︒
リーマン・ショック等の影響などもあったのかな
というふうに思ってきております︒
ただ︑まさにこうした状況を変えないといけな
いということで︑二〇一〇年六月に策定された新
成長戦略において︑アジア拠点化の推進を改めて
位置づけたところでございます︒これに基づいて︑
研究開発拠点や統括拠点の初期投資を補助する立
地補助金を措置する一方で︑今御審議いただいて
いる法案
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