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 プレスリリース                             2015 年 6 月 24 日 

 

 

日本政府の TPP 交渉にかかる出張旅費、 

９億円を超える 

——多額の税金が使われていながら、国民には中身が知らされない「秘密交渉」でいいの!?—— 

 

 

このたび NPO 法人アジア太平洋資料センター（PARC）は、日本が TPP 交渉に参加して以降の政府

交渉官の出張旅費・会議費について、関係する４省庁に情報開示請求を行いました。その結果、

2013 年 3月～2015 年 2月末までの 2年間で、9 億円を超えていることがわかりました。長期化する

交渉が、経費を増加させていることがデータから読み取れます。この経費の財源は私たちの税金で

あるわけですが、9億を超す額であるにもかかわらず、交渉内容が一貫して秘密であることは国民か

らすれば納得いくものではありません。米国議会では TPA（貿易促進権限）法案の動きも流動的で交

渉が漂流する可能性も指摘される中で、この「コスト」は、果たして日本にとって本当にメリット

となるのか、「ムダ金」に終わるのか、私たちは改めて政府に交渉内容の十分な説明を求めます。 

 

■はじめに—調査の概要 

 

◆◆◆◆情報開示請求情報開示請求情報開示請求情報開示請求のののの概要概要概要概要◆◆◆◆    

★対象期間：2013 年 3 月～2015 年２月末（2 年間） 

★対象省庁：内閣官房、財務省、農水省、経済産業省、外務省の 5 省庁 

※外務省については TPP 交渉と、日米二国間協議交渉の２つを担当しているため、２件の情報開示請求を行った。 

★請求内容： 

①TPP 交渉の閣僚会合や首席交渉官会合、中間会合などのため出張した職員の旅費 

※出張旅費には、航空券代、宿泊費、国内交通費、変更に伴うキャンセル料が含まれる。 

②国内での会議費（会場費、水代など） 

★作業は STOP TPP!!市民アクション（http://stoptppaction.blogspot.jp/）の協力を得て実施した。 

 

TPP 交渉の分野は多岐にわたるため、日本政府は内閣官房内に「TPP 政府対策本部」を設置し、関

係する各省庁からの交渉官を統括している。ただ交渉会合への参加経費については、各省庁からの

支出となるため、「内閣官房」「農林水産省」「経済産業省」「財務省」「外務省」の主要 4省庁

への情報開示請求を行った。開示請求を行ったのは 2015 年 3 月６日。どの省庁からも 1 か月の開示

延長がなされ、最終的な開示がなされたのは 5 月中旬～下旬であった。 
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情報開示請求の内容は、①TPP 交渉の閣僚会合や首席交渉官会合、中間会合などのため出張した職

員の旅費、②国内での会議費など（会場費、水代など）とした。対象期間は 2013 年 3 月～2015 年２

月末の 2 年間である。 

開示の結果、そのほとんどが出張旅費であった。5 省庁からの領収書は 1570 件にも及んだが、そ

のすべてを入力・集計した。今回調べた省庁の他にも国土交通省や金融庁なども少人数ながら TPP

交渉に職員を派遣している。 

 

■外務省、内閣官房、農水省が 2 億を超える。1 回 200 万円以上の出張旅費も 

 

情報開示の結果、4 省庁の TPP 交渉に関する出張旅費の合計は 9 億 221 万 2008 円であることがわ

かった。同様の調査は、2014 年 9 月に東京新聞が行なっており、その際にわかった 2013 年度の出張

旅費の合計金額は 3 億 5000 万円であった（註１）。その時点から実に２．６倍にも膨れ上がったこ

とになる。 

 TPP 交渉の分野は多岐にわたり、また交渉相手国も 11 か国となるため、担当交渉官の人数も他の

FTA・EPA よりも多い。他国では交渉官の人数は平均的に 30-50 名といわれるが、日本の場合は首席

交渉官が率いる「対外交渉担当」約 70 人と、国内調整総括官が率いる「国内対策調整担当」約 30

人の計 100名となる。2 年前の 2013 年 7 月、12 か国中最後に交渉に参加した日本は、その「遅れ」

を取り戻すために多数の交渉官を一気に投入させたことも、この 2 年で出張経費が膨らんだ要因の

一つだと言える。日本が初めて TPP 交渉に参加した 2013 年 7 月には対外交渉官のほぼ全員である 72

名の交渉担当者が会合場所であるマレーシア・コタキナバルに出張している。 

 省庁別に見ると、外務省、内閣官房、農水省の 3 省庁はいずれも 2 億円を超える出張旅費となっ

た。派遣した人員の延べ人数も、外務省 394 人、農水省 330 人、内閣官房 287 人の順になっている。

一方、1 回あたりの出張旅費の平均額で比べてみると、外務省・日米協議が 778,481 円と圧倒的に高

く、次いで内閣官房の 710,742 円であった。逆に財務省は 386,351 円と最も低かった。 

同じ行先であっても、担当省庁や担当者のポストによって金額は大きく異なる。例えば外務省の

TPP 交渉担当者は 2013 年 7 月に合計 9 名が同時にキャンベラに出張しているが、最も安い旅費は事

務官の約 40 万円であり、次いで課長クラスの約 70 万円、最も高かったのは室長クラスの約 130 万

円というようにかなりの開きがある。 

1 回の旅費（1 人分）が 200 万円を超えたのは 8 件（図 4 参照）。交渉地から別の場所への移動も

含むものもあるが、200 万円を超える出張旅費は、国民の生活感覚からすれば途方もなく高いと感じ

られる。 
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出張者の延べ人数

¥710,742 

¥386,351 
¥541,270 

¥610,337 
¥567,079 

¥778,481 

1件あたりの平均出張旅費

図１ TPP 交渉にかかった出張旅費・会議費（2013 年 3 月～2015 年２月末）    

   
 

出張旅費出張旅費出張旅費出張旅費    会議費会議費会議費会議費****    

内閣官房内閣官房内閣官房内閣官房    ¥203,983,079 ￥5,295,553 
財務省財務省財務省財務省    ¥95,815,101 ￥23,030 
経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省    ¥139,106,364 ￥33,620 
農水省農水省農水省農水省    ¥ 200,175,550 ￥119,140 
外務省外務省外務省外務省（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）    ¥ 223,429,352 ￥287,306 
外務省外務省外務省外務省（（（（日米協議日米協議日米協議日米協議））））    ¥ 39,702,562 ￥389,055 
合合合合    計計計計    ¥902,212,008 ¥6,147,704 

＊主要な交渉会合と省庁別人数、出張費は図 4 参照 

＊会議費の詳細については図 5 参照 

 

 

図２ 領収書数、延べ出張人数、1 件あたりの平均出張旅費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 領収書数 延べ 

出張人数    

１件あたりの 

平均出張旅費 

内閣官房内閣官房内閣官房内閣官房    288 287 ￥710,742 
財務省財務省財務省財務省    251 145 ￥386,351 
経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省    260 245 ￥541,270 
農水省農水省農水省農水省    339 330 ￥610,337 
外務省外務省外務省外務省（（（（TPPTPPTPPTPP））））    416 394 ￥567,079 
外務省外務省外務省外務省（（（（日米協議日米協議日米協議日米協議））））    56 51 ￥778,481 
合合合合    計計計計    1570 1452  
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日付日付日付日付 会合名会合名会合名会合名 行先行先行先行先                                               省庁別派遣人数                                               省庁別派遣人数                                               省庁別派遣人数                                               省庁別派遣人数                                                                                         省庁別出張旅費                                                                                    省庁別出張旅費                                                                                    省庁別出張旅費                                                                                    省庁別出張旅費 合計金額合計金額合計金額合計金額

内閣官房内閣官房内閣官房内閣官房 財務省財務省財務省財務省 経産省経産省経産省経産省

外務省外務省外務省外務省

（（（（TPP)TPP)TPP)TPP)

外務省外務省外務省外務省

（（（（日米日米日米日米））））

農水省農水省農水省農水省 内閣官房内閣官房内閣官房内閣官房 財務省財務省財務省財務省 経産省経産省経産省経産省 外務省外務省外務省外務省（（（（TPP)TPP)TPP)TPP) 外務省外務省外務省外務省（（（（日米日米日米日米）））） 農水省農水省農水省農水省

2013年4月2013年4月2013年4月2013年4月 TPPTPPTPPTPP交渉参加国交渉参加国交渉参加国交渉参加国のののの関係閣僚会合関係閣僚会合関係閣僚会合関係閣僚会合 インドネシア・スラバヤインドネシア・スラバヤインドネシア・スラバヤインドネシア・スラバヤ 4444 ¥¥¥¥3,004,8043,004,8043,004,8043,004,804 ¥¥¥¥3,004,8043,004,8043,004,8043,004,804

2013年5月2013年5月2013年5月2013年5月 第17回第17回第17回第17回TPPTPPTPPTPP交渉会合交渉会合交渉会合交渉会合 ペルー・リマペルー・リマペルー・リマペルー・リマ 3333 9999 ¥¥¥¥2,498,4642,498,4642,498,4642,498,464 ¥¥¥¥9,083,2789,083,2789,083,2789,083,278 ¥¥¥¥11,581,74211,581,74211,581,74211,581,742

2013年7月2013年7月2013年7月2013年7月 事前情報収集事前情報収集事前情報収集事前情報収集 オーストラリア・キャンベラオーストラリア・キャンベラオーストラリア・キャンベラオーストラリア・キャンベラ 1111 9999 ¥¥¥¥534,430534,430534,430534,430 ¥¥¥¥5,702,7715,702,7715,702,7715,702,771 ¥¥¥¥6,237,2016,237,2016,237,2016,237,201

2013年7月2013年7月2013年7月2013年7月 第18回第18回第18回第18回TPPTPPTPPTPP交渉会合交渉会合交渉会合交渉会合 マレーシア・コタキナバルマレーシア・コタキナバルマレーシア・コタキナバルマレーシア・コタキナバル 11111111 8888 11111111 28282828 14141414 ¥¥¥¥3,966,4863,966,4863,966,4863,966,486 ¥¥¥¥2,467,0922,467,0922,467,0922,467,092 ¥¥¥¥3,286,7943,286,7943,286,7943,286,794 ¥¥¥¥9,647,8579,647,8579,647,8579,647,857 ¥¥¥¥5,095,0475,095,0475,095,0475,095,047 ¥¥¥¥24,463,27624,463,27624,463,27624,463,276

2013年8月2013年8月2013年8月2013年8月 米国担当者米国担当者米国担当者米国担当者とのとのとのとの協議協議協議協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 2222 5555 2222 ¥¥¥¥860,180860,180860,180860,180 ¥¥¥¥2,573,9682,573,9682,573,9682,573,968 ¥¥¥¥1,323,4401,323,4401,323,4401,323,440 ¥¥¥¥4,757,5884,757,5884,757,5884,757,588

2013年8月2013年8月2013年8月2013年8月 第19回第19回第19回第19回TPPTPPTPPTPP交渉会合交渉会合交渉会合交渉会合 ブルネイブルネイブルネイブルネイ 23232323 10101010 17171717 35353535 19191919 ¥¥¥¥17,444,22617,444,22617,444,22617,444,226 ¥¥¥¥4,858,7224,858,7224,858,7224,858,722 ¥¥¥¥8,425,4648,425,4648,425,4648,425,464 ¥¥¥¥14,962,02114,962,02114,962,02114,962,021 ¥¥¥¥12,152,64712,152,64712,152,64712,152,647 ¥¥¥¥57,843,08057,843,08057,843,08057,843,080

2013年9月2013年9月2013年9月2013年9月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合、、、、米国米国米国米国とのとのとのとの協議協議協議協議などなどなどなど 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 10101010 2222 13131313 14141414 8888 ¥¥¥¥7,584,2237,584,2237,584,2237,584,223 ¥¥¥¥1,955,7921,955,7921,955,7921,955,792 ¥¥¥¥9,699,7829,699,7829,699,7829,699,782 ¥¥¥¥8,156,4298,156,4298,156,4298,156,429 ¥¥¥¥5,440,8835,440,8835,440,8835,440,883 ¥¥¥¥32,837,10932,837,10932,837,10932,837,109

2013年9月2013年9月2013年9月2013年9月 知的財産分野会合知的財産分野会合知的財産分野会合知的財産分野会合 メキシコ・メキシコシティメキシコ・メキシコシティメキシコ・メキシコシティメキシコ・メキシコシティ 1111 1111 3333 2222 ¥¥¥¥356,570356,570356,570356,570 ¥¥¥¥915,350915,350915,350915,350 ¥¥¥¥1,912,9461,912,9461,912,9461,912,946 ¥¥¥¥1,332,1771,332,1771,332,1771,332,177 ¥¥¥¥4,517,0434,517,0434,517,0434,517,043

2013年9月2013年9月2013年9月2013年9月 環境環境環境環境・・・・越境越境越境越境サービスサービスサービスサービス分野会合分野会合分野会合分野会合 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 4444 4444 ¥¥¥¥2,285,8092,285,8092,285,8092,285,809 ¥¥¥¥4,576,0674,576,0674,576,0674,576,067 ¥¥¥¥6,861,8766,861,8766,861,8766,861,876

2013年10月2013年10月2013年10月2013年10月 APEC/TPPAPEC/TPPAPEC/TPPAPEC/TPP閣僚会合閣僚会合閣僚会合閣僚会合 インドネシア・バリインドネシア・バリインドネシア・バリインドネシア・バリ 29292929 1111 9999 ¥¥¥¥17,985,20217,985,20217,985,20217,985,202 ¥¥¥¥846,576846,576846,576846,576 ¥¥¥¥4,228,0894,228,0894,228,0894,228,089 ¥¥¥¥23,059,86723,059,86723,059,86723,059,867

2013年10月2013年10月2013年10月2013年10月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 3333 4444 7777 9999 7777 12121212 ¥¥¥¥3,323,5203,323,5203,323,5203,323,520 ¥¥¥¥3,734,7623,734,7623,734,7623,734,762 ¥¥¥¥5,504,9285,504,9285,504,9285,504,928 ¥¥¥¥5,936,4405,936,4405,936,4405,936,440 ¥¥¥¥5,159,5585,159,5585,159,5585,159,558 ¥¥¥¥9,857,6999,857,6999,857,6999,857,699 ¥¥¥¥33,516,90733,516,90733,516,90733,516,907

2013年11月2013年11月2013年11月2013年11月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 2222 3333 8888 8888 2222 ¥¥¥¥1,818,0401,818,0401,818,0401,818,040 ¥¥¥¥4,856,7014,856,7014,856,7014,856,701 ¥¥¥¥4,032,2204,032,2204,032,2204,032,220 ¥¥¥¥5,563,8835,563,8835,563,8835,563,883 ¥¥¥¥1,619,8801,619,8801,619,8801,619,880 ¥¥¥¥17,890,72417,890,72417,890,72417,890,724

2013年11月2013年11月2013年11月2013年11月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合 米国米国米国米国・ソルトレイクシティ・ソルトレイクシティ・ソルトレイクシティ・ソルトレイクシティ 9999 9999 20202020 26262626 18181818 ¥¥¥¥6,033,8826,033,8826,033,8826,033,882 ¥¥¥¥7,000,6367,000,6367,000,6367,000,636 ¥¥¥¥9,003,5179,003,5179,003,5179,003,517 ¥¥¥¥16,141,75516,141,75516,141,75516,141,755 ¥¥¥¥10,125,59510,125,59510,125,59510,125,595 ¥¥¥¥48,305,38548,305,38548,305,38548,305,385

2013年12月2013年12月2013年12月2013年12月 閣僚会合閣僚会合閣僚会合閣僚会合 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール 25252525 4444 8888 13131313 10101010 ¥¥¥¥14,391,03514,391,03514,391,03514,391,035 ¥¥¥¥1,636,0821,636,0821,636,0821,636,082 ¥¥¥¥3,186,4133,186,4133,186,4133,186,413 ¥¥¥¥5,515,3075,515,3075,515,3075,515,307 ¥¥¥¥3,804,9773,804,9773,804,9773,804,977 ¥¥¥¥28,533,81428,533,81428,533,81428,533,814

2014年1月2014年1月2014年1月2014年1月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 6666 3333 6666 ¥¥¥¥10,399,86910,399,86910,399,86910,399,869 ¥¥¥¥2,357,6602,357,6602,357,6602,357,660 ¥¥¥¥5,069,9205,069,9205,069,9205,069,920 ¥¥¥¥3,107,5503,107,5503,107,5503,107,550 ¥¥¥¥20,934,99920,934,99920,934,99920,934,999

2014年2月2014年2月2014年2月2014年2月 閣僚会合閣僚会合閣僚会合閣僚会合 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール 25252525 10101010 17171717 25252525 20202020 ¥¥¥¥15,094,74515,094,74515,094,74515,094,745 ¥¥¥¥5,767,4045,767,4045,767,4045,767,404 ¥¥¥¥9,621,7439,621,7439,621,7439,621,743 ¥¥¥¥12,965,65012,965,65012,965,65012,965,650 ¥¥¥¥10,085,67610,085,67610,085,67610,085,676 ¥¥¥¥53,535,21853,535,21853,535,21853,535,218

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 2222 2222 4444 24242424 ¥¥¥¥1,763,0501,763,0501,763,0501,763,050 ¥¥¥¥2,412,4402,412,4402,412,4402,412,440 ¥¥¥¥3,149,0283,149,0283,149,0283,149,028 ¥¥¥¥23,001,64423,001,64423,001,64423,001,644 ¥¥¥¥30,326,16230,326,16230,326,16230,326,162

2014年4月2014年4月2014年4月2014年4月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 5555 2222 4444 5555 3333 ¥¥¥¥6,639,5806,639,5806,639,5806,639,580 ¥¥¥¥1,527,2021,527,2021,527,2021,527,202 ¥¥¥¥3,106,1343,106,1343,106,1343,106,134 ¥¥¥¥3,925,2303,925,2303,925,2303,925,230 ¥¥¥¥2,484,0462,484,0462,484,0462,484,046 ¥¥¥¥17,682,19217,682,19217,682,19217,682,192

2014年5月2014年5月2014年5月2014年5月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合 ベトナム・ホーチミンベトナム・ホーチミンベトナム・ホーチミンベトナム・ホーチミン 13131313 10101010 13131313 25252525 19191919 ¥¥¥¥8,676,8618,676,8618,676,8618,676,861 ¥¥¥¥5,183,0735,183,0735,183,0735,183,073 ¥¥¥¥6,771,2956,771,2956,771,2956,771,295 ¥¥¥¥12,089,06612,089,06612,089,06612,089,066 ¥¥¥¥9,373,5309,373,5309,373,5309,373,530 ¥¥¥¥42,093,82542,093,82542,093,82542,093,825

2014年5月2014年5月2014年5月2014年5月 閣僚会合閣僚会合閣僚会合閣僚会合 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール 14141414 2222 3333 ¥¥¥¥7,295,1067,295,1067,295,1067,295,106 ¥¥¥¥935,848935,848935,848935,848 ¥¥¥¥1,588,2561,588,2561,588,2561,588,256 ¥¥¥¥9,819,2109,819,2109,819,2109,819,210

2014年6月2014年6月2014年6月2014年6月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 1111 1111 5555 3333 4444 17171717 ¥¥¥¥990,240990,240990,240990,240 ¥¥¥¥1,218,9571,218,9571,218,9571,218,957 ¥¥¥¥4,251,0764,251,0764,251,0764,251,076 ¥¥¥¥4,251,0764,251,0764,251,0764,251,076 ¥¥¥¥3,209,7563,209,7563,209,7563,209,756 ¥¥¥¥11,298,14011,298,14011,298,14011,298,140 ¥¥¥¥25,219,24525,219,24525,219,24525,219,245

2014年7月2014年7月2014年7月2014年7月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合 カナダ・オタワカナダ・オタワカナダ・オタワカナダ・オタワ 11111111 15151515 16161616 25252525 15151515 ¥¥¥¥9,618,9789,618,9789,618,9789,618,978 ¥¥¥¥11,604,33811,604,33811,604,33811,604,338 ¥¥¥¥12,983,66412,983,66412,983,66412,983,664 ¥¥¥¥16,414,94316,414,94316,414,94316,414,943 ¥¥¥¥13,800,26313,800,26313,800,26313,800,263 ¥¥¥¥64,422,18664,422,18664,422,18664,422,186

2014年9月2014年9月2014年9月2014年9月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合 ベトナム・ハノイベトナム・ハノイベトナム・ハノイベトナム・ハノイ 10101010 16161616 24242424 25252525 23232323 ¥¥¥¥3,598,7763,598,7763,598,7763,598,776 ¥¥¥¥5,942,3095,942,3095,942,3095,942,309 ¥¥¥¥7,672,2427,672,2427,672,2427,672,242 ¥¥¥¥8,477,1678,477,1678,477,1678,477,167 ¥¥¥¥5,865,3555,865,3555,865,3555,865,355 ¥¥¥¥31,555,84931,555,84931,555,84931,555,849

2014年9月2014年9月2014年9月2014年9月 米国米国米国米国とのとのとのとの二国間協議二国間協議二国間協議二国間協議 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 7777 4444 5555 3333 5555 13131313 ¥¥¥¥7,675,7537,675,7537,675,7537,675,753 ¥¥¥¥2,712,4562,712,4562,712,4562,712,456 ¥¥¥¥3,335,4523,335,4523,335,4523,335,452 ¥¥¥¥2,331,3462,331,3462,331,3462,331,346 ¥¥¥¥4,058,6264,058,6264,058,6264,058,626 ¥¥¥¥7,314,1677,314,1677,314,1677,314,167 ¥¥¥¥27,427,80027,427,80027,427,80027,427,800

2014年10月2014年10月2014年10月2014年10月 首席交渉官会合/閣僚会合首席交渉官会合/閣僚会合首席交渉官会合/閣僚会合首席交渉官会合/閣僚会合 オーストラリア・キャンベラオーストラリア・キャンベラオーストラリア・キャンベラオーストラリア・キャンベラ、、、、シドニーシドニーシドニーシドニー 24242424 13131313 29292929 27272727 22222222 ¥¥¥¥20,141,85020,141,85020,141,85020,141,850 ¥¥¥¥10,789,31710,789,31710,789,31710,789,317 ¥¥¥¥15,789,59115,789,59115,789,59115,789,591 ¥¥¥¥19,670,43119,670,43119,670,43119,670,431 ¥¥¥¥14,954,25114,954,25114,954,25114,954,251 ¥¥¥¥81,345,44081,345,44081,345,44081,345,440

2014年11月2014年11月2014年11月2014年11月 APEC/APEC/APEC/APEC/閣僚/首脳/首席交渉官会合閣僚/首脳/首席交渉官会合閣僚/首脳/首席交渉官会合閣僚/首脳/首席交渉官会合中国中国中国中国・・・・北京北京北京北京 23232323 2222 5555 5555 5555 ¥¥¥¥11,686,96711,686,96711,686,96711,686,967 ¥¥¥¥632,908632,908632,908632,908 ¥¥¥¥1,955,1821,955,1821,955,1821,955,182 ¥¥¥¥1,667,8911,667,8911,667,8911,667,891 ¥¥¥¥1,492,6661,492,6661,492,6661,492,666 ¥¥¥¥17,435,61417,435,61417,435,61417,435,614

2014年12月2014年12月2014年12月2014年12月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合 米国米国米国米国・ワシントン・ワシントン・ワシントン・ワシントン 12121212 9999 11111111 13131313 12121212 ¥¥¥¥10,259,08110,259,08110,259,08110,259,081 ¥¥¥¥8,273,8008,273,8008,273,8008,273,800 ¥¥¥¥6,833,7166,833,7166,833,7166,833,716 ¥¥¥¥10,977,23910,977,23910,977,23910,977,239 ¥¥¥¥6,310,3706,310,3706,310,3706,310,370 ¥¥¥¥42,654,20642,654,20642,654,20642,654,206

2015年1月2015年1月2015年1月2015年1月 首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合首席交渉官会合 米国米国米国米国・ニューヨーク・ニューヨーク・ニューヨーク・ニューヨーク 12121212 9999 12121212 20202020 11111111 ¥¥¥¥10,747,76010,747,76010,747,76010,747,760 ¥¥¥¥6,141,8166,141,8166,141,8166,141,816 ¥¥¥¥6,320,1236,320,1236,320,1236,320,123 ¥¥¥¥14,082,45014,082,45014,082,45014,082,450 ¥¥¥¥5,953,3125,953,3125,953,3125,953,312 ¥¥¥¥43,245,46143,245,46143,245,46143,245,461
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図 4 1 回あたり 200 万円を超える出張経費の詳細 

    

図 5 TPP 交渉にかかる日本政府の会議費支出 

省庁省庁省庁省庁    日付日付日付日付    担当担当担当担当・・・・出金先出金先出金先出金先    内容内容内容内容    金額金額金額金額    

内閣官房 2013/10/24   国際会議、三田共用会議所 ¥5,295,553 

財務省 なし 外務省経済連携課 コーヒー8 杯 ¥2,000 

  2013/10/28 外務省経済連携課 コーヒー18 杯、ミネラルウォーター9 本 ¥6,030 

  2013/10/28   ワーキングランチ 6 名分 ¥15,000 

経産省 2013/10/28   コーヒー、水 ¥2,420 

  2013/10/28   コーヒー、水 ¥6,200 

  2013/2/13   お弁当 ¥25,000 

外務省 2013/10/28 ㈱テリオ コーヒー、水 6,200  

（ＴＰＰ） 2013/10/28 ㈱ニッコクトラスト、洋亭セレッツ ワーキングランチ 25,000  

  なし ㈱テリオ、カンタベリ・カフェ 国産水 500ml 14,400  

  なし ㈱テリオ、カンタベリ・カフェ 国産水 500ml 3,600  

  なし ㈱ニッコクトラスト、洋亭セレッツ   30,000  

  なし ㈱テリオ、カンタベリ・カフェ コーヒー、水 10,560  

  なし ㈱ニッコクトラスト、洋亭セレッツ   12,500  

  なし ㈱テリオ、カンタベリ・カフェ コーヒー、水 6,600  

  なし ㈱テリオ、カンタベリ・カフェ コーヒー、水 7,040  

  なし ㈱ニッコクトラスト、洋亭セレッツ   12,500  

  なし ㈱テリオ、カンタベリ・カフェ コーヒー、水 2,170  

  なし ㈱鈴木   22,500  

  なし ㈱甲子屋酒店 岩手県あさ開純米酒 300ml、福島県奥の松全米吟醸 34,680  

  なし ㈱はせがわ酒店 不織布ボトルバック、宅急便代金込 7,875  

  なし ㈱シーズン 日本酒の梱包代 47,250  

  なし 花春酒造㈱ 大吟醸酒アートボトル 300ml、運賃込 20,291  

  なし ㈲渡辺酒造本店 雪小町 300ml 15,750  

  なし カンタベリ・カフェ 天然水 500ml 1,700  

  なし カンタベリ・カフェ 天然水 500ml 1,700  

  なし カンタベリ・カフェ 天然水 500ml 1,700  

  なし カンタベリ・カフェ 天然水 500ml 1,700  

  なし カンタベリ・カフェ ホットコーヒー、天然水 500ml 1,590  

外務省 2013/8/9 北米局北米第二課 飲み物代 75,600  

「日米協 2013/11/22 北米局北米第二課 飲み物代 23,750  

  2013/10/2 北米局北米第二課 飲み物代 57,200  

  2013/9/30   日米経済協議 9/30～10/1 214,200  

  2013/11/19   11/19～２１三日分\274,575 を各省庁で１５等分 18,305  

農水省 2013/10/28 （株）ニッコクトラスト 弁当 ¥25,000 

  2013/10/28 （株）テリオ コーヒー、水 ¥6,200 

  2013/2/13 （株）テリオ コーヒー、水 ¥2,420 

  2013/2/13 （株）ニッコクトラスト 弁当 ¥15,000 

  2014/6/4 （株）ニッコクトラスト 弁当 ¥30,000 

  2014/6/5 （株）テリオ コーヒー、水 ¥10,560 

  2014/6/16 （株）テリオ コーヒー、水 ¥7,480 

  2014/6/16 （株）ニッコクトラスト 弁当 ¥15,000 

  2014/6/11 （株）テリオ コーヒー、水 ¥7,480 

      計計計計    ¥¥¥¥6,147,7046,147,7046,147,7046,147,704    

 

出発日 行先 所属   氏名 金額 

2014/4/16 ワシントン 内閣官房 TPP 担当大臣 甘利 明 ¥2,148,900 

2014/9/23 ワシントン 内閣官房 TPP 担当大臣 甘利 明 ¥2,071,590 

2015/1/23 チューリッヒ 経済産業省通商政策局 通商機構部 事務官 広瀬 直 ¥2,016,572 

2014/10/17 キャンベラ 経済産業省通商政策局 経済連携課 事務官 横田光弘 ¥2,712,134 

2013/9/26 

ワシントン、 

バリ島 

農林水産省国際経済課 事務官 牛草哲朗 ¥2,316,677 

2014/3/22 

アムステルダム、

ワシントン 

農林水産省国際政策課 事務官 小島裕章 ¥2,835,225 

2014/3/27 ワシントン 農林水産省大臣官房秘書課 審議官 針原寿朗 ¥2,163,980 

2014/7/7 

オタワ、 

ワシントン 

農林水産省国際政策課 事務官 大澤 誠 ¥2,000,177 
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■考察—長引く交渉で、かさむ出張費 

 

 TPP 交渉の特徴は、「交渉期間の長さ」である。2006 年、4 カ国でスタートし、2010 年に米国が加

わり、その後各国が参加、最後に日本が参加したのが 2013 年 7月である。 

 米国は 2000 年以降、WTO のような世界中の国が入る巨大な貿易協定から、二国間 FTA や NAFTA な

どの少数国による地域内の自由貿易協定へと方針を変えてきた。これらの FTA/EPA と交渉期間を比

較しても、米国にとっての TPP 交渉の長さは突出している（図 6参照）。 

 一方、日本にとってはどうだろうか。日本は TPP 交渉に参加した最後の国であり、また EU との自

由貿易協定や RCEP などのメガ FTA も TPP と並行して進んでいるので、一概にその長さを比較はでき

ない。しかし少なくとも、過去の二国間 FTA と比べてみれば、交渉期間が長いということは明らか

である（図 7 参照）。TPP 交渉の「交渉分野の広さ＝担当省庁の多さ」や「交渉が長引くこと＝出張

旅費も当然膨らむこと」が見えてくる。 

 政府が TPP 交渉に使ってきた出張旅費などの経費の財源は、当然私たち国民の税金である。 

 どのような貿易交渉についても、必要な経費が出ていくことは当然であり、今回の調査はその正

否を問うものではない。しかし、TPP 交渉は極端な秘密主義のもと交渉が進められている。4 月以降、

甘利大臣による「妥結は近い」との発言がなされ、また米国における TPA 法案が可決すれば即座に

妥結、とさえ報じられているにもかかわらず、交渉内容は一貫して秘密であり私たち国民には十分

に知らされていない。それどころか、国会議員ですら交渉テキストが閲覧できていない。5 月初旬に

西村内閣官房副大臣が「日本の国会議員にもテキストを見せるようする」と発言し、数日後に撤回

された件も、日本政府の姿勢が問われるところである。実際、米国議員は制度の違いはあれ 3 年前

から条件付きの閲覧が許されており、また西村発言の後、日本と同様の議会制度を持つオーストラ

リアでも条件付きの国会議員への閲覧が可能となった。こうした動きと比較しても、日本政府の情

報開示・説明責任は不十分だといわざるを得ない。 

TPP に関する情報がないとの不満・懸念は全国各地で広がっており、交渉から２年が経った今も変

わらない。むしろ妥結が近いといわれる中で、その懸念は高まっているといえよう。こうした中で、

2 年弱で 9 億円もの税金を投じて交渉を進めてきたという事実は、国民からすれば納得がいかないの

ではないだろうか。 

 

■もう一つの「必要経費」？—米国のロビイストに支払われている多額の費用  

 

実際にかかった出張旅費とは別に、日本政府は TPP 交渉を進める上で、米国のロビイストに多額

の契約金を支払い、「情報収集」活動を行っている。例えば 2012 年～2013 年末までに日本大使館が

ワシントンの法律会社「Akin Gump Strauss Hauer & Feld」に支払った金額は 1億 1834 万円にも上

る（註２）。ここで依頼された業務のほぼすべてが「TPP 交渉」あるいは「TPA」に関する内容とな

っている。またブルームバーグによれば、2014 年 8 月～12 月末までの間に、日本政府は同社に 4700

万円もの契約金で同様の業務を依頼している（註３）。これらを合わせれば 2012 年から 2014 年末

までに、1億 6534 万円もの額になる。これも当然私たちの税金であるわけだが、多額の税金を交渉

相手国である米国のロビイストに支払い、日本政府はどのような依頼をしているのだろうか？  
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図図図図7777 日本政府日本政府日本政府日本政府がががが貿易交渉貿易交渉貿易交渉貿易交渉にかけたにかけたにかけたにかけた国国国国・・・・地域地域地域地域とととと期間期間期間期間

（月数） 

 

 
※（ ）は交渉開始年  ※CAFTA-DR=米国・中米・ドミニカ共和国自由貿易協定  

出典：Cato Institute http://www.cato.org/blog/how-long-tpp-going-take 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

       ※日豪 EPA については 2007 年から交渉が開始されているが、途中 1-2 年にわたり中断されていた時期も  

含まれるため上記の交渉～合意はすべての交渉期間を表しているわけではない。 

             ※出典：各種データ・資料より筆者作成 
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■交渉開始から妥結まで ■妥結から批准まで

■交渉～合意 ■合意～署名 ■署名～批准 ■批准～発効 
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実は 2015 年度、外務省はロビイストを雇うための予算が含まれる「対外発信費」予算を 500 億円

増額している（註４）。ロビイストの登用は TPP だけに限らず、むしろ「歴史認識」をめぐる各国

議会でのロビー活動を強化するためだという。日本政府には「広報、ロビー活動の予算が限られて

おり、在ワシントン大使館や米国内の総領事館による発信や議員への働きかけが不十分で、議会対

策が後手に回った」という反省があると報じられている。岸田文雄外相は 2014 年 10 月 3日の衆院

予算委員会で「さまざまなロビイストを動員してわが国の立場を説明し、努力を続けなければなら

ない」と強調している。こうした流れの中で、歴史認識問題と同様に、TPP などの貿易交渉に関する

ロビイストの登用が活発化していることは事実である。本件については国会での質問でも「情報収

集」という回答のみで、詳細は明らかになっていないが（註５）、この支出についても、日本政府

は明らかにすべきである。 

米国では市民社会が、秘密主義への徹底的な批判を繰り広げている。TPP 交渉は人々には秘密であ

るにもかからず、ロビイストや大企業のトップ、ウォール街のビジネスマンたちは回転ドア人事や

「貿易アドバイザー制度」(政府が指名する約 600 人のうちほとんど財界メンバー)などを通じて自

由にテキストにアクセスできることを問題視している。6月５日、米国 NGO「Intellectual 

Property Watch(知的財産ウォッチ)」は、USTR と貿易アドバイザーとのメール通信記録を公表した

（註６）。このメール記録は米国情報公開法に基づき同 NGO が開示請求を行ったもので、2010～

2013 年の間の 400ページもの膨大な通信記録である。多くは「黒塗り」だが、それでも USTR と財界

メンバーによる「密接な関係」と TPP 交渉への財界からの働きかけが読み取れる。秘密交渉である

一方、一部の利益受益者には情報が与えられるという不正義、不平等に多くの人が怒っている。 

日本でも、秘密交渉への批判は高まっている。今回の調査を機に、多額の出張費を使う一方で、

日本政府自らが「聖域」と決めた中身が守られているのか、また国会決議で定義した「国益を守る、

そうでなければ撤退」とのラインは守られているのか、十分な説明を政府に求めたい。 

 

【註】 

▼１ 東京新聞 2014 年 9 月 10 日「ＴＰＰ旅費３億５０００万円 頻繁に会合 妥結見えず膨張」 

▼２ 米国のロビイストに関するデータベース「Influence Explorer」より。同サイトでは米国の法律に基づき報告されたロビイストのク

ライアント、委託業務内容、契約金、コンタクト先などの詳細情報をすべてウェブサイトで公開している。

http://influenceexplorer.com/ 

▼３ ブルームバーグ 2015 年 5 月 21 日「日本政府が米ロビイスト起用-ＴＰＡ可決に向け議会に働き掛け」 

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NOOFT56TTDS601.html 

▼４ 産経新聞 2014 年 8 月 28 日「外務省 戦略的対外発信基地「ジャパンハウス」に 500 億円」 

▼５ 日本農業新聞 2015 年 5 月 28 日「民主「不愉快」 TPA法案ロビー活動報道で外務省聴取」

http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=33475 

▼６ http://www.ip-watch.org/2015/06/05/confidential-ustr-emails-show-close-industry-involvement-in-tpp-

negotiations/ 
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