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失うだけの日米 FTA 
東京大学教授 鈴 木 宣 弘 

はじめに 

日本は「保護主義と闘う自由貿易の旗手」のように振舞っているが、規制を撤廃し、貿易を自由化し、対等な競争条件(イコ

ールフッティング)で競争すれば、全体が発展できるというのは名目であり、実際は、日米の政治と結びついた「今だけ、金だ

け、自分だけ」の資金力のある「オトモダチ」企業が、公共的なルールや制度、協同組合などの相互扶助的な組織を、既得権

益、岩盤規制、と攻撃して壊して、地域を支えるビジネスとお金を引き剥がし、自分たちのもうけの道具にできるルールを作

ろうとする。そのような国家私物化、世界の私物化、それが規制緩和と貿易自由化の実態だ。しかも、極めて少数の特定の「オ

トモダチ」企業に徹底した便宜供与が企てられている。米国共和党のハッチ議員が 2年ほどで5億円もの献金を製薬会社など

から受け取り、患者の命を縮めても新薬のデータ保護期間を延長する(ジェネリック医薬品を阻止する)ルールを TPP(環太平洋

連携協定)で求めたのは象徴的だ。 

保護主義VS自由貿易は、国民の利益VSオトモダチ(グローバル企業)の利益と言い換えるとわかりやすい。彼らと政治(by献

金)、行政(by天下り)、メディア(byスポンサー料)、研究者(by資金)が一体化するメカニズムは現在の政治経済システムが持っ

ている普遍的欠陥である。規制緩和や自由貿易の利益の前提となる完全雇用や完全競争は「幻想」で、必ず失業と格差、さら

なる富の集中につながる。市場支配力のある市場での規制緩和(拮抗力の排除)はさらなる富の集中により市場を歪めるので経

済理論的にも間違っている。 

TPPをめぐっては、「国論を二分」と言われたほどの論争が巻き起こった。12か国によるTPPは米国の離脱(8割近い米国民

のTPP反対の声がすべての大統領候補のTPP離脱表明を導いた)で頓挫したが、TPP11(米国抜きのTPP)が 2018年 12月 30日

に発効した。ここで日本は、米国も含めたTPP12の内容を 11カ国にそのまま譲歩してしまった。 

そうなれば、自分の分はどうしてくれるのか、ということで、米国が黙っているわけはなく、日米 FTA(自由貿易協定)交渉

が始まった。米国は、TPP12での日米合意以上に譲るよう要求している。「日米FTAを避けるためにTPP11をやる必要がある」

と国民に説明したのはウソで、TPP11 と日米 FTA は最初からセットだった。やらないと言った日米 FTA をやってしまったこ

とをごまかすため、日米共同声明の日本語訳を改ざん、ペンス副大統領演説まで改ざんして、「これは日米FTAでなくTAG(物

品貿易協定)だ」と言い張った。「浅知恵、極まれり」である。 

さらに、TPPが頓挫したとき、代わりの成果がほしいと、官邸が「TPP以上に譲歩していいから早く妥結しろ」と急がせた

日欧EPA(経済連携協定)も2019年2月1日に発効した。EUにはTPP以上を譲った。加えて、RCEP(東アジア地域包括的経済

連携)も「TPPプラス」にしようと「TPPゾンビ」の増殖に邁進しているのが日本である。 

これらを合わせれば、現状は、大問題になったTPP12より事態が悪化していることを、まず深刻に受け止めないといけない

のだが、その深刻さは国民に認識されていない。特に、日米FTAは米国からのかねてからの要求を受け入れる「総仕上げ」に

なると懸念される。日本政府は、7 月の選挙が終わるまでは、国内向けには「譲らない」と言っておこうと目論んでいたが、

「7月の選挙が終われば、8月にいい話が出てくる」とトランプ大統領にツイッターで「密約」をばらされてしまった。それで

も政府を信頼できるというのは、日本国民は本当に「お人好し」である。 

 

やはり「失うだけの日米FTA」 

「TPP水準」を意図的に強調する姑息 

2019年8月 25日、日米首脳会談で日米交渉の基本合意が発表された。多くの報道で農産物の開放を「TPP水準にとどめた」

かのように強調されているが、これは間違いである。 

①そもそも、TPP水準が大問題だったのだから、TPP水準にとどまったからよかったかのような報道が根本的におかしい。 

②加えて、米中貿易戦争の「尻拭い」役として、トウモロコシなどの大規模な追加輸入の約束がセットで行われたのだから、

これは明らかな「TPP超え」だ。 

 

米国の「廃棄場」?～追加輸入ありき(5月)で理由は後付け 

それにしても、日本の飼料用輸入の 3 か月分、300 万トン近くものトウモロコシの追加輸入は異常な量であり、どうやって

処理するのか理解に苦しむ。政府は害虫による食害のために不足するから追加輸入すると説明しているが、苦し紛れの言い訳

に聞こえる。そもそも、害虫は確認されているが、食害はほとんど起きていないと農林水産省の担当課も認めている。 

「すでに 8 月初旬に政府は前倒し輸入を決めていたのだから、食害対策が先にあった」という指摘もあるが、5 月末の東京

での日米首脳会談のあと、トランプ大統領が「日本との貿易交渉で大きな進展があった。農産品と牛肉は大変な影響がある。

７月の選挙の後、大きな数字を期待している」とツイートし、加えて、記者会見でも「おそらく8月に両国にとって素晴らし

いことが発表されると思う」と発言し、「TPPなんか関係ない」と言い放った、ことを思い返せば、5月の時点で穀物輸入が決
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まっていたと考えるのが自然である。 

また、食害が懸念されている日本の飼料用トウモロコシは葉や茎を青刈りして発効させる粗飼料であるが、米国から輸入し

ているのは濃厚飼料となるトウモロコシの実(粒)で「別物」である。粗飼料と濃厚飼料の給与にはバランスが必要で、完全には

代替できない。国産のコメをトウモロコシに代わる飼料にしようと推進しているエサ米政策とも真っ向からバッティングする。 

要は、「追加輸入ありきで理由は後付け」の感が強い。残念ながら、日本は、米国(大統領)の「忠実な手下」(ワシントンポス

ト紙)として、「親分」の後始末をする「廃棄場」(dumping ground)になったと言われても反論しづらい。処理方法としては、3国

間貿易(日本が買ってモノは直接アフリカなどの別の国に米国から送る)、バイオエタノールをつくるとかが考えられる。 

 

日本の畜産農家は飼料コスト増加に苦しめられる 

 さらに、注意すべきは、米国の中国向け農産物で行き場を失ったのは大豆で、トウモロコシは、近年、中国向け輸出はほと

んどない。ただ、トウモロコシ需給も緩和しており、シカゴ相場が暴落している。米国農家は大豆とトウモロコシと小麦を輪

作しているので、日本のトウモロコシ買い付けで相場が上昇すれば、穀物農家は助かる。日本の畜産農家にとっては飼料コス

トアップの不利益を被ることになる。 

 

乳製品枠などが「二重」に課される「TPP超え」 

牛肉・豚肉の関税削減で遅れをとった分を早く取り戻したいという米側の要請に応えて、アーリー・ハーベスト(先行実施)的

に急ぐものを中心に決め、TPPで合意していたコメの米国枠は調整中で、乳製品などの米国枠の設定は見送られたとの報道が

ある。これについては、 

③まず、牛肉・豚肉などの関税削減スケジュールを速めて他国に合わせることは、協定としては「TPP超え」だ。 

④また、TPP11では、米国も含めた全体の輸入枠を、米国が抜けたのに、そのまま他の11か国に適用した品目が、乳製品も含

めて33品目もある。これらについて、日米2国間で米国枠を「二重」に再設定すれば、ただちに「TPP超え」となる。TPPで

合意していた乳製品などの自国分を米国が放棄するわけはなく、「見送り」といっても、再協議されると考えるのが自然であ

る。だから、これは「TPP超えを回避した」わけではなく、現時点で「TPP水準」と報道するのは間違いだ。 

⑤コメの輸入ついては、7 万トンの米国の TPP 新設枠を 2 国間交渉で 15 万トンまで増やすよう、米国のコメ団体は「TPP 超

え」を要求していた。ただし、すでに、日本が別枠の輸入(SBS米)で米国産米の購入を増やそうと努力している傾向があり、ど

のような数字で落ち着くか、注視する必要がある。 

 

日本の唯一の成果は反故に 

一方、普通自動車の2.5%の関税は 25年後に撤廃、大型車の25%の関税は29年間現状のままで、その間に日本が安全基準の

緩和を着実に履行すれば30年後に撤廃するという気の遠くなるようなTPPでの日米合意さえ、米国は破棄するとしている。 

 

まさに「失うだけの日米FTA」～エンドレスに続く「25%」の威嚇効果 

農産物は米中紛争の「尻拭い」も含めたTPP水準超えの一方で、成果としていた自動車の約束は反故にされたのだから、ま

さに、得るものはなく、「失うだけの日米 FTA」であることは間違いない。自動車への 25%の追加関税に脅されて、やはり差

し出すだけになった。 

恐ろしいのは、味をしめた米国大統領は、引き続き25%関税をちらつかせることで、際限なく日本に「尻拭い」・「肩代わり」

を要求してくるということである。威嚇されるたびに、毎年 300 万トン近く買わされたら、あっという間に 1,000 万トンにな

ってしまう。この関係を断ち切らない限り、日本国民の未来は暗い。 

しかし、過去に日本が「勝ち取った」ものがある日米交渉が存在したかというと、そもそも、戦後ずっと、米国の要求に順

次応えて差し出していく「失うだけ」の交渉が延々と続いてきた。ずるずると米国の要求に応え続ける対米従属的な政治・外

交姿勢から脱却できない限り問題は永続することを改めて深刻に認識しないといけない。 

 

捏造語TAGはいつの間にか消えた 

また、「FTA ではない」とごまかすために、日米共同声明を捏造して TAG だと言い張ったが、案の定、今は TAG という呼

称は消えた。FTA交渉入りをごまかすための方便だったことが明白になった。「ある段階で、恥ずかしげもなく、「実はこれは

FTAでした」と開き直る「腹積もり」だろう」と2018年9月末に筆者は述べていた。やらないと国民に言ったことをその場し

のぎでごまかして進めていく姑息な姿勢がどこまでも続いている。 

 

WTO違反の可能性 

米国連邦議会はサービスや知財を含む包括的な自由貿易協定としての日米 FTA でないと承認しない姿勢であるが、それで
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は、大統領選挙までに議会承認が得られない可能性が高いため、米国側は関税率 5％未満の製品の関税撤廃・削減にとどめる

ことで、議会承認を経ずに協定を発効させる可能性が指摘されている(山下一仁・キャノングローバル研究所研究主幹など)。 

「日本が米国に対して農産品の市場を開放し、その見返りに米国が日本製の自動車部品の一部について関税を削減するとい

う内容の合意となる可能性がある。大統領は関税率が 5％未満の製品の関税を撤廃あるいは削減する権限があり、自動車部品

の大半は関税率が約3─6％にとどまる。」(7月17日ロイター通信) 

しかし、この場合、協定が発効できる国際的条件「実質上のすべての貿易」をクリアできるかという疑問が生じる。米国は

自動車の完成車の関税(普通車2.5%、大型車25%)撤廃についてはTPP合意を反故にするとしている。 

こうなると、日本の対米輸出の内訳は、自動車の完成車3割、部品2割、その他工業品5割なので、完成車が抜けただけで、

WTO違反になるとの指摘もある(細川昌彦・中部大学特任教授)。 

日米FTAでの農産物関税の先行引き下げの可能性については、協定がGATT第24条の例外規定を満たすFTAとみなされる

なら可能であることを、筆者は、2019年4月23日（火）の参議院議員会館における院内集会で次のように説明した。 

モノの貿易についてはGATT第24条において、「実質上のすべての貿易」(substantially all trade)について関税撤廃し、域外国

に対する障壁は引き上げないこと等を条件に、MFN(最恵国待遇)原則の例外として認められている(ただし、「実質上のすべて

の貿易」についての明確な基準、例えば、90％ならいいのか、量・額・品目数等のどれで測るのかなどは曖昧である)。 

包括的協定の一環として、まず、2002 年 11 月に枠組み協定(箱だけ)つくり、まず、特定農産物 8 品目について関税削減(ア

ーリー・ハーベスト＝Early Harvest)をしてから、物品貿易協定、サービス貿易協定、投資協定と、順次、協定を合意・発効して

いき、2012年 12月に全体の議定書を発効したACFTA(＝ASEAN と中国の包括的経済協力枠組み協定)のような例もある(資料

参照)。 

ただし、ACFTAの場合は、まず、包括的な「枠組み協定」をつくってから、順次、その一環のパーツとしての部分的協定を

積み上げた。今回の日米FTAが、そうした包括的な枠組みの合意なしに、アーリー・ハーベストではなく、限られた品目につ

いての単独の「つまみ食い協定」として発効しようとするなら、重大な WTO 違反であり、発効できないか、あるいは、無理

に発効するなら、日本はWTO加盟国全体に牛肉関税9%、豚肉関税50円などを適用せざるを得なくなる。 

そもそも、すでに、米国は特定国を狙った 25%関税適用などで、国家安全保障名目の明白なWTO違反を犯しているが、日

本は米国にそう反論していない(国家安全保障のために日本は食料を守る、くらい言い返せればよいが)。このようなことが、

さらに横行すれば、国際貿易秩序は完全に崩壊し、「第二次世界大戦前夜」の様相を呈しかねない。 

それにしても、日本は、先に「農産物は(少なくとも)TPP 水準までは譲る」という交渉カードを切ってしまって、あとは、

「自動車に 25%関税をかけられるよりはましだろう」と威嚇され、自動車関税の撤廃を反故にされ、トウモロコシまで買わさ

れる、という、絶対に負ける交渉を展開している。交渉術としても、どう考えても理解に苦しむ。 

 

経緯: 日米FTA交渉入り～TAGと言い張った 

日米間で新たな貿易協定(日本は TAG＝物品貿易協定と命名)の交渉開始が決まったのを受けて、筆者は「日米 FTA はやら

ないと言ったわけでしょ。だから、日米FTAではないと言わないといけないから、言葉のごまかしで、これは日米FTAなん

です」(2018 年 9 月 28 日朝のテレビ・ニュース)と即座に指摘した。TPP11 をやれば米国が自分の分はどうしてくれる?と言

ってくるのが当然で、それは日本も最初からわかっていたから、TPP11 と日米FTAをセットで準備していた。日米経済対話

や FFR (日米閣僚級貿易協議)が日米 FTA の事前交渉なのは見え見えだった。しかし、「日米FTA 回避のために TPP11 を進

める」と欺き、TPP11の発効が決まるが早いか、日米FTAの交渉開始を決めてしまったので、日米FTAではないと言い張る

ために、TAGなる造語を編み出したということである。 

そもそも、日米共同声明にTAGという言葉は存在しない。英文には「物品とサービスを含むその他の重要な分野についての

貿易協定(Trade Agreement on goods, as well as on other key areas including services)」と書いてある。日本側が意図的に物品だけ切り

取ってTAGと言っているだけで、率直に言えば、捏造である。物品とサービスの自由化協定は紛れもないFTAである。国際

法(WTO)上、MFN(最恵国待遇)原則に反する特定国間での関税の引き下げはFTAを結ばないかぎり不可能であるのに、「FTA

でない」と言い続ければ、国際法違反の協定で、関税削減は発効できないという自己矛盾で墓穴を掘っていることにも気づか

ないのだろうか。「今回はこれで乗り切りましょう」と進言した「浅知恵」に失笑せざるをえない。 

 

ペンス副大統領演説も「改ざん」 

改ざんは共同声明だけでない。ペンス副大統領演説（2018年10月4日）動画では明白にa bilateral Free Trade Agreement 

with Japan と言っているのに、ホワイトハウス・サイト発表(文字起こし)の同演説記録は、当該箇所を、a bilateral free-trade 

deal with Japan に変えている。日本側が「国内的にFTAとは言えないから表現を変えてくれ」と頼んだのに対して米国側が

対応したものと推察されるが、そのために「日米FTAの関税削減は他協定より必ず前倒ししますから」という類(たぐい)の国

益差し出しをしている姿が目に浮かぶ。国民のために闘うのでなく、国民を欺くために際限なく国益が差し出されていく。 
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交渉目的・範囲と展開～USTRが示した22項目と農産物協議の先行 

USTR(米国通商代表部)が示した交渉目的概要の22項目が提示した交渉範囲は、物品貿易、衛生植物検疫措置(SPS、具体的

には、牛肉の輸入月齢撤廃、防カビ剤の表示撤廃、病害虫発生を理由にした生鮮ジャガイモ輸入解禁措置の一層の拡大、食品

添加物・残留農薬の緩和など)、税関・貿易円滑化・原産地規則、貿易の技術的障壁、適切な規制慣行、透明性・公表・行政措

置、通信・金融サービスを含むサービス貿易、物品・サービスのデジタル貿易と越境データ移転、投資、知的財産、医薬品・

医療機器の手続き的公正性、国有・国家管理企業、競争政策、労働、環境、腐敗防止、貿易救済、政府調達、中小企業、紛争

解決、一般規定、為替、で、通常の包括的FTAないしEPAで、USJTA＝US-Japan Trade Agreementと命名した。双方で

呼称が異なる交渉も聞いたことがないが、言葉がどうであれ、やらないと言っていた日米2国間交渉をやってしまった事実は

消せない。それにしても、「例外的にWTO整合的とみなす2ないし数か国(地域)間協定＝FTA」としてきた役所自身が、「WTO

整合的であるがFTAではない」(2019年4月23日の議員会館での筆者の質問への回答)と言い続けているのには哀れと同情の

念を禁じ得ない。 

ただし、4 月半ばの交渉の初会合では、農産物貿易協議を先行させる方向性が示された。ある程度は予想されたことだが、

TPP11 や日欧協定の発効後の、想定以上の急激な輸入増に、米国農家が不満を強めていることが背景にある。TPP11 と日欧

EPA による関税削減が実際に始まって判明したことは、想定以上に関税削減に対する輸入増加の反応が大きい可能性である。

TPP11が2018年12月、日欧EPAも本年2月に発効、1年目の関税削減が発動され、さらに4月には、ともに、早 2々年目

の関税が発動され、関税切替えの1月、2月、4月に、牛肉、豚肉、チーズ、ぶどうなどの輸入が急増する一方、米国からの輸

入が減少した。大幅な輸入増加は、関税削減の開始時点に輸入をずらした一時的な効果もあるので、今後の推移を見極める必

要がある。しかし、輸入価格の1%の低下に対する輸入需要増加の%が非常に大きいとすると、これまで想定されていた以上の

影響が、しかも早期に襲ってくる可能性を考慮して、対策を検討しないといけないことを示唆している。まず、この点を押さ

える必要がある。 

例えば、2018年12月から2019年4月までの前年同期比では、EUのチーズは1%の価格下落が6%の輸入増に、カナダ・

ニュージーランド・メキシコからの牛肉輸入は3国まとめると、1%の価格下落が8%の輸入増につながった計算になる。なお、

ぶどうはTPP11で17%の関税が即時撤廃され、12～4月で12%伸びた。特に、最大シェアのチリ産は、すでに日チリEPAで

4.3%まで下がっていた関税が、チリの TPP11 の批准が遅れているため、撤廃されずに 4.3%のままなのに 60%も伸び、撤廃

されたらどうなるか、懸念が高まっている。 

りんごは店頭でニュージーランド産が目立ってきている。りんごの生果の17%の関税は即時撤廃でなく段階的に削減して11

年目に撤廃で、現状は11.4%であるが、2019年上半期（1～6月）の輸入量は、すでに昨年1年分の99%に達しており、その

9割をニュージーランド産が占めている。 

「生鮮果実の関税撤廃の影響はまったくない」としてきた政府試算の前提を完全に覆す現実がある。 

 

失うだけの交渉～自動車のために差し出し、自動車も守れないことに 

「安倍政権は“経産省政権”ですから自分たちが所管する自動車の追加関税や輸出数量制限は絶対に阻止したい。代わりに

農業が犠牲になるのです」と筆者は2018年9月27日に某紙で指摘した。「為替条項」(円安誘導して自動車輸出を増やしたと

して是正を求められたり、報復されたりする)も脅しの材料に使われている。自動車を所管する官庁は、何を犠牲にしてでも業

界(天下り先)の利益を守ろうとする。各省のパワー・バランスが完全に崩れ、1省が官邸を「全権掌握」している今、自動車を

「人質」にとられて、国民の命を守るための食料が格好の「生贄」にされようとしている。 

しかも、本当は、農や食を差し出しても、それが自動車への配慮につながることはない。米国の自動車業界にとっては日本

の牛肉関税が大幅に削減されても、自動車業界の利益とは関係ないからである。本当は効果がないのに譲歩だけが永続し、す

べてを失いかねない「失うだけの交渉」になってしまう。 

米国はTPP12 で約束した、普通自動車の 2.5%の関税は 15 年後から削減を開始して 25 年後に撤廃、大型車の 25%の関税

は29年間現状のままで、その間に日本が安全基準の緩和を着実に履行し、米国車を不当に差別しなければ、30年後に撤廃す

るという不確かで気の遠くなるような合意さえ、日米FTAでは「なかったことにする」と通告してきている。 

 

「TPP以上は譲らない」は本当か 

まず、TPP 水準こそ大問題だったのに、TPP 水準がすでにベースラインになってしまっているのが異常であるが、そもそ

も、米国が TPP から離脱した際に「TPP は不十分だから 2 国間協定で TPP 以上を求める」と主張していた。しかも、TPP

破棄で一番怒ったのは米国農業団体だった(裏返せば、日本政府の「影響は軽微」との説明は意図的で、日本農業はやはり多大

な影響を受ける合意内容だったということが米国の評価からわかる)。せっかく日本から、コメ(従来の輸入枠も含めて毎年50

万トンの米国産米の輸入を約束)も、牛肉も、豚肉も、乳製品も、「おいしい」成果を引き出し、米国政府機関の試算でも、4千
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億円(コメ輸出 23%増、牛肉 923 億円、乳製品 587 億円、豚肉 231 億円など)の対日輸出増を見込んでいたのだから当然であ

る。 

しかし、これまた感心するのは、米国農業団体の切り替えの早さである。米国コメ団体も TPP から米国が離脱したとき、

「日本においしい約束をさせたのにできなくなる」と怒ったが、すぐに発想転換し、石でTPPの墓まで作り、「TPPは死んだ。

そもそも TPP 水準が不十分だったのだから、日米 2 国間で枠をもっと追加させよう」と意気込んだ。案の定、米国コメ団体

は、7万トンを15万トンに引き上げるよう要求し始めた。「第一の標的が日本」だとライトハイザー・USTR代表(その時点で

は候補)も議会の公聴会で誓約したのである。 

 

関税削減の前倒しの「TPP超え」は不可避 

 米国の「失地回復」のためには、TPP11 諸国と同じスピードの農産物関税削減では遅れが取り戻せないので、日米FTA で

は、発効時点で少なくともTPP11諸国との差がなくなる(あるいは米国が他国の関税削減を追い越す)ように関税削減スケジュ

ールが前倒しされる「TPP超え」は間違いない。 

 

酪農もTPP水準を超えることが明白 

また、日欧EPA では TPP を上回る譲歩をしているから、それを日米FTA にも適用することはほぼ間違いないので、それ

だけでもTPP水準を超える可能性が高い。例えば、TPPでは米国の強いハード系チーズ(チェダーやゴーダ)を関税撤廃し、ソ

フト系(モッツァレラやカマンベール)は守ったと言ったが、日欧 EPAでは EU が強いソフト系の関税撤廃を求められ、今度は

ソフト系も差し出してしまい、結局、実質的に全面的自由化になってしまった。それが米国にも適用されると考えるのが自然

である。 

しかも、TPPで米国も含めて譲歩したバター・脱脂粉乳の輸入枠7万トン(生乳換算)を、TPP11で米国が抜けても変更せず

に適用したから、豪州、ニュージーランドは大喜びだが、これに米国分が「二重」に加われば、全体としてTPP水準を超える

ことも初めから明らかである。つまり、TPP11合意に含めてしまった米国分を削除するなど不可能に近いのだから、日米FTA

で米国になにがしかの乳製品枠を設定した時点で、「TPP水準にとどまる」ことはあり得ないのである。しかも、米国枠はTPP

での日米合意水準を超える可能性が高い。 

酪農は「クワトロパンチ」である。「TPPプラス」の日欧EPAとTPP11と日米FTAの市場開放に加えて、生乳の農協共販を

弱体化する法改定も行われた。将来不安も影響して、すでに都府県を中心とした生乳生産の減少が加速しており、「バター不

足」の解消どころか、「 飲用乳が棚から消える」事態が起こり得ると筆者は警鐘を鳴らしてきたが、2018年に北海道の惨事で

顕在化した。この事態を、消費者は北海道の停電による一時的現象と勘違いしている。これは、いつそういうことが起きても

おかしくない構造的問題なのである。消費者はチーズが安くなるからいいと言っていると、子供に「ごめん、今日は牛乳売っ

てないの」と言わないといけない差し迫る国民生活の危機を認識すべきだ。 

 

驚愕の「とどめ刺せ」人事～農水省は風前の灯火? 

懸念を表明した(将来を嘱望されていた)担当局長と課長は「異動」になった。それでも、「省令で『いいとこどり』の二股出

荷は拒否できるように規定するから」と担当部局は酪農関係者に説明し、実際、彼らは一生懸命知恵を絞っていた。しかし、

「上」からの「小細工すると、わかっているよね」との圧力で、結局、有効な歯止めはできなかった。 

今の官邸は反対する声を抑えつけていく手口が巧妙だ。そこで「これ以上抵抗を続けると干される。逆に官邸に従えば、昇

進の目が広がるかもしれない」と考えて、「昇進の暁には官邸(裏に経産省)と米国と財界のための『改革』を仕上げます」と宣

言して異例の昇進をした事務次官は「農水省に葬式を出すために次官になった」と公言した。この人事は「論功行賞」(国税庁

長官、イタリア一等書記官人事)でなく「とどめ刺せ」人事だった。官邸における各省のパワー・バランスが完全に崩れ、従来

から関連業界と自らの利害のためには食と農林漁業を徹底的に犠牲にする工作を続けてきた省が官邸を「掌握」している今、

命・環境・地域・国土を守る特別な産業という扱いをやめて、農林漁業を「お友達」の儲けの道具に捧げるために、農水省の

経産省への吸収も含め、農林漁業と関連組織を崩壊・解体させる「総仕上げ」が進行している。 

次の次官は食料安保課長もやって、国内農林水産業振興に理解があり、本来の自分を出せれば、路線を修正したいだろうが、

それができないように手が打たれていた。ある過去の問題を握られているので、彼が少しでも本来の自分の考え方に戻って官

邸に歯向かうよう姿勢を見せたら、翌日のメディアが一斉にそれを報道して追い込むor脅す手はずになっていた。 

振り返ると、日本の農林漁業を守り、国民への安全な食料供給の確保を使命としてきた農林水産省にとって、TPP交渉への

参加は、長年の努力を水泡に帰すもので、あり得ない選択肢であった。何としても阻止すべく、総力を挙げて闘ったが、押し

きられた。痛恨の極みだった。次には、重要5品目を除外する国会決議も守れなかったが、コメなどの被害を最小限に食い止

めるために農水官僚が必死に頑張ったのは確かだ。 
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重要品目の国境措置だけでなく、酪農の指定団体制度も、種子法も、漁業法も、農林漁家と地域を守るために、知恵を絞っ

て作り上げ、長い間守ってきた仕組みを、自らの手で無惨に破壊したい役人がいるわけはない(特定企業による民有林・国有林

の「盗伐」も合法化した)。それらを自身で手を下させられる最近の流れは、まさに断腸の想いだろうと察する。農水省の「変

節」を批判するのは容易いが、良識ある官僚は頑張っていることは忘れてはいけない。農水省をなくしてはならない。 

 

食の安全基準は恰好の差し出し材料 

食品の安全性については、TPP12でも、国際的な安全基準(SPS)の順守を規定しているだけだから、日本の安全基準が影響を

受けることはないという見解は間違いだと筆者はかねてから指摘してきた。なぜなら、米国は日本が科学的根拠に基づかない

国際基準以上の厳しい措置を採用しているのを国際基準(SPS)に合わせさせるのが TPP だとかねてより言っている(2011 年 12

月14日、米国議会の TPP に関する公聴会でのマランティス次席通商代表(当時)の発言などを参照)。 

米国の「科学主義」とは、かりに死者がでていようとも因果関係が特定できるまでは規制してはいけない、というもの。そ

れでは手遅れになる。EUは「予防原則」で、米国が何を言おうが危ないものは止めるが、日本は米国の言いなりだから科学主

義で攻められる。米国の対日要求リストには食品の安全基準に関する項目を順次差し出していく順番を考えるだけが「外交戦

略」になってしまってる日本には、安全基準の差し出しが米国に対する恰好の対応策になる。今回の USTR の交渉目的には、

科学的根拠に基づく(science-based)SPS措置が明記されており、姿勢はより明確になっている。 

 

安全基準もTPP水準を超える譲歩が明白～日米FTAでまず決まるのがBSE月齢制限撤廃とイマザリル表示 

日本の対米外交は「対日年次改革要望書」、「貿易障壁報告書」、米国在日商工会議所の意見書などに着々と応えていく(その

執行機関が規制改革推進会議)だけだから、次に何が起こるかは予見できる。米国の対日要求リストには共済の対等な競争条件

や食品の安全基準(食品添加物・残留農薬など)に関する項目がずらずら並んでいるから、それらを順次差し出していくのが、

米国に対する恰好の対応策になる。どれから差し出していくかの順番を考えるのが日本の「戦略的外交」である。 

例えば、BSE(牛海綿状脳症)に対応した米国産牛の月齢制限を TPPの「入場料」交渉で 20 カ月齢から 30 カ月齢まで緩めた

(自主的にやったことで TPP とは無関係と政府は滑稽な説明)が、さらに、国民を欺いて、米国から全面撤廃を求められたら即

座に対応できるよう食品安全委員会は 1 年以上前に準備を整えてスタンバイしていた。米国は一応 BSE の清浄国になってい

る(実態は検査していないだけ。危険部位の除去もきとんと行われていない)ので30カ月齢というような制限そのものをしては

いけないからだ。そして、ついに、2019年5月17日に撤廃された。これは日米FTAの実質的な最初の成果だ。 

また、日本では収穫後に農薬をかける必要はないし禁止だ。ところが、米国から穀物や果物を運んで来るのに、カビが生え

ないように農薬をかける。禁止なのだが怖いから認めなければいけない。「日米レモン戦争」(注)の結果、防カビ剤の「イマザ

リル」は、収穫前にかけると農薬で、収穫後にかけると食品添加物に分類が変わることになった。こんなことまでして認めて

やっているのに、米国はまた怒って、食品添加物に分類すると輸入したパッケージに「イマザリル」と書かされる。これは不

当な米国差別だからやめろと、TPPの交渉過程で日本だけが裏で二国間協議をやらされて、そこで日本は改善認めてしまって

いた。イマザリルの検査の簡略化を約束した(2013年秋に米国側文書(USTR2014年SPS報告書p.62)で発覚。当時、政府はそん

な約束は断固していないと言ったが、TPP付属文書にも日本政府がその時点で米国の要求に応えて規制を緩和すると約束した

と書いてある)。次は、日米FTAで表示そのものの撤廃が待ち受けている。これらも「TPP超え」が明白である。情けない話だ

が、米国にはTPP以上を差し出す準備はできているし、できるところから、すでに対応しているのである。 

「主婦と生活社」の徳住亜希さん提供 

 (注) 1975年4月、農林省（当時）の試験場で行われた検査で、米国から輸入されたレモン、グレープフルーツなどの柑橘類から防カビ剤のOPP（オルトフェニルフェ

ノール）が多量に検出されたため、倉庫に保管されていた大量の米国産レモンなどは不合格品として、海洋投棄された。これに対して米国政府は「日本は太平洋をレモン

入りカクテルにするつもりか」と憤慨し、日本からの自動車輸出を制限するなど「日米貿易戦争」に発展しため、1977年に、収穫後に使うとOPPは農薬でなく食品添加

物に分類することにして認めた。「自動車輸出の代償として国民の健康を犠牲にした」とも言われた。https://biz-journal.jp/2017/05/post_18998.html 

貿易自由化は農家が困るだけで、消費者にはメリットだ、というのは大間違いである。食と病気は不可分の関係にあるが、

米国型の食生活と健康との関連については気になる情報がある。例えば、「米国内で生まれた子どものアレルギー疾患率（34.5％）

に比べ、米国外で生まれて米国在住歴が2年以内の子供の疾患率は著しく低かった（20.3％）が、米国へ移って在住歴10年以

上の子供は在住歴が2年以内の子供と比べると、湿疹では約 5倍、花粉症では6倍以上の発症率だった」(2013年4月29日の
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米国医師会雑誌(Journal of the American Medical Association、JAMA)に掲載された論文)。 

食品添加物や農薬を含め、食の安全基準緩和も一層迫られ、米国型の食生活がさらに浸透することの危険から日本国民の命

と健康な生活を守るためには日本の安全・安心な食と農の健全な維持が欠かせない。これは「農家の問題」で済まされない国

民の命に関わる深刻な問題だということを、生産者からも一層発信を強めるとともに、医療関係者を含め、社会全体として、

国民に広く深く認識を浸透させないと手遅れになりかねない。 

 

新NAFTAがベース＝TPP超え 

さらに、米国は新 NAFTA(北米自由貿易協定)において、TPP を上回る厳しい原産地規則(自動車部品など)のほか、食の安全

基準(SPS)が貿易の妨げにならないようにすることを TPP よりも強化し、遺伝子組み換え食品の貿易円滑化に重点を置いた条

項をTPPよりも強化している。新NAFTAが日米FTAの土台になることは間違いなく、それは、すなわち、TPP以上に厳しい

内容を受け入れざるを得ないことを意味している。 

 

他の協定への波及～「自由化ドミノ」の可能性 

日豪EPA第2・3条1～3項は、日本が日豪EPAよりも有利な条件を他国に提示したときは、それを豪州にも適用する再交渉ができることになっている。TPPでは項だ

てはないものの、第2・3条に規定されていて、TPP11でも引き継がれている。一般的には、WTO上の合意が当該FTAを上回った場合の対応を指すという解釈もあるが、

日米FTAでの追加譲歩が他協定に波及していくことになると、まさに、「自由化ドミノ」が止まらなくなる危険も念頭に置かなくてはならない。なお、TPP11では、発効

7年後に、日本のみが輸出国の要請に応じて農産物関税の見直し協議に応じる義務を負っているのも、TPP12から引き継がれている。 

 

繰り返される詭弁～政治・行政の立論の幼稚化 

TPP断固反対として選挙に大勝し、あっという間に参加表明し(「聖域なき関税撤廃」が「前提」でないと確認できたとの詭

弁)、次は、農産物の重要 5 品目は除外するとした国会決議を反故にし(「再生産が可能になるよう」対策するから決議は守ら

れたとの詭弁)、さらに、米国からの追加要求を阻止するためにとしてTPPを強行批准し、日米FTAを回避するためにTPP11

といって、本当はTPP11と日米FTAをセットで進め、ついにTAGで共同声明と副大統領演説まで改ざんしてFTAでないと

強弁して日米FTA入りを表明した。日米経済対話やFFRは日米FTAの準備交渉だった。何度も何度も同じような光景(デジ

ャブ)が繰り返されている。 

「言葉遊び」のような詭弁にもならない幼稚な理屈を楽しみ、国民をごまかせた(まったくごまかせていないが)と満足する

感覚を養うために、日本の学校教育があるのか。何を学んできたのか。何を教えてきたのか。人々を言葉尻で騙して悪事を正

当化して私腹を肥やすテクニックにせっかくの能力を費やすことの虚しさに気づいてほしい。教える側の資質も問われる。す

べての国に同じ条件を適用するMFN(最恵国待遇)原則が経済学的に正しいとして、2000年頃まではFTAを批判し、「中でも日

米 FTA が最悪」と主張していた日本の国際経済学者は、TPP 礼賛に変わり、ついに日米 FTA まで来てしまった。こうした事

態の展開をどう評価するのか。当時、政府のFTA関係の委員会で「変節」への説明を求めた筆者に「理屈を言うな。政府の方

針なのだ」と一喝した大家は、また、そう発言するのだろうか。 

 

「死に体」の ISDSは日米では入るか? 

ISDS（投資家対国家紛争処理）条項についても、NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉で、「震源地」の米国が ISDSを否定する事態となり、最終的には、米加間では ISDS

は完全に削除、米墨間でも対象を制限したものとなり、米国の「ISDS離れ」が明確になった。世界的にも、ここ数年で、ISDSの問題点が先進国・途上国問わず強く認識

され、国連主導での改革の動きや、貿易・投資協定から ISDSを削除する動きが起こっている(内田聖子氏)。 

この期に及んで、「死に体」の ISDSに日本だけがいつまで固執するのだろうか。米国と政府に追従して、あれだけ ISDSを礼賛してきた日本の法律・経済学者はどう説

明するのだろうか。自身でしっかり考えず、はしごを外され、それでも屁理屈を言うのだろう。しかし、今でも米国のグローバル企業は ISDSを入れたいから日米FTAで

は国際的潮流に逆行して ISDSが組み込まれる可能性がある。日本は「飛んで火に入る夏の虫」だ。 

 

「飛んで火に入る夏の虫」 

2019 年 4 月末の米国での日米首脳会談も「飛んで火に入る夏の虫」になることは目に見えていた。TPP11 と日欧 EPA の発

効後の想定以上の畜産物輸入急増で米国のシェアが落ちる中、米国内で日本への圧力強化の要請が強まっていた。案の定、「5

月来日時の交渉妥結」まで迫られ、トランプ大統領ペースで、自動車と為替条項で脅され、農業などを際限なく差し出すだけ

の「得るものはなく失うだけの交渉」が加速されることを明確にしに行ったようなものだ。 

首相は「5月というのはダメです。日本では夏に選挙がある。その前には妥結できない」と伝え、「大統領選が来年あるのは

わかっている。それまでにはちゃんと形にするから安心してほしい」とも約束したという(5 月 8 日、日経新聞)。さらには、5

月末の東京での日米首脳会談のあと、トランプ大統領が「日本との貿易交渉で大きな進展があった。農産品と牛肉は大変な影

響がある。７月の選挙の後、大きな数字を期待している」とツイートした。加えて、トランプ大統領は、日米首脳会談後の記
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者会見でも「おそらく8月に両国にとって素晴らしいことが発表されると思う」と発言し、「TPPなんか関係ない」と言い放っ

た。大統領選前に米国議会が日米 FTA の承認手続きを完了するにはスケジュール的に 8～9 月がリミットとも言われており、

米国が8月にこだわるのは理由がある。 

両首脳の発言は、参院選後に日本が大幅に譲歩することをすでに「密約」(最大のお土産はトウモロコシだった)しており、

「TPP水準堅持」が国内向けの選挙までの空約束であることを認めていると解釈できる。「何でもやるから今は隠しておいて」

とお願いしたことが白日の下にさらされた格好で、国民へのごまかしはすでに破綻した。 

 

密約と言えば、忘れてはならない「猿芝居」 

牛肉関税の9%に象徴されるように、TPPの主な合意内容は、すでに、2014年4月のオバマ大統領の訪日時に、一部メディアが「秘密合意」として報道し、一度は合意

されたとみられる内容とほぼ同じだった。つまり、安倍総理とオバマ大統領は寿司屋で「にぎっていた」のである。そのわずか2週間前に日豪の合意で、冷凍牛肉関税を

38.5%→19.5%と下げて、国会決議違反との批判に対して、19.5%をTPPの日米交渉のレッドラインとして踏ん張るからと国民に言い訳しておきながら、舌の根も乾かぬう

ちに9%にしてしまっていたのであるから恐れ入る。 

その後は、双方が熾烈な交渉を展開し、必死に頑張っている演技をして、いよいよ出すべきタイミングを計っていただけの「演技」だったのだ。フロマンさんと甘利さ

ん(典型的「斡旋利得罪」のはずが不起訴＝この国の三権分立は崩壊)の徹夜でフラフラになった演技は見事だ。頭髪が真っ白になるまで頑張ってくれたのかと思えば、も

ともと白い頭髪を最初は黒く染めておいて、だんだんに白くしていったと聞いて愕然とした。「これだけ厳しい交渉を続けて、ここで踏みとどまったのだから許してくれ」

と言い訳するための「猿芝居」を知らずに将来不安で悩み、廃業も増えた現場の農家の苦しみは、彼らにとってはどうでもいいこと、いかに米国や官邸の指令に従って、

国民を騙し、事を成し遂げることで自身の地位を守るのがすべてなのかと疑いたくなる。 

そもそも、3.11の大震災の2週間後に「これでTPPが水面下で進められる」と喜び、「原発の責任回避にTPP」と言い、「TPPと似ている韓米FTAを国民に知らせるな」

と箝口令をしいた人達の責任は重大だ。このような背信行為に良心の呵責を感じるどころか、首尾よく国民を欺いて事を成し得た達成感に浸っているかに見える。 

 

脆弱化した農業構造に一層の自由化がのしかかる複合的影響の深刻さ 

国内農業生産への影響で深刻なのは複合的影響である。国内政策や過去の貿易自由化の影響で、すでに農業生産構造の脆弱

化が趨勢的に進んでいる。そこに一層の自由化が上乗せされる全体の影響の大きさを見なくてはいけない。これまでの趨勢に

新たな自由化の影響を加味すると、牛肉・豚肉の自給率は 20年後くらいには10%台になりかねないとの試算もある。 

品目 年 
需要 供給 自給率 

趨勢 自由化考慮 趨勢 自由化考慮 趨勢 自由化考慮 

コメ 
2015 100 100 98 98 98 98 

2035 62 62 79 76 127 123 

野菜 
2015 100 100 80 80 80 80 

2035 95 97 42 41 44 43 

果物 
2015 100 100 40 40 40 40 

2035 75 76 25 21 33 28 

酪農 
2015 100 100 62 62 62 62 

2035 94 95 28 27 30 28 

牛肉 
2015 100 100 40 40 40 40 

2035 86 92 18 15 21 16 

豚肉 
2015 100 100 51 51 51 51 

2035 131 132 20 15 15 11 

鶏肉 
2015 100 100 66 66 66 66 

2035 158 162 38 31 24 19 

 

「安い食品で消費者が幸せ」のウソ～食に安さを求めるのは命を削ること、今の基準でも危険な輸入農産物 

安全基準が緩められてしまうという問題だけではなくて、今入ってきている輸入農産物というのがいかに危ないのかについ

ても、もっと私たちは情報の共有化をしなければいけない。これは本当に深刻な問題だ。 

検疫でどれだけの農水産物が引っかかっているかをみてもらうと(巻末表)、米国からは「アフラトキシン」、発がん性の猛毒

のカビ。「イマザリル」をかけていても、ほとんどのものからこのカビ毒が出ている。それから、ベトナムなどの農産物にはE-

coli(大腸菌)に汚染されていたとか、あり得ない化学薬品がいっぱい検出されているが、港の検査率はわずか 7％。検疫が追い

つかず、93%は素通りで食べてしまっている(手遅れ!)。私の知人が現地の工場を調べに行き、驚愕したことには、かなりの割

合の肉とか魚が工場搬入時点で腐敗臭がしていたという。日本の企業や商社が、日本人は安いものしか食べないからもっと安

くしろと迫るので、切るコストがなくなって安全性のコストをどんどん削って、どんどんや安くどんどん危なくなっている。

2015年の需要量を 100としたとき国内供給は

98なので、自給率は 98%と読む。これをベー

スラインとして、5年後を順次推定した。コメの

総生産は 15年後の 2030年には 670万トン

程度になり、稲作付農家数も5万戸を切り、

地域コミュニティが存続できなくなる地域が続

出する可能性がある。一方、コメの消費量は

一人当たり消費の減少と人口減で、2030年

には 600万トン程度になる。なんと、生産減少

で地域社会の維持が心配されるにもかかわ

らず、それでもコメは 70万トンも「余る」。コメ

過剰対策として飼料米の増産を行っても畜産

の生産が大きく減少するため、飼料米需要が

減り、政策が機能しなくなってくる可能性があ

る。2030年の生乳生産量は 400万トン弱で、

「総飲用化」になる。 
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気付いたら安全性のコストを極限まで切り詰めた輸入農水産物に一層依存して国民の健康が蝕まれていく。 

なお、関税を下げれば当然関税収入も減る。日本の関税収入は、税収60兆円の内の１.2兆円ほどだ。「自由化ドミノ」によ

ってその大半が減れば、他で補わなければならなくなるため、結局のところ消費者の税負担は増えることも忘れてはならぬ。 

 

エストロゲン 600倍の米国産赤身肉～豪州産は日本向けはホルモン投与、EU向けは未投与(意思表示が不可欠) 

札幌の医師が調べたら米国の牛肉はエストロゲン(成長ホルモン)が 600 倍も検出された。成長ホルモンは、消費者を守るた

めに日本では生産には認可されていない。でも、米国が怖いから輸入はザルになっている(米国産牛肉の成長ホルモンは検出されない

として無検査。最新の機器なら検出されるのに使わず。「米国と貿易戦争はできない」と所轄官庁)。。牛肉の自給率は 4 割を切り(豚肉も 5 割

を切った)だから、国民のために使えないようにしているのに、6割以上が勝手に入ってきていて国民が摂取していたら何をや

っているのかわからない。 

EU は米国の牛肉、豚肉は全部ストップしている。勘違いをしているのはオージービーフ、オーストラリアの牛肉を食べれ

ばいいと言う消費者、これは駄目。オーストラリアは使い分けていて、EU は成長ホルモンが入っていたら買ってくれないの

で使わないが、日本に売るときはOKだから投入している。なんとEUは米国の肉をやめてから7年(1989～2006)で、多い国で

は乳がんの死亡率が45％減ったというデータが学会誌に出ている(アイスランド▲44.5%、イングランド&ウェールズ▲34.9%、

スペイン▲26.8%、ノルウェー▲24.3%,『BMJ』,2010)。 

 

中国・ロシアも禁輸のラクトパミン 

また、ラクトパミンという牛や豚の餌に混ぜる成長促進剤にも問題がある。これは人間に直接に中毒症状も起こすとして、

ヨーロッパだけではなく中国やロシアでも国内使用と輸入が禁じられている。日本でも国内使用は認可されていないが、輸入

は素通りになっている(抗生物質耐性菌を持った米国産豚肉＝薬が効かなくなる問題も)。 

 

素通りの輸入乳製品の成長ホルモン 

乳製品も心配。米国は、M社開発のGM牛成長ホルモン、ホルスタインへの注射 1本で乳量が 2～3割も増えるという「夢

のような」ホルモンを、絶対安全として1994年に認可した。ところが、数年後には乳がん、前立腺がん発症率が7倍、4倍と

勇気ある研究者が学会誌に発表したので、消費者が動き、今では、米国のスターバックスやウォルマートでは「うちは使って

いません」と宣言せざるを得ない状況になっているのに、認可もされていない日本には素通りしてみんな食べている。日米FTA

でもっと米国乳製品が増える。 

  
(注) 最終的には勇気をもって真実を伝える人々と国民(消費者)の行動が事態を動かす 

M社が開発した米国の遺伝子組み換え牛成長ホルモン(rBGH or rbST)は、バーモント州が、その使用を表示義務化しようとしたが、M社の提訴で阻

止された。かつ、rbST－free(不使用)の任意表示も、「成分に差がない」(No significant difference has been shown between milk from rBST/rbST –treated and 

untreated cows.)との注記をFDA(食品医薬品局)は条件とした。ところが、rBSTの注射された牛からの牛乳・乳製品にはインシュリン様成長因子 IGF-

1 が増加するが、すでに、1996 年、米国のガン予防協議会議長のイリノイ大学教授が IGF-1 の大量摂取による発ガン・リスクを指摘し、さらには、

1998年にScienceとLancetに、IGF-1の血中濃度の高い男性の前立腺ガンの発症率が4倍、IGF-1の血中濃度の高い女性の乳ガンの発症率が7倍とい

う論文が発表された。 

ここから事態は一変し、結局、StarbucksやWal-Martが自社の牛乳・乳製品には不使用であると宣言*せざるを得なくなり、rBSTの酪農生産への普

及も頭打ちとなって、もうからなくなったとみたM社は rBSTの販売権を売却する事態になった。このことは、身の危険を顧みずに真実を発表した

人 (々研究者)の覚悟と、それに反応して、遺伝子組み換え牛成長ホルモン入り牛乳である可能性があるなら牛乳を飲まないという消費者の声と行動が

業界を動かした。GM-freeの商品表示を禁止されても、企業や流通ルートとしてnon-GM 宣言してもらえばよいのだ。恐れずに真実を語る人々がい

て、それを受けて、最終的には消費者(国民)の行動が事態を変えていく力になることを我々は忘れてはならない。我々が国民を動かす原動力になろう。

*母乳からグリホサート・Bt毒素検出→全米の母親がnon-GM粉ミルクはないかと電話攻勢をかけて，ダノンは脱GM宣言(2018～)。 

何年か前、東大の大学病院の医師が血圧を下げる降圧剤

のデータねつ造で処分された。別の病院の医師から聞いた

が、そういう場合は、製薬会社と誓約書を書いているという

のだ。薬が効かなかった患者、副作用が出た患者のデータ

を省いて論文を書くようにと。恐ろしい話だ。 
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グローバル種子企業への徹底した国民の命の差し出し 

GM表示厳格化の名目の「非表示」化～表示義務対象品目は少なく混入率も緩いまま、non-GM表示だけ「不検出」に厳格化 

2018年3月末に、「消費者の遺伝子組み換え(GM)表示の厳格化を求める声に対応した」として、GM食品の表示厳格化の方

向性が消費者庁から示された。米国からは日本にGM表示を認めない方向の圧力が強まると懸念されていた中で、GM表示厳

格化を検討するとの発表を聞いたときから、米国からの要請に逆行するような決定が可能なのか、筆者も注目していた。 

特に米国が問題視しているのは「遺伝子組み換えでない」(non-GM)という任意表示である。すなわち、「日本のGM食品に

対する義務表示は緩いから、まあよい。問題は non-GM 表示を認めていることだ」と筆者は日本のGM 研究の専門家の一人

から聞いていた。「GM 食品は安全だと世界的に認められているのに、そのような表示を認めると GM が安全でないかのよう

に消費者を誤認させる誤認表示だからやめるべきだ。続けるならばGMが安全でないという科学的証拠を示せ」という主張で

ある。 

日本のGM食品に関する表示義務は、①混入率については、主な原材料(重量で上位 3 位、重量比 5%以上の成分)について

の5%以上の混入に対して表示義務(注1)を課し、②対象品目は、加工度の低い、生(ナマ)に近いもの(注2)に限られ、加工度の

高い(＝組み換えNNAが残存しない)油・醤油をはじめとする多くの加工食品(注3)、また、遺伝子組み換え飼料による畜産物

は除外とされている。これは、0.9%以上の混入がある全ての食品に GM 表示を義務付けている EU に比べて、混入率、対象

品目ともに極めて緩い。これに対する厳格化として決定された内容を見て、驚いたのは、①②はまったくそのままなのである。

厳格化されたのは、「遺伝子組み換えでない」(non-GM)という任意表示についてだけで、現在は5%未満の「意図せざる混入」

であれば、「遺伝子組み換えでない」と表示できたのを、「不検出」(実質的に0%)の場合のみにしか表示できない(検査で検出さ

れたら，ただちに改善命令を出し，社名を公表する)と、そこだけ厳格化したのである。 

この厳格化案が法制化されれば、表示義務の非対象食品が非常に多い中で、可能な限りnon-GMの原材料を追求し、それを

「遺伝子組み換えでない」と表示して消費者にnon-GM食品を提供しようとしてきたGMとnon-GMの分別管理の努力への

インセンティブが削がれ、小売店の店頭から「遺伝子組み換えでない」表示の食品は一掃される可能性がある。 

例えば、豆腐の原材料欄には、「大豆(遺伝子組み換えでない)」といった表示が多いが、国産大豆を使っていれば、GMでな

いから、今後も「遺伝子組み換えでない」と表示できそうに思うが、流通業者の多くは輸入大豆も扱っているので、微量混入

の可能性は拭えない。実際、農民連食品分析センターの分析では、「遺伝子組み換えでない」大豆製品 26 製品のうち 11 製品

は「不検出」だったが、15製品に0.17%～0.01%の混入があり、今後は、これらは「遺伝子組み換えでない」と表示できなく

なる。「GM 原材料の混入を防ぐために分別管理された大豆を使用していますが、GM のものが含まれる可能性があります」

といった任意表示は可能としているが、これではわかりづらくて、消費者に効果的な表示は難しい。そこで、多くの業者が違

反の懸念から、表示をやめてしまう可能性もある。 

GM表示義務食品の対象を広げないで、かつ、GM表示義務の混入率は緩いままで、このようなnon-GM表示だけ極端に厳

格化したら、non-GMに努力する食品がなくなり、GM食品ばかりの中から、消費者は何を選べばよいのか。消費者の商品選

択の幅は大きく狭まることになり、わからないから、GM食品でも何でも買わざるを得ない状況に追いやられてしまう。これ

では「GM非表示法」である。厳格化といいながら、「日本のGM食品に対する義務表示は緩いから、まあよい。問題はnon-

GM表示を認めていることだ。GM食品は安全だと世界的に認められているのに、そのような表示を認めるとGMが安全でな

いかのように消費者を誤認させる誤認表示だからやめるべきだ。続けるならばGMが安全でないという科学的証拠を示せ」と

いう米国の要求をピッタリ受け入れただけになっている(検討委では米国大使館員が傍聴者を撮影していた)。 

(注1) GM原材料が分別管理されていないとみなし、「遺伝子組み換え不分別」といった表示が義務となる。(注2) とうもろこし、大豆、じゃがいも、アルファルファ、パ

パイヤ、コーンスナック菓子、ポップコーン、コーンスターチ、味噌、豆腐、豆乳、納豆、ポテトスナック菓子など。 

(注3) サラダ油、植物油、マーガリン、ショートニング、マヨネーズ、醤油、甘味料類(コーンシロップ、液糖、異性化糖、果糖、ブドウ糖、水飴、みりん風調味料など)、

コーンフレーク、醸造酢、醸造用アルコール、デキストリン(粘着剤などに使われる多糖類)など。 

(注4) カリフォルニア州の例。2012年10月18日の「SANKEI EXPRESS」＝「米カリフォルニア州で11月6日、店頭での遺伝子組み換え作物の表示義務化をめぐる

住民投票が実施される。アメリカはこれまで官民で組み換え作物を推進しており、安全性に問題はないとして表示義務はないが、消費者団体などが投票を提案。義務化が

実現すれば全米初。州法案は、州内で販売される組み換えの野菜や果物、組み換え作物を原料にした加工食品に「遺伝子組み換え」「組み換え原料を使用」などと表示さ

せる。9月17～23日、南カリフォルニア大などが実施した世論調査では、「賛成」が61%。「反対」の25%を大きく上回った。「反対」の陣営にはモンサントのほか、影

響を受けるコカ・コーラ、ケロッグ、クラフト・フーズなど大手食品メーカーがずらり。「組み換え作物は安全なのに、表示は誤解を招く」「製造コストが増えて食料品の

価格が上がる」と訴える。９月下旬からテレビ広告も開始し、巻き返そうと躍起だ。」そして、11月7日の「Food Navigator-USA」＝「当初の世論調査では法案支持派

が多数を占めていたが、投票日が近づくにつれて反対派との差は徐々に縮まってきていた。投票結果は賛成47％に対して反対が53％となり、法案は否決された。賛成派

が食品に関する消費者の知る権利を主張したのに対し、反対派は無用な訴訟の発生や食料費の増大などを指摘し、大量の資金をつぎ込んで反対キャンペーンを展開してき

た。反対派として名を連ねたのはモンサント社、ペプシコ社、クラフト社、ゼネラルミルズ社、デュポン社などの大企業で、宣伝広告やロビー活動に費やされたのは4500

万ドルであった。一方、賛成派のキャンペーン活動はオーガニック食品や自然食品の会社を中心として行われ、広告費は600～800万ドル程度であった。」 
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安全性検査の 3カ月のカラクリ～4カ月目から癌発症 

フランスのカーン大学の実験では、２年間ネズミにＧＭ食品を食べさせたところ、ネズミが癌だらけになった。安全性検査

は３か月間ＧＭ食品を食べさせた結果によって判断されるため、長期的な影響が見落とされてしまう。さらには強力な除草剤

であるグリホサート系薬剤をかけても枯れないＧＭトウモロコシの残留毒性も調べられた。グリホサート系薬剤は、日本でも

使用されているが、日本の場合は畦の草取りに使うのであって、それを作物にかけるなどは考えられない(大豆もトウモロコシ

も枯れてしまう)。 

 

グリホサート残留の小麦・大豆・トウモロコシの世界一の消費国 

除草剤のグリホサートを日本で穀物にかける人はいないが、米国では穀物にかける。かけても枯れないようにしたのこそGM

技術だ。つまり、米国穀物に世界一依存している日本人は、GM の不安だけでなく、グリホサートの発がん性に世界一さらさ

れている(GMでない小麦にも降雨被害回避に枯らして乾燥・収穫のため使用)。しかも、GMとセットのグリホサートの発がん

性は広く認識され、EUが規制を強め、カリフォルニアではGM種子とセットのグリホサートで発がんしたとしてM社に320

億円の賠償判決が下ったのに、日本は、米国での耐性雑草に対応した散布率の高まりに対応して、米国からの要請のまま、2017

年12月25日、クリスマス・プレゼントと称して、グリホサートの輸入穀物における残留基準値を多いものでは100倍以上(小

麦6倍、トウモロコシ5倍、そば150倍など)に緩和した。 

国産小麦でない食パンからすべて0.2ppm前後のグリホサートが検出されており(農民連分析センター)、日本人の毛髪からの

輸入穀物由来とみられるグリホサート検出率も高い(19/28=68 %)。玄米の基準値は0.01ppmなのに小麦は30ppmと格段に緩い。

これは、米国での小麦への散布量から、この程度の残留が見込まれることを基準として決められている。健康被害のリスクで

なく、生産に必要な散布量から見込まれる残留量から日本人の安全基準が決まるのか?? 世界に逆行する日本が唯一、最大の

餌食になりつつある (カビ毒が発生した輸入大豆・トウモロコシを食べた牛の牛乳からアフラトキシンが検出される問題も)。 

 

近づく? 全農買収 

なお、画策されている全農の株式会社化は、共同販売・共同購入のシステムを崩し、農産物の安値買い取りと生産資材ビジ

ネスを拡大することだけが理由ではない。米国から迫られている、もう一つの大きな目的がある。米国は日本人向け小麦にGM

小麦を導入しようとしている。そこで邪魔になるのが、全農の傘下にある株式会社、全農グレインの存在だ。全農グレインが

メキシコ湾岸の都市・ニューオーリンズに保有する世界最大級の穀物船積施設では、非GM穀物を分別して管理、輸送してい

る。M社などには、これが不愉快で仕方が無い。 

 全農グレイン自体は株式会社だが、その親組織が協同組合である全農では、組合に加入する資格のない米国サイドは手の打

ちようがない。そこで、農協の経済機能を司る全農を株式会社化して丸ごと買収し、日本の食料流通の最大のパイプを握るの

が可能性の高いシナリオとみられている。米国の要求を聞く日米合同委員会で「農協解体の目玉項目に全農の株式会社化を入

れろ」と指令が出た。所管官庁の局長(前事務次官)は日米合同員会の正式委員だった。 

 それを理解するには、非常に強固だと思われたオーストラリアのＡＷＢ（農協系の小麦輸出独占組織）に対して、CIAがイ

ラクとの取引を暴露して追い込み、株式会社化を余儀なくさせ、「農家株式を作って譲渡不可にするから大丈夫」と言って、譲

渡可能にしてしまい(日本でも同じ手口。政府が「大丈夫」と言ったらときは「間違いなく危ない」)、カムフラージュでカナダ

の肥料会社に買収され、１カ月後には米国有数の穀物商社・カーギルに売り払われた経過を学んでおく必要がある。全農はす

でに巨大穀物商社であり、取り扱う穀物量の4割しか日本に供給していない。全農が商社として生き残るのためにカーギルに

なる選択肢もある。その場合、日本の農業・農家に貢献するという使命は完全に視界から消え、世界に有利販売することを重

視する結果、日本に十分に食用・飼料用穀物が入ってこなくなる可能性もある。全農が使命を放棄するわけにはいかない。 

 

米国のGM表示法、実は「非表示」法 

一方、2016年７月29日、オバマ米大統領が「米国遺伝子組み換え食品表示法」に署名し、遺伝子組み換え食品表示が法律で義務化されることになったとして、鈴木は

寝ぼけたことを言っていると指摘する人がいる。一見すると規制が強まったようにみえるが、もちろんそんなことはない。実は表示といってもＱＲコード（スマホなどで

読み取るモザイク状コード）だけで良く、その食品が遺伝子組み換え食品かどうかはいちいち読み取りで確かめなければわからない。事実上の「非表示法」だ。表示の義

務化を求める運動の力でグローバル種子企業や大手食品企業が多額のキャンペーン資金を使って各州のGM表示法の成立を阻んできた (注4) のが、ついに崩れ、2014年

4月、全米で初めてバーモント州がGM 食品の表示義務化法案（ＥＵなみの基準*）を可決し、今年の7月 1日から施行されていた。オバマが署名した連邦法はこうした

州毎の法律を無効とする内容まで盛り込まれている(http://www.zenshin.org/zh/s-kiji/)。州レベルの厳しい表示義務化の動きを潰すための法律なのである。*0.9%以上の全て。

日本は重量で上位3位、重量比5%以上の成分について5%以上の混入を表示義務。加工度の高い油・醤油、GM飼料による畜産物は除外と世界的にも緩い。 

 ＧＭ作物の種は「知的財産」として法的に保護されている。農家がＭ社のＧＭ大豆の種から大豆を収穫し、その大豆から自家採取した種を翌年播くと「特許侵害」に当

たる。Ｍ社の「私的警察」が監視しており、違反した農家は提訴されて、多額の損害賠償で破産するという事態が米国でも報告されている。また、千葉の有機栽培の菜種

http://www.zenshin.org/zh/s-kiji/
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農家の方が調べたら、道路端の菜種の中にＧＭ菜種が混じっていた。輸入した搾油用の菜種が成田空港から運ばれる途中で道に落ちて、その花粉が飛んできて汚染されて

しまったようだ。こういうときは農家がM社を訴えるべきと思われるが、世界で起こっていることは逆である。何と、M社が農家を訴える。遺伝子を組み換えたDNAに

特許を取っているので、それを農家が勝手に使用した特許侵害にあたるとして提訴するのだ。また、M社は農民が自家採取してきた在来品種を勝手に品種登録して買わな

いと特許侵害だと訴える。日本での自家採種の禁止は同じことを日本で展開する「環境整備」措置である。 

さらに、世界中の国の種会社を買収してＧＭの種しか販売しない出先機関にしていく動きもある。こうして農家が生産を続けるには、Ｍ社の種を買い続けるしかなく、

種の特許を握る企業による世界の食料生産のコントロールが強化されていく。また、地域一帯の種子を独占したあとに種子の値段を引き上げたため、インドの綿花農家に

多くの自殺者が出て社会問題化した(→ついにインドはM 社特許の無効判決)。食べるほうも作るほうも選べない状況が TPP などをテコにして拡げられようとした。世界

の食料生産・消費・環境がＧＭ種子と F1 で覆い尽くされ、バイオメジャーの思いのままにコントロールされてしまうと不安視する声が高まり，南米は「モンサント法」

(自家採種禁止)を破棄．中国とロシアがＧＭ栽培・輸入禁止に大きく舵を切りつつある(多国籍企業に国を乗っ取られる懸念)。世界の反発で日本での儲けに期待が高まる． 

 

とどめの種子法廃止 

グローバル種子企業の日本への攻勢も強まっている。グローバル種子企業の世界戦略は世界の種を握り、買わないと生産・

消費ができないようにすること。それには公共種子が一番じゃま。これをやめてもらって開発した種子はもらう。さらに、自

家採種を禁じて種を買わせる(在来の種は勝手に登録して農家を特許侵害で訴える)。F1 化、GM 化すれば、買わざるを得なく

なり、これで生産者・消費者の支配完了となる。これに完璧に対応した法廃止・改定が行われた。 

都道府県が優良品種を安く普及させるために国が予算措置をしてきた根拠法がなくなれば、予算措置が認められなくなり、

都道府県による優良品種の安価な供給ができなくなる。命の要である主要食料の、その源である種は、良いものを安く提供す

るには、民間に任せるのでなく、国が責任を持つ必要があるとの判断があったわけだから、民間に任せれば、公的に優良種子

を開発し、安価に普及してきた機能が失われる分、種子価格は高騰するというのが当然の帰結である。実際、現在、稲で民間

種子として販売されている「みつひかり」の種子価格は公的品種の 10 倍もするというデータもある(表 1)。米国でも遺伝子組

み換え種子が急速に拡大した大豆、とうもろこしの種子価格が 3～4 倍に跳ね上がったのに対して、自家採取と公共品種が主

流の小麦では、種子価格の上昇は極めて小さいことから、公的育種の重要性がわかる(図)。 

 
 

野菜の自給率、実は8%の衝撃 

日本でも民間依存で種子の9割が外国の圃場で生産(M社が受託生産)されている野菜の種子(ほぼF1)価格が相対的に高い(かつての

4～50倍)ことは露地野菜の生産コストに占める種子代の割合がコメ・麦・大豆の2倍前後も高いことからも間接的に示唆される

(表2)。自給率80%で唯一コメに次いでまだ高いと思っていた野菜も種まで遡ると自給率8%(0.8×0.1)という現実も衝撃である。 

 

 農民連ブックレット」2017年 5月(鈴木宣弘・北出俊昭・久野秀二・紙智子・真嶋良孝・湯川喜朗 著) 

これまでの種子開発成果の譲渡義務に透ける真の狙い 

みつひかり(F1)-業務用多収米 吉野家 

つくばSD1(F1, 住友化学)-業務用多収米 セブンイレブン  

とねのめぐみ(モンサント)-家庭用多収米 価格は 2倍強 

いずれも高い防虫性、農薬耐性 
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「生産資材価格の引き下げのため」と言いながら、それに逆行することは間違いなく、かつ、公的な育種の成果を民間に譲

渡することを義務付けた規定(「農業競争力強化支援法」の 8 条の 4 項)がセットされていることから、本当の目的が透けて見

える。背景には、公共種子・農民種子をグローバル企業開発の特許種子に置き換えようとする世界的な種子ビジネスの攻勢が

ある(京都大学久野秀二教授)。確かに、大豆やとうもろこしの次に、コメや小麦という主要食料の種子のGM(遺伝子組み換え)

化を準備しているグローバルGM種子企業にとって「濡れ手で粟」である。「払い下げ」で手に入れた種をベースにGM種子

にして特許化して独占し、それを買い続けない限り、コメの生産が継続できなくなり、価格もつり上げられていく。国民の命

の源を握られかねない重大な危機である。 

種子法廃止に備えた「通知」(2017 年 11 月)は、「優良な種の安価な供給には、従来通りの都道府県による体制が維持できる

ように措置すべきだ」という附帯決議に真っ向から反して、早く民間事業者が取って代われるように、移行期間においてのみ

都道府県の事業を続け、その知見も民間に提供して、スムーズな民間企業への移行をサポートしろと指示している(農水省と主要

県の担当部署が相談して事業継続のための案を作ったが、上からの命令で、「県が継続して事業を続けるのは企業に引き継ぐまでの期間」と勝手に入

れられてしまった)。つまり、至れり尽くせりで、早くグローバル種子企業がもうけられる下地を農研機構や都道府県が準備する

ことを要請しているだけだ。「附帯決議は気休めにもならない」と指摘したとおりだが、あまりに露骨に附帯決議の主旨を真っ

向から否定して、ただただ民間への円滑かつ迅速な譲渡・移行を促すだけの通知が即座に出されるとは驚きである。 

しかも，「畜安法」と同様、担当部局が頑張っても、最後は「鶴の一声」で「ジ・エンド」である。ごまかしやカムフラージ

ュの裏に透けて見える目的は共通して、相互に助け合って自分たちの生活と地域の資源とコミュニティを守ってきた人々から

収奪して「お友達」企業への便宜供与を貫徹することで、はなから「上」の腹は決まっているのである。 

新潟県、北海道を皮切りに道県が今まで通り事業を継続する条例を制定する動きは評価される(逆に、大阪、奈良、和歌山は

民間に移行)が、「8 条 4 項」を執行停止しないと流出が止められない。平昌五輪でイチゴの種苗が無断で流出していたと騒い

だのに、グローバル種子企業へ米麦の種を「流出」せよと法で義務付けるとは理解しがたい。 

 

種の自家採種の禁止～種子法廃止でM社などに種の権利を渡し，その権利を種苗法強化で守るという連携措置 

もう一つ、種苗法の改定で、今後は登録されている種の自家採種が禁止される。代々地域の農家が自家採種してきた在来種

で品種登録されていなかったら自家採取はできるが、種は自分のものではない。 

農家が自身で品種登録するのはたいへんだから、既存の登録品種との違いを主張できれば、いつの間にか、グローバル種子

企業が品種登録できてしまう。早い者勝ちだ。そうなると、自分の種だと思って自家採種したら、グローバル種子企業から特

許侵害で損害賠償請求されてしまう。これはグローバル種子企業が途上国のみならず、各国で展開してきている戦略(手口)だ。

今回の措置は、これを日本で促進するための「環境整備」である。 

 

グローバル種子企業の「新しいビジネスモデル」? 

実際、M社は2003年までの6年間、愛知県農業試験場とコメ品種「祭り晴」のGM化の共同研究を行っていたが、58万人

に及ぶ反対署名で断念した経緯がある。英国ではサッチャー政権の民営化政策の一環として、公的育種事業を担ってきた植物

育種研究所（PBI）や国立種子開発機関（NSDO）が 1987 年にU社に売却され、1998 年にM 社に再売却された。1970 年代

から民営化までの時期、PBI 育成の公共品種が小麦生産の約 80％を占めていたが、2016 年にはフランスやドイツなどの海外

企業を中心とした民間品種に完全に置き換わっている (前出久野教授)。 

なお、M社(GM種子と農薬販売)とドイツのB社(人の薬販売)の合併は、米麦もGM 化され、種の独占が進み、病気になっ

た人をB社の薬で治す需要が増えるのを見込んだ「新しいビジネスモデル」だという極端な見方さえ出てきている。 

民間活力の最大限の活用、民営化、企業参入、と言っているうちに、気が付いたら国が実質的に「乗っ取られていた」とい

う悪夢は様々な角度から進行しかねない。遺伝子組み換えに不安をもつ消費者は、生産者に働きかけ、在来の多様な種を守っ

て、生産・消費していくための消費者と生産者と道県行政による強固なネットワークを形成する必要がある。 

 

種子法関連のまとめ～グローバル種子企業への便宜供与「7連発」 

種子法廃止に関連した一連の動きは国民の命を守る安全保障の観点からは間違っているが、グローバル種子企業の世界戦略

とは極めて整合性が取れている。命の源の基礎食料(中でも特にコメ)、その源の種は、安全保障の要であるから、国として、県

として、いい種を安く供給し、生産と消費を支えるのが当然の責務としてきたのをやめて、企業に任せろ、というのが種子法

廃止である。 

グローバル種子企業の世界戦略は種を握ることである。種を制するものは世界を制する。種を独占してそれを買わないと人々

は生きていけなくすれば、巨大なビジネスとなり、人々を従属させられる。だから、公共種子の提供を後退させ、自家採種を

禁じて、自分たちのものにして、遺伝子組み換え、F1(一代雑種)化して、買わざるをえない状況を世界中に広げてきた。それを

日本でもやりたい。それに日本は応えている。公共種子事業をやめさせ(種子法廃止)、国と県がつくったコメの種の情報を企
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業に譲渡させ(農業競争力強化支援法)、自家採種は禁止する(種苗法改定)という3点セットを差し出した。一連の改定をセット

で見ると、意図がよく読み取れる。 

全農の株式会社化もグローバル種子企業と穀物メジャーの要請で農協「改革」に組み込まれた。子会社の全農グレインがNon-

GM 穀物を日本に分別して輸入しているのが目障りだが、世界一の船積み施設を米国に持っているので、買収することにした

が、親組織の全農が協同組合だと買収できないので、米国からの指令を一方的に受け入れる日米合同委員会で全農の株式会社

化が命令された。 

消費者庁は「遺伝子組み換えでない」という表示を実質できなくする「GM 非表示」化方針を出した。これも、日本の消費

者の要請に応えたかのように装いながら、グローバル種子企業からの要請そのままである。しかも、消費者庁の検討委員会に

は米国大使館員が監視に入っていたという。 

カリフォルニアではGM種子とセットのグリホサート(除草剤)で発がんしたとしてグローバル種子企業に 320 億円の賠償判

決が下り、世界的にグリホサートへの逆風が強まっている中、それに逆行して、日本は昨年12月25日、クリスマス・プレゼ

ントと称して、米国の要請に応じて、グリホサートの残留基準値を極端に緩和した。 

さらに、ゲノム編集(切り取り)では、予期せぬ遺伝子喪失・損傷・置換が世界の学会誌に報告されているのに、米国に呼応

し、GM に該当しないとして野放しにする(届け出のみでよく、最低限の選ぶ権利である表示も義務化されない可能性)方針を

打ち出した。 

以上、特定のグローバル種子企業への「便宜供与」の「7連発」 

①種子法廃止、 

②種の譲渡、 

③種の自家採種の禁止、 

④non-GM表示の実質禁止、 

⑤全農の株式会社化、 

⑥グリホサートの残留基準値の大幅緩和、 

⑦ゲノム編集を野放しにする方針、 

が進められている。 

インド、中南米、中国、ロシアなどは、国をあげてグローバル種子企業を排除し始めた。従順な日本が世界で唯一・最大の

餌食にされつつある。GM とグリホサートで病気になった日本人に M 社の合併先企業(ドイツの B 社)の人間の治療薬も売れ

て、「ダブル儲けの新ビジネスモデル」との声さえ漏れている。 

野菜の種は国内の種苗メーカーが担っているが、9 割が海外圃場で、かつ、表に名前は出てこないが、グローバル種子企業

の受託生産になっている場合が多いようだ。野菜に続き、今回のコメ・麦・大豆で日本における種の支配は次のステージに入

った。「陰謀説だ。そんなことはない、大丈夫だ」という人たちに言いたいのは、これは「世界における歴史的事実で、同じこ

とが日本で進んでいる」という明快な現実である。様々なカムフラージュでごまかそうとしても、事実は揺るがすことはでき

ない。こうした動きが日米FTAで「完結」されかねない。 

 

間違いなく病気が増え、命が縮むのが「安い」のか～手遅れになる前に気付くための生産者と消費者のネットワーク強化 

以上のように、輸入農産物が安い、安いと言っているうちに、エストロゲンなどの成長ホルモン、ラクトパミン、遺伝子組

み換え、グリホサート、イマザリルと、これだけ見てもリスク満載。これを食べ続けると間違いなく病気になって早死にしそ

うだ。これは安いのではなく、こんな高いものはない。日本で、安い所得でも奮闘して、安心・安全な農水産物を供給してく

れている生産者の皆さんを、みんなで支えていくことこそが自分たちの命を守ること、食の安さを追求することは命を削るこ

と、孫・子の世代に責任を持てるのかということだ。牛丼、豚丼、チーズが安くなって良かったと言っているうちに、気がつ

いたら乳がん、前立腺がんが何倍にも増えて、国産の安全・安心な食料を食べたいと気づいたときに自給率1割になっていた

ら、もう選ぶことさえできない。今はもう、その瀬戸際まで来ていることを認識しなければいけない。 

そして、日本の生産者は、自分達こそが国民の命を守ってきたし、これからも守るとの自覚と誇りと覚悟を持ち、そのこと

をもっと明確に伝え、消費者との双方向ネットワークを強化して、地域を喰いものにしようとする人を跳ね返し、安くても不

安な食料の侵入を排除し、自身の経営と地域の暮らしと国民の命を守らねばならない。それこそが強い農林水産業である。 

 

ガン保険企業への徹底した便宜供与 

今、かんぽ生命の過剰ノルマによる利用者無視の営業問題が騒がれている。少し前、日本郵政がA社に2,700億円を出資し、

近々、日本郵政が A 社を「吸収合併」するかのように言われているが、実質は、「母屋を乗っ取られる」危険がある。かんぽ

生命が叩かれているさなか、「かんぽの商品は営業自粛だが、（委託販売する）A社のがん保険のノルマが3倍になった」との

郵便局員からの指摘が、事態の裏面をよく物語っている。 



 - 15 - 

郵政民営化を振り返ると、郵政選挙で死者まで出る悲劇となったが、その実は、米国の金融保険業界が日本の郵貯マネーの

貯金と保険の350兆円の運用資金が「喉から手が出る」ほど欲しいから「対等な競争条件」の名目で解体せよと言われ、それ

に応えたものだった。 

そこまでしたのに、民営化したかんぽ生命を見てA社が「かんぽ生命は大きすぎるから、これとは競争したくない」と言う

ので、「TPP(環太平洋連携協定)に日本が入れてもらいたいなら、『入場料』として”かんぽ生命はガン保険に参入しない”と宣言

せよ」と米国から迫られ、所管大臣はしぶしぶと「自主的に」(＝米国の言うとおりに )発表した。 

それだけでは済まず、半年後には、全国２万の郵便局で A 社の保険販売が宣言された。要するに、「市場を全部差し出せば

許す」というのが米国の言う「対等な競争条件」の実態だ。 

郵貯マネーにめどが立ったから、次なる標的は JAマネーの貯金と共済 の155兆円の運用資金である。つまり、農協改革

の目的が「農業所得の向上」であるわけはなく、①信用・共済マネーの分離、②共販を崩して農産物をもっと買い叩く、③共

同購入を崩して生産資材価格をつり上げる、④それで JAと既存農家が潰れたらオトモダチ企業が農業参入したい。規制改革

推進会議の答申の行間はそう読める。 

「3だけ主義」の対極に位置するのが命と暮らしを核にした共助・共生システムである。逆に見れば、一部に利益が集中し

ないように相互扶助で小農・家族農業を含む農家や地域住民の利益・権利を守り、命・健康、資源・環境、暮らしを守る協同

組合組織は、「3だけ主義」には存在を否定すべき障害物である。そこで、「既得権益」「岩盤規制」と攻撃し、ドリルで壊し

てビジネスとお金を奪って、自らの既得権益にして、私腹を肥やそうとする。例えば、米国ウォール街は郵貯マネーに続き、

JAの信用・共済マネーも喉から手が出るほどほしいから農協「改革」の名目で信用・共済の分離を迫る。農産物の「買いた

たき」と資材の「つり上げ」から農家を守ってきた農協共販と共同購入もじゃまである。だから、世界的に協同組合に認めら

れている独禁法の適用除外さえ不当だと攻撃しだした。ついには、手っ取り早く独禁法の適用除外を実質的に無効化してしま

うべく、独禁法の厳格適用で農協共販つぶしを始めた。これが「対等な競争条件」要求の実態である。先方の思惑は「解体」

だから、JAが自主的に推進している「自己改革」とは「峻別」しなくてはいけない。 

また、今回の騒動で、改めて保険と共済の違いを考えさせらた。共済はまさに相互扶助の核であり、共助・共生組織として

の協同組合が頑張って、信頼を得ていることを示す重要なバロメーターである。農協・漁協・生協などの共済の普及推進でも

目標を設定して取り組んでいる。しかし、共済は、相互扶助で、農家・漁家や地域のみなさんの命と暮らしを守るために頑張

っている、という使命と誇りを常に忘れなければ、かんぽ生命で報道されているようなことにはならない。 

米国は、日本の共済に対する保険との「対等な競争条件」を求めているが、保険と共済は違うのだから、それは不当な攻撃

である。命と暮らしを守る努力を国民に理解してもらうことが不当な攻撃への最大の防御である。 

 

MTNによる地域私物化～地方創生と農業所得倍増の真実 

驚くことに、貿易自由化、セーフティネットの撤廃、関連組織の解体を進めても農業所得倍増ができると言う。要は、日本

の既存農家のほとんどが潰れても日本の農地の1％でいい、AファームとかPファームとかLファームとかOファームとかが

農業をやりたいと言っている。そういう企業が条件のいい所だけで農業をやって利益があがれば所得倍増のようなものだと。 

それでは残りの99％の農地はどうするのか、と言うと、そんな所に人が住むな、と言う。T氏はわかりやすい。K県の中山

間地に行ってこう言った。「何でこんな所に人が住むんだ。早く引っ越せ。こんな所に人が住んで無理して農業をするから、行

政もやらなければならない。これを無駄というのだ。原野に戻せ」と。地域の伝統や文化、コミュニティはどうなるのか、と

言うと、そんなものは非効率だから要らないのだと。彼らの言う「地方創生」は、早く引っ越せということである。 

軍事による安保ばかり強調して食料自給率をないがしろにする人達は安全保障の本質を理解していない。一部の企業の農業

がかりに儲かっても国民に食料を十分に供給できない。それでは、彼らがよく言う安全保障はどうなるのか。結局のところ、

それはどうでもいいということのようである。要は、「今だけ、金だけ、自分だけ」で、政権党に結びついている、ごく一部の

者だけの利益が保障されればそれでいい。周りからむしり取って、もっと儲けられるようにしてやれるかどうかが、すべてな

のだと。これぞアベノミクス、これぞTPP。根っこは同じである。しかし、ひとり生き残っても周りが成り立たなくなったら、

自分も持続できないことさえ見えていない。 

 しかも、きわめて少数の「有能」で巨万の富も得ている人たちが、さらに露骨に私腹を肥やすために政府の会議を利用して、

地域を苦しめている。代表的な方は、例えば、人材派遣業大手P社のT会長と、O社のM会長、それにSのN社長。立派な

経営者だろうが、自分があれだけ儲けてもまだ儲け足りないという。なりふり構わずどこかから取ってやろうとする。その筆

頭がこの人たちである。 

 

利益相反の権化 

 T 氏は、K 大学の名誉教授となっているけれども、一番の年収は人材派遣業の P 社の会長として１億 2,000 万円の年収があ

る。彼が政府の会議を利用してやったことが、首切り自由特区と短期雇用でグルグル雑巾のように回していく雇用改革法案の
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成立。これはTPP対応でもあったが、誰が儲かるかといえばP社。こんな露骨な利益相反は慎むべきと筆者は某紙にコメント

したが、「よく言ってくれた。勇気ある行動だ。しかし体を大事にした方がいい」という心遣いもいただいた。さらには、家事

支援外国人受入事業の特区もP社が受注、次は、農業移民特区の全国展開構想も主張するなど、留まるところを知らない。こ

れが今進んでいることである。 

 N氏は政府会議の座長の立場を利用して新しい農地集積組織(中間管理機構)をうまく使って、自社農場へ優良農地を集積し、

農業委員会組織を骨抜きにして、農業に自由に参入して、儲からなければ農地を自由に転売して儲けられるように画策した。 

M氏は郵政を民営化したら皆が幸せになれるなどと言って、座長をやりながら、実は、かんぽの宿をO社が安く買い叩こう

としたことがばれてしまった。役員報酬を1年に55億円ももらっても、こんなことしか考えられない。大店法を潰して全国の

商店街を潰したのは彼だとの批判もある。こんなことを平気でやりながら、政権の中枢と結びついて、さらに私腹を肥やすた

めに、地域の人々を苦しめている。 

 

獣医学部問題だけでない「友達ありき」の繰り返し 

最近の象徴的「事件」はH県Y市の農業特区である。突如、大企業が農地を買うことができるようになった。その企業はど

こか。O社の関連会社である。そして社外取締役に就任しているのは誰か、N氏とT氏である。また、この3人だ。あまりに

もわかりやすすぎる。2016/5/19参考人として「特区は政権と近い一部の企業の経営陣が利益を増やせるルールを広げる突破口」と筆者(注)。 

つまり、国家戦略特区は、国家「私物化」特区である。政権と近い特定の企業・事業体がまず決まっていて、その私益のた

めに規制緩和の突破口の名目でルールを破って便宜供与する手段だ。自分だけに規制緩和するからおいしい。このような構造

は、獣医学部新設問題のずっと前から、いたるところで進んでいた。 

農地利用を管理する農業委員会が任命制にされ、儲けられそうな市町村の委員には MTN がセットで入ろうと物色している

とのうわさまで流れた。漁業調整委員会が任命制にされたが、漁業権を奪いたい企業が委員になるのも見え見えだ。 

それにしても法的位置づけもない諮問機関に、利害の一致する仲間(彼らは米国の経済界とも密接につながっている)だけを

集めて、官邸(裏で操る経済産業省)とで、国の方向性が私的に決められ、誰も止められないのは異常すぎる。ごく少数の「3だ

け主義」の人たちが、露骨な利益相反を繰り返し、私腹を肥やすために、これでもか、これでもかと国民を苦しめ、地域を苦

しめている。「3だけ主義」と正反対の取組みで地域を守ってきた人々や組織がこんな国家私物化のもくろみのために潰されよ

うとしている。何と理不尽な話だろうか。潰されるわけにはいかない。実力で跳ね返すときである。 

 

(注) 2016年5月19日の内閣委員会「国家戦略特区一部改正案」の筆者の質疑(議事録)の一部(下線は筆者による)。 

○山本太郎君 

鈴木先生にも石破大臣と同じ質問をさせていただきたいと思います。今回のように、農業を国家戦略特区に含めることで、地方創生、地方に暮らす

人々の繁栄、豊かさにもつながっていくとお考えになりますでしょうか。 

○参考人（鈴木宣弘君） 

私の理解では、国家戦略特区は岩盤規制に穴を開ける突破口だというふうに定義されていると思います。端的に申し上げれば、特区は政権と近い一

部の企業の経営陣の皆さんが利益を増やせるルールを広げる突破口をつくるのが目的ですから、地方創生とは直接結び付いていないと思います。むし

ろ、地方創生には逆行します。 

なぜならば、地域の均衡ある発展のために維持してきた相互扶助的なルールは、まさに、今だけ、金だけ、自分だけの一部企業が地域で利益を得る

ためには障害となります。そこで、それらを既得権益、岩盤規制との名目で崩し、既存の人々、農家の皆さんのビジネス、お金が奪われていきかねませ

ん。既存の業者や農家の方々が多く失業し、地域コミュニティも崩れていく可能性があります。つまり、地域全体としては衰退する可能性があるということ

を考えなきゃいけないと思います。 

(中略) 日本でも、TPPに関連してあっせん利得罪の議論がありましたけれども、TPPを推進するアメリカの共和党の幹部は、巨大製薬会社から二年で

五億円もの献金を得て、TPP で新薬のデータ保護期間の延長を要求しましたように、TPP には巨大なあっせん利得罪の構造が当てはまります。結果的

に、TPPは政治と結び付く一部の企業の経営陣が利益を増やすルールを押し付け、広げていくことが大きな目的でありますから、これは国家戦略特区の

思想とも同じです。 

○国務大臣（石破茂君） 

 鈴木先生と私が農林水産大臣のときに毎日みたいにいろんな議論をさせていただき、政策づくりに当たっていろんな御示唆をいただいてまいりました。 

(略) 

○参考人（鈴木宣弘君） 

1割の農地だけが非常に大きな企業で利益を得ても、その他ほとんど9割の地域農業が衰退するようなことにもしなったら、それは日本の地域創生に

はなりませんし、安全、安心な食料を国民に提供し、国民の命を守ることもできなくなります。その点を考えた政策が必要だと思います。 

そういう意味では、私は、石破大臣が農水大臣のときにやっていただいたように、反対から賛成まで、あらゆる方々の意見をきちんと聞く農政改革会

議をつくって、そして総合的に何が必要かを決めました。今の規制改革会議は、一部の利害関係者だけで決められる構造になっております。これをまず
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改善していただきたい。 

 

日本の農産物は買い叩かれている－食料の生・処・販も「3だけ主義」から「3方よし」へ 

もう一つ認識すべきは、日本の農産物は買い叩かれているということである。食料関連産業の規模は、1980年の49.5兆円か

ら、2011 年には 76.3 兆円に拡大している。けれども農家の取り分は 13.5 兆円から 10.5 兆円に減少し、シェアは 27.3％から

13.7％に落ち込んでいる。農家の農業所得を時給に換算すると、おコメで480円、果物や野菜でも5～600円程度。このような

時給で頑張って続けて下さいと言っても、これは無理である。このことを食べる側は考えなければいけない。 

酪農における農協・メーカー・スーパー間の力関係を計算してみたら、スーパー対メーカー間の取引交渉力は7対3で、ス

ーパーが優位。酪農協対メーカーは 1対9で生産サイドが押されている。だから2008年に餌危機のとき、餌代がkgあたり20

円も上がって、生産者が何とかしてくれと言ったけれど、小売大手が駄目だと言って、酪農家がバタバタと倒れた。これは日

本が最も顕著だった。 

図 3 酪農協・メーカー・スーパー間のパワー・バランスの推定値 

 
資料: 結城知佳・佐藤赳・鈴木宣弘による。 

(注) ω=0が完全劣位。ω=1が完全優位。θ=0が完全競争。θ=1が完全協調 

他の国では小売価格も 3 カ月のうちに 30 円も上がって、皆が自分たちの大事な食料を守るシステムが動いた。このシステ

ムが働かないのが日本である。これも「今だけ、金だけ、自分だけ」の「3 だけ主義」だ。買い叩いてビジネスができればい

い、消費者も安ければいいと。こんなことをやって、生産者がやめてしまったら困るのは国民である。みなで泥舟に乗って沈

んでいくようなものだと認識して、どうやって自分たちの食料を守っていくのかを考えなくてはいけない。 

いまでも買い叩かれているのに、対等な競争条件のために、共販・共同購入への独禁法の適用除外をやめさせるべきだとい

う議論は、大手小売がさらに買い叩いてもうけるための口実で、競争条件をさらに不当にするものである。大手小売の「不当

廉売」と「優越的地位の濫用」こそ、独禁法上の問題にすべきである。 

カナダの牛乳は１リットル300円で、日本より大幅に高いが、消費者はそれに不満を持っていない。筆者の研究室の学生の

アンケート調査に、カナダの消費者から「米国産の遺伝子組み換え成長ホルモン入り牛乳は不安だから、カナダ産を支えたい」

という趣旨の回答が寄せられた。生・処・販のそれぞれの段階が十分な利益を得た上で、消費者もハッピーなら、高くても、

このほうが皆が幸せな持続的なシステムではないか。「売手よし、買手よし、世間よし」の「三方よし」が実現されている。 

(ただし、カナダがこのようなシステムを維持するには、海外からの安い牛乳・乳製品を遮断する必要があるため、TPPで断

固たる対応が必要になり、カナダはそれを押し通した。カナダはTPP参加国に対する無税の輸入枠(TRQ)を新設するが、それ

を超える輸入に対する高関税には手を付けずに維持することに成功している。EUにも同じ。新NAFTAでも同じ。) 

 

真に強い農業とは－ホンモノを提供する生産者とそれを支える消費者との絆 

真に強い農業とは何か。規模拡大してコストダウンすれば強い農業になるだろうか。規模の拡大を図り、コストダウンに努

めることは重要だが、それだけでは、日本の土地条件の制約の下では、オーストラリアや米国に一ひねりで負けてしまう。同

じ土俵では勝負にならない。少々高いけれども、徹底的に物が違うからあなたの物しか食べたくない、という人がいてくれる

ことが重要だ。そういうホンモノを提供する生産者とそれを理解する消費者との絆、ネットワークこそが強い農業ではないか。 

結局、安さを求めて、国内農家の時給が 1,000 円に満たないような「しわ寄せ」を続け、海外から安いものが入ればいい、

という方向を進めることで、国内生産が縮小することは、ごく一部の企業が儲かる農業を実現したとしても、国民全体の命や

健康、そして環境のリスクは増大してしまう。自分の生活を守るためには、国家安全保障も含めた多面的機能の価値も付加し

た価格が正当な価格であると消費者が考えるかどうかである。 

スイスの卵は国産１個 60～80 円もする。輸入品の何倍もしても、それでも国産の卵のほうが売れていた(筆者も見てきた)。
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小学生くらいの女の子が買っていたので、聞いた人(元NHKの倉石久壽氏)がいた。その子は「これを買うことで生産者の皆さ

んの生活も支えられ、そのおかげで私たちの生活も成り立つのだから、当たり前でしょう」と、いとも簡単に答えたという。

キーワードは、ナチュラル、オーガニック、アニマル・ウェルフェア（動物福祉）、バイオダイバーシティ（生物多様性）、そ

して美しい景観である。 

スイスで１個 80 円もする国産の卵のほうが売れている原動力は、消費者サイドが食品流通の 5 割以上のシェアを持つ生協

に結集して、農協なども通じて生産者サイドに働きかけ、ホンモノの基準を設定・認証して、健康、環境、動物愛護、生物多

様性、景観に配慮した生産を促進し、その代わり、できた農産物に込められた多様な価値を価格に反映して消費者が支えてい

くという強固なネットワークを形成できていることにある。 

そして、価格に反映しきれない部分は、全体で集めた税金から対価を補填する。これは保護ではなく、様々な安全保障を担

っていることへの正当な対価である。それが農業政策である。農家にも最大限の努力はしてもらうのは当然だが、それを正当

な価格形成と追加的な補填(直接支払い)で、全体として、作る人、加工する人、流通する人、消費する人、すべてが持続できる

社会システムを構築する必要がある。 

イタリアの水田の話が象徴的である。水田にはオタマジャクシが棲める生物多様性、ダムの代わりに貯水できる洪水防止機

能、水をろ過してくれる機能、こうした機能に国民はお世話になっているが、それをコメの値段に反映しているか。十分反映

できていないのなら、ただ乗りしてはいけない。自分たちがお金を集めて別途払おうじゃないか、という感覚が税金からの直

接支払いの根拠になっている。 

根拠をしっかりと積み上げ、予算化し、国民の理解を得ている。筆者らが2008年9月訪れたスイスの山間部の農家では、標

高が高く最も傾斜の大きい地域(ゾーン 3)の酪農やイチゴの 50ha 規模の経営では、約 1,500 万円の直接支払いを支給されてい

た。内訳は、一般支払い(支持価格低下分の補償)1,050万円、環境支払い(豚の食事場所と寝床を区分し、外にも自由に出て行け

るように飼うと)230万円、生物多様性維持への特別支払い(草刈りをし、木を切り、雑木林化を防ぐことでより多くの生物種を

維持する作業)17 0 万円となっていた。それよりは標高が低く傾斜も緩いゾーン 1 の酪農・養豚に民宿も行っている 58ha 規模

の経営では、約 750万円の直接支払い(一般支払い577万円、環境支払い154万円、生物多様性への特別支払い16万円)を支給

されていた。個別具体的に、農業の果たす多面的機能の項目ごとに支払われる直接支払額が決められているから、消費者も自

分たちの応分の対価の支払いが納得でき、直接支払いもバラマキとは言われないし、農家もしっかりそれを認識し、誇りをも

って生産に臨める。このようなシステムは日本にない。 

さらに、米国では、農家にとって必要な最低限の所得・価格は必ず確保されるように、その水準を明示して、下回ったら政

策を発動するから安心してつくって下さい、というシステムを完備している。これが食料を守るということだ。農業政策を意

図的に農家保護政策に矮小化して批判するのは間違っている。農業政策は国民の命を守る真の安全保障政策である。こうした

本質的議論なくして食と農と地域の持続的発展はない。 

カナダ政府が 30 年も前からよく主張している理屈でなるほどと思ったことがある。それは、農家への直接支払いというの

は生産者のための補助金ではなく、消費者補助金なのだというのだ。なぜかというと、農産物が製造業のようにコスト見合い

で価格を決めると、人の命にかかわる必需財が高くて買えない人が出るのは避けなくてはならないから、それなりに安く提供

してもらうために補助金が必要になる。これは消費者を助けるための補助金を生産者に払っているわけだから、消費者はちゃ

んと理解して払わなければいけないのだという論理である。この点からも、生産サイドと消費サイドが支え合っている構図が

見えてくる。 

 

「総仕上げ」をさせてはいけない 

公益的なもの、共助・共生の精神に基づくものとして維持されてきた事業をオトモダチ企業の儲けの道具に差し出させるの

が、規制改革や自由貿易の本質である。国民の命に直結するライフラインが狙われている。水道事業も民営化され、医療への

攻撃、共済事業への攻撃も日米FTAで本格化するだろう。日米FTAでは、米国の農業、自動車産業、製薬・医療産業、金融保

険業界、グローバル種子企業などの利益のために、どれだけ国民の命と暮らしが蝕まれるかを深刻に受け止めないといけない。 

国内では、農業については、家族経営の崩壊、農協解体に向けた措置(全農共販・共同購入の無効化、独禁法の適用除外の実

質無効化、生乳共販の弱体化、信用・共済の分離への布石)、外資を含む一部企業への便宜供与(全農の株式会社化→買収、特定

企業の農地取得を可能にした国家「私物化」特区、種子法の廃止、農業「移民」特区の展開)、そして、それらにより国民の命

と暮らしのリスクが高まる事態が「着実に」進行している。そして、ここに来て、農協・漁協に対する大手流通業者の取引交

渉力を強め、農林水産物の一層の買いたたきを促進する卸売市場の民営化、民有・国有林の「盗伐」合法化(特定企業への露骨

な便宜供与＝皆伐でハゲ山にしても植林義務なく、税金で再造林)、さらには、漁業についても、これまで各漁場で代々生業を

営む漁家の集合体としての漁協に優先的に免許されてきた漁業権を、漁協(漁家)への優先権を剥奪し、知事判断で企業に付け

替える(「公共目的・補償あり」の強制収用より悪い=「私的利益・補償なし」で生存権・財産権没収)が決まった。山も海も資

源管理のコストは負担せずに、儲けだけ自分のものにして、周りや国民にツケを回す。水道(コンセッション方式)も同じだ。 



 - 19 - 

「攻めの農業」、企業参入が活路、というが、既存事業者＝「非効率」としてオトモダチ企業に明け渡す手口は、農、林、漁

ともにパターン化している。H県Y市の国家戦略特区で農地を買えるようになった企業はどこか。その社外取締役は国家戦略

特区の委員で、自分で決めて、自分の企業が受注、を繰り返している。国家「私物化」特区だ。森林の新しい法律は、H県Y

市と同じ企業とがバイオマス発電で「意欲のない」人の山を勝手に切って燃やしてもうけるのを、森林環境税までつぎ込んで

手助けする。漁業権の開放は、日本沿岸の先祖代々、生業を営んできた「水域を有効に活用していない」既存の漁業者の生存

権を剥奪して大規模養殖をやりたい企業に漁業権を付け替える法改定。端的に言うと、長年、前浜で生業として維持されてき

た鈴木さんちのノリ漁場は条件が良いから、そこでノリでなくてオトモダチ企業がマグロ養殖をしたら何 10 倍も儲かる。そ

れが漁業の成長産業化に合致する効率化だ。だから、鈴木さんに優先的使用権があるのはおかしい、企業にタダで明け渡して、

出ていけ、という論理になってしまう。H県Y市の農地買収し、盗伐でバイオマス発電する同じ企業が洋上風力発電にも参入

する。しかも、気づいたら、予期せぬ海外のオトモダチに日本沿岸の制海権を握られ、山も実質的に奪われ、民間活力だ、成

長産業化だと言っているうちに、いつの間にか、外国に日本が乗っ取られる。 

「攻めの農業・林業・漁業」の本質は、既存の農林漁家を農地・山・海から引き剥がし、ビジネスとお金を奪い、特定のオト

モダチ企業が儲けの道具にするだけだから、かりに、少数の「今だけ、金だけ、自分だけ」の企業が短期的に利益を増やして

も、地域も、国民も疲弊し、社会は持続できなくなる。こんなことが長続きするわけはないが、取り返しのつかないレベルに

なってしまってからでは手遅れになる。「今だけ、金だけ、自分だけ」の正反対の取組みで地域を守ってきた我々が、ここで負

けるわけにはいかない。 

 

(注) 儲けるだけ儲けて「食い逃げ」できるコンセッション方式 

 所有権を国や自治体に残したまま、民間企業が儲けられるだけ儲けて「食い逃げ」して、後始末は、住民や国民に押し付けることまのできるコン

セッション方式は、水道事業の民営化にも使われた同様の手口である。水道事業の民営化にも、委託される予定のオトモダチ企業が派遣職員として

役所に入って自身への委託の検討をしていたという、あからさまな利益相反である。海も、企業が権利を奪って儲けるだけ儲けて、海は汚し、水産

資源管理はしないのだから、ツケは国民に押し付けることになり、同じ構造である。 

コンセッション方式は、施設・資源の管理は国や自治体、つまり国民に最終責任を持たせ、利益を出せる運営権を民間企業に持たせるという手法

だから、利益を出せる時には営業を続け、利益を出せなくなれば投げ出すということになる。事故や災害でインフラに故障や支障が生じたら、その

復旧は管理者が国や自治体なので、運営で得られた民間企業の利益からではなく、国民の血税で復旧する。利益が出なくなって民間会社が撤退した

後は、これもまた国や自治体が引き取るということになる。つまり、特定企業はリスクは取らずに利益だけ得る、尻ぬぐいは住民、国民、税金にな

るという構図である。 

誰が決めたか～司令塔は未来投資会議、実行部隊が規制改革推進会議 

未来投資会議の議事録。2018年5月17日（木）15:10～16:00 

（竹中議員）林業については、齋藤大臣を中心に、農水省、林野庁は大変頑張ってくださっている。多くの改革分野で、さまざまな傾向が出ている

中、そして、困難が増している中で、林業は成長産業の新たな光だと言っていいと思う。今の政策をぜひ進めていただいて、本日も御議論をしていた

だきたいと思う。加えて、今後、国有林などの分野で、いわゆるコンセッションのような考え方を導入して、大胆に改革の仕組みをつくることが不可

欠ではないかと思う。私が会長をしている推進会合での取りまとめを、本日の資料９の１枚紙で提出しているので、お目通しをいただきたいと思う。

ぜひとも長期・大ロットで、国有林などの伐採が可能となるような、法的措置がとられることをお願いしたいと思う。 

 

自由化は農家の問題でなく国民の命と健康の問題 

農産物貿易自由化は農家が困るだけで、消費者にはメリットだ、というのは大間違いである。いつでも安全・安心な国産の

食料が手に入らなくなることの危険を考えたら、自由化は、農家の問題ではなく、国民の命と健康の問題なのである。 

つまり、輸入農水産物が安い、安いと言っているうちに、エストロゲンなどの成長ホルモン、成長促進剤のラクトパミン、

遺伝子組み換え、除草剤の残留、イマザリルなどの防カビ剤と、これだけでもリスク満載。これを食べ続けると病気の確率が

上昇するなら、これは安いのではなく、こんな高いものはない。 

日本で、十分とは言えない所得でも奮闘して、安心・安全な農水産物を供給してくれている生産者をみんなで支えていくこ

とこそが、実は、長期的には最も安いのだということ、食に目先の安さを追求することは命を削ること、子や孫の世代に責任

を持てるのかということだ。 

福岡県の郊外のある駅前のフランス料理店で食事したときに、そのお店のフランス人の奥様が話してくれた内容が心に残っ

ている。「私達はお客さんの健康に責任があるから、顔の見える関係の地元で旬にとれた食材だけを大切に料理して提供してい

る。そうすれば安全で美味しいものが間違いなくお出しできる。輸入物は安いけれど不安だ。」と切々と語っていた。 

牛丼、豚丼、チーズが安くなって良かったと言っているうちに、気がついたら乳がん、前立腺がんが何倍にも増えて、国産

の安全・安心な食料を食べたいと気づいたときに自給率が 1割になっていたら、もう選ぶことさえできない。今はもう、その

瀬戸際まで来ていることを認識しなければいけない。 
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農業政策を「農業保護はやめろ」という議論に矮小化して批判してはいけない。農林水産業を支えることは国民の命を守る

ことだ。しかも、日本農業は世界的にも最も保護されていない。 

ウソ① 世界で最も高関税で守られた閉鎖市場→OECD データによれば、日本の農産物関税率は 11.7%で多くの農産物輸出

国の1/2～1/4である。こんにゃくが1,700%ばかり強調して高いというのは間違い。野菜の関税率は3%程度がほとんどで、極

めて低い関税の農産物が9割も占めるのは日本だけだ。自給率37%が閉鎖市場??? 

図 1 主要国の農産物平均関税率－「こんにゃく 1700%」ばかり言って我が国の農産物関税が高いというのは誤り 

 
出所: OECD「Post-Uruguay Round Tariff Regimes」(1999)  

  注: WTOのドーハ・ラウンドが頓挫しているため、WTO協定上は1999年に妥結したウルグアイ・ラウンドで合意された関税率が現在まで適用さ

れているので、これが最新である。単純平均で、輸入実績のない品目は算入されていない。 

 

ウソ② 政府が価格を決めて農産物を買い取る遅れた農業保護国→価格支持政策をほぼ廃止した WTO 加盟国一の哀れな

「優等生」が日本で、他国は現場に必要なものは、したたかに死守する。WTO通報額でも、日本 6千億円、米国 2兆円、EU

は4兆円と、日本が突出して少ない。 

表 1 日米欧の国内価格支持政策(WTO上の削減対象の農業保護額)の比較  資料: 農林水産省ホームページ 

 

ウソ③ 農業所得が補助金漬け→日本の農

家の所得のうち補助金の占める割合は 3 割程

度なのに対して、EU の農業所得に占める補助

金の割合は英仏が 90％以上、スイスではほぼ

100%と、日本は先進国で最も低い。「所得のほとんどが税金でまかなわれているのが産業といえるか」と思われるかもしれな

いが、命を守り、環境を守り、国土・国境を守っている産業を国民みんなで支えるのは欧米では当たり前なのである。それが

当たり前でないのが日本である。 

表 2 農業所得に占める補助金の割合 (A)と農業生産額に対する農業予算比率 (B)  

資料:鈴木宣弘、磯田宏、飯國芳明、石井圭一による。日本の漁業のAは14.9%(2015

年)。農業粗収益－支払経費＋補助金＝所得」と定義するので、例えば、「販売 100－経

費110＋補助金20＝所得10」となる場合、補助金÷所得＝20÷10＝200% となる。 

 

農を守らない日本 

日本農業が過保護だから自給率が下がった、耕作放棄が増えた、

高齢化が進んだ、というのは間違いである。過保護なら、もっと

所得が増えて生産が増えているはずだ。逆に、米国は競争力があ

るから輸出国になっているのではない。コストは高くても、自給

は当たり前、いかに増産して世界をコントロールするか、という徹底した食料戦略で輸出国になっている。つまり、一般に言

われている「日本＝過保護で衰退、欧米＝競争で発展」というのは、むしろ逆である。 

だから、日本の農業が過保護だからTPPなどのショック療法で競争にさらせば強くなって輸出産業になるというのは、前提

条件が間違っているから、そんなことをしたら、最後の砦まで失って、息の根を止められてしまいかねない。早くに関税撤廃

したトウモロコシ、大豆の自給率が、0%、7%であることを直視する必要がある。 

 

食料自給率を死語にしてはならない 
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 価格支持的な国内保護総額 農業生産額に対する割合 

日本 6,418億円 7% 

米国 1    17,516億円 7% 

EU 40,428億円 12% 

  A B 
 2006年 2012年 2013年 2012年 

日本 15.6 38.2 30.2(2016) 38.2 

米国 26.4 42.5 35.2 75.4 

スイス 94.5 112.5 104.8 － 

フランス 90.2 65.0 94.7 44.4 

ドイツ － 72.9 69.7 60.6 

英国 95.2 81.9 90.5 63.2 
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我が国では、国家安全保障の要(かなめ)としての食料の位置づけが甘い。一応、実現目標として掲げられたカロリーベースで

45%という数字はあるが、いまや 37%まで下がり、そこから上がる見込みも、上げる努力の気配も感じられず、食料自給率と

言う言葉さえ、死語になったかのように使われなくなってきていることは、世界の流れに完全に逆行している。 

 我々は原発でも思い知らされた。目先のコストの安さに目を奪われて、いざという時の準備をしていなかったら、取り返し

のつかないコストになる。食料がまさにそうである。普段のコストが少々高くても、オーストラリアや米国から輸入したほう

が安いからといって国内生産をやめてしまったら、2008年の食料危機のときのように、お金があれば買えるのではなくて、輸

出規制で、お金を出しても売ってくれなくなったら、ハイチやフィリピンでコメが食べられなくなって暴動が起きて死者が出

たように、日本国民も飢えてしまう。 

だから、そういう時に備えるためには、普段のコストが少々高くてもちゃんと自分の所で頑張っている人たちを支えていく

ことこそが、実は長期的にはコストが安いということを強く再認識すべきである。なのに、食料「自給力」があればよいと言

うので、その内容を見ると「いざというときには校庭にイモを植えて数年凌げる」という類の対策だから驚きだ。 

米国の言いなりに武器を買い増すのが安全保障ではない。武器による安全保障ばかり言って、食料の安全保障の視点が抜け

ているのは、安全保障の本質を理解していない。食料・農林水産業政策は、国民の命、環境・資源、地域、国土・国境を守る

最大の安全保障政策だ。高村光太郎は「食うものだけは自給したい。個人でも、国家でも、これなくして真の独立はない」と

言ったが、「食を握られることは国民の命を握られ、国の独立を失うこと」だと肝に銘じて、国家安全保障確立戦略の中心を担

う農林水産業政策を再構築すべきである。国民が求めているのは、日米のオトモダチのために際限なく国益を差し出すことで

はなく、自分たちの命、環境、地域、国土を守る安全な食料を確保するために、国民それぞれが、どう応分の負担をして支え

ていくか、というビジョンとそのための包括的な政策体系の構築である。 

 

武器としての食料 

 国民の命を守り、国土を守るには、どんなときにも安全・安心な食料を安定的に国民に供給できること、それを支える自国

の農林水産業が持続できることが不可欠であり、まさに、「農は国の本なり」、国家安全保障の要(かなめ)である。そのために、

国民全体で農林水産業を支え、食料自給率を高く維持するのは、世界の常識である。食料自給は独立国家の最低条件である。 

例えば、米国では、食料は「武器」と認識されている。米国は多い年には穀物3品目だけで1兆円に及ぶ実質的輸出補助金

を使って輸出振興しているが、食料自給率100%は当たり前、いかにそれ以上増産して、日本人を筆頭に世界の人々の「胃袋を

つかんで」牛耳るか、そのための戦略的支援にお金をふんだんにかけても、軍事的武器より安上がりだ、まさに「食料を握る

ことが日本を支配する安上がりな手段」だという認識である。 

ただでさえ、米国やオセアニアのような新大陸と我が国の間には、土地などの資源賦存条件の圧倒的な格差が、土地利用型

の基礎食料生産のコストに、努力では埋められない格差をもたらしているのに、米国は、輸出補助金ゼロの日本に対して、穀

物3品目だけで1兆円規模の輸出補助金を使って攻めてくるのである。 

ブッシュ元大統領は、食料・農業関係者には必ずお礼を言っていた。「食料自給はナショナル・セキュリティの問題だ。皆さ

んのおかげでそれが常に保たれている米国はなんとありがたいことか。それにひきかえ、（どこの国のことかわかると思うけれ

ども）食料自給できない国を想像できるか。それは国際的圧力と危険にさらされている国だ。（そのようにしたのも我々だが、

もっともっと徹底しよう。）」と。また、1973年、バッツ農務長官は「日本を脅迫するのなら、食料輸出を止めればよい」と豪

語した。さらには、農業が盛んな米国ウィスコンシン大学の教授は、農家の子弟が多い講義で「食料は武器であって、日本が

標的だ。直接食べる食料だけじゃなくて、日本の畜産のエサ穀物を米国が全部供給すれば日本を完全にコントロールできる。

これがうまくいけば、これを世界に広げていくのが米国の食料戦略なのだから、みなさんはそのために頑張るのですよ」とい

う趣旨の発言をしていたという。戦後一貫して、この米国の国家戦略によって我々の食は米国にじわじわと握られていき、い

まTPP(環太平洋連携協定)合意を上回る日米の2国間協定などで、その最終仕上げの局面を迎えている。 

故宇沢弘文教授は、友人から聞いた話として、米国の日本占領政策の2本柱は、①米国車を買わせる、②日本農業を米国農

業と競争不能にして余剰農産物を買わせる、ことだったと述懐している。トランプ大統領は、①最低輸入義務台数を20万台と

して米国車を買え、②コメの最低輸入義務数量を7万トン(TPPで追加した米国枠)を15万トンに増やせ、と要求している。占

領政策はいまも同じように続いているのである。 

 

自分たちの力で自分たちの命と暮らしを守るネットワークづくり 

国の政策を改善する努力は不可欠だが、それ以上に重要なことは、自分たちの力で自分たちの命と暮らしを守る強固なネッ

トワークをつくることである。農家は、協同組合や共助組織に結集し、自分達こそが国民の命を守ってきたし、これからも守

るとの自覚と誇りと覚悟を持ち、そのことをもっと明確に伝え、消費者との双方向ネットワークを強化して、安くても不安な

食料の侵入を排除し、「3 だけ主義」の地域への侵入を食い止め、自身の経営と地域の暮らしと国民の命を守らねばならない。

消費者は、それに応えてほしい。それこそが強い農林水産業である。それを支えるのが自治体の政治・行政の使命である。 
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世界で最も有機農業が盛んなオーストリアの Penker 教授の「生産者と消費者は CSA(産消提携)では同じ意思決定主体ゆえ、

分けて考える必要はない」という言葉には重みがある。農協と生協の協業化や合併も選択肢になりうる。究極的には JAが正・

准組合員の区別を超えて、実態的に、地域を支える人々全体の協同組合に近づいていくことが一つの方向性として考えられる。 

国産牛乳供給が滞りかねない危機に直面して、乳業メーカーも動いた。J-milkを通じて各社が共同拠出して産業全体の長期

的持続のために個別の利益を排除して酪農生産基盤確保の支援事業を開始した。JA 組織も系統の独自資金による農業経営の

セーフティネット政策を国に代わって本格的に導入すべきである。先日、農機メーカーの若い営業マンの皆さんが「自分たち

の日々の営みが日本農業を支え国民の命を守っていることが共感できた」と講演後の筆者の周りに集まってくれた。本来、生

産者と関連産業と消費者は「運命共同体」である。 

いま頑張っている日本の農林漁家は、国民の食を守って奮闘してきた「精鋭部隊」として、ここで負けるわけにはいかない

し、負けることはない。人に優しく、環境に優しく、生き物に優しい経営の価値を消費者が共感し、そこから生み出されるホ

ンモノに高い値段を払おうとするような消費者との強い絆が形成される結果、規模が小さくても高収益を実現できる。新大陸

型農業に規模拡大だけで闘ったらひとたまりもない。規模の大小は「優劣」ではなく「経営スタイルや経営思想が違う」ので

あり、様々な経営がその特色を生かし持続しうるし、現に持続していることを忘れてはならない。 

兼業農家の果たす役割にも注目すべきである。兼業農家の現在の主たる担い手が高齢化していても、兼業に出ていた次の世

代の方が定年帰農し、また、その次の世代が主として農外の仕事に就いて、という循環で、若手ではなくとも稲作の担い手が

確保されるなら、「家」総体としては合理的で安定的で、一種の「強い」ビジネスモデルである。こうした循環を「定年帰農奨

励金」でサポートすることも検討されてよい。 

「大規模化して、企業がやれば、強い農業になる」という議論には、そこに人々が住んでいて、暮らしがあり、生業があり、

コミュニティがあるという視点が欠落している。そもそも、個別経営も集落営農型のシステムも、自己の目先の利益だけを考

えているものは成功していない。成功している方は、地域全体の将来とそこに暮らすみんなの発展を考えて経営している。だ

からこそ、信頼が生まれて農地が集まり、地域の人々が役割分担して、水管理や畦の草刈りなども可能になる。そうして、経

営も地域全体も共に元気に維持される。20～30ha規模の経営というのは、そういう地域での支え合いで成り立つのであり、ガ

ラガラポンして1社の企業経営がやればよいという考え方とは決定的に違う。それではうまく行かないし、地域コミュニティ

は成立しない。混同してはいけない。 

農業が地域コミュニティの基盤を形成していることを実感し、食料が身近で手に入る価値を共有し、地域住民と農家が支え

合うことで自分たちの食の未来を切り開こうという自発的な地域プロジェクトが芽生えつつある。「身近に農があることは、ど

んな保険にも勝る安心」(結城登美雄氏)、地域の農地が荒れ、美しい農村景観が失われれば、観光産業も成り立たなくなるし、

商店街も寂れ、地域全体が衰退していく。これを食い止めるため、地域の旅館等が中心になり、農家の手取りが、米一俵18,000

円確保できるように購入し、おにぎりをつくったり、加工したり、工夫して販路を開拓している地域もある。環境に優しい農

法のおコメを2万円以上で買い取っている生協もある。 

共助組織と自治体の政治・行政が核となって、各地の生産者、労働者、医療関係者、大学関係者、関連産業、消費者を一体

的に結集して、地域を喰いものにしようとする人たちを跳ね返す、「食と暮らしを守る市民ネットワーク」(筆者が立ち上げに

かかわった福岡や千葉も動き出している)を強化し、徹底的に支え合えば、未来は開ける。改悪された国の法律に対しては、そ

れを覆す県や市町村の条例の制定で現場の人々を守ることができる。 

 

協同組合の真の使命～生産者も消費者も守る 

農協や漁協は「生産者価格を高めるが消費者が高く買わされる」、生協の産直やフェア・トレードは「消費者に高く買っても

らう」と考えられがちだが、これは間違いである。 

コーヒーの国際取引でグローバル企業のネスレなどの行動で問題にされるのは農家から買いたたいて消費者に高く売って

「不当な」マージンを得ていることである。国内取引でも同じで、流通・小売業界の取引交渉力が強いことによって、中間の

マージンが大きくなっていることが問題なのである。ということは、農協・漁協の共販によって流通業者の市場支配力が抑制

されると、あるいは、既存の流通が生協による共同購入に取って代わることによって、流通・小売マージンが縮小できれば、

農家は今より高く売れ、消費者は今より安く買うことができる。こうして、流通・小売に偏ったパワー・バランスを是正し、

利益の分配を適正化し、生産者・消費者の双方の利益を守る役割こそが協同組合の使命である。 

「公」(公的政策)、「共」(相互扶助組織)をなくして「私」(私益追及=「今だけ、金だけ、自分だけ」)のみにすれば経済厚生

は最大化されるというのが市場原理主義だが、現実は、市場支配力を持った特定企業が、労働や原材料を「買いたたき」、製品

価格の「つり上げ」で市場を歪めて儲け、その資金力で政治と結びつき、さらに自己利益拡大に有利なルール変更(レント・シ

ーキング)を画策するため、「公」が「私」に私物化されて、さらなる富の集中、格差が増幅される。 
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こうした「公」を取り込んだ「私」の暴走を抑制するのが「共」の役割である。共同体的な自主的ルールは、利益の適正な

分配に加え、資源、環境、安全性、コミュニティなどの持続を低コストで達成できることが、ノーベル賞を受賞したオストロ

ム論文などで示されている。 

つまり、もう 1つ重要なのは、農地や山や海はコモンズ(共用資源)であり、「コモンズの悲劇」(個々が目先の自己利益の最

大化を目指して行動すると資源が枯渇して共倒れする)が示すとおり、コモンズは自発的な共同管理で「悲劇」を回避してきた

ということだ。だから、農林水産業において協同組合による共同管理を否定するのは根本的な間違いである。 

「私」の暴走にとって障害となる「共」を弱体化しようとする動きに負けず、共助組織の役割をもっと強化しなくてはなら

ない。協同組合は、生産者にも消費者にも貢献し、流通・小売には適正なマージンを確保し、社会全体がバランスの取れた形

で持続できるようにする役割を果たしていることを、そして、命、資源、環境、安全性、コミュニティなどを守る最も有効な

システムとして社会に不可欠であることを、国民にしっかり理解してもらうために、実際にその役割を全うすべく、邁進すべ

きである。 

市場原理主義による小農・家族農家を基礎にした地域社会と資源・環境の破壊を食い止め、地域の食と暮らしを守る最後の

砦は共助組織、協同組合だ。覚悟をもって自らが地域の農業にも参画し、地域住民の生活を支える事業も強化していかないと

地域社会を維持することはいよいよ難しくなってきている。協同組合や自治体の政治・行政には大きな責任と期待がかかって

いる。忘れてならないのは、目先の組織防衛は、現場の信頼を失い、かえって組織の存続を危うくするということである。組

織のリーダーは、「我が身を犠牲にしても現場を守る」覚悟こそが、現場を守り、組織を守り、自身も守り、自身の生きた証を

刻むことに気づくときである。 

 

資料 ACFTAの経緯 (JETRO資料) 

ASEANと中国の包括的経済協力枠組み協定＝The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian 

Nations and the People’s Republic of China アセアン諸国連合（10カ国）と中国の自由貿易地域を目指した協定で、物品貿易協定、サービス貿易協定、

投資協定の3つの主協定から構成 2002年11月 ASEAN-中国包括的枠組み協定に署名 

2004年 1月 特定農産品8品目（HS2桁）を対象にEarly Harvest実施 

（タイは2003年10月、フィリピンは2006年1月実施） 

2004年11月 物品貿易協定に署名 

2005年 7月 物品貿易協定が発効、関税引き下げ開始 

2007年 1月 サービス貿易協定署名 

2007年 7月 サービス貿易協定発効 

2009年 8月 投資協定署名 

2009年12月 知的財産に関する覚書署名 

2010年 1月 投資協定発効、ASEAN先行6カ国と中国のNormal Track品 

目の関税撤廃（CLMVは2015年に関税撤廃） 

2010年10月 第2議定書署名 

2011年 1月 第2議定書発効（三国間貿易、移動証明書発行可能） 

2012年11月 第3議定書発効 

 

＜略歴＞ 鈴木宣弘 (すずき・のぶひろ) 1958年三重県生まれ。1982年東京大学農学部卒業。農林水産省、九州大学教授を経

て、2006年より東京大学教授。98～2010年(夏季) コーネル大学客員教授。専門は農業経済学。日韓、日チリ、日モンゴル、日

中韓、日コロンビアFTA産官学共同研究会委員、食料・農業・農村政策審議会委員(会長代理、企画部会長、畜産部会長、農業

共済部会長)、財務省関税・外国為替等審議会委員、経済産業省産業構造審議会委員、JC総研所長を歴任。国際学会誌Agribusiness 

編集委員長も兼務。『食の戦争』(文藝春秋、2013年) 、『悪夢の食卓』(角川書店、2016年)、『牛乳が食卓から消える? 酪農危機

をチャンスに変える』(筑波書房、2016年)、『亡国の漁業権開放』(筑波書房、2017年)等、著書多数。 


