
設立に反対の立場を明らかにしてきた米国に追随した る。中闘は米国外では一番米国債を保有していた。し

からだ。 かし、近年は戦略的に保有残高を減少させ、現在、日

米国が参加しないよう促した米国の同盟国の菜園、

韓国や豪州もこぞって参加。フランス、ドイツ、イタリア、

スウエF デンなどヨーロツパ主要因は全て参加表明、中

国と南シナ海の島々の領有権紛争を抱えるベトナムや

フィリピンも、またロシア、ブラジルも参加申請した。

参加しないと表明したのは米国と日本だけ。結果、米

国と日本は取り残された感がある。中国の求心力と米

国離れが加速している。米国中心の時代は終わろうと

しているのに日本政府はいまもって米国の意向に付き

従うだけでよしとする思考停止状態でいる。

急成長するアジアが必要とする巨額のインフラ投資

について、米国主導の国際通貨基金(lMF)や世界銀

行、日米主導{歴代総裁は日本人)のアジア開発銀行

という既存の国際金融機構ではその意向が強く反映さ

れて、緊縮財政を強いたり、またリスクの少ない短期融

資に煽り、アジア諸国が必要としている長期のインフラ

投資には消極的だ。AIIBはアジアのインフラ建設に求

められている長期資金合供給する。

もうひとつ、加14年7月広BRICSの5ヵ国{ブラジル、

ロシア、インド、中国、南アフリカ)が運営する新開発銀

行(N阿 Developmentsank BRI印)が設立されてい

る。

アジアインフラ投資銀行と新開発銀行はともに米国を

中心とした西側諸国主導の国際金融機時<.-AlJ:米ド

ル、ユーロ、ポンド、円)に替わる国際金融秩序が必要と

いう非欧米諸国の要求から生まれた。中国が構築しつ

つある新しい国際秩序はドル基軸通貨時代の終わりの

始まりを印象付けるa人民元がカを持つ時代に入った。

安倍政権は米国追随一本やりで国益を失わせてい

本が中国を抜いて1位になった。中国が売却Lた分を

日本が買って埋めているらしい。しかしいっぱい保有す

る米国債を日本政府は(米国の意向で)売却できない

でいる。つまり米国債を買ってはそのお金を米国に貢い

でいるってことだ。こんな不条理がまかり通るのがおかし

い。この屈辱的米国債保有について、国民へ説明責任

を果たしてもらいたい。過去に売却をロにした政治家は

いたけれど、政権を失うなど憂き目に遭わされている。

それでも身を捨てて国益を守ろうとする政治家はいな

いのだろうか。

安倍政権は、中国脅威論を煽り軍事大国化に選進し

ているが、国家として大切なことは互恵的な経済関係を

広く築くことであり、それが外交の破たん=戦争を引き

起こさない道だ。米国のかさを着て夜郎自大になって

中国敵視を露骨にする謝僚たち。「地球儀術臓の外

交jと言って飛びまわっては原発輸出や武器ビジネスを

展開するのでは、日本の品位を落としまくって軽蔑され

るだけだ。国際社会での「孤立」は戦争の悪夢を呼び

寄せる。米国の腰ぎんちゃくを離fl，..中国・ロシア・韓国

を含め近隣諸国との融和を旨とし、孤立の道を歩んで

はいけない。(安田)

TPPの象徴、 1808条壊の存在

3月25日、 WikiLeaksはTPP協定の秘密交渉文書

から53ペ戸ジに及ぶ投資に関する章の草案全文をト

クした。これは 2013年 11月に知的所有権の輩、 2014

年1月に環境の章のリ円クに次ぐものだ。
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投資に関する章はISDSと呼ばれる企業・国家紛争処

理規定を扱い、 TPP交渉の意図を如実t己表す象徴的

なハイライトの章である。これをみれば、 TPPは多国籍

企業(強欲資本)に国家を超える力を与え、民主主義

や国家主権をなぎ倒し、食料主権{農業・食料安全保 にある投資紛争処理センタ一等を指す)に直接訴える

障や食の安全)、国民皆保険制度なども危うくすること ことが出来る権限を与えている。

がわかる.TPPは離脱すべきなのだ。

3月18日、米政府はTPP草案に関する閲覧条件を緩

和する方針を議会に示したd今までは国会議員といえ

Eも、自由に草案を見る事も由来なかった秘密保持の

約束があるものだが、今後、新たな措置はって米国会

議員は TPPの各章の要旨と金文を閲覧できるようにな

る。

日本の市民も米国から情報入手が可能になるだろう

が、日本政府も米闘に倣い量華やかに交渉文書全文を

国民に明らかにすべきだ。

3月 25日、ワシントンの NGOrパプリック・シティズシ
(PC)Jがリークされた TPP投資テキストを分析した。そ

の分析を北沢洋子氏の抄訳から抜粋紹介する。

(安田)

すでに5年閥、秘密裏に議論されてきたTPPの投資の

テキストの全文主主インターネット上に掲載された。PCは

これを精査した結果、本物であるという結論に達した。

暴露された文書は、マスコミや市民、さらに議員にさえ

知らせずに続けられた“貿易"交渉が、いかに危険なも

のであるかと言うことを物語ってb喝。 TPP交渉は、すで

に合意した箇所が多い。そこでは、外闘資本(投資家)

に新しい権利と特権を与えている。それは、園内法では

圏内資本に禁止している特権を外国資本に与えている

のだ。

外国資本が、 TPPによって認められた新しい特権が

侵害されたと判断した場合、「投資家対政府間紛争処

理(回nS)J法廷に当該政府を告訴することが出来る。

そこでは、外国資本が、投資先の園内法によって、特擦

を侵害されたとして、現地政府に賠償を請求す石ことが

出来る。この場合、現在の侵害だけでなく、未来に得ら

れるべき“権利吋利益)も合まれる。

TPPでは、 ISDSの法制度を拡大することによって、何

万もの外国資本が現地政府と同等の地位を持つことに

なる。TPPは、外国資本に、国内法を無視して、国外に

ある(ISDS)法廷(安岡注:ワシントンの世界銀行のなか

TPPが成立すれば、米国内に投資した約 9，000の外

国資本が、米国政府に対して、 ISDSがらみの告訴を始

めることが出来る。一方、 18;∞0の米国資本が、TPP加

盟国政府に対して、 ISDS法廷に訴訟を起こすことが出

来る。

現在のところ、オーストラリアを除いて、会 TPP交渉

参加国は、外国資本がISDS法廷に提訴する権限を認

めることに合意している。オーストラリアは、 fある一定の

条件で、容認するjと言っている。そして、“法廷"は外

国資本に無制限の賠償金を当該政府に支払わせる権

限を持つ。この無制限の賠償金とは、“将来予想される

利潤"も計算している。

TPPの投資のB項て紙、 I8DS法廷は、TPP加盟国

が共通して持っている法廷の透明性、先例性、尊法性

のルール壱持っていない。そればかりか、所在地も、公

正で、独立した、バランスとれたところではない。法廷

のスタッフも民間企業の企業弁護士で、何らアカウンタ

ピリティ(利害関係者への説明責任)はないaまた“裁期j

官"と弁護士は、提訴する企業によって、相互に交代す

る。このような二重の役割は、現行法制度の中では、倫

理に反する行為と見なされる。しかるに、暴露されたテ

キストには、 ISDSに関して、 f利益相反jについての項

目がない。

ほとんどの TPP加盟国政府は、外国資本が TPPの

ISDS法廷に提訴する権限を拡大することに反対してい

る。これは、米国の通商代表が、最も圧力をかけている

部分である。

テキストでは、外国資本の開発権と賠償に関する項

目が、果てしなく拡大解釈される一方で、現地政府の

セイアガードの項目が抜けている。

そもそもISDSの目的は、政府が外国資本の工場や土

地を国有化する際、賠償を払うための協定であった。し

かし、年がたつにつれ、ルールや解釈が劇的に拡大し

た。従来、最後の手段であるべきものだったのが、やが

て外国資本の現地政府に対する優位性にとって代わっ
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た。

(安回注:非民主的独裁国家の「収用Jに対する企業投

資への保障条項であったものを民主国家であっても現

地政府の法律や規制で営利活動が制約された場合

「収用」と同様にみなして企業に補償するという『間接収

用」の概念を米国が貿易協定に持ち込んだ。)

外国資本が、 ISDSがらみで攻撃している部門は、煙

草、気候、金融、鉱山、製薬、ミEネルギ-，汚染、水、

労働、有害物、開発、その他非貸易部門の園内政策な

どに亘っている。米国の自由貿易協定(FTA)だけを取

って見ても、外国資本は、「投資家対政府」法でもって、

すで1<:4僑 4，000万約レを現地政府からむしり取った。こ

れには、天然資源、環境保護、保健、安全などについ

ての政府の政策に対する外国資本のクレームであっ

た。

現在進行中の盟国法廷では、総額38億ドルにのぼる

賠償金の請求が、現地政府の環境、エネルギー、金融

規制、公共保健、土地利用、運輸部門などについての

政策をめぐって争われている。

{安田注:事例として、仏企業がエジプトが最低賃金を

上げたと言って訴え、スエーデンの企業がドイツに原発

を止めたといって訴えた。オランダの企業がこの企業が

一部所有していた銀行を政府が救済しなかったとして

訴えた。)

たとえ政府が裁判で勝ったとしても、現地政府は裁判

費用のー部を支払わせられる。ー裁測で平均 800万ド

ルとして、裁判に勝つという見通しがあっても、莫大な出

費となるo(以下略)

ρ 
<> 

十

市販薬で重い副作用 5年で死亡 15件

4月8日、消費者庁は、市販業で副作用が起きたケ

ースは、去年3月までの5年間1<:1225件報告されてい

て、このうち15人が死亡し、後遺症が残ったケ一文も15

件あったと発議した。

副作用の報告のうち症状が重いのは、スティーアン

ス・ジョンソン症候群と呼ばれる症状。これは高熱が出

て皮膚が赤くただれ、視力の低下など深刻な後遺症が

残ったり、だるきゃ吐き気が続いて肝障害に至るケース

や間質性肺炎、腎不全、ぜんそくの発作や死亡したり

することもある。

いずれもかぜ薬や解熱剤、痛み止めなど、市販され

ている医薬品を飲むことで起きている。最も多いのが風

邪薬の 400件(死亡8、後遺症9)、次いで解熱鎮痛消

炎剤の 279件(死亡&後遺症2).漢方製剤や咳止め

薬も死亡例があったという。

薬には必ず副作用がある。市販薬に安易に頼らない

ようにすべきだが、風邪の季節になるとテレビで感冒薬
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のCMを大々 的に涜していて閑題と思う。本来v薬はC
Mで見たから購入するというたれ、のものではない。また

去年6月、市販薬のインターネット販売が解禁され、簡

単に購入できるようにしたことも薬に対する警戒を下げ

てしまっている。製薬業界のために規制緩和がされ、今

後も被害者は拡大するので4まないか。

風邪はまず安静にして水分補給をして休むこと、発熱

はウイルスをやつけるために体が熱でもって戦っている

自然防衛と心得、解熱剤の使用は慎重に。(安岡)

ワクチン王国 米国の正体

fバイオ断切人権と環境j第90号(2015年3Jl24B)

臼留篤伴氏記事から

国立公衆衛生協(現国立保健医療科学院)疫学部感

染症室長などを歴任された母墜事幸子(もりひろこ)さん

の著書『子どもと綴のためのワクチン読本部双葉社)の

引用紹介

予防接種『先進国Jアメリカの知られざる実情につ

いてのQ&A

Q:(医師)fアメリカでは皆ワクチンを打っている、日本

は遅れているといわれました」

A:fアメリカのワクチン制度が進んでいあのは鷹療制度

が整っていないからでしょう。 J

「アメリカでは保険に入っていない人がた〈さんいま

す。国民皆保険の日本と違い、お金のない人は病院に

いくことができない社会です。救急医療もほとんど整っ

ていません。主治医のいる一部の富裕層を除けば、高

熱が出ても、脱水症状を起こしても、衰弱するしかない

場合も多いのです。

病院で手当てを受け、高価な薬を処方してもらうこと

ができない人たちに対し、ワクチンだけは無料で受ける

ことができるように、国としてワクチン制度を作っている

のです陶

WHO統計による世界各国の 2011年の新生児死亡

率は、日本は 1000人に1入、米国は 10∞人It4入で

す。乳児死亡率は日本は1000人に2入、米国は6人。

日本はいずれも世界最低です。

ちなみに‘平均寿命は、日本は世界第一位の 83歳。

アメリカは33位の79歳。日本の医療、新生児、乳児の

ケアは世界一進んでいるのです。

どうして日本よりも新生児、乳児死亡率の高いアメリカ

を手本にしなければならないのでしょうか?J

(引用ここまで)

女医療界や産婦人学会などが音頭を取って母子手帳

はじめワクチン行政を行きわたらせてきた。新米ママた

ちはわが子にワクチン接種マーチに乗り遅れないよう、

必至に日程をζなしている。rr今は生後2か月から半年

頃までに定期接種だけでも10回。さらに任意接種を入

れると15-16問。小学綾tE行くまでに全部受けると30図

くらい。インフルエンザも受けると40回を超える。これほ

ど多くの医療行為を行うようになったのはここ数年のこ

とJ(ワクチントークの青野典子さん)0子どもが病気に掘

らないようワクチンは打つもの、と刷り込まれてきた私た

ちに、母里氏は専門家としてほとんどのワクチンは接種

不要とワクチシ大量接績は警績を鳴らしてきた。

臼回篤{申氏は以下のように述べている。

「予防接種とは、危険と隣り合わせのf医療Jであり、そ

の根拠は、ワクチンはどういうプロ'セスで体に入るか、つ

まり、自然界では起こり得ない行為であることを貯に銘じ

るべきである。病原体などの異物が体に侵入しうる場所

は普通、呼吸器左腸管であり、そこには綿密な防御機

構が備わっている。(略}少量の異物侵入な切ま、マクロ

ファージの防衛網に捕捉されるが、多量の化学物質、

生物製剤を合んだワクチンが直接血液中に注入される

と、マクロファージおよび脳内のミクログリアls処理しき

れなくなりパニック状態に陥る。とりわけ血液脳関門が

未成熟な乳幼児が危険に曝されるのは言うまでもない。

いきなり血中に各種添加物を合む異物が侵入すること

など危険この上ないことというべきであろう。したがって

必ず副作用被害が発生する仕組みとなっている。」

;臼回篤{申氏:東京医科歯科大学歯学部大学院修 j

j了巴歯学縛士。ガンの細胞培養学専攻。東京厚生年 j
i金病院歯学部長を経て、76年に川口市にて歯科医;

;院開業。歯科医業のかたわら、風邪、ガン研究開り j
j J組む。著書『インフルエンザと闘うな!ワクチン・タミ;

;フルより「ぬれマスクJs、『さらば、か鵡』、『ぬれマス j

;ク先生の免疫革命抽。
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