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(1）生産減少額は少なく見積もっても 1兆円を超える（鈴木宣弘東大教授の試算。

野菜、加工品、林水産物を除く） 農業総生産 自兆円

TPPによる農産物の生産減少額lま1兆円を超える 『大筋合意jの日本経済への影響の暫定試算

｛意向、防 「大筋合 全面関税i散

一 生産減少額 生産額 減少率 意j 廃

l米牛肉
1000 Y/800 6 

2000～3000 5200 38～58 
GDP嬬加率 0.069% o. J.84% 
GDP！菌加額 0.5兆円 1.3兆円

f乳引製初品
4000 5700 ’70 
1000 6800 15 

主要果実 1900 7600 25 

12～13 

農林水産生産増加額 A 1.0兆円 ム2.1兆円

食品加工生産培加額 Al.5 Jt円 A2.l兆円

自動車生産土菌加額 A0.4兆円 2.8兆円
合計 1兆～1.1兆円 8』包4700

*1鈴木宣弘研究室や業界団体の留定試算値の合計。

*2加工品や調整品、野菜、林水産物を除く。

資料 GTAPモデノレによる東大鈴木研究室試算。

(2）売り渡される f聖域j、国会決議違反は明らか

表1重要5品目の主な合意肉容と関税撤廃品目

国会決議 fPP「大筋合意」主な合意内容 関税撤廃率 日豪FrA

米
米・表産米lc:7.8万～の翰入枠新設

26唱
除外

ミニマムeアクセス米6万ルを米国に上積み

小麦
除外 五三・加”豪産小麦に25.3万んの輸入枠新設

24% 
将来見直し

マークアップを45%削減

牛肉 または 15年後までに関税を76%削減（38.5%c今日%） 73出
関税38.5%斗

23.5% 

高級肉は10年で関税撤廃（4・3%c今日%）
差額関税を20～

豚肉 67% 50%削J成

十再協議 力ii工肉（差額関税）は90%削減

パクー・脱脂粉乳に低関税輸入枠を新設 再協議

乳製品 ホエー（乳清）の関税撤廃 16% 

ナチュラルチーズの関税を撤廃 チーズ関税割当

砂糖
加糖調整品の輸入枠新設

24% 
将来見直し

でんぷんに特別輸入枠新設

＊「除外Jとは「特定の物品を関税の撤廃・削減の対象とげよし℃とJ

「再協議Jr将来見直しJとは「特定¢物品の扱いを将来の交渉に先送りすることJ

＊決議は「10年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないととJも要求

女米

1) 「WTOミニマム・アクセス」 77万らに加えて、「TPPミニマム・アクセスjとして、

アメリカ・オーストラリア米を主食米として約 8万トシ（最初は 5・6万トン）増やす。

日本の米消費量は毎年 8万トン滅。日本の農家は今年も来年も 8万トン分を減反拡大。

ミニマム・アクセス米輸入を「減反Jするどころか、逆に 8万トン増やす！
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2）政府の「対策大綱J一一輸入が噌える分を f国産米の備蓄士宮によって相殺するから、

米需給に影響はないj。しかし、これはウソ。米価は全体として下がる。

(a）外食や中食の需要をアメリカ米に奪われる、

(b）流通総量は変わらない在しても、安い輸入米の比率は高まる、

(c）私たちが米価暴蕗対策として要求してきた過剰l分の政府買入は一切拓否してき

たのに、アメリカの要求には対応するのか！

13年の国産米価格1ヘ246円、アメリカ米売i度価格223円、

アメリカ国内市場価格 72円、アメリカ米輸入価格 174円

3）このほかに、「WTOミニマム・アクセスJの加工用中粒米6万トンをアメリカに差し

出す。タイ産米などを削って。これは国産加工米の需要を奪う。

女麦

1）事実上の関税、マークアップ（輸入差益） 45%引き下げ司北海道農協中央会試算では

マークアップ7650円下がる。輸入小麦の売渡価格は 1トン 5万6640円、国産小麦

は主力の品種で 5万円前後。輸入小麦が約 1000円安くなる。

2）マークアップの国家収入は800億円。これが経営所得安定対策の財源になっているが、

55%、440億円減になる。財源が確保される保証はない。

女牛肉

1）鈴木教授E団体の試算では、 2000～3000億円減収（38～58%）。

2）政府「対策大綱J一一「価格安定対策を法制化するから大丈夫J。本当かっ

肉用牛岡商経営安定特別対簸（新マJレキン）事壌の隠商安定基金について｛平成27年度）

骨平成20.... 27咋肢を翠務対象＇rl沼I::ナる新マルキン争議で1,1，‘＇£1主計的撚出と媛檎のiii/VJ〔生
ぜ主／；＂椛悦＇＇＂ 1 ''3）によコC、配！向；＇,i'j宝島金Ir＇創出してい京昔、

噛平成27午l).lis金品1韮のrn立金場開岩波訟lliilsL1ごが、平成26年伎かJコの&1，金繰j生時1il」］..ill!'!
円に加え、今午伎の造成約!5501鳴門見込Ji）との古訓.Lll型主flを財源として見込んでおり、
哀仏i!覇椅/J《大格に下ι寄しjこi語合等においても十分な械てんが行えるぷう財滞在被保しています口
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3）全算入生産費と市場価格の差額の 8割を補填する。他の作物に比べて、かなり充美し

た制度（生産者負担25%があり、一種の保険制度ではあるが）。 8害lを日割に引き上げ

るこどを検討。しかし、これは牛肉関税 1000億円があるからできること。引き下げで

関税収入が200億円になっても制度が維持される保証はない。
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(3）診；歩lま底絡し、 WTOをはるかに上回る“El本農薬皆殺Ln 作 戦

薮2 r5品目J以外Iまi持並必関税ゼロ

今の関税 ゼロになるのは
表3 TPPl;J:WTOをはるかに上回る農業磁壊協定1'

一一 ・--・ 
オレンン 16～32% 6～8年目 WTO農業合意 TPP合苦言：

一一一同ジュース 21.3～29.8% 6～I]年目 小麦 65円司55円 TPP輸入枠

り／νご 17% 11年目 マークアップ 53円司45円 45%削減

同ジュース 1日～R4% 8～I]年目 牛肉 50%＝今日8.5% 9% 

4二どう 78～17% BPlls'r 豚肉定率関税
ι一

5%＝今4.3% 。%

さくらんぽ 8.50% 6年目 差額関税基準価格 482.5円司410円 50円

パイン 17% I]年目
脱脂粉乳 466円司396円 低関税輸入枠

トマト 呂% 即時t
パター 1159円司985円 低関税翰入枠

トマト加工品 16～29.8% 日～11年目
ナチュラノレチーズ 35%司29.8% 。%

3% ブロッコリー 即時
でん粉 140円司119円 TPP輸入枠

区スパラ 3% 即時

カボチャ 。υ似'" 旦p時三

ネギ 日% rnn寺

ジャガイモ 4.3% 自rm寺

同加工用 8.5～20% 4～11年目

イチゴ 6% 即時

レタス 3% 即時

ザツマイモ 12.80% 6年目

タマネギ 8.5% 6年目

茶 17% 日年目

落花生 10% 即時～8年目

小豆＊ 10% 且nn寺
いんげん＊ 10% 目PA寺

農水省fTPP交渉大筋合意同既要jから作成。

刻印は枠内税率品目。このほか水産物も軒並み

関税が撤廃され、ゼロになる。
タマネギi土1九73.7円以 Fのもの

野菜の大部分 5%斗 3% 。%

タマネギ 10%斗 8.5% 。%
話

オレンジ（6月～II月） 20%斗 16% 。%

(12月～5月） 40%司32% 。%

オレンジジュース 30%司25.5% 。%

り／νご 20%斗 17% 。%

りんごジュース 22.5%斗 19.1% 。%

ぶどう（3月～10月） 20%斗 17% 。%

(l l月～2月） 13%司7.8% 。%

パイナップル 20%司17% 。%

さくらんぼ 10%司8.5% 0% 

雑豆 417P:J斗 354円 。円

落花生 726円当617円 。円

財務省貿易統計、農水省「農産物の品目別の交渉結果

概要jから作成。単位はkg当たり円、%

女 f野菜の関税は低いから、たいしたこ左はないJかワ

1）食品スーパーの仕入れを担当してきた黒畑稔氏の証言（日本農業新聞、 11月 10日）

［小売価格98円の輸入フゃロツコリーの関税が 3%二寺0%になっても、 95円に下がると

は考えにくい。下げてもほとんど売れ数は変わらず、逆に売上高が減るからだ。しかし、

流通マ）ジンにおける 3%は無視するニとができない大きな数字だ。 3%の関税撤廃で、

輸入野菜は価格を下げずに利幅が増す“おいしい商材”になる。この 3%を巧みに使い、

ス｝パ）の販売意欲を掘り起こそうとする輸入青果業界の動きこそが、国内野菜産地の

脅威になるI

2) TPPによって稲作・畑作が圧迫され、生産が面積当たり粗収益が高い野菜に向かえば、

産地競合は必至。加えて、財務省は 3年後の「転作廃止Jと補助金削減をねらい、米か

ら野菜への転作を提言した。
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I囲内のコメ産地がこぞって「収益性の高しリ作物を狙って転作に動いた場合、今度

は野菜の価格低下や産地問競争を招く恐れがある。 JA北海道中央会は「道外との競

争に加え道内同士の競争も予想され、玉突きのように産地問競争が激しくなるかもし

れないJ（幹部）と懸念する］（北1毎道新聞、 11月訪日）。

女「りんごジュースや野菜の輸入先の大部分i土中因。だから影響はないjか？

I安倍政権は、 TPP「大筋合意Jをパネにして、 TPPの拡大、中国・インド・東南アジ

ア諸国を含む「東アジア地域包括的経済連携 (RCEP)J、アジアと南北アメリカ 21カ国

が入る「アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP)J 、日中韓FTA、13EUFT Aと、自由貿易

協定を際限なく広げることをねらっています。

これらすべての自由貿易協定の共通原則はTPP型自由化であり、関税撤廃であること

を安倍首相は強調しています。「TPPによって作られる新たな経済秩序は、単に TPPだ

けにとどまらず、その先にある RCEPやFTAAPにおいて、そのルーノレ作りのたたき台

となり、 21世紀の世界のスタンダードになっていくJ!:' (10月日日記者会見）。

中国が TPPに入ったら…・・

「輸入の大部分は中固などTPP非参加国だから影響はないjなどという言い訳は通用

しません。10月21日に農民連が農水省に要請した際に、こんなやり左りがありました。

農民連「将来、中国が TPPに入ってきた場合、野菜やりんごジュースなどの関税撤
廃は大打撃になるのではなし、かJ

農水省「中閣が参加する場合、すでに加盟している 12カ国の同意が必要になる。今

回、 TPP交渉で譲歩した条件が、単純に中国に適用されるわりではなしリ

農民連「中国にだけは関税撤廃を適用しない止でも言うのか。毛んなこkができると

でも思ョているのか。アメリカ言いなり、自由貿易万能主義 F、ほとんどの農産物の関

税を撤廃するツケは確実に回ってくるこ左は確実ではないかJ

農水省「υ …j ］ （農民連TPPブックレッ卜、 p51～52)

(4）自由化支渉はこれで終わりではない、圧力は際限な〈続く 翻訳で浮上

TPPは WTOをはるかに超えて関税撤廃・削減を行うことにしているにもかかわらず、

さらに際限のない市場開放に向けて再協議を行うことが条約上の義務とされている。自由

化交渉はこれで終わりではなしいつまでも続く。

1）協定本員I)（第2.4条関税の撤廃）で、関税撤廃を決めた品目について、他国の要請

に応じて関税撤廃時期を繰り上げるための協議を義務づけられている

2）「関税撤廃時期の繰上げなど、について協議することなEを通じて、締約国間で物品に

関する貿易を促進することJを目的にした「物品貿易に関する小委員会Jで、特定国と

いうよりはTPP全体で再協議することが規定されている

3）「付属書Jによる農産物輸出悶 VS日本の協議一一日科目い撃ち

アメリカ、オーストラリア、カナダ、チリ、ニュージーランドからの要請に応じて、

日本は、 7年後に、関税、関税割当、セーブガードの適用について、市場アクセス

向上を目的に、協議に応じなければならない。

ヲ年日本の農産物関税撤廃率 81%は、 11カ国に比べれば低いので、とれらの規定は、論

理必然的に日本を狙い撃ちにすることにならざるをえない。日本の交渉者は国会決議・

国民世論との関連で、いったんは81%でホコをおさめてもらい、その見返りに三重の再

協議規定を受け入れたのではないかと恩わせるほどのものO
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(5）「翰l±Uが日本農業を救う？

図2 2020ヰェの革命前回i裂1兆円のうち綴産物は・1000億円弱

林産物2、号。
イ子

日本茶 1so~－ 'Z 

（単位億円）

みそ・醤油等
"1600 

清涼飲料水・菓子
'1400 

花 150＇＂ア考察 ι＇＂＇？磁総会三似 r 農水省「農林水産物食品の

牛肉250米菓・日本酒 565 翰出促進に向付てJ13年4月

(6）農政との整合性

l）森山農村の答弁 (15.11.11 参議院予算委員会）

［食料・農業＠農村基本計画はTPP交渉結果等に予断を持っこkなく検討が行われた。

このため、基本計画については、今回のTPP大筋合意の内容やその国内農業への影響、

今後検討が進められる国内対策の内容等をよく精査、分析をさせていただき、その取扱

いについてはよく検討をしてまいりたし寸ヰ自給率向上目標の放棄。

2) 2011年 10月に「米日経済協議会（USJBC)Jは、 rTPPのための米国ビジネス連合j

の提言をもとに、 TPP参加にあたって「日本が越えなくてはなら々い幾つかの主要な

ハードノレj を突きつりた。農業については、①完全自由化に本気であることを行動で

示せ、②「コメの減反制度および兼業農家への補助金制度の廃止に向けた具体案Eタイ

ムテ』ブルjを示せ、③5～10年の農業改革期間中に「米、豪、 NZkいう主要な農産

物供給国と拘束力のある貿易協定を締結することで、低価格の動物性タンパク質、穀物、

農産物の安定的な供給を確保すると左ができ、日本の食料安全保障を向上させることが

できるJとした。

つまり、穀物（米・小麦・大豆・トウモロコシ）や畜産物などの必需的な農産物は米、

豪、 NZに依存し、日本農業：は野菜やニッチ（隙間）部門に特化しろ企いうわけである。

3）安倍首相・甘利TPP担当相は、日本産農産物を「高品質で安心で見栄えがよしリと持

ち上げ、 TPP事後対策を「農業を輸出産業lとする『攻め』の対策にするJとしづ議論

一辺倒。基本計画は「自給率Jを蔑視・敵視し「自給力j に置き換えることに躍起。

事後対策のスローガンは「農政新時代」であるが、さほど新しくもない「新時代jの

真意は、海外の「金持ちjの需要を満たすニッチな農産物の輸出と、「プアーj で「高

官戸化jした日本国民は海外産の「安心ではなしリ農産物を食えということだろう。また、

今年の農協・農業委員会解体に続き、家族農業経営の枠組みをかろうじて維持している

「農政の戦後レジームJからの脱却が、参院選挙後に打ち出されるだろう。

4）自民党が政権に返り咲いて以来の農政I士、 TPPとの整合性をとるこkに腐心してきた。

TPP版農政に向かうのを閉止する確実な道は、 TPPをつぶすことである。
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