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Tp印！、日米経滴開高田螺即A著して、とうする・とう堪る日柏葉
－、　　　　　　　　　　　　　東京大学教授　鈴木　宣弘

規制緩和、自由貿易の正体～グローバル企業への便宜供与　　　　　　　　　　　　　　　　亭

米国民が否定した叩環太平洋連携協定）をmllで推進し、mP型の協定を「mPプラス」（mP以上）にして、日欧Em（経

済連携協定）やRC斑や東アジア地域包括的経済連携）にも広げようと日本政府は「mゾンビ」の増殖に何故に邁進するのか〕

国家鞠略特区が、ルールを破って特定企業に便宜供与する国家「私物化」特区だとすれば　自由貿易とは国境を越えたグロ、
一一ヾ／し企業への便宜供与で、世界の私物化である。m型協定がその具体型である。

つまり、自由貿易二グローバル企業が自由にもうけられる貿易であり、グローバル企業の経営陣は命、健康、環境を痛め

っけても、「今だけ、金だけ、自分だけ」で儲けられるように、投資・サービスの自由化で人々を安く働カせ、命、健康、環境

への配慮を求められてもISD鎖投資家対国家紛争処理）条項で阻止し、新薬など特許の保護は強化して人の命よりも企業利益を

増やそうとする。利権で結ばれて彼らと政治、メディア、研究者が一体化する。これが規制緩和、グローバノ叫との正体である。
一方、その対極に位置するのが協同組合である。一部廟」益が集中しないように相互扶助で中小業者や生活者の利益・権利

を守り、命、健康、環境、暮らしを守る協同組刊農協、漁協、生協、労組など）は「今だけ、金だけ、自分だけ」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、ドリルで壊して市場を奪って私腹を肥やそうとする。

これが「対等な競争条件」要求の実態である。

rTPPおばけ」と拙恰した人達が「TPPゾンビ」を推進

帽かるのはグローバル企業の経営陣のみで国民の暮らしは苦しくなる」「国家主権の侵害だ」「食の安全が脅かされる（注力

との米国民の声は大統領選で大きなうねりとなり、冊を否定した㌔　日本のT押反対の主張と同じだった。日本のTm反対

者も含め、市民の力が「やはりTPPは悪い」と証明した。TPP反対者を「実体のない恐怖を振りまぐTPPおぼナ”」と批判し

た人々は反省すべきである。

ところが、我が国は「バラ色」としか言わず、不安の声を抑えつけ、多くの懸念事項について国会決議との整合性も含め、

納得のいく説明をするつもりもなく恥を強行批准した。最初から「早く弓釣手採決しろ」としか指示していなかった。国会答

弁もその他の説明でも見え透いたウソとごまかしが平然と繰り返され、まかり通ってしまう我が国の民主主義が問われている。

そして、TPPllの推進や、さらに「TPPプラス」の日欧・日米自由貿易協定や、より柔軟で互恵的なアジア中心の経済連携

協定にできる可能性を持っていたRCEPもTIP化しようとしている。これこそ「TPPおばけ」である。＊米国も署名はしで、るから

大統領が交代したら再度批准の動きが出る可能陛あり。
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∴「「二㌔∵主輩∴ 
表題だけ残し45頁塗りつぶした交渉記録「海苔弁当」

（注）「この協定によって、たとえばベトナムやマレーシアからのエビやその他魚介類の輸入が増加吋‾るだろう。2012年にベトナムから輸入された海

産物は200回も汚染問題で搬入を拒否された。一方、マレーシアの輸出業者は、m（米国食品医薬局）の警告と反ダンピング義務の双方を逃れる

目的で、中国産のエビを移送するような行動をとってきた。こうしたことを何故防いできたのか？不潔な産品、汚染された産品、抗生物質漬けの

産品だからだ。加盟国の食品安全法制が改善されるのではなく、この協定は重要なアメリカの食品安全規制を脅かしさえするのだ，」（ロサ・テロ一口

議員、コネチカット州、民主党、米国下院「般演説如13年12月4日）

m破棄なのに「T門）プラス」の日米Fmはありえない
「1％YS妙％」の声がトランプ大統領誕生に貢献したのは間違いないが、トランプ氏自身はクリントン氏と指名争いを演

じたサンダース氏のような意味で、市民側に立つわけではない。トランプ氏の政策を「地産地消」として評価する日本の識者
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もいる。しかし、トランプ氏自身は米国産業の空洞他海外進出や外国人雇用）を促進するHmまダメだと言っているが、「地

産地消」ではなく、海外にもBLyAm餌閲叫米国民は米国製品を買え日本人も米国車や米国米を買え）という身勝手さである。

そもそも米国は龍平の事前交渉でも米車の最低輸入義務台甑ミニマム・アクセス米ならぬミニマム・アクセス・カー）を求め

ていたが、こうした要求をトランプ氏は強めている。　　　　　　　　　　　　　　　　幸

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、TPPであれ日米恥であ

れ、米国の補助金はお答めなしである。日本は垣根を低くして、米国の補助金漬けの農産物で潰されようとしている。何が自

由貿易か，いや、これこそ「自由貿易」＝「米国が自由にもうけられる貿易」なのである。これを強化しようとしているのが

トランプ氏と言える。つまり、「自身のことは棚に上げて相手を徹底的に攻撃する」米国の身勝手な特徴が従来以上に増幅され

るとみなくてはならない

日本のm強行批准は＼Ⅲ呼水準をベースラインとして国際公約し、米国には上乗せした「和平プラス」を喜んで確約する

ものである。「まず、mレベルの日本の国益差し出しは決めました。次は、トランプ大統領の要請に応じて、もっと日本の国

益を差し出しますから、東京五輪までは総理をさせて下さい」というメッセージを送ったのである。

2017年2月の訪米を日本メディアはゴルフだの月曜だの「厚遇」と持ち上げたが、タイム誌は「H甜印（ごますり‘へつら

い〃従属）」外交と評した。まさに「鴨が葱を背負って鍋と調味料まで抱えて訪ねた」ようなものだ。日米経済対話をわざわざ

我が国から提案し、共同声明には日米恥が選択肢と明記し、早々と日米恥へのレールは敷かれた。Hpの再交渉をしな

いためのmP批准だと言っておきながら、この流れは∵Ⅲ叫の米国との合意部分）の再交渉とも同義であり（磯田宏九大准翻鞠、

完全に矛盾している。いとも簡単に次から次へと前言を翻し、節操のかけらもなく、米国に媚び諮って、もはや恥ずかしいを

通り越している。耶甲が破棄されたのだから、「更地」からスタートすべきなのに、TPPをベースにして町中に上乗せした要

求を受け入れようとするなどあり得ない話だ，なぜこんなことになるのれずるずると米国の要求に応え続ける政治・外交姿

勢から脱却できない限り問選は永続する。

4月18日に日米経済対話もスタートした。朝鮮半島有事に備えて米国に日本を守ってもらうには、「何でもすくやる」日米

経済対話にすべきと対米追従強化を煽る論調もあるが、今改めて明白になったことば　日米安保の幻想ではないか，米国のニ

ュースは北朝鮮の核ミサイルが米国西海岸のシアトルやサンフランシスコに届く水準になってきたことを報道し、だから開国

や日本に犠牲が出ても、今の闘階で叩くべきという議論が出ている。つまり、米国は日本を守るために米軍基地を日本に置い

ているのではなく、米国本土を守るために置いている。東アジア諸国との敵対を煽り、米国に盲目的に追従することの差し迫

った危機を認識せねばならない　グアムの米軍基地を守るために日本国民が犠牲になりかねない

「日米Fmを避けるためにTml」はごまかし

「日米FTAを避けるためにTPPll」というのはごまかしだ。日本の対米外交は「対日年次改革要望書」や米国在日商工会議

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。日米経

済対話も自ら提案したように、日本政府は日米恥も受け入れ、譲歩を重ねる腹積もりだ，mプラスの譲歩リストも準麟

みである。例えばBSE（狂牛病）に対応した米国産牛の月齢制限をT四の事前交渉で幻カ月齢から30カ月齢まで緩めたが、

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年以上前に準鰭を整えて

スタンバイしている。TPPllの進展は、米国のトランプ後のTPP復帰の前に、2国間でTPP以上の要求を加速するのが必定だi

Tmlも米国への従属アピーソレ

情けない話だが、日米HAはTPPプラスで行うつもりで米国にはHや以上を差し出すのだから、日米恥と当面の米国抜

きHpllは矛盾しないいずれも米国への従属姿勢のアピールだ，米国内のグローノⅤレ企業とその献金で生きる政治家は米

国民の声とは反対に、今でも命や環境を犠牲にしても企業利益が最大限に追求できるm型ルールをアジア太平洋域に広げ

たいという思いが変わらないから、そういう米国のm推進勢力に対して、日本が「TPPの灯を消さない」努力を続けている

ところを見せることも重要な米国へのメッセージなのである。だから「米国復帰前提」でTPPllの枠組みを維持した，

市民の声と詞離する政治の危険水城

「日米FTAよりTPPのほうがまし」として、TPP型の協定を肯定するかのような論調も悪質だ，格差拡大、国家主権の侵

害などを懸念し米国民の圧倒的多数が否定したのがTPP橙　日本を含む多くの市民の声も同じなのに、大多数の市民の声とグ
ローノウレ企業と結託した政治家の思惑とが極度に詞離した政治状況は各国ともに何ら改善されていない異常さをTPPllの推進

を目の当たりにして痛切に感じる。

日本が最も極端であり、そうしたグローバル企業などの要求を実現する窓口が頼剃改革推進会議であり、官邸の人事権の濫

用で行政も一体化し、国民の将来が一部の人達の私腹を肥やすために私物化されている現脚は限度を超えている。終止符を打

つときである。
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さらに強まる農産物自由化要求

非関税措置についてはmPの「事前」「車中」「事後」で埴主的に」米国の要求を呑まされ、岬や発効にかかわらず、多く

がすでに実質的に発効している（後述）が、農産物合意については、HAなどを結ばないと発効しない。Hや破棄で一番騒いだ

のは米国農業団体だった（裏返せば日本農業はやはり多大な影響を受けるということおせっかく日本から、コメ（毎年50万ト

ン＊の輸入が米国に保証されている）も、牛肉も、豚肉も、乳製品も、「おいしい」成果を引き出し、7年後に再交渉も約束させ

ていたのだから当然である。米国政府機関の試算でも、4千億円（コメ輸出槌％増、牛肉兜3億円、乳製品587億円、豚肉あ1

億円など）の対日輸出増を見込んでいる。しかし、すぐさま米国農業団体は、より積極思考に切り替えて、冊では不十分だっ

たのだから、2国間で「Tmプラス」をやってもらおうと意気込み始めたそれに応じて「第一の標的が日本」だと通商代表

が議会の公聴会で誓約した。日欧Emやmllの進展は米国の要求を力聴きする。＊77万t枠の約半分都万沌万喉ミ務用米車枠外約8

mcEPの¶陣化をもくろむ日本経済界

日本のグローバル企業も徹底した投資やサービスの自由化でアジアからの一層の収奪を目論んでいるので米国のm推進

勢力と同じ想いがあり、脚もTPP化しようとしているが、中国の反発などで難腕している。日本の海外展開企業はアジア

諸国での「今だけ、金だけ、自分だけ」の収奪を追求し続けてきた。過去の多くの孤の事前交渉に参加した筆者は日本の

経済界の露骨な要求を、途上国の人々を人とも思わないような態度で罵倒して突きつける日本政府神韻垂省庁）の交渉姿勢を非

常に恥ずかしく情けなく思った。岬での米国の態度と、アジアとのHAでの日本の態度と要求事項は実はそっくりだった。

例えば、日韓Fmが中断したのはなぜか．農業分野のせいで中断したというのは意図的な誤報である。一番の障害は製造業

における素材・部品産業である。というのは鞄司側が、日本からの輸出増大で被害を受けると政治問題になるので、「日本側

から技術協力を行うことを表明して欲しいそれを協定の中で少しでも触れてくれれi掴内的な説明が付く」と言って頭を下

げたが、日本の担当省と関連団体は「韓国はもはや途上国でない。そこまでして韓国とHAを締結するつもりは当初からな

い」といって拒否したのである。これには筆者も驚いたが、韓国も、「恥を一番やりたいと言っていたのは日本側じゃなか

ったのですか」と憤った。恥を一番推進したいと言っている人たちが交渉を止めているのが実態である。にもかかわらず、

報道発表になると、「また農業のせいで中断した」と説明される。

また、日マレーシア、日タイHAについても、農業分野が先行的に合意日タイの場合には、「協力と自由化のバランス」を

重視し、タイ農家の所得向上につながるような様々な支援、協同組合間協力を日本側が充実することで日本にとって大幅な関

税削減が困難な重要品目へのタイ側の柔軟な対応を可能にした）、難航したのは、鉄鋼や自動車であった。総じて、相手国から

指摘されるのは、日本はアジアをリードする先進国としての自覚がないということである。自らの利益になる部分は強硬に迫

り、産業協力は拒否し、都合の悪い部分は絶対に譲らない。まだまだ貧しい諸国に対して、露部こ自らの利益のみを追求する

日本では、アジアで「大人げない」といわれ、尊敬されない。自己の目先の利益のみを追求しているものは長期的には滅びる。

TPP型のRCEPでは日本がアジア途上国に対する「加害者」になる側面が大きくなりかねないただし、そのことは、アジ

アの人々を安く働かせる一方で米国の「ラストベルト」のように、日本の産業の空洞化海外移転、外国人雇用の増大）によ

る日本人の失業・所得減少と地域の衰退を招くことも肝に銘じなければならない

いまこそ、一部の企業一切利益集中をもくろむ「時代遅れ」のTPP型のルールではなく、「共生」をキーワードにして、特

に、食料・農業については零細な分散錯圏の水田に象徴されるアジア型農業が共存できる、柔軟で互恵的な経済連携協定の

具体陵を明確に示し、実現に向けて日本とアジア諸国が協調すべきときである。思考停止的・盲目的な米国追従から脱却する

には、アジアと世界の人々の共生のためのビジョンと青写真を早急に提示することが不可欠である。

日本が独自の外交ビジョンなしに、中国や韓国、北朝鮮などとむやみに離対し、一方で、米国には盲目的に追従する姿勢を

続けることの愚かさを今こそ認識すべきである。米国は中国のプレゼンスの更なる増大を十分に認識しているから、最終的に

は中国との決定的な対立ぼ撞けるであろう。そうすると、米国にのみ最も盲目的な追従を続ける日本がはしごを外されて国際

社会で孤立する。もし、そうでなくて、万が一、米国が中国と決定的に対立し、武力衝突にまで発展してしまったらどうなる

か，間違いなく、米国を守る盾になるのが日本である。そう考えると、アジアと世界の平和のためのバランス感を欠いた日本

外交の無能さがよくわかる。一日も早く「対日要望書」などに着々と応えていくだけ（その執行機関が暴走する規制改革推進会

議）の対米従属外交の「アリ地獄」に終止符を打ち、一方で、アジア諸国を収奪の対象としようとする姿勢から転換しなくてほ

ならなし㌔

日欧恥を「TPPプラス」にした愚行

内政批判を外交成果でそらそうとしだ見j我軌ヽた愚行

日欧Emが、このタイミングで急展開したのはなせれその理由は①米国のトランプ政権が離脱表明したT鞘†環太平洋
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連携協定）に代わる協定締結で貿易政策の停滞を挽回したい意図、②内政問題での国民の批判の目を外交成果でそらそうとする

意図、の2つと考えられる。政権の保身のための目くらましである。そんなことのために、「TPPプラス」（TPP以上の譲歩）の

日欧EBAを官邸主導で強引に決めてしまい、日本の食と農と暮らしの将来を犠牲にしたツケは計り知れない

T岬でも秘密交渉が問題になったが、それ以上の内容の協定をm以上に秘密裡に決めて、E味側が条文を公開しているの

に、日本側は同じ条文を公表しないというのは　日欧に情報公開姿勢の大きな格差があることを如実に示している。

しかも、EUが「ISDSは古い死んでいる。」（マルムストローム通商担当欧州委員の6月の記者会見）と言っているISD轍投
資家対国家紛争処理）に日本側が固執しているが、こうした難航分野は先送りして、とりあえずの「成果」を見せるのを急いだ

ことが明白である。

rTPPプラス」の「自由化ドミノ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）、

コメは除外したから岬よりも守ったかのように言うが、EUはコメが関心品目でないだけである。乳製品についてはmP

以上であり、豚肉、牛肉、その他の農産品、林産物、水産物も含め、その他のほとんどはHPと同じレーンレの措置である。特

に、恥と同じ譲歩でも豚肉や林産物のように影響はEUのほうが大きいものがある。

このような日欧Fmでのmレベルと同等、またはそれ以上の上乗せ合意は、m交渉を行った参加国からはTPPで決め

たことを使うのなら自分達にも同様の条件を付与せよとの要求につながることは必定である。その結果、TPPllの機運の高ま

りや、ほぼ自動的に日豪Fmなどの修正（日本が池の協定で日豪以上を認めたら豪州にも適用するとの条項がある。）、米国農

業界などの日米m開始の声を加速する。この連鎖は「mプラス」による「自由化ドミノ」で、世界全体に際限なく拡大

することになり、食と農と暮らしの崩壊の「アリ地獄」である。「世界の繁栄〈の大きな一歩で、他に波及することを期待する」

などというのは間違いである。

「経済規模が大きくて自由化度が高い」のは優れているのではない

日欧唖捕まGDPで世界の約3割を占め、全体で95％超の関税撤廃率で、日本の農林水産物の関税撤廃率も82％でTPP並

みに商いとして「経済規隙が大きく自由化度が高い」のが優れているとの論調‡璃済学的にi蔀攫いである。

そもそも恥は「悪い仲間づくり」のようなもので、A君は好きだから関税なくしてあげるがB君は嫌いだから関税をか

けるというものである。仲間だけに差別的な優遇瞳を採るのがmだから、「経済規模が大きく自由化度が高い」ほうが貿

易が大きく歪められ、「仲間はずれ」になる域外国の損失は大きくなる。

我々の試算では、日欧ERAによって締め出される域外国の損失は槌16百万ドルで、日欧のメリットの17餓百万ドルより大

きレ＼しかも、自由化度が高いほど、締め出される域外国の損失は大きくなるから、農産物のような高関税品目は除外したほ

うが域外国の損失は緩和できる。我々の試算では域外国の損失は2316→l銘3百万ドルに減少する。

さらに、日本にとっても、農産物を自由化しないほうが、日本全体の経済的利益は112h2132百万ドルに増加する。高関

税の農産物をEUだけに関税撤廃すると、例えば、最も安く輸入できる中国からの輸入が差別駒な関説撤廃によってEUに取

って代わる「貿易転換効果」によって、消費者の利益はあまり増えず、生産者の損失と失う関税収入の合計のほうが大きくな

ってしまうからである。

表　日欧Ⅲ弘の婿難艶話IJ益の増力頓の比較）（単位百万母の

日欧EPA 

全面関税撤廃 �農産物を除外 

当事国 �日本　1126 �2132 

EU　　　636 �－657 

その他坦界 �－2316 �－1623 

（うち途上国） �手鏡潟） �（－712） 

世界計 �・554 �－148 

資料：鈴木研究グループ試算。

このように、Fmは、仲間はずれになった国は損失を被るし、域内国も貿易が歪曲されて損失が生じることなどから、日本

では長年、政府も国際経済学者もWmを優先し、HAを否定してきた。ところが、2脚年頃から、日本政府がFm推進

に舵を切りだすと、みるみるうちに、同じ学者が恥やTPPを礼賛し始めた。

しかも、「農産物を例外にしてはいけない」と主張したい人たちにとって瓜田本にとっても、域外国にとっても、農産物を

除外するほうがベターだ、という試算結果は不都合なのでそういう数値は表に出ないように極力隠されてきた経済学者の

良識、経済学の真理とは何なのかが問われている。
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EU産チーズの輸入枠はないに等しい～実質は無制限の関税撤廃

TPP合意でも多くのハード系ナチュラルチーズ（チェダー、、三㌔一ダなめの関税撤廃が最大の打撃といわれ、大手乳業メーカ
ーは50万トンの国産チーズ向け生乳が行き場を失うと懸念し、北海道生乳が都府県に押し寄せて、飲用乳価も下がり、共倒

れになると心配された。

それなのに、即との交渉ではさらにソフト系（カマンベール、モッツァレラなめも輸入枠は設定したものの、枠数量は
2q（朋トン（初年度）から31，αX）トン（16年目）（生乳換算×12．6割）郡と拡大し、17年目以降の枠数量は国内消費の動向を考癒

して設定するとされ、実質的に継続的な枠の拡大が約束されており、枠内関税は段階軸敢廃となった，EUからの輸入量に応

じて枠を拡大していく、つまり、実質は無制限の関税撤廃に等しいのである。これでは、国産チーズ向け生乳30万トンが行き

場を失い、乳価下落の負の連鎖によって酪農生産に大きな打撃が生じる可能性は一層強まったと言わざるを得ない。

日本政府はTPPでは加工原料乳価が7円瓜g下落すると試算していたから、EUにそれ以上を提供し、それがTm関係国に

も早晩適用せざるを得ないと考えると、少なくとも加工原料乳価が7円以上下がり、飲用乳価も連動して7円以上下がると想

定せざるを得ない。

米国はソフト系チーズの生産が少ないからTPPではソフト系は守れたが、EUはソフト系に強いから、こんどは、それも差

し出すことになり、結局、全面的自由化になってしまったという流れは、いかにも場当たり的で戦略性がないことを示してい

る。恥でもEU・カナダ恥でもわずかな枠の設定にとどめ、乳製品関税を死守したカナダとはあまりにも対照的である。

国産牛乳が飲めなくなる？

酪農は「ダブルパンチ」である。「TPPプラス」の市場開放に加えて、農協共販の解体の先陣を切る「生贅」にされ、「50年

ぶりの見直し」という言葉に喜ぶ官邸と規制改革推進会議の「実績づくり」のために勝手に酪農協の崩壊へのレールも敦か如ノ

てしまった。生乳は英国の経験が如実に示すように、買いたたかれ、流通は混乱する。生乳生産の減少が加速し、「バター不

足」の解消どころか、「飲用乳が棚から消える」事態が頻発しかねない国民生活の危機である。消費者はチーズが安くなるか

らいいと言っていると国産牛乳が飲めなくなる危機を認識すべきだ。

50年ぶりの見直しという重大な案件なのに、農政審の畜産部会で一度も議論されずに進められるというのは異常な事態であ

る。最初から結論ありきで、①補給金対象を限定しない、②全量委託を要件としない、ことが決まってしまい、あとは条件闘

争のみになっていた。「生乳流通を自由にする」と明言する一方で、「生乳需給調整に国が責任を持つ」、「用途別販売計画に基

づき監視する」、「いいとこ取りの部分委託は認めない」と法案に書いているが、3つのいずれも実効性が担保できるとは思え

なし㌔

驚悟の「とどめ刺せ」人事「農水省は同前の灯火？

事態の改善が困難なことが、TPPの農林水産業への影響試算の顛末でもわかる。当初、政府の中にあっても、何とか日本の

食料と農業を守るために頑張ってきた所管官庁は当初は4兆円の被害が出ると試算していたが、政府部内での影響が大きす

ぎるとの批判に応じて3兆円に修正した。それが最終的に1，300～2，100億円になってしまった。まったく整合性のない数字を

出すにあたって、所管官庁内部でも異論はあった。しかし、いまや抵抗力を完全に削がれてしまった感がある。

今の官邸は、反対する声を抑えつけていく手口が巧妙だ，霞が関については、幹部人事を官邸が決めることにしたのが大き

い「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そして昇進の暁には離散裏に

経産省）と米国と財界のための『改革』を仕上げます」ということである。2016年6月、まさにその通りの人事が発令された。

衝撃の事務次官人事と併せて、「酪農団体の廃止はさすがに無理だ」と最後の抵抗を試みた所管官庁に対して、前途を期待され

ていた担当局長と担当課長が更迭された。後任の担当局長や担当部局は攻省令で工夫して何とか実害を少なくしようとしてい

るが、「小細工はするな」と監視の目が光っている。

いよいよ所管官庁自体の自壊も含め、農業と食料・農業関連組織を崩壊・解体させる「終わりの始まり」である。対応を誤

ると取り返しのつかないことになる。「論功行賞」でなく「とどめ刺せ」人事だった。2017年7月、それが、さらに明確にな

った。

他の次官候補の退任と現次官の大幅な任期延長が決まり、家族経営の解体、特定企業への便宜供与、農協・漁協、所管官庁

の解体を貫徹するという強固な意思表示がなされた。（国税庁長官、イタリア一等書記官人事は異例の論功行賞だが、この人事

はもっと怖い）大臣も政務官も経産省出身という布陣もわかりやすすぎる。

EUも米国も実質無関税と評節する豚肉

「差額関税制度を守ったから高い肉と安い肉を混ぜて524円の輸入価格にして2．5円の最低限の関税になるように輸入する

行動は変わらず、何ら影響がない」とする政府の説明は極めてミスリーディングである。
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図のように、現行は①輸入価格が645円庇g以下の豚肉には鴨2円の重量鋭、②風5－324円までは5低5円との差額を関税

として徴収、③524円以上は4．3％の従価税、となっているのが、最終的には（亘〕輸入価格が〝4円以下の豚肉には一律50円

の重量税、②4弘一524円までは524円との差額を関税として徴収、③524円以上は無税となる。

ほとんどの輸入価格について関税は一律30円か無説になるあで、474－524円のわずかな区間（図㊧平らな線の区間）が差額関

税になっているからと言って、差額関税制度を守ったと胸を張ることができるとは常識的には考えられない。50円の関税なら、

わざわざコストをかけて高い肉と安い肉をコンビネーションしなくても単品で安い冷凍豚肉を大量に輸入する業者がでてくる

と考えたほうが現実的である。EU側の合意内容の公表文書にも「日本の豚肉関税はほとんど無いに等しいdm畷td吋丘祷あ、

るいは重出勘丘慎∞C儲S）」と書いている。

現行

64・5雪　　　　524円輸入価格

日欧FTA

（TpPと同じ）

474甲524雪強大価格

琢肉の関税梅造

米国養豚業界が日本に認めさせたと喜んでいたHPでの合意内容を先にEUに適用されるのでは米国も黙ってはいない予

想通り、即圏こ全米豚肉生産者協鑑勧仲PC）は強く反発し、同様の措置を求める声明を出した。その中で、「我々が強く支持

していた岬によって差額関税制度による日本の豚肉関税はほとんど撤廃されるはずだった」と述べている。この米国の認識

も「差額関税を守ったから影響はない」との日本政荷説明と食い違う。

国産は冷凍肉とは競合しないとの声もあるが、安い部位が下がれば、価格差は保ったまま、全体に価格がパラレルに引っ張

られて下がる。日本への冷凍豚肉の最大の輸出国であるデンマーク（平成27年でシェア鍛％）と近年イべリコ豚ブランドで急増

しているスペイン（同胞ん2国で冷凍豚肉の4割）からの輸入が低価格で大幅に増加し、影響はTPP以上に深刻になる可能性

が高い。

冊が発効した時点で、マルキンの赤字鶴嘆率を8割から9割に引き上げ、生産者負担を胞から胸に減らすという経営

安定対策の強化を、日欧Emの場合にも適用できるよう、早急な準備が必要である。

見落としてはならない製品関税の撤蔭の影響

ワイン、パスタ、チョコレート（T岬では輸入枠内の関税撤廃→ⅢJには全面的な関税闘鶏をはじめ、多くの加工食品・製品

の関税の撤廃は、国産の原料攫産物（ぶどう、小麦、生乳など）の価格を引き下げないと製造する国内メーカーもつぶれてしま

うし、原料農産物価格の下落は農家の経営を「層苦しくなり、結局、共倒れになりかねない

林産物・水産物はTPP同様、ほぼ全面的関税撤廃で　とりわけ、EUから大量に輸入している製材・集成材の段階的完閑散

廃の影響をはじめ、林業、水産業への大きな打撃が懸念される。

「自動車のためにチーズ髄はやむを得なかっだ」のごまかし

また、m交渉では、以前から、日本が農産物で譲るのと相手国が自動車で譲るのとがセットだから、農産物を犠牲にしろ、

との主張が繰り返され、実際に、農産物を犠牲にしようとしてきた今回の日欧田Aも同様だが、これは意図的なごまかしで

ある。EUの自動車業界は自動車関税がゼロになるのは打撃が大きいから受け入れられないと主張したのであり、日本のチー

ズがゼロ関税になることに感謝して自動車のゼロ関税を受け入れたわけでは全くない　この点は外務省の交渉担当者も明言

している。「自動車の関税撤廃を得るためにチーズの関税撤廃はやむを得なかった」というのはウソである。

輸出i輔単に伸ばせない

それから、日本食ブームなどを追い風に、日本からEUへの農産物輸出が期待できるという見方も冷静に見る必要がある。
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