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EUは厳しいGAPに基づく安全性基準や環境基準で日本からの農産物輸入を容易には認めなし傾向がある。畜産物で‡轟朔勿

福祉アニマル・ウェルフェア）の基準が高く（エサ原料の出所がわかること、カウハッチ・つなぎ飼い・豚のストールはダメな

ど）、日本の水準とはかけ離れているので、とても日本の現状の経営スタイルではクリアすることは現実的に難しいこうした

基準は形を変えた貿易障壁ともいえるが、これが日本からの農産物輸出の拡大の前に立ちはだかっていることを認識しないと

いけな↓＼ユーレップGAPをグローバルGAPにし、取得費用と毎年とかの検査や更新費用も徴収するEUは戦略的である。

しかも、EU各国で農家のグローバルGAP取得率は畜産では0．1％以下（英仏独ではゼロ）だという。自らは実行していないの

に：日本には実行を条件とするなら極めて悪質な障壁である。ただし、グローバルG仲取得がEUへの輸出に必須なようiご言

われているが、実は、それはグローバルGAP協会が言っているだけであった，また、グローバルGAPは大手小売・流通企業

の「囲い込み」でもあるから、農家が買手独占的な取引下に置かれる弊害にも留意が必要である。さらにはそもそもGAP

は工程管理であり、例えば有機農業のような高い質を実現するための農法とは同列でないことにも留意が必要である。

さらには、GK地理的表示）の認証で、日本でパルメザンチーズなどの名称が使えなくなる（米国産が日本で販売される場合も

同じだから米国がクレームをつけてくることは間違いない）ことの弊害も認識する必要がある。

略DSは「死んでいる」と言われても固執する愚

また、TPPで問題となったISDS（投資家対国家紛争処理）条項については、我が国はTPPの弓釣手批准でISDSを今後のFTA

の標準にすることを改めて宣言し、RCEPでも、そして日欧Fmでも主張している。グローノVL企業が日本で水銀を垂れ流す

ような設備で操業しようとしたら、公害防止のために、当然規制する。ところが、それによって生じた損害を賠償しろと国際

法廷に訴えられて、損害賠償と規制の撤廃に追い込まれる。こんなことができるわけがないはずなのに、できるのが「命や環

境よりも企業利益が優先される」ISDS条項である。

EUはISDSを「古い死んだものだ」として、常設の裁判所で高度な資格を持つ判事により二審制で審理するという、裁判

の方式の改善を提案しているが、根本的な解決ではないように思われる。それにさえ、日本は反対し、m型の略DSに固執

している。この対立は残されたままで、今回の大枠合意に盛り込まれず、先送りされた。

すでに「自主的に」米国の要求に応え続ける「アリ地獄」～非関税措置の約束はmなくても実質的に発効

農産物関税のみならず政権公約や国会決議でmP交渉において守るべき国益とされた非関税措置については自動車の安全

基準の緩和、軽自動車税の増税、自由診療の拡大、薬価公定制の見直し、かんぼ生命のがん閑瞼非参入、全国2万戸の郵便局

窓口でのA社の閑喚販売、BSE（牛海綿状臓E）、ポストハーベスト農薬（防かび剤）など食品の安全基準の緩和、ISDS

条項への賛成など、日本のTPP交渉参加を認めてもらうための米国に対する「入場料」交渉や、参加後の日米平行協議の場

で「自主的に」対応し、米国の要求が満たされ、国民に守ると約束した国益の決議は早くから全滅していた。

しかも、「冊とも米国とも関係なく自主的にやったこと」と説明しておきながら、T岬の付属文書に書いてある。如16年

12月9日の国会で、「TPPの付属文書の内容は日本が「自主的に」決めたことの確認なのでTPPの発効に関わらず、「自主的

に」実行する」と外務大臣も厚顔無恥に回答した。「自主的に」＝「米国の要求通りに」と変換邦頼填意が読める。つまり、

これらの非関税措置はm発効にかかわらず、日本が「自主的に」行った措置として、もう実質的に発効しているか、今後の

発効が決まっているのである。
一番わかりやすいのは郵政解体である。米国の金融保険業界が日本の郵貯マネー330兆円の運用資金がどうしても欲しいと

いうことで、「対等な競争条件」の名目で解体せよと言われ、小泉政権からやってきた。ところが、民営化したかんぼ生命を見

てA社は「これは大きすぎるから、これとは競争したくない∴mPに日本が入れてもらいたいのなら、『入場料』としてかん

ぼ生命はガン保険に参入しないと宣言せよ」と迫られ、所管大臣はしぶしぶと「自主的に」発表した。それだけでは終わらな

くて、その半年後には、全国の2万戸の郵便局でA社の1閑喚販売が始まった。これが「対等な競争条件」なのか，要するに、
「市場を全部差し出せi萬年す」ということだっこれがまさに米国のいう「対等な競争条件」の実態であり、それに日本が次々

と応えているということである。

さらに驚くことは、町中付属文書には米国投資家の追加要求に、日本は税制改革推進会議を通じてさらなる対処をするこ

とも「自主的に」約束されている。今後も際限なく続く米国からの要求に対応して、巨大企業の経営陣の利益のために国民生

活が犠牲になる「アリ地獄」に巌まっている。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）だけを集めて国の方向性が私鋤こ決められ、誰も止められなのは異常すぎる。「国会議員

になるより規制改革推進会議メンバーになったほうが政策を決められる」と与党議員も喚く。

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。従来から米国は米国商社による全農の買収のために株式会社化を求

め、共済と保険の「対等な競争条件」を強く求めている。郵貯マネーにめどが立ったから、必ず払マネーを握るまで終わら

なしt
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づまり、農協改革の目的が「農業所得の向上」であるわけがない①信用・共済マネーに加えて、②共販を崩して農産物を

もっと安く買いたたきたい企業、③共同購入を崩して生産資材価格をつり上げたい企業、④松と既存農家が潰れたら農業参入

したい企業が控える。規制改革推進会議の答申はそのとおりになっている。

そもそも、一部に利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・権利を守る協同組合などの組織は「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」要求の実態だ，

だから、農協改革という名目の農協解体と、払自らの自己改革は峻別して考える必要がある。農家や地域住民に「層役立っ

ための徹底的な改善を図る自己改革は不可欠だが、先布解体を目論む側部ことってはどうでもいいことで農業所得向上に向

けた、優れた自己改革案を出せば乗り切れるというのは見当違いである。我々は「TPPプラス」の市場開放と相倹って、日本

の食と農と関連組織がなし崩し的に息の根を止められる「終わりの始まり」に直面していることを肝に銘じる必要がある。「外

部攻馨は徹底拐齢・内部不満には徹底改善」である。

忘れてはならない「猿落居」

牛肉関税の9％に象徴されるように、HPの主な合憲内容はすでに、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？飼じだっつまり、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

ぬうちに排研こしてしまっていたのであるから恐れ入る。

その後は、双方が織烈な交渉を展開し、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）の徹夜でブ

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、いかに米国や自邸の指令に従って、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「これで恥が水面下で進められる」と喜び「原発の責任回避にm」と言い、「恥

と似ている軽米Fmを国民に知らせるな」と韓日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。

食の安全基準は更なる国益差し出しの恰好の材料にされかねない～生産者が消費者の命を守る

食品の安全性については六町岬でなくても、2国間の力関係で決まる最たるものだ国際的な安全塾瞥SPS）の慣守を規定し

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政晴見解も間違いである。米国は日本が科学晦閑地こ基

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部P鋤こ合わせさせるのがT陣だとかねてより言っており

¢011年12月14日、米国議会のT呼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）、そのとおり、

条文に書いてある（T押協定7．9条2項た今後は」細野でなくても、さらに日本から譲歩する恰好の分野として、トランプ新政

権下でも差し出しが続くことになるだろう。

l茅であると確定する妥「弼軸というlお撃毒薗

米国は、遺伝子組み換え（GM）食品は安全性検査によって安全が明らかになっているのだから、「GMを使用していない」と

表示することは消費者を惑わす誤認表示だと主張している。「GMが安全でない」という科学的根拠が示せないならやめろ（因

果関係が特定できるまでは規制してはいけない）と迫るであろう。「毒であると確定するまでは食べ続けろ」という「科学主義」

は恐ろしい。

スタンプYしている猛威趨鎚施穿

また、米国の牛にはBSE（狂牛病）の危険性がある。日本はこれまで、BSEの発症例がほとんどない20か月齢以下の牛に

限定して輸入を認めていた。ところが米国から「TPPに参加したいなら規制を緩めろ」と言われたため、「入場料」として、
「自主的」に30か月齢以下にまで緩めてしまった。米国は「清浄国」となっているが、BSE検査率は1％未満でほとんど検

査されていないだけだ：しっかりとした危険部位の除去も行われていない。

そして、T岬成立後は　日本政府は米国からの「科学的根拠」が示せないなら「清浄国」に対する規制を撤廃しろとの要求

を見越して町ST賎014年SPS報告書p．61等でもすでに強く要求されている）、すでに30か月齢以下にまで緩めてしまった米国
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産牛肉輸入ゐ月齢制限を撤暁する準備を終えている。国民への説明と完全に矛盾している。

圏
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イマ朔鯛　　　　、、
防カビ剤もTPPに並行させた日米2国間交渉で譲歩した。日本では収穫後に農薬をかけることが認められていないが、米国

のレモンなどの果物や穀物には　日本への長期間の輸送でカビが生えないように農薬（防カビ剤）をかけなくてはならない。苦

肉の策として、防カビ剤を食品添加物に2重分類することで日本への輸出を許可することにしている。ところが、食品添加

物は食品パッケージに表示する義務があるため、米国は　こんどばそれが不当な差別だと言い始めた。そのため、日本はさ

らに規制を緩める（同じものを収穫前「農薬」と収楼後「食品添加物」として審査するのを1本化する）ことを如13年秋に約束

したことが米国側の文書町ST賎014年SPS報告書p俄）で発覚した（もう一段の改善＝表示の撤廃は今も求められているら当時、

政府はそんな約束は断固していないと言ったが、T押付属文書を見ると、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。

「主婦と生活社」の徳住亜希さん提供

rもっと母して稜変を緩めさせろl

以上のように、すでに次々と緩和を受け入れている中で「食の安全基準がTPPで影響を受けない」というのはまったくのウ

ソであり、「自主的」措置として、今後、恥でなくても、さらに加速されるであろう。案の定、トランプ大統領が側近との会

話で、「日本が米国食品を不衛生だと送り返してくる。検疫が厳しすぎるから脅そう」との趣旨の話をしたと伝わってきた。と

ころが、日本農産物の多く（豚肉、鶏肉、鶏卵、柿、さくらんぼぶとう、桃、かぼちゃ、トマト、ピーマン、キャベツ、葱、

にんじんなど）を米国が検疫で止めている実態がある。日本の検疫が厳しすぎると言いながら自身が日本農産物を締め出してい

る米国、中国、EUなどの国々になぜ是正を厳しく求めないのか？それなくして輸出i輔やせなし㌔

「安い食品で消費者が幸せ」のウソ一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蔑轟物

確かに貿易自由化によって関税が下がれば米国から安い牛肉や豚肉が入ってくるため、牛丼や豚丼は安くなる。しかし、

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50兆円の内の1．2兆円ほどだ。TPP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。

よこ　iロダン50卵節の赤身的

さらに問題なのは米国やオーストラリアの牛肉や豚肉を食べ続けることは極めて健康リスクが高いということだ，米国で

は牛の肥育のために女性ホルモンのエストロゲンなどが授与されている。これは発癌性があるとして、EUでは国内での使用

も輸入も禁止されている。実際、EUでは米国産牛肉の輸入を禁止してから7年間（既婚一期均で、乳癌による死亡率が大き

く下がったというデータ（アイスランド▲443％、イングランド＆ウェールズ▲胡博％、スペイン▲猛は‰ノルウェー▲礼3％）

もある（旺M』2010た日本では国内使用は認可されていないが、輸入は許可されているため国内に入ってきている（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」と所臨新玉

確固・ロシア凍禁輸のラクトノヾミン

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航生物質耐陛菌を持った米国産豚肉＝薬が効かなくなる問題もh

東通クの幾人貌脇渡薄みそこ／

さらに、米国の乳牛には遺伝子組み換えの牛成長ホルモンが注射されている。米国ではこれが認可された1994年から教

年後には、乳癌溌生率が7倍、前立腺藤生率が4倍という論文が出されたため、今やスターバックスやウガレマートでも、

わざわざ「成長ホルモンを授与した牛乳・乳製品は扱っていません」と表示するようになっている。もちろん日本でもこの牛

成長ホルモンは認可されていないが、やはり輸入を通してどんどん入ってきている。
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1脚部l＿」柴空こう＿＿丁寧会社！
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i，餌食微動農業　　　　　　　　　　書原索粛

大学・敬突棚呼出

も
＼●∴∴∴．　　　　　　　　裏を

出〇年　言古目上言宣＿　∴せこ占甘」　　　　　　　　　　　　高士館享雷雲】亘　睦番rた売口薫二・：上川）二年

M社カ、らの巨鋲の研究費金てこC大学の世と界的櫓帥嘘のB教揺さ力t
r大丈夫」との研究成果を出したのナ三方、ら、大丈夫カヽどうカ→
（よ？つ？？？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

妾三盆鞄絵杏の3．方々のカラクタへ4カ月月から癌講痘

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諷べられた。グリホサート系薬剤は、日本でも

使用されているが、日本の場合連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叫大豆もトウモロコシ

も枯れてしまうお

ラタン着アップ残部施・クモモ　ニコンの趨好「幻滅観官

しかし、我々が大量に輸入しているGM大豆やGMトウモロコシにはそれがかけられている。グリホサート系薬剤をかけ

ても枯れないように遺伝子を組み換えたのがGM大豆やGMトウモロコシなのだから。それを我々が食べているのだ，しかも、

耐陛雑草が増えてきたため、米国では残留基準が緩められ、さらに散布量が増えているのが実情だ，近年、我々の食べている

大豆やトウモロコシのグリホサート系薬剤の残量濃度はさらに高まっている（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お

近づく？全廃緻

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し㌧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。

全震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（現事務次官）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駒に対して、CJAがイ

ラクとの取引を暴露して追い込み、株式会社化を余犠なくさせ、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・カーキ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裳が全農の生き残りのために、カ
ーギルになることがベターと判断する可能性もある。その場合、日本の農業・農家に貢献するという原則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れば　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。

」勧GM表憩実財鶴瑳
一方、約16年7月勝目、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一雨だけ

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」だっ

表示の義務化を求める運動の力で　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ごとの法律を無効とする内容ま

・10°
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で盛り込まれている佃め鮎血n鋤一血筋州レベンレ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。季0．掬以

上の全て。日本は重量で上位3位、重量比瀬上の成分について5％以上の混入を表示義務っ加工度の高い油・醤油、（王M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社の丙的警察」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アメリカでも報告されている。また、千葉の有機栽培の菜種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蕗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，

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

事例も報告されている。食べるほうも選べないが、作るほうも選べない状況が冊などをテコにして接げられようとしている。

こうして世界の食料生産・消費・環境がGM種子で覆い尽くされ、ノ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

と不安視する声もある。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のぼ　こうした動向への危機感の表れ

と考えられる。

亡国め話手攫廃姓

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」の程前輔都ま公的品種の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、種子価格の上邦ま極めて小さいことから、公的育種の重要性がわかる（図お

表1水稲種子の販売値措（20彊あた男

，開発者 �晶稽 �価格 �生産電 

北海道 �さらう397 �7，100円 �78，191トン 

青森県 �まっしぐら �8，100円 �136．010トン 

三井化学アグロ �みつひかり �80，000円 �4，414㌧ 

腹水寄穀物諌調べ、飾格は生轟音推し価格）

表2　生産コストに占める種苗寅の割合

米　　　　　小麦 �大豆 �襲地野菜 

2，7％l4・一％ �4．8％ �8．1％ 

＊野菜は露地野菜経営統計の単純平均－，
アスパラガスの16、9％を最高に、ソロッコリー12．5％、ナス、

ピー・マン、タマネギ、ニンジンは11％前後＿

事業、小麦、大豆は牛腫群統計、野柴は辞農類型別添常統計か
ら作成

図アメリカでの漂子費用の推移
〈ドル　工、サー）、アメリカ農水論叢計
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駒鱗二義は8％の載瑳“

農民連ブックレット」如17年5月（鈴木貴弘・北田俊昭・久野秀二・紙智子・真鴨良孝・揚川喜郎著）
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日本でも、民間依存で種子の9割が外国の圃場で生産されている野菜の種子価格が相対的に高いことば露地野菜の生産コ

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㌦なお、自給率80％で唯「

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執る08×0．1）という現実も衝撃である。

こ，れ妥晒繊柴の諌蹟議覿蹟務ナ易高城狙い
「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璃「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・農民種子をグローノウレ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（京都大学久野秀二翻受お

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（遺伝子組み換え輝を準鯖しているグローバ

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。

クセージや麗子企業のl訝しいビジネスモ勃？

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「環として、公的育種事業を担ってきた植物育種研究所（騨妙や国立種子開発機

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50％を占めていたが、0016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（前出久野董難読

なお、M社（GM種子と農薬販売）とドイツのB独人の薬販売）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／叫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

筋暫く病気擬、紡締むのが働ソのか
以上のように、輸入農産物は成長ホルモン（エストロゲン）、成長促進部ラクトパミン）、GM、除草瓢ダリホサート＝ラウ

ンドアップ）の残留、収攫後麗致イマザリノ巧などのリスクがあり、まさに、食に安さを追求することは命を削ることになりか

ねない。このような健康リスクを勘案すれば実は「表面的には安く見える海外産のほうが、総合的には国産食品より高い」

ことを認識すべきである。すでに、牛肉・豚肉の自給率も5割を切っている。さらに、安い牛丼・豚丼ありがたいと言ってい

るうちに、健康を害して、やはり、安全な国産が食べたいと思った時には自給率が1割になっていたら、選ぶことさえできな

いことを今気づかないといけない。「食に安さだけを追求するのは命を削ること、孫子の世代に責任持てるのか」と認識しない

とならない。

そこで、外食や加工品も含めて、食品の原産国表示を強化することが求められるが、「米国を科学的根拠なしに差別け－るもの」

として隠DSの提訴で脅される可能性もあった。そういう中で、日本信助日工食品の原材料の表示義務化に乗り出したが、案の

定、米国からクレームがついている。町政米EUのm）でも米国はEUのノVレメサンチーズなど地理的表示を問題視してい

る。ところが、米国自身は食肉表示義務制度で原産地表示を義務付けている。さらに、これがカナダとメキシコとから不当差

別としてW叩世界貿易機関）に訴えられ、米国が敗訴する皮肉な事態になっている。つまり、そもそもTPPのみならず食料の

原産地表示の困難性が増してきている事態は深刻である。

命の要の食料

我が国では国家安全閑輩の蟄かなめ）としての食料の位置づけが甘し㌧必ず出てくるのが、安けりや良いじやないかとい

う議論た，実は日本国戯蔀蔀鞍さに飛びつく国民である。世論調査すると9割くらいの方が、高くても国産を買いますかと

いう問いにハイと答えているが、実際の食料自給率38％である。

それに比べて、米国などでは食料は武器という認識だ，軍事・エネルギーと並ぶ国家存立の三本柱であり、プッシュ前大統

領は戦争を続けて困ったものだったが、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。
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