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妙案に基づく「営業の自由」に抵触するので拘束力を持ちえないのだから、突っぱねるのみである。不当な介入には提訴で抵

抗すべきである。残念ながら、もう自ら数値目標を掲げてしまったが。

さらに、独禁法の厳格適用が「見せしめ」に使われ、協同組合の世界共通の権利と認められてきた独禁法の適用除外が実質

的になし崩しにされようとしている。個々の力を結集して強い買手・売手と対時できるように共販・共同購入をカルテルと区

別する、この基本的権利をなし崩し的に剥奪することは断じて容認できない提訴で対抗すべきである。

そして、規制改革推進会議や自邸が何をしてこようが、自力で地域を支える柱となって実績で跳ね返していく覚悟を新たに

するときである。何人も「収奪」でなく「共生」でしか存続できぬことを示さなくてはならなし㌔

「総社げ」の指示

農業については家族経営の崩壊、農協解体に向けた措国全農共販・共同購入の無効化、独軸調除外の実質無効化、

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事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、漁業についても、以前から議論のあった漁業権開放論が規制改革の姐上に再浮上している。漁業権は、

これまで各漁場で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が、今後は、一般企業も同列に扱って、権

利を付与し、最終的にはその漁業権を入札で譲渡可能とするのが望ましVY実質的に外国にも開放されることになる）との議

論が規制改革推進会議などで始まった。

これは延長された所管官庁のトップの在任中に、「連の農林水産業の家族経営の崩壊、協同組合と所管官庁などの関連組

織の崩壊に「とどめを刺し」、国内外の特定企業などへの便宜供与を貫徹する「総仕上げ」を敢行するという強い意思表示と理

解される。協同組合の解体が一層の現実味を帯びてきていることを肝に銘じる必要がある。

しかし、それは日本の資源・環境、地域社会、そして、日本国民の主権が実質的に奪われていくという取り返しのつかない

事態に突き進むことだと認識する必要がある。

自分たちの安全・安心な食と地域の暮らしは自分たちが守る

このままでは、際限なきmプラスの自由化ドミノとそれと表裏一体の規制「改革」によって地域社会がグローノⅤレ資本に

略奪されて崩壊する。大店法が撤廃され、巨大店舗の進出で日本中の商店街がシャッター街になり、ある程度鰭かると撤退し

て、町を荒廃させてきた同じことが農業を含む更に広範な分野で進む，これは地方創生ではなし㌔著しくバランスを失した持

続しない「歪んだ成長」であり、地域の食と農と暮らしの崩壊である。

だまされても、だまされても、「おこ！載れ」を期待し、見せしめを恐れて従い続ける選択に未来はない。国民の命と地域の暮

らしを守る使命に誇りを持ち、ひるむな。我々は負けるわけにはいかない信念を曲げなければTPPも一度止められた。正義

l胡券ノ斗こともあるI

自分たちの安全・安心な食を自分たちで守るには消費者・生協が生産者・農協と共同してホンモノの価値を評価する基準

を策定して適正価格で支え、安くても不安な食を自分たちの力で封齢できるシステムの強化・拡大が不可欠だ：

本来、農協・漁協（生産者）と生協（消費者）は命と暮らしを守る一体的な共同体である。スイスの生協ミグロと農協等が連携し

て、基準を設定・認証して、環境、景観、動物愛護、生物多様性に配慮して生産された「物語」と、できた農産物の価値を製

品に語らせて販売拡大を進めた結果、それがスイス全体に普及し、スーパーの安売りにも負けない。こうした農家、農協、生

協、消費者等との連携強化が我が国でも望まれる。

協同組合全体への攻撃は必ず来る。「水週の術」などといって、他の組織への攻撃を横目に、自分たちのほうには火の粉がこ

ないようにじっと通り過ぎるのを待つという戦略では乗り切れない。その意味でも、農協・漁協などの横の連携、生協の横の

連携を強め、そして、農協・漁協などと生協との縦の連携を強化する仕組みを早急につくる必要がある。

希望一最終的には勇気をもって真実を伝える人々と国母消費者）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（把GH脚もST）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、血ST一軍不使用）の任意表示も、「成分に差がない」Obs軸搬出d鵡陶鵬l隣地甜

血ovmtXtWemmilkBtm血ST他ST一心閏tedandlmdeatedcows．）との注記をFDA（食品医薬品局）は条件とした。それでも、身の危

険も顧みずに真実を発表した学者が出てきて、結局、S由血此ksやW札M社が、自社の牛乳・乳製品は不使用であると宣言＊せ

ざるを得なくなり、IbSTの酪農生産への普及も頭打ちとなって、M社がIbSTの販売権を売却する事態になったことばかり

に、表示をできなくされても、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

者の不買行動が業界を動かしたということだ，

恐れずに真実を語る人々がいて、それを受けて、最終的には消費都国民）の行動が事態を変えていく力になることを我々は
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禰論2　貿易自由化の中で国産肉のシェア拡大を図るには？■ヾ外食・中食における輸入品の圧倒的シェア

豚肉の小茄における国産シェアは7鍬，だが、外食では11読、中食（総菜・弁当）では脂％に過ぎ抑圧牛肉の小売店におけ

る国産シェアは8脇だが、外食では29％、中食総菜・弁当）では7％に過ぎない食費に占める外食・中食比率が増える中で

外食・中食における国産肉のシェア拡大対策が不可欠である。

部室告う事曲調離卜寄寓南軍の軍機轟
●大義名分＝後からとってつける建前の理由。例えば今回の唐突な衆議院解散は国会追及逃れの保身と言われるが、もっと

裏がある。「イメージの悪化した00総理では選挙は困難とみて、すべての責任を総理に取ってもらったのちに総理交代によっ

てイメージを一新して選挙に臨むとの流れが党内で力随してきたため、先手を打って、延命を図った」のである。まさに「0

0の00による00のための解散」。有権者がこのための800億円の費用をどう受け止めるか，

●国益を守る＝米国の要求に忠実に従い、政権と結びつく企業の利益を守ることで国民の命や暮らしを犠牲にしても、自身

の政治生命を守ること。

●自由貿易＝米国（発のグローバル企業）が自由に儲けられる貿易。

●自主的に＝米国（発のグローバル企業）の要求どおりに

●戦略的外交＝「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（その窓口が規制改革推進会議）

だけ。全部、いっぺんに応えてしまうとやることがなくなってしまうので、必死で交渉しているポーズを取りつつ、一つ一つ

順に応えていくのが靭晩いずれにせよ、際限なく国益が失われていく「アリ地獄」脚「底なし沼」。
●規制緩和＝地域の均衡ある発展のために長年かけて築いてきた相互扶助的ルールや組織を壊して、ないしは改変して地域の

ビジネスとお金を一部企業に集中させること。規制緩和の名目で実質的な規制強化を行う場合もある。いわば「国家の私物化」。

この国際版がTP騨環太平洋連携協砂型の協定で世界の私物化」。

●規制緩和が皆にチャンスを広げる＝規制緩和すれば多くの国民は苦しむが、巨大企業の経営陣がさらに儲けられる。

●対等な競争条件（hvel血epl坤i喝丘e胞とか軸軸hg）＝もっと一部企業に富が集中できる市場条件にする。市場を差し出

したら許す（例：郵便局でのA社閑喚販売お

●岩盤規制・既得権益＝儲けられる余地が減ってきたので、地域の均衡ある発展のために長年かけて築いてきた相互扶助的ル
ールや組織を壊して地域のビジネスとお金を一部企業が奪いたいそこで地戒を守るルールや組織一郭轄なので岩盤規制・

既得権益と呼拭
●国家戦略特区＝別名、国家「私物化」特区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，自分だけに規制緩和するからおいしい

●幅広い視点からの諮問会議の委員構成＝利益相反的な賛成派、あるいは素人で純粋に短絡的な規制緩和論者だけを入れる。

「詳しい人や反対論者を入れたら決まらないでしょ。最初から決まった結論に持っていくためにやるのだから。」

●道半ば＝経済政策（アベノミクス、物価2％上昇目標なめの破綻のこと。

●1％の農業を守るために残り鈍％の利益を犠牲にするな＝1％の企業利益のために兜％の国民は犠牲にする。

●農業所得向上＝農協を解体して、地域のビジネスとお金を一部企業が奪うための名目。①信用・共済マネーの剥奪に加えて、

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皿と既存

農家が潰れたら農業参入したい企業弾空える。規制改革推進会議の答申はそのとおりになっている。
●地方創生＝なぜ、そんなところに無理して住むのか無理して住んで農業やって、税金使って、行政もやらねばならぬ。こ

れを非効率という。地域の伝統、文化、コミュニティもどうでもよい。非効率なのだ，早く引っ越して、原野に戻せ。

●農業協同組合の独占禁止法「適用除外」は不当＝共同販売・共同購入を崩せば農産物をもっと安く買い、資材を高く販売

できる。「適用除外」がすぐに解除できないなら、独禁法の厳格適用で脅して実質的になし崩しにする（山形、福井、高知など

で実施お

●農協は信用・共済事業をやめて本来業務の農業振興の「職能組合」に純化すべき＝農協から信用・共済ビジネスを奪うため

の理屈付け。こうすれば、農協は倒産するから、農産物も買いたたけるし、資材も高く売れる。農家が廃業したら、儲けられ

る好条件地には参入できる。

●准組合員規制＝農協解体を遂行するための脅しの切り札これをちらつカせて、すべてを呑ませていく。

●農業所得倍増＝貿易自由化と規制改革で既存の農家が大量に廃業したら、全国の1％でも平場の条件の良い農地だけ、大手流

通企業などが参入して儲けられる条件を整鯖し、「部企業の利益が倍増す摘まよい。儀からなけ摘醐すればよい
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●農業競争力強化支援法＝農業競争力「弱体化」法競争力強化に必要な協同組合の共販・共同購入を「中抜き」し、農業関

連組織の解体と家族経営の崩壊を促進し、特定企業に便宜供与する。コメの種子情報を無償譲渡で獲得し、遺伝子組み換え種

子で主要穀物市場を独占し、種子価格を吊り上は国民の命を蔓ントロール下に置けるバイオメジャーには濡れ手で粟，

・漁家・漁協の既得権益の開放＝浜は既存の非効率な漁家の既得権益でなく、みんなのものだからや効率的な企業にも平等に

アクセスできる・ように漁協に免許されている漁業権を開放しろ、と言って、結局、そう主張した企業が買い占めて既得権益化

する（浜のプライベートビーチ化）という詐欺的ストーリー。しかも、最終的には外資に日本の沿岸国境線を握られ、日本が実

質的に植民地化する亡国のリスクが見えていない
●漁場の共同管理をやめるべき＝既存漁家から浜のビジネスを奪いたいコモンネ共用資源）は共同管理することで資源の枯渇

による共倒れという「悲劇」を回避してきたのが理論的にも実証的にも確認されている。コモンズに短絡的規制緩和論を主張

するのは根本的な間違Jt我々の社会を「グローバルコモンズ」と見徹せば個々が利己的に自己利益の最大化をめざせば社

会全体の利益が最大化されるという新古典派経済学が適用できる余地は実はほとんどなし㌔

●改革の総仕上げ＝延長された所管官庁のトップの在任中に、「連の農林水産業の家族経営の崩壊、協同組合と所管官庁など

の関連組織の崩壊に「とどめを刺し」、国内外の特定企業などへの便宜陳与を貫徹するという強い意思表示。

・科学主義二疑わしきは安全安全でないと証明される（因果関係が完全に特定される）までは規制してはならない。人命よりも

企業を守る。対語は、予防原則＝疑わしきは規制する（手遅れによる被害拡大を防ぐためら

●専門家が安全だと言っている＝安全かどうかはわからないなぜなら、「安全でない」という実験・臨床試験結果を出したら

研究資金は切られ、学者生命も、本当の命さえも危験にさらされる。だから、特に、安全性に懸念が示されている分野につい

ては生き残っている専門家は大丈夫でなくても「大丈夫だ」と言う人だけになってしまう危験がある。

●有識者＝はじめから結論ありきの意に沿う人々。

●枕詞＝国会決議などを反故にする言い訳に使うために当初から組み込んでおく常套手段の修飾語。最近の事例は「再生産可

能となるよう」「聖域なき関税撤廃を前提とする（m）」「国の主権を損なうような（隠D条項）」など
●付帯決議＝ガス抜き。法律などに対する懸念事項を「応配慮したというポーズこ反対した側にも頑張ったというアリバイに

なる。

●パブリックコメント＝アリバイづくり。皆の意見を聞いたふりをして、すぐに捨てる。反対都ことってはガス抜き。

●単なる情報交換＝日本のmP交渉参加を米国に承認してもらうための「入場料」支払いのために水面下で2年間行った事前

交渉の国民向けの呼株，国民を見事に欺いて米国一の事前の国益差し出しに貢献したことで経産省初の女性局鼠その後、総理

秘書官を経て特許庁長官）に昇進した人もいる。
●生産性向上効果と資本蓄積効果＝貿易自由化の経済効果を操作して水増しするための万能のドーピング薬，

●緊急対策＝政治家が自身の力で実現したのだと「恩を着せる」ための「適性の対策。政策に曖昧さを維持し、農家を常に不

安にさせ、いざというときに存在意義を示すための日本的制度体系。しかも、既存の施策を00対策として括り直して看板付け

替えただけの場合が多い対語は、対策の発動基準が明確にされ、農家にとって予見可能で、それを目安にした経営・投資計

画が立てやすくなっている欧米型のシステマテイツクな政策。

●情報公開＝基本的に情報は出すものではなく隠すもので、出す場合は政府が国民を誤認させて誘導するのに都合のいいとこ

ろだけ公開する。公開を迫られたときは黒塗り（「のり弁当」）にするか、記録を廃棄したことにする。ウソを貫徹した人は国

税庁長官やイタリア一等書記官に異例の処遇をする。真実を述べた人はスキャンダルで人格攻撃する。

●失言＝本音。（いかん。つい本音が出てしまった‥・）

●記憶にない＝事実と認めるわけにはいかない質問に偽証に問われないように答えるときの常套句。「私の記憶によれば00して

いない」という言い回しもある。

●日米安保で守られているから＝対米従属を国民に納得される「殺し文句」。政策遂行に非常に都合がいいから、政治・行政は

「日米安保の幻想」を隠す。実は米国で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

ってきたから韓国や日本に犠牲が出ても、今の闘曙で叩くべきという議論が出ている。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ぐ米国本土を守るために置いている。

●国民の命を守る防衛費＝米国の軍事産業を救う陳衛費。米国が欠陥商品と認めるオスプレイを破格の1機100億円で17機、

1，700億円で購入するなど、至れり尽くせり。

●自殺＝証拠欝蝋挟み消し）のために追い込まれた死の殺人　自衛隊員の戦死の偽装

●不時着＝オスプレイの墜落，

●武力衝突＝自衛隊派遣が憲法9条に抵触しないよう、「戦闘」のことを「武力衝突」と言う。

●国民の命を守るJ－アラート＝国民の恐怖を煽り、失政から目を逸らさせ、政権支持の浮揚を図る道具。北朝鮮のミサイルは

大気圏外に飛んでいるので弾頭以外の落下物があっても大気圏突入で燃え尽きるから日本国土に何かが落ちることはまずない

ことをわかっていながら、逃げろ、隠れろと警報を鳴らしている。
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●貧困緩和には規制緩和の徹底が不可欠＝グローノウレ企業が途上国を食い物にするための口実，

●コンディショナリティ＝貧困緩和のためには規制緩和の徹底が必要と言い張り、途上国を支援する名目で世界銀行やIM

F融資の条件として＼アメリカ発のグローバル企業の利益を高める灘醐レール改変（関税・補助金・最低賃金の撤廃、

教育無料制・食料増産政策の廃止、農業技術普及組織・農民組織の解体なめを強いること。しかも、強制したのでなく当該

国が「自主的に」意思表示したという合意高山雑的舶鳴りを書かせる。
・トリクルダウン二期％→1％に富を収奪しようとしている張本人が1％－｝期郁こ「滴り落ちる」という論理破綻

●鮮吋企業の社会的責任の履行F r安全性を疎かにしたり、従業員を酷使したり、周囲に迷惑をかけ、環境に負担をかけて利

益を追求する企業活動は出会全体の利益を損ね、企業自身の持続性も保てないから、そういう社会的コスト（外部費用）をしっ

かり認識して負担する経営をしなくてはならない」というのは建前で、本当はTm型の隠DS条項で、企業が本来負担すべ

き社会的費用の負担命、健康、環境、生活を毀損しないこと）の遵守を求められたら、逆に利益を損ねたとして損害賠償請求

をしたレ㌔

●主流派経済学＝巨大企業の利益を増やすのに都合がいい経済学。

・独占・寡占は取るに足らぬ問題で、独占禁止政策も含め、規制緩和あるのみ＝独占・寡占が常態化膿‾る市場で、それを抑制

する政策も含めて規制緩和すればさらに市場を歪め、独占企業への富の集中を進められる（社会全体の経済厚生は低下する可

能性があるら規制緩和が正当化されるのば市場が競争的であることが前提で、不完全競郵独占・寡占）市場での規制緩和は

正当化されない　したがって、主流派経済学は独占・寡占の存在を無理やり否定する。

補講3　肘度の競争政策一公取の尊潮は何処に

農協に対する独禁法の適用除外をやめるべきとの議論が強化されつつある。最近の農協への独禁法違反摘発には2つの特徴

がある。

凌鰯脇濃彩筋
1つは、「見せしめ」的な競争政策の政治利用である。

［事例（動幻13年参院選直後の山形県庄内地方の5農協へのコメの販売手数料かレテル疑惑での公正取引委員斜以下「公取」）
の立ち入り調査，

申例（劉2014年衆院選直後のJA福井県経済連への農業用施設の改修工事の落札業者を事前に決めていたとする排除措置命

令（行為の撤回命令も

いずれも農協の共販行為自体に対する独禁法適用ではなかったが、極めてわかりやすいタイミングでの「あら探し」的な摘

発から、「見せしめ」「脅し」との疑念が拭えない。本来、政治から独立した司法機関である公取が政治利用されることは許さ

れるのであろう彊公取の独立した司法機関としての誇りも問われる。

瑚膠のなし労し佑
2つ目は独禁法の適用除外をやめさせるのではなく、独禁法の解釈を実質的に強化して農協を取締まり、適用除外をなし

崩しにする摘発である。憾業生産資材及び農産物の販売に関し、公正かつ自由な競争を確保するため、農業分野における独占

禁止法の取締りの強化を図る」（「税制改革に関する第4次答申」2016年5月19日）方針と呼応している。

［事例（動2017年3月勝目、高知県JA土佐あきに対して、公取はナスの販売について、組合員に対して系統以外に出荷
することを制限する条件をつけて販売を受託していたという拘束条件付取引に該当するとして排除措置命令を下した。ナスの

部会は元々農家の自主的な組織で、共同出荷施設を維持し、共同販売を促進するために、自らで作っていた規約に対して、農

協が系統利用を強制したとの判断がなされた。こうした活動を独禁法違反とすることば農協共販を独禁法の適用除外として

いる2条の根幹を揺るがす重大な事態である。

歴史的に、個々の農家が大きな買手と個月間淘Iすることで農産物は買いたたかれ、個々の農家が大きな売手と僻見昭文引する

ことで資材価格はつり上げられ、苦しんだっ　そこから脱却し、農業所得を向上させるため、農協による共販と共同購入が導入

され、それは取引交渉力を対等にするためのカウンターベイリング・パワー（描抗力）として、独禁法の適用除外になっている

のが世界的な原則である。

公取も「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針（平成29年6月16日改定）で2条の趣旨について、「単独では

大企業に伍して競争することが困難な農業者が，相互扶助を目的とした協同組合を組織して，市場において有効な競争単位と

して競争することは，独禁法が目的とする公正かつ自由な競争秩序の維持促進に積極的な貢献をするものである。したがって，

このような組合が行う行為には，形式的外観的には競争を制限するおそれがあるような場合であっても，特に独禁法の目的に

反することが少ないと考えられることから，独禁法の適用を除外する。」と説明している。

l喫頴諺認めつつフグーライ霜動態労し瑠勘ことになっていないか
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共販が有効に機能するには共販に結集するための誘因となる自主的なルー朽ある程度の縛り）は不可欠である。それなの

に、それを違反だというなら、共販を「公正かつ自由な競争秩序の維持促進に積極的な貢献をする」と認めながら、「ただ乗り」

を助長し、共販を壊す、という論理矛盾になっていないが㌔、＼

j配架璃動だ饗禁法蝕諺解されない

欧米の農協で全量出荷を義務付けることはむしろ普通である（農中総研の平滝明彦副部長）例えば米国の場合、農業協同

組合は÷つの事業体として捉えられており、農協と組合員との契約関係は内部関係として、反トラスト法が適用されることは、

なし当農中総研の明田作客員研究員ら米国のサンキストは独禁法の適用除外となっている農協であり、組合員は柑橘生産の全

量を組合を通して出荷しなくてはならない専属利用契約を結ぶ。品質や出荷時期などに厳しいルールがあり、違反者は除名処

分を受ける。ブランドを守り、組合員の利益を維拝するための当然の対応である。これらは独禁法上の問題にはならない　こ

のような契約に同意できないならば組合員にならずに、独自に販売すればよいだけである。もちろん、その場合はサンキス

トのブランドを名乗ることはできない

鰯EUと鰍を進める伊香
EUでは2（X汐年に飼料価格高騰による酪農家の苦擬を経験し、0015年からの生乳の生産調整の廃止に伴う乳価下落の影響

も懸念されていた。そうした事態の酪農への影響を緩和するには寡占化した加工・小売資本が圧倒的に有利に立っている現

状の取引交渉力バランスを是正することにより，公正な生乳取引を促すことが必要との判断から、幼11年に「ミルク・パッケ
ージ」政策が打ち出された。その政策の「環として、独禁法の適用除外の生乳生産者団体の組織化と販売契約の明確化による

取引交渉力の強化が進められている。

頻発するバター不足の原因が酪農歓指定団体）によって酪農家の自由な販売が妨げられていることにあるとして、「改正畜安

法（畜産経営の安定に関する法律）」で酪農協が全量委託を義務付けてはいけないと規定して酪農協の弱体化を推進する我が国

の異常性が際立っている。

共販ルールが明確でないために生じる「優越的地位の濫用」の嫌疑

ただし、我が国では農協と組合員間の共販のルール、特に、ルールを破った場合の罰則が明確でないために、「共販破り」

の組合員への対応が「優越的地位の濫剛　と見徹される余地を与えている側面もあるように思われる。この点はよく検討すべ

きであろう。

「不当な価格引き上げ」か否かが問題

米国ではカッパー＝ヴガレステッ買C徳や敏一Ⅵ胸）法によって、反トラスト淘独禁法）の適用除外になっている。しかし、

その結果、不当価格引き＿出質し庇h膨mCeE心細勝me血）などにより緩流享生上の損失が生じている場合は違法とされる。

この考え方は基本的に日本でも同じであり、つまり、上記の囚一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより

不当に対価を引き上げることとなる場合には，適用除外とはならない。」が対応している。つまり、共販のルールが明確に合意

されていれば、ルール上の問題ではなく、「不当な価格引き上げが行われているかどうか」が独禁法違反か否かのポイントにな

る。

例えば、飲用乳についての我々の試算では、我が国では、スーパ一対メーカーの取引交渉力の優位度は7対3で、スーパー

がメーカーに対して優位性を発揮し、メーカ一対酪農協の取引交渉力の優位度は9対1に近く、メーカーが酪農協に対して優

位である可能性が示さオ叫図）、むしろ酪農家は買いたたかれている。こうした状況で酪農家組織の弱体化や独禁法の凝結適

用は正当化されない。

「不当な価格引き上げJでないことの立証

計量経済学的検証を得たなくとも、農業所得の低迷による農家減少に歯止めがかからない中、農協共販によって「不当な価

格引き上げ」が行われているとは誰も思わないだろう。しかし、可能なかぎり数字で示すことで、「不当な価路引き上げ」に当

たらないことを立証する努力が必要である。

ここで、必要となるのは、不当な価格引き上げにあたるか、逆に買いたたかれているか、を判断する基準値である。　例え

ば飲用乳の例で5対5の取引交渉力（図のモデルでの＝0．5）を対等な水準として、そのときに計算される価格を適正価路と

して設定することはひとつのアイデアである。この場合、飲用乳価は生産者関階で6円、卸売閲階で4円、現状より高くなる。

つまり、現状は「不当な価格引き上げ」とは逆に「不当な買いたたき」の状況下にあり、独禁法の適用除外をなし崩しにす

る取締まり強化は間違いで、むしろ共販を強化すべきでかつ、大手小売の「不当廉売」と「優越的地位の醐」こそ、独禁

法上の問題にすべきということになる。
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禰論4世界を変えるのは女性の力
「ゆりかごを動かす手は世界を動かす」という諺がある。すべての人は、お母さん、つまり、女性の手で育て上げられる。

良い人間に育つか悪い人間に育つかは女性次籠毎日毎日、掃除・洗藩・炊事と追いまくられて、託の価値を見失いそうにも

なるが、その毎日の繰り返しこそが、世界を動かす力を育て上げている（東城百合子『かならず春は来るから』ゝ幸せな社会

をつくるのは女性の家事の力。家事の中でも、炊事は、人を育てる一番の基本，HPや日米・日欧Fmで国産の安全で美味し

い食材が手に入らなくなったら、社会の幸せは根底から崩壊する。いまこそ、豊かな地域社会を守るために、特に、日本女性

の底力に期待がかかる。日本の未来を救えるか否かは女性にかかっている。

参考情報1「脱・組み換え」宣言が波紋＝仏ダノンに米農家反発時牽通唐2016年10月2勤王）

【シカゴ時事】仏食品大手ダノンが、米国で「脱・遺伝子組み換え（GM）」を宣言し、波紋が広がっている。

GMに依存する米農業界は、安全性に対する消費者の不安を増幅しかねないと猛反発しており、溝は埋まりそうになし＼

ダノンは今年4月、主力のヨーグルト3ブランドを対象に、如18年までにGM作物の使用をやめると発表した。これまでは

砂糎の原料テンサイや、乳牛のエサとなるトウモロコシなどGM作物を使ってきたが、それ以外の作物に切り替える。

米国では全食品の8割程度がGM技術を導入しているとされる。一方で、消費者の健康・自然志向の高まりでGM食品を敬

遠する動きも拡大。ダノンは消費行動の変化に対応すると理由を説明する。

これに対し、全米農業連盟など生産6団体は÷斉に反発。ダノン米国法人トップ苑てに異例の書簡を送り、「（GM一切）不

安をあおって売り上げを増やそうとしている」と厳しく批判した。

参考構報2　200ナ0130スターバックス：成長ホルモンを使用した牛の乳酸品の使用を停止

先日、スターバックスがトランス脂肪酸を使用した製品の使用を止めること決めましたが、今度は成長ホルモンを用いて育

てた牛からの乳製品の使用を止めると発表しました。これは、世界最大手コーヒーチェーンであるスターバックス（本社・シ

アト／巾が発表したもので、成長促進ホルモンを授与された牛の乳製品の使用を、米国内の全店舗でやめる方針を明らかにし

ています（1月17日）。

家畜の成長を早めるために、成長ホルモンを投与する事が行われていま一丸以前は成長ホルモンは高価だったのですが、最

近の遺伝子組み換え技術の進歩により、安価に成長促進ホルモンrBGH（rec側めinamtx）Vhmgrow血l関Ie）が出来るようにな

り、家畜の成長促進のために使用されるようになりました。

ちなみに、臆GHは遺伝子組み換え作物で名高い米バイオ大手のモンサントが開発し、1朔年に米食品医薬品局（FDA）

が承認しています。この珪貼Hで育てると、牛乳生産量を10％～15％も上昇させるそうで、米国内の牛農家に急速に普及して

いました。しかし、このような成長ホルモンを与えられ、育った牛などの乳製品や食肉には、発がんのリスクを高める画路用

の危険性が指摘されてきました。実際、カナダなどでi討吏用が禁止になっている程で丸

このような状況を鑑み、スターバックスは、自社で使用するミルクやクリームについて、成長ホルモンで育った牛からの乳

製品を取り止め、自然に育てられた牛のものへと切り替えることにしました，しかし、現時点では全ての乳製品について自然

のものへ切り替えるのは供給量に限りがあるため難しく、今のところワシントン、オレゴン、アイダホなど8州に限定されて

いるようです。時期は未定との事ですが、今後は全米約5，6α〕店舗を、ホルモンフリーの乳製品使用にするのだそうで丸

さすがはイメージを大事にするスターバックスだけの事はあると感心しているのですが、今後も、食物の安全に対する消

費者意識の高まりを意識し、企業イメージ向上に結びつける企業が増力曲ると思われ、その動向が注目されます。日本では雪

印乳業に続いて、不二家製品の安全性が大問題となっていますが、国内企業も消費者の鍵康と、自社ブランドイメージを大切

にした経営感覚が求められます；
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