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TPP交渉差止・

違憲訴訟の会
http://tpphantai.com う！ 命と暮らしと未来

からだf
意されたのかは誰にもわからない。日本の記者

が「これは何と呼んだらいいのか。原則的に合意

（つまり、大筋合意）ということなのか」と質問し

でも、フロマン米通商代表部（USTR）代表は答

えなかった。内容はまだ詰まっていなかったのだ。

日米国が狙う医療や保険

；；日本は最大のターゲット

最終合意に向けて膨大な条文を確定させるに

しても、米議会が内容に満足せず再交渉を要求

する可能性も残る。 7月にTPA（大統領貿易促進

権限）法案を推進した共和党のオリン・ハッチ上

院財政委員長や、民主党の次期大統領有力候

補のヒラリー・クリントンを始め、多くの議員や候

補者がすでにTPPに反対を表明している。 2月か

ら予備選挙を控えるアメリカは、批准どころでは

なくなるとみられる。

日「自動車しかメリットがないのに
自あんなに譲って本当にいいの？J

「国益にかなう最善の結果を得石ことができた」

「国民の皆様とのお約束はしっかりと守ることが

できた」

安倍首相は会見でこのように述べたが、「口か

ら出任せもいい加減にしてほしいJと降易された

方も多いことだろう。

現地入りしたTPP交渉差止・違憲訴訟の会の

山田正彦幹事長は、「日本はカードを全部切って

しまい、何もすることがなかった。カナダの農業

団体からは、『日本は自動車しかメリットがないの

に、あんなに譲ってしまっていいのかJと言われ

た」と言う。各国が国益を守るために必死の攻防

を続けているときに、日本は行司役としてまとめた

というが、とんでもない話だ。

大筋合意と言っても、覚書などはなく、何が合

9月30日から行われた

アトランタ閣僚会合。

3度にわたる日程延長の末、

10月5日に「大筋合意Jが発表された。

祝賀報道に溢れた日本だが、

皮肉にも匝益を得たとは言えない。

見せかけのパフォーマンスに

E草されてはならない。

注意しなければならないのは、 TPPがまとまら

なくとも、日米は並行協議を重ね、膨大なサイドレ

ター（付属書）を交わしており、これが秘密だとい

う点だ。このページの各国のGDP構成からもわ

かるように、アメリカのターゲットは完全に日本で

あり、日本の医療、保険、食料などあらゆるもの

を収奪しようと虎視耽々と狙っている。

政府は「それらは適用外だ。 TPPでは協議さ

れていないから大丈夫だ」と説明するが、米韓

FTAでも、肝心なことは協定文ではなくサイドレ

ターに記載されていたという。結果、韓国では政

府が公式に認めただけでも、 60本以上の法改正

が必要になった。

どこの国より前のめりな日本。 TPPという幻想

にしがみつく安倍政権が先走って承認するなど、

決して許してはならない。この違簸訴訟も、第3

次、第4次提訴と粘らなければならない。闘いは

まさにこれからだ。
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※図の数字は各国のGDP（兆円）、円はGDPの大吉さを表しています。出典世界銀行データベース（基準年：2014年）、 lFル＝II D円で換算（2014年度円相場平均）
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が、今回の条件でいくと、被害額はどれぐらいになりますか。鈴木室弘（以下、鈴木） 今回の大筋合意は、決裂せず合

意したと装うために、日本は譲れるだけ譲り、残った部分は

玉虫色の提案までしたものです。農家のみなさんは、ここで

あきらめムードになってはいけません。政府は早々と、農産

物について詳細な資料を出してきましたが、これは椙当前か

ら、日米で合意ができていたということです。とっくの昔に影

響額も試算して、 Xデーが来るのを待っていた。国民や農民

を編して闘っているふりをしていたということです。

鈴木 今回、政府は生産減少額を3,000億円弱と見込んで

いるようですが、過少評価です。全面的関税撤廃なら3兆円

と言っていたのが、 10分のl以下に減らしたんだから、「どう

だ、頑張っただろうJとでも言いたいのでしょうが、そんなわけ

がない。我々の暫定試算では、農林水産業で1.5兆円以上

の被害になり、関連産業も含めれば4兆円もの損失を生む可

能性があります。我々は自動車でプラス3.2兆円の生産額増

加と試算していましたが、それは高い原産地規則を受け入れ

たことで実際には実現できず、結果的に日本のGDPは全体

でマイナスになりかねません。

［緊急対談

山田正彦（以下、山田） 昨年4月にオバマ大統領が来日し

た時、読売新聞が「牛肉関税9%」とスクープ記事を出しま

した。政府は誤報だと言って農民を諒してきましたが、実際、

その時決まっていたんでしょう。今回発表されたコメにしたっ

て、国会決議（※）に反していますよね。

鈴木 聖域だから除外するとした重要5項目に手をつけた

時点で、全然守られていません。大体、「除外Jとは全面的

な関税撤廃からの除外という意味で、 1%でも関税が残っ

ているか、一部に無税枠を作ればいいんだと言い張るつも

りでした。それではあまりに毘理屈だと言われるのに備えて、

「再生産が可能になるように」という文言を加えました。そ

うやって、国内対策とセットにして文句を言わせないようにし

てある。最初から守る気なんてないんですよ。

山田 「ウソつかない。 TPP断閲反対。ブレない」などと言

いながら、完全に農民を裏切っています。重要5項目は関税

区分の細目で3割（174品目）が撤廃となり、農林水産物全

体の8割 (1,885品目）が撤廃、 5割 (1,195品目）は即時撤

廃というありさまです。日本が過去に関税を撤廃したことの

ない834品目のうち半分が撤廃されることまで明らかになっ

た。とくに果樹などは大きな影響を受けますよね。 2013年、

政府は農林水産物の生産減少額を3兆円と試算しました

山田 コメはどうなるでしょうか。

鈴木 政府は、輸入が増えた分の国産米を買い上げて市場

から隔離するから影響はないと言いますが、ごまかしです。在

庫が増えれば、それ自体が価格下げ圧力になります。過去の

データから、在庫がl万トン増えるごとに、 60kg当たり41円

価格が下がるという関係が推定されます。7.84万トンですと

321円下がります。収入保険をつくるから大丈夫と政府は言

いますが、これは過去5年の平均との差額を補填するだけで

すから、平均米価が9,000円になれば、 9,000円との差額し

か補填されず、誰も稲作を継続できなくなります。これは収入

変動をならす、いわゆる「ナラシjであって、最低限確保される

べき所得が確保できる岩盤（下支え）とはまったく別物です。

山田 20、30haと規模拡大した生産法人では、今年、

3,000万円ぐらい赤字だと聞きます。このままでは誰も米作

りできなくなります。私がもっと心配しているのは、自動車と

コメはセ、yトであって、日本が関税を全部撤廃してから自動

車の関税を撤廃すると、前から言われていた点です。これは

「このまま言いなりに
なるわけにいかなし吋

つ亡

みやぎ生協はTPPIこ反対します

みやぎ生活協同組合
代表理事理事長宮本弘！抑制

千981,3194仙台市泉区八乙女4-2-2 http://v帆 w.miyagi.cocp/ 

TPP交渉差止・違憲訴訟の会幹事長

山田正彦（ゃまだまさひこ）

1942年長崎県五島生まれ。元農林水産大臣。弁護士。
TPP阻止国民会議副代表世話人。TPP交渉差止違

憲訴訟の会幹事長。箸審に＂農政」大転換』＇ TPP秘

密交渉の正体』（竹書房）ほか。

• 
東部生協はI食の未来づくり運動jを提唱しています。

この運動を推進するためTPPに反対します。

機裏都宝活協同組合
千156・0055 東京都世田谷区船橋 5-28-6

http://www.tohto・coop.or.jp/
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ので、農民はここでまた煽されるわけです。日本は食料安全

保障を捨て、食の安全も捨てたのでしょう。成長ホルモンで

作ったような牛肉、豚肉がどんど、ん入ってきます。

アメリカの強い意向だったんですよ。今回、アメリカは自動

車（乗用車）の関税を25年で撤廃すると発表しましたね。と農業編］

鈴木 新聞やテレビでは食料品が安くなるなどと報道されま

すが、中国やロシア、 EUが7メリカの牛肉を輸入禁止してい

る大きな理由が成長ホルモンと成長促進剤（ラクトパミン）で

す。それらは、日本では、園内では使用されていませんが、輸

入は今もOKです。今後、すでに4割の牛肉自給率が、2割、 l

寄jとさらに下がってから、安全な国産のものを食べたいと言っ

ても、もう誰も作ってくれない、そういう状況になりかねません。

ころが、コメは当面のことしか言及されていない。米韓FTA

でも、韓国のコメは2015年から関税制となり、それが20年

で徐々に完全撤廃されていくと聞きます。日本も、同じように

25年でコメの関税を撤廃していくのではないかと。 200間で

交わされた膨大なサイドレター（付属書）は4年間秘密保持

義務があり、どんな話し合いがされているの分かりません。

鈴木 その可能性は否定できません。そんなことになった

ら、日本はもう壊滅ですね。

山田 「関税自主権を持たない国は、独立国ではないJと、
東大名誉教授の（放）宇沢弘文先生が言っていましたが、そ

の通りですね。このまま、アメリカの言いなり、安倍政権の言

いなりにさせるわけにはいきません。

すぐに影響を受けるのは畜産ですか。

鈴木 豚肉は差額関税制度を残したと言い張っていますが、

ほぼ一律50円になって、わずかに差額関税の部分が残って

鈴木 そうですね、ここで農家が動かないと、ちょっとお金を

もらってよかったみたいになってしまっては、みんな息の根を

いるかのように見えるだけであって、これもごまかしです。牛

肉も関税は9%で、セーフガードがあるから大丈夫という説明

ですが、そもそも発動されることがほぼないほど大きな数量

止められてしまいます。

山田 訴訟もそうですが、農民漁民が選挙でも何でも、立ち

上がるしかない。今できる、あらゆることをやりましょう。

設定で、最終的には4年発動されなければなくすということ

ですから、実質は、 9%の関税でいくらでも輸入されるという

ことになります。赤字を補填しようにも、関税収入が1,000億

円近くも減るので財源は消えてしまう。財務省が簡単に予算

山田

※初13年4月19日衆議椀農林水産委員会での決議，，，，①米、麦、牛肉・廓肉、乳
製品、甘昧資源作物なと・の農林水産物の重要品目について、引き続き再生産
可能となるよう除外又は再協議の対象とすること。 10年を超える期間をかけた
段階的な関税撤廃も吉め認めないこと。②残留農薬・食品添加物の基準、遺
伝子組換え食品目表示義務、遺伝子組換え種子の規制、輸入原材料の原産
地表示、 BSEに係る牛肉の輸入措憧等において、食の安全・安心及び食料の
安定生産を損なわないこと。③濫訴防止策等を含まない、国由主権を損なうよ
うなISO晶項には合意しないことりなどのBつの決議を採択した。

を出すわけはないですから、とても被害を埋められません。

山田 私が農水大臣のときに整備した「農畜産業振興機構

(alic) Jも、 TPPでは国有事業の章にあたるんですよ。そ

こには、相手国の企業と公平で平等な競争のために、差別

的で反競争的であってはならないと書かれであって、補助

金も一定の幅で基準を決めることになっています。これまで

のように、価格安定のために無制限に補助金を出すことは

不可能になります。政府は当然、減額することを考えている

［農産物の被害額は
1兆円以上になりますよJ

東京大学大学院教授

鈴木宣弘肘きのぷひろ）
1958年三重県生まれ。東京大学大学院農学生命科学
研究格教授。農学博士。農林水産省、九州大学教授を
経て現職。一般社団法人JC総研所長。著書に『よくわ
かるTPP48のまちがい』（康文協）、 r食の戦争』（文饗春
草刈ほか。
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株式会社大地を守る会l草、子どもたちの未来のため、

日本の第一次産業を守り、人々 の生命と健康を守り、

持続可能な社会を創造するために活動しています。

烹心して貴べうれ~oおし、しい3子三＇＼う加土品、からjこ！と但しい化ill品や主知
など、国毘在中心！とあ’， 11,0CJ＜コ品目の間品在宅配てお届けしています。

ホームページ www.daichior.jp大地宅配 0120-158・183
大地を守る会のウエブストアh社p://store.daichi.or.jp

d機
大地を守る会
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B「悪魔は条文の細部に住む。
詰膨大なサイドレターも公開されないJ

玉木雄一郎民主党衆議院議員は、「我々が

想像していた最後のx渉の姿は、日米がコメ

や自動車を巡って蛾烈な争いをしている状況

だったが、現実は全く違った。日本はカードを

すべて切り、アトランタですることは何もなかっ

た」と報告。福島伸享（のぷゆき）民主党衆議

院議員も、「“議事終結”係のために行ったよ

うなものだ。一体何を得たのか聞いても、何も

出てこない。コメにしても、輸入分にあたる国

産米を政府が買い上げるというが、これはみ

なさんの税金で、 100億円以上かかるのでは

ないか。毎年それを払い続ける自由貿易とは

一体何なのかJと政府の対応を非難した。

アジア太平洋資料センター（PARC）事務

局長の内田聖子氏は、「大筋合意は最終合意

とは違う。日本語でそう言われているに過ぎ

ないのであって、これは“合意シタシタ詐欺”

だ。懸案のバイオ医薬品のデータ保護期間は

8年で妥結したといわれるが、実際には『5年

+3年』案というもの。これは日本が提案したら

しいが、まさに日本らしい玉虫色の案だ。どの

国も形だけの合意をめざして、園内向けに都

合のいい説明をしている。各国が出したドキュ

メントを集めて一つ一つ突き合わせれば、明

らかに矛盾が出てくるだろうjと指摘した。

TPP阻止国民会議事務局長の首藤信彦

氏は、「小国と呼ばれるチリやペルーが驚くほ

ど粘り、国内制度を一切変える必要がない。

法制化にも13年の猶予期間まで獲得した。鴛

／ 

左から＠アジア太平洋寅料センター

(PARC）事務局長の内田聖子氏＠福

島伸享民主党衆議院議員eTPP交渉
勺差止違憲訴訟の会弁護団の三雲崇

正弁護士。TPPを慎重に考える全会
長の篠原孝民主党衆議院議員$TPP

阻止国民会議事務局長の首藤信彦

氏ゅ玉木雄一郎民主党衆議院議員

ぽ＂＇ . 
件、＇pp阻止国民会議とTPPを慎重に考える会は10月8日、衆議院議員会館で

アトランタ閣僚会合報告会jを開き、現地で交渉を監視した議員らが報告した。

くべきことだ。一方、米議会からは再交渉の

要求が次々と出るだろう。何よりも、日本を意

識した通貨操作禁止条項をどうやって盛り込

むのかということは、大変な問題だ。サーテイ

フィケーションプロセス（承認手続き）も待ち構

える。日本が条約を守って進めているという

ことを保証して初めて、大統領が議会に承認

をお願いできるというものだ。欧米のNGOは

今、ありとあらゆる手段で合意文書を探し出し

ている。悪魔は細部に住むからだ。 2国間で

変わされた膨大なサイドレター（付属書）も公

関されない。日本政府は大筋合意でも何でも

いいからと合意して、 TPPが実現できますと

言って、法律や制度を変えていく。しっかり監

視して止めなければならない」と述べた。

前世界共通のyレールなら、
思議会に対する対応もl司じlこしろj

TPPを慎重に考える会会長の篠原孝民主

党衆議院議員は、「TPPは、2年以内に全加盟

国が承認手続きを終了するか、 GDPで85%

以上の国が承認したときに発効することになっ

ている。つまり日米が承認しなければ発効はし

ない。しかしアメリカは承認どころか、署名すら

てやきない状況ではないか。アメリカでは署名の

90日前に議会に内容を通知し、その30日後

にはテキストを公表しなければならない。アメリ

カの方がよほど議会の関与を重視している。

TPPが世界共通のルールだというなら、議会

に対する対応も同じようにしなければ、我々は

審議に応じるつもりはない」と述べた。

会場からは、 ISDS条項について政府が

「濫訴の抑制につながる規定が置かれた」と

説明していることについて質問が出た。 TPP

交渉差止・違憲訴訟の会弁護団の三雲崇正

弁護士は、「政府の説明では、仲裁判断をす

る前に、訴えられた国が仲裁廷の権限の範

囲タ生であると異議を申し立てられるようだが、

その異議を判断するのがあくまで仲裁廷であ

るということがそもそも問題だ。仲裁廷には

上訴審がなく、日本でいえば地裁（高裁）の判

断を高裁（最高裁）がチェックするような仕組

みがない。また、全ての事案の判断内容を原

則公開することを義務づけるとあるが、上訴

審がないということは、いくら見せてくれたっ

て後の祭り。根本的な問題は何も変わってな

い」と断じた。

TPPと別枠で進む日米並行協議について

問題を指摘する声も相次いだ。内田氏は「ア

メリカにとって、 TPPはずっと漂流していても

いい。 TPPが生きている限り、並行協議が実

効性を持つということが2013年4月時点で決

められている。遺伝子組み換え表示はTPP

に含まれていないから大丈夫だと政府は言う

が、日米並行協議の肝は非関税障壁の撤廃

であり、その中身はTPPよりも見えないJと訴

えた。

福島氏も、「二国聞の取り決めは20～30結

んでいる。そのなかに医薬品や医療機器の

価格決定メカニズムの関与などの話も入って

いる。 TPPで譲り、並行協議で譲り、まさに譲

歩に次ぐ譲歩だ」と怒りを隠さなかった。

「一一己；－；－－~－－；瓦不示日るために、
／『、 JR総連は、国民の生活、

♀IRW文化、いのちを守るために
、J TPPに反対します二

I TP Pに反対します。

' サステイナブルなひと、

生活クラブ


