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「儲かるのは部企業の経営陣のみで我々の暮らし土もっと苦しくなる。とれ以上ごめんだjと、同民の「格差是

正j I自由貿易見直し」の声が巨大な「うねりj となり、直樹雲挙だから、大統領長補もすべてTP円環太平洋連挽協

定）反対と表明し、 TPP破棄を主張したトランプ氏が勝手IJした米国のみならず、日本土ニュージーランド(11月15日に

61刊 57で可決）以外の参加国は、 l固として’IPP関連法案を可決していなしLつまり、各国の市民の力が Iやはり TPP

は悪し、」左証明しつつあるのに、我が国だけが「パラ色Jとしか言わず、不安の声を抑えつけ、多くの既念事項につ

いて、悶会決議止の整合性も含め、市阿号のし、く説明は得らわなし、まま、数の力E最後は強行採決すればよいとの姿勢

をあからさまにしてきた。とのような非民主主義的な同は日本だけである。誰のために政治・行政をやってし、るのか、

このような手続きは日本の歴史に大きな禍根を残す。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、との国は異常である。

しかも、トランプq大統領が決まった翌日（2016年 11月 10日）に衆調院で本当に強行採決した。世界の笑い者である。

どうしてそこまでしたのか。 I東京オリンヒロックまで続けたいJ（さらには無期限にワ）どし、う発言に象蚊されるように、

「米国に追従することで自らの地位を守るJこ左を至上命題としてきたのが’白濁である。「まず、 TPPレベノレの日本の

国益差しげI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、見捨て

ないで下さい。jというメッセージを送っているのである。すでに、 TPPの米国のtlli佐を後押しするために、水市下で

国益を差し出し続けてきている。それを加速して、トランプ大統領のご機嫌取りに奔走するつもりだろう。

大統領選前は、クリントン氏勝利をノ切るんでクリントン氏とだけi/!j会し、あてが外れたら慌てて「世界の首脳の一

番乗りjで、まだ就任もしていないトランプ氏に面会に行くという、みっともない「擦り寄りjぶりもH木の恥、世

界の笑い者である。あんなにオパマ、オパマ、と言っていたのが、節操なしの非干しも極まりないし、足元を見られる

ことも間違いない。

「一部大企業の経営陣の利益田市民生活」の声がトランフ。大統領誕生に貢献したのは間違いなし、が、トランプ氏自

身は「他国の負担を増やFことで米国企業と米国民の利益を取り戻すjと言っているだけである。「TPPには署名しな

い。 2凶間 FIAでよしL 日本じて負担が足りない」とし、うととだから、日本が屑譲歩させられた日米 FIAが成立し

かねない。この流れに自ら喜んで応じようとする決意表明をしたのが、今回の強行採決とみてよいだろう。今後、さ

らに「売国行為」が加速される危険性を認識しなくてはならなし九ずるずる左米国（政府・政治家の背後にいる巨頒献

金企業）の要求lと応え続ける姿勢力も脱却し、真に国民の将来を見据えない限り、問題は永続する。

すでに「自主的に」米国の要求に応え続ける「ア円幽前

農産物関税のみならず政権公約や国会決議でTp P交渉において守るべき国益左された食の安全、医療、自動車な

ど、の非関税措置についても全滅である。つまり、これらは’川》が発効しなくても、日本が「自主的にJ1tった措置と

して、非関税措置についてはもう実質的に発効しているのである。つまり、 2国間の力関係で、ずるずる押し込まれ

ている。今後はさらにこの流れは強まる。「日本の負担が足りないJと言っているトラLプ氏のためにTPP水準に上乗

せする追加談歩リストをもう日本政府（外交・経済の所符官庁）は作成しているとの情報もある。農住物の関税につい

亡はFl'Aなどが発効しないと効力が生じなし、から、米国が2国間HAに切り替えようとする動きは当然予想される。

我々は、「米関が日本に対して従来から求めてきた様々な規制緩和要求を加速して完結させるために TPPをやるの

だから、医療J性の安全が影響を受けなし制批如、。かりにTPPの条文に出てこなくとも、 TPPの交術品程での取

引条件などとして、過去の積み残しの規制緩和要求を貫徹させようとするのが米国の狽いだJと指摘してきたが、そ

の通りになってしまった。そのために、 2国間の並わ悌J義をセットさせられたのである。

自動車の安全基準の1師、軽自動朝見の増税、自由診療の拡大、薬価公定制の尉百し、かんぽ生命のがん呆険非参

入、全国2万戸の郵便局窓口ぞのA社の保倹販売、 BSE ('i'-1鱗mi羽白症）、ポストハーベスト農薬（防かひ沸IJ)など

食品の安全基準の緩和、 ISD S条項への賛成など、日本のTp P交渉参加を認めてもらうための米国に対する「入

場料j交渉や、参加後の日米三／Z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面的にJ噺セしてしサご。
一番わかりやすいのは郵政解体である。米国¢金融保険業界が日本の郵貯マネー350兆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iヰ」 0）名目で解体せよと言われ、小泉肘主からやってきた。ところが、民営化し

たかんぽ生命を見てA社は、「これは大き寸ぎるから、これとは競争したくない。 τ'PPに日本が入れてもらいたいの

なら、『入場料SjJ／：：しでかんぽ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Lぶしぶξ 「自主的にj



発表した。それだけで応終わらなくて、その半年後には、全国の2万戸の郵便局でA社の保R免販売が始まった。とれ

が「対等な競争条件Jなのか。要するに、 I市場を全部差し出せば討す」ということだ。とれがまさに米国のいう f対

等な競争条件」の実態ぜあり、それに日本が次々ど応えているというととである。

さらに驚くととは、今回の付属止書には、米国投資家の追加要求に、日本は規制改革会議を通じてさらなる対処を

するこ左も約束されている。 Tp Pの条文でなく、際恨なく続く日米2［週間協議で、巨大企業の経営陣の利誌のため

に国民生活が犠牲になる「アリ地獄jに自主まっている。そ;11,｛としても、法的位僅づけもない諮問機関に、利害の 致

する仲間（彼らは米国の経済界左も密按につながっている）だけを集めて国の方向性を勝手に決めてしまう流れは、不

公正かっ危険と言わざるを得ない。 TPPでなくても、とういう流れl土加速されるのである。

思考停止的な米国追従に歯止めをかけないと問題は永続する

米国への談歩は水面下でさらに進んでいる。米悶では、いま誰も現状のTPPに賛成していなし＼ TPPを地生して

きた製薬会社などから数年で5億円も献金を受けている共和1)1:の中心人物ハッチ議員は「新薬のデータ保護期間を20

年とか 12年まで延長しろ左言ったのにB年とか5年にしかなっていなし、。これでは著しく不卜分で批准できなしり

と憤1既している。 一方、失業増大の懸念な止、から τ'PPに反対してきた米国の与党民主党は、想定以上にひどい左怒

っている。賛成派も反対派もこれはダメだ左言い、最も強く反対を主張したトランプが大草亮領になって、今の状態の

τ'PPが米国vの求立する見込みはなし、。

しかしすでに日本が動いていた。駐米公使が「し法条文の再交渉はできないが、日本が水面干で米国の要求をま

だまだ呑んで、米悶の議会で τ'PP賛成派が増えるようにするととは可能だ」と漏らした（円UST』2015.11.24）。例

えば、米国の）｜霊肉業界は、 I日本が関税を大幅目rj減してくれて輸出が増やせてありがたいとi思ってしすこら、国内対策で

差額補填率を引き上げるとし、う。それで米国からの輸広が十分明えなかったら問題だらその国内対策をやめろJE要

求してきでいる。新薬のデータ保護期間についても、水面下で尖質 12年を各国に認めされる交渉が進んでいる。

との関連でもう 1つ重大な事災があるo Hfイドの秋に米国議会で、オパマ大統領に折交渉権限を与える役、案がぎ

りぎり一票差E通った。あのとき、日本政府はロビイストを通じて、民主党の TPP反対議員に多額のお金を配って

賛成を促したという(Bloomberg,2015.5.21）。「日本は牛肉、豚肉をはじめ農産物でとんなに譲ったのだから、賛成し

ないと米国が損をしますよj 左でも説得したので、あろうか。かたや、 H木国内ぜは、農家に「何も影響はなし、から大

丈夫Jと言っている。とれが「枚舌Jの「売凶」の実態である。

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

食品の安全性については、 TPPでなくても、 2国聞の力関係で決まる最たるものだ与国際的な安全基準（SPS）の順守

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しウ政府見解も間違いぜある。米国は日本

が科学が」t:ltJ処に基づかない国際基準以上のi散しい措置を採用しているのを国際基準（SPS）に合わせさせるのが TPPfc'_ 

kかねてより言っており（2011Jf" 12刀14日、米国議会の TPP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σ・pp協定7.9条 2JJ'l;。今後は、 TPPでなくても、さらに日本か

ら譲歩する恰好の分野として、トランフ噺酎左下でも差し出しが続くことになるだろう。

例えば、米国の牛にはBSE（狂宅荷）の危険性がある。 H木はとれまで、 Bs Eの発症例がほ左んどない20か月齢

以下の牛に限定して輸入を認めてしサむところが米国から「Tp Pに参加したいなら規制を緩めろ」土言われたため、

「入場料Jとして、「自主的jに30か月齢以下にまで緩めてしまった。米国は「1青浄国j となっているが、 Bs E検

査率は1o/o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音｜粒の除去も行われていない。

そして、 TPP成立後は、日本政mは米国からの I科学的根拠」が不せないなら「清命国Jに対する規制をお脚色しろ

との要求を見越して（USτ'R2014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産牛肉輸入の月齢制限を撤廃する1尚詰を終えている。国民への説明と完全に矛盾している。

また、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lこなっているのだから、 rGMを使用

していなしリと表示するととは消費者を惑わ寸誤認表不だと主張しているo rGMが安全でないj 左いう科学内叶良拠

が示せないならやめろ側果関係が特定できるまでは規制してはし、けなしウと迫るであろう。「毒であると確定するまで

は食べ統けろJ左いう「科学主義」は恐ろしい。

｜坊カピ剤も τ'PP に並行させた日米2国間交渉で譲~した。日本で出収穫後に農薬をかけるこ左が認められていな
いが、米国のレモンなどの果物や穀｜均には、日本への長期間の輸送でカピが生えないように農薬自坊カピ弗Dをかけな

くてはならなしL苦肉の策として、防カピniを食品添mu物に2重分類するこどで、日本ヘフ；輸出を許可するとkにし

てし泊。ととろが、食品添却物は食品パッケージに表示する義務があるため、米国は、こんどは、それが不当な差別
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だと言し、始めた。そのため、日本はさらに規制剖差めるO司じものを収穫前「農薬jと収穫後 f食品も長加物」として審

査するのを 1ヰ化する）三とを 2013t「私に約束したことが米国側の文書（USτ'R2014年 Sl'S報告書p.62）で発覚した

（もう一段の改善＝表示の撤廃は今Mとめられている）。当時、政府はそんな約束は折回していないと言ったが、 τ'PP

付属文書を見ると、日本蜘守がその時点、で米国の要求に応えて規制をi差和すると約束したと劃、てある。

日米二国間の協議は、大きく分けて3段階ある。まず、 TPPの交渉参加をアメソカに苧認してもらうための「事前

協議jで、国民には単なる情報交挽と言いつつ、ここで牛肉輸入月曲師IJII取っ緩和などの「入場料jが支払才つれた。

次に、交渉参加後も、日本じとみが I並行協議j として、 12カ回全体の交渉どは別に、長年アメリカが要求している

日本の規制変更について0）積み残し分を解決する場として、重点項目を9つ明記して、主抄ιを求められた。その項目

の1つにl坊カビ斉iが挙げられていたのである。

さらに、 TPI'交渉妥結後は、協定発効の前提として、参加国の国内法・制度・慣Tが TPPに適合するかどうかをア

メリカ議会がチェックし、必嬰な廃止・変更を事前に嬰求する「承認手続きJ(Gerti fi cati叩）もある。月曲柿IJ限じ〉撤

廃l士、すでに、このための準備段皆E言える。

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で影響を受けなしリとし、うのはまっ

たくのウソであり、 I自主的J措置として、今去、’川3でなくても、さらに力同車されるであろう。

農窟物自由仕主要求もさらに加速されかねない

非関税措置については多くがすでに実質的に発効しているが、農産！勿合怠にっし、ては、町可Aなどを寸法まないと発効

しない。米国農業団体は、新耐在下でも骨P合意内容を実施してほしし叱声高に表明している。せっかく日制点

コメも、牛肉も、豚肉も、手段4品も、［おいしいJ成果を引き出し、 7年後に再交渉も約束させてし、たのだから。いみ

じくも、 「（トランプ氏は）おそらく Tp Pの中身について詳しく知らないんだと思うんです。 (TP P不成立なら）

アメリカの農業にとってはせっかくのチャンスをみすみす失うことになる」と朝日放径のインタピュ←で自民党T

p P対策本部議員が述べている。だから、「日本への負担明Jを付加した2国間FTAへo；移行も含めて、事態土悪化

しかねない。このことを肝に銘じておくべきである。

政府は「規模拡大してコストダウンで輸出産業にIとの空論をメディアも総動員して展開しているが、その意味は

［既存の農林漁家はつぶれても、全国のごく一部広優良農地だけでしW、から、大手企業が自由に参入して儲けられる

農業をやれまよしリというととのように見えξ。しかし、それでは、国民の食料土守れなしL
関係者が目先の条件闘争に安易に陥ると、日本の食と農と占似或の未来を失う。そもそも TPP農業対策広大半lお、晶去

の事業の焼き直しに過ぎないばかりか、補助事業の法人化・規模拡大要件を厳しくして一般の農家は応募が困難に設

計さj久対象を「企業jに絞り込もうとしているのも露骨である。

自由化の影響が次第に強まってきて、気州サし、たときには「ゆでガエノレj になってしまう。現場で頑張ってきた地

域の人々はど「うなってしまうのカL 全国反主叫戒の人々とともに、食左農と暮らしの未来を崩壊させないために三主張し

続ける人々がいなくてはならない。

可？？で雇用が構え賃金が上がる」のワソ～骨Pで賃金は下がり、雇用は減る

τ'PPがチャンスだというのはグローノ〈ノL企業の経営陣にとっての話で、 τ'PPで一般国民の仕事を増やし賃金を上

げることは困難である。冷静に考えhfi、ベトナム¢賃金が日本の 1/2日～ν30という下て叫コ投資や入江移動の自由化

は、いカヰこ賃金の高い日本人の雇用を減らすか、いやなら低賃金の短期雇用で雑巾のように使うよ左いうことになる。

まさにこの雇用を巡る問題こそが、米田で rTPP反対J（！；国民世論が巨大なうねりになった番の原因だ。米国

議会で氏すでに2013年 12月の米国下院の一般演説で、民主党議員の中から、 rNAFfA（北米自由貿易協定）により全

米で 500万人が製造業での雇用を失った。米国労働者¢利益よりもグローバル企業0利益を優先している。J（ポーカ

ン議員）、「議会における我々の仕事は、と二に我々を送ってくれた人達を代表するととえ自社。：利主主幅を拡大する

ために、できるだけ如、労働力を見つけたいとする企業や CFO（最高経営責壬劫の利益を代表するのは干ドの仕事で

はない。」（デロ一口議員）などの声が挙がっていた。

日本国民は自分たちだけは違う左思っているのだろう均五日木でTp Pによる雇用不安についての議論が盛り上が

らないのは不思織広経済同友会¢幹部の方も先日話していたが、いまや国を越えた範囲でビジネスを展開している

企業にとっては、企業σ淵l益とその固ないし国民「利益にはゴ「k離が生じている。日本でいえば、世界ーの自動車メー

カーがTp Pで平j誌を号たとしても、多くの工場はすでにYiivトにあふその流れが進むとすれば、日本国民の雇用の

場はむしろ減少するG 巨大企業と連携してきた関陣企業の経営環境も割七するだろう。多国籍化した企業。利益は税

金として日本国に還元される割合も極めて低い。
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そもそも内閣府などの試算で失業が問題にならないのは、農家が失業しても、即座に自動車産業の技術者として再

就職できるというような生産要素の f完全ポi勤性」「完全雇用jを仮定してしもから C、あり、米国のタフツ大学でも、

この非現実的な仮定を排徐し7示場では、 TPPによって日本のGDPはTPPがなかった場合よりも、今後 10年間で

0.12%低下し、原用は7万4千人減少すると推定されている口

「命と環境よりも企業剰益が優先される濫訴は防止できた」のウソ

新薬のデータ保誇期間の長期化を米国製薬会社が執劫に求めているととに、 「人の命よりも巨大企業の経営陣の利

読を噌やすためのノいーノレを押し付けるJτ'PPの本質が露呈している。グローノミノレ企業が日本で水銀を垂WJiEすような

設備で操業しようとしたら、公害防止のために、当然規制するロ左ころが、それによって生じた損言。剖剖員しろと国

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。こんなととができるわけがないはずなのに、できるの

がISD日条項て

新茶のデ一夕｛呆護期間の長期化を米国製薬会社泊、ら 5（，意円の献金を受けた共和党のハツチ議員が執t幼に求めている

ことに、 「人の命よりも巨大企業の経営陣の利益を増やすためのルーノレを押し付けるjτ'PPの本質が露呈している。

グローパノレ企業が日本で水銀を垂れ流すような設備で操業しよう左したら、公害防止のために、当然規制する。とこ

ろが、そ;/1,｛乙よって生じた損害を賠償しろ左国際法廷に訴えられて、損害賠償と規制のf敵廃に追い込まれる。こんな

ことができるわけがないはずなのに、で、きるのがISDS条項て

だ刀ミら、日本も「濫訴1防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合直しないj と、 i'k議を反故に

するための市街司jを入れて国会決議したが、交渉参加したとたんに、米国と 緒に他の固に ISDS を強く求め1~
j監訴防止ができたと日初対荷は主張するが、ほとんどの法律家はISDS条項で「濫訴防止jは拘保できてし、ないと解

釈している（TPP協定9.16斜。

最後まで抵抗したのはオーストラリアで、タバコを吸いすぎないように表示しようとしたら、以前に別の協定の

ISDSを使って巨大タバコ会社に掛害賠償請求されたのに懲りて、人の命や環境は企業の利益より大事だから、健康・

環境に係る措置を対象外にするよう頑張った。しかし、結果としてタバコの表示だけが主挽外になったが、そ叫也は

異議申し立てはできるが、国際法廷が棄却すればそれまでである。日本も日豪；EPA（経済連携協的ではISDSを入れ

ていなしL

要するに、「米国企業に対する海外市場での一切の差別と不利を認めなし、」ことが TPPの大原則コ遺伝子組み換え

(G問表示もその｛也の食品表示、安全基準も、「地産地i白j運動なども、 TPPの条文に緩和が規定されなくても ISDS

の提訴で崩される危険がある。韓米FTAでは、遺伝子組み換え食品を使わないとしたソウノレ市の学校給食条例が不当

な米国差別と韓間産奨励だとして提訴するぞと骨され、訴訟費用もかけても、どうせ負けて損害賠償させられるより

も先に廃止する事態に追い込まれた（誤報との指f商もあるLこ）1,fこ象徴されるように、韓国では米国産を不当に差別

する可能性を樹高され、数多くの国明也方自治体レベノLの法律・条令を「自主的にj廃止・修止し；丸出或の産業を

振興するための政策が不当な差別ということになれば、地方自治行政そのものが否定されかねない重大な事態になる。

公共事業の入札に、地元に精通した業者の点数が高くなるようなシステムも許されない。そもそも、日本は地方自

治体レベノレの公共事業を、 TPP参加国の中で履も開放した国左評価されており、英文で国際入札にかけないといけな

い公共事業の範囲が広い。かたや米国は、 TPPが連邦法にしか影響しないので、州レベノレの公共事業は国！捺入札の対

象外だし、州法による「パイアメリカン」（公共事業に米国弘義務付け）も影響を受けない。

そんな米国でも、全米の法苧背、環境保設団体などがISD Sは国家主権の侵害だとして反対する書簡を駒内に提

出し、オーストラリアでは、いまも ISD Sへの拒絶反応が強い。フランスやドイツで全土斉の抗i新I苦手Iが行われ

るなど、 EU各国でも米固とのFTA交渉で、 ISDS へ¢猛烈！な拒否産動が起とってし、る。日本て議論が深まらな

いのは異常だ、。

「日本は歴史的y快挙Jのワソ～日本は米国の草刈り場

去年の 10月にアトランタで「大筋合意Jが行われて、歴史的快挙だなどと言われたが、その裏で何があったのか。

日本はアトランタに:fjく時に、「今度とそオパマ政権の為に、 τ'PPを決めてやる。譲れるものはFベて談るJ！：：いう

方針だった。農林水産業に関しては、すでに1年前に譲り終えていた。 τ'PPは自動車でH本に利益があるからそれは

確保したい左考えていたが、それさえも談ってしまって、もう談るものがないから交渉会場をブラブラしていた。そ

れを見て他の国は、「あれほどの経治大国H；本が、国民の利益をアメリカによくそこまで譲れるものだ。日本はアメリ

カの草刈り場みたいなものだjと感心していたという。それに対して日本は円可だ。他の国は国民の利益を守るなど

といって、まだアメリカと闘っているのか。早く譲ったらどうだj と怒っていたという。
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日本が τ'PPの最終合意、に向けて切り札止して用意していたのが「T.虫色J1：こと政権党幹部がアトランタに行く前

に漏らした。「最後までもめる案件が残ったら、そとは日本の得意技『玉虫色』で、どっちにも取れるような表現で条

文を作って、形式だけでも決まった形をつくろう」と言っていたが、本当にそうやった。

新薬のデータ保護期間だ。政治と結びっく巨大製薬会社が、「人の命を縮めてもデータ保護期間を長くして、安し、ジ

ェネリック薬を作れないようにせよj と要求してし寸らそ;11,fs':対してオーストラリアやマレーシアが「そんなことを

したら人の命が救えない」と反対したー米国は当初20年、最終的には12年左言っていたが、オーストラリアやマレ

ーシアは5{j'.と言って隔たりは縮まらなかった。そこで日本が登場して、 8年とも 5年とも取れる表現を作って条文

にしてしまった。だから、 τ'PPは決まって進んでいるように見えるけれども、条文の解釈をめぐって今でももめてい

る。オ」ストラリアは「5年だ」左言って、米国は「そんなわけはないだろうjと怒っているG これが実m主である。
これを日本が演出したのff_~

日本政府は、自動車での利主主確保に、ハワイ会合を決裂させるほどにとだわった。アトランタで合意する2カ月前

にハワイでτ'PPが決裂したときの直後の起青会見でH平ljさんが由加を変えて、「ニュージーランドが酪成分野で頑張

ったのが鞠日だJと言った。制もはウソである。日本が自動車で明長ったのが大きかったと海外のメテεイアは斉に

書いていた。ところが日本のメディアは全部ニュージーランドが戦犯だと書いた。日本では TPPで自動車の利益が

得られないということが知られるとまずいととになる。だからマスコミを抑えた。

ハワイでは自動車の利益を得るためにそこまで頑張ったのに、アトランタではそれさえ差し附したロ τ'PP域内での

部品調達率が55%以上でないとτ'PPの関4財故廃の対象とならないとする厳しい原産地規則を受け入れたが、 τ'PP域

外の中国やタイなどでの部品調達が多い日本車はこの条件のクリアが難しい。また、米国の普通自動車の2.5%の関税

は15年長から削減を開始してお年後に撤廃、大型車の25%の関税は29年＃司現状のままとその聞にH木が安全基

準の緩和を着尖に履行し、米国車を不当に差別しなければ、 30年後に撤廃するという不確かで気広遠くなるような内

容である（大型車の決定内容を政府は当初、意図的に公表しなかった）。一方、農産物については日本だけが 7年後の

再交渉＝更なる削減を屈辱的に約束させられている。

「十分に国民に説明した」のウソ

我が国では、 τ'PP協定の詳細も国民に示さず、影響試算が出される前に、「国内対策jだけが先に示された。実は、

農産牧の影響試算も国内対策も、日米合意が l年以上前に成立したのちに、決まってし、て、 Xデーを待っていただけ

だった。しかし、大筋合意の内容が明らかになって、「こんな固齢、合震をしてしまったのかjという主駁戒の怒りが湧き

あがってきたので、「影響試算を出すのはちょっ左待て。国師、開（金目）を先に出して沈静化を図れj というこ左にな

った。この国内対策も、現場の人たちの意見を聞いて決めたということになっているが、内幕は驚きだ。酪農団体が

「両日農にもセーフティネット政策を入れてもらわないと『バターが足りなし、』だけでは済まなくなる」という趣旨の

要望を書いていたのを事前に見た政権党の幹部が激怒して、Iこんなできもしない要求をすることも許すな。商E農には、
ξつくに生クリ←ム向けの生乳に袖

に「君らが行つて、これを消させてこしリと指示したとしづ。

そして、 2015年末にやっと出された政府の影望賦算は、「影響→対策jの順で検言村ベきを「対策→影響なしj と

本末転倒にし、いわば「影響がないように対策をとるから影響がなし、」と主張しているだけである。国会決議を守っ

たと強弁するため、まず、「紙夕トJの意味は全面的関干l撤廃からの除外であって 1%でも関税が残っていれ士、、し、との

E理屈を用意してし、たが、それで久句が山れよ、「再件産が可能に」との：立言を国会決議に紛れ込ませ、「国内対策を

セットで出して再生産可能にしたから国会決議は守られたと主張する」干制Hなシナリオどおりともいえる。

協定の日本語版も 音15出されたが、それを見ただけぜはJ角羽沢は困難だから、国会審議で条文の背景説明を求めると、

「交樹品程は4年間秘密なので説明できないJ！：：回答し（実際には、タイトノ同i外が45ページ全面黒塗りの資料を出

すEいう国民を愚弄した異常な神経ぶりを晒した）、まともな説明はなされないまま、党議拘束をかけてtW任するのが

「民主主義国家jのシナリオである。しかも、協定の日本諮版t解説書を含む）には、「固有企業Jが「国内企業jにな

っていたり、「含むjが「除くjになっていたり、単なる誤植ですまされないような手抜きが数多く見つかっ7ら最後

は強行採決だから、適当にすませておけばよいと考えている「おごりJと国会・国民軽視カ唱泊努に噴出している。

全国キャラパンの説明会も「まともな説明もせず、まともに回答もしないj と、各地で不満が噴出した。余計なこ

とをしゃべらないように、説明会の担雨量者も国会の担当大臣も「素人Jのほうが都合がし、いとのこ土であった。共同

通信社が2016年4月に実胞した全国知事へのアンケ←ト調査結果も紹介しておきたい。知事は控えめに答えざるを符

なし、から「どちらともいえなしリが多いのだ、が、確かなことは、 TPPに関する政府の説明が「十分jと回答した知事

はゼ口、国会決議が「守られた」もゼ口、討議が「現実的」もゼロという現実た
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吋ppは大きな経済効果で農家への影響はない」のウソ～前代未聞の数字操作

内F訓可の再討議では、前回、 TPPによる全面的関平射故廃の下で3.2兆円の増加と試算された日本のGDP（国内総牛

産）は13.6兆円のi自加と 4倍以上に跳ね上がり、農林水産業の損失は3兆円から 1,300～2,100億円程度と 20分の1

に回宿された。これほど意図が明瞭な試算の修正は過去に例がないだろう。「TPPはバラ色で、農林水産条への影響

は軽微だから、多少の国内士、閣で十分に国会決議は守られたと説明し易くするために数字を操作した」と自ら認めて

いるようなものである。これほどわかりやすし唆佐持長作をせざるを得なかった試算の当事者にはむしろ同情する。

前回の3.2兆円も、すでに、価格がT割下がれば生産性は1害I］向上するとする「生産性向上効果jやGDPの地加

率と同率で肘蓄・投資が増えるとする「資本蓄積効果Jを組み込むととで、水増ししていたのだが、今回は、それら

がさらに加速度的に増幅されると仮定したと考えられる。象徴的に言えば、 「価格が1害lj下がれば生産性は1割向上

するj どころか、 「価格がT害ljFがhiまコストは9割下がるj と仮定したようなものである。どの程度コストが下が

るかは弘直前に仮定できるので、とういう要素を加えれt:rJJnえるほど効果額をいくらでも操作可能である。と0：分野

を専門にしてし、る平幼t言うのだから間違いなしL数字増強のド←ピング薬.＝ r生産性向上効果jを入れてはし、けな川

農林水産業への影響試算については、政H:rの中にあっても、何とか日本の食料左農業を守るために頑張ってきた所

管官庁も苦しんだとi君、う。当初は4兆円の被’き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。それが今回は 1700億円t型主になってしまったo まったく整合性のなし弓実字を出すにあた

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同ljがれてしまった感があるo

今の官郎は、 J.i対する声を抑えつけていく手口が巧妙だム霞が関については、幹部人事を官邸が決めるととにした

のが大きしL 「これ以上祇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

暁には官邸左米国と財界のための『改革』を仕tげます」とし、うととである。 2016年6月、まさにその通りの人事

が発令され丸徳I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J／：：最後の抵抗を試みた庁指官庁に

対して、前途を期待されていた担当局長と相当課長が更迭された。いよいよ所付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 I終わりの始まりIである。対応を誤ると取り返し江つかないことになる。

線本的問題は、農産物価格が 10円下落しても差額補肢によって 10円が相殺されるか、生産費が 10円低下するか

ら所得・生産量は不変という点である。例えば、酪農では加工原料乳価が最大7円/kg下がるが、所得も生産量も変

わらないとしヴ。生クリーム向け生乳への補給金だけで7円の下落が相殺されるわけはない。畜ilifクラスター事業の

強化で生産費が7門下がる保証もない。可能だと言うなら根拠を示すべきだ：ム

しかも、加工原料乳価が7門下落しても飲用乳仙jか不変左いうのは、北海道が都府県への移送を僧やし、飲用乳価

も7円下落しないと均衡しない左いう経法原理と矛盾する。輸入米を飼車取特に回せば米価への影響がないというのも、

｜週内の主食米を飼料米に向けている中て影響しないわけはない。

牛肉・豚肉は赤’士会の9割補填を寸るから所得・生産量が変わらない左いうのもおかしい。農家負担が25%あるから

実際の蜘府補填は67.5%で、平均赤字の 67.5%を補填しても大半。；経営は赤字のままだから、令｛本の生佳最は減って

しまうだろう。そもそも、補填財源にしていた牛肉関税は 1,000億円も消える。財務省十段庁7こな財源は出さないと言

っているのだから、既存の農ぷ予算から引き剥がすしかなく、どとかにしわf寄せが回るだけである。

農水省試算と鈴木研究圭の試算とを農産物の主要品目について比較すると、次表のように前回と今［iiiの農水省試算

の落差はあまりにも大きしその中間に鈴木研の｛直が位置づけられる匂型防は農水試算が当初からii¥¥'J;J0。
折しも、2016年5月18日、TPPの米国への影響の政府機関による試算が公表され、実質 GDP個内総生iI/ilは0.15%

(4.7兆円）しか唱えず、農業分野は日本への4千億円（全体で8千億円の半分）o；輸出増加に支えられて生主・雇用が増

えるが、製造業は生佳も雇用もマイナスとした。オパマ政権が推進する一大政策に水を差す試算結果を政府機関が冷

静に公表したのは立派、日本とは大違いである。

TPPの日本農業への影響試算の比較（単位億円）

農水省2013 鈴木研2015農水省2015米→日輸出試算

米 10,100 1,197 。 23拡

生芋L 2,900 972 198～291 十587億円

豚 4,600 2,827 169～332 十231億円

肉問牛 3,600 1,738 311～625 十923億円

み か ん 60 438～911 21～42 

りんご 40 371～584 3～6 

ぶどう 。 289～348 。
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米国だけで4千倍円（コメ輸出 23%噌、牛肉 923億円、乳製品587億円など）の輸出増に加え、カナダ、オ←ストラ

リア、メキシコ、ベトナムなどを含めたら、少なくとも、この2倍くらいにはなるた、ろうから、日本er;国内生1主の減

少額が 1,700信丹前後ですむとは、到底考えられない。輸入増加分に見合うだけ、大幅に日本の需要が唱えない限り、

日本の農業生産が輸入増加分だけ輸入に置き換わってしまわぎるを得なし、からだ。「影響がないように対策をするから

影響はなしリと言い張る、我が国の農業生産減少額の見込みはililvJ、周責もりだ左言わざるを得ない。

「：最後まち項張ったjのウソ～国民を愚奔する「猿芝居j

牛肉関税の 9%に象徴されるように、今回の主な合意内和士、すでに、 2014年4月のオパマ大統領の訪日時に、一

部メディアが「秘F始前として報道し、 度は合意されたとみられる内容とほぼ同じだ。つまり、安阿世理とオパ

マ大統領は寿司屋で「lこぎつでし吃jのである。そのわずか2週間前に日豪め合意で、冷凍牛肉関税を 38.5%→19.5%

!::T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止国民に言

し市Rしておきながら、舌の根も乾かぬうちに9%にしてしまっていたので、あるから恐れ入るo

そ0コ後は、双方が織烈な交渉を展開し、，巨，J[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｜斡佐Jrjf尋罪」のはずが不起訴＝この国の三権分立は

崩腐の徹夜でフ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樗然どした。「と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「猿芝府j を知らずに将来不安寸~み、廃〉制〉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とと、いかに米国や官邸の指令に従って、国民を闘し、：,jJを成

し遂げると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τ'PPが水而下で進められるj と喜び、「JJJ＼発の責任回避にTPP」

と百い、 rTPPと似ている緯米FTAを国民に知らせるなJと符口令をしし、た人達の責仔は重大だ。このような背信行

為に良心の町責を感じるどころか、首尾よく国民を欺いて事を成L得た達成感に浸っているかに見える。

「安い食品で消費者が幸せ」のウソ～食に安さを求めるのは命を削ること

砕かにTp P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、牛弁明除井は主主くなる。しか

し関税を下げれば当然澗悌収入も減る。 H本の関税収入は、税収 60兆円の内の 1.2兆円ほどだム Tp Pによって

その大半が減れば、他E補わなければならなくなるため、結局のととろ消費者の税負担はi曽える。
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投与されている。これは発極性があるとして、 EUで

は国内でじだ吏用も輸入も祭止されている。 'oi.：際、 EUでは米国産牛肉の輸入を禁止してから 7年間（1989～2006）で、

乳痛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.ii.44.5%、イングランド＆ウェーノレズ、.ii.34.9%、スベ

イン.ii.26.8%、ノノレウェ－.ii.24.3%）もある（『BMJ』，2010）。日本では国内使用は認可されてし、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。

また、ラクトパミン土いう牛や豚の餌に混せる成長｛お韮剤にも問題がある。とれは人間に直接に中毒痕状も起とす

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。

さらに、米国の乳牛には遺伝子組耳子換えの牛成長ホノLそンが注射されている。米間ではこれが認可された19 9 4 

年から数年後には、手L癌発生率が7倍、前立肪摘発生率が 4{音品、う論文が出されたため、今やスターパックスやウ

オルマートでも、わざわざ I成長ホルモンを投与した牛乳・乳製品は扱っていませんJ！：：表示するようになっている。

もちろん日本でもと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と、ん入ってきている。

プランスのカーン大学の実験では、 2年間ネズミにG M食品を食べさせたととろ、ネズミが癌だらけになっ7日 安

全性検杏は3か月間G M食品を食べさせた結果によって判断されるため、長期的な影響が見蒋とされてしまう。さら

には強力な｜綿3引であるグリホサート系薬剤をかけても刷もないGMトウモロコシの残留毒性も調べられ九グリホ

サート系薬剤は、日本でも使用されてし、るが、日本の場合は畔の草取りに使うのであって、それを作物にかけるなど

は考えられない（大豆もトウモロコシも枯れてしまう）。

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

剤をカヰナ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、耐位雑草が増えてきたため、米国では残留基準カ鴇差められ、さらに散布最が増えているのが災情

だ。近年、我々の食ベている大豆やトワモロコシのグリホサー卜系薬斉収残量濃度はさらに高まっているo
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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い。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欄面支では、非側

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。

全農グレイン自体は株E恒三社だが、その親也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

は手の打ちょうがない。そこで、農協の経済機能を司る全践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左みられている。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 （農協系の小麦輸山独占手掛哉）に対して、

CIAがイラクとの取引を暴露して追い込み、株式会社化を余儀なくさせ、カモフラージュでカナダの』巴料会社に質収

され、 1カ月後には米固有数の穀物商社・カーギルに売り払われた筒晶を学んでおく必要がある。

一方、 7月29日、オパマ米大統領が「米国遺伝子組み換え食品表示法jに署名し、遺伝子組み換え食品表示が法律

で義務化されるととになったとして、鈴木は寝ぼけたことを言っている左指摘する人がいる。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し、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

ク状コード）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ω

事実上の「非表示法Jえ 表示の義務化を求めるi郵 bの力で、 2014年4月、 全米で初めてバーモント州がG M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口から施行されていた。オパ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で盛り込まれている（htto://www.zenshin.ora/zh/s-kiiif)。州レベルの厳しい表

示義1剣七の動きを潰すための？封事なのである。

つまり、輸入農産物は、成長ホルモン（エストロゲン）、成長促進剤（ラクトパミン）、 GM、除草剤（グリホサート）の

残留、収穫後農薬（イマザリノレ）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Jことを認識すべきである。すでに、牛肉・豚肉の自給率も51"11］を切っている。さらに、安い牛井・豚井ありが

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jと認識しないとならない。

そこで、外食そ功日工品も含めて、食品の原産国表示を強化するととが求められるが、表示に関連しては、 I国産や特

定の出減産を強調した表示をするこ土が、米国を科学的根拠なしに差別するもの」として lSDSの提訴で脅される可

能性もあるo TIIP（米 EUのFTA）でも米国はEUのパノレメザンチーズなど地理的表示を問題慢している。どころが、

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どし

てWTO（世界貿易機的に訴えられ、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

の原産地表示の困異！H生が増してきでいる事態は深刻である。

命の要の食料

我が国では、国家安全保障の要（かなめ）としての食料の位置づけが甘し、必ず同てくるのが、安けりゃ良いじゃな

いかとしづ議論だ。実は円本国民は結構安さに飛びつく国民である。世論調査すると 89号ゐの方が、高くても国産を買

いますかどいう閉し、にハイと答えているが、実際の剣斗自給率39%である（ウソつきが多し、？）。

それに比べて、米国などでは食料は武器としづ認識だ。軍事・エネノレギ←と並ぶ国家存立の三オ寸主であり、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。「剣斗自給はナ、ンョナ

ノレ・セキュリティの問題だ。皆さんのおかけP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、（どこの国のととかわかると，思うけれども）食件自給できない国を担保できるか。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。）Jと。

さらには、農業が躍んな米国ウイスコンシン大学の劉受は、農家の子弟が多い講義で「£料は武器で

カミt票的だ。直接食ベる食｜斗だけじやなくて、日本の畜産のエサ穀物を米国が全1m供手t州、ば日本を完全にコントロー

ノレできる。とれがうまくいけば、これを世界に広げていくのが米国の食料戦略なのだから、みなさんはそのために頑

張るのですよjとし寸趣旨の発言をしていたという。戦後一貫して、この米国の国家戦略によって我々の食Jむ長国に

じわじわと握られていき、いまTPPでその最終仕上げの局面を迎えている。

米国のコメ生産コストはタイやベトナムの2倍近い。それでも 1俵4,000円で輸出し、農家にはしっかり作っても
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らうために「12,000円との差額はいくらお金がかかっても補填しますよ」左いうたぐいのことをやっている。それに

比べたら、日本の農業が過保誰などというのは間違いである。H本の農家に輸出補助令はある7A,ゼロである。米国

防設物3品目だけでも多い年は実質1兆円である。どうやって競争で、きるのか。日本の農産物は美味しいけれど高い。

とれを補助金ゼ、ロで売る。米国は安い物をさらに1兆円の補助金をかけて安く売りさばいているのだから。しかも

τ'PPでも米国の補助金はお嘗めなし。円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1:l:1貿易か。いや、これこそ「自由貿易J= r米国が自由にもうけられる貿易Jなのである。

我が国では、収入保険を経営安定対策かのように提示しているが、これは過去 5年の平均米価が 9,000円160kgな

ら9,000円を補填基準収入の算定に使うので、所得の下支えとはまったく別物だ。基準年が同定されず、下がった価

格を順次基準にしていくのだから「底なし沼Jである。米国では強固な「不足払いJ（所得の下支え）があり、収入保

険はそれに付け足されているだけなのに、収入保険だけを取り山して米国を見λ又にしたというのはご、まかしで、ある。

また、日本の農家の所得のうち補助令の占める割合は4割弱で、先進国では最も低し、ほうである。かたやEUの農

業所得に占める補助金の割合は英仏が 90%前後、スイスではほぼ 100%。「これが産業かJと言われるかもしれない

が、命を守り、環境を守り、 国土・ 国境を守っている産業を国民みんなで支えるのは当たり前なのである。それが当

たり前でないのが日木である。

米国では、我が国の稲作に匹敵する酪農は「公益事業J（必要な量の牛乳が必要なときに供手合できないと子供が守れ

なし、から海外には依存できない）と言われ、酪農家に最低限支払われるべき加工原料乳価は連邦政府が全国一律に決め、

飲用手凶Iiiに上乗せすべきプレミアムも約2600の郡別に政府が設定している。さらに、 2014年から「乳価マイナス餌

代jに最低限確保すべき水準を示して、それを下回ったら政府からの補加が発動されるシステムも完備した。

とのような状況で、 官'PPの影響は軽微だから抜本的対策はしない、むしろ、 日本の農業は過保護だからTPPで競

争にさらせゆ揃山産業になる左言っていたら、本当に最後の砦まで失い、息の根を止められてしまいかねない。「農家

は潰れても構わなし、」と言つ－cし、るのに等しし、。 園民にとつても1右コの1首幾で

TPP以前に進む現揚の疲弊

官平以前の段階で、このままの政策体系では、日本の食と農を持続的に守るのは困難な情勢になっているととを認

識すべきである。我々の試算では、戸矧即日尋補償制度を段階拘に廃止し、生産調整を緩和していくという「新農政J

が着実に実施された場合、 10年持たす注して米価は l側 0kg）で l万円を切ると見込まれる。

表3品目別総生産量指数（2015年＝100)

2015年 2030年

コメ
100.00 87目71

100.00 84.22 

生乳 100.00 65.9!) 

牛肉 100.00 56.55 

豚肉 100.00 40.04 

ブロイラー 100.00 55.60 

資料 ：JC総研客員研究員美音さん推計。

設：コメの上段は2005・2010年デー夕、下段は2000-2005年デ一夕に基づく推信言九その｛也は2000-2005年デ、一夕に基づ、く師九

表4品目別総消費量指数（2015年＝100)

コメ

牛乳

チーズ

牛肉

豚肉

2015年

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

2030年

75.23 

65.77 

123.51 

78.2!) 

125.84 

鶏肉 100.00 130.20 

資料： JC総研客員研究員妥昔さ!vt町九

このままでは、コメの総生産は 15年後の2030年には670万 トン程度になり、稲作付農家数も5万戸を切り、地域
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