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TPP 閣僚会合の評価と農業への影響 

東京大学教授 鈴 木 宣 弘 
誰が頭を冷やすべきか 

2015年7月末のTPP閣僚会合は決裂した。決裂した直後の共同記者会見で、日本の担当大臣は「もう一度閣僚会

合を開けば合意できる」「某国(ニュージーランド)は頭を冷やすべきだ」と言ったが、やや冷静さを失った感情的発言

に思われた。むしろ、日本がもう少し頭を冷やしてはどうだろうか。日本では「TPPを決着するのが善」という前提

の報道が多いが、なぜ、ここまで TPP が揉めるのかを冷静に考えたら、TPP が筋の悪い協定なのではないか、TPP
には無理があるのではないか、という疑問に立ち返るべきではないか。なぜ、そういう議論をせずに、決着ばかり急

ぐのかが問われる。 
(注) 米国でのTPA(オバマ大統領への一括交渉権限付与)法案をめぐっても日本では「成立歓迎」ばかりで、なぜ、米国でさえ、あれほど

揉めるのかが議論されなかった。グローバル企業経営陣と「回転ドア」で一体化する米国政府と大統領と共和党に対して、「500 万人以上

の雇用が失われる」「ISDS(投資家対国家紛争処理条項)は国家主権の侵害だ」と労働者や市民の声を受けた与党・民主党が猛反発して、「企

業利益vs市民生活」の国論二分の対立を続けているのは、翼賛体制より正常である。 

 
実は、自動車の原産地規則が大きな対立点～日本にとっての利益は激減? 
しかも、日本では、ニュージーランドを「戦犯」に仕立て上げているが、自動車の原産地規則をめぐる日本とメキ

シコの対立が主要因だという海外報道もある。メキシコが主張する非常に高い TPP 域内比率だと部品の調達範囲が

TPP 参加国外に広く及ぶ日本車がTPP関税の適用外になる可能性がある。これは、TPP 推進上は言いづらい不都合

な真実である。 
 
表 1  FTA ごとの日本の経済厚生変化の比較   
  GDP 増加率(%) 経済的満足度の増加(千億円) 

TPP                    

 
0.66 

除外なし  4.5 
農業・食品を除外   5.7 

自動車を除外   2.1 
日中韓 0.74 7.0 
日中韓+ASEAN 1.04 8.5 
RCEP（ASEAN＋日中韓+インド、NZ、豪） 1.10 8.6 
資料: 内閣府及び鈴木研究室グループ試算。注: 経済的満足度は、家計が同じ支出でどれだけ多くの

満足が得られるようになったかを金額で表したもの。 
 
我々の試算(表1)では、ただでさえ他のアジア中心のFTAに比較して日本のメリットが最小のTPPにおいて、日本

の最大のメリットである米国その他のTPP参加国の自動車関税の撤廃について、米国の関税撤廃の猶予期間が30年

以上になるだけでなく、原産地規則により、そもそも日本車が TPP 関税の適用が受けられないことになれば、TPP
の利益は半減以上(4.5→2.1 千億円)の激減となる。これでは、守るべき国益として国会決議した項目をほぼすべて譲

り渡してまで我が国がTPPを推進する意味は見出しにくくなる。 
(注) もう1点、この表で注目すべきは、農業・食品は除外したほうが「例外なし」のTPPより日本の総利益は増えるという「逆説的」

事実である。農業を除外しないと、TPPで排除される中国(コストが安い)などからの輸入が米国などからの輸入に転換することによって消

費者の利益が大きくは増えないため、関税収入の減少と生産者の利益減の合計が消費者の利益増より大きくなるからである(貿易転換効果)。 

 
人の健康よりも企業利益を優先するTPPの本質的側面 
医薬品の特許の保護期間での対立はTPPの本質的側面を象徴している。徹底的な規制緩和と言いながら、これは規

制強化だ。名目は、規制緩和と言いながら、場合によっては規制強化してでも、「人の命と健康、暮らし、環境を犠牲

にしても、一部の企業の経営陣の利益を増やせるルールを押し付ける」のがTPPの本質であるという指摘が妥当する

と言わざるを得ない。米国の巨大製薬会社が自らの利益を増やすために特許の保護期間を 12 年にしろと譲らず、日

本以外のほとんどの国は、そんなことをしたら、人々の命を救う安価なジェネリック(後発)医薬品が製造できないか

ら5年以下しか認められないと猛反発した。日本も、ジェネリック医薬品の推進に力を入れだしたところなのだから、

国民の命、健康を守るなら、本来、米国に反対すべきではないのだろうか。 
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全面的関税撤廃がTPPの前提 
また、乳製品についてのニュージーランドの主張も TPP の本質をよく物語っている。TPP は、ニュージーランド

が主導して 4 か国で立ち上げたP4 が土台になっており、そもそも全面的な関税撤廃と規制緩和を前提にしている。

しかも、ニュージーランドは、生乳生産の95%を輸出し、輸出の3割を乳製品に依存しており、酪農で規制緩和でき

ずに、利益が小さいまま、医薬品などで規制強化されて不利な条件を受け入れていたのでは、協定の意味がない。 
一方、乳製品は、ニュージーランドとオーストラリアの競争力が突出しており、米国、カナダ、日本は、全面的な

関税撤廃をしたら、国内の酪農がもたない。米国でも「公益事業」(電気やガスと同じく必要量が必要なときに供給で

きないと子供が育てられないので海外に依存できない)と言われる基礎食料である国産の牛乳・乳製品を守るためには、

全面的開放はとてもできない。 
米国は関税撤廃せずに、ニュージーランドとオーストラリアから輸入枠の拡大を受け入れる一方、それ以上の米国

からの輸入枠をカナダと日本に認めさせて、実質的な輸出拡大をもくろんだが、ニュージーランドからの要求が大き

く、一方、カナダから提示された輸入枠が小さかったため、「玉突き」的な日米加の「連携」は破たんした(図参照)。
このため、米国はオーストラリアに一旦提示していた輸入枠も撤回したようである。 

 
我が国も、乳製品については、現在は、バターや脱脂粉乳などの乳製品を生乳換算で 13 万 7 千トンを低関税で輸

入する枠を設定し、それを超えると 200～300%の枠外関税を課しているが、TPP では枠外関税は維持するが、全体

で生乳換算7万トン程度のTPP参加国(米国、ニュージーランド、オーストラリア、カナダなど)への低関税の輸入枠

を追加的に設定し、そのうち3万トン程度をニュージーランド枠として提示したが、ニュージーランドの要求を満た

すことはできなかったようである。 
つまり、ニュージーランドは本来のTPPの原則を主張しているが、どの国もそれを乳製品について絶対に受け入れ

られないのだから、ニュージーランドが悪いわけではなく、TPPそのものに無理があるのだ、ということを再確認し

ないといけない。 
 
健康と環境に関わる措置は ISDSの対象外にとオーストラリアが主張 
 ISDSもTPPを象徴する問題である。「国家主権を侵害するISDSには合意しない」との国会決議を完全に無視して、

日本は米国とともに ISDSを各国に認めるよう働きかけてきたが、オーストラリアは頑として引かない。 
「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

は社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」というのが経済学的に見た CSR(企業の社会的責任の履行)の解釈といえるが、

TPP では、企業に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)の遵守を求めると、逆

に、それによって生じた損失を、当該国の国内法を無視して国際法廷で損害賠償請求をされてしまう(ISDS条項)とい

うのだから、異常な事態と言わざるを得ない。「健康と環境に関わる措置は ISDSの対象外に」とオーストラリアの主

張は当然ではなかろうか。 
 
与党の決議はすべて破綻している 
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一方、今回決裂したとは言え、日本は、自民党が決議した TPP で守るべき国益 6 項目は、いつの間にか、すでに

すべて破綻している。農産物関税のみならず、軽自動車の税金1.5倍、自由診療の拡大、全国郵便局窓口でA社の保

険販売、BSE(牛海綿状脳症)、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への賛成など、非

関税分野も「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全面的に破綻している(米
国が通商協定発効の条件として、前もって相手国の国内法や制度を協定履行に適合すると米国が判断する形に変更させる certificationが問

題になっているが、それがすでに順次進んでいるともいえる)。 
日米の農産物関税については、オバマ大統領の訪日時の秘密合意のスクープ記事と最近の合意内容の報道がほぼ同

じことからもわかるとおり、今回詳細にリークされた報道のとおりの内容で相当前からほぼ合意している。このまま

の内容とそれとセットで発表の準備がされている国内対策は、抜本的な対策とはほど遠いもので、これで決議を守っ

たと強弁できるとは到底思われないが、もう、それで、とっくに「決着」しているのである。そのことは、8 月 1 日

に記者発表に準備されていた資料が 100 ページを超えるものだったことからも明らかである。「こんなに必死に戦っ

て何とかこのくらいで踏みとどまったのだから納得してほしい」と国民・農家をごまかすための壮大な「演技」が繰

り広げられつつ、水面下では、Xデーを睨んで、すべては準備完了していたのである。 
米国から見れば、日本から取るべきものは、ほぼすべて取り、日本が期待する米国の自動車関税の撤廃は 30 年超

の猶予期間の設定で「骨抜き」にして、農産物などの実利は確保した「日米 FTA」を作り上げている。したがって、

このまま、12 か国の TPP が頓挫しても、農産物関税も含めて日米合意が実質的に履行されるような方策が探られる

可能性が懸念される(案の定、しかも米国を利するだけなのに、わざわざ日本が、参加国の85%のGDPを占める6か

国で、つまり実質的に日米 2 国で TPP を発効させ、残りの国は後で審査して順次追加していく提案を行い、その方

向で検討が始められているようある。Inside U.S. Trade, 8月 14日号)。 
 
「国会決議を守れ」の段階ではない 
こんなお膳立てができている段階で、農産物についても、「国会決議を守れ」「はい、守れるように頑張る」という

儀式的なやり取りは空虚な響きしか持たない。反対する側も、自らが頑張ったアリバイ作りではなく、地域の農業の

繁栄を真に考えた行動をしなければ、結局、組織も存続できない。目先の組織防衛的パフォーマンスは見抜かれ、現

場から見放されることを肝に銘じるべきである。 
 
「踏みとどまった感」を演出した「演技」 
そもそも、牛肉関税は現行の38.5%から9%程度、豚肉の差額関税は最も安い価格帯で482円/kgから50円と大幅に

引き下げ、高価格肉の4.3%はやがて撤廃、コメの77万トンの輸入枠とは別に米国向けの特別無税枠を10万トン前後

設ける、乳製品については米国向けの無税枠を追加的に設定する、といった内容は、すでに、昨年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(こういう報道は評価される)、一度は合意されたとみられ

る内容とほぼ同じだ。つまり、安倍総理とオバマ大統領は、昨年4月に、実は、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

9%にしてしまっていたのであるから、恐れ入る。 
確かに、その後、米国の業界の「ゼロ関税じゃないのか」の反発で一度「ちゃぶ台返し」になったのも事実だとし

ても、基本的には、昨年の「落としどころ」は生きていて、双方が熾烈な交渉を展開し、必死に頑張っているフリを

して、いよいよの終盤の出すべきタイミングを計っていただけの「演技」だったという見方には整合性がある。「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「演技」の一方で、将来

不安で悩み、廃業も増えた現場の農家の苦しみをどう考えているのか。何とも思っていないのであろう。 
 
「国会決議は守られた」というための言い訳は当初から準備されていた 

「重要品目は除外または再協議」という国会決議における「除外」は、全面的な関税撤廃からの除外であって関税

削減や一定数量内の無税枠の設定は否定していないという姑息な理屈も当初から準備されていた。しかし、では、「1%
残すだけでもゼロでなければいいのか」ということになる。それに対しては、「再生産が可能なように」という枕詞を

国会決議の中に挿入してあった。どんな譲歩をしてしまっても、「国内対策も含めて重要品目の再生産が可能」であれ

ば、国会決議は守られたと説明する、つまり、国内対策との合わせ技で「文句は言わせない」というシナリオである。 
では、百歩譲って程度問題で考えて、「国内対策も含めて重要品目の再生産が可能」かどうか、主要品目ごとに検証

してみよう。 
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① コメ 
まず、コメについては、米国に加工用米も含めて10万トン前後(主食7.5+加工2 ?)の「落としどころ」が想定され

る。米国以外のオーストラリア(米国への割当枠の 12%程度)やベトナム(ゼロで合意か)への枠も必要になるから、数

字はさらに大きくなる。 
これに対して、抜本的な対策は準備されていない。市場から隔離するから大丈夫と言うが、焼却処分などをするな

らともかく、備蓄米の棚上げ期間を2年延ばす程度では、隔離にはならない。すでに多くの農家が稲作の継続が困難

になると悲鳴を上げている現在の超低米価に直面しても、政府は何も抜本的な対策は採らないと言い続けているが、

このままでは、輸入米の増加圧力も加わり、さらなる米価下落は避けられそうにない。 
現在検討中の収入保険は、過去5年の平均米価が9,000円なら9,000円を補填基準収入の算定に使うので、所得の

下支えとは別物である。米国の仕組みを参考にしたと言うが、米国が、不足払い(PLC)または収入補償(ARC)の選択に

よる生産コスト水準を補償した上で、各農家の選択で加入する収入保険が準備されているのに対して、我が国では、

コストに見合う収入補償なしで収入保険のみが残されるのが決定的な違いであり、米国型の収入保険だけでよいとす

る議論は極めてミスリーディングなのである。このままでは、まず、コメ収入への依存度が高い専業的な稲作経営か

ら存続危機に陥る可能性が高い。 
 
② 牛肉 
最も深刻なのは畜産である。牛肉関税は、米国のみならず、全TPP加盟国に、現行38.5%から15年で段階的に9%

まで、1/4に引き下げる。セーフガード(緊急輸入制限措置)は、全参加国からの年間の輸入量が一定量を超えると発動

し、図(日本農業新聞より)のような水準に関税率を引き上げる。発動の基準輸入量は、発効時に59万トン、10年目に

69．6万トン、15年目に72．6万トンである。15年目には72．6万トンを超えると関税を18%に引き上げるというも

のである。 
日本が全世界から輸入する牛肉の量は、過去 5 年間の平均で 52

万トン弱なのに、発動基準輸入量が72.6万トンでは、今後の国内の

人口減による消費の減少も考慮すると、ほとんど発動される見込み

はないような大きな数量である。つまり、実質的には、9%で無制限

に輸入されることになるので、今回の合意内容は極めて深刻なもの

と言わざるを得ない。 
 現在の部分肉での輸入牛肉価格504円/kgが38.5%の関税が上乗せ

されると698円だが、関税が9%になると549円まで、149円、21.3%
下がる。政策がない場合には、これに伴う生産減少額は3,262億円と全国肉牛事業協同組合が試算している。 
和牛肉には、ある程度の価格差があるが、影響を受けないのではなく、その価格差は残るものの、価格水準は低下

する。過去のデータに基づく輸入牛肉(オーストラリア産)と和牛肉(A5)の価格分析からは、輸入肉の1円の低下が0.87
円(価格差があるから輸入肉1%の低下に対しては0.24%)の和牛肉価格の低下につながる結果が示されており、ほぼ並

行的(パラレル)な価格低下が生じる。A5以外については、輸入肉の1円の低下が0.73円(1%に対して0.91%)と試算さ

れた(江川雄太君による)。これと、堀田和彦教授(1999)による牛肉供給の価格弾力性 1.185 を用いて輸入肉の 21.3%の

価格低下による牛肉生産額の減少を計算すると、1,926億円となる。 
肉用牛経営には、現在も、四半期ごとに、生産コストと市場価格との差に生じた赤字の8割を補填する基金制度が

ある。国が3/4を負担するが、農家も1/4負担しているから、実質は0.8×0.75で6割補填にしかなっていない。この

仕組みは法律にはなっていないので、TPP 対応として、この仕組みを法制化することで、制度の安定的な継続を約束

しようとしている。 
ただし、2割程度の価格低下による補填単価の増加の一方で、補填の財源としていた牛肉関税収入は1,000億円近く

消失するため、補填財源が確保できるのかが大きな問題になっている。 
さらには、日本は米国牛肉に実質的に枠なしで 9%まで関税削減するのに、米国は日本牛肉にわずか 200 トンの低

関税枠しか提供しておらず(日本は 3,000 トンを要求)、枠外輸入関税 26.4%を維持している。なんと、不公平な米国

有利な貿易ルールなのか。長期的には、この26.4%をなくす方向で交渉されているようだが、そもそも、日本からの

牛肉輸出は特別な和牛肉で、大きな需要はない。米国から日本の輸出に有利な条件を得たからといって、9%で実質的

に無制限に輸入する我が国の措置を到底相殺できるものではない。 
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③ 豚肉 
豚肉については、米国のみならず、全TPP加盟国に、価格の安い部位の関税482円/kgを10年で50円まで引き下

げ、高価格部位の関税は4.3%から10年でゼロにする。図のように、一律50円の関税が適用される範囲が大きく広が

り、実質的に、差額関税制度はなくなるに等しい。豚肉のセーフガードは12年目で廃止される見込みである。 

 
出所: 鈴木宣弘作成。 

 
いまは、差額関税の適用を回避するため、低価格部位と高価格部位とのコンビネーションで4.3%の関税しかかから

ないように輸入が工夫されているが、50円なら、低価格部位だけを大量に輸入する業者が増加する可能性がある。 
政府は、現在、コンビネーションで輸入価格を524円、関税を22.5円に抑制して輸入している業者が、50円の関税

を払って、安い部位の単品輸入を増やすことはないから、影響はないと主張するが、業界はそうは見ていない。現在

は、279円/kgの輸入豚肉は入ってこず、524+22.5=546.5円になっているが、今後は、279+50=329円で入ってくること

になり、218円、40%の価格低下、これに伴う生産減少額は4,141億円になると日本養豚協会は試算する。 
現状の養豚の経営安定対策は、牛肉と同様、赤字の 8 割補填だが、農家負担が 1/2 と大きいので、実質は 0.8×0.5

で 4 割補填にしかなっていない。肉用牛並みになったとしても、赤字の 8 割補填で、農家も 1/4 負担しているから、

実質は0.8×0.75で6割補填にしかならないからである。このような仕組みの部分的改善では、法制化しても不十分で

あり、また、財源が問題になることも牛肉と同様である。 
 
④ 乳製品 
乳製品については、現在は、バターや脱脂粉乳などの乳製品を生乳換算で 13 万 7 千トンを低関税で輸入する枠を

設定し、それを超えると 200～300%の枠外関税を課している。TPP では枠外関税は維持するが、全体で生乳換算 7
万トン程度のTPP参加国(米国、ニュージーランド、オーストラリア、カナダなど)への低関税の輸入枠を追加的に設

定する予定であった。そのうち3万トン程度をニュージーランド枠として提示したが、ニュージーランドの要求を満

たすことはできなかったようである。日本は、最大限17万トン(直近2年間の追加輸入量の平均)までは提示する可能

性がある。 
先述のとおり、米国は、米国自身もニュージーランド、オーストラリアよりも酪農の競争力が劣るので、全面的な

関税削減で競争するよりも、枠を確保して、オーストラリア、ニュージーランドから米国に輸入枠が増える分を、日

本とカナダにより大きな輸入枠を設定させて帳尻を合わそうとしたようだが、ニュージーランドの要求が想定以上に

大きく、カナダからの枠の提示は想定以下だったため、まとまっていない。 
酪農対策については、現行政策は「不足払い」と言いながら、加工原料乳への固定的な補給金10円/kg程度でしか

ないので、牛肉や豚肉のような「コスト－市場価格」を補填できないため、飼料価格の高止まりの下で乳価が十分に

確保できず、酪農生産基盤の縮小が危機的状況になっているが、今も抜本的対策は一切採らない方針を貫いている。

そのことは最近の自民党の生乳・取引改善の検討内容を見ても明らかである。 
TPP では枠の拡大だけだから大きな影響はないとして、何も抜本的な政策はしない方針である。せいぜい、生クリ

ーム向けの生乳についても、バター、脱脂粉乳、チーズのように、補給金を支給してほしいとの一部からの要求に応
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える可能性があるくらいと言われている。しかし、牛肉関税削減の影響も酪農にも大きな影響を及ぼすことも勘案し

ないといけないし、これでは、酪農生産の縮小は止められないだろう。 
 
⑤ 小麦 
 現在の輸入小麦のマークアップ(実効17円/kg)を半分程度に引き下げるので、輸入小麦の国内流通価格が下がり、国

内麦価格の下落につながるとともに、400 億円の財政収入が減ってしまうので、価格下落に伴い、国内の小麦の固定

支払い(ゲタ対策)などは拡充すべきところ、むしろ財源は減るという困難が生じることになる。 
 
⑤ 砂糖 ほぼ除外 
 
⑥ 重要品目以外 
以上の品目を検証しただけでも、砂糖のほかは、「国内対策も含めて重要品目の再生産が可能」と言い張ることはけ

っしてできない事態に直面していると言わざるを得ないが、さらに認識すべきは、重要品目でこんな事態なのだから、

重要品目以外は、当然のごとく、ゼロ関税までの猶予期間はある程度あるにせよ、ほぼ全面的関税撤廃だと考えざる

を得ないという現実である。 
例えば、比較的高い果汁や生果の関税(果汁30%強,生果17%)が撤廃されたら果樹経営への影響が甚大であることは

鈴木研究室の試算(▲1,800 億円)でも示されている(表 2)。10%前後の鶏肉関税、20%前後の液卵関税なども撤廃だ。

また、TPP域内に生産国がないといっても、周辺国からの原料を使用した迂回輸入も含めて、こんにゃく製品の関税

撤廃にどう対処するのか。菓子などの加工品や調製品なども関税撤廃されるが、それは原料農産物に多大な影響を及

ぼしかねない。 

関税（生果）
(%)

関税（果汁）
(%)

価格下落率
(%)

生産減少率
(%)

生産減少額
（億円）

りんご 17 34 14.5 15.1 484.3
みかん 32 29.8 24.2 40.6 903.8
ぶどう 17 29.8 14.5 15.1 343.0
いちご 6 5.7 1.3 9.6
すいか 6 5.7 1.6 35.6
メロン 6 5.7 2.4 56.5
甘夏 17 14.5 19.5 21.7

伊予柑 17 14.5 14.4 27.5
柿 10 9.1 3.9 7.7

キウイフルーツ 6.4 6 0.3 5.6
合計 1895.3

表2　価格下落率と生産減少率及び生産減少額

資料：矢野遼太君の試算結果を一部修正
 

被害額は3兆円から1/10程度に縮小する? 
以上から、もし TPP 合意内容がそのまま実施されたら、全面的関税撤廃の場合の政府試算が 3 兆円だったが、そ

れよりは縮小するものの、その生産減少総額は相当に大きなものとなると見込まれ、現在準備されている国内対策で、

それが十分に打ち消せるとは到底思われない。政府は被害額が当初見込みの 3 兆円の 1/10 程度=3,000 億円に減ると

の試算を準備し、ここまで縮小したのだから、よく踏ん張って交渉をしたと評価してほしいと説明するつもりのよう

だが、被害額の数字も過少と言わざるを得ない。一部の品目についての業界や我々の研究室の試算額を足し合わせた

だけでも、8,000～9,000億円に達するからである。 
 
食に安さだけを追求することは命を削り、次世代に負担を強いること～消費者の健康リスクの問題を認識すべし 
そして、農産物関税の問題は農家が困るだけの話で、消費者は牛丼や豚丼が安くなるからいいではないか、との声

に対しては、次のような情報を共有したい。 

 
牛肉の成長ホルモン 
牛肉関税が下がり、オーストラリア産や米国産牛肉が増えると、一部で発ガン性リスクが懸念され、日本では使用
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が認可されていない成長ホルモン入り牛肉(ある検査では米国産は日本産の600倍の含有)の輸入がさらに増える。 
EU は成長ホルモンが入っているとして米国産牛肉の輸入を拒否しているが、オーストラリア産を拒否していない

ので勘違いしている人が多いが、オーストラリアが EU 向けについては、成長ホルモン未使用を証明しているため、

輸入が認められているのであり、日本向けのオーストラリア産牛肉は、特別な場合を除き、成長ホルモンが入ってい

る(所管官庁に確認済み)。 
基準を策定するコーデックス委員会が安全と認めているのだから安全なのだという主張は、コーデックス委員会が

グローバルアグリビジネスのロビーの場となっている現実と、賛成３３、反対２９、棄権７で成長ホルモンの安全性

決まった現実(岩月浩二弁護士資料)からしても疑わしい。 
EU では、1989 年に米国産牛肉を禁輸してから 2006 年までに、乳がん死亡率が、アイルランド▲44.5%、イング

ランド&ウェールズ▲34.9%、スペイン▲26.8%、ノルウェー▲24.3%と顕著に減少したとのデータもある。 
 
ラクトパミン 
ラクトパミンには成長促進剤としての作用があり、牛や豚の飼料添加物として米国・カナダ・メキシコ・オースト

ラリアなどでは広く使用されているが、人体に影響がある(吐き気、めまい、無気力、手が震えるなどの中毒症状が現

れる。特に心臓病や高血圧の患者への影響が大きく、長期にわたり摂取すれば染色体の変異をもたらし、悪性腫瘍を

誘発することもある)として、EU・中国・ロシア・台湾などでは使用を禁止し、輸入肉についても厳しく規制してい

る(台湾は、米国からのラクトパミンを使用した牛肉の輸入は2012年に認めた)。日本では、国内での使用を認めてい

ないが、輸入肉については残留基準値を設定しているが、検査は省略されている(まとまった情報は

http://www.tsukishiro.com/html/2013/6-4.htmlなどを参照)。ラクトパミンについては、米国などの抵抗で、コーデックス

委員会での基準値策定もできなくなっている。 
消費者は、農産物関税が下がることは農業だけの問題なのではなく、国民全体の命・健康のリスクの増大につなが

る問題なのだということをもっと認識する必要がある。牛肉・豚肉の自給率はすでに 40%であり、それが 20%, 10%
となってから、国産の安全なものを食べたいと言っても遅いのである。 
 
乳製品の遺伝子組み換え牛成長ホルモン 

TPP に参加すれば、米国の乳製品輸入が増加するが、それには健康上の不安がある。米国では、１０年に及ぶ反対運

動を乗り越えて、1994 年以来、rbST という遺伝子組換えの成長ホルモンを乳牛に注射して生産量の増加(乳牛を「全

力疾走」させて乳量を20%以上アップし、数年で屠殺)を図っている。日本やヨーロッパやカナダでは認可されていな

い。このホルモンを販売したM社は、もし日本の酪農家に売っても消費者が拒否反応を示すだろうからと言って、日

本での認可申請を見送った。そして、「絶対大丈夫、大丈夫」と認可官庁と製薬会社と試験をしたC大学(図2のよう

に、この関係を筆者は「疑惑のトライアングル」と呼んだ。なぜなら、認可官庁と製薬会社は「回転ドア」人事交流、

製薬会社の巨額の研究費で試験結果をC大学が認可官庁に提出するからである)が、同じテープを何度も聞くような同

一の説明ぶりで「とにかく何も問題はない」と大合唱していたにもかかわらず、人の健康への懸念も出てきている。 

図2 疑惑のトライアングルの相互依存関係 

 

 

 

 

 

 

 
出所：鈴木宣弘『寡占的フードシステムへの計量的接近』農業統計協会2002年 

rbST の注射された牛からの牛乳・乳製品にはインシュリン様成長因子 IGF-1 が増加するが、すでに、1996 年、ア

メリカのガン予防協議会議長のイリノイ大学教授が、IGF-1 の大量摂取による発ガン・リスクを指摘し、さらには、

1998 年に「サイエンス」と「ランセット」に、IGF-1 の血中濃度の高い男性の前立腺ガンの発現率が 4 倍、IGF-1 の

血中濃度の高い女性の乳ガンの発症率が7倍という論文が発表された。このため、最近では、スターバックスやウォ

認可官庁 製薬会社 

大学・研究機関 

人事交流 

試験研究成果 研究費 
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ルマートを始め、rbST使用乳を取り扱わない店がどんどん増えている。ところが、認可もされていない日本では、米

国からの輸入によって rbST使用乳は港を素通りして、消費者は知らずにそれを食べているというのが実態である。日

本の酪農・乳業関係者も、風評被害で国産も売れなくなることを心配して、この事実をそっとしておこうとしてきた。

これは人の命と健康を守る仕事にたずさわるものとして当然改めるべきである。むしろ、輸入ものが全部悪いとは言

わないが、こういうこともあるんだということを消費者にきちんと伝えることで、自分たちが本物を提供しているこ

とをしっかりと認識してもらうことができる。 
 

BSEなどの食の安全基準は守る? 
BSEは2013年2月1日(国会決議の1か月前)にすでに輸入条件を緩和してしまい、防腐剤・防カビ剤のさらなる緩

和は日米 2 国間並行協議の重要項目にされ、対応した。遺伝子組み換え(GM)食品の表示をさせない方向についても、

米国の TPP の農業交渉官の一人はバイオメジャー大手 M 社の前ロビイストであるから「推して知るべし」である。

米国では大企業幹部と政府高官とは「回転ドア」人事で一体化している。 
BSE については、 2011 年 11 月に、当時の野田総理がAPEC のハワイ会合で、日本が TPP に参加したいと表明し

たが、その1ヶ月前の2011年10月に、BSEの輸入制限を20ヶ月齢以下から30ヶ月齢以下への緩和を検討すると表

明した。なぜ、このタイミングなのかというと、ハワイで参加表明するときの米国へのお土産だった。そのあとは、

「結論ありき」で着々と食品安全委員会が承認する「茶番劇」である。 
24 カ月齢の牛からもBSEは出ているし、米国のBSE の検査率は 1%未満で、検査していないからBSEが出ていな

いたけである。最終的には、屠殺の段階で危険部位が確実に除去されることが不可欠だが、屠殺体制も不十分だから、

危険部位が混じった牛肉がしばしば入ってきている。だから、国民の健康を守るためは、20カ月齢で切るのは必要だ

と思われるが、米国のお土産のほうが優先される。 
筆者らが、「米国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、医療や食の安全が影響を受けないわけはない。かりにTPP の条文に出てこなくとも、TPP の交渉過程での

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狙いだ」と指摘してきたとお

りである。そのために、2国間の並行協議をセットさせられたのである。 
 
遺伝子組み換え(GM)食品のさらなる拡大 
バイオメジャーM社などはGM種子をさらに拡大していくために、TPP をテコに、GM食品の表示をなくすことに

力を入れている。フランスのカーン大学におけるM社のGMトウモロコシのラットへの給餌実験(2012年)で、これま

では3ヶ月の給餌で異変はないとして安全との判断をしていたが、ラットの一生分にあたる2年間給餌すると痛々し

いガンの発生が確認された。ラウンドアップ(強力な除草剤)をかけても枯れない GM トウモロコシの残留毒性も調べ

られた(日本でもラウンドアップを使っているではないかと言われるが、畦の草取りに使うのであって、それを作物に

かけるなど考えられないが、GM 作物にはそれがかけられているのである。しかも、耐性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)。 
この実験に対しては、「実験方法に不備があるので発ガン性の根拠にはならない」と日本の食品安全委員会も否定し

たが、いまだに不備を是正した実験での証明は行われていない。不備を是正した実験で大丈夫という論文を投稿する

のではなく、論文を掲載した学会誌にモンサント社から編集委員が入り、編集委員会が一度掲載した論文をなかった

ものにしてしまう前代未聞の事態となった(著者が取り下げたSTAP細胞のケースとは違う)。「仏大学がやり直せば」

とも言うが、この実験に 4 億 2 千万円かかった。研究者生命の危険も冒しつつ、GM 種子の入手も困難な中での再実

験は容易ではない。 

  
人間はまだGM 食品を 10 数年しか食べていないので、80 年以上という人間の一生分食べ続けたらどうなるかにつ

いては、やはり「実験段階」であり、消費者が不安を持つのは当然ともいえる。そこで、せめて表示して選べるよう



 - 9 -

にしてほしいと言っているわけだが、「米国が科学的に安全と認めたものを表示することは消費者を惑わすことで許さ

れない」というのがM社＝米国政府の主張である。 
我が国にも、5%以上の混入については一部の品目には表示義務があり、また、「GMでない」という任意表示も認

められているが、これができなくなると、消費者は non-GM 食品を食べたいと思ってもわからなくなり、結果的に、

GM食品がさらに広がっていくことになる。実は、2008年に米国農務省幹部が「実際、日本人は一人当たり、世界で

最も多く GM 作物を消費している」と述べたとおり、米国農産物の GM 比率はトウモロコシ 88%、大豆 94%で、日

本はトウモロコシの 97%、大豆の 71%を米国に依存しているから日本の消費するトウモロコシの約 80%、大豆の約

70%がすでにGMである。これが小麦やコメも含めてさらに広がるだろう。 
GM種子の販売はM社など数社で多くのシェアが占められている。トウモロコシはF１種が多く、大豆は固定種が

多いが、いずれにせよ農家は、それまで自家採取してきた種を、毎年 M 社などの数社で寡占的な GM 種子会社から

種を買い続けないと食料生産ができなくなる。 
しかも、M 社などのGM 作物の種は「知的財産」として法的に保護されているので、農家がM 社のGM 大豆の種

から収穫した大豆から自家採取した種を翌年まくことは「特許侵害」になるのである。M社の「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米国でも報告されている。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。在来種を保存しようとしても、GM 作物の花粉の飛散で「汚染」され、自分の種

と思っていた在来種ベースの種も知らぬ間にバイオメジャーから特許侵害で訴えられる(操作されたDNAに特許を取

っているから)事態も数多く報告されており、世界の食料生産・消費・環境がGM種子で覆い尽くされ、バイオメジャ

ーの思いのままにコントロールされてしまうと心配する声もある(そこで、中国とロシアはついにGM栽培・輸入禁止

に舵を切った)。 
さらには、全農の株式会社化には、共販や共同購入を崩し、農産物の安値買い取りと生産資材ビジネスを拡大

する意図とともに、米国から迫られている、もう一つの大きな目的がある。株式会社化が「選択肢」というのは

見せかけで、そうせざるを得ないように追い込まれるであろう。米国は遺伝子組み換え小麦の導入を目指しており、

全農グレインがニューオーリンズに保有する世界最大の穀物船積施設での遺伝子組み換えの分別管理が不愉快でしょ

うがない。そのために、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ってしまおうとい

うのが可能性の高いシナリオとみられている。それを理解するには、あけだけ強固と思われた豪州のAWB(農協的な

小麦輸出独占組織)が株式会社化したら(米国のCIA も関与)、カナダの肥料会社に買収され、1 か月後にカーギルに売

り払われた経過を学んでおく必要がある(注)。 
なお、誤解のないように付記するが、筆者にはGMの安全性を評価できる能力はない。ただ、懸念する消費者が多

数存在する事実がある以上、表示して消費者に選択の権利を残すことを否定してはならないということだ。また、ラ

ットの実験に不備があったのなら、その不備を是正して同様の実験をして安全性を証明すべきであり、「実験に不備

があったからGMは安全である」という飛躍した論理では、消費者の懸念に回答したことにはならないということを

真摯に受け止める必要があるのではなかろうか。 
(注) このように、農協改革にも米国の意図が大きく働いている。米国金融保険業界にとって郵政マネー350兆円を狙った「郵政解体」に

だいたい目途が立った次に、JA マネー140 兆円を大きな標的にした「農協解体」が本格化している。その一環として、「規制緩和」と言

いながら准組合員への「規制強化」までして、JA利用者を解約させてまで資金を奪おうとしている。 

 
食品添加物の基準緩和や表示の問題 
輸入農産物に使用される防腐剤や防カビ剤などのポストハーベスト(収穫後)農薬についても日本の基準が厳しすぎ

るからもっと緩めるよう米国から求められている。日本では収穫後「農薬」は認めていないので、米国のために「食

品添加物」に分類したのだが、こんどは、そのため食品パッケージに表示されることが米国の輸入食品の販売を不利

にするとして、防カビ剤などの食品添加物としての審査をやめて表示もやめるよう要求している。2013 年 12 月に日

本が米国の要求に対応したと米国側文書に記されている(日本側は誤報とし、米国も訂正するとしたが、公開が早すぎ

たということであろう)。 
表示に関連しては、「地産地消」運動などで、国産や特定の地域産を強調した表示をすることが、米国を科学的根拠

なしに差別するものとして攻撃される可能性もある。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

認めない」ことがTPP の大原則なのである。TTIP(米EU の FTA)でも米国はEU のパルメザンチーズなど地理的表示

を問題視している。 
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GM 表示もその他の食品表示、安全基準も、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性

を忘れてはならない。韓米FTAでは、ソウル市の学校給食条例の廃止に象徴されるように、米国産を不当に差別する

可能性を指摘され、数多くの国や地方自治体レベルの法律・条令を「自主的に」廃止・修正することになった。 

「主婦と生活社」の徳住亜希さん提供 
 
TPP以前に現場の疲弊が進んでいる 
昨秋、大規模稲作農家の方から、深刻なメールが届いた。その内容は、概略、「26年産米価低落は深刻で、経営の

存続に関わる。稲刈りは終盤を迎えているが、青米が多く収穫量・品質ともあまりよくない。三重苦の秋である。ま

さに「岩盤対策」が必要である。」というものである。 

現自公政権の「新農政」には、農産物の販売価格が低迷して農家の生産コストを下回った場合に、その差額を補填

して農家の所得を下支えする「岩盤」政策として導入された戸別所得補償制度などを廃止して、収入変動をならす「ナ

ラシ」の政策のみに戻し、それを収入保険の形にしていこうという政策の流れがある。農家の所得の「岩盤」＝下支

え(セーフティネット)について、民主党政権時に導入されたものをすべて白紙に戻す、つまり、前の自公政権の 2007
年の政策に戻すものに近い。しかし、この岩盤の議論は「民主党のしたことは元に戻す」という短絡的な発想では済

まされない。「ナラシ」だけでは所得下落の歯止めにならず、将来計画が立てられないとの現場の切実な声が戸別所得

補償制度に結実したことを忘れてはならない。しかも、「新農政」を進め始めた矢先の、この米価暴落である。 
 
1万円を下回る米価の可能性 
我々の試算では、戸別所得補償制度を段階的に廃止し、ナラシのみを残し、生産調整を緩和していくという「新農

政」が着実に実施された場合、2030年頃には、1俵(60kg)で9,900円程度の米価で約600万トンでコメの需給が均衡す

る。ナラシを受けても米価は 10,200 円程度で、15ha 以上層の生産コストがやっと賄える程度にしかならない(図 1)。
実際には、この試算よりも、もっと急速に事態が悪化しつつあるということである。 
 
図 1 所得の「岩盤」を廃止する新政策下における米価の推移の試算(円/60kg) 
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資料: 東大鈴木研究室グループによる暫定試算値。 
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ナラシや収入保険は収入変動をならすだけなので、14,000円とか、望ましい生産者手取り米価水準の実現を何ら補

償するものではないことを改めて認識する必要がある。この事態を踏まえて、もう一度岩盤の議論をきちんとしても

らいたい。 
 
米国の収入補償の真実 
現在検討中の収入保険は、過去5年の平均米価が9,000円なら9,000円を補填基準収入の算定に使うので、所得の

下支えとは別物である。米国の仕組みを参考にしたと言うが、米国が、不足払い(PLC)または収入補償(ARC)の選択に

よる生産コスト水準を補償した上で、各農家の選択で加入する収入保険が準備されているのに対して、我が国では、

コストに見合う収入補償なしで収入保険のみが残されるのが決定的な違いであり、米国型の収入保険だけでよいとす

る議論は極めてミスリーディングなのである。 
 
このままでは農村現場はもたない 

JC 総研客員研究員姜薈さんと我々が全農委託研究として実施した品目別の将来需給の推計は重大な検討資料を提

供している。最近、離脱や規模縮小による減産を残った経営の規模拡大でカバーできぬ事態が畜産・酪農を中心に全

作目で進行している。 
「岩盤」(所得の下支え)が導入される前で、資材高騰やTPP 不安の影響もない2000～2005年の5年間の経営規模階

層間の農家数の移動割合を将来に引き延ばすと、コメ生産は、10ha ないし 15ha を分岐点として、規模拡大は進むも

のの、離農や規模縮小農家の減産をカバーできるだけの農地集約が行われず、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、地域コミュニティが存続できなくなる地域が続出する可能性

がある。だからこそ、「ナラシ」(収入変動をならす政策)だけでは不十分との現場の声を受けて戸別所得補償制度が導

入されたことを忘れてはならない。 
 

表3 品目別総生産量指数（2015年＝100）                         
 2015年 2020年 2025年 2030年 

コメ 
100.00 94.63 90.71 87.71 
100.00 94.25 89.05 84.22 

小麦 100.00 105.87 109.66 111.55 
大豆 100.00 94.88 87.07 78.14 
野菜 100.00 89.15 79.02 69.75 
果樹 100.00 87.36 76.41 66.89 
ばれいしょ 100.00 87.66 76.79 67.22 
生乳 100.00 87.02 75.74 65.99 
牛肉 100.00 82.12 67.92 56.55 
豚肉 100.00 72.41 53.31 40.04 
ブロイラー 100.00 81.76 67.19 55.60 
資料：JC総研客員研究員姜薈さん推計。 
注：コメの上段は2005-2010年データ、下段は2000-2005年データに基づく推計。その他は2000-2005年データに基づく推計。 

 
しかし、コメ以外の作目と比べると、2030 年時点で、野菜、果樹、酪農で 3 割以上、牛、豚、鶏では 4～6 割もの

大幅な生産減少が見込まれるに比べると、それでもコメは最も生産量の減少が小さい「優等生」である(表3)。 
一方、2000～2012年について年齢階層別の嗜好変化を、価格と所得の影響を分離して抽出し、将来に引き延ばすと、

コメの消費量は一人当たり消費の減少と人口減で、2030年には600万トン程度になる。なんと、生産減少で地域社会

の維持が心配されるにもかかわらず、”それでもコメは「余る」”のである(表4)。 
先述のとおり、我々の別の試算では、戸別所得補償制度を段階的に廃止し、ナラシのみを残し、生産調整を緩和し

ていくという「新農政」が着実に実施された場合、2030年頃には、1俵(60kg)で9,900円程度の米価で約600万トンで

コメの需給が均衡する (図1)ので、2つの試算は整合的である。 
そこで、コメから他作物への転換、あるいは主食用以外のコメ生産の拡大が必要ということになるが、しかし、非

主食用米のうち最も力点が置かれている飼料米については、その需要先となる畜産部門の生産が大幅に縮小していく

と見込まれるため、生産しても受け皿が不足する事態が心配される。一方、飼料米を積極的に導入することによって
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酪農・畜産の生産費削減が可能となるので、飼料米の普及が畜産の生産力を回復させる可能性も指摘されている。 
消費が伸びるのは、パンなどの小麦製品、チーズ、豚肉、鶏肉である。その他は減少し、飲用乳は3割以上、コメ、

みそ、しょうゆが 2 割以上、牛肉、果物が 2 割程度、野菜は堅調で数%の減少と見込まれる。総じて、生産、消費の

双方がともに縮小基調を辿るが、生産の減少幅のほうが大きいため、「縮小均衡」も無理で、自給率がさらに低下する

ものが大半であることは事態の深刻さを如実に物語っている(表5)。中でも、豚、鶏は、最も生産縮小幅が大きい一方

で、消費の伸びは最も大きいので、需給ギャップが輸入で埋められるとすれば、豚、鶏の自給率の低下は著しいもの

となる。この結果は生産資材価格高騰や TPP(環太平洋連携協定)不安の影響を含んでいない。これに、TPP でのさら

なる譲歩、岩盤をなくす農政改革、農業組織の解体などが進められたら、現場はどうなってしまうのか。 
 
表4 品目別総消費量指数（2015年=100）  
 2015年 2020年 2025年 2030年 
コメ 100.00 91.71 83.45 75.23 
パン 100.00 104.83 109.48 114.31 
麺類 100.00 101.00 101.96 102.92 
小麦粉 100.00 101.85 104.05 106.03 
小麦換算 100.00 102.81 105.54 108.34 
しょうゆ 100.00 91.73 83.81 76.24 
みそ 100.00 91.85 83.66 75.40 
生鮮野菜 100.00 99.48 98.24 96.29 
生鮮果物 100.00 93.78 87.34 80.68 
ばれいしょ 100.00 97.75 95.17 92.43 
牛乳 100.00 87.45 76.13 65.77 
チーズ 100.00 108.28 116.01 123.51 
牛肉 100.00 91.70 84.57 78.29 
豚肉 100.00 108.64 117.12 125.84 
鶏肉 100.00 109.86 119.69 130.20 
資料：JC総研客員研究員姜薈さん推計。 
 
表5 品目別自給率                  
 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 

コメ 
98.94 102.08 107.55 115.35 
99.86 102.61 106.56 111.80 

小麦 9.57 9.85 9.94 9.85 
大豆 5.83 6.02 6.06 6.00 

野菜 71.79 64.34 57.75 52.00 
果樹 36.35 33.86 31.80 30.14 
ばれいしょ 60.35 54.12 48.69 43.89 
生乳 64.22     60.24     56.36     52.62 
牛肉 37.64 33.71 30.23 27.19 
豚肉 34.46 22.97 15.68 10.96 
鶏肉 49.72 37.00 27.91 21.23 
資料：JC総研客員研究員姜薈さん推計。 
注：コメの上段は2005-2010年データ、下段は2000-2005年データに基づく推計。その他は2000-2005年データに基づく推計。 
 
「国家安全保障の要(かなめ)は食料」という認識の欠如 
 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い。必ず出てくるのが、安けりゃ良いじゃな

いかという議論だ。実は日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％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39％である(ウソつきが多い?)。 
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、ブッシ
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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。ただし、カッコ書きの部分は、

筆者の余韻である。 
 さらには、農業が盛んなウィスコンシン大学では、農家の子弟が多い講義で教授は、「食料は武器であって、日本が

標的だ。直接食べる食料だけじゃなくて、日本の畜産のエサ穀物を米国が全部供給すれば日本を完全にコントロール

できる。これがうまくいけば、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」という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は米国に

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。 
 
競争力でなく食料戦略が米国の輸出力を支える 
 米国は、コメの生産コストがタイやベトナムより大幅に高いが、4,000 円/60kg 程度の低価格で輸出し、農家には生

産コストに見合う目標価格との差額を、多い年は、1兆円もの補助金(穀物3品目だけで)を使って差額補填し、増産と

輸出振興を推進し、世界をコントロールしようとしている。かたや、日本の輸出補助金はゼロであるから、輸出競争

でも勝負にならない。しかも、TPPでも米国の1兆円規模の輸出補助金は使い放題で、関税を撤廃・削減した日本市

場に、米国は補助金をいくらでも使って攻めてこられるという構造になっている。 
 我々は原発でも思い知らされた。目先のコストの安さに目を奪われて、いざという時の準備をしていなかったら、

取り返しのつかないコストになる。食料がまさにそうである。普段のコストが少々高くても、オーストラリアや米国

から輸入したほうが安いからといって国内生産をやめてしまったら、2008年の食料危機のときのように、お金があれ

ば買えるのではなくて、輸出規制で、お金を出しても売ってくれなくなったら、ハイチやフィリピンでコメが食べら

れなくなって暴動が起きて死者が出たように、日本国民も飢えてしまう。 
だから、そういう時に備えるためには、普段のコストが少々高くてもちゃんと自分の所で頑張っている人たちを支

えていくことこそが、実は長期的にはコストが安いということを強く再認識すべきではないか。 
 
TPPで過保護な日本農業を競争にさらして強くし、輸出産業に? 
 日本農業が過保護だから自給率が下がった、耕作放棄が増えた、高齢化が進んだ、というのは間違い。過保護なら、

もっと所得が増えて生産が増えているはずだ。逆に、米国は競争力があるから輸出国になっているのではない。コス

トは高くても、自給は当たり前、いかに増産して世界をコントロールするか、という徹底した食料戦略で輸出国にな

っている。つまり、一般に言われている「日本＝過保護で衰退、欧米＝競争で発展」というのは、むしろ逆である。 
だから、日本の農業が過保護だからTPPなどのショック療法で競争にさらせば強くなって輸出産業になるというの

は、前提条件が間違っているから、そんなことをしたら、最後の砦まで失って、息の根を止められてしまいかねない。

実は、日本の農業が世界で最も保護されていない。輸出補助金も米国の1兆円対日本のゼロだ。関税も米国よりは高

いが、聖域といわれる高い関税が1割残っているということは、逆に言うと、9割の農産物は、野菜の関税の3%ぐら

い、花の関税 0%に象徴されるように、非常に低い関税で競争している。それが 9 割を占めているのだから、平均関

税は 11.7%でEU の半分である。だから、「農業鎖国は許されない」というコメントは間違いである。自給率 39％で、

我々の体の原材料の61％を海外に依存しているのだから、こんな先進国はない。FTAで出てくる原産国規則でいうと、

我々の体はもう国産ではない。こんな体に誰がしたのかというぐらいに開放されている。 
総理は2015年4月の米国議会演説で「以前GATT農業交渉で農家と一緒に自分も自由化反対運動をしたのが間違

いで、農業は衰退した」と述べたが、これは事実に反すると思われる。自由化反対が間違いだったのではなく、頑張

りきれずに米国の圧力に屈して自由化を化進めてしまったことこそが衰退の大きな要因だ。米国による日本の食料支

配のために、早くに関税撤廃したトウモロコシ、大豆の自給率が 0%、7%なのを直視すべきだ。同じく早くの全面的

な木材自由化で自給率が2割を切った山村の苦悩を忘れてはならない。 
 農業所得に占める補助金の割合も、日本では平均 15.6%だが、ＥＵでは農業所得の 95%前後が補助金だ。そんなの

は産業かと言われるかもしれないが、国民の命、環境、国境を守っている産業を国民が支えるのは、欧米では当たり

前なのである。その当たり前が当たり前になっていないのが日本である。 
 それから、米国も、カナダも、EU も、コメなどの穀物、乳製品の生産が増えて支持価格を下回ると、支持価格で

無制限に買い入れて、国内外の援助物資にしたり、補助金をつけて輸出したりして、最終的な販路を政府が確保して、

価格を支える仕組みがある。しかし、日本はこれをやめてしまった。 
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こういう事実を無視して、日本の農業が過保護であるから競争にさらせばよいという議論をしてしまうと、すでに

他の国と比べると相対的に相当に保護されていない水準になっている農業を最後の砦まで外されてしまい、強くなる

のではなくて、息の根を止められてしまいかねないということを我々は考えなければいけない。 
 それから、規模拡大によるコストダウンの努力はもちろん必要だが、日本の農家は平均で一戸 2ha もないのに、例

えば、西オーストラリアの写真の農家は、目の前の畔なしの一区画が 100ha あって、全部で一戸 5,800ha 経営してい

ても、地域の平均よりちょっと大きいだけだという。しかも、日本で100haの経営といっても、田畑が500～1,000か
所にも分散している。日本の経営がこのようなオーストラリアの経営とゼロ関税で競争して勝って輸出産業になれば

よいという議論は、あまりにも土地条件というものを無視した机上の空論であると言わざるを得ない。 

旱魃や塩害に強いGM小麦への日本の消費者の反応に強い関心 
写真 西豪州(パース)の小麦輪作農家－畦なしの1区画が100ha、1戸で5,800ha経営(2007年9月24日筆者撮影)  

 
「地方創生」「農業所得倍増」とは? 
こうした中で、現政権は地方創生とか、10年で農業 (農村?) 所得を倍増する、と言う。TPPで国会決議を実質的に

反故にした譲歩を続け、所得のセーフティネットを廃止し、農業関連組織を解体して、どうやって農業所得が倍増で

きるのか。地方創生ができるのか。一つの考え方はこうである。いまの農家が全部潰れてもよい。わずかな条件のよ

い農地だけ大手の流通企業などが参入して農業をやって、その所得が倍になったら、それが所得倍増の達成である。

そこには、伝統も、文化も、コミュニティもなくなってしまっている。それが日本の地域の繁栄なのだろうか。現に、

企業が手を出さないような非効率な中山間地は、そもそも税金を投入して無理に人に住んでもらう必要がないから、

原野に戻したほうがいい、早く引っ越したほうがよい、と繰り返し発言している人物もいる。「地域創生」とは非効率

な地域を原野に戻すことなのであろう。そこには、国民に必要な食料を安定的に確保するという安全保障の観点はな

い。しかも、地域コミュニティが崩壊し、買い手もいなくなってしまったら、残った人々も結局は長期的には持続で

きないことにも気づかない。しかし、バターが足りなくなるような酪農家の窮状(飼料が高騰しても乳価は十分上がら

ず生産減が止まらない)や 2014 年秋の米価暴落(数年で大規模農家も経営継続が困難になる)を放置する姿勢を見ると、

日米大企業の利益のために、本気で既存の農家を潰し、組織を潰し、地域を潰すつもりなのだと実感せざるを得ない。 
 
生産者の取り分は「不当に」低い 
食料関連産業の生産額規模は1980年の48兆円から2005年の74兆円に拡大している中で、農家の取り分は12兆円

から 9 兆円に減少し、農業段階の取り分シェアは 26%から 13%に落ち込んできている。その分、加工・流通・小売、

特に小売段階の取り分が増加してきていることが農林水産省の試算で示されている。このことから、特に最近の小売

段階の取引交渉力が相対的に強すぎることが、いわゆる「買いたたき」現象を招き、農家の取り分が圧縮されている

可能性が懸念される。 
 
表 6 おにぎりの小売価格と生産者手取りの関係 
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資料: JA全中作成。 
また、例えば、コンビニの105円の小売価格のおにぎりに占めるコメ(精米)の生産者売上分は16円に過ぎないとの

試算もある。さらに、農業の様々な品目における1時間当たりの農業所得は、稲作農家平均で500円前後しかないこ

とに象徴されるように、他産業における1時間当たり給与水準に比較して総じて低位で、しかも、その格差は近年も

拡大しつつある。つまり、労働への対価を十分確保するだけの価格形成ができていない。 

（単位：円）
2004年 05 06 07 08

水田作販売農家 501 538 499 473 485
水田作主業農家 1,328 1,409 1,336 1,299 1,401

 畑作（北海道） 2,539 2,135 2,445 2,361 2,355
露地野菜作 708 638 708 632 643
施設野菜作 885 825 889 847 810
果樹作 694 641 727 722 601
露地花き作 837 762 771 787 598
施設花き作 906 792 785 747 532
酪農 1,509 1,446 1,131 937 766
繁殖牛 797 812 851 768 406
肥育牛 2,988 2,470 2,093 1,630 502
養豚 2,178 2,187 2,114 2,072 1,747
採卵養鶏 386 1,425 1,020 746 779
ブロイラー 1,708 2,161 2,134 2,314 1,409
５～９人の製造業事業所従業員（男性） 1,564 1,577 1,534 1,602 1,569
ホームヘルパー 1,212 1,142 1,158 1,198 1,164
営業用バス運転手 1,455 1,442 1,458 1,368 1,405
アルバイト（飲食店給仕従業員） 866 880 891 912 925

表12－4　営農類型別１時間当たりの農業所得の推移

資料：農林水産省 平成21年度 食料・農業・農村白書（平成22年6月11日公表）。データは農
林水産省「営農類型別経営統計（個別経営）」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
注：1)他産業における給与額は、手当等を含めた現金給与額と年間賞与等を含めた額で、所
得税等を控徐する前の額

2)他産業におけるアルバイト以外の１時間当たり給与額は、所定内給与額を所定内実労
働時間で除したもの

3)アルバイトの給与額
＝１時間当たり所定内給与額×１日当たりの所定内実労働時間数×実労働日数×12＋

年間賞与等

 
出所: 荏開津典生・鈴木宣弘『農業経済学 第4版』(岩波書店、2015年) 
 
生乳流通・取引体制検討の欠落点～最大の問題にメス入れず 
 2015 年 7 月 2 日の生乳流通・取引体制の自民党の取組案を見て、正直驚いた。肝心の問題が欠落しているからだ。

乳業メーカーvs酪農協の取引の改善のみを議論しているが、最大の問題は、乳業メーカーvs酪農協の取引の改善では

なく、スーパーvs乳業メーカーの取引だからだ。 
 乳業メーカーvs酪農協の取引の改善により酪農家の手取り乳価の向上を図ることも、もちろん重要ではあるが、乳

価が上がらないのは、メーカーではなく、小売の市場支配力が大きいためであり、この点を議論せずして、乳価の改

善はありえない。むしろ、乳業メーカーvs酪農協の取引の改善により酪農家の手取り乳価が向上できたら、スーパー

から買いたたかれるメーカーは「板挟み」になり、「しわ寄せ」が酪農家からメーカーに移るだけで、根本的解決には

ならない。 
 
取引交渉力の不均衡 
我が国では、2007～2008 年の飼料・肥料・燃料等の高騰によるコストの急上昇にもかかわらず、乳価が上がらず、

酪農経営が苦況に陥った。諸外国では、飼料危機当時にも、乳価上昇による調整が非常に迅速に機能した。 
我が国では、大型小売店同士の食料品の安売り競争は激しいが、そのため、小売価格の引き上げが難しく、そのしわ

寄せがメーカーや生産者に来てしまう構図がある。我々の試算(図3)では、我が国では、メーカー対スーパーの取引交渉

力の優位度は、ほとんど0対1で、スーパーがメーカーに対して圧倒的な優位性を発揮している。一方、酪農協対メーカ

ーの取引交渉力の優位度は、最大限に見積もって、ほぼ0.5対0.5、最小限に見積もると0.1対0.9で、メーカーが酪農協に

対して優位である可能性が示されている。 
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図3 日本における酪農協・メーカー・スーパー間の取引交渉力バランス 

 
注： 垂直的には、0 に近いほど劣位、1 に近いほど優位な取引交渉力をもつこと、水平的には、0 に近いほど競争

的、1に近いほど独占に近いことを意味する。 
 
不完全な市場は民間任せでなく公正な取引のための政策介入が必要 
欧米では小売サイドの大型化による市場支配力の強化によって酪農家が不利にならないように、政策介入が当然のも

のとして行われている。市場の機能に問題があり、適正な価格が形成されない場合には、市場介入は正当化される。そ

れが欧米の認識である。 
米国では、ミルク・マーケティング・オーダー(FMMO)制度の下、政府が、乳製品市況から逆算した加工原料乳価を

メーカーの最低支払い義務乳価として設定し、それに全米2,600の郡(カウンティ)別に定めた「飲用プレミアム」を加算

して地域別のメーカーの最低支払い義務の飲用乳価を毎月公定している。それでも、飼料高騰などで取引乳価がコスト

をカバーできない事態に備えて、最低限の「乳代－餌代」を下回ったら政府が補填する仕組みも組み合わせている。 
さらには、米国の酪農協は、脱脂粉乳やバターへの加工施設(余乳処理工場)を酪農協自らが持ち、需給調整機能を

生産者サイドが担える体制を整えることによって、飲用乳の価格交渉力を強めているが、これが米国で可能な背景に

は、米国政府が余剰乳製品の買上げ制度を維持し、国内外への援助物資などによる最終的販路を準備していることも

大きい。今回の我が国の生乳取引改善策の検討では、民間ベースの改善努力のみが議論されているが、それだけでは

解決できない問題だという認識を持たないと手遅れになる。 
 
不完全な市場の規制緩和は不当な価格形成を助長する 
今でも小売に「買いたたかれて」いるのに、「対等な競争条件」のために、生産者に与えられた共販の独禁法適用除

外をやめるべきだという議論は、今でさえ不当な競争条件をさらに不当にし、小売に有利にするものであり、市場の

歪みを是正するどころか悪化させる、誤った方向性であることを改めて認識しないといけない。 
 
対照的なカナダ・スイス～「三方よし」の価格形成 

2014 年 9 月現在では、バンクーバー近郊のスーパー店頭の全乳 1 リットル紙パック乳価は 3 ドル(約 300 円)で、日

本より大幅に高い。日本と比較して、メーカーのMMBへの支払飲用乳価（1ドル=約100円、日本とほぼ同水準）と

小売価格との差は、小売価格が生産者乳価の3倍と大きい。 
カナダでは、制度的支えの下での「州唯一の独占集乳・販売ボード（MMB）、寡占的メーカー、寡占的スーパー」

という市場構造に基づくパワーバランスによって、生・処・販のそれぞれの段階が十分な利益を得た上で、最終的に

は消費者に高い価格を負担してもらい、消費者も安全・安心な国産牛乳・乳製品(米国の成長ホルモン入り牛乳は不安)
の確保のために、それに不満を持っていないのである。つまり、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」

の価格形成が実現されているのである。ただし、そのためには、TPP で断固たる対応が必要になり、カナダはそれを

押し通している。 
真に強い農業とは何か。規模拡大してコストダウンすれば強い農業になるだろうか。規模拡大してコストダウンす

る努力は重要だが、日本の土地条件の制約の下では、それだけでは、オーストラリアや米国に一ひねりで負けてしま
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う。少々高いけれども、徹底的に物が違うからあなたの物しか食べたくないという人がいてくれることが重要だ。そ

ういうホンモノを提供する生産者とそれを理解する消費者との絆、ネットワークこそが強い農業ではないか。 
スイスの卵の話も象徴的である。スイスでは、生産過程において、ナチュラルとか有機とか動物愛護とか、生物多

様性とか美しい景観とかにも配慮すれば、できた物もホンモノで安全でおいしい。これらはつながっているので、ス

イス国民は、これを当たり前として支える。高いのではなくこれが当たり前なのだという感覚だ。実例として、筆者

も見てきたが、輸入物の5倍もするような１個80円もする国産の卵のほうが売れていた。小学生ぐらいの女の子が買

っていて、聞いた人がいた。その子は「これを買うことで生産者の皆さんの生活も支えられ、そのお陰で私達の生活

も成り立つのだから当たり前でしょう」といとも簡単に答えたという。 
このスイスの卵の例のように、これだけ高く買われていても、スイスでは生産費用も高いので、高くても買おうと

いうときの理由と同様の根拠(環境、動物福祉、生物多様性、景観等)に基づいて、スイスの農家の農業所得の 95%が

政府からの直接支払いで形成されている。イタリアの稲作地帯では、水田にオタマジャクシが棲めるという生物多様

性、ダムとしての洪水防止機能、水を濾過してくれる機能、こういう機能が米の値段に十分反映できてないなら、み

んなでしっかりとお金を集めて払わないといけないとの感覚が直接支払いの根拠になっている。 
根拠をしっかりと積み上げ、予算化し、国民の理解を得ている。スイスでは、環境支払い(豚の食事場所と寝床を区

分し、外にも自由に出て行けるように飼うと)230 万円、生物多様性維持への特別支払い(草刈りをし、木を切り、雑

木林化を防ぐことでより多くの生物種を維持する作業)170万円などときめ細かい。消費者が納得しているから、直接

支払いもバラマキとは言われないし、生産者は誇りをもって農業をやっていける(安く売って補填で凌ぐのでは誇りを

失うとの農家の声も多いので、農家の努力に見合う価格形成を維持し、高く買ったメーカーや消費者に補填するよう

な政策も検討すべきではあるが)。一方の日本での漠然とした「多面的機能論」は、国民からは保護の言い訳だと言わ

れてしまいがちである。 
 
最終的には国民・消費者の選択 
長期的・総合的な利益と費用を考慮せずに、食料などの国内生産が縮小しても貿易自由化を推進すべきとする「自

由貿易の利益」を語るのは見直す必要がある。まず、各国が国内の食料生産を維持することは、短期的には輸入農産

物より高コストであっても、目先の安さのみしか見ていなかった原子力発電の取り返しのつかない大事故でも思い知

らされたように、輸出規制が数年間も続くような「お金を出しても食料が買えない」不測の事態のコストを考慮すれ

ば、実は、国内生産を維持するほうが長期的なコストは低いのである。 
そして、狭い視野の経済効率だけで、市場競争に任せることは、人の命や健康にかかわる安全性のためのコストが

切り詰められてしまうという重大な危険をもたらす。特に、日本のように、食料自給率がすでに 39％まで低下して、

食料の量的確保についての安全保障が崩れてしまうと、安全性に不安があっても輸入に頼らざるを得なくなる。つま

り、量の安全保障と同時に質の安全保障も崩される事態を招いてしまうのである。 
 結局、安さを求めて、国内農家の時給が 1,000 円未満になるような「しわ寄せ」を続け、海外から安いものが入れ

ばいい、という方向を進めることで、国内生産が縮小することは、ごく一部の企業が儲かる農業を実現したとしても、

国民全体の命や健康、そして環境のリスクは増大してしまう。自分の生活を守るためには、安全保障も含めた多面的

機能の価値も付加した価格が正当な価格であると消費者が考えるかどうかである。そして、価格に反映しきれない部

分は、全体で集めた税金から対価を補填する。これは保護ではなく、様々な安全保障を担っていることへの正当な対

価である。それが農業政策である。農家にも最大限の努力はしてもらうのは当然だが、それを正当な価格形成と追加

的な補填(直接支払い)で、全体として、作る人、加工する人、流通する人、消費する人、すべてが持続できる社会シ

ステムを構築する必要がある。 
 TPP交渉決着以前の時点で、TPP 不安の蓄積も影響して、農村現場の疲弊は進んでいるが、先述のとおり、日本では、

欧米のような直接支払いによる農業所得のセーフティネットの形成について、コメや酪農に象徴されるように、抜本

的な対策は必要ないとの姿勢が崩されていない。過去5年の平均で収入変動をならすだけでは、最低限確保されるべ

き所得が確保できる保証がなく、生産者は将来見通しを持って、投資計画を立てることができない。このままでは、

国民への基礎食料の供給がままならない事態が起こりうる。米国のように、保証される所得水準は高くなくても、最

低限の所得の目安が持てるように、どういう水準になったら、どれだけの政策が発動されるという予見可能なシステ

マティクな政策を取り入れるべき岐路にあると思われる。ウルグアイラウンド決着時の6兆100億円や、2008～2009
年の畜産危機での緊急支払いのような一時的な特別措置の「つかみ金」では実質的な有効性は低く、持続的な効果は

ない。政策発動がシステムとして組み込まれ、予見可能になると、政治家などが自身の力で実現したという体裁が取

れなくなるため嫌う人たちもいるが、そのような身勝手は論理では現場はたまらない。生産現場が安心して、どこま
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では自助努力で頑張り、どういうときには、政策がここまではサポートしてくれると見通して努力できるシステムを

今こそ確立しておくべきである。そういう点で、米国の農業政策は、よく仕組まれている。ある面では、盲目的とも

いえる米国追従を続けながら、どうして、いいところは真似しないのか。消費者も、自身の安全・安心な暮らしを守

る観点から、いかに食料価格形成に関与し、自分たちの税金で直接支払いして対価を払う部分のあり方についても、

政府に提案していく姿勢を持つべきではないか。農業政策は、農家保護ではなく、国民全体の安全保障費なのだと考

える必要がある。 
 
社会システムのあり方～「3だけ主義」から「三方よし」へ 
今の日本では、「今だけ、金だけ、自分だけ」＝「3だけ主義」で、どこかにしわ寄せをして自らの目先の利益を追

求する風潮が強いように思われる。買いたたきや安売りをしても、結局誰も幸せになれない。それでは、結局、皆が

「泥船」乗って沈んでいくようなものである。「3 だけ主義」でなく、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三

方よし」でなくては社会の持続的で均衡ある発展(inclusive growth)は望めない。皆が持続的に幸せになれるような適正

な価格形成を関係者が一緒に検討すべきである。安さを求める消費者とマーケットパワーの強い小売部門が食料の産

地や加工部門に安さを強いることが結果的に安全・安心を破壊し、生産そのものも縮小させてしまい、国民の食の安

全保障を質的にも量的にも崩壊させる。消費者と小売部門も結局自らの首を絞めている。食料に安さだけを追求する

ことは命を削ること、次の世代に負担を強いること、その覚悟があるのか、ぜひ考えてほしい。 
以前に比較して、政治や企業のリーダーは「今だけ、金だけ、自分だけ」の追求については極めて有能であるが、

社会全体の発展や持続性を考慮する資質は明らかに落ちてきているように思われる。巨額の個人的利益を得ている一

部の人が、政府の中枢に入り込んで、「規制緩和」の旗印の下に、露骨に、さらに貪欲に「今だけ、金だけ、自分だけ」

で、多くの国民の生活を犠牲にしつつ、私益を追求する行為は目に余るものがある。 
また、市場支配力が存在する市場での「規制緩和」は市場の歪みを是正するのではなく、さらに一部の利益を増大

させる形で市場の歪みを増幅することを認識しなくてはいけないにもかかわらず、独占・寡占は放っておいても是正

されるとして、「とにもかくにも規制緩和」を主張するシカゴ学派の論理展開は、いかに特定の人々に都合が理屈であ

るかと思わざるを得ない。 
ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジさんは、『いよいよローカルの時代～ヘレナさんの「幸せの経済学」』(ヘレナ・ノーバ

ーグ＝ホッジ、辻信一、大槻書店、2009年)の中で、概略、次のように述べている。「多国籍企業は全ての障害物を取

り除いてビジネスを巨大化させていくために、それぞれの国の政府に向かって、ああしろ、こうしろと命令する。選

挙の投票によって私達が物事を決めているかのように見えるけれども、実際にはその選ばれた代表たちが大きなお金

と利権によって動かされ、コントロールされている。しかも多国籍企業という大帝国は新聞やテレビなどのメディア

と科学や学問といった知の大元を握って私達を洗脳している。」やや極端な言い回しではあるが、こうした事態からの

脱却が、本当の意味で、「日本を取り戻す」ために急務と思われる。 
 
政治・行政手法のあり方 
一連の物事の進め方も検証すべきである。政治や行政に関わる人たちは、国民の生活をよくするために奮闘してい

ると思いたいが、現実には、いかに情報を操作し、国民を騒がせず、文句を言わせないようにして、自分自身を含む

一部の利益を高めるために、狡猾な策を弄しているように思われることが、残念ながら多い。その点では極めて優秀

である。しかし、このようなことを当たり前のように感じるようになったときは実は異常なのだということに気付か

せる何かが必要な気がしてならない。 
TPP 交渉では譲らない国益として決議した事項が、実際にはほとんど米国の要求どおりに実現されているが、それ

は、すべて自主的に国内政策の見直しでやっただけだと説明され、それ以上追及できない。 
交渉参加前の2年間、TPP参加を米国に承認してもらうために要求された「入場料」に応える裏交渉が続けられた

が、単なる意見交換と国民に説明され、けっして認めなかった。 
日米合意の落としどころはとっくに固めてあるのに、「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「演技」の一方で、将来不安で悩み、廃業も増えた現場の農家の苦しみに対して

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のようである。 
国会決議の「除外」への、全面的関税撤廃からの除外であって関税削減や一定数量内の無税枠の設定は否定してい

ないという理屈も当初から準備されていた。かつ、決議の文章に「再生産が可能になるように」との文言を組み込む

ことで、「国内対策も含めて重要品目の再生産が可能」であれば、国会決議は守られたのだと、つまり、国内対策との

合わせ技で「文句は言わせない」という準備をしていた。「オーストラリアへの19.5%を米国へのレッドラインにする
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から納得してくれ」と農家を説得した10日後には米国に「9%で」と秘密合意していた。 
さらには、そもそも、3.11 の大震災の 2 週間後に「震災のおかげで TPP が水面下で進められる」と喜び、「原発の

責任回避にTPP で国民の目をそらせ」と言い、「TPPと似ている韓米FTAの内容を国民の目に触れさせないように」

と箝口令を敷いた人達に、良心の呵責を呼び戻す方策はあるだろうか。 
 
(参考) 企業利益 vs市民生活 の構図 

TPP(環太平洋連携協定)の妥結に不可欠といわれたTPA(オバマ大統領への一括交渉権限付与)法案が米国で可決され

たときに「前進だ、前進だ」と言うばかりでなく、議論すべきことがあった。この顛末は、米国全体がTPPを推進し

ているわけではまったくなく、TPPを推進しているのは誰なのか、ということを改めて思い知らせた。 
TPA法案は、下院で実質的に一度は否決されたが、法案を分解して再採決する動議がわずか1票差で上院を通って、

結果的に可決された。下院では、オバマ大統領の与党の民主党のほとんどは TPA と TPP に反対で、逆に野党の共和

党の大半が賛成だから、TPAへの反対と賛成は、ほぼ200票ずつで拮抗し、10票以内の僅差で可決された。官邸の方

向性に絶対服従の大政翼賛会のような某国の与党とは別世界で、米国のほうが、よほど民主主義的である。 
米国では、文字通り、国論を二分した対立になっているのだ。TPP を推進しているという米国でさえ、これほどTPP

反対の声が強いということは、TPP が無条件に絶賛するような代物では到底ないことの証左だと改めて日本国民が認

識すべきである。 
そもそも、米国議会では、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、「NAFTA(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。米国労働者の利益よりもグローバル企業の利益を優先し

ている。」(ポーカン議員)、「議会における我々の仕事は、ここに我々を送ってくれた人達を代表することだ。自社の

利益幅を拡大するために、できるだけ安い労働力を見つけたいとする企業や CEO(最高経営責任者)の利益を代表する

のは我々の仕事ではない。」(デローロ議員)などの声が挙がっていた。 
つまり、TPP は、「米国対日本」というような国家間の対立ではなく、「多国籍企業経営陣」(の形成するムラ)対「市

民」の対立、「せめぎ合い」なのである。米国では、「回転ドア」の人事で政府は巨大企業の経営陣に「乗っ取られ」

ている。共和党は、選挙資金で大企業と結び付いている。それを支える経済学がシカゴ学派である。経済学ほど政治

的な学問はない。かたや、大企業の利益のために「収奪」される市民や労働者の労働組合や、環境が疎かにされるの

を心配する環境団体などが民主党を頼りにしているから、民主党は市民の権利と生活を守る代表としてTPPに反対す

る。こちらに近い理論を展開するのが、ノーベル経済学賞を受賞したスティグリッツやクルーグマン教授である。 
経済同友会の幹部の方も先日話していたが、いまや企業は国を超えた範囲でビジネスを展開しているから、企業の

利益とその国ないし国民の利益には乖離が生じている。例えば、日本でいえば、世界一の自動車メーカーがTPP で利

益を得たとしても、多くの工場はすでに海外にあり、さらに、その流れが進むとすれば、それは日本国民には還元さ

れない利益であり、日本国民の雇用の場はむしろ減少する。巨大企業と連携してきた関連企業の経営環境も悪化する

だろう。 
 
[付録] 自民党が決議した「TPP 交渉で守るべき国益」は、関税の「聖域」のほかに5項目あった。 
① 農林水産品における関税 
米、麦、牛肉、乳製品、砂糖等の農林水産物の重要品目が、除外又は再協議の対象となること。 

② 自動車等の安全基準、環境基準、数値目標等 
自動車における排ガス規制、安全基準認証、税制、軽自動車優遇等の我が国固有の安全基準、環境基準等を損な

わないこと及び自由貿易の理念に反する工業製品の数値目標は受け入れないこと。 
③ 国民皆保険、公的薬価制度 
公的な医療給付範囲を維持すること。医療機関経営への営利企業参入、混合診療の全面解禁を許さないこと。公

的薬価算定の仕組みを改悪しないこと。 
④ 食の安全安心の基準 
残留農薬・食品添加物の基準、遺伝子組換え食品の表示義務、輸入原材料の原産地表示、BSE 基準等において、

食の安全安心が損なわれないこと。 
⑤ ISD条項 
国の主権を損なうような ISD条項は合意しないこと。 

⑥ 政府調達・金融サービス等 
政府調達及び、かんぽ、郵貯、共済等の金融サービス等のあり方については我が国の特性を踏まえること。 
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 付図 米国の価格・所得政策の変遷の概念図 
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資料: 鈴木宣弘作成 
注1. 1938年農業調整法(1933年法を一部改正)と1949年農業法とを恒久法とし、その後の約5年ごとの時限的農業法によ

り向こう5年程度の農業政策を規定。時限法が失効した場合には恒久法に基づく。恒久法には供給が35%以上需要を超過し

そうなときに生産者の2/3以上の賛成を要件とした「強制減反」も規定されている。 
2. パリティは1910～14年の農産物価格と農家の購入品価格との相対関係を維持するための農産物価格水準。 
3. ローン・レートは、例えばコメ1kgを政府に質入れして70円借りて、市場価格が上がったら融資を返済して市場で売り、

そうでなければ、質流れさせて 70 円が最低保証価格になる仕組み。ローン・レートの基本水準は、過去 5 年間の最高・最

低年を除く平均市場価格の85%。 
4. 輸出振興のためローン・レートに生産コストをカバーする機能を持たせるのをやめて引き下げ、所得は不足払いで支える

方式が1973年農業法で確立。 
5. EU 等との輸出競争への対処で、さらに低い輸出価格での販売を可能とするマーケティング・ローン等を、1985 年農業

法でコメ、綿花に、1990年農業法で大豆、小麦、飼料穀物に拡大した。マーケティング・ローンは、この図の数値例では、

穀物単位当たり 40 円借りて 25 円で売ると 25 円返済すればよい制度。融資不足払いは、融資を受けていない人が 25 円で

売ると40円との差額15円を政府が支給する制度。 
6. 市場価格>ローン・レートの場合は、農家は市場価格で販売するので、不足払い単価=目標価格－市場価格(固定支払いと

不足払いの併用の場合は、不足払い単価=目標価格－[市場価格+固定支払い])。 
7. 1996年農業法で、市場価格>目標価格の状況下で固定支払いのほうが有利との判断等から「不足払い+その要件としての

減反」を廃止した。しかし、その後の価格低下で、毎年、場当たり的な市場損失支払い(つかみ金)で追加補填することにな

った。このため、市場損失支払いを発動基準の明確なシステマティックな制度にすべきとの意図から、countercyclical 
payment (市場価格が低いときは補助が増え、高いときは減る)が2002年農業法で導入された。これは不足払いの復活。 
8. 2008年以降の穀物価格高騰による市場価格>目標価格の下で固定支払いはもらいすぎとの批判等から、2014年農業法で

固定支払いを廃止。しかし、目標価格=生産コストに基づく不足払いは確保。 
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