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第２回 宮古地域「いのち・くらし復興塾」 

 

標題 「被災地の生活と生業に対する TPP の影響」 

岩手大学教授 横山 英信 

 

■はじめに 

TPP 加盟は被災地の復興の努力を水泡に帰してしまう性格のものです。日本が TPP に入った場合に

どういった影響を受けるかを、地域経済との関係を中心に見ていきます。 

 

■安倍政権の経済政策の危うさ 

安倍政権が今やっている経済政策は、参議院選挙まで景気回復をなんとか演出したいというものと

思います。株価を見ても、今の金融政策の矛盾が現れています。株価上昇の一方で、国債の価格が下

落し、長期金利が上がっています。そうすると、国債の返済額が増えるので、信用不安再来や財政危

機を招きかねません。 

日本経済は物価が下がり続けるデフレ状態になっていることが指摘されています。物価がずっと下

落していくと、せっかくモノをつくっても売るときには価格が下がるので、経済活動が活発化しませ

ん。いわゆるリフレ派といわれる人たちは、日本銀行の貨幣供給量が少ないためにお金が市中に出回

らないのだから、日銀から市中銀行にどんどんお金を供給することが必要であり、そのためにいっそ

うの金融緩和が必要だと言っています。日銀の黒田総裁も同じ認識です。 

しかし、日本の中央銀行である日銀が市中銀行に供給している貨幣は、対ＧＤＰ比で他国以上です。

他国よりも少ないどころか多いのですから、日銀が貨幣を供給しないからデフレになっているのでは

ないということを、まずきちんと認識することが必要です。貨幣の供給量が少ないからデフレになっ

ているのではなくて、庶民の所得が下がって国内の購買力が小さくなっているからデフレになってい

るのです。 

これは経済学のイロハですが、企業にとって賃金はコストです。賃金を引き下げれば、その企業に

とっては一時的に利益が増えます。しかし、賃金は一方では購買力ですから、賃金が下がれば、その

労働者の購買力は低下します。一つ一つの企業にとっては賃金を下げることはコストダウンに繋がっ

て合理的かもしれませんが、すべての企業がそれをやってしまうと、国内全体の購買力が低下して、

モノを作っても売れないということになります。これを「合成の誤謬（ごびゅう）」と言いますが、一

つ一つの企業では合理的な行動をしているつもりでも、経済全体としてはうまく回らなくなってしま

います。これがまさに日本経済の現状です。 

2002 年から 2008 年までのいざなぎ超え景気の下で GDP は増えましたが、そこでも賃金は下がって

います。逆に言うと、賃金を下げることによって民間企業は国際競争力強化を図り、民間企業の利益

を含んだ GDP は増えたということです。けれども、われわれ庶民の所得は減って国内の購買力は低下

したのですから、企業は販売先をいっそう輸出に頼らざるを得なくなります。輸出に頼るためには国

際競争に勝つべくコストダウンする必要があるので、さらに賃金を下げる必要があります。それがま

すます国内の購買力を低下させて、デフレの悪化を招くという悪循環になります。 

ですから、今のデフレを克服しようとすれば、賃金を上げることが最優先の課題になります。設備

投資をプラスにすることは必要ですが、賃金が上がって国内の購買力が上がらなければ、企業が設備
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投資して商品をつくろうということにはなりません。 

にもかかわらず、今の安倍政権は正反対のことをやろうとしています。円安誘導によって一時的に

は輸出企業の利益は増えるかもしれません。それで株価が上昇していますが、その上昇は外国人投資

家の株式購入によるものです。円安は一時的にはプラスに働いても、輸入する原材料の価格も上がっ

てきますから、今後、輸出が好調であり続けるという保証はどこにもありません。輸出が不調になっ

た時に外国人投資家が一斉に輸出関連企業の株を売却すれば、大混乱になります。傷口が小さいうち

に、現政権の経済政策は改めさせなければなりません。 

 

■TPP 加盟までの流れ 

現在 11 カ国で TPP の加盟交渉を行っています。今年４月 20 日の閣僚会議で日本の加盟交渉参加が

承認されました。早ければ７月下旬の TPP の閣僚会合から日本は加盟交渉に参加する見通しです。 

加盟交渉では、TPP のルールづくりの話し合いが行われます。そこで最終的に合意されたルールを

加盟交渉参加国がそれぞれ自国の手続きにしたがって了承した段階で、参加国は TPP に加盟すること

になります。 

新たな国が TPP 加盟交渉に参加しようというときには、現在加盟交渉を行っているすべての国の賛

同が必要です。日本はこの手続きを踏まなければなりません。加盟交渉参加前に現加盟交渉参加国と

事前の擦り合わせをするのが事前協議です。加盟交渉参加には、この事前協議を行うことが必要です。 

現在、日本は現加盟交渉参加 11 ヶ国との事前協議が終了した段階であり、早ければ７月下旬に加

盟交渉参加という見通しになっています。この加盟交渉に参加しても、実はほとんどルールづくりに

参加できないというのはあとで述べるとおりですが、一応加盟交渉に参加する見通しです。この加盟

交渉の場で、参加各国がこういうルールで合意していいですよということになると、その段階で各国

政府は協定を締結することになります。 

この協定は、国際法上は条約の扱いになりますので、日本の場合は国会での批准が必要です。政府

が条約を結んでも、国会がこれを批准しなければ条約は効力を発しません。TPP 加盟に反対する立場

からすれば、国会批准を阻止することが最後の砦になります。 

ただし、たとえ加盟したとしても、TPP に対応するための国内法改正の際に、TPP ってそういった

ものだったのか、本当にこれでいいのか、など問題があちらこちらで吹き出ることになるでしょうか

ら、改めて TPP をめぐる問題が浮上することになると思います。 

 

■TPP の基本的性格 

TPP は、単なる自由貿易協定ではありません。貿易も確かに重要な側面ですが、各国の経済制度を

規制緩和、民営化の方向で全面的につくり替えることがその基本的性格です。したがって、当然、そ

の影響は農業だけではなく、公共事業や医療など他のあらゆる分野に及びます。 

まず貿易については、関税をゼロにする、つまり、関税を撤廃するということが原則です。関税品

目の 90％は即時撤廃で、残りの 10％も 10 年以内に段階的に撤廃するのが基本です。 

さらに、非関税障壁の撤廃も求められます。非関税障壁というのは、関税以外で貿易の障壁になる

ものです。例えば各国で認められている食品添加物は同一ではなく、アメリカで認められていても日

本では認められていないものもあります。それが輸入障壁になるということです。残留農薬の基準も

そうです。また、トヨペットとかトヨタカローラとかメーカー系列の販売組織についても、外国車を
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日本に輸出する場合の商慣習上の障壁として捉えられることになります。日本の TP 加盟 P 交渉参加を

めぐり、アメリカは、軽自動車の規格は日本にしかなく、軽自動車は自動車税制が優遇されているの

で、これもなんとかしてくれと言っています。このように、あらゆるものが非関税障壁にされてしま

います。 

つまり、企業の活動に縛りがかかるような各国の諸制度は改廃を求められることになるのです。繰

り返しますが、貿易の問題だけではなくて、国内の経済制度、市場制度が、規制緩和の方向で大きく

変えられる、これが TPP の本質です。 

 

■TPP の成り立ち 

TPP は 2006 年に発足しましたが、その加盟国は、シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーラン

ドという経済規模の小さな国です。経済規模が大きくないから、全面的に自由貿易をやって、お互い

のメリットを最大限に享受しようというところで TPP は始まりました。現在もこの４カ国のみが加盟

国です。そこに 2008 年にアメリカが加盟したいということで加盟交渉を持ち込みました。世界経済の

成長センターといわれるアジア経済に食い込むことによって、アメリカもさまざまな商品を輸出した

い、企業もアジア地域に進出したいと考えたわけです。 

太平洋地域の経済連携というと、一番大きいのは APEC（アジア太平洋経済協力会議）です。ここに

はアジアと太平洋を囲む国々が参加しており、アメリカもメンバーの一員です。 

ASEAN（東南アジア諸国連合）は、アジア経済で重要な役割を果たしていますが、この ASEAN10 カ

国に日本、中国、韓国が絡んで、１つの大きな経済圏をつくろうという ASEAN プラス３という構想が

持ち上がっていました。ただ、そのままでは中国にイニシアチブをとられてしまうということで、中

国をけん制する意味もあって日本は ASEAN プラス６というものを持ち出しました。これは ASEAN プラ

ス３にインド、オーストラリア、ニュージーランドを加えたものです。どちらもそれなりの話が進ん

でいました。 

しかし、アメリカにとっては、ASEAN プラス３だろうがプラス６だろうが、自分がそこに加わって

いないので、このまま話が進んでしまうと、アジア圏で主導権を取って経済圏を構築することができ

ません。ですから、ASEAN プラス３なりプラス６の構想を壊して、アメリカ主導の経済圏構想をぶち

上げたいと当然考えます。そこで目を付けたのが、完全な自由貿易を原則としている TPP だったので

す。アメリカの狙いは、TPP に多くの国々を巻き込み、自国が中心になって、各国にアメリカンスタ

ンダードに沿った貿易体制、市場制度を構築させていくことです。 

アメリカが今 TPP に一番引き込みたいのは日本です。つまり、オバマ政権は不況をなんとか克服し

たいので、輸出を倍増させて、それによって失業を減らしたいと考えています。しかし、輸出先がな

ければ輸出倍増はできません。そもそも TPP は経済規模の小さな国の集まりから始まっているわけで

すから、そういった国にアメリカの商品をたくさん輸出することはできません。だから、経済規模の

大きな国に TPP に入ってもらわなければならないのです。GDP の規模が大きくて輸入力の日本をどう

でも引き込む必要があるわけです。 

 

■日本への影響  

TPP に加盟すれば、日本は経済主権を奪われることになるでしょう。そこでは、医療保険制度や食

の安全性をはじめとした国民の生存権に関わる分野が大きく脅かされることになるでしょう。利益を
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得るのはアメリカを中心とした多国籍企業や大企業だけです。 

日本の TPP 加盟で大きな影響を受けるのは、農業だけではありません。TPP では、21 の交渉分野で

話し合いが行われています。農業は、TPP 全体から見れば、交渉 21 分野のうちの１つである「物品市

場アクセス」の中に設けられている３つの作業部会の１つにしかすぎません。日本の農業にとって、

TPP 加盟による影響、打撃というのは、すさまじいものになるでしょう。しかし、TPP は農業だけの問

題ではなく、さまざまな分野に関わっているということを認識する必要があります。 

TPP に関しては、加盟交渉参加各国の政府の合意で、その交渉内容や交渉経過は公表できないこと

になっています。TPP の交渉が終わっても、４年間は話し合われた内容は公表されません。ここまで

徹底的に秘密にしなければならないのは、内容が漏れたら、どこの国でも国民の猛反発が起きて交渉

がまとまらなくなるから、ということでしょう。 

衆議院選挙のときに、民主党政権の TPP 参加への前のめりの姿勢を批判して、自民党は農村部で支

持を集めました。TPP に関する自民党の公約は、「政府が『聖域なき関税撤廃』を前提にする限り、交

渉参加に反対する」と言っていました。聖域というのは、コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源

作物の５つです。その他、「自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れない」

「国民皆保険制度を守る」「食の安全安心の基準を守る」「国の主権を損なうような ISD や企業による

対政府訴訟条項は合意しない」「政府調達・金融サービス等は、わが国の特性を踏まえる」ということ

も公約で掲げていました。 

 

■２月 22 日 日米共同声明 

このような公約をして自民党は衆議院選挙に勝ったわけですが、２月 22 日の日米共同声明で、「TPP

交渉に際し、一方的に関税を撤廃することをあらかじめ約束することを求められるものではないこと

を確認する」という一文が共同声明の中に入ったことをもって、安倍首相は「TPP では『聖域なき関

税撤廃が前提ではない』ことが明確になったから TPP 交渉に参加する」と国内に向けて宣言しました。 

しかし、交渉する前から「聖域なき関税撤廃を行いますよ」と相手国に言うような国があるでしょ

うか。日米共同声明は、交渉に関する当然のことを述べたにすぎません。共同声明は、別の部分で、

「すべての物品が交渉の対象とされること」「包括的な高い水準の協定を達成すること」が述べていて、

例外なき市場開放の原則を再確認しています。私はこちらの方が共同声明の本旨だと思います。日米

共同声明は決して「例外なき関税撤廃が前提ではない」ことを明確にしたものではないのです。 

TPP 加盟交渉に昨年からメキシコとカナダが入り、加盟交渉参加国は 11 ヶ国になりました。そこに

おいてメキシコとカナダは先発の９カ国とは別の扱いを受けています。それは何かというと、先発９

カ国で合意した条文は原則として受け入れなければならない、９カ国が合意しない限り再協議は行わ

ない、ということです。話し合いをすでに９カ国で行って一定のところまで合意した場合は、メキシ

コ・カナダにとって不利だからといってそれをひっくり返すことは認めない、その合意は受け入れな

ければならない、交渉を打ち切る終結権もない、ということです。 

結局、加盟交渉にあとから入った国は、もうほとんど出来上がったルールを受け入れるしかないと

いうことです。自民党政権は TPP 加盟交渉に参加することで日本に有利なルールをつくると言ってい

ましたが、今から参加しても日本に有利なルールに変更することはできないということが明らかにな

りました。これについては衆議院予算委員会でも野党が追求しましたが、政府はなんとか頑張ります

と繰り返すだけでした。 
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■３月 15 日 TPP 交渉参加表明 

日米共同声明を都合よく解釈して、関税撤廃の例外確保の余地があると言い、公約に反していると

いう意見に対しては、コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物はなんとか守りますと言って、

安倍首相は３月 15 日に TPP 加盟交渉参加を正式に表明しました。 

同日に政府が出した、TPP 加盟が日本経済・農業に及ぼす影響の試算は、10 年間で GDP が 0.66％、

3.2 兆円増加するというものでした。しかし、0.66％の増加がメリットといえるのでしょうか。民主

党政権の時代から、TPP に入れば輸出が増えて、日本の GDP が大きく増えるということが吹聴されて

いましたが、実際に試算すると、0.66％、3.2 兆円の増加にしかならなかったということです。私も

加入している「TPP 参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会」の試算では、GDP は増えるどころ

か、関連産業の波及効果も考えると 4.8 兆円の減になります。 

農林水産物ですが、政府の試算でも、関税が 10％以上で、国内生産額 10 億円以上の品目に限って

も、産出額は 7.1 兆円から 4.1 兆円まで３兆円も減るのです。「大学教員の会」の試算では、３兆円減

ではすまないで、3.5 兆円減になります。さらに、政府試算では食品加工業、運送業といった関連産

業への波及効果は計算していませんが、それまで含めると「大学教員の会」の試算では全産業で生産

額は 10.5 兆円減になるという結果が出ました。GDP はほとんど増えない一方で、農林水産業・関連産

業への打撃は非常に大きいということが明らかです。 

安倍首相は参加表明の際に、TPP 加盟の経済的メリットにはほとんど触れず、自由と民主主義、市

場経済という価値観を共有する国の間でこういう経済協定が結ばれることは意義がある、ということ

しか述べませんでした。TPP は経済協定なのに、安全保障にその意義を求めざるを得ない。これは彼

らの主張が完全に破たんしている証拠です。 

 

■４月 12 日 日米事前協議 

安倍首相の参加表明の後、４月 12 日に日米事前協議が合意しました。問題はその合意内容です。 

自動車については、アメリカの自動車関税の撤廃が最大限後ろ倒しにされることになりました。日

本が TPP に加盟しても、アメリカが日本車にかけている関税は最低でも 10 年間は撤廃しない、という

ことを日本が了承したということです。日本にとっては何のメリットもありません。アメリカの要求

の丸のみです。 

また、国土交通省は、簡単な検査で外国の車を日本に輸入することができる輸入自動車特別取扱制

度の枠を広げるということを表明しました。日本側の一方的な譲歩です。 

さらに、日米事前協議の合意と軌を一にして、麻生財務大臣が、かんぽ生命についてがん保険など

の新商品の認可を数年間凍結すると述べました。日本のがん保険の７割近くはアメリカンファミリー

生命が占めているといわれていますが、かんぽ生命ががん保険に参入すればアメリカンファミリー生

命のシェアが食われてしまうということで、アメリカ政府は以前から日本政府に対してかんぽ生命が

がん保険を取り扱わないように求めてきました。麻生大臣の発言はこのアメリカの要求を受け入れた

ものです。 

今回は、TPP 交渉と並行して日米間で協議する事項ということで、自動車に関して、メーカー系列

販売組織の問題、軽自動車の優遇税制、自動車の排ガス規制などについて二国間で協議することとし、

協議した結果は TPP 協定の一部に盛り込むことが合意されました。これも日本側の一方的な譲歩です。 
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非関税措置に関わっては、保険、知的財産、政府調達、植物検疫措置などの問題がありますが、こ

れも二国間で話し合って、これについては TPP の内容がどうなろうが、日本はアメリカに対して話し

合われた結果について日米間の経済協定としてこれを受け入れるということになりました。 

事前協議で日本がアメリカにのませたものは何一つありません。一方で、アメリカから要求を突き

付けられたものについては、日本はほとんどを丸のみました。こういう状況で、コメ、麦、牛肉・豚

肉、乳製品、甘味資源作物の５つを守るなど不可能です。なるべく早く加盟交渉参加をやめさせる運

動がとても重要になっています。 

BSE に関して、アメリカの牛肉を輸入しやすくするために、日本は今年 2 月から検査の緩和を行い

ました。これもアメリカ産牛肉の対日輸出拡大を狙うアメリカの要求を日本が受け入れたものとして

捉えるべきでしょう。 

それでは次に、TPP が地域経済に及ぼす影響について各分野ごとに見ていきます。 

 

■農林水産業への影響 

まず、農林水産業への影響です。先ほどから述べているように、聖域を守るということで、自民党

はコメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物の５つを死守する、つまり関税撤廃の例外とすると

言っています。しかし、その可能性はあるのでしょうか。 

日本の全関税品目は、農林水産物、鉱工業製品すべて合わせて 9018 品目あります。そのうち、TPP

での例外措置は最大限認められて１％といわれていますので、１％認められた場合は 90 品目です。そ

れで５つを守れるかということですが、まず、コメは、もみ、玄米、精米、砕米といったように幾つ

もの品目に分かれていて、加工品も含めるとコメだけで 58 品目あります。麦は 109 品目、乳製品は

188 品目、牛肉は 51 品目、豚肉は 49 品目、砂糖は 81 品目、でんぷんは 50 品目です。90 品目丸々認

められるとは限りませんから、コメだけでも守れるかどうかわからないのが現状であることがわかり

ます。自民党は５つ全部を死守すると言いますが、ほとんど不可能です。 

もし関税がすべての農林水産品目で撤廃されて安価な輸入農林水産物がなだれ込んできた場合に

どうなるかということですが、政府試算でも全国の農業産出額はマイナス２兆 6600 億円です。2011

年の農業産出額は８兆 2463 億円ですので 32％の減少です。林水産業は政府試算で 3000 億円の減、林

水産業の産出額は１兆 8427 億円ということですから 16％の減少です。食料自給率は 27％まで下がり

ます。農業の多面的機能は、水田のダム機能とか山林の水源涵養機能などで１兆 6000 億円程度の損失

になるというのが政府の試算です。 

政府試算の方法に基づいて岩手県が行った試算では、農業産出額は 899 億円、37％の減少となりま

す。コメは 50％減、小麦は壊滅、乳牛も壊滅、豚肉は 70％減、牛肉は 46％減、林産物は６％減です。

水産業はマイナス 106 億円、23％の減です。岩手県の沿岸部の被災地では水産業が地域経済の中軸で

すが、これがかなりの打撃を受けることになります。 

岩手県では農業も大きな打撃を受けることが見込まれますが、これに所得補償で対応できるでしょ

うか。すべての農林水産物の価格補てんを行うとすると３～４兆円程度かかると計算できます。現在、

日本の農林水産予算は２兆 3000 億円を切る程度まで減少していますから、所得補償で農家や漁家の手

取り額の減少を補おうとすれば、今の農林水産予算を２倍以上に増やさなければなりません。この苦

しい財政状況の中で、農林水産予算を倍にできるはずがありません。所得補償での対応は不可能です。 

地域経済への打撃は、農林水産業にとどまりません。民主党の前原誠司氏は民主党政権の時に、



　　136　　

7 

 

1.5％の産業、つまり農林水産業のために他の 98.5％の産業が犠牲になっていいのか、だから TPP に

参加するべきだということを言いました。しかし、地域経済の核になっているものは何かを考えると、

単に経済規模の大きさだけで農林水産業がいらないということにはなりません。 

岩手県、それも沿岸部の水産業を考えてみると、地域経済における第 1 次産業の役割がどれほど大

きいかがわかります。沿岸部の水産業が TPP によって打撃を受けると、それに連動して水産加工業が

打撃を受けますし、そうすると水産物や水産加工品を運搬する運送業が打撃を受け、それはさらに商

業をはじめとする地域経済への打撃へと繋がります。 

したがって、TPP の問題は、被災地の復興という点でも重要な問題です。今までの復興の努力を水

泡に帰させるのかと、被災地から積極的に反対の声を上げていく必要があると思います。 

 

■政府調達への影響 

政府調達、つまり公共事業への企業の参入問題ですが、日本も WTO（世界貿易機関）に加盟してい

るので、ある一定以上の公共事業になると、外国企業にも入札を認めることが必要です。TPP の政府

調達で話し合われているのは、この WTO 基準以下に国際入札を引き下げろということです。今までも

WTO 基準以上の公共事業では外国企業も入札に参加させなければなりませんでした。しかし、これは、

基準以下であれば外国企業を入札の対象から除外してもよいということでもありました。TPP ではこ

の基準の大幅な引き下げが狙われています。 

これは国の公共事業だけではなくて地方自治体の公共事業にも影響を与えます。自治体が行う公共

事業については、今までは地元企業が優先的に入札できるように、入札にさまざまな条件を付けてい

ました。地元企業でなければ入札できないような条件にしたり、事業額が大きくなって WTO 基準を超

えそうな時には、全部であれば基準を超えるかもしれないけれども分割すれば一つ一つの事業は基準

額を下回るということで公共事業を幾つかに分割したりするなど、地元企業に配慮を行った方法がと

られていました。 

TPP に加盟すると、そういうものが全部外されますので、今まで地域経済のためにということで、

地域の土木業者や建設業者に入札を限定していたものについても、外資、大手ゼネコンにも入札参加

の門戸を開放しなければならなくなります。そうすると、軒並み地方の建設業界は仕事を取られてし

まうでしょう。日本の大手ゼネコンも地方公共団体の入札への参加を狙っています。大手ゼネコンが

加盟している日本経団連が TPP 加盟に賛成する理由の一つです。 

しかし、外資や大手ゼネコンが公共事業から得た収益は地域外に流出してしまい、地域経済を回す

役割を果たしません。地域経済にはマイナスとなります。 

 

■医療分野への影響 

薬品の特許の年数を長くして、ジェネリック医薬品にするのをなるべく避けるというアメリカの製

薬メーカーの戦略があります。そうなると、国の保険負担が増え、国民皆保険が内部から崩されてし

まいます。公的医療保険で賄えないところは民間の保険会社が医療保険に入るということになります

が、そうなると、ますます公的医療保険の適用範囲が縮小するでしょう。 

日本医師会は昨年の３月に TPP 加盟に反対する声明を出しました。当時の野田政権に対して、医療

保険の適用範囲がどんなに狭められても、少しでも保険の適用があれば、政権は国民皆保険制度を守

ったと言い張るだろうと、その声明の中で喝破しています。 
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自民党の公約も国民皆保険制度を守るとは言っていますが、あれもこれも公的保険が使えなくなっ

て、民間保険を利用せざるを得ない状況になっても、公的保険が適用されるものが１つでも残ってい

れば、「われわれは国民皆保険制度を守りました」と強弁しかねません。地域の医療を守るために、わ

れわれは TPP の本質をきちんと見ておく必要があります。 

 

■まとめ 

被災地の地域経済の核になっている水産業が TPP で大きな打撃を受けると、水産加工業や運送業、

さらに商業など地域経済全般が大きな打撃を受けることは先に述べたとおりです。さらに、地元自治

体の公共事業を大手ゼネコンや外資に取られてしまえば、被災地の地域経済はさらに冷え込むでしょ

う。これらは、それは被災地の復興の努力を水泡に帰させてしまいます。ここまでみんなで頑張って

きたのに、それを壊すことは許されません。 

しかし、今まで見てきたように、TPP は医療保険制度の破壊をはじめとして国民生活全般に大きな

影響を及ぼすものであり、それゆえ反対運動も広範囲に組織できるものと考えています。まだまだ知

られていない TPP の本質を国民の中に広く知らせていくことがさらに求められています。 
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