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とになります。 

さらに、アメリカの自動車工業会が言っているのは軽自動車の規格です。軽自動車の規格はアメリ

カにはありません。日本では軽自動車は税金もかなり安いということで、軽自動車の売れ行きがいい

わけですが、この軽自動車の規格が日本に存在する限り、アメリカの車は日本にくいこみにくいので、

アメリカ自動車工業界は、この規格の廃止、ないしアメリカ車の輸入の妨げにならないような形での

制度改変を求めています。非関税障壁の撤廃とは、各国とも、食品添加物、残留農薬基準、遺伝子組

み換え表示、自動車の規格などを統一化しようということです。 

貿易の障壁にならないように基準を統一化するということは、結局は基準の低いほうに合わせるこ

とになりますから、日本では食の安全性が脅かされることになります。さらに、軽自動車の規格を持

っているのは日本だけということになって、日本はアメリカ以外の国からも軽自動車規格の撤廃を求

められかねません。 

つまり、TPP では企業の活動に縛りをかけていると見なされる規制・制度は撤廃ないし改変を求め

られるのであり、これは国家主権の１つである経済主権を放棄することにつながります。 

 

■TPP の成り立ち 

現在 TPP 加盟交渉に参加しているのは 11 カ国ですが、そのうちすでに TPP に加盟している国はニ

ュージーランド、チリ、シンガポール、ブルネイの４カ国です。アメリカをはじめとする残りの９カ

国は、４カ国で構成されている今の TPP を拡大するための加盟交渉を行っているということです。経

済規模の小さい４カ国が、国土も狭いし、守るべき産業もそんなにないので、貿易を完全に自由化し

て、自由貿易のメリットを最大限に活かそうということで始まったのが TPP です。 

なぜアメリカは、この４カ国の自由貿易協定＝TPP に入ろうと乗り出したのでしょうか。世界経済

の成長センターといわれているアジアでは、ASEAN プラス３とか ASEAN プラス６という経済圏構想が

持ち上がっていました。ASEAN というのは東南アジア諸国連合 10 カ国ですが、これに日本と中国と韓

国を加えて１つのアジアの経済圏をつくり、双方に重要な品目については貿易の例外にするという形

も取って自由貿易圏をつくっていこうという構想でした。 

これは ASEAN が持ち出したもので、中国も非常に乗り気でしたし、日本もかなり前向きな姿勢を示

していました。ただ、日本は ASEAN プラス３だと中国にイニシアチブを取られかねないという懸念を

持っていました。そこで日本が持ち出したのが、ASEAN プラス３に、インド、オーストラリア、ニュ

ージーランドの３カ国を加えた ASEAN プラス６です。 

しかし ASEAN プラス３であろうとプラス６であろうと、そこにはアメリカは入っていなかったため、

アメリカは、このままではアジアの経済圏の構築から除外されるかもしれないという危機感を持つこ

とになりました。このような中で、アメリカが中心となったアジア・太平洋経済圏をつくるためにア

メリカが目を付けたのが TPP だったのです。 

TPP は、例外なき関税撤廃・市場開放を原則にしていましたので、これはアメリカにとっても好都

合でした。さらに、経済面だけではありませんが、中国の台頭に対してけん制をかけるためにも TPP

は都合がいいので、アメリカは TPP に対して積極的になっていきました。そういう意図を含みながら、

アメリカの基準に合わせた貿易体制の構築や各国に市場制度の改変を迫っていくのがアメリカの TPP

戦略です。 

私たちが今一番見ておかなければいけないのは、アメリカにとっては、日本が入らない TPP はほと
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んど意味がないということです。アメリカはオバマ政権になってから、国内雇用確保のために輸出倍

増戦略を立てており、その戦略の１つとして TPP を位置付けています。 

しかし、先ほど述べたように、TPP は経済規模の小さい国の集まりなので、いずれの国も輸入力は

それほどありません。昨年から TPP 加盟交渉に参加したカナダについて言えば、その経済規模はそれ

なりにありますが、アメリカはメキシコとカナダとの３カ国の間で北米自由貿易協定をすでにつくっ

ているので、メキシコとカナダが TPP に入っても、アメリカにとって飛躍的なメリットにはなりませ

ん。アメリカが今までの輸出を倍にしようとすれば、かなり経済規模の大きい国が TPP に入ってもら

わなければならないのであり、そこで狙いを付けているのが日本なのです。 

日本がもし TPP の加盟交渉に加わり、交渉が妥結すれば、TPP は 12 カ国で構成されることになりま

すが、12 カ国の GDP 合計中、アメリカは 61％、日本が 22％です。日本はアメリカの三分の一強の GDP

を持っています。もし日本が加盟しなければ、11 カ国の GDP 合計中アメリカが 85％、他の 10 カ国が

15％です。これでは、アメリカはモノをたくさん輸出することができません。そこで、経済規模が大

きく、かつアメリカとの間で自由貿易協定をまだ締結していない日本を何が何でも TPP に引きずり込

もうとしているのです。 

 

■TPP の基本的性格 

TPP はよく農業の問題といわれますが、農業の問題にとどまりません。経済に関わるありとあらゆ

る分野が交渉の対象になっているのです。日本の農業にとって TPP が重大な脅威であるというのはそ

のとおりですが、TPP 全体からすると、農業は 21 ある交渉分野の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つにすぎません。 

また、TPP は徹底した秘密主義です。貿易交渉の中で、ここまで秘密にする貿易交渉というのは今

までにありません。まず、交渉文書は非公開で外に漏らしてはならないということです。交渉に参加

している国でも政府高官が見ることができるぐらいで、担当者だけに見ることが限られ、他には文書

は漏らしてはならないことになっています。さらに、交渉過程についても４年間は公表しないことに

なっていますので、どういうことが話し合われてどうなったということが、一般の国民にはまったく

わかりません。こういうことで本当にいいのだろうかと思うわけですが、これが TPP の実情です。 

例外なき市場開放ということで、関税も非関税障壁もすべて撤廃することが原則ですから、農業は

もちろんのこと、公共事業や公的医療保険などあらゆる分野に TPP の影響が及ぶことになります。 

 

■TPP 加盟までの流れと日本政府の対応 

昨年の衆議院選挙で、自民党は、「国益を損ない農林漁業を崩壊に導いてまでも TPP 交渉に参加す

る必要は絶対にありません」と言っていました。この文言を読めば、自民党は TPP に反対なんだろう

と誰でも思います。しかし、すぐあとで述べるように、その期待は３カ月もたたないうちに裏切られ

ました。これについて自民党は、われわれの TPP 交渉は国益を損なうようなことはしないし、農林漁

業を崩壊には導かない、だから公約は破っていない、と強弁するでしょう。 

総選挙が終わったあと、今年２月 22 日にオバマ大統領との日米首脳会談が行われ、その際に安倍

首相は TPP 加盟交渉に参加するという姿勢を強く打ち出しました。その後、３月７日付け、８日付け

の東京新聞（中日新聞）が TPP 交渉ルールに関する報道を行いました。その内容は、メキシコとカナ

ダは昨年から TPP 交渉に参加したが、あとから入った国はほとんど交渉に参加することができない、
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というものでした。先発９カ国で取り決めをした事項については、後発参加国はそれをのむしかない

ということがスクープ報道されたわけです。 

安倍首相は TPP 交渉に入って、日本に有利な、日本に利益をもたらすルールをつくると言っていま

したが、TPP 加盟交渉ではそんなことはできないということが明らかになりました。国会でも議論に

なりましたが、政府はなんとかできますと言うのみで野党議員の追及にまともに答えないという態度

に終始したあげく、３月 15 日に安倍首相が TPP 交渉参加を表明しました。これに関しては、以前から、

政府に対して、TPP 参加による影響の試算をきちんと示せという国民の声がありましたが、３月 15 日

の夕方に、つまり参加表明を行ったあとになって、政府はようやく試算を公表しました。 

４月 12 日には日米事前協議が合意に至ります。TPP 加盟交渉に参加したいのならば私たちの要求を

のみなさいということで、アメリカは日本にいろいろな要求を突き付けてきました。そして、日本は

その要求をほぼ丸のみしました。その後、TPP11 カ国閣僚会議で日本の加盟交渉参加が承認されたの

で、このままいくと７月下旬から日本は交渉に参加する見込みです。 

この交渉が妥結すれば、交渉参加国の政府間で条約が締結されます。ただ、条約が締結されただけ

では効力は発しません。日本の場合、政府が締結した条約が効力を持つには国会での批准が必要です。

この国会批准が行われて初めて日本は TPP に正式に加盟することになります。TPP に入ると日本社会

は大変なことになるので、私は国会批准までいかない早い段階で政府に TPP 加盟を断念させなければ

ならないと考えています。 

 

■日本経済への影響 

政府は当初、TPP に参加すれば日本は大きな利益を得ると言っていましたが、３月 15 日に公表され

た政府の試算でも、10 年間で 0.66％、3.2 兆円しか GDP は増大しないことが示されました。１％も増

大しないものを、果たしてメリットと呼べるのでしょうか。安倍首相は、TPP 加盟交渉参加表明にお

いて、自由と民主主義を価値とする国が経済協定を結ぶというのは非常に意義あることだという言い

方をしました。中国に対するけん制です。経済協定なのに、一番の理由を安全保障に求めざるを得な

い点に、政府の論理破綻を見ることができます。 

もう一つ見ておかなければいけないのは、GDP が増えたからといって、それによってすべての国民

がメリットを得るわけではないということです。皆さんもご承知のように、2000 年代に入ってから、

日本はいざなぎ超え景気で７～８年ずっと GDP が増加していました。それによって大企業は非常に大

きなもうけを得ましたが、庶民の給料のほうはずっと下がりっ放しです。GDP は増えたのに給料は下

がっている。GDP の増加とわれわれの生活の向上が一体のものではないことは明かです。 

農林水産物の産出額は、政府試算によっても、試算対象品目だけでも 7.1 兆円から 4.1 兆円まで約

３兆円減少します。これは農林漁業者と地域経済を直撃するものです。洋野町を含む沿岸部の水産業

は地域経済の核になっているので、これは非常に深刻な問題です。 

以上の政府試算は、すべての品目が関税撤廃になった場合のものですが、これに対して自民党は参

議院向けの公約で、TPP 加盟交渉の場で関税撤廃の例外が最大限認められるように頑張りますと言っ

ています。具体的には、農産物について聖域を必ず守るということ、つまりコメ、麦、乳製品、牛肉・

豚肉、甘味資源作物、この５つを関税撤廃の例外にするということです。例外にできなかったときは

交渉からの撤退もあり得るとまで言っているわけですが、本当にこの５つを例外にできるのでしょう

か。 
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TPP をめぐる今までの流れからすると、例外にできるのは最大限、関税品目数の１％と見られてい

ます。農産物や工業製品を含む日本の全関税品目数は 9018 ですから、その１％は 90 です。ちなみに、

アメリカが TPP のルールの基礎として位置づけたいとしている米韓 FTA では、すべての品目の中で例

外になったのはコメだけでした。これは韓国の全関税品目数のたった 0.1％です。 

１％を例外にすることすら、どれほど大変なことかがわかります。仮に１％を例外にできたとして

も、例えばコメは１品目だけではありません。関税分類の中では、コメは、もみ、玄米、精米、砕米

というように、幾つかに分かれています。さらにコメを使った加工品、調整品というのがありますが、

これも幾つもありますから、コメに関わる品目というのは、全部合わせると 58 品目あります。例外と

して１％の90品目が取れたとしても、コメだけでそのうちの58品目を使ってしまうということです。 

小麦・大麦は 109 品目ありますので、コメと麦だけで 90 品目を大きくオーバーしてしまいます。

これにさらに乳製品と牛肉・豚肉と甘味資源作物が加わるのですから、すべてを例外にするなど不可

能です。さらに、守らなければいけないのは農産物だけではなくて、水産物もあるわけですが、そこ

まで例外にするなどできようはずもありません。 

聖域を守りますと自民党が公約でいくら言っても、TPP の現状はそんなに甘いものではないという

ことです。そこを私たちはきちんと認識しておく必要があります。 

全品目で関税撤廃となれば、安価な輸入農林水産物が日本国内に一斉になだれ込み、政府試算でも、

農林水産物の産出額はマイナス 3.1 兆円、農業だけでもマイナス２兆 6600 億円の影響があります。コ

メは国内生産量の約３割が輸入に置き換わり、小麦は輸入品と競合するために国内生産はほとんど残

らないと見られています。それ以外の品目では仮に国内生産が残ったとしても価格が大幅に下落しま

す。 

現在、日本からアメリカに輸出する自動車は乗用車で 2.5％、トラックで 25％の関税がかかってい

ます。日本が TPP に入れば、アメリカに日本車を輸出する場合にその関税が撤廃されます。ですから、

自動車の輸出が増えて、GDP が増えて、日本の国民の所得にもいい影響を与えると政府は言っていた

のですが、４月 12 日のアメリカとの事前協議の合意では、アメリカの自動車の関税撤廃は最大限後ろ

倒しされることになりました。つまり、日本が TPP に入った場合でも、最低でも 10 年間はアメリカは

自動車の関税を撤廃しないと主張し、を日本はそれをのんだということです。 

3 月 15 日に公表された、10 年間で GDP が 0.66％増加するという政府試算値は、当然ながら自動車

の関税が撤廃されることを想定しているのですから、実際は 0.66％どころか、ほとんどメリットはな

いと考えるべきでしょう。TPP に反対する大学教員グループが行った試算では、TPP 加盟によって日本

の GDP はむしろマイナスになるという結果が出ています。試算を行う際の前提条件を変えれば試算結

果も変わりますが、TPP 加盟にほとんどメリットがないことは明らかです。 

 

■地域経済への影響 

政府の試算を基に、県内の農林水産業がどのくらいの打撃を受けるかを岩手県が試算しました。注

目していただきたいのは減少率です。岩手県内でコメは 50％減、小麦は全滅、牛肉は 46％減、乳牛は

全滅、豚肉は７割減、鶏肉は２割減、鶏卵は２割近く減、という結果が出ています。水産物について

も 27％減という結果が出ています。農林水産業だけを見てもこれだけの影響があるのですから、これ

が地域経済に影響を与えないわけがありません。 

よく、安価に入ってくる輸入農林水産物の影響で国内市場価格が下がっても、政府の補助金支出が
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あれば国内の農林水産業はなんとか対応できるのではないかということが言われますが、今、日本の

農林水産予算は２兆 3000 億円弱です。価格が下落した分を全部補てんしようとすると、新たな予算と

して３兆円～４兆円が必要です。今の農林水産予算を倍にしても間に合いません。今の日本の国家財

政でそれが果たして可能でしょうか。仮にやろうとしても、なんで農林水産業だけそんなに補助金が

出るのか、という話になります。 

農業については規模拡大でなんとかしようという話もありますが、今の日本の農業経営規模は平均

で 1.8 ヘクタールから２ヘクタールぐらいです。アメリカでは数百ヘクタール、オーストラリアでは

数千ヘクタールですから、たとえ２ヘクタールのものを 30 ヘクタールにしたところで焼け石に水です。

今日本のコメは１俵当たり１万 5000 円内外の取引価格ですが、コメの関税が撤廃されれば外国からコ

メが１俵 3000 円～4000 円で日本国内になだれ込んできますから、大打撃を受けることは必至です。

水産物についても同様の事態が起きるでしょう。 

さらに、見ておく必要があるのは、地域経済との関わりです。地域に農業、水産業があることによ

って、その周りに食品加工業や水産加工業が張りつくことができ、それらの生産物を運ぶための輸送

業が成り立ち、そこに落ちてきたお金が使われることによって地域の商店街が成り立ちます。地域経

済の核となっている農林水産業が大打撃を受けたならば、その打撃は農林水産業だけではなく、地域

の食品加工業、水産加工業、運輸業、商業など、あらゆる分野に波及することになるのです。 

もう一つ、地域経済と関わりの大きなものとして、政府調達＝公共事業をめぐる入札の問題があり

ます。TPP の下では公共事業に外国の資本も参入させてしまうことになるという問題です。現在、日

本は WTO（世界貿易機関）に加盟しているので、一定額以上の公共事業については国際入札にかけな

ければならないことになっています。TPP では、その一定額の水準がぐんと引き下げられます。 

今までは地方公共団体が行う入札については、あまり国際入札にかける必要がなかったのですが、

それを国際入札にかけざるを得なくなります。また、今までは指名入札という形で地域の企業に限定

して、その地域の企業が公共事業を行うことによって地域経済の活性化につなげるということができ

ました。規模の大きな公共事業については、それを分割して、一つ一つの事業を国際入札の基準以下

にすることもできました。しかし、それらの措置もとれなくなります。その下では、外国資本だけで

はなくて、日本の大手ゼネコンも入札に参加してくるので、地域の建設業に重大な影響が出るでしょ

う。これは地域経済に大きな影響を与えます。 

TPP に加盟するということは、被災地の再建の努力を台無しにし、被災地の傷口に塩をなすり込む

ものであることを、しっかりと認識する必要があります。 

 

■まとめ 

TPP は農業、林業、水産業だけでなく、あらゆる分野に関わる問題です。それはとくに地方の地域

経済に重大な影響を及ぼします。地域経済は地域外の資本に全面的に依存するものであってはなりま

せん。地域資源を核にし、その資源を最大限活用する経済発展こそ地域経済の本来のあり方です。そ

のあり方を崩してしまうのが TPP です。TPP の内容・性格を広く国民の中に伝えていくことがますま

す重要になっています。 
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