
4面へ続く 

 去る9月13日、安曇野

市のサンモリッツで開か

れた「ＴＰＰに関する学習

会」から右タイトルの立教

大学 郭教授の講演要旨を以下で紹介。  

  TPPの中身は米韓FTAに 

  ほとんど盛り込まれている 

 かつて自民党がTPPについてアメリカ

の政府関係者に質問すると必ず返って

きた答えはTPPの中身を知りたければ

米韓FTAを参考にしてくれということ

だった。つまりTPPの中身はほとんど

すべてが米韓FTAに盛り込まれている。

その米韓FTAを一言でいうと完全な不

平等条約であり、米韓FTAにはそれが

公然と盛り込まれ、それがTPPにも適

用されようとしている。 

TPPに経済効果はほとんどない 

 日本政府はTPPで農林水産物は３兆

円減少するが最終的には3.2兆円の増、

GDPで0.66％プラス、雇用については基

本的に変わらないと試算している。し

かし、TPPに反対する大学教員の会が

発表した試算ではGDPはマイナス1％、

その結果4.8兆円のマイナスとなり、雇

用についても全産業で190万人、うち農

林水産業で146万人減少する。同じ数字

を使いながら違った結果が出る理由

は、政府の試算が一つの産業を自己完

結して計算しているのに対して、大学

教員の会ではひとつの産業がダメージを

受ければそれが他の産業に影響を及ぼ

すことをトータルに考えて試算をしてい

るためだ。また、４月の日米事前協議

で自動車産業についてはTPP加盟後も10

年間アメリカ市場への関税は残すという

ことで日本が譲歩しているが、試算の

前提である関税の即座撤廃は10年間先

の話しになった。アメリカに自動車を輸

出する際に年間1300億円の関税がかかる

ので10年間続くと1.3兆円だ。10年後の

経済効果は1.3兆円を引くと1.9兆円しか

ない。推進派の人も最近は経済効果に

ついて言わずに別のことでTPPへの参

加の意義を強調する。TPPではほとん

ど経済効果がないということが明らか

になりつつある。 

TPPの本質は日本の法律、制度、 

 習慣がアメリカ流に変えること 

 これまでマスコミや政府関係者が一貫

していってきたことは自動車産業を中

心とした輸出産業が推進派、農業を中

心とした国内産業を守ろうとする人た

ちが反対派であり、国論が二分して

TPPが進まなかったという論調だ。し

かし、この議論は間違いであり、絶対

にしてはいけない。TPPでは経済成長

はあり得ないし、TPPはありとあらゆ

る産業でプラスにはならない。TPPの本

質は何か、最大の問題は何かというと

日本人或いは

日本社会その

ものがアメリ

カのような生

活様式に変え

られてしまう

ことである。

具体的には日

本の法律、制

度、習慣がす

べてアメリカ

の企業の都合

のよいように

変えられてしまう。極端なことを言え

ば日本がアメリカのひとつの州となるこ

とだ。私は韓国がアメリカの51番目の州

になってしまったという言い方をする

が、日本がTPPに入れば52番目の州に

なってしまう。州ならまだ良いが、まさ

に属国のような扱いだ。そのような道

に日本がなぜあえて入ろうとするのか。 

  米韓FTA発行から１年で 

  何が起こったか 

 実際に米韓FTAで韓国がどうなった

か。昨年３月に米韓FTAを発行してわ

ずか１月後に韓国政府は経済自由区に

おいて自由診療を認めることを発表し

た。経済自由区は日本でいえばいま作

ろうとしている国家戦略特区にあた

る。自由診療ができる病院は基本的に

外国の企業・病院が経営することや患

者は韓国に住んでいる外国人であるこ

となどの条件があるがそれを認めた。

すると２ヵ月後にはサムスングループが

我々もこの経済自由区に病院を作らせ

て欲しいという報告書を韓国政府に提

出し、国立ソウル大学も同じことをい

いはじめた。経済自由区であれば、囲

われるし一般に波及しないからいい

じゃないかという人がいるがそれは違

う。経済自由区で自由診療が認められ

ればどんどん広がっていく。韓国では

経済自由区を今の２倍の12に増やそう

としている。至るところに経済自由区

ができれば、例外がどんどん広がる。

同じ韓国人なのにここでは自由診療が

できないのだといった不満をもつ富裕

層が出てくる可能性があり、医療格差

が生じる。日本でもTPP加盟によって

同じことが起こりうる。お金を持って

いる人といない人で受けられる医療に

差が生まれてしまう。それは一つの国

家として良いのか。そうしたことが韓

国で起きはじめている。５月にはマイク

ロソフト社が韓国国防軍を訴えた。ここ

ではISD条項の発動はしていないがISD
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条項があるということで大きな問題と

なった事例である。韓国国防軍はマイク

ロソフト社と複数台のパソコンにソフト

を入れても良いというマルチ契約を結

んでいたが、マイクロソフト社は賠償金

を求めてきた。契約なので国防軍は

突っぱねても良かったが、ISD条項で訴

えられるのではないかとマスコミでも騒

ぎとなり、国防軍は和解協議に応じる

ことになった。水戸黄門の印籠ではな

いが、印籠をもっているだけで逆らっ

たらあぶないということで謝ってしま

う。それがISD条項のもつひとつの怖さ

だ。６月にはアメリカでBSEが発生し

た。米韓FTAの反対派はBSEが発生し

た場合に輸入を禁止できないのではな

いかと心配していたが、韓国政府は必

ず輸入を禁止するしアメリカと協議する

から大丈夫といっていた。ところが調

査不十分のまま輸入を継続せざるを得

ないことになった。その理由の一つ

は、韓国側が国際的な機関に証拠を提

示しなければいけないが、韓国には

データはないため証明できなかったた

めだ。輸入禁止にすれば逆にISD条項を

発動されて韓国が訴えられる危険性が

あるため二の足を踏んで輸入禁止にで

きなかった。もう一つは韓国政府の調

査団がBSEが発生したアメリカの農場に

立入検査をしようとしたが、農場主が

立入を許可しないという理由で立入検

査が行えなかった。アメリカ政府が守っ

たのは農場主の権利だけで韓国民の権

利は一切無視した。11月にはISD条項が

発動され韓国政府が訴えられた。ローン

スターという投資会社は2006年に韓国の

銀行を買収し、それをすぐに売ろうと

したが、韓国は2012年まで売却を許さな

かった。６年経って売ることができた

が、ローンスターは６年前に売っていれ

ば、これだけ利益が上がったのに６年

後に売ったためにこれしか利益が上が

らなかったとして、損失の補償を求め

る訴えを起こした。韓

国政府が自分たちの自由な経済活動を

邪魔したのはけしからん。そのために

自分たちは損をしたということで韓国

政府を訴えた。今年の２月には韓国版

のエコカー減税制度が２年間延長され

た。2000cc以下の小型車を買ったら30

万円の補助金をすという制度であり、

消費者にとっては良い制度だが、アメリ

カの自動車工業界はアメリカの車が売れ

なくなるからやめろということで韓国

政府はそれを２年間凍結した。これは

韓国の工業政策、政府の出した国民の

ための公共政策が企業によって変えら

れた最初の事例といわれる。TPPや

FTAをアメリカと結ぶということは政府

の政策ですら変えられてしまう。しか

もそれが企業によって変えられてしま

うということが実際に起きる。 

TPPは日本の法律まで変える 

 TPPは相手の国の法律まで変える。

米韓FTAを結ぶに当たって韓国の政府

が実際に変更した法律や施行令や告

示・例規の数は60以上になる。一方、

相手国のアメリカが変えた法令はゼロ

だ。公認会計士法、電波法、地方税

法、郵便法、商標法や、薬事法といっ

た法律を韓国だけが変えている。韓国

がアメリカの51番目の州になったのと同

じことだ。アメリカの政府高官も米韓

FTAの本当の目的は関税ではない、韓国

の法律をアメリカのような法律に、韓国

の制度をアメリカのような制度に、韓国

の習慣をアメリカのような習慣に変える

ことが本当の目的だということをはっ

きりいっている。自分の国の法律が変

えられてしまうのは国家主権が奪われ

ることと同じだ。 

 協定の名の下に不平等条約を押し 

 つける２１世紀版経済帝国主義 

 なぜこんな不平等なことを韓国は結

んだのか。元国務省の顧問であったG・

ジョン・アイケンベリーは韓国がアメリ

カとの政治関係、安全保障関係に悪影

 

 

演者:立教大学経済学

部・郭  洋 春 教授  

      (カク ヤンチユン） 

 2001年より現職。 

 東アジア経済の成長に

関する研究 、開発,民主

主義,環境、経済政策を研

究分野とし、国際経済学

会理事、アジア経営学会

評議員、土地制度史学会

編集委員。 

 近著に 「TPPすぐそこに

迫る亡国の罠」(三交社

2013/6)、「現代アジア経済

論」(法律文化社2011/11）、

「開 発 経 済 学」( 同

2010/02）  

 

安曇野市・サンモリッツで開催の「ＴＰＰにかんする学習会」から郭教授による講演のまとめ部分 
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響を及ぼすことを恐れて経済的に譲歩

したといっている。この論調は最近の

日本の推進派の論調と同じである。安

倍総理が３月15日に参加表明したとき

に安全保障上大事だといった。甘利経

済担当大臣も翌日のテレビ会見で日米

同盟の観点からTPPは大事だとはっき

りいった。日本政府も実はTPPには経

済効果がないということは考えてお

り、それ以外のところに理由を求めな

いと説得力がないため、こうした論調

になっている。しかし、こうした発言

はアメリカへの政治・軍事上の依存を強

めることになる。アメリカの傘、米軍基

地によって日本は守られて成り立って

いるということで、譲歩すればアメリカ

いいなりの国家主権の喪失につなが

る。これは21世紀版経済帝国主義では

ないかと思う。条約、協定という名の

もとに全ての主権を奪ってしまう。日

本はまだ後戻りできる、その最後の

チャンスをみすみす逃してしまうかどう

かの岐路に立っている。 

米韓FTAで問題とされた条項 

 米韓FTAの問題点をいくつか象徴的

な例を示したい。「ラチェット条項」は

例えば関税を撤廃すると一旦結んだら

二度と後戻りできない条項だ。米の関

税は778％だが、これを500％まで削減し

たとする。アメリカから米が大量に入っ

たために日本の米が守れないから元に

戻して欲しいといっても二度と戻れな

い。「未来最恵国待遇」は韓国が今後

いろいろな国と自由貿易協定を結んだ

場合にその中身が米韓FTAよりも有利

だと思ったらそれをアメリカにも適用で

きるというものだ。その逆はなく、ア

メリカが他国と有利な協定を結んでも

韓国には適用されない。「ISD条項」は

先ほども話した通りの毒素条項だ。

「間接接収による損害補償」だが、例

えばアメリカの企業が日本に来て1000億

円の利益が上がると見込んでいたが、

日本の法律を守っていない、従業員が

足りないなどの理由で日本政府に妨害

されたため実際の利益が500億円しか上

がらなかった場合に、企業が間接的に

妨害されたと判断して訴えることがで

きるものだ。我々の計算は正しいので

収益が上がらないのは相手の国の法律

や制度に問題があるというのがアメリカ

の企業の考え方だ。似たような制度の

「非違反提訴制度」は、アメリカ企業が

日本で1000億円儲かると思ったが、実際

に儲からなかった。ただ、間接接収の

ように法律や制度に妨害はされていな

い。それでも儲からないのはどこか問

題があるということで訴えることがで

きる制度だ。こうなると、もはや言い

がかりだ。こうした条項が米韓FTAに

入っており、これがTPPにも入ってく

る。米韓FTAが結ばれたときにアメリカ

のバイオ関連の企業のトップは米韓FTA

こそTPPも含むアメリカが21世紀に結ぶ

全ての自由貿易協定のモデルになると

いっている。それだけアメリカにとって

米韓FTAは素晴らしい協定で、アメリカ

の意のままに作られた協定である。そ

れをTPPも真似しろということだ。 

米韓FTA序文が示す不平等条項 

 米韓FTA全24章の最初に序文があ

る。ここに何が書いてあるかという

と、韓国の企業がアメリカに進出して、

経済活動をする場合にはアメリカの国内

法に従うこと。アメリカの企業が韓国に

来て経済活動をする場合は米韓FTAに

則って行う。アメリカは自国内で活動す

るのと韓国内で活動するにもほとんど

同じことができる。しかし、韓国の企

業は韓国でやっていることと同じこと

はアメリカではできない。アメリカの法

律に従う。こうした不平等が序文に書

いてあるので、あとの１章から24章ま

で全部不平等なのは当たり前だ。だか

ら「ラチェット条項」や「非違反提訴制

度」などが織り込まれている。私も３

回読んで初めて分かったくらいで米韓

FTA或いはTPPの条文は難しく書いてあ

る。７月に日本の代表団は条文が難し

くて何が書いてあるかわからないと

言っていた。アメリカ的な英語であるか

らなおさらわからない。締結してみた

らこうだったということも起こりうる。 

 日本の交渉する時間は限られてい

る。残り３か月でアメリカ相手にどれだ

けのことが交渉できるかなかなか厳し

い。米通商代表部代表フロマン氏がTPP

のアメリカ代表であるが、米韓FTAをア

メリカの都合の良いように変えた張本

人で、その人物が乗り込んできたとい

うことはアメリカが本気で日本をTPPに

抱き込もうとしている。日本政府は交

渉で何とかなるというが相手は一枚も

二枚も上手だ。日本は非常に危険な状

態だと考えた方が良い。 

TPPなしに日本は経済成長できる 

    農業と観光産業が 

    21世紀のリーディングインダストリー 

 TPPの危険性と反対の立場を主張し

てきたが、TPPに代わる政策はなに

か。農業と観光産業が21世紀のリーディ

ングインダストリーであるというのが私

の持論だ。日本を救う成長戦略はアベノ

ミクスやTPPではなく、農業と観光産業

だ。観光産業は総合産業であり、観光

産業を栄えさせるとあらゆる産業が栄

える。日本に旅行をしようとすると旅

行代理店に申し込みをするが、広告業

や旅行業が儲かる。飛行機を使えば運

輸業が栄え、飛行機を作るのは製造

業。旅行者はホテルに泊まり宿泊業とホ

テル、旅館の建設する建設業が儲か

る。ホテルで飲食をすれば飲食業が栄

え、それを提供するのは農林水産業

だ。ショッピングや娯楽をするので小売

業、製造業、アミューズメント業が栄え

る。こう考えると観光産業はありとあ

らゆる産業を網羅する。自動車産業は

裾野が広いといわれるが、自動車関連

産業しか成長できない。観光産業は運

輸業や製造業を含めてあらゆる産業が

大きく発展できる。これが観光産業の

特徴だ。日本の観光産業のレベルはど

うか。世界で最も外国人観光客を受け

入れているのはフランスで7600万人。経

済大国第３位の日本は860万人でフラン

スの９分の１だ。アジアで見ても１番

が中国で香港やマカオ、タイよりも下の

８位だ。つまり外国人観光客を日本は

アピールできていない。しかし逆に言え

ばもっと呼び込むことができる。日本

の旅行産業は全体で24兆円弱だが、そ

のうち日本人の国内旅行が16兆円。外

国人が日本に来て落とすお金はわずか

5.7％の1.3兆円しかない。これを今の５

倍のイタリア並みの4400万人にできれば

５倍の6.5兆円だ。１年間で6.5兆円は、

日本政府の10年後のTPP効果である3.2

兆円の２倍に当たる。５倍が無理でも

香港並みの2000万人なら現在の2.3倍な

らできなくはない。これでも2.99兆円と

なり10年後のTPP効果の3.2兆円とほと

んど変わらない。農業を犠牲にしなく

ても１年間でTPPと同じ経済効果が上

がる。さらに大事なのは外国人が日本

に来る目的の第一番目は食事、二つ目

はショッピング、三つ目は自然風景を見

たい、田園風景を見たいというのが圧

倒的に多い。860万人の外国人旅行者の

４人に３人の75％はアジアからでその観

光客の目的は何かというと日本食だ。

日本食とは何かというと農業だ。彼ら

は日本の農産物をジャパンブランドとよ

び信頼している。観光産業と農業を育

成すればTPPに加入しなくても日本経

済はやっていける。 

終わりに 

 繰り返しになるがTPPは自動車産業

と農業の対立では絶対にない。ほとん

どの産業にメリットはなく、メリットを

享受できるのは一部の大企業だけ。そ

しTPPの本質は日本社会をアメリカ企業

が大手を振って歩くような社会に変え

ること。TPPに入らなくても日本は成

長できる。それができるのが農業を目

玉とした観光産業で、これこそが21世

紀の日本を救うリーディングインダスト

リーだと思う。 

 農業を価格競争で評価する経済学者

がいるがこれは間違っている。農業に

価格競争は必要ない。なぜなら農業は

人の命を育む唯一の産業だから。人の

口に入る唯一の製品を作っているのは

農業だ。農業は次の世代、その次の世

代を育んでいく産業だからこの産業は

価格なんて関係ない。高くてよい。そ

して医療は人の命を救う唯一の産業

だ。ここにも価格を入れる必要がな

い。それを経済原理でいってしまう経

済学者、推進派は明らかに間違いだ。

そのことをきちんと認識しないとTPP

の正しい議論はできないと思う。 

名　　　　称 診療科名※1 郵便番号 所　　在　　地 電　話 開設者 ・ 管理者※2 従事形態※3 病床 指定日※4

 元気長生きクリニック 内　他　消化器内科 396-0015  伊那市中央５０４７番地 0265-71-8855
[開]医療法人康久会理事長 久保田
康暉 ・[管]久保田 大輔

常勤1 無 2013/9/1

 こすも内科クリニック 内　呼内  他  消化器内科 385-0034  佐久市平賀１９２７－１ 0267-88-7211 個人・内堀 繁康 常勤1 無 2013/9/1

 あさまコスモスクリニック
内　他　循環器内科、
腎臓内科、人工透析内科

385-0021  佐久市長土呂字若宮１１９８ 0267-66-7701 個人・山崎　諭 常勤1 無 2013/9/1

 はるみデンタルクリニック 歯 399-4301  上伊那郡宮田村４５２３ 0265-96-0482 個人・水野 晴見 常勤1 無 2013/9/1

※1診療科名は頭文字又は略記載. ※2開設者が個人の場合は開設・管理者は同一. ※3従事形態は病院・診療所は医師数,歯科併設は区分明記,歯科診療所は歯科医師数. ※4指定期間は指定日より 6年.

 関東信越厚生局ホームページ(右写真)

で公開の保険医療機関指定状況から長野

事務所関係の医科と歯科の新規指定分。9

月1日付は、医科３件、歯科１件だった。

（氏名敬称略） 

★医療・社会保障全般,時局問題

等での論評や意見,学会報告,書

評,趣味など幅広く原稿を募集

中！ ★原稿等は１面題字左の本

紙発行元まで。掲載分に図書カー

ド2千円分贈呈。 

 診療報酬の審査関係、社保、国保の返戻

や減点の事例は、県保険医協会の社保担

当事務局までお知らせ下さい。 

 また保険請求関係の質問等も受け付け

ています。 
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