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は じ め に

　本誌前号において、「民主党農政と自民党農政－TPP対応と国内農業政－」を

テーマとした。執筆締め切り（2013年10月末）の関係から、自民党農政のTPP

対応については、日米首脳会談（2013年2月）に基づくTPP交渉への参加表明と

交渉への正式参加（2013年7月）までを対象とし、国内農政については、「米政

策見直し・中間とりまとめ（2013年10月）」を取り上げるにとどまった。

　2013年以降、TPP交渉に関しては、日豪EPAの大筋合意（2014年4月）、日米首

脳会談における「方程式合意」（2014年4月）、それに基づく日米協議の進展が

あり、国内農政に関しては、自民党新農政の形成と今(2014)年度からの実施、

農協改革の提起（2014年6月）が続いた。

　そこで、今回は、前号の続きとし、以上を主たる内容とする形で「自民党・

安倍政権のTPP対応と国内農業政策」をテーマとする。
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Ⅰ　Ｔ Ｐ Ｐ 対 応

　ＴＰＰ対応については、「日米首脳会談・共同声明（2013年2月）に基づく参

加表明」が重要なので、そこから始めたい。

１　日米首脳会談・共同声明に基づくＴＰＰ交渉への参加表明

　(1) 日米首脳会談・共同声明に基づくＴＰＰ参加表明

　アメリカ主導の下で2010年3月に始まったTPP交渉は、2011年11月のＴＰＰ

首脳声明（協定のアウトライン：囲み１）に示されるように、「原則関税撤廃」

を目標としていた。

　しかし、2013年2月の日米首脳会談・共同声明において、「日本のいくつかの

農産物、アメリカのいくつかの工業製品についてセンシテイビテイ（重要性）

があることを認め」、「すべての関税を撤廃することを前もって約束をすること

を求められるものではない」とされた。これにより、安倍首相は「聖域なき関

税撤廃が前提にされていないことが確認された」(囲み２)として、交渉参加を

表明したのである。
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　(2) 日米共同声明をめぐる日米両国の立場

　日本がTPPに参加した場合のGDPの伸び率は、一定期間後に0.66％（3.2兆円）

にすぎない１）。ルール分野においてこれといった特別のメリットが日本にある

わけでもない。安倍政権は、ＴＰＰを「普遍的価値観を同じくする国同士の協

定」、すなわち、中国を含まない経済協定＝中国に対抗する経済協定の視点で

位置付け、そのＴＰＰを日米同盟に重ね合わせて位置付けているものと見られ

る。そうしたなかで、農業に壊滅的打撃を与える関税撤廃は避けなければなら

ない（「例外なき関税撤廃に反対する」国会決議を堅持しなければならない）。

　他方、アメリカ・オバマ政権は、TPPを高い水準の21世紀型ＥＰＡと位置付

けつつ、同時に、アメリカの輸出拡大戦略（５年で輸出倍増計画：2010年）の

一環としても位置付けている。また、自動車産業はアメリカが守るべきものと

して位置付けられている。

　アメリカ以外のＴＰＰ参加国が、日本以外の10か国（豪州、NZ、ヴェトナム、

ブルネイ、シンガポ－ル、マレ－シア、チリ、ペル－、カナダ、メキシコ）では、

アメリカからの輸出拡大といっても、さほど大きな効果は見込み得ない。日本

が入れば、アメリカからの輸出拡大は、初めて意味のある大きさになりうる。

　こうした日本参加をめぐる日米両国の立場から、日米共同声明における「日

本のいくつかの農産物、アメリカのいくつかの工業製品についてのセンシテイ

ビテイ」の容認が生まれ、それに基づく日本の参加表明になったものと考えら

れる。

２　ＴＰＰ交渉についての国会決議とそれに基づく日本政府の交渉姿勢

　翌４月、国会衆参農林水産委員会は、次のようなＴＰＰについての決議を採

択した。

　「米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目

について、引き続き再生産可能となるよう除外または再協議の対象とすること。

10年を超える段階的な関税撤廃も含め認めないこと。

　交渉に当たっては、農林水産分野の重要５品目の聖域の確保を最優先し、そ

れが確保できない場合は、脱退も辞さないものとすること」。

　後段の「重要５品目の聖域の確保」は自民党のTPP決議（2013年3月13日）と
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同じであり、その「聖域」とは「関税撤廃の例外」のことである。

　ＴＰＰ交渉参加後の日本のＴＰＰ交渉－日米協議は、この国会決議に基づい

て行う、すなわち、農産物重要品目を関税撤廃から除外し、意味のある国境措

置を確保することを目的として交渉していくことになる。言い換えれば、国会

決議を背景に、「原則、関税撤廃」を内容とする『協定のアウトライン』（前掲

囲み１）に示されるＴＰＰ交渉の枠組みを突破し、そこに示される「重要品目（事

項）の適切な措置」を、“関税撤廃を前提にしない「措置」”にしていく交渉を

目指して行くことになるのである。

３　日本参加時のＴＰＰ交渉状況

　日本は、ＴＰＰ第18回交渉（於マレ－シア）の最終時点（7月25日）で、交

渉に参加し、第19回交渉（８月下旬、於ブルネイ）において初めて実質的に交

渉に加わった。

　その第19回交渉は、アメリカの強い主張の下に、「10月ＴＰＰ首脳会合にお

ける大筋合意→年内合意」の声明を出した。それを実現する重要な行程として、

困難分野（物品自由化、知財、環境、国営企業規制など）の中間交渉会議が９

月－10月上旬に行われ、9月18－21日に首席交渉官会合がワシントンにおいて

開催された。

　だが、主席交渉官会合において「合意に向けて進展があった」分野は、「衛生・

動植物検疫」、「貿易の技術的障壁」、「税関」など６分野にとどまった。交渉24

分野（物品自由化３分野、ル－ル21分野）中の４分の１にすぎなかった。「困

難な課題のある分野」（アメリカ通商代表）として、「物品自由化、知財、環境、

国営企業規制」の４分野が依然として残った。

　「物品自由化」分野が最も困難な分野で、それが交渉の“最終局面の最後の

時点”に持ち込まれることは、すべての関係者が予測していたことである。問

題は、「物品自由化」以外のルール分野：知財、環境、国営企業規制において、

アメリカと途上国との間の対立が続き、交渉が進展し得ないでいたことであっ

た。その「困難」は、主として、ＷＴＯ協定を上回る内容をル－ル化しようと

する、あるいは、アメリカ企業の要請をストレ－トにル－ル化しようとするア

メリカ提案から生まれていた２）。
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４　2013年10月首脳会合・12月閣僚会合：大筋合意に至らず

　困難分野とされた関税、知財、国営企業規制、環境の４分野で2013年10月上

旬までに交渉の進展がなかったことから、10月８日・ＴＰＰ首脳会合において

「大筋合意」に至らなかった。首脳声明は「発展段階の多様性に配慮する、包

括的でバランスのとれた協定を、年内に妥結することを目指す」とした。ここ

でも、年内妥結はアメリカの強い主張による。

　９月にフロマン通商代表がアメリカの関係者に「誰もが、すべての決定に

100％満足するものとはならない」と語ったと報じられたこともあり、アメリ

カは、硬直化した提案を柔軟化するか、とも見られた。

　しかし、11月19－24日のソルトレイクシテイにおける主席交渉官会合におい

て、アメリカは「ほとんど譲歩せず、逆に、他国に決断を要求する姿勢であっ

た」３）から、交渉は進展せず、12月の閣僚会合も大筋合意に至りえずに終わっ

たのである。

５　日米協議：ＴＰＰ交渉の焦点に

　2014年２月22日－25日にシンガポ－ルで行われたＴＰＰ閣僚会合は、ルール

分野で一定の進展があったものの、市場開放交渉の軸をなす日米間の農産物と

自動車の協議が進まず、ここでも声明に原則合意を盛り込めないままに終わっ

た。

　この２月の閣僚会合と日米協議に臨む日本の態度は、「日本は一方的な譲歩

はしない。アメリカも動く（農産物の全面的な関税撤廃要求から譲歩＝柔軟化

する）べき」（甘利ＴＰＰ担当相）というものであった。交渉を取りまとめよ

うとすれば、各国が柔軟性を示す必要があるから、日本の態度は妥当といえる。

　日米協議において、日本は柔軟性を示したと報じられたが、アメリカは、日

本の農産物の全面的な関税撤廃を要求する立場から動かず、交渉は進み得な

かった。アメリカは、「日本の農産物にセンシテイビテイ（重要性）を認める」

とした2013年２月の日米首脳会談・共同声明に沿った姿勢は、いまだ取ろうと

はしていなかった。日米協議における日米の対立状態が続いていたのである。

　さらに、重要なことは、豪州とニュ－ジランドが「市場分野でどれだけ得ら

れるか分からなければ、ル－ル分野でどれだけ譲歩するかは決められない」と
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して「市場開放分野での利益がどの程度かを見て、ル－ル分野に対する最終的

態度を決める」とする態度を取り続けたことである。

　このことは、市場開放交渉の中心をなす農産物と自動車についての日米協議

が、ＴＰＰ交渉全体の焦点に位置してきたことを意味した。

　こうしたなかで、４月８日、日豪ＥＰＡが大筋合意した。

６　日豪ＥＰＡ大筋合意（2014年４月８日）

　日豪ＥＰＡにおいて焦点をなした牛肉（冷蔵肉）の関税（現行38.5％）は１

年目26.4％、15年目に23.5％に引き下げられるが、削減された関税での10年目

の輸入量上限は14.5万トンにとどめられ、現行13万トンから1.5万トン（12％）

の増に抑えられている（表１）。日豪ＥＰＡは日本の重要品目：牛肉に配慮し

た協定として締結されたいっていい。

　(1) 全体内容

　日豪ＥＰＡのマ－ケットアクセス分野のポイントは、以下のごとくである。

　①　10年後、品目数で約88％を自由化（関税撤廃）する。この自由化率は、

　　日本が結んできたＦＴＡ協定の中で上位に位置する。

　②　コメは除外する。

　③　食用小麦、砂糖、バタ－・脱脂粉乳は、将来に見直す。

　④　プロセスチーズの抱き合わせ輸入（無税）比率を「国産１：豪州3.5」とし、

　　20年間かけて2万トン拡大する。現行の抱き合わせ比率は「国産1：輸入品

　　2.5」である。

　⑤　飼料用小麦は無税化する。

　⑥　豪州の自動車（中小型車）の関税は即時撤廃。大型車については3年で

　　撤廃する。同機械・家電の関税は即時撤廃し、鉄鋼関税は5年以内に撤廃

　　する（囲み３）。
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　以上のように、牛肉以外の重要品目：コメは除外し（無傷で現行のまま）、

食用小麦、砂糖、バタ－・脱脂粉乳については「将来に見直す」、すなわち、

当分は現行の関税・国境保護措置が維持・継続されることになっている。問題

は、豪州が関税の大幅引き下げを強く求めてきた牛肉についての措置であった。

　(2) 牛肉についての結果（措置）

　焦点をなす牛肉について、冷蔵牛肉（国産品と競合）の関税（現行38.5％）

を10年目に26.4％に、15年目に23.5％に下げ、冷凍牛肉の関税（現行38.5％）

を10年目25％に、18年目に19.5％に引き下げるとしつつ、その引き下げた関税

で輸入しうる上限数量を、冷蔵肉の場合10年後14.5万トン（現行13万トンより

1.5万トン増）、冷凍肉の場合10年後21万トン（現行19.1万トンよりも1.9万ト

ン増）にとどめている（表２）。10年目の合計輸入上限量は35.5万トン、現行

32万トンから3.5万トン（11％）増に抑えられている。

　なお、関税の引き下げによる牛肉価格の下落を推測すると｛現行の卸売価格

を前提に、冷蔵肉23.5％（15年目）、冷凍肉19.5％（18年目）の関税を引き下

げた場合の卸売価格の下落を算定すると｝、冷蔵肉は14％、冷凍肉は11％の下

落となる（表３）。これは、各15年目、18年目における下落率であるから、価

格への影響も小さい範囲にとどまりうるといっていい。　

　日豪ＥＰＡは、国内への影響を小さくしうるように交渉し、それなりの結果

を得たものとみなしうる。“重要品目：牛肉に配慮した協定”とする所以である。
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　(3) 自民党の公約・国会決議との整合性

　ＴＰＰ交渉が行われているなかで日豪ＥＰＡが大筋合意されたのであるか

ら、その関税・国境措置（マーケットアクセス）部分は、ＴＰＰ交渉における

日豪のマーケットアクセス分野となる可能性がある。ここから、日豪ＥＰＡ大

筋合意内容と自民党のＴＰＰについての選挙公約、ＴＰＰについての国会決議

との整合性が問われる。以下、それを検討していこう。

　１）自民党の選挙公約と自民党の決議

　自民党は2012年12月の総選挙において“「聖域なき関税撤廃」を前提にする

限り、ＴＰＰ交渉に参加することに反対する”という公約を掲げて政権交代を

果たし、安倍政権の誕生となった。２で指摘したように、この「聖域なき関税

撤廃」とは「例外なき関税撤廃」のことである。「反対」とされている（否定・

排除されている）のは、ＴＰＰ交渉が「原則目標」として掲げている“関税撤

廃”であり、関税撤廃以外の関税措置＝関税削減は容認されている。日豪ＥＰ

Ａは自民党の公約に反しない。
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　なお、自民党・外交経済連携本部・ＴＰＰ対策委員会（西川公也委員長）は、

首相の交渉参加を容認する決議を採択し、そこにおいて「農林水産分野の重要

５品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は脱

退も辞さないものとする」とした。この「聖域」も公約の聖域と同じ「関税撤

廃の例外」であり、自民党決議においても、関税削減は容認されており、日豪

ＥＰＡはこの決議に反するものではないといえる。

　　２）ＴＰＰ参加に関する国会決議（2013年）

　2013年４月、国会衆参農林水産委員会は、次のような決議を採択した。

　「米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目

について、引き続き再生産可能となるよう除外または再協議の対象とすること。

10年を超える段階的な関税撤廃も含め認めないこと。

　交渉に当たっては、農林水産分野の重要５品目の聖域の確保を最優先し、そ

れが確保できない場合は、脱退も辞さないものとすること」。

　重要品目は「除外」の対象とすべきとし、「10年を超える段階的な関税撤廃

も認めない」としている。だが、関税の削減・引き下げを認めるか、否かにつ

いては具体的に触れられていない。しかし、後段の「重要５品目の聖域の確保」

は自民党の決議と同じであり、その「聖域」は「関税撤廃の例外」であるから、

関税撤廃以外の国境措置＝関税削減は容認されていると考えられる。重要品目

について、関税を削減しても、国境保護措置として、意味のある関税・国境措

置が保持されていれば、それは国会決議に整合すると考えられるのである。

　(4) 日豪ＥＰＡとＴＰＰ交渉

　日豪ＥＰＡは“重要品目への配慮を体現した協定”であるから、ＴＰＰ交渉

において重要品目についての考慮（柔軟な扱い）が必要とする日本にとって、

日豪ＥＰＡは日本の主張を具体的に示す提案として極めて重要な意味を持って

いる。

　日豪ＥＰＡの大筋合意を機に、日本政府に、日豪ＥＰＡを背景に日米ＴＰＰ

協議を進めること、日豪ＥＰＡを基に同じような合意を締結しうる連携国の拡

大が問われたのである。
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７　日米首脳会談と「方程式合意」

　(1) 日米首脳：交渉加速を指示

　2014年3月25日のハ－グでの日米首脳会談において、４月下旬のオバマ来日

－日米首脳会談に向け、日米ＴＰＰ大筋合意をめざし、交渉を加速することが

合意された。

　また、そのハーグ首脳会談において安倍首相は、「日本の農業が壊滅的な打

撃を受けるような政治判断はできない」と伝え、オバマ大統領は「そのような

事態に至る政治判断を求めるということではない」と応じたとされる４）。

　「交渉加速」の指示の下、甘利ＴＰＰ担当相とフロマン通商代表による日米

ＴＰＰ閣僚会合は、４月９－10日（東京）、16－18日（ワシントン）、23日（東

京）と首脳会談を前に３回おこなわれ、さらに、24日首脳会談の終了後の午後、

同日深夜－25日未明と５回も行われた。

　その協議に基づく日米首脳会談は、日米協議における日本の農産物重要品目

の進め方について重要な合意＝「方程式合意」に達したのである。「方程式合意」

の前提には、アメリカが「全品目の関税撤廃」要求を下ろしたことがあった。

　(2) 日米首脳会談：方程式方式（数字を入れる枠組み）を合意

　「方程式方式」とは、①関税率をどこまで引き下げるか、②引き下げにかけ

る期間、③セーフガ－ド（緊急輸入制限措置：前年よりも輸入量が一定割合増

えた場合、元の高い関税に一時期戻す措置）、④関税割当（低関税で一定量を

輸入する枠組み）といった国境措置の組み合わせのことである（囲み４）。

　「関税率だけを話し合ったり先に決めたりせず、他の要素とセットで協議し、

一括して決める方式（方程式方式）で、着地点を見出していくことが、日米首
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脳会談で合意された」のである５）。

　(3) オバマ大統領：「関税撤廃」の要求を下ろす

　有力情報誌Inside US Tradeによれば、オバマ大統領は、首脳会談以前の時

点で、日本側の要請を受け、「全品目の関税撤廃」の要求を下ろすことを日本

に伝えていたとされる６）。

　今年に入り安倍政権・甘利ＴＰＰ担当相は、日本の農産物の全面的な関税撤

廃を執拗に要求するアメリカ通商代表部・フロマン通商代表に対し、それを拒

否して、アメリカ側にも譲歩を求めてきた。それが、首脳会談の時点において、

アメリカ政府の現実的対応をもたらしたとみることができる。

　(4) 「方程式合意」：重要な一歩

　日米両国は、これを前提に、農産物重要品目の日本への市場アクセス（輸出

機会）を拡大する枠組み（前述の「方程式方式」）について合意したのである。

　それは、ＴＰＰ交渉を各国の実情を踏まえて進める－それが妥結に至る唯一

の道である－うえにおいて、極めて重要な一歩といえよう。

　アメリカは、日米首脳会談の時点において「全品目の関税撤廃」という原則

論の主張から、日本と交渉を進める現実的な姿勢に踏み出したのである。

８　オバマ大統領：11月に「一定の文書」を目指す。

　　日本政府も目標を共有

　オバマ大統領は、６月20日、ニュ－ジランドのキ－首相との会談後、「ＴＰ

Ｐ協定に向けた『一定の文書』（協定草案、あるは大筋合意文書）を年内にま

とめたい」とする意向を表明した。その１週間後のチリ・バチエレ大統領との

会談においても同様の目標を示した。11月のＡＰＥＣ首脳会合において一定の

文書をとりまとめることが、アメリカ政府のＴＰＰ交渉における基本方向に

なった。

　こうしたなかで、アメリカの有力情報誌は、「日米両国が、10月にすべての

TPP交渉国に対し、日米２国間の市場アクセス（関税・国境措置）交渉につい

ての詳細を開示することを、首席交渉間会合において約束した」７）と報じた。

　「日米両国による約束」に示されるように、日本政府もアメリカ政府と同じ

立場に立ったのである。



－ 19 －

９　日米協議：方程式合意を基に議論するが進展せず

　「事務レベルの段階で着地点を探る選択肢の案を作り、日米閣僚会議で着地

点を探る」(甘利ＴＰＰ担当相)－これが、日米首脳会談後の日本の交渉方針で

あった。　

　しかし、５－６月に日米閣僚会議は行われなかった。アメリカの豚肉・畜産

団体が、関税撤廃を強硬に主張し続け、アメリカ政府と畜産団体との間の調整

が進み得なかったからであろう。

　７月14－15日の日米協議は、「方程式合意」に基づき、牛肉、豚肉のセーフ

ガ－ド発動基準を中心に議論したと報じられた。また、８月４－５日の日米協

議においては、「アメリカ産牛・豚肉の関税引き下げに関わるセーフガ－ド（緊

急輸入抑制）の発動条件について、具体的に着地点を議論したという」８） 。

　しかし、９月９－10日の日米事務レベル協議において具体的な進展はなかっ

た。

　「事務レベルの段階で着地点を探る選択肢の案を作り、日米閣僚会議で着地

点を探る」（甘利担当相）という方向において、「事務レベルの段階で選択肢の

案を作る」ところに行き得ていなかったのである。日本側の方針を前提にすれ

ば、こうした状況下では、日米閣僚協議を行うことにはならない。

10　日本：９月下旬の閣僚協議に応じる

　だが、アメリカが「閣僚レベルで打開を目指し、日本に閣僚会合の開催を打

診」したのに対し、「日本は実務者協議の進展を前提に閣僚会合に応じる方針」

を取ったのである９）。

　実務者協議は、閣僚協議直前のテレビ会談にとどまり「理想的に、事務的な

詰めが終わったとまでは言えない」ままであったが、甘利担当相は、「少なく

とも政治的に解決しなければならない問題については、しっかり解決したい」

とし、「日本として、ぎりぎりどこまで歩み寄ることができるか、真剣に考え

てくれ」と実務者に指示し、歩み寄りの案を作成させたのである。

　同時に、甘利担当相は「お互いが歩み寄ってこそ初めて交渉が妥結する」と

して、アメリカ側も、これまでよりも踏み込んだ柔軟な案を提起するとの前提

で閣僚会合に臨んだとみられる。
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11　９月日米閣僚協議：アメリカが強硬姿勢に転じ、交渉は頓挫

　９月23－24日、ワシントンで行われた日米ＴＰＰ閣僚協議は、アメリカが強

硬姿勢に転じ、物別れに終わった。

　日本側は、「牛豚肉関税をもう一段引き下げる譲歩案を手に臨んだが、アメリ

カは、日本の農産物についての柔軟提案に対応する自らの譲歩案を提示せず、逆

に、自動車部品の輸入関税を維持し続けると突然主張し、交渉が頓挫した」10）。

　アメリカの自動車部品についての強硬姿勢は、「日本の農産物譲歩案に対す

るアメリカ側の不満の表明であった」11）ともいわれる。

　このように９月下旬に頓挫した日米協議は、10月下旬になって日本側が「ア

メリカに一定の歩み寄りの姿勢があると判断し」12）、実務者協議が再開される

に至っている（2014年10月20日時点）。

12　日本の踏み込んだ提案

　９月の日米閣僚協議において、日本政府は踏み込んだ提案をアメリカに提示

したとされる。この点について日本経済新聞は次のように報じている。「日本は、

すでにオーストラリアとは牛肉関税（38.5％）を約20％に下げることで合意し

ているが、さらに低い水準を示すことで日米交渉の打開を狙った」。また、「セー

フガ－ドについては、米国産牛肉の輸入量が“近年の実績（2013年20万トン）

を一定程度上回る”年20万トン－30万トン程度を超えた場合に発動される案を

示す考えだったようだ。ただ、この新提案は、綿密に協議されることなく終わっ

た」13）と。

　今回の日米協議に臨むにあたり日本が準備していた提案は、“①牛豚肉の関

税を一定程度下げる。同時に、②輸入量が近年の水準を一定程度上回ったなら

ば、輸入制限措置（セ－フガ－ド）を発動することによって、輸入量を一定範

囲に抑える”というものである。このポイントは、セ－フガ－ド措置が発動さ

れやすいか、否かにある。

　アメリカは、日本の牛肉セ－フガ－ドの発動水準について、アメリカでＢＳ

Ｅが発生した2003年以前＝対日牛肉輸出が最も多かった時期の水準（年40万ト

ン台前半）を考えているといわれる。しかし、現在と全く異なる時代環境の輸

入量を基準にするなどは、道理が通らない。それは、セ－フガ－ドを「ほとん
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ど発動されない仕組み」とするものであり、論外である。セーフガ－ドの発動

基準は、近年の輸入量とするのが当然であろう。

　実効性のあるセ－フガ－ドがあって、初めて、国境措置は“意味のある国境

保護措置”となる。その確保が日本の目標である。

13　アメリカは譲歩案を提起すべき

　日本は、「ぎりぎりの交渉に耐えうるもの」を提起した。次は、アメリカが

同様の提案を提起すべきである。

　アメリカが、そうした柔軟かつ現実的な提案を用意すれば、方程式に数字を

入れる本格的な日米協議になる。

　「方程式」に入れる数字をどうするか。それこそが、日米TPP協議における最

大の問題であり、最も困難な問題である。その数字は、日本にとって「意味の

ある国境措置（国境保護措置として意味のある関税水準とセーフガ－ド）」が

確保されるものでなければならない。

　他方、アメリカがそうした提案を用意しない限り、日米閣僚会合やTPP閣僚

会合あるいはＴＰＰ首脳会議を開いても、形式的な会議に終わる可能性が高い。

　アメリカが、日本の農産物重要品目について柔軟な提案を用意しようとしな

いというのであれば、それは、ＴＰＰ交渉における日本の立場－重要品目の国

内生産を維持する。その重要性についての国会決議の存在－についての理解が

不足していることを意味する。

　その場合には、日本は、アメリカが柔軟かつ現実的な提案を用意するように

促し、それを待つ必要がある。

14　ＴＰＰ交渉は日本の参加で新段階に

　(1) 日米共同声明（13年2月）に基づく日本の参加とＴＰＰ首脳の声明（11年11月）

　ＴＰＰ交渉は、2011年11月12日のTPP首脳声明（「協定のアウトライン」）に

示される目標－包括的な市場開放：商品の市場開放は、非関税障壁の廃止を伴

う関税の撤廃を措置する（原則関税撤廃）－を前提に行われてきた。「協定の

アウトライン」において、「重要品目を適切に措置する必要」も述べられては

いるが、それは、原則関税撤廃の枠内の措置（長期の段階的な関税撤廃など）
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を意味するものと見るべきものであった。

　しかし、2013年２月の日米共同声明は、「日本のいくつかの農産物とアメリ

カのいくつかの工業製品にセンシテイビテイが存在すること」を認め、その扱

いは「交渉を通して決められるべきもの」とした。このことは、交渉の結果次

第では、重要品目の扱いが関税撤廃の枠内にとどまることなく、その枠外に出

うること（関税撤廃を前提としないこと）を認めたことを意味する。日米首脳

会談・共同声明（13年２月）に基づく日本の参加により、ＴＰＰ交渉は新段階

に入ったのである。

　(2) 日米首脳会談による“関税撤廃を前提としない”「方程式合意」

　2014年４月の日米首脳会談において、オバマ大統領は、日本の農産物に対す

る関税撤廃の要求を下した。これを基に、日本の農産物重要品目への輸出機会

を拡大する「方程式方式」（関税削減や緊急輸入制限の組み合わせで着地点を

探る方式）が合意された。

　オバマ大統領が日本の農産物に対する関税撤廃要求を下したこと、それを基

に「方程式方式」が合意されたことは、ＴＰＰ首脳の声明との関係で言えば、「重

要品目の適切な措置」が、従来の「原則関税撤廃」の枠内から、その枠外に出

たことを意味する。日本が、2013年２月の日米共同声明を基にＴＰＰ交渉に参

加することによって、ＴＰＰ交渉は（理論的には）新段階に入ったが、14年４

月の日米首脳会談は、それを現実のものとさせたのである。

　(3) 問われる新段階についての認識

　“「重要品目の措置」を関税撤廃の枠内にとどめない”ということは、その措

置を単に名目的な措置にするというのではなく、実質的に国内生産を維持する

措置にすることを含みうるし、それを認めるものである。

　アメリカの最大の農業団体ファ－ムビュ－ロ－は、アメリカにおいて日本

の農産物の関税撤廃を要求し続ける論調が強い中で、「最終的に必要なことは、

マ－ケットアクセス（輸出機会）を現行よりも大きくする機会をもつことだ」14）

としている。現実的な態度であり、ＴＰＰ交渉の新段階に対応する見解といっ

ていい。こうした認識が、アメリカの農業団体・政府のなかにおいて共有され

る必要がある。
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Ⅱ　国内農業政策

１　自民党新農政

　自民党政権の下で2014年度から、4つの「改革」（①農地中間管理機構の創設、

②経営所得安定対策の見直し、③水田フル活用とコメ政策の見直し、④日本型

直接支払い制度の創設）を柱とする新たな農業・農村政策が始まっている。そ

の政策を確認し、かつ、検討するのが、ここでの課題である。

　(1) 自民党新農政の形成

　2013年11月25日、自民党農林合同部会は、農林水産省が提起した「経営所得

安定対策と米政策の見直し」を了承した。

　そのポイントは、①定額支払いを半減、②変動支払いを廃止→収入減少影響

緩和対策で対応。③飼料用米への数量払いの導入、④５年後を目途にした“需

要に見合ったコメ生産（生産調整の廃止）”への移行であった。

　12月５日、農地中間管理機構を設立する法案（国会審議において、人・農地

プランを引き継ぐ形に修正）が成立。さらに、2014年通常国会に、「日本型直

接支払い制度」創設の法案が提起され、成立した。

　こうして、冒頭に示した４つの「改革」を内容とする自民党の新たな農業・

農村政策が始まった。まず、その政策内容を簡潔に見ることから始めよう。

　(2) 自民党新農政の政策内容

　　１）経営所得安定対策の見直し

　今年度から始まる経営所得安定対策の見直しは、以下のごとくである（囲み

５）。

　①　定額支払い(昨年度まで1万5,000円/10ア－ル)は、今年度から7,500円に

　　減額し、2018年度に廃止する。

　②　変動支払いは廃止する。「変動支払い」というのは、農家の販売価格が

　　60kg1万3,700円（標準的な生産費：経営費と家族労働費の8割）を下回っ

　　た場合、1万3,700円と「販売価格＋定額支払い」の差を補償するとしたも

　　の。これが、廃止された。

　③　価格の下落には、収入減少影響緩和対策（ならし）で対応する。
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　収入減少緩和対策は、この間も戸別所得補償と併行して実施されていた。そ

の基準は、“過去5年間のうち最低と最高を除く3年間”の都道府県平均収入と

される。それと各経営体の収入の差額を合算・相殺し、その減収額の9割を補

填する。

　資金は、政府３：生産者１の割合で拠出する。実質的に（拠出金を引いて）

およそ収入減の67.5％がカバ-される。

　対象者は、今年度については、４ha以上の認定農業者と20ha以上（中山間地

域10ha以上）の集落営農。来年度からの対象者は、規模要件は課さずに認定農

業者、集落営農、認定就農者となる。来年度以降、価格が下落した場合の対策

（セーフティネット）への参加は、認定農業者と集落営農組織（その合計農家

数は全体の4分の１）に限られることになる。

　なお、今年度に限り、この制度に加入しえない者に対し、拠出を求めず

に国庫負担金の半額を交付する特例措置が行われる。これは収入減のおよそ

33.75％を補填する。

　　２）水田活用と生産調整の「廃止」

　①　2014年から飼料用米とコメ粉用米に数量払いを導入し、上限値(単収　

　　680kg)10.5万円／ 10アール、下限値（同380kg）5.5万円とする。標準単

　　収（530kg）の場合8万円。現行は8万円である。これによって、飼料用米

　　の生産拡大を促すとする。

　②　５年後を目途に、生産者・団体が中心となった需要に見合ったコメ生産

　　（＝生産調整の廃止）が行えるように、水田活用の充実などを進める。新

　　たな仕組みの定着状況を見て(廃止を)判断する（前掲囲み５）。

　　３）農地中間管理機構

　10年後に農地総面積の８割360万haを担い手〈認定農業者、集落営農、認定

就農者〉に集積するとし〈現在の集積面積：220万ha〉、年14万haの集積をこの

機構を通して図る、とする。これまでの集積は年平均5万haとされるから、そ

の約３倍になる。機構が出し手から農地を借り受け、貸し手への仲立ちをする。

地域における集積を促すために、2014・15年度には通常単価の２倍に当たる10

ア－ル２万円－3.6万円の集積協力金を地域（集落営農）に交付支援する（表６）。
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　　４）日本型直接支払い制度

　日本型直接支払い制度は、①多面的機能支払、②中山間地域直接支払制度、

③環境保全型農業直接支援の三つからなる。

　「農地維持支払い」と「資源向上支払い」からなる多面的機能支払制度は、
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現行の農地・水保全管理支払交付金を再編・拡充したものである。拡充は、共

同活動への支払単価の引き上げ（都府県の田、畑：23％アップ）をさす（囲み６）。

　中山間地域直接支払制度と環境保全型農業直接支援は、現行制度の継続であ

る。

　(3) 自民党農政の検討

　　１）自民党農政の狙いとその抱える問題

　①　自民党農政の狙い：飼料用米生産の拡大→生産調整不要の状態を作り出す

　日本の飼料穀物自給率はわずか１％にすぎない。飼料穀物の自給率の向上の

ために、飼料用米生産の本格的な拡大が問われている。そのプロセスは、自公

政権下(2009年)に始まり、民主党政権下の食料自給率向上政策のもとでの新規

需要米｛飼料用米・コメ粉用米・ＷＣＳ（ホールクロップサイレ－ジ）用稲｝

への10ア－ル８万円の助成によって大きく前進した。

　農林省・自民党は、飼料用米と米粉用米への「数量払い」の導入により、こ

れをさらに大幅に進め、その拡大によって、食料自給率の向上だけでなく、生

産調整が必要のない状態｛＝生産調整（生産数量目標）の廃止｝を５年後に産

み出そうというのである。それが、自民党農政の狙いといえよう。

　②　飼料用生産に必要なこと

　飼料用米の生産の本格的拡大には、(1)主食用米と区別された飼料用米・専

用品種（単収が高く、食味・品質が異なる）の開発、(2)飼料用米の需要構造（需

要業種・需要家）と流通インフラの形成－確立が必要である。

　それらは一挙にできない。一歩一歩進めて行く以外にない。仮に、それがあ

る程度できたとしても、飼料用米生産に水田の多くが向かい、放っておいても

主食用生産が抑えられるということにはなりえないと考えられる。トウモロコ

シ価格と同水準である飼料用米の価格にくらべ主食米の価格がはるかに高いこ

と、生産者が主食用米の生産に慣れ親しんでいることにより主食用米生産への

志向は極めて強いからである。

　主食用米の生産調整（選択型生産調整）を継続し、主食用米の生産を需要の

範囲内に抑えること、同時に主食用米生産の経営を安定させていくことを前提

にして、初めて飼料用米生産の拡大を進めることができる。飼料用米・コメ粉

用米の生産拡大のためにも、主食用米の生産調整ときちっとした経営所得安定
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対策が必要なのである。

　③　生産者主体の生産調整は機能しえない

　ところで、「５年後をめどに、生産者・団体が中心となった需要に見合った

コメ生産（＝生産調整の廃止）が行えるように」していくとする方針は、コメ

生産に関して“「生産者主体の生産調整（＝生産者カルテル）」が可能”という

前提に立っている。

　だが、生産者による生産調整＝生産者カルテルが可能なのは、生産者の数が

ごく少なく、その少数の生産者が生産量のほぼすべてを占めている場合（戦後

の日本の鉄鋼産業など）に限られる。生産者の数が100万を超すコメ・農業生

産においては生産者主体の生産調整は機能しえない。生産調整は国家の関与な

しには機能しえないのである。これは、欧米80年の生産調整の歴史が示すとこ

ろでもある。

　日本においては、2010年から、それまでの強制感のある生産調整から“選択

型生産調整”に代わり、それは極めて有効に機能してきた。そのもとで、「生

産調整参加者が馬鹿を見る」という不公平な事態が初めてなくなった。こうし

た実態が十分に踏まえられずに、生産調整の廃止があたかも改革のごとくに語

られ、かつ政策化されえてきたことに問題があるといわなければならない。

　　２）経営所得安定対策の弱体化

　2014年度から定額支払いは10アール7,500円となり、これまでの１万5,000円

から半減する。2010年度から３年間、コメ定額支払いは毎年交付されてきた。

変動支払いが交付されたのは、2010年度だけである。その定額支払いが半減す

る。明らかに経営所得安定対策は弱体化する。特に、コメの割合が高い大規模

経営体にとっては、これまでの経営安定対策（コメ戸別所得補償）を前提に、

規模拡大や事業の拡大を行ってきたのであるから、定額支払が半減することの

影響＝経営への打撃は大きい。

　さらに、変動支払いが廃止され、代わりに「収入減少緩和対策」となる。

　だが、収入減少緩和対策の保障（補償）基準は、５年間・中庸３年の収入（販

売価格）の平均になる。価格の低下が発生すると、“価格が低下すると保障基

準も低下する”というかって発生した問題が再現することになる。しかも、補

填は収入減少額の９割である。現行の所得補償に比べ、「見直し」後の保障度
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合いは、相当に低下する。

　この結果、米価が下がった場合に、コメ大規模層の経営が受ける圧迫は大き

くなる。担い手の弱体化につながる恐れが大きい。

　このように、経営所得安定対策が弱体化した状態の下で、米価の大幅な下落

が発生している。このなかで、“収入減少緩和対策がどの程度収入減少をカバ

－しうるか”については、節を改めて検討する。

　　３）中間管理機構への集積－見かけ上の規模拡大を区分・明示する必要－

　機構が、農地の出し手（貸して）からの土地をまとめて大きな単位（圃場）とし、

必要ならば農地の整備も行ったうえで、借りて（規模の大きな生産者、規模拡

大を目指す生産者）に貸し出す。これは、規模拡大を促すうえで、一定の有効

な役割をはたすことが期待し得よう。

　機構は、機構への農地の集積を促すために、当初の2014・15年度には通常単

価の２倍に当たる集積協力金を地域（集落営農など）に交付し、機構への集積

を進めようとしている（前掲表６）。2014年度の目標は15万haである。これま

での年平均の集積面積５万haの３倍におよぶ。

　当初の目標があまりにも高いのである。その高い目標を、集積協力金を倍加

して達成しようとしていると言わざるを得ない。　

　ところで、機構への集積に関し、農林水産省は、「すでに利用権を設定して

いるもの（集落営農）であっても、合意解約して機構に貸し付けが行われる

のであれば、（地域集積協力金の）交付の対象になる」15）としている。これは、

すでに集積が行われ利用権が設定されている集落営農であっても、一旦解約し

て機構に貸し付けを行い、機構が集落営農に貸し付けを行う形にすれば、その

集落営農は10ア－ル最高3.8万円の集積協力金を得られる、というものである。

　集落営農によるこのような機構への貸付が行われれば、実際には、現実の集

積＝規模拡大が発生していないにもかかわらず、機構からの集積協力金の支払

いが行われたことにより、機構への集積が発生したことになり、見かけの集積

が発生する。それは、規模拡大の実態を曖昧なものにさせるであろう。

　そうしたことが起こらないように、“すでに利用権を設定している集落営農

組織が、合意解約して機構に貸し付けを行う”場合は、それと分かるように区

分し、明確に表示される必要がある。
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　(4) 価格下落下の経営安定対策

　　１）米価の下落、概算金の大幅引き下げ

　今年５月以降、米価の下落が進行した。７月の卸売価格（全農などの出荷

団体と卸業者との間の相対取引価格の平均）は、60kg１万4,040円で１年前の

１万6,148円から13％下落した16）。

　その背景には、①コメ一人当たり消費量の減少に基づく消費量減少、②それ

による高水準の在庫の持続（13年６月315万トン→14年６月313万トン）、③今

年度の過剰作付2.7万haによる生産数量目標（765万トン）を上回る生産量の増

大予測（788万トン17)）があった。

　こうしたなかで、今年産についての概算金（農協に出荷する農家に対し、農

協が支払うコメ１表（60kg）あたりの概算金18））は、軒並みに大幅下落した。

宮城ひとめぼれの概算金8,400円は前年１万1,200円から2,800円（25％）の低

下、秋田あきたこまち8,500円は１万1,500円から3,000円（26％）の低下、茨

城コシヒカリの概算金9,000円は１万1,500円から2,500円（28％）の低下となっ

た（表７）。主産地の銘柄の概算金は、１万円を切って8,500－9,000円となり、

前年から25％以上の低下となったのである。県経済連-農協は、価格低下が続

くとの予測の下で、今年産米を売り切るという方針のなかで、概算金を大幅に

引き下げたとみられる。

　コメ生産者は、こうした米価の下落・概算金の大幅引き下げの下におかれて

いる。では、収入減少緩和対策は、どの程度、収入減をカバ－しうるのだろうか。

　　２）収入減少緩和対策：2014年度の参加件数と参加農家数
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　その前提として、今（2014）年度における収入減少緩和対策への参加件数・

農家数を見ておこう。

　今年度の参加件数は、認定農業者6万6,600（個人6万1,100、法人5,500）、集

落営農4,000、合計7万600である（表８）。

　参加集落営農3,946をその構成農家数で表すと、11万8,380戸となる（囲み７：

算定方法は、表９の注１を参照）。認定農業者との合計農家数は18万5,007＝約

18万5,000。これが、コメについての担い手農家数といっていい。

　この収入減少緩和対策への参加農家数18.5万は、コメ販売農家総数（2012年

度のコメ戸別所得補償参加農家数）120.6万の15.3％に当たる。また、その申

し出面積は44.9万ha、水稲作付面積164.1万haの27.4％に当たる（表９）。収入

減少緩和対策でカバ－されている面積は、作付面積の4分の1強ということにな

る。

　なお、今（2014）年度に限り、この制度に加入しえない者に対し、拠出を求

めずに、国庫負担金の半額を交付する特例措置が行われている。その参加農家

数は81.3万、コメ販売農家総数の67％に当たる（表10）。
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　　３）収入減少緩和対策による補填の程度

　米価の下落が進行し、概算金の大幅引き下げが発生した中で、収入減少緩和

対策による補填がどの程度になるかが、生産者－なかでも、規模の大きいコメ

生産者＝担い手の関心事になった。今年度の収入（価格）は、今年度末になら

なければ、出ないわけであるが、保障の基準となる都道府県の標準収入額は、

過去５年中庸３年の平均であるから、算定しうる。９月下旬、農林水産省は、

各都道府県の収入減少緩和対策の補填基準となる「標準的収入額」とその「相

対取引価格換算値（流通経費等を含む）」を公表した。

　それに基づき日本農業新聞は、全国平均の「標準収入額の相対取引価格換算

値」＝15,000円とした。これによれば、その生産者の受け取り価格（「相対取

引価格換算値」－「流通経費等」）は、1万2,150円となる（囲み８）。
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　これを、昨年度まで４年間行われてきたコメ戸別所得補償の場合｛保障（補

償）の基準：13,700円｝と比較すると、1,550円（11％）の低下となる。また、

基準収入（価格）と当年産の収入（価格）との差は、これまでの戸別所得補償

の場合は100％補償されるが、収入減少緩和対策では67.5％（差の９割を補填。

拠出金４分の１を考慮）にとどまる（表11）。価格下落に対する所得安定化（補

填）能力は、これまでの戸別所得補償に比べ、相当程度低下すると言わざるを

得ない。

　　４）基準価格の固定を

　収入減少緩和対策の問題は、「米価が下がると（補填の基準となる）基準価

格も下がる」ところにある。基準収入（価格）は「過去５年のうち中庸3年の

平均収入（価格）」とされているからである。これを打開するには、基準収入（価

格）を固定する以外にない。生産費の一定水準か、あるいは、今年度の基準収

入（価格）か、適切な一定水準に固定することが検討される必要がある。

　基準収入（価格）の固定は、大規模な担い手農家や集落営農組織が今後の経

営計画・経営展望を立てる（再生産していく）ことを可能にするからでもある。

　(5) コメ生産者81万が“価格下落へのセ－フティネットなし”となる

　　１）狭義で81万、広義で102万がセ－フティネットなしに

　今（2014）年度については、収入減少緩和対策に入ることができない生産者

も、国庫負担金の２分の１を支給される特例措置に入ることができる。その参

加者は、81.3万（収入減少緩和対策の参加者18.5万の４倍以上、コメ販売農家

120.6万の67％）に及ぶ。この人たちが、来年度から“価格下落へのセーフティ

ネットなし”となる。
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　さらに、収入減少緩和対策に参加しえない農家を広義で考えると、それは、

「コメ販売農家数」120.6万－「2014年度・収入減少緩和対策参加農家数」18.5

万＝102.1万となる。

　狭義で81万、広義で102万の人たちが、来年度から経営安定対策に参加しえず、

価格下落に対するセ－フティネットを持つことができないことになる。それで

いいのだろうか。

　　２）欧米に学び、経営安定対策の対象者を認定農業者以外の販売農家にも

　　　　オープンに

　アメリカにおいてもＥＵにおいても、経営所得安定対策を含むすべての農業

政策は、全生産者（その６－７割は日本と同じ兼業農家）を対象としている。

規模の大小にかかわらず、兼業か専業かにかかわらず、農業生産を行っている

者は、同じ生産者として公平に政策の対象になる。現在だけでなく、戦前・戦

後から一貫してそうである。これは公平性の原則によるものといえよう。

　この欧米のあり方に学び、経営安定対策（収入減少緩和対策）の対象を認定

農業者に限定せず、その拠出金を支払う意志のある稲作生産者とする、すなわ

ち、経営安定対策の対象を全経営体にオープンにする―この検討が望まれる。

２　農協改革

　(1) 今日の農協の姿

　はじめに、今日の農協の姿を簡潔に見ておこう。農協の存在実態をおおまか

にせよ確認しておくことは、この問題を考える上で欠かせないからである。

　　１）単位農協＝総合農協

　農協〈末端の単位農協〉と言えば、農業生産者が組合員（同時に出資者）と

なっている農業協同組合のことである。農協は、農産物の販売（生産者の生産

物の委託販売が中心）、生産に必要な資材や生活用品の組合員への販売（組合

員からみればその購買であるから「購買」とされる）という経済事業だけでな

く、貯金や資金の貸し付けなどの信用事業、生命保険や自動車保険を扱う共済

事業、さらには政策提言・推進等の政策活動を行っている。そこから、総合農

協と言われる。

　欧米には、このような総合農協は存在しない。欧米の農協は作物毎に組織さ
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れる専門農協である。日本にも専門農協はあるが、中心は総合農協であり、そ

こに、日本の農協の特色がある19）。

　　２）農協各事業を基礎に上部組織－全国団体が存在

　農協には、農協の各事業に基礎を置く上部組織・全国団体がある（図１）。

経済（販売・購買）事業を県段階でまとめ実施する経済連、その全国団体＝全

農（全国農業協同組合連合会）。

　農協の信用事業に基礎を置く県段階の信連（信用連合会）、全国団体として

の農林中金（農林中央金庫）。

　保険業務についての共済連・都道府県本部－同全国本部。
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　そして、指導（経営・組織）や政策活動を行う県段階の中央会と全国レベル

で行う全中（全国農業協同組合中央会）が、それである。全中は、各農協の経

営監査も行う。

　規制改革会議・農業ＷＧ（ワ－キンググル－プ）「意見」において、全中は、

単協の経営を縛っているとされ、そのあり方を問われているわけである。

　　３）農協総利益の２/３を信用・共済があげる

　表12のように、2011年の農協全体（単位農協、県団体、全国団体等の全て）

の総利益は1兆9,081億円。その内訳は、販売6.9％、購買17.9％、共済25.5％、

信用40.6％で、信用・共済で３分の２を占める。販売は約７％にとどまる。

　信用・共済の利益が大きく存在することは、農協全体の安定に寄与するが、

販売1,324億円（７％）は少ない。これを拡大することは、農家の所得増にも

つながりうる。そこから、規制改革会議・答申の「単位農協のあり方」「全農

と単位農協との関係」についての問題提起が生まれたとみられる。

　(2) 規制改革会議・農業ＷＧ（ワ－キンググル－プ）意見：

　　　過てるイメ－ジによる「全中解体」論

　　１）農政改革の焦点は「単協のあり方」「全農－単協」関係にある

　①　全中が単協の経営を縛るという過てるＷＧのイメ－ジ

　2014年５月13日、規制改革会議・農業ＷＧ（座長：金丸康文フュ－チャ－ア

－キテクト会長）は、「単協が自主的に地域農業の発展に取り組むことができ

るよう、中央会主導から単協中心へ、『系統』を抜本的に再構築するため、農

協法に基づく中央会制度を廃止し、中央会は、新たな役割、体制を再定義した

上で、再出発を図る」「全農は、グロ－バル市場における競争に参加するため、
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株式会社に転換」すべきとする点を中心とした『農業改革に関する意見』を提

起した。

　だが、中央会は、単協に対する経営指導を行うとはするが、全中が単協に対

し全国一律の経営指導を行い、単協の自主的な経営をがんじがらめに縛ってい

るとは到底考えられない。日本の各地域の農業のあり方は、自然条件の差異に

よってきわめて多様であり、そのなかで経営活動を行う各単協に対し、そもそ

も、一律の経営指導などできるものではない。

　全中が単協の経営活動について全国一律に行っているのは監査－農協の経営

が健全に行われていくための会計チエック－である。他方、全中の政策形成・

実現活動（政治活動）は全国一律に行われている。農業政策は、基本的に全国

一律政策として形成され、かつ実施されるからである。農業ＷＧの全中解体論

は、過てる全中イメ－ジに基づくものと言わざるを得ない。

　②　自民党・公明党案：農協改革の焦点は「全農－単協」関係にあることを明示

　これに対し、６月10日提起された自民党・公明党による『農協・農業委員会

等に関する改革の推進について』は、農協改革の焦点が、「単協が、農産物の

有利販売、農業資材の有利調達に最重点を置いて事業活動を行う」にあること

を明確にした。全中については、「農協法の
4 4 4 4

中央会制度は、現行の制度から新

たな自律的な制度に移行する」とし、「事業や組織のあり方については、農協

内の検討をも踏まえる」とした。

　また、「全農の株式会社への移行」については、「独禁法の適用除外がなくな

ることに問題がない場合には、農協出資の株式会社への移行を前向きに検討す

る」として検討課題にとどめた。

　与党提案は、農協改革の焦点が、全農との関わりにおける「全農－単協」の

関係にあることを明示し、全中・全農の制度改革について現実的で柔軟な方向

を提起したといえる。６月13日に提起された『規制改革会議第２次答申・農業

分野』の内容は、ほぼ、この自民党・与党案に基づく内容になっている。

　では、全中がどのような「新たな制度」になるのか。それについて、まず全

中自身が検討を行う。それをも踏まえ、「今14年度に検討し結論を出し、次期

通常国会に関連法案の提出を目指す」（答申）とされる。
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　③　森山自民ＰＴ委員長の問題提起

　なお、これに関連して、自民党「新農政における農協の役割に関する検討ＰＴ」

の森山裕委員長は、与党提案とは別に、「全中は政治活動を止め、政治活動は

農政連が行うべき」という全中の在り方に関わる問題提起を行っている。全中

の検討は、この点についても問われよう。

　　２）農業ＷＧの検討の経緯

　農業ＷＧの委員は、金丸座長のほか、浦野光人（株）ニチレイ会長、滝文雄（株）

ぐるなび会長、長谷川幸洋東京新聞・中日新聞論説副主幹、林いづみ永代総合

法律事務所弁護士の５人である。委員のなかに農業生産に関わっている者は一

人もいない。

　専門委員は、北村歩（株）六星取締役、田中進（株）サラダボウル代表取締

役、本間正義東大大学院農学生命科学研究科教授、松本武（株）ファ－ムアラ

イアンス・マネッジメント代表取締役、渡辺美衡カゴメ（株）経営企画本部長

の５人である。ここには、農協の研究者は含まれていない。

　以上のメンバ－による農業ＷＧは、昨年９月10日に第１回会議を持ち、以降

４月24日の第15回会議まで15回の会議を行い、５月13日に『意見』を提出した

わけである。

　この過程において、全中、全農が各２回報告を行い、それに基づくＷＧメン

バ－との質疑応答を行っている。また、８つの有力な農協－三ヶ日町農協（静

岡県）、ぎふ農協、梨北農協（山梨県）、福光農協（富山県）、越後さんとう農協（新

潟県）、ほくれん農協連合会（北海道）、奈良県農協、佐賀県農協－が報告を行

い、ＷＧメンバ－との質疑応答を行っている。

　これらの農協の報告と農協の応答において、全中の単協への指導について問

題があるとはだれも指摘していない。（全国団体への問題指摘は、梨北農協か

ら全農についてあった。この点は、次の３において触れる）。ところが、『意見』

において全中解体が出てくる。過てる全中イメ－ジに基づく全中解体は、当初

から規制改革会議－農業ＷＧ委員の前提になっていたものと思われる。

　　３）「全中廃止で組合間競争」（本間教授）は論拠たり得るか

　「全中廃止」について、農業ＷＧ専門委員の本間正義東大大学院教授は、「そ

の狙いは、農協間競争を促すことだ」（朝日新聞、2014年６月27日）とし、Ｗ



－ 39 －

Ｇ意見に新たな説明を加えている。これは、全中廃止の根拠たり得るだろうか。

　参考のために、アメリカの場合を見てみよう。アメリカの農協は、厳しい競

争環境の中に置かれている。それは、一定の地域を基盤とする農協（したがっ

て、農協間の競争には簡単にはならない）とその地域において活動する民間穀

物企業（たとえば民間カントリ－エレベ－タ）との競争である。生産者は、そ

れら両方の穀物買い取り価格を見て、自分に有利な方に販売する。自分が所属

する組合（農協）に販売するとは限らないのである。

　日本においても、単協に問われているのは、民間企業（商系）との競争である。

民間企業が生産者に提示する資材価格と同じか、それよりも低い価格で生産者

に資材を提供しうること、民間企業が買い取る価格よりも高い価格で生産物を

買い取ること（あるいは委託販売すること）が農協に求められているのである。

自民党・公明党案が提起したように、全農（単協への資材の供給元、単協から

の農産物の委託販売先）と単協との関係が改革の焦点であるとするのは、その

点（民間企業との競争が単協経営の大前提にされるべきこと）に関わっている。

　　４）全農は、すでに「グロ－バル競争に参加」している

　ＷＧ『意見』は、全農について「グロ－バル競争に参加するために株式会社

に転換すべき」とした。ここでは、“全農はグロ－バル市場における競争に参

加していない”ことが前提にされ、それに参加していくためには、組織形態の

転換が必要といわれている。

　だが、これも、全農のグロ－バル市場での活動実態を見ていない、過てる全

農イメ－ジだといわなければならない。全農は、日本の畜産生産者への最大の

飼料（トウモロコシ）供給者であるが、そのトウモロコシのほとんどすべてを

子会社（全農グレイン）がアメリカにおいて調達し日本に輸送している。アメ

リカでの買い付け・調達は、カ－ギル、ＡＤＭなどの穀物商社との競争（それ

こそがグロ－バル競争）のなかで行われているのである。肥料の原材料の調達

も世界市場においてグロ－バル競争の中で行われている。

　課題は、生産者への供給価格を、生産者のためにより一層引き下げていく努

力を深めることなのである。それは、全農を株式会社に組織転換させていくこ

とで達成されるものではない。全農の経営の在り方に関わる課題であるといえ

よう。
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　　５）全中解体に拘る首相

　６月24日、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針」とその実施計画（規

制改革実施計画）を決定した。　

　だが、同日、安倍首相は、「農協法に基づく中央会制度は存続しえないこと

になる」と述べた。基本方針・実施計画ともに、「全中解体」を提起した当初

のＷＧ意見とは異なり、「農協法上の
4 4 4 4 4

中央会制度は、現行制度から自律的な制

度に移行する」としているにもかかわらず。

　首相には、全中廃止に強いこだわりがある。なぜ、そうなのか。

　それは、わかりやすい「全中廃止」を提示し実現することにより、目玉の少

ない今回の規制改革全体に改革のイメ－ジを与えたいからであろう。また、Ｔ

ＰＰ妥結を展望して、日本農業の強化、そのための農業所得の向上を、農協改

革によって推し進めたいからであろう。

　だが、全中解体は、全中についての過てるイメ－ジに基づくものであり、農

協改革の焦点が「全農－単協」関係にあることを不明確にさせるものといわざ

るをえない。首相－官邸サイドが、自民党・公明党案に基づく規制改革会議・

答申の主旨を十分にわきまえることが強く望まれる。

　(3) 焦点は単協の在り方と「全農－単協」関係－ＪＡ梨北の提起と規制改革

　　　会議・答申－

　　１）ＪＡ梨北（山梨県）の提起

　規制改革会議・農業ＷＧは、15回の会議のうち３回を有力８農協からの報告

と質疑応答にあて、２月21日第９回会議において、ＪＡ梨北（山梨県。堀川組

合長、仲澤常務）が報告と応答を行っている。ＪＡ梨北・堀川組合長は、６月

12日農政ジャ－ナリストの会においても、この件について講演を行っている。

それらの内容は、農協改革を考えるうえで踏まえておくべきものと思われるの

で、まず、それを紹介したい。

　①　ＪＡ梨北

　ＪＡ梨北は山梨県の北部に位置する農協で組合員は1万5000人。正組合員比

率は85％。

　2013年度の販売額は42億7,000万円。内訳は、コメ41％、畜産17％、果実

25％、野菜５％。購買品供給額は36億200万円。うち、家庭燃料17％、肥料・
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農業機械が各13％、飼料11％。剰余金は1億4,200万円となっている。

　②　コメ：全量買い取り

　組合員の７割（大部分が小規模コメ生産者）がコメを作る。そのコメがうま

いということもあって、2004年度から自己資金で組合員から買い取り、「梨北米」

のブランドで（全農に委託販売せず）自ら販売している。以前よりも高い「仮

渡し金」（コメ集荷時に農家に支払う金額）を支払うに至っているという。

　直売所を15か所持ち、「メイドイン梨北エクセレント」、「マルシエ梨北（直

売所のロゴ）」のネーミングの下で、農産物のすべてを売りきる（廃棄ゼロ）

活動を行っている。

　小規模・兼業農家が大部分のコメについては、「兼業農家で儲かることはな

いが、兼業農業の家族経営が続けられればいい。50代まで農外勤務であって、

60代で農業にはいってくればいい」（「２畝、３畝農業」の勧め）という考え方

である。

　③　「資材を安く」という生産者の声

　「全農の資材（肥料・農薬）が高い。資材を安くしてほしい」という生産者

が多い。資材は、原則、全農からの購入であるが、全農の資材よりも安いもの

があれば、それを扱う。全農の肥料よりも安い肥料があれば、それを用意し、

農協の資材販売店で全農の肥料とともに販売する。それによって、生産者の選

択肢を広げる。

　その結果、資材のうち全農からの購入は約50％という。他の半分は、全農資

材よりも安いものを取っているのである。これが資材の購入における組合員メ

リットであり、購買メリットの創出とされる。

　④　なぜ、全農の資材価格は高いか

　全中に問題はない。問題は全国連（全農、農林中金、全国共済連）にある。

　上部組織（全農など）は、自分の組織が生き残るための行動、経営の在り方

になっているのではないか。

　組合員のための行動・経営、生産コスト削減のための努力が問われている。

　以上のように、ＪＡ梨北は、自らの活動を通して、①買い取り・直接販売に

よる高い価格の取得（有利販売）、②全農資材よりも安い資材がある場合には

それをも用意し生産者の選択に供す（有利調達）、③全農の在り方の改革を提
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起しているのである。虚心に受け止めるべき内容といえよう。

　　２）　自民党・与党案と規制改革会議・答申

　①　自民党・与党案による明確な視点の提起

　５月13日に提起された規制改革会議・農業ＷＧ（ワ－キンググル－プ）の意

見は、その農協部分において、ＪＡ梨北が提起したような“単協の在り方や「単

協－全農」の関係”には一切触れず、「農協法に基づく中央会の廃止」「全農の

株式会社化」を提起したわけである。

　これに対し、自民党・公明党による「農協・農業委員会等に関する改革の

推進について」（６月10日。この作成には政府・農林水産省の協力があったも

のと思われる）は、その冒頭において、「農業者、特に担い手から見て、農協

が農業者の所得向上に向けた経済活動を積極的に行えると思える改革とするこ

と、また、高齢化・過疎化が進む農村社会において、必要なサ－ビスを提供で

きるようにすることも必要」とし、改革の方向を明確にさせた。後者（農村社

会に必要なサービスの提供）は、ＷＧ意見には全くなかった視点である。

　②　改革の焦点を提起

　さらに、最初に「単協の在り方」として、「単位農協は、農産物の有利販売（そ

れと結びついた営農指導）と資材の有利調達に最重点を置いて事業運営を行う

必要がある」とし、次の２点を提起した。

　①　全農・経済連の協力も得て、単位農協が「農産物の買取販売」を数値目

標を定めて段階的に拡大するなど、適切なリスクを取りながらリタ－ンを大き

くすることを目指す。

　②　生産資材については、全農・経済連と他の調達先を比較して（価格およ

び品質）、最も有利なところから調達する。

　また、単位農協と全農との関係について、全農・経済連は、

　①　単位農協の有利販売に資するため、大口需要家との安定取引を構築する

とともに、単位農協が全農・経済連を通して販売するかどうかは単位農協の選

択に委ねる。

　②　取り扱う生産資材は競争力のあるものに特化するとともに、単位農協が

全農・経済連から仕入れるかどうかは、単位農協の選択に委ねる、とした。

　単位農協が、農産物の有利販売、生産資材の有利調達を行う、その方向に向
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けて進むこと、その単位農協と全農との関係の改革が農協改革の焦点であるこ

とが、自民党・与党提案において明確に打ち出されたのである。ＪＡ梨北の提

起は、十分に受け止められているといえよう。

　規制改革会議・答申（６月13日）の農協部分においても、以上が基礎となっ

ている。また、答申全体も、ほぼ、自民党・与党案を基礎とするものになっている。

　③　「全農は株式会社化を前向きに検討」とする

　全農については、「全農・経済連は、経済界との連携を、連携先との対等の

組織体制の下で、迅速かつ自由に行えるよう、農協出資の株式会社に転換する

ことを可能とする。そのうえで、独占禁止法の適用除外がなくなることによる

問題の有無を精査して問題がない場合には、株式会社を前向きに検討するもの

とする」とされた。

　ＷＧ意見においては、無条件の「全農の株式会社化」が提起された。これに

対し、自民党・与党案と答申では、株式会社化は検討課題－全農の選択の問題

－となった。全農の組織改革は、現実的な方向に変わったといえよう。

　なお、日本の農協も農協法において、アメリカの場合と同様、独占禁止法の

適用除外を受けることが明記されている。農協の共同販売行為により、市場（価

格）に影響を与えても、独占禁止法の適用を受けることにはならないわけであ

る。だが、株式会社になれば、その適用除外はなくなると考えるのが普通であ

る。仮に農協が株式会社に転じた場合、共同販売行動について独占禁止法の適

用を受ける問題が起こるのか、どうかを精査して、問題が起こらないとした場

合に、株式会社への転換を検討する。問題が生ずるとすれば、株式会社化を検

討することにならない、ということである。

　④　根拠の不明確な全中「新制度への移行」

　自民党案に基づく答申において、「農協法上の中央会制度は、制度発足時と

の状況変化を踏まえて、適切な移行期間を設けたうえで現行制度から自律的な

新たな制度に移行する。新たな制度は、農協系統組織内の検討も踏まえて、早

期に結論を得る」とされた。

　農業ＷＧの「農協法に基づく中央会制度は廃止」から「農協法上の新たな制

度への移行」に変わり、かつ「新しい制度は農協組織の検討を踏まえる」となっ

たことで、答申は現実的になっている。
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　しかし、なぜ、中央会は「新制度に移行する」必要があるのか。その理由＝

「制度発足時との状況変化を踏まえて」は極めて抽象的であり、不明確である。

　この点について、農水省・山北協同組織課長は「昭和20年代の農協設立時に

多くの農協が経営不安に陥った。それに対し、中央会制度は、『行政補完的制度』

＝『強制力のある特異な組織形態』として作られた。今は、個々の農協が力を

つけ、強制指導などの必要はなくなったから、自律的な組織形態に移行する必

要がある」20）と説明する。

　もし、1970年代以降今日において、中央会－全中が「強制力のある指導」を

行っており、それが単協を縛り、その経営に歪みを与えているのであれば、制

度の是正＝新制度への移行は行われなければならない。だが、そうした問題が

あるとの指摘はなにもない。私自身も聞いたことがない。“現実には問題がない”

眠っている強制力を取り去るというならば、それは、形式的な改革に過ぎない

のであり、行う必然性はないものというべきであろう。

　　３）改革案は、農協団体－全中の検討を基に

　自民党案を基にした規制改革会議・答申は、農協改革の焦点が単協の在り方

と「単協－全農」関係にあることを明示している。単協と全農はそれに応えて

いく必要がある。他方、全中の新制度への移行については、その根拠が明確で

はない。

　農協団体－全中の自己改革案の策定は、組織内の検討に基づき、自らが必要

と考えるものを軸に策定され、政府による最終改革案はそれに基づくものとす

ることが強く望まれる。

　(4) 全中政治活動のあり方－森山自民ＰＴ委員長の問題提起－

　　１）森山ＰＴ委員長の提起

　自民党「新農政における農協の役割に関する検討ＰＴ」森山裕委員長は、

2014年６月12日、農政ジャ－ナリストの会における講演で「全中は、もう政治

活動はやめた方がいい。政治活動は農政連（全国農業者農政運動組織連盟）が

行うべき」とし、「多くの農林議員の活動が、農協の支持をもらうため、選挙

のためにやっていると思われるのは、国民に支持される農業政策を作るのに支

障がある」と述べた21）。さらに、後日、森山委員長は「政策提言は全中がやれ

ばいい。しっかり（農政連の政治活動と）区別すべき」とした22）。
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　また、林農相は、７月１日、「『政治活動そのものは、他の（業界の）団体と

同じように、農政連でやるという方向があってもいいのではないか』と述べ、

農政連との役割の明確な分離を促した。ただ、中央会の活動として、『農政提

言はあってもいい』と強調した」23）。

　「規制改革会議答申・農業分野」（６月13日）の中に、全中の政策形成・政

治活動については、何の言及もない。「答申」の文言に入っていないにしても、

森山委員長と林農相の発言を前提にすれば、全中の政治活動のあり方は、今回

の農協改革の一部をなしているものとみられる。

　　２）アメリカ：農協は経済活動、政治活動は農民団体

　参考のために、アメリカの場合を見ておくと、農協（穀物、酪農などの専門

農協とその地域農協）は、経済活動（農産物の販売、資材の供給）を専らとし、

政治活動は農民団体が行う。農民団体には、農民の生活・生産の全般に関わる

政策活動を行う一般団体（ファ－ムビュ－ロ－、ファ－マ－ズ・ユニオンなど）

と個別作物団体がある。

　農協が経済活動に特化・集中し、政治活動などを兼務していないのは、農協

が組合員のために最大限の利益を追求する事業体として活動するうえでは理想

的といえる。ただし、この農協のあり方は、政策活動を行う農民団体がすでに

存在している（グレンジ：1867年設立、ファ－マ－ズ・ユニオン：1902年、ファ

－ムビュ－ロ－：1910年代後半に形成）もとで、それら団体のイニシアチブも

あって、経済事業体としての農協が作られたという歴史的環境のなかで生まれ

たものである。

　　３）日本：第二次大戦中に総合農協の原型

　日本の農協の前身は、明治期に設立された産業組合（経済事業と農家への融

資）である。同時期に農会（農業技術の普及や政治活動を行う）も設立された。

戦前においては、経済事業：産業組合、農会：政治活動という区分が存在して

いたのである。

　こうした状態が第二次大戦中に変わった。政府によって産業組合と農会が農

業会に統合された。農業会は戦時下で最も重要な配給品となったコメの集荷を

政府に代わって行ったのである。ここに、経済事業とともに政策活動を行いう

る総合農協の原型が生まれた24）。
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　　４）戦後、総合農協として発足・発展

　戦後、ＧＨＱは政府設立の農業会に代え、自主的な農民協同組合の設立を検

討したが、極度の食糧難に対応するために、コメ－農産物の集荷を行う組織と

して、戦時中の農業会の機能を引き継ぐ形で、すなわち総合農協として、今日

に至る農協が設立・発足したのである25）。

　この総合農協としての活動は、60年近くに及ぶ。

　農協は、今日では、地域社会へのサ－ビスの提供も行っており、経済事業を

中心とする総合農協としての活動は、拡充してきたといえる。

　　５）農協法における政策活動の位置と現実の政治活動

　農協法において、中央会の政策・政治活動に関する独自規定はない。それは、

「中央会の目的を達成するために必要な事業」として位置している。

　実際には、農協－中央会－全中の政治活動は、農協活動の大きな部分となっ

てきた。農業政策が全国一律政策として形成・実施されるものであり、その中

心をなす価格・所得政策は農業生産の維持にとって不可欠だからである。

　その政策・政治活動が、自民党・政府から問題とされ、「全中は政治活動をやめ、

政治活動は農政連が行うべき」とされているわけである。ただし、「政策提言は、

〈これまで通り〉全中が行えばいい」といわれている。

　政策・政治活動の中心は、政策提言の内容にあるから、それを全中が行うと

いうことは、農政活動における全中の役割は、基本的に変わらないともいえる。

政治活動を農政連が行うことは、“やり方の変更”ともいえよう。

　　６）全中の検討結果の尊重

　全中は、この政治活動のあり方についての問題提起を受け止め、検討し、自

ら結論を出すことが問われている。自民党・政府は、その検討結果を100％尊

重することが必要である。

　(5) 政府ＴＰＰ交渉の評価－埋めるべき政権との溝－

　１）「ＴＰＰ反対、政権との溝」と取られてよいか

　日本経済新聞（６月２日）の「真相深層」は次のような衝撃的な記事を載せ

た。「5月18日、羽田空港。『ＪＡは文句ばかりで礼の一つも言いえないのか』。

シンガポ－ルでのＴＰＰ閣僚会合に向かう自民党の西川公也ＴＰＰ対策委員長

は、偶然会ったＪＡ全中の万歳章会長に怒りをぶつけた。
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　市場開放と農業保護のはざまでぎりぎりの交渉を続ける政府・与党に、反対

ばかり唱えるＪＡ全中へのいら立ちが広がった。そして、出した答えがＴＰＰ

交渉と農協改革をセットで進める」26）。そこには、「ＴＰＰ反対、政権と溝」と

の見出しがつけられている。

　全中と安倍政権との間にＴＰＰ交渉に関して深い溝があるならば、今年に

入ってからの安倍政権のＴＰＰ交渉への対応を客観的に評価し、その溝を埋め

るべきである。

　　２）日米首脳会談：「数字を入れる枠組み」（方程式方式）を合意

　今年に入ってからの安倍政権のＴＰＰ対応とは、日本の農産物の全面的な関

税撤廃を執拗に要求するアメリカ政府－フロマン通商代表に対し、それを真っ

向から拒否してアメリカ政府に現実的対応を要求し、４月の日米首脳会談にお

いて“関税撤廃を前提としない”交渉方式＝「方程式方式」の合意に達したこ

とである。「方程式方式」の前提には、アメリカが「全品目の関税撤廃」要求

を下ろしたことがあった。

　「方程式方式」とは、①関税率をどこまで引き下げるか、②引き下げにかけ

る期間、③セーフガ－ド（緊急輸入制限措置：前年よりも輸入量が一定割合増

えた場合、元の高い関税に一時期戻す措置）、④関税割当（低関税で一定量を

輸入する枠組み）といった国境措置の組み合わせである。「関税率だけを話し

合ったり先に決めたりせず、他の要素とセットで協議し、一括して決める方式

（方程式方式）で、着地点を見出していくことが、日米首脳会談で合意された」

のである27）。

　　３）「方程式方式」は関税撤廃を前提とせず

　「方程式方式」は関税撤廃を前提にしていない。オバマ大統領は、首脳会談

以前の時点で、日本側の要請を受け、「全品目の関税撤廃の要求を下ろす」こ

とを日本に伝えていたとされる28）。

　日米両国は、これを前提に、農産物重要品目の日本への市場アクセス（輸出

機会）を拡大する枠組み（前述の「方程式方式」）について合意したのである。

　　４）「方程式方式」は国会決議に基づく

　以上のことは、安倍政権が「重要品目を関税撤廃からの例外（除外）とする」

という国会決議に基づいて交渉していることを意味する。
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　「方程式方式」に入れる数字をどうするか。これこそが、今後の日米ＴＰＰ

協議の最大の問題・課題である。その数字・内容は、日本にとって「意味のあ

る国境措置（国境保護措置として意味のある関税水準とセーフガ－ド）」が確

保されるものでなければならない。それは、日本政府が厳しい交渉をやり抜き

突破して初めて到達しうるものである。

　その交渉を突破していくためにも、今年に入ってからの安倍政権のＴＰＰ交

渉・日米ＴＰＰ協議への対応は評価されていいのである。
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