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代表世話人新年あいさつ

折坂義一（北海道合鴨水稲会代表世話人）

　新年を迎え皆様如何お過ごしでしょう

か。

　今シーズンの冬は暖冬傾向で雪の少な

い冬を迎えていますが、この現象は北海

道のみならず地球規模の温暖化現象であ

るようです。アメリカ北東部やヨーロッ

パ、特にフランスの地中海沿岸では真冬

であるにもかかわらず海水浴を楽しむ人々

の映像を先日のニュースで目にして驚き

ました。特に本年に入り、私たちの想像

以上に温暖化が進んでいるのではないで

しょうか。そのことで国際的な食料事情

にも影響が出ると思われ、心配している

ところです。

　その中で、WTO農業交渉は一時凍結さ
れましたが、昨年末になって日豪 EPA
（経済連携交渉）／FTA（自由貿易協定）
交渉開始の是非が政治的案件としてにわ

かに急浮上し、結局 12月には日豪両首脳
間で今年からの交渉入りが正式に決定さ

れてしまいました。仮に原則（関税の完

全撤廃）通りに締結されれば、オースト

ラリアと似た農業構造をもち農業輸出大

国である米国やカナダも、日本に対し同

等の協定を求めてくるのは明白でありま

す。その様な最悪の事態になれば、日本

の農業に及ぼす影響は計り知れないもの

があると思われます。農業関連団体、地

方自治体、関連産業界が強く政府に求め

てきた小麦、乳製品など関税撤廃の対象

外とする「例外品目」の設定などは今の

ところ口約束にすぎず、決して油断なら

ない状況にあると言ってよいでしょう。

一度交渉を開始してしまえばオーストラ

リア側に押し切られてしまう危険性があ

る上に、これまでの経緯を考えると今の

政府に本当に農業を守る気があるかどう

かも疑わしいと思っています。政府は目

先の利益や「国益」をもっぱら重視して

いるように見えるのですが、これまで日

本の農業が果たしてきた役割、本質、歴

史をどのように考えているのか、と政府

に対して問わずにはいられません。言う

までもなく、農業はどこの国にとっても
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最も重要な産業であり、それを守る事は

最大の国是であるはずです。私たちにとっ

て食料とは何かという根本的な問いかけ

を中心にして、地産地消、身土不二など、

国民が農業、食料に対する共通の理解が

得られる運動がこれまで以上に必要となっ

ていると思います。

　私たち合鴨水稲同時作を末永く続けて

いくためにも合鴨水稲会会員の皆様方と

考えていかなければならないと思います。

本年も楽しく順調に営農が進むことを願

い、巻頭のあいさつと致します。

宮崎県、岡山県にて鳥インフルエンザ発生

北海道合鴨水稲会事務局

　マスコミ報道でご存じと思いますが、

2007年１月に宮崎県において鳥インフル
エンザの発生が３件、岡山県にて１件確

認されました（２月５日現在）。

「強毒性」のH５N１型

　最初に発生が確認されたのは宮崎県清

武町の養鶏場で、１月 11日に鶏の大量死
が確認され同月 18日に高病原性鳥インフ
ルエンザと確認されました。つづいて２

件目は清武町から直線距離で 60km離れた
日向市の養鶏場で、１月 23日に発生疑い
が確認され同月 26日に高病原性と確認さ
れました。つづいて岡山県高梁市にて１

月 27日に発生疑い確認、１月 30日に高病
原性と確認、さらに宮崎県新富町にて１

月 30日に発生疑い確認、２月４日に高病
原性と確認されたました。

　今回は４件とも、「強毒性」とされる

高病原性鳥インフルエンザ「H５N１型」
のウィルスが検出されました。発生が確

認された養鶏場の全ての鶏は殺処分され

ました。また、４養鶏場の半径 10km以内
の養鶏場からの鶏、卵の出荷・移動は全

て禁止されました（２月５日現在も継続

中）。

感染源は「不明」

　今回の感染源は現時点で不明です。し

かし、今回宮崎県で検出されたウィルス

の遺伝子の型が、中国で渡り鳥から発見

されたウィルスの遺伝子の型と一致した

ことから、中国から日本へやって来る渡

り鳥が感染源の可能性があることを専門

家が指摘しています（北海道大学の喜田

教授など）。

　しかし、感染源＝「渡り鳥」説は確定

ではありません。現に、中国で検出され

たウィルスは渡り鳥も殺していることを

考えると、日本で渡り鳥の営巣地で大量

死が起きても不思議ではありませんが、

そのような渡り鳥の大量死は一件も日本

では確認されていません。

科学的見地に立った冷静な対応を

　マスコミでは、鳥インフルエンザが人

間同士で爆発的に感染する「新型インフ

ルエンザ」に変異する危険性が指摘され

ています。

　しかし、現時点での鳥インフルエンザ

がただちに人間に感染するわけではあり

ません。確かに世界各国では鳥インフル

エンザの人間への感染が確認されていま

すが、鳥と生活空間をともにするなど濃

厚な接触をしている人に、それもその中

のごく一部の人に、おおむね感染者は限

定されています。よって、今の日本で鳥

インフルエンザがただちに人間に感染す

る可能性は極めて低いと言って良いでしょ

う。

　いたずらに恐怖心に陥ることなく、科

学的見地に立った冷静な対応が今こそ求

められています。
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名寄徒然草（２）

三島徳三（当会名誉顧問・名寄市立大学教授）

　名寄ではじめての冬を迎えた。盆地な

ので寒暖の差が激しく、冬は札幌と比べ

ると気温が数度は低く、積雪も多い。街

外れにあるピヤシリスキー場は「雪質日

本一」を謳っている。スキー場の開設期

間中は、プラスの気温になることがなく、

ザラメ雪にならないためだ。スキー場の

近くには昨年カーリング場もつくられた。

この地にいてウインタースポーツをやら

ない手はないが、まだ体が動こうとしな

い。

　その代わり、夜は体がよく動く。単身

赴任の身なので、気持ちも軽い。そして、

ついに「憩いの場」を見つけた。1軒は名
寄唯一のイタリア・レストランでオー

ナー・シェフはイタリアでの修業経験を

持つ。もう 1軒は地元素材にこだわった
創作料理の店で、女将はススキノでの経

験もあり、酒にもうるさい。実はこの二

人、８歳違いの姉弟なのだ。

　この 2軒の店に食肉を納入しているの
が、名寄の老舗店である「東洋肉店」だ。

同店の跡継ぎである専務の東澤さんはま

だ 30歳に満たないが、なかなかのアイデ
ア・マンで、インターネット・ショッピ

ングの広告では全国の優秀賞を得ている

ほどだ。東洋肉店の売り物のひとつが道

産羊肉と羊ソーセージの販売だ。名寄の

隣町である美深町仁宇布地区に松山農場

という牧羊・畑作農業者兼ファームイン

経営者がいる。東洋肉店で扱っている羊

肉はここのものだ。ソーセージは輸入羊

肉を使い、九州で委託製造している。

　東洋肉店のもうひとつの売り物は、こ

れから述べるエミューの販売だ。

　エミューはオーストラリア原産の走鳥

で、体長は 1.5mから 2m。ダチョウを小
型にしたものと思えばよい（写真参照）。

草原に棲む鳥で、原産地では木の実、草、

昆虫などを常食とする。このエミューを

日本で最初に商業飼育したのは、名寄の

隣町・下川町の今井さんだ。彼はアメリ

カの大学農学部を卒業したのち、モンゴ

ルの遊牧生活にハマリ、自然の中での生

活にあこがれて、下川に入植した。現在、

30歳代半ばだが独身である。
　このエミュー、脂肪が少なく、あっさ

りしているが、実にうまい。前述のイタ

リア・レストランではこの肉をカルパッ

チョにして提供している。後の店では肉

が手に入ればシャブシャブにして食べさ

せてくれる。エミューの卵は深緑色で長

径 15cmの楕円形。市販せず、時々生産者
の今井さんが店にもってきてくれる。10
人分くらいの卵焼きができる。

　このように私が懇意にしている 2軒の
飲食店と肉屋、エミュー農家、さらに彼

らの友達である地元 FM放送の編成局長、
社会福祉事業関係者、馬鈴薯から麺を作

る元教諭など、食のネットワークがどん

どん広がっている。和寒町には農家の跡

継ぎになった教え子もいる。彼は私の紹

介で、生産したリゾット専用米を前述の

レストランに供給するようになった。春

には北大の農経大学院を修了した若者も

士別に戻ってくる。

　こういう意欲的な人たちが、道北の地

域おこしにかかわって欲しいというのが、

私の切なる願いだ。
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日本農業を滅ぼす日豪FTAの脅威
──第１回　日豪FTAは日本農業を滅ぼす──

清水池義治（北海道合鴨水稲会事務局）

　2006年末になって、日本農業の前に突如として姿をあらわした“黒船”の艦隊。その
名は「日本・オーストラリア FTA」。現代の“黒船”は“文明開化の使者”か？　はたま
た“破滅の使者”か？　その真の正体と背景を鋭く暴き出す。

突如として前面に躍り出た日豪FTA

　昨年 12月 12日、日豪首脳による“電話”
会談で日豪 FTA交渉開始が正式に決定さ
れた。日本国内で騒がれ始めて２ヶ月足

らずのうちに交渉入りとなったので、一

般の農家にとっては“奇襲”との感があっ

たのではないか。

　事の始まりは 2005年４月、当時首相の
小泉・ハワード会談にさかのぼる。この

会談で、「日豪両国間での FTAにむけた
政府間共同研究の開始」が合意された。

当時は日本農業にマイナスなのは研究以

前に歴然としていたため、農業関係者は

「まさか FTAを結ぶということにならな
いだろう」というのが本音だったようだ。

現にこの時点では、日本政府もさほど乗

り気ではなかったようである。

　ところが、昨年の夏頃から事態が急変

する。８月に当時の二階経産相が豪州を

含む「東アジア広域 FTA構想」なるもの
を主張し、またそれに合わせたかのよう

に８月末、豪州側も在日大使館に日本農

業関係者を“非公式”に呼び集め「FTA
を結んでも日本農業に悪影響を与えない」

という“宣伝”を開始したのである。こ

れにより日本農業サイドの危機感は一挙

に高まった。11月に入って農業団体や各
政党の動きが激しくなり、日豪 FTA反対
の声が一斉にあがった。11月末から 12月
始めにかけて、北海道と農水省から日豪

FTAによる影響試算値が相次いで発表さ
れると、それらの声はピークに達した。

そして 12月７日、衆議院農林水産委員会
は、FTA交渉入り自体は容認した上で、農

産物を FTAの対象外とするように政府に
求める決議をあげた。そして冒頭の“お

電話でのおしゃべり”による交渉入り正

式決定をみるのである。

　この“農産物例外措置”に政府を拘束

する法的根拠はなく、ただの口約束＝

“お願い”に過ぎないところに注意を要

する。当初は、日豪 FTA交渉自体けしか
らんという雰囲気だったが、いつの間に

か“農業を例外にするならいいよ”となっ

てしまい、ズルズルと後退してしまった

感がある。現時点で、どういうかたちで

あるにせよ日本政府が豪州と FTAを締結
する上での障害はほとんどないと言って

よいだろう。そして後述するように、農

産物を例外扱いにしても FTAを一旦結ん
でしまえば、日本農業をいずれにせよ明

け渡すことになるのである。さらに、日

本政府が“農業を守る”という絶対的な

保証はどこにもない。“日豪 FTAの乱”
の緒戦において、日本農業サイドは明ら

かに敗北を喫したのである。

FTAとは何か？

　それでは、そもそも「FTA」とはいった
い何であるのか？　

　「FTA」は Free Trade Agreement の略で
あり、日本語に訳すと「自由貿易協定」

である。簡単に言えば、ある二つの国の

間で取引する物の関税をなくしましょう、

という取り決めである。FTAが締結され
れば、ある国の商品がそのままの価格で

（厳密にはプラス輸送費であるが）輸入

され国内で販売される。日本の農業は農
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地が狭いことなどに規定されて、豪州な

ど先進農業国より生産性が低い。よって

日本の農産物価格は海外産より高い。そ

こで、日本の農業を安い海外農産物から

守るために、比較的高い関税がかけられ

てきたのである。

　ちなみに FTAの全世界バージョンが、
1995年に発効したWTO（World Trade 
Organization）協定である。WTO協定は全
世界規模で自由貿易を進めるための取り

決めで、当然にも各国の利害がぶつかり

交渉は中断されている状況にある。なお、

WTO協定と今回の FTAは無関係ではない。
WTO成立以前にもNAFTA（北米自由貿
易協定）などの FTAはあったが、WTO成
立以後の FTAはWTO協定に基本的には
基づいて交渉がおこなわれている。今回

の日豪 FTAもそうである。
　ここで注意すべきなのは、WTO協定の、
GATT24条と呼ばれる“恐るべき”条文の
存在である。それによれば、自由貿易締

結後、FTA締結国は 10～15年以内に関税
を完全撤廃（０％）し、そして「例外品

目」の輸入額に占める割合を10%以下にし

なければならないという義務を課せられ

ている。この後半の規定は、極めて重大

な意味を持つ。現在、豪州から日本へ輸

入される品目のうち、全輸入額に占める

農林水産品の占める割合は 22％である。
よって、いくら農産物を例外扱いにしよ

うとも、いずれにせよ今の輸入農産物の

半分を無税にしなくてはならないのであ

る（つまり現在、輸入農産物の 30％が無

税だから、あと 20ポイント以上の農産物
を無税にする必要がある）。農産物を

「例外品目」にすれば FTAを結んでも影
響は出ない、という一部の、しかし常識

化した主張は、実はとんでもない“大嘘”

なのである。この点が非常に重要であり、

注意してしすぎることはない。日本政府

は、都合の悪い事実に対して口をつぐん

でいると言わざるを得ない。

　なお、マスコミでは日豪 EPA/FTAと表
現されることもあるが、EPAとは経済連
携協定（Economic Partnership Agreement）
のことであり、それは関税撤廃を含み

（＝FTA）、かつそれ以外の幅広い経済協
力に関する取り決めである。FTAは EPA
に含まれる。

「北海道試算」の衝撃

　そんな中、11月 28日に北海道農政部が
日豪 FTAを締結した場合に北海道が受け
る影響についての試算値を公表した。こ

の「北海道試算」は、道内の農業関係者

に大きな衝撃を与えた（表１、表２参

照）。この試算値は、日豪間で関税が完

全に撤廃されたケースを想定して算出さ

れた。それによると、惨憺たる結果がも

たらされる。

　表１より生産額の変化をみると、肉牛

や乳製品は現在とくらべて３分の１以下

になるほか、小麦や甜菜（砂糖）にいたっ

ては生産額は 0となる。特に、北海道畑
作の中心作目である小麦や甜菜が全滅す

ることの影響は重大で、北海道畑作は消

5

単位：億円、戸

牛肉 乳製品
肉牛生産額 肉牛農家戸数 酪農生産額 酪農家戸数 乳業生産額

595 3,000 3,432 9,000 3,744
締結後 173 2,491 1,063 2,350 568

減少額・数 -422 -501 -2,369 -6,650 -3,176
小麦 砂糖

小麦生産額 小麦農家戸数 製粉業生産額 甜菜生産額 甜菜農家戸数 精糖業生産額

852 18,000 179 813 10,000 1,025
締結後 0 4,390 0 0 0 0

減少額・数 -852 -13,610 -179 -813 -10,000 1,025

資料：北海道農政部資料より作成。

表１　日豪FTAによる北海道への影響（１）

締結前（2004年度）

締結前（2004年度）



滅すると言ってよいだろう。また当然に

も、各品目を作付けている農家戸数も激

減する。

　また合鴨農家に直接係わることとして、

この表では出ていないが、豪州は米の有

数生産国である（今までで最も多かった

年で年間 130万トンの生産量）。豪州の
米は中粒種で品質もよく、国産との競合

度は高いとされている。しかも安い。１

俵 4,000円弱の米が押し寄せてきたら、国
産米（特に外食・中食産業で使われてい

る米）に深刻な影響をもたらすのは間違

いない。さらに、豪州は有機農業大国で

もある。現在、日本の有機 JASを取得し
て日本に対する有機農産物輸出の拡大を

推し進めている。数百 haの農地で生産さ
れた圧倒的に安い有機農産物が押し寄せ

てきたら、これまた大変なことである。

　以上のように北海道農業の基幹作目が

大きな打撃を受ければ、単位農協やホク

レンが破綻しまう可能性が現実味を帯び

てくる。現に、豪州からの輸出増が見込

まれる畜産物、小麦、甜菜、米でホクレ

ンの年間収入の７～８割を占める。ホク

レンの破綻など絶対にありえない、とは

必ずしも言っていられない事態がやって

くるかもしれない。

　次に表２をご覧いただきたい。FTA締
結の場合、牛肉・乳製品・小麦・甜菜の

４品目とその関連産業だけで 8,300億円が
失われるのである。それに伴って、北海

道の経済成長率はマイナス 4.9％、完全失
業率は 8.5％となり、1997年の北海道拓殖
銀行破綻時を上回る悪夢が道民を襲うこ

とになるのである。

　なお 12月 1日に、農水省も遅ればせな

がら試算値を公表した。それによれば、

農産物の生産減少額は１兆 4,000億円、関
連産業・地域経済の損失額は１兆 6,000億
円、つまり合計３兆円（！）、そしてこ

の損失を穴埋めするための財政支出（農

水省のみ）が 4,300億円必要だと言う。た
だし、1,000兆円を超える赤字を抱える国
にそんなお金はどこにもないだろう。天

文学的な値が並び、寒気すら覚える。

日本農業全体に大きな打撃

　この「北海道試算」をどう評価するか

は様々な意見が存在する。筆者の結論か

ら言えば、「北海道試算」の数値は日豪

FTAでもたらされる“最悪の事態”と考
えるべきだろう。道の試算では、例えば

道産小麦が置き換わるのは全て豪州産と

する等、やや非現実的な前提があり、実

際に生じる影響より過大に評価されてい

る可能性がある。また、当然にもこれら

の変化は１年ですぐ起きるものではなく、

数年にわたって徐々に起きると思われる。

　しかし、だからと言って日豪 FTAの影
響を過小評価することは断じてすべきで

ない。豪州側は「FTAを締結しても日本
への輸出額は今より５％しか増えない、

そして輸出額を合計しても日本全体の農

業生産額の１％以下だから、日本農業に

ほとんど影響を与えない」などと主張し

ている。百歩、いや一万歩譲って豪州側

が提示している数値が仮に正しかったと

しても、“５％”あるいは“１％以下”

だから影響を与えないという主張は全く

根拠がなく、単なる数字遊戯である。農

業をぜんぜん理解していない、ただ数式
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単位：億円、％

影響額合計 道内経済成長率 道内失業率
農業分野影響額 食料品分野影響額

試算値 -5,306 -2,954 -8,256 -4.9 8.5
− − − -0.7 5.7

資料：北海道農政部資料より作成。

表２　日豪FTAによる北海道への影響（２）

2006年度現在

註：道内GDPは19兆5,044億円（2006年度）。



をこねくりまわしているだけの学者の姿

が目に浮かぶ。日本に限らず、農業は豆

腐のように気軽に“切り売り”できるも

のではない。最初はごく一部の影響だっ

たとしても、ドミノ式に周囲に影響は拡

大していくのである。日本農業は極めて

繊細なバランスの上に成り立っているこ

とを、今一度考える必要があるだろう。

　また豪州と FTA締結となれば、豪州と
類似した貿易関係にある米国、カナダ、

ニュージーランドも FTAを結べ、と日本
に迫ってくるのは間違いない。日本とし

ても外交上の“公平さ”を意識すれば、

FTAを結ばざるをえないだろう。そうな
れば豪州一国の場合の数倍以上の影響が

出るのである。交渉する際には豪州だけ

ではなく、その背後にひかえる米国など

の存在も充分に考える必要がある。前述

したように、豪州一国でも現在の農水省

予算を上回る３兆円（農水省試算値）の

影響が出る。このうえ、米国、カナダ、

NZが加われば、想像を絶する事態が容易
に予想されよう。

　言うまでもなく、北海道は多くの先進

的な専業農家を抱える日本農業の中核部

隊である。日本農業が今日までがんばっ

てこれたのも、北海道の存在ゆえである

と言っても過言ではない。よって北海道

農業がたちゆかなくなれば、日本農業は

一挙に衰亡の道をたどる。まさに“亡国

の途”である。「美しい国、日本」など

という寝言をつぶやいて満足している場

合ではない。

　さて、現在のところ日本国内で日豪

FTAの完全実施に反対する声は大きく聞
こえるように思えるものの、賛成する意

見をあまり耳にすることはない。しかし、

日豪 FTAを望む者は日本国内にも間違い
なく存在する。農業を犠牲にしてまで、

FTAを実現しようとする「彼ら」の思惑
とはいったい何なのか？　次回はその背

景について暴露することにしたい。（つ

づく）

●次回以降内容（予定）

　第２回　日豪 FTAの経済的・政治的背
景

　第３回　日豪 FTA交渉にわれわれはど
う対応すべきか

※日豪 FTAについては、鈴木宣弘教授（東京大学）の主張が非常に参考になり、かつ有
益である。日本農業新聞の１月 30日付 14面、同 31日付 12面の特集記事をぜひともご一
読されることをお勧めする。

　参考までに鈴木教授の主要な指摘を以下に列挙しておく。

　・日本と豪州は生産条件に格差がありすぎ、コストで対抗するのは不可能。よって、

　　FTAで競争力が高まるという理屈は成り立たない。
　　　　→農家１戸あたり経営耕地面積：

　　　　　　　日本　1.8ha　　　豪州　3,385ha（日本の 1881倍）
　・干ばつを考慮に入れても、豪州の農産物輸出余力は充分あると考えるべき。

　・日豪 FTAで農産物関税を撤廃することは、「日本農業不要論」と同義。
　・FTA締結で、日本の食料自給率は 10ポイント低下して 30％となる。
　・豪州と FTAを結べば、米国やカナダ、EUなども同じ対応を求めてくる。
　・日本は「農業保護大国」ではない。日本の平均関税率は EUより低い。また、日本
　　の国内農業保護額は EUや米国と比較してはるかに小さい。
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アンケート実施のお知らせとお願い

折坂義一（代表世話人）

　１月の世話人会にて、本会会員と対象としたアンケート調査を実施することが決まりま

した。正式な要請は別途アンケート用紙配布の際におこないますが、アンケートの目的は

以下の３つです。

　１．本会会員の合鴨水稲同時作実施状況の把握

　２．鳥インフルエンザ防疫対策上のデータ収集ならびに一部データの行政機関への提供

　３．本会の運営方針の策定にあたっての意見収集

　なお、このアンケートで収集したデータは、本人の許可なく、特定の個人が判明するよ

うな情報を本会以外の第三者（行政機関を含む）に提供しません。ただし北海道からの要

請がありますので、「合鴨農法実施者は本会会員中〜名」というような形態で提供するこ

とは考えております。

　アンケート用紙の送付は２月下旬から３月にかけておこなう予定です。アンケート結果

は後日、「水かき通信」などでお知らせします。会員の皆様にはご協力をよろしくお願い

いたします。

【編集後記】

　新たに開始した日豪 FTAに関するコラムはいかがでしたでしょうか？　今年度の事務
局の目標は、学生事務局員を増やすことと「水かき通信」の内容のさらなる充実をはかる

こと。みなさん、今年もよろしくお願いします。（清水池）
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