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ＴＰＰ
得をするのは誰？
損をするのは誰？

ジョモ・Ｋ・スンダラム

ＴＰＰ協定

•アジア太平洋12か国の閣僚によって署名

•マレーシア議会は批准

•経済効果が大きく誇張されている

•マレーシアにおけるマイナス影響に関して

ほとんど議論がなされていない
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USTRによるTPPでの貿易拡大は不正確

ＴＰＰは2030年までに米国の国民所得を
1310億ドル増加させる1310億ドル増加させる

WSJによるＴＰＰでの貿易拡大
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USTR によるＴＰＰでの輸出拡大は不正確

ＴＰＰは2030年までに米国の輸出を
3570億ドル増加させる3570億ドル増加させる

WSJによるＴＰＰでの貿易拡大

しかし貿易収支は変化しないままである
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ＴＰＰ: きつくなる縛り

• 参加国は国家や公共の利益に反する場合もＴＰＰ協定の条項に
従うことが義務づけられる従う とが義務 けられる

• 近年のほとんどのＦＴＡは貿易ではない条項を含んでいる

• 強力なロビイストによってつくられたルールである

•途上国の貿易交渉官は往々にして準備不足

•発展や安定のために重要な「政策の余地」を、あるかどうかもわ
からない利益の犠牲にしてはならない

•今設定されたルールが、将来において悪い結果となる可能性も。
例）農業セクター

試算されている損益

•利益を試算することは容易ではない利益を試算することは容易ではない

•モデルだけで便益/コスト（費用）の評価はできない

•様々な理由から不正確な効果が主張されている

•TPP推進側は、完全雇用を前提にすることで雇用喪TPP推進側は、完全雇用を前提にすることで雇用喪

失に伴うコストなどを過少評価／無視し、利益を誇

張している
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疑わしい試算、ごくわずかな増加

•ピーターソン国際経済研究所による２つの研究

同研究所はグローバリゼーションの推進者として有名同研究所はグロ バリゼ ションの推進者として有名

•ドーハの多角的交渉を弱めるものだが、世界銀行が
（2016年）に使っている

•研究で使用されている応用一般均衡（CGE)モデル

•多くの問題のある想定: 完全雇用 貿易収支／財政収支•多くの問題のある想定: 完全雇用、貿易収支／財政収支
は変わらないとしている。

終合意内容にない想定が多い

•米国農務省経済調査局（USDA-ERS）: 10年後に0.1% ! 

いかにコスト・ベネフィットの分析を
していないのか

•重要なコストとリスクを無視している、あるいは利益とし
て表しているて表している
+ 非関税措置からの（疑わしい）利益

純利益の誇張
•従来の方法では、ほんのわずかな利益
•関税に関する利益３：非常に小さい
• TPPによる利益と言われる4分の１以下は深刻
•依然として、以下との比較が必要: 

都合よく無視されたコスト
終合意の実際の詳細内容
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トリックにだまされるな
• 非貿易措置（Non‐Trade Measures／NTMs）による大きな利益が見込まれて

いる 関連した巨大な外国投資ブームが見込まれているいる。関連した巨大な外国投資ブ ムが見込まれている

• 全体の中で84%は非貿易措置（NTM）によるもの。貿易関連ではない

• 裏づけとなる経済理論、モデリング手法、実証的根拠はない

• リスクやコストは無視されている、あるいは利益として示されている！

リスクやコストはモデル上コスト削減として計算され マイナス面はほとんど• リスクやコストはモデル上コスト削減として計算され、マイナス面はほとんど

考慮されていない

例：知的所有権の大幅な拡張→サービス貿易のコスト削減

ISDSや金融規制緩和についても同様の論調

ＴＰＰはそんなにすごいのか？

•主張されている利益はGDPに対しごくわずか（ベトナムを除く）

ペ タ ソン（20 6） 年間で %の成長増は年わずか•ペーターソン（2016）：15年間で1.1%の成長増は年わずか
0.06%！

•見積もられた貿易による利益は実現するのに10年はかかる
が、リスクやコストはすぐにやってくる

度ず しりと利益が入るが 繰り返し利益をもたらさない•一度ずっしりと利益が入るが、繰り返し利益をもたらさない。
つまり、静的利益であり、成長率を上げるものではない
主に少数の多国籍大企業の利益になり、ロスは他者が負う
→格差を悪化させる
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タフツ大学による別側面の発見

•国連によるマクロ経済グローバル政策モデルを活用
•ピーターソン研究所の2012年貿易関連利益資産
•その他、より現実的な想定
→多くの国で純雇用喪失（全体で77万1千、米国だけで
44万8千）
→すべての国家間比較で格差拡大→すべての国家間比較で格差拡大
•労働者の購買力低下は国内需要を弱め、成長を遅ら
せる
•純収入の低下：米国（‐0.5%）、日本（‐0.1%）

•労働コストの高い国では、 貿易協定は雇用を破壊し、そ
れ以外にも労働を害する 労働 ストの低い国では 安

ＴＰＰは労働を害し、格差を悪化させる

れ以外にも労働を害する； 労働コストの低い国では、 安
い労働力による成長 格差
•新しい考え方:  貿易は不平等な影響をもたらし、 それは
経済全体への限られた利益を上回る

貿易自由化は負担の大きい再分配と市場の不完全性の•貿易自由化は負担の大きい再分配と市場の不完全性の
ため、好ましくないかもしれない
•外国への投資が促進され、交渉の立場を弱める
•原産地ルールは概して弱い
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マクロ分配影響

•労働収入への圧力が強まると、国内需要が低下す
る→雇用の低下 格差拡大る→雇用の低下、格差拡大

•労働コストの低い国ではより大きな市場シェアを獲
得するかもしれないが、GDP増は小さく、雇用は低
下する見込みが強く、格差は拡大する

•短期的、ならびに長期的マクロ経済的社会調整コス
ト：
例：失業、歳入低下、経常収支の赤字

繊維: マレーシアにとってＴＰＰの大きな希望?

•詳細の中に潜む悪魔、例えば「Yarn Forward」ルール

•完全な関税免除に適合するのは縫製業のごくわずか；ほと•完全な関税免除に適合するのは縫製業のごくわずか；ほと
んどは何らかの関税減額を得られるが、それも何年も後の
こと

•それでも、プライス・ウォーターハウス・クーパー（PwC）のレ
ポートによると繊維はマレーシアにとっての希望

•しかし、マレーシアの縫製業は1980年代以降崩壊

•労働コストが高すぎる＞200,000→＜15,000
•縫製：より高い付加価値？
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貿易成長への効果はほとんどない
• TPP参加国の間で関税はすでにとても低いーただし、「セ
ンシティブな領域」を除くンシティブな領域」を除く
• TPPが自負する18000の関税削減は不誠実で誇張されている
•半分以上のカテゴリーで米国はまったく輸出していない
•残った7500カテゴリーでも輸出はわずか

• 米国にとって貿易増による純経済成長は0.1％（米国農
務省経済研究所による）
•雇用への影響も考慮した、その他のより現実的な試算（タフツ
大学レポートなど）では全体的にはマイナス影響

その他の貿易にかかわる異論

• TPPは実に管理されている貿易であり、自由貿易協定ではない

強大な企業利益のための管理•強大な企業利益のための管理

•WTOの多角的貿易システムを弱める

•農業保護、食料安全保障を崩す

•非貿易障壁をもっと緩やかに減らす

•貿易利益はどんなに大きく見積もってもわずか。しかし、大企業
のためのルールの書き換えには重大な長期的影響

•自由貿易提唱者もこの導入を鋭く批判している
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何のためのルール?
• TPPは主に「自由」あるいは「より自由な貿易」のためではな
い

•米国にとって、ほとんどのTPP参加国の市場はすでにかな
り開かれている

•ほとんどの商品はすでに自由化されている：以前の貿易協
定や単独政策

•関税の撤廃ではなく、ほとんどはわずかに減らされるだけ
であり、しかもTPPの発効から10年以上後

•残る貿易障壁の主たるものは非関税
例：米国農業補助金ーーTPPは扱わない

新しいルール:誰のため?

•TPPは貿易を自由化させるのに必要以上に政府の
機能に影響

•TPPはほとんど多国籍企業（特に米国の）によって
要求された新ルール

•それらの「規律」は政治スペースを制約それらの「規律」は政治スペ スを制約

•TPPは投資家の権利、知的財産所有権を大きく強
め、特に金融での国家規制を弱める
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知的財産所有権
•TPPは「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
（TRIPS）」よりもはるかに独占的知的財産所有権を強め
る。特に大製薬企業、メディア、IT、その他企業
•TPPは：
•特許薬品の独占期間を長期化
•もっと安いジェネリックを市場から排除する
• 「よく似た」新しい薬品の開発・入手を阻害く似 」新 薬品 開発 入手を阻害
•特許の延長・恒久化のカギとなる条項を含む
•試験データ保護を生物製剤へ拡大
•処方書の使用を抑制させる

•総じて: より高いコスト、縮小するアクセス

投資家対国家紛争解決（ISDS)

•大幅に外国投資家の権利を強める•大幅に外国投資家の権利を強める

• ISDSは外国投資家が政府を提訴することを可能に
する。それも拘束力のある私設仲裁で

•新たな規制や政策が公益に資するものだったとして
も、投資家がそれによって見込まれている未来の収
益が減らされたと主張するならば提訴できる
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外国投資家のためのＴＰＰ １
•国家の行政・立法・司法判断に直接国際レベルで異議を唱えられ
るる

•外国投資家を保護する規定にはあいまいな表現が用いられる

•主たる救済策として無制限保障が充てられる

•国家機関へは予算以外の形式での制限がかけられる

•責任ある議会や専門的な監督機関への敬意はない責任ある議会や専門的な監督機関 の敬意はない

•国際法廷で異議を唱える前に国内法廷をまず活用することや、そ
れが不適切であることを示す義務を負わない

•契約上合意された協議の場へ訴える義務を負わない

外国投資家のためのＴＰＰ ２
•調停機関50％以上支配、あるいは影響

•仲裁人の利益追求のために外国投資家からの訴えが増える•仲裁人の利益追求のために外国投資家からの訴えが増える

•その他利益相反

•どの調停についても判断を再審する見込みがない、あるいは
限られている

•幅広く国家の海外資産に対して裁定で強制執行できる幅広く国家の海外資産に対して裁定で強制執行できる

•外国投資家と政府代表以外の当事者は提訴する資格がない

•国家政府やその他の当事者は外国投資家を訴える権利を持
たない（例：ボパール/ユニオン・カーバイド）
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増加する外国投資家による訴訟
外国投資家による国家の提訴 総件数

2000年

増加する外国投資家への賠償金
賠償金の総額（10億ＵＳドル）

2000年 2005年
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外国投資家への賠償金の配分１

賠償金総額と訴えた側の規模／資産（10億ドル）

その他個人: 3%富裕層個人
12%

巨大企業
賠償金全体の約73%

小企業: 1%

中企業: 0.2%

12%

大企業: 8%

不明（企業）
2%

外国投資家への賠償金の配分２

他の企業または個人

大企業: 
(10億ドル以上)

賠償金総額と訴えた側の規模／資産

他の企業または個人

超富裕層の個人
(純資産1億ドル以上)

巨大企業
(年間収入100億ドル以上)
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ISDSによる金銭的な勝者と敗者

提訴された国々
純損失

100億ドル

ISDS法律ビジネス業界:
純利益17億ドル

大企業:
純利益6億3000万ドル

富裕層個人：
純利益9億8000万ドル

超巨大企業:
純利益63億ドル

協定で提訴が爆発的に増える １

400

Total foreign investor claims & year of signature of relevant treaties外国投資家による総提訴件数と関連する協定の署名年

150

200

250

300

350

関連する協定のほとん
どが1990-95年に署名

2000年

0

50

100

Total claims Treaty year of signature
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400

Total foreign investor claims & year of ratification of treaties外国投資家による総提訴件数と関連する協定の発効年

協定で提訴が爆発的に増える ２

150

200

250

300

350

関連する協定のほとんど
が1992-98年に発効

2000年

0

50

100

Total claims Treaty year of ratification

ＴＰＰとＴＴＩＰによるＩＳＤＳの拡大 １
ISDSがカヴァーする米国の対内直接投資

80%

100%

他の外資系資産

TTIPによる追加的な範囲

現時点での

0%

20%

40%

60%

Existing ISDS agreements TPP expansion TTIP expansion Other

TPPによる追加t的な範囲

ISDSを含む貿易・投資協定による現
時点での範囲

現時点での
私たちの位

置
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ＴＰＰとＴＴＩＰによるＩＳＤＳの拡大 ２

ISDSがカヴァーする米国の対外直接投資

80%

100%

ヴ す 米国 対 直接投資

他の外資系資産

TTIPによる追加的な範囲

TPPによる追加t的な範囲

0%

20%

40%

60%

Existing ISDS agreements TPP expansion TTIP expansion Other

TPPによる追加t的な範囲

現時点

ＩＳＤＳのスコープ
• 投資家は何を対象に訴訟するか？

• 企業利益に反する実質的にすべてのルールの変化

諸規制が合理的であるか否か、公的・国家的利益であろうが無かろうが、

すべて対象（タバコだけは「カーブ・アウト」（例外）とされた）

• 健康・安全・環境さらには経済に関する諸規制が訴訟の対象

訴訟のスコープも拡大

政府管理の自然資源の資源探査・抽出 精製 輸送 流通さらに販売まで対象政府管理の自然資源の資源探査・抽出、精製、輸送、流通さらに販売まで対象

政府にとって、前政権の悪い政策・決定を正すことができなくなる。

• 結果： 外国の投資家が国内投資家より広範な権利を持つ

我々を害しないように金を支払わなければならない
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正当な訴訟？正当な損害賠償？
•訴訟範囲の拡大
• 低賃金規則 調整• 低賃金規則、調整

• 積極的差別排除規則（アファーマティブ・アクション）

• 環境影響評価

• 公的債務係争

•損害賠償•損害賠償
• 単なる投資回収だけでなく

• “逸失利益”損失補償：当然それらは主観的・投機的

• 高額補償、訴訟へのインセンティブ

係争調停

• 公的裁判所でなく私的な仲裁法廷（陪審）

政府の基本機能の民営化政府の基本機能の民営化

• 仲裁システムに係る時間と費用の巨大化

少数の弁護士に巨額の報酬

• 仲裁者相互の利益相反

• ３人の仲裁陪審員のうち１人は提訴企業の指名、もう１人にも同意前提

• 逆インセンティブ：ある事例での原告が別の事例では判事

• 効果：たった２人の個人が議会や内閣の決定（たとえ費用・便益あるいは
公益・私益のバランスのとれたものでも）を覆す

• 控訴、先例法理が存在しない
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規制に対する萎縮効果
•国家（特に途上国）に巨額の経費

→政府諸規制 公益政策に外国企業からの訴訟に対する→政府諸規制、公益政策に外国企業からの訴訟に対する

恐怖心．．．という‘萎縮効果’

•たとえ勝訴しても、その仲裁費用は巨額

• “規制を忌避”するようになる脅威

•ある国が公定歩合を上げたり 高金利や収奪的貸付の規•ある国が公定歩合を上げたり、高金利や収奪的貸付の規

制、過度の高額クレジットカード費用の規制、そして強制的な

積極的差別排除政策などを実施した場合、訴えられる可能

性

仲裁の恣意性→より大きな不確定性にさらされる

ＩＳＤＳの影響例
•WHOで発がん性を宣言された除草剤の禁止に踏み切
れなくなるれなくなる

•政府は除草剤被害者に治療代を支払うと同時に除草
剤製造メーカーには逸失利益の損失を補償しなけれ
ばならなくなるばならなくなる

•補償支払いや調停の潜在的な費用は、経済便益をは
るかに上回る
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過去に米国が敗訴した事例はない
•仲裁法廷が実際は真に公正であるとは言えない証拠？

これが仲裁関係者のインセンティブこれが仲裁関係者のインセンティブ

• ‘ISDS仲裁コミュニティ’なるものはISDS推進企業に恩をあだで返しそ
うにない

•米国政府の弁護士も自分達の‘成功’に驚いている

• 訴訟事例は増加傾向

既存の貿易協定では対米投資は１０％だけ既存の貿易協定では対米投資は１０％だけ

TPP,TTIPが発効すると、それは７０％まで上昇

OECD国の弁護士はこのシステムを自分たちの有利に活用する術

を知っている

ＩＳＤＳに対する代替策
•国家は国民と環境を保護するために規制する主権を持つ

外国投資家は国内投資家以上の権利を持 てはならない•外国投資家は国内投資家以上の権利を持ってはならない

• ‘投資家保護’のためには、すでに民間保険がある

•それゆえに、ISDSは不必要である

•投資回収のための補償は保証されている

•通常の基準によるWTO式の仲裁法廷が判断を下している（原•通常の基準によるWTO式の仲裁法廷が判断を下している（原
告、控訴、明確な証拠規則）

•仲裁事例は、国内的な救済を尽くした後でのみ採用される
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政治的配慮
• 米国政府の意図は中国の力をそぐこと

• オバマ大統領“この地域のルールをつくるのは中国ではない。我々だ”オ 大統領 の地域のル ルを くるのは中国ではな 。我 だ

• TPP参加に国民が賛成なのはベトナムだけ

• それは中国との特殊な対立関係

• シンガポール、メキシコ、チリなどはすでに米国と協定を結んでおり、
TPPから得られるものは少ない

• マレーシアは一方的な貿易自由化→ 恵国待遇が欲しい• マレーシアは一方的な貿易自由化→ 恵国待遇が欲しい

• 他の米国同盟国のアセアン諸国タイやフィリピンはより緊密な貿易関係
や二国間関係をもっており、ＴＰＰは不参加

• ともあれ、米国とは礼儀正しい関係が重要

なぜＴＰＰを拒否すべきか
•皮肉: 途上国においても投資の増加という大きな利益を得る
証拠はほとんど何もなかった証拠はほとんど何もなかった

•海外に資金が流れ、低賃金と低成長を生む。投資協定はもっと
悪い

• TPPは決して貿易協定が約束する“黄金則”ではない

•不透明さの拡大→係争になる範囲の拡大不透明さの拡大→係争になる範囲の拡大

•この協定に関して明確なのは、これが不明確だということ

不確定要素が多く、訴訟の続発

単に一般市民や納税者の費用で弁護士を肥えさせるだけ
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ＴＰＰは再交渉が必要

•交渉は秘密

ブ•テーブルについているのは企業利益、他は排除

• TPPは根本的に規則を書き換え、外国企業による規制介入を許し、
国民の健康、安全、環境と経済を保護する重要な規制を阻害する

•良い貿易協定ならば、すべての国の消費者が低関税により利益を
受ける

• 悪の貿易協定では、すべての国民が敗者となり、大企業だけが
勝者となる

• ‘汚染者負担’原則（PPP)から、今度は、汚染者に汚染させないため
に‘汚染者に補償する’という原則に変わる

ＴＰＰへの注意点
•より慎重で、現実的なアプローチをとるべき

•長期的な国家発展目標をしっかり頭にいれておく

•‘ 初に行動した方が有利’など意味がない

•‘21世紀のメガ貿易協定’はWTOのドーハラウンド,
ASEAN(AFTA,AEC)そしてRCEPを崩壊させる( , )そして を崩壊させる

•批准までにより慎重に考慮する時間が十分にある

•これまでより、よりバランスのとれた、オープンな議論
が必要


