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自由貿易は、常に強国にのみ有利に働き、残りの国は利益も雇用も奪われるだけなのに、
「TPP は経済を救う」と信じて日本は交渉参加に乗り出した。今や貿易交渉は現代の「侵
略戦争」であり、超大国が主導する自由貿易協定は世界を縛る「究極の法」となっている。
「TPP 亡国論」の著者が、今回はさらに話を進めて、諸外国の事例、歴史的事実、最近
の論文などを改めて検証し、米国が扇動する自由化・グローバル化の妄想をあぶりだす、
TPP 論の最終報告書である。
目次を見てみよう。
序章 これが「自由貿易協定」の正体だ－オーストラリアの悲劇
第１章 「自由貿易は好ましい」は本当か－主流派経済学の狂信
第２章 「自由貿易帝国主義」が世界を分断した－近代経済史の虚実
第３章 「通貨とルール」の支配が最大の武器－戦後貿易交渉の暴走
第４章 全てアメリカのシナリオ通り－日本の構造改革と米韓 FTA
第５章 「日本的なもの」はなぜ壊されるのか－その精神性と個体観念
第６章 貿易協定に国家は屈服する－「レジーム」という新たな秩序
第７章 グローバル化からインターナショナル化へ－世界経済の展望
という構成である。
本書では、経済学者が決して教えてくれない「自由貿易」の正体を、様々な角度から明
らかにしてくれる。各章の概略は以下の通りである。
まず序論では、これが「自由貿易協定」の正体だとして、米豪 FTA におけるアメリカの
ように、強い力を持つ国がほぼ一方的に有利な方向で変更を行う例を挙げ、自由貿易協定
は、消費者金融などと同じで、契約内容をよく確認してからサインしないと、ひどく後悔
することになりかねないと注意を促す。
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第１章では、これまで経済学者が信じてきた自由貿易の理論が、いかに非現実的な前提
に立った空論であるかを解説。そして、2000 年代半ば以降、アメリカを含めた主流の経済
学者たちの間でも、自由貿易やグローバル化が正しいという信念が大きく揺らいでいると
いう現実を紹介する。
第２章では、19 世紀から第 2 次世界大戦前までの貿易の歴史をたどり、
「自由貿易によっ
て経済が発展した」という通説とは異なる、世界経済が自由貿易でなく保護貿易によって
発展したことを明らかにする。
第３章は、著者が最も力を入れている章で、頁数にして全文の 35％を使って著者の持論
（議論）を展開している。
第 2 次世界大戦後の貿易体制の変遷をたどる。戦後の世界経済も自由貿易によって発展
したと言われているが、それは、単純な貿易自由化の推進によるものではないと述べる。
さらに、戦後の国際経済体制は 1990 年代を境に大きく変わり、その結果として 2008 年の
リーマン・ショックが起きたことを論じている。
第４章では、アメリカの推し進めるグローバル化がどのような結果をもたらすかについ
て、2000 年代の日本の構造改革や米韓 FTA を例にとりながら明らかにしていく。
ここでは、
「プラザ合意」で、政治力でドル安・円高を誘導し、さらに「日米構造協議」
の開催を迫り、日本市場の構造や慣例、制度や法律まで政治力によって変更しようとした。
つまり、アメリカが企業を強化する戦略から、市場ルールを改変する戦略へと移行した理
由は、従来の戦略では日本には勝てないことが判明したからだ。つまり、市場の外にある
ルールの改変であれば、「企業の競争力」ではなく、「国家の政治力」がモノをいう勝負だ
からという理由でアメリカはこの戦略を選んだ。
第５章では、アメリカが要求する構造改革やグローバル化を、進んで受け入れる日本の
政治的メンタリティーの深層に迫る。
民主党政権時代に、TPP に関し「国内調整に手を焼いた日本から、アメリカに外圧をか
けるようお願いに行った」という話が出てくる。このような政府関係者が国内の政治的な
調整を怠って、外圧をお願いに行くなどというのは、国民に対する裏切り行為である。
第６章では、日本は、これまでアメリカのシナリオ通りに交渉・改革を進め、もはや国
益を守ることすらやめ、押し付けられた価値観を「グローバル・スタンダード」だと勘違
いする有様だった。ここでは、再び世界に目を転じ、グローバル化の問題点について、法
律的な観点に着目して議論を進めている。
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第７章では、MAI の挫折後も、アメリカは自国に有利なレジームを構築することで、執拗
にグローバル化を進めようとしている。ここでは、自由貿易やグローバル化によって民主
主義国家が崩れゆく過程を示しながら、これからの世界経済の体制がどのような形をとる
べきかを提案している。
一般的にいえば、
「自由貿易は各国の関税の引き下げ、国家間の取引を活発にし、各国が
お互いにメリットを得る WIN-WIN の世界」だと考えられていた。
さて、韓国企業が 2010 年の段階で躍進し、
「日本企業が差を付けられたのは米韓 FTA の
所為だ」と日本を慌てさせた件について、その後を追ってみよう。
実は、韓国企業が躍進した本当の理由は、リーマン・ショック以降の 4 年間で、ウォン
の価値が円の半分程度にまで下落したことにあった。すなわち、韓国製品が日本製品の半
額になったわけだから、これでは国際競争力が強くなるのも当然で、韓国企業の競争力が
強くなったのは、
「関税の撤廃」ではなく、
「通貨の暴落」だったというわけである。
それにも関らず、日本政府は、米韓 FTA による関税の撤廃と韓国企業の競争力の強化と
を結びつけて考え、それが TPP 推進論を後押ししたと言われている。しかも、米韓 FTA が
まだ効力を発揮していないという事実すら誤解して、政府を TPP 交渉参加の表明へと駆り
立てていくという結果になってしまった。
それにしても、その後の韓国経済はどうなったのだろうか。序章ではオーストラリアの
悲劇、第４章ではアメリカの要求をほとんど呑んだ韓国について述べられているが、韓国
についてもう少し深入りしてみよう（下記の文献参照）
。
韓国は、2008 年のリーマン・ショック後は日本の円高に支えられ、とりわけ「民主党政
権と世界孤高の日銀流理論を振りかざした白川元日銀プロパー総裁のなすすべを知らない
超円高放置策」で潤い続けた。
韓国では少数の独占的大企業が世界的な輸出企業に育っている。韓国の三大輸出企業と
言えば、現代（自動車）、サムソン（電子）、ポスコ（製鉄）で、この三社の売上合計は、
韓国の GDP の売り上げの 30％にあたると言われている。では、日本はどうかというと、ト
ヨタ、パナソニック、新日鉄の売り上げを合計すると、31.7 兆円（2010 年）で、GDP の売
り上げ 512 兆円（2010 年）の 6.1％に過ぎない。それぞれの分野で、強大なライバルが犇（ひ
し）めいているからである。
さらに、韓国経済は GDP の 44.9％も輸出に頼っている。日本は 10.7％に過ぎない。これ
では、アメリカ、欧州、中国が「くしゃみ」をすれば、韓国は「風邪」を引くことになる。
さらに、韓国の輸出企業は、日本企業と競合する分野が多いので、最近の円安・ウォン高
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で大騒ぎしているのもうなずける。
輸出企業の儲け方にも問題がありそうだ。たとえば、サムソンの利益は、海外市場で売
り上げ 63.7 兆円、営業利益は 1.5 兆円、利益率 2.4％である。一方、国内市場の売り上げ
18.3 兆円、営業利益は 10.3 兆円、利益率は 56.1％。
利益率から見れば、1 万円の品物は、海外では 1.024 万円で売っているが、国内では 2.3
万円と 2 倍以上の値段で売っているということになる。
これは、韓国では一部の大企業が、国民を安い賃金で雇い、高い商品を売りつけて、そ
の国内利益を元手に輸出で外貨を稼いでいることを意味する。
問題なのは、韓国経済を支える輸出企業は外国人株主が半数を占めている現実である。
サムソンの外国人株主比率は 49％、現代、ポスコなども 50％近くを占めている。というこ
とは、
「巨大輸出企業があげた利益の半分近くは外国人株主に持って行かれる」ということ
を意味する。
また、税金もある時期にサムスンが国に支払った法人税率は平均で 15.7％に過ぎない。
同時期にシャープが日本政府に支払った法人税率は平均 35.8％だった。このことは、
「シャ
ープが利益を上げれば、日本は豊かになる」が、
「サムスンが儲けても韓国にはそれほど還
元されない」というわけである。
ウォンと株価が暴落し、バーゲンセール状態になったところで、外国人株主がサムソン
などの株をハゲタカのように買い漁ったため、外国人の資本的支配をうけることになった
が、韓国人の利益に何の関心も持たない外国人が株主として君臨し、配当金の最大化を目
指す「株主資本主義」のための経済モデルを韓国に作り上げてしまった訳である。これは、
「韓国が経済成長しても国民は豊かになれない」という歪んだ経済モデルなのである。
韓国経済の更なる「弱み」は、日本の「高度設備」や「先端部材」に全面的に依存して
いることである。たとえば、半導体製造に必要な「工作機械」
、
「計測機器」
、半導体の原材
料となる「シリコンウエハー」などである。さらに、半導体製造に絶対必要な「レアガス」
は 100％日本依存だという。つまり、韓国が稼いだ輸出代金の 4 割は、日本などから導入さ
れた設備・部材の支払いに充てられる。したがって、
「韓国の輸出が増えれば増える程、日
本からの輸入が増える」というわけである。1965 年の日韓国交正常化以来、韓国は一度も
対日貿易で黒字になったことはない。
技術面でも、日本やアメリカの特許を無断で使っているものが多く、パナソニックやシ
ャープなどの家電メーカが次々に「特許侵害訴訟」を起こしている。サムソンは 3800 件も
の訴訟案件を抱えている。また、新日鉄住金もポスコに対し、約 1 千億円の損害賠償と鋼
板の製造・販売の差し止めを求める訴訟に踏み切ったという。
韓国は中国と全く同じで、腰を据えて自前の技術を開発することなく、手っ取り早く他
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国の技術をコピーしたり、設備・部材を買ってきて済ませるというスタイルである。
米韓 FTA に構造改革を強要され、外国資本の餌食になった韓国経済ですが、若者たちの
就職状況はどうでしょうか。韓国では「大学新卒者が 5 人集まれば、正規雇用は１人だけ、
３人は非正規、１人は無職」と言われている。
サムソンの新入社員の年俸は約 345 万円（含ボーナス 月給換算で 20 万円程）と言われ
ている。一方、全企業の新入社員の６割は、年俸約 115～190 万円で、正規雇用と言っても、
1 年後に契約が更新されなかったらクビだという。非正規雇用となれば、年俸は中小企業の
正規社員の 80％程度という。
オバマ大統領は 2011 年の一般教書演説で「米韓 FTA でアメリカの雇用は 7 万人増える」
と誇らしげに語ったというが、それはとりもなおさず、
「韓国の雇用を 7 万人奪った」とい
うことである。
韓国の名門女子大で「生まれる前に自分の意志で祖国を選択できるなら、韓国を選択す
るか」というアンケートに、62％が「NO」と答えたという。会社員に対して「移民が可能
であれば、韓国を離れたいか」という問いに対しては、76.1％が「YES」と回答している。
その理由は、不十分な福祉政策（62.5％）
、貧富の差（49.5％）、深刻な失業（47.8％）な
ど経済的な問題が主要因になっている。
韓国では、円安・ウォン高で輸出は委縮し、消費と投資は停滞と退歩を繰り返している。
このように輸出と内需が一度に不振となれば成長は止まり、働き口が不足するのは当然で
ある。
韓国では、
「円安は北朝鮮の威嚇より大きな韓国経済の障害物」、さらに、韓国メディア
は「無制限の円安空襲」
、
「円安は沈黙の殺人者」と日本に大反発している。
しかし、安倍首相は何も韓国狙い撃ちでアベノミクスを展開しているわけではない。
「自
国のデフレ対策」をしているだけなのである。国際社会も、日本の量的緩和政策を「デフ
レを脱却し、内需を支持するためのもの」と評価している。
このように、韓国経済の悲惨な現状は、グローバル化の時代の反面教師である。日本は、
手間暇かけて自前の技術を育成し、国民を雇用し、国民に優れた商品を提供し、収益を国
内株主に支払い、税金を日本政府に納める企業こそ大切にしなければならない。
グローバル化というプロジェクトが失敗に終わり、時代が脱グローバル化へと大きく変
わらざるを得なくなっているという、まさにその時に、TPP 推進論者は典型的な失敗事例
である米韓 FTA を羨ましがり、TPP という新立憲主義に従属し、我が国の民主主義を売り
飛ばそうとしている。時代遅れもいいところだ。アメリカ主導のレジームは断固として拒
否すべきだと著者は主張する。
TPP とは、今の日本にとっては正しくないデフレ政策であり、アメリカがイニシャティ
ブを取っているアメリカの成長戦略なのである。そしてうまくいかなくなるとアメリカは
すぐに制裁・報復を口にする。それは、まさに旧約聖書の世界である。自分が正義だと思
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っている人間ほど手に負えないものはないからである。
このような周辺環境では、自国を守る能力と気概のない国はたちまち滅ぼされる。日本
を「第 2 の韓国」にしないためには、国民一人一人が情報リテラシーを高め、データや事
実に基づいて、正確な判断が出来るようになることである。
日本は、アメリカ一辺倒から卒業し、真に自立した国へと脱皮を図るべきである。アメ
リカの制度のよいところは利用しつつ、日本の歴史や文化、社会になじむ、当たり前で独
自の制度を生み出す発想の柔軟性、創造力を取り戻すべきである。
全章を通して、著者の持論が論理的に展開されており、判り易く、お薦めの一冊です。
なお、韓国経済については下記の三橋貴明氏の書を参考にした。この書もお薦めです。
参考文献：三橋貴明（2013） 「いよいよ、韓国経済が崩壊するこれだけの理由」
．WAC BOOK
2013．8．29
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