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ＴＰＰ【01_定義・訴訟】 

【前段】 

ご通行中の皆様（☆）私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡ

Ｐ（エフタープ）に反対する有志の団体です！  

どこの団体にも組織にも属しません。 

皆さん（☆）貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？ 

自由という聞こえの良い言葉で包んだ（☆）大変恐ろしい協定が結

ばれようとしています。 

日本は鎖国している（☆）日本は輸出国家であるなど（☆）実際と

は全く逆のことが叫ばれ認識されています。 

御用評論家や御用インテリによれば（☆）「海外に打って出ろ（☆）

少子高齢化で市場は縮小する（☆）グローバル化で人とモノの交流

を活発化させる必要がある。」（☆）などと、もっともらしく報道さ

れていますが（☆）本当にそうなのでしょうか？ 

しかし現実では日本ほど国を開き（☆）日本ほど内需で成り立って

いる国はありません。 

事実上アメリカである世界銀行によって裁判されるＩＳＤ条項。 

例えばＩＳＤ条項によりアルゼンチン政府は（☆）アメリカ水道企

業が欠陥工事を行ったにも関わらず逆に訴えられ（☆）約１３２億

円を支払うハメになりました。 

不利な協定も改正できないラチェット規定。 

この二つだけでも日本は衰退の道を進んでいきます。 

大切なことは報道されず（☆）消費税増税やスキャンダルでメディ

アジャックし（☆）裏では日本を売り渡すことが進められています。 

絶対に日中韓ＦＴＡ（☆）ＴＰＰ（☆）ＦＴＡＡＰ（エフタープ）

を許してはいけません。 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

【コール】 

 訴訟社会に （☆） なりたくありませーん！  

 ＩＳ/8858Ｄ条項は日本人が訴えられることと （☆） 同

じです！  

 ＩＳＤ条項とラチェット規定、この二つだけでも （☆） 日

本崩壊でーす！ 

 ＩＳＤ訴訟は世界銀行傘下の非公開裁判で必ず日本が 

（☆） 負けまーす！  

 ＴＰＰを農業問題だけに矮小化 （☆） しないでくださー

い！ 

 開国という言葉でＴＰＰを （☆） 美化しないで下さーい！  

 日本は実は輸出立国で （☆） ありませーん！  

 日本は日本の内需で十分に （☆） やっていけまーす！ 

 一度決めた不利な協定はラチェット規定で （☆） 戻りま

せーん！ 

 米国がＴＰＰを求めるのは、日本の市場を （☆） 奪いた

いからでーす！ 

 日本が不当に訴えられるＩＳＤ条項を含むＴＰＰには 

（☆） 入らないでくださーい！ 

 これ以上の開国は日本の姿が （☆） なくなりまーす！  

 ぜひネットで TPP を （☆） 調べてくださーい！  

 ＴＰＰはんたーい！  

 ＴＰＰ参加よりも東北震災復興事業を行いましょう！  

 ＴＰＰ参加で過度な国際化が行われ、日本の素晴らしい文

化が（☆）崩壊しまーす！ 

 ＴＰＰで商業優先化により歴史と伝統が（☆）崩壊しまー

す！ 

 ＴＰＰの ISD 条項で日本に正当性があっても外国企業や投

資家から不当に（☆）訴えられまーす！ 

【締め】 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

 

ＴＰＰ【02_デフレ・雇用】 

【前段】 

ご通行中の皆様（☆）私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡ

Ｐ（エフタープ）に反対する有志の団体です！  

どこの団体にも組織にも属しません。 

皆さん（☆）貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？ 

自由という聞こえの良い言葉で包んだ（☆）大変恐ろしい協定が結

ばれようとしています。 

日中韓ＦＴＡ（☆）ＴＰＰにより外国人労働者の自由な往来が行わ

れ（☆）外国人労働者が日本人と同じ条件で働けるため日本人の雇

用悪化が確実に発生します。 

また（☆）安い物資の流入による物価下落をまねき（☆）デフレが

悪化します。 

そして公共事業に海外企業が流入し（☆）税金は他国へ吸い上げら

れ（☆）日本の多くの工場が海外へ移転するなど（☆）ますます日

本経済は疲弊して行きます。 

安ければいいじゃん！（☆）というあなたの会社の商品も過度な価

格競争にさらされるでしょう。 

ご通行中のみなさん（☆）あなたの給料が減ります。 

あなたの仕事がなくなります 

それが貿易自由化なのです。 

大切なことは報道されず（☆）消費税増税やスキャンダルでメディ

アジャックし（☆）裏では日本を売り渡すことが進められています。 

絶対に日中韓ＦＴＡ（☆）ＴＰＰ（☆）ＦＴＡＡＰ（エフタープ）

を許してはいけません。 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

【コール】 

 輸入品が下がっても、それ以上に所得が （☆） 下がりま

ーす！ 

 ＴＰＰで日本人の雇用を削るも日本人の雇用の政策を 

（☆） とってくださーい！ 

 公共事業に外国が入ると、日本の税金は外国に （☆） 流

れてしまいまーす！ 

 ＴＰＰであなたの仕事が （☆） 奪われまーす！ 

 ＴＰＰよりも国内需要喚起の政策を （☆） とってくださ

ーい！ 

 １０年以内の完全自由貿易化を目標とする TPP 参加を 

（☆） やめてくださーい！  

 ＴＰＰによる安い物資の流入による物価下落を食い止めま

しょー！  

 ＴＰＰによりデフレが悪化し給料が減りまーす！ 

 ＴＰＰによりデフレが悪化し失業率も悪化しまーす！ 

 ＴＰＰ参加はほんの一部の人の利益しか （☆） ありませ

ーん！ 

 ＴＰＰによる税収減を理由とした 増税を （☆）やめてく

ださーい！  

 ＴＰＰによって物流事業が （☆）奪われまーす！ 

 ＴＰＰによって多国籍企業の経済植民地となることを 

（☆）阻止しましょー！ 

 ＴＰＰで震災復興事業が海外に（☆）奪われてしまいまー

す！ 

 ＴＰＰにより IT ソフトウェア業が（☆）衰退しまーす！ 

 ＴＰＰで公共事業に海外企業が流入し、日本企業が多く

（☆）廃業しまーす！ 

 ＴＰＰ参加で日本の土木事業弱体化および解体を（☆）さ

せないでくださーい！ 

 ＴＰＰ参加によって日本の少子化が（☆）加速しまーす！ 

 ＴＰＰによる日本の技術や知的財産の流出促進を（☆）や

めてくださーい！  

 ＴＰＰによりネットショップを含めた電子商取引すべてに

外国語を（☆）強要されまーす！ 

【締め】 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

 

ＴＰＰ【03_農業・安全・医療】 

【前段】 

ご通行中の皆様（☆）私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡ

Ｐ（エフタープ）に反対する有志の団体です！  

どこの団体にも組織にも属しません。 

皆さん（☆）貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？ 

自由という聞こえの良い言葉で包んだ（☆）大変恐ろしい協定が結

ばれようとしています。 

自由貿易では農業問題が特に大きく取り上げられています。 

例えばですが関税撤廃により（☆）農業、畜産業分野が競争にさら

され衰退します。 

その影響で農家や牧場の廃業をまねき（☆）日本の食糧自給がさら

に低下します。 

結果的に食糧を外国に握られたその先（☆）日本にはいったい何が

待っているのでしょか。 

また（☆）歯の治療に１００万円もかかるような医療制度も（☆）

ＴＰＰ締結後は当たり前となるかもしれません。 

自由貿易化により自国産業の空洞化は勿論（☆）国防・食料自給率・

技術漏洩・資源流出・教育や思想の侵食（☆）そして極度の治安悪

化を招く事は歴史から見ても明らかです。  

大切なことは報道されず（☆）消費税増税やスキャンダルでメディ

アジャックし（☆）裏では日本を売り渡すことが進められています。 

絶対に日中韓ＦＴＡ（☆）ＴＰＰ（☆）ＦＴＡＡＰ（エフタープ）

を許してはいけません。 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

【コール】 

 歯の治療に１０万円、それがＴＰＰの （☆） 正体でーす！  

 盲腸の手術に２５０万円、それがＴＰＰの （☆） 正体で

ーす！  

 日本の美味しく安心なお米が （☆） なくなりまーす！  

 大量の移民で治安が （☆） 悪化しまーす！  

 大切な家族やのちの世代ためＴＰＰは （☆） 許しませー

ん！  

 ＴＰＰで日本の食糧自給は （☆） 壊滅しまーす！  

 ＴＰＰで日本の水源が （☆） 乗っ取られまーす！  

 農家への交付金増額をエサにするのは （☆） やめてくだ

さーい！ 

 ＴＰＰによって農業や医療を壊滅をさせないでくださー

い！ 

 ＴＰＰによる自由貿易で環境汚染が発生するため （☆）や

めてくださーい！  

 ＴＰＰによる漁業権開放で環境汚染が発生するため （☆）

やめてくださーい！  

 ＴＰＰにより狂牛病の危険部位が（☆）輸入されてしまい

まーす！ 

 ＴＰＰによる原産地規則の検疫免除が行われてしまいます。

私たちの食の安全を（☆）守ってくださーい！  

 ＴＰＰによって遺伝子組み換え作物の自由化が行われます。

私たちの食の安全を（☆）守ってくださーい！  

 ＴＰＰによるポストハーベストの促進を（☆）やめてくだ

さーい！  

 ＴＰＰ参加による給食の安全を（☆）おびやかさないでく

ださーい！  

 ＴＰＰによって安全な日本の工場基準を他国の低い安全性

に（☆）しないでくださーい！ 

 ＴＰＰで商業優先による安全基準の低下を（☆）させない

でくださーい！ 

 ＴＰＰよる日本の国民皆保険制度を（☆）なくさないでく

ださーい！ 

 ＴＰＰによるアメリカの術式特許導入で診療価格が（☆）

はねあがりまーす！ 

 ＴＰＰによる薬価上限撤廃の影響で薬の価格が（☆）はね

あがりまーす！ 

 ＴＰＰ参加により現在も深刻な地方医院崩壊を招く自由化

を（☆）やめてくださーい！ 

 ＴＰＰによる医療商業化が招く、医療費増大を（☆）やめ

てくださーい！  

 ＴＰＰで外国が日本の水源や農地を（☆）支配するおそれ

がありまーす！ 

 ＴＰＰ参加で外国による乱開発を（☆）とめられませーん！ 

【締め】 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

 

ＴＰＰ【04_企業・労働】 

【前段】 

ご通行中の皆様（☆）私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡ

Ｐ（エフタープ）に反対する有志の団体です！  

どこの団体にも組織にも属しません。 

皆さん（☆）貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？ 

自由という聞こえの良い言葉で包んだ（☆）大変恐ろしい協定が結

ばれようとしています。 

農業問題として捉えられがちな貿易自由化ですが（☆）行政や金融

にも問題は山積みです。 

貿易自由化により（☆）外国の制度や労働者の制約がなくなります。 

その結果（☆）公共事業に外国企業の流入（☆）日本近海で見つか

り始めた石油や天然ガス（☆）レアメタルなどの資源発掘権の略奪

（☆）金融資産の流出などが発生してしまいます。 

また（☆）多国籍企業が大半を占める経団連が貿易自由化を進める

のは（☆）関税撤廃、人件費削減、原料費削減の恩恵により一時的

に潤うからです。 

それ以外の日本国内企業は（☆）不利益しかありません！ 

大切なことは報道されず（☆）消費税増税やスキャンダルでメディ

アジャックし（☆）裏では日本を売り渡すことが進められています。 

絶対に日中韓ＦＴＡ（☆）ＴＰＰ（☆）ＦＴＡＡＰ（エフタープ）

を許してはいけません。 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

【コール】 

 ベトナム戦争枯葉剤で悪名高きモンサント社と組む住友化

学・経団連会長・米倉弘昌(よねくら ひろまさ)は経団連

会長を （☆） 辞任してくださーい！  

 経団連は自社の利益のみでＴＰＰ （☆） 賛成しないでく

ださーい！ 

 ＴＰＰで独立行政法人を増加させ天下りも増やすことを 

（☆）やめてくださーい！ 

 ＴＰＰによる非関税障壁の撤廃誘導を （☆）やめてくださ

ーい！ 

 ＴＰＰで海外への工場移転を（☆）助長しないでくださー

い！ 

 ＴＰＰで多くの工場が海外へ（☆）移転しまーす！ 

 ＴＰＰで日本近郊の石油、ガス、海底鉱物資源の資源採掘

権が（☆）奪われまーす！ 

 ＴＰＰで私たちの郵貯・簡保・共済などの金融が（☆）奪

われまーす！ 

 ＴＰＰに参加すると過去のアジア通貨危機や山一證券破産

を招いたハゲタカファンドの（☆）投機略奪が発生しまー

す！ 

 ＴＰＰによりインフラ系株式及び放送関連の外資規制撤廃

を（☆）やめてくださーい！ 

 ＴＰＰで株主配当の海外流出を（☆）行わないでくださー

い！ 

 ＴＰＰによる保険開放で日本の保険会社を（☆）潰さない

でくださーい！  

 ＴＰＰ参加をすると入札は全て外国語を（☆）強要されま

ーす！ 

 ＴＰＰに参加すると外国人労働者が増えて日本人の雇用が

（☆）なくなりまーす！ 

 ＴＰＰ参加による教員免許の国際化を（☆）やめてくださ

ーい！ 

 ＴＰＰによる国家資格の国際化で、日本の資格制度が（☆）

否定されまーす！ 

 ＴＰＰに参加すると資格制度の崩壊で専門職の（☆）安全

担保が失われまーす！ 

 ＴＰＰで教育制度や教育内容に（☆）内政干渉されまーす！ 

 ＴＰＰの訴訟自由化により日本の司法制度は司法主権が

（☆）奪われまーす！ 

 ＴＰＰによる内政干渉により日本の立法主権が（☆）あや

つられまーす！ 

 ＴＰＰ参加にる自由化項目で陪審員制度の導入を（☆）や

めてくださーい！ 

 ＴＰＰによって国家技術開発における他国共同開発を（☆）

迫られまーす！ 

【締め】 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

 

ＴＰＰ【05_交渉参加】 

【前段】 

ご通行中の皆様（☆）私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡ

Ｐ（エフタープ）に反対する有志の団体です！  

どこの団体にも組織にも属しません。 

皆さん（☆）貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？ 

自由という聞こえの良い言葉で包んだ（☆）大変恐ろしい協定が結

ばれようとしています。 

「交渉だけでも参加が必要」とメディアに良く出る橋下大阪市長は

じめ評論家は言いますが（☆）交渉に参加した時点で抜けることは

（☆）非常に困難です！ 

交渉参加は（☆）国会決議を通さずとも事実上の参加決定を意味し

てしまいます。 

しかし（☆）最終的にＴＰＰ参加決定は（☆）今後の衆参両議院の

可決結果にゆだねられています。 

ＴＰＰの正体を国民に周知の上（☆）国会議員に反対してもらうし

かありません。 

大切なことは報道されず（☆）消費税増税やスキャンダルでメディ

アジャックし（☆）裏では日本を売り渡すことが進められています。 

絶対に日中韓ＦＴＡ（☆）ＴＰＰ（☆）ＦＴＡＡＰ（エフタープ）

を許してはいけません。 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

【コール】 

 ＩＳＤ条項を知らない野田総理にＴＰＰの交渉は （☆） で

きませーん！  

 政治家は各国ＦＴＡの不平等状況から TPP の危険性を 

（☆） 認識してくださーい！  

 ＴＰＰは平成の不平等条約なので （☆） やめてくださー

い！  

 ＴＰＰ交渉参加後は絶対に （☆） 脱退できませーん！  

 ＴＰＰはオバマ大統領の選挙政策に （☆） すぎませーん！  

 ＴＰＰと日米同盟は関係 （☆） ありませーん！ 

 ＴＰＰは２４分野もあります。農業問題だけで （☆） あ

りませーん！ 

 ＴＰＰにより内政干渉が可能となるため、参加は （☆） や

めてくださーい！ 

 アメリカ主導の恐れが非常に強いＴＰＰには（☆）参加し

ないでくださーい！ 

 ＴＰＰでメディアにさらなる外資が入ります。これ以上の

メディア乗っ取りは（☆）許しませーん！ 

 ＴＰＰ参加による事実上の移民増加政策を（☆）やめてく

ださーい！ 

【締め】 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ  反対しまーす！！ 

 

皆！  

保護貿易という言葉の重要性を思い出そう！  

（自由貿易の対比言葉） 


