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Abstract
 

The agricultural sector can be protected either by tariffs or subsidies. Most developed
 

countries have moved away from tariffs to subsidies,but Japan remains extensively reliant on
 

tariffs for agricultural protection. This article explores the determinants of tariff dependence
 

in agricultural protection through a regression analysis using panel data for 10 OECD countries.

The hypotheses explaining the preference for tariffs over subsidies to be verified are threefold:
(i)‘revenue motive hypothesis’emphasising the budgetary constraints by governments or lower

 
collection costs of tariffs, (ii)‘incomplete information hypothesis’arguing that taxpayers

 
understate social costs of tariffs and overstate those of subsidies, (iii)‘collective action hypoth-

esis’focusing on the collective good nature of tariffs that lead to free-riding among interests
 

groups,lower lobby competition and smaller welfare losses. The regression analysis reveals
 

that the revenue motive and incomplete information hypotheses are validated given that the
 

coefficients of government debt ratio and tertiary attainment ratio are statistically significant
 

with the expected signs. However,the collective action hypothesis is not supported. Japan’s
 

high tariff dependence is largely explained by increased government debt so securing stable
 

revenue sources is indispensable if Japan is to move away from tariff to subsidy protection.
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1. 課 題 の 設 定

伝統的な貿易理論では，一国全体の経済厚生を最大化する上で自由貿易が最善とされている。他

方で，ヘクシャー＝オリーン・モデルに代表される生産要素が複数のケースでは，貿易による比

較優位財への生産特化がなされず，一国内で利益を得る者と損失を被る者が生まれるため，自由

貿易がパレート基準を満たすためには，前者から後者に対する所得再配分が前提となる（奥野・

679

地域学研究（Studies in Regional Science),Vol.40,No.3,2010,679-694.

農林水産省国際部

2010年 2月 16日受付 2010年 7月 4日受理
Ⓒ日本地域学会（JSRSAI）2010



上田［14］）。その手段として最も効率的なのは，生産量や価格に関連せず，損失を過不足なく補

填する一括補助金とされる（村上［10］p.109）。つまり，経済学的には，関税等の貿易措置の撤

廃による自由化と一括補助金による所得再配分が最善のポリシー・ミックスである。しかし実際

には，完全な自由貿易は実現しておらず，各国は自国産業の保護手段として関税等の貿易措置を

多用し，それは農業部門で特に顕著である（WTO［20］）。このように，貿易政策を巡る理論と現

実との間には大きなギャップがあり，そうした貿易措置の存在は，政府が自国の経済厚生の最大

化を目指して一元的・他利的に行動することを前提とした厚生経済学のアプローチでは説明でき

ない。換言すれば，政府は利益集団等の影響を受けつつ自己利益を追求する議員や官僚等の集合

体であることを前提とした公共選択論のアプローチが有用であり，それを貿易政策に適用したの

が「貿易政策の政治経済学」と呼ばれる国際経済学の一分野である（Rodrik［16］）。その主要な

関心は，貿易政策による保護水準の決定要因に置かれ，所得移転の手段として非効率な関税等の

貿易措置が選択される理由に関する研究事例は，それらに比べると乏しい（作山［18］）。

政府による様々な形態の介入が顕著な農業部門についても，自由貿易から乖離した保護がなさ

れる要因を解明すべく，公共選択論のアプローチを適用した政治経済学的な研究が積み重ねられ

てきた（de Gorter and Swinnen［5］）。こうした既存研究の関心は，貿易政策の政治経済学と同

様に，理論面でも実証面でも保護水準に集中しており（例えばHonma and Hayami［7］，Olson

［15］），関税か補助金かといった保護形態の決定要因を扱ったものは少ない（Karp and Perloff

［9］）。こうした先行研究の偏りの背景には，先進国か開発途上国かを問わず，政府による介入の

手段が関税のように価格形成を歪め貿易に影響を与える措置が大宗を占めており，保護水準と自

由貿易からの乖離度合いを同一視することが可能であったためと考えられる。しかしながら，次

節で詳述するように，最近の欧米先進国では，農業保護の手段として関税から直接補助金への転

換が進められた結果，関税に過度に依存せず自由貿易とも整合的な保護形態へと移行しており，先

進国に関しては，農業の保護水準と自由貿易との乖離度合いを同一視することは今やミスリー

ディングとなっている。従って，農業保護に関する政治経済学的な研究が取り組むべきなのは，今

や保護の水準ではなくその形態である。特に，所得再配分の手法としてより効率的な直接補助金

という政策手段があるにもかかわらず，日本のように関税の維持に固執する国が存在する理由を

解明することが，学術的・政策的な観点から重要な課題となっている。

以上を踏まえて本稿は，農業保護における関税依存度（農業保護額に占める関税保護額の割合）

の決定要因について，OECD加盟国を対象とした国際比較分析を通じて実証的に解明することを

目的とする。このための分析手法としては，関税依存度を被説明変数，関税保護を説明する複数

の仮説が示唆する政治経済学的な要因を説明変数とするパネルデータを用いた回帰分析を行い，

説明変数の係数を統計的な仮説検定を用いて検証する。本稿は，関税依存度の決定要因に関する

実証的な分析に取り組んだ希有な事例であるEderington and Minier［3］をベースとして，それ

を更に発展させようとするものである。彼らによる実証分析の特徴は，一国全体の関税依存度を

被説明変数とし，開発途上国を含む141か国を対象としたパネルデータを用いて，関税保護を説

作 山680



明する複数の仮説が示唆する多くの近似変数を説明変数として単一方程式に組み込み，回帰分析

による係数の有意性によって仮説を検証する，というものである（作山［18］）。本稿は，農業部

門の関税依存度を被説明変数とし，分析の対象を先進国に限定した点が異なる一方で，検証の対

象とする仮説と実証分析の手法についてはEderington and Minier［3］をほぼ踏襲している。こ

のような農業部門を対象とする保護形態の決定要因に関する実証分析は，Drazen and Limao［2］

によってその必要性が叫ばれ，そのためのデータも特定されているにもかかわらず，筆者の知る

限りそうした先行研究は見あたらない。こうした分析によって，関税に大きく依存した日本農業

の保護形態が，他の先進国と共通の要因で説明できるか否かを明らかにすることが期待される。

本稿の構成は，以下の通りである。2節では，被説明変数である関税依存度を定義した上で，当

該指標を用いて先進国の中での日本の位置付けを確認する。3節では，説明変数に相当する関税依

存度の決定要因に焦点を当て，先行研究で明らかにされた関税依存度を規定する要因と利用可能

なデータとを結びつけることにより，回帰分析に用いる近似的な説明変数を特定する。4節では，

関税依存度の決定要因に関する推計式を提示し，その推計に用いるデータや手法を説明した上で，

仮説の検証によって日本の関税依存度が高止まりしている要因を特定する。5節では，本稿の結論

や政策的な含意を要約した上で，今後の研究課題をとりまとめる。

2. 関税依存度の定義と指標

本節では，自由貿易と乖離した農業の保護形態を評価するための指標として「関税依存度」を

定義し，当該指標を用いて先進国の中での日本の位置付けを確認する。本稿で，関税依存度のデー

タソースとして用いるのは，加盟国による農業保護の動向をモニターすべくOECD事務局が管理

している「PSEデータベース」（OECD［13］）である（PSEはProducer Support Estimate（生

産者支持推定額）の略であり，その定義は後述する）。PSEは，関税のように農産物の価格形成に

介入することで間接的に生産者に所得を移転する手段と，直接補助金のように価格形成に介入せ

ず生産者に直接的に所得を移転する手段の双方をカバーしているため，内外価格差のみに依存し

た保護の指標に比べて，農業保護の形態を包括的に捉えることができるというメリットがある。

まず，PSEの枠組みでは，政府が価格形成に介入することによる生産者への所得移転は，MPS

（Market Price Support，市場価格支持）と呼ばれる。MPSの定義は，「農家段階で計測された，

特定の農産物に関して国内市場価格と境界価格との間に乖離をもたらす政策措置に由来する消費

者及び納税者から農業生産者に対する年当たりのグロスの移転金額」である (OECD［11］p.

100)。ここで，MPS を国 iにおける市場価格支持総額（自国通貨表示），PDを品目 jの国内価格

（自国通貨表示），PW を品目 jの国際価格（米ドル表示），ER を当該国通貨の米ドルに対する為

替レート，QP を品目 jの国内生産量とすると，MPS は以下の(1)式によって得られる 。
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MPSの定義に「納税者からの移転」が含まれているのは，輸出国のケースでは，国内価格が国際価格より高
い農産物を国外に輸出するために輸出補助金の付与が不可欠なためである。
以下の各指標の定義は，簡明さを重視して一部簡略化した表記を用いている。より厳密な定義については，

OECD［11］を参照されたい。



MPS＝Σ（PD－PW×ER）×QP (1)

次に，直接補助金のような納税者から生産者に対する直接的な所得移転は，「中央政府，地方政

府を含む全ての政府機関を通じた財政移転」と定義される(ibid,p.91)。なお，OECD加盟国によ

る政府から生産者に対する財政移転の大半は直接補助金であるため，本稿では直接補助金以外の

財政移転（税金の減免，金利の優遇等）をあえて明示せず，財政移転を一括して「直接補助金」と

呼ぶことにする。ここで，DP を国 iにおける直接補助金の総額，DP を品目 jに対する直接補助

金，DP を品目グループ又は農家を単位として支給される施策 kによる直接補助金とすると，DP

は以下の(2)式によって得られる。

DP＝ΣDP＋ΣDP (2)

更に，農業保護の大きさを表す「生産者支持推定額」(producer support estimate)は，「性質，

目的，農業生産や所得への影響にかかわらず，農家段階で計測された，農業を支持する政策に由

来する消費者及び納税者から農業生産者に対する年当たりのグロスの移転金額」と定義される

(ibid,p.107)。国 iの PSE を PSE とすると，それは (1)式と(2)式の和として(3)式で表される。

また，農業の保護水準の指標として頻繁に用いられるのが，PSE を農業者の粗収入額（農業生産

額と直接補助金額の合計）に対する百分率で表すことにより，各国通貨建てで算出される PSE を

ドル建てに揃えることなく国際比較が可能な形に変換したパーセント PSE（以下では「%PSE」と

表記する）であり，国 iの農業生産額を PV とすると，%PSE は(4)式で表される(ibid,p.109)。

PSE＝MPS＋DP (3)

%PSE＝PSE╱(PV＋DP）×100 (4)

最後に，国産と輸入の農産品との間に品質格差がなければ，MPSの基となる内外価格差が存在

するのは関税が課されているからであり，このことから PSE のうち MPSは関税による保護と考

えることができる。このため，本稿で分析対象とする関税依存度（tariff dependence）は，国 iの

関税依存度を TD とすると，以下の(5)式で表すことができる。

TD＝(MPS/PSE)×100 (5)

図 1には，縦軸に(4)式の農業保護水準，横軸に(5)式の関税依存度を取り，OECD加盟 10か国

の位置付けを示した （OECD［13］）。このうち，上の図Aは1986～1988年の，下の図Bは 2006

～2008年の 3カ年の平均値であり，各々の期間における対象10か国の平均値を基準として各国

を4つの象限に区分した。双方の図では，右上の第 I象限に位置する国は，農業保護水準が高くそ

れが主に関税によって維持されていることから，自由貿易とは大きく乖離しているのに対し，左

下の第 III象限に位置する国は，農業保護水準も関税保護への依存度も共に低く，自由貿易と整合
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図1にOECD加盟国であるメキシコとトルコが含まれていないのは，1986年から 2008年の間にMPSが負
の値を取るケースがあり，関税依存度が上記で想定したような意味を持たないため，第4節における定量分
析の対象から除外されているためである。



的な保護形態を採っていると言える。こうした解釈を前提に，各国の位置付けを見ると，1986

～1988年には，農業保護率と関税依存度の相関係数は0.74と高く，総じて高水準の農業保護は主

に関税を通じて維持されていた。これに対して2006～2008年には，EU，スイス，アイスランド

といった欧州諸国が，一定の農業保護水準を維持しつつ関税から直接補助金へと保護形態を転換

した結果，農業保護率と関税依存度の相関係数は0.52に低下し，両者の関係は弱まった。こうし

た中で，日本と韓国の関税依存度は依然として約 9 割で 20年前から余り変わっておらず，関税保

護に大きく依存した両国の保護形態が際立っている。
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図1. 先進国における農業保護形態の変化



3. 関税依存度の決定要因

本節では，先行研究で明らかにされた関税依存度を規定する要因と利用可能なデータとを結び

つけることにより，関税依存度の決定要因に関する回帰分析に用いる近似的な説明変数を特定す

る。農業保護の手段として，直接補助金よりも関税が選好される理由を説明する主要な仮説とし

ては，作山［18］において歳入確保仮説，不完全情報仮説，関税集合財仮説，多数決投票仮説の

4つが特定され，各々に属する先行研究の詳細なサーベイが行われていることから，以下では，近

似変数の特定に必要な範囲内でその基本的な考え方を要約するに止める。このうち，中位投票者

の選好が政策手段の選択を決めるとする多数決投票仮説を検証するためには，関税の場合と補助

金の場合のそれぞれの中位投票者の得失に関する情報が必要であるが，そうしたデータは存在し

ないため，本稿ではこれを除外し，それ以外の3つの仮説を実証分析の対象とする。Ederington
 

and Minier［3］においても，同様の理由で多数決投票仮説は実証分析の対象から除外されており，

この点で仮説検証の対象とする仮説は彼らによる先行研究とほぼ同じである。

次に，関税保護を説明する各々の仮説とその検証に用いる近似変数との対応関係を整理する。ま

ず，歳入確保仮説の基本的な考え方は，補助金は財政支出を増やすのに対し，関税は財政収入を

もたらすことから，財政制約に直面している国や関税収入に比べて所得税の徴税費用が高い国（特

に開発途上国）では，関税依存度が高まるというものである。このため，政府の財政制約を近似

する変数としては，Ederington and Minier［3］に倣って「政府債務比率」（政府金融債務総額の

GDPに対する比率）を用いる。他方で，関税と所得税の相対的な徴税費用については，それを直

接観察したデータは存在しないことから，Ederington and Minier［3］と同様に，「所得税依存度」

（所得・利益税収のGDPに対する比率）を用いる。この指標が所得税の徴税費用の近似変数とな

るのは，所得税の徴収は高い行政能力をもった国でなければ困難であり，所得税への依存度が高

いという事実は，当該国の行政能力が高く，結果的に所得税の相対的な徴税費用が低いこと示唆

していると解釈できるからである。要約すると，政府債務比率が高まるほど関税依存度は上昇す

るのに対して所得税依存度は低下すると予測される 。

続いて，不完全情報仮説の基本的な考え方は次のように要約される。有権者にとっては，補助

金に比べた関税の追加的な厚生損失は一人当たりにすれば極めて小さい一方で，利益集団に対す

る直接的な所得移転には反発する傾向があることから，関税と補助金の相対的な社会的費用に関

する情報を十分に有していない有権者は，関税の費用を過小評価し補助金の費用を過大評価する

ために関税を選好すると考えられる。換言すれば，有権者が十分な教育を受け，情報を入手する

ことによって，代替的な政策手段に伴う社会的費用を正しく把握することができれば，関税では

684 作 山

関税依存度を算出する際の分子であるMPSには，輸出国の場合には納税者負担の輸出補助金が含まれ得る
ことから，仮説とそれを検証する指標とが完全には一致しない。この点は，輸出補助金に依存してきたＥＵ
に関して特に問題となるが，輸出補助金による納税者からの移転額は関税による消費者からの移転額の１割
以下であり，特に最近は輸出補助金がほぼゼロとなっていることから（OECD［13］），実証分析には大きな
支障にならないと考えられる。



なく補助金を選択するはずである。これに関してCaplan［1］は，米国において経済学教育を施す

ことにより，一般人が有する反市場，反外国といった系統的なバイアスが矯正され，効率的な政

策が選択されることを実証的に示している。データの利用可能性も考慮した結果，有権者が関税

と補助金の社会的費用を正確に認識する度合いの近似変数として用いるのは，Ederington and
 

Minier［3］と同様の「新聞購読率」（人口千人当たりの新聞購読数）と，彼らが用いた「識字率」

に代わるものとしての「高等教育修了率」（25～64歳年齢層における高等教育修了者の同年齢層人

口に対する比率）である。以上の想定から，高等教育修了率や新聞購読率が高まるほど関税依存

度は低下すると予測される。

最後に，関税集合財仮説の基本的な考え方は次の通りである。まず，関税は非排除性・非競合

性を有する集合財（公共財）なのに対し，直接補助金は給付対象者の選別・特定が可能な私的財

であることから，前者では，構成員のただ乗りによって利益集団の政治力に比べて低い水準の保

護しか獲得されない一方で，後者では，利益集団の政治力を反映した所得移転が行われる。従っ

て，直接補助金を通じた過大な移転による厚生損失が，関税がもたらす消費面での厚生損失を上

回る場合には，一国全体の経済厚生の観点から関税の方が効率的な政策手段となり得る。この仮

説では，利益団体によるロビー活動の競合が激しいほど，社会的に有益でない補助金が膨れあが

ることになり，これを回避すべく関税が選択されるというシナリオを示唆されることから，ロビー

活動の激しさの近似変数が必要となる。データの利用可能性も踏まえて用いるのは，Ederington
 

and Minier［3］と同様の「国政選挙投票率」（国政議会選挙における投票率）と，彼らが用いた

「産業集中度」に代わるものとしての「農業生産の集中度」（農業生産額1位品目の農業生産総額

に対する比率）である。複数の利益集団が競合し，ロビー活動が活発になるほど投票率は上がる

と考えられることから，投票率が高まるほど関税依存度は上昇するのに対して，国内生産が特定

の農産物に集中すればするほど，異なる品目を生産する利益集団間のロビー活動の競合は低下す

ることから，農業生産の集中度が高まるほど関税依存度は低下すると予測される。

4. 回帰分析による仮説の検証

本節では，先進国の農業保護における関税依存度の決定要因に関する推計式を提示し，その推

計に用いるデータや手法を説明した上で，推計結果を用いた仮説の検証を行い，日本の関税依存

度が高止まりしている要因を特定する。まず，第2節における被説明変数（関税依存度）と第3節

における説明変数に関する検討結果を踏まえて，推計の対象とするモデルは以下の(6)式である。

TD ＝a＋a＋bGD ＋bIT ＋bED ＋bNS ＋bVR ＋bPC ＋bTR ＋bER ＋e (6)

ここで，TD は関税依存度，GD は政府債務比率，IT は所得税依存度，ED は高等教育修了

率，NS は新聞購読率，VR は国政選挙投票率，PC は農業生産集中度，TR は貿易依存度，ER

は為替レートを表す。また，添字の iは国を，tは年をそれぞれ示す。更に，aは全ての国及び時

点で共通の定数，a は国別の効果を表す定数，b は説明変数の係数，e は誤差項である。(6)式
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は，Ederington and Minier［3］を踏襲し，関税保護を説明する複数の仮説から導出された説明

変数の全てを含んだ単一方程式の形で表されている。これは，各々の仮説が関税保護の異なる側

面を捉えたもので相互に排他的ではないことから，仮説毎に推計式を分ける必要はなく，むしろ

単一方程式による推計を行うことで，他の要因をコントロールした上で特定の仮説の有効性を検

証できると考えられるためである。他方で，Ederington and Minier［3］では，1つの仮説に対

して6～8個の説明変数を特定し，全体では20個を超える説明変数を単一方程式で推計している

が，本稿では，1つの仮説に対する説明変数は，データの利用可能性も踏まえつつ，仮説の考え方

を最も的確に近似していると考えられる2個に限定した。この点は，説明変数を増やせば増やす

ほど説明変数間相互の相関による多重共線性が発生し易いためこれを回避することに加えて，後

述するように，パネルデータを用いた推計式における固定効果とランダム効果の選択を決定する

ハウスマン検定を行うためには，説明変数の数が横断面の個体数（本稿では10）よりも少なくな

ければならないという制約があるためである。

(6)式には，仮説が示唆する説明変数に加えて，それ以外の要因をコントロールするために2つ

の制御変数を追加している。まず，「貿易依存度」（財・サービスの貿易額のGDPに対する比率）

については，貿易依存度の高い国ほど，輸出を促進し国民所得を引き上げる上で貿易相手国の市

場開放が必要であり，相手国の市場開放を引き出すためには，バイやマルチの場での自国の貿易

自由化が求められるため，結果として関税から貿易自由化と整合的な補助金への転換が進むと考

えられることによる。このような因果関係は，韓国がコメ以外の全ての農産品の自由化を約束し

た米国とのFTAを追求した背景として樋口［6］が指摘しているほか，スイスで農業保護の関税

依存度が日本に比べて急速に低下している背景として作山［17］も言及している。従って，貿易

依存度が高いほど関税依存度は低下すると予測される。次に，「為替レート」（自国通貨の米ドル

に対する交換比率）については，関税依存度の分子である MPSは，(1)式で示したように国内価

格と国際価格の差に国内生産量を乗じたものであることから，自国通貨が上昇（数値自体は低下）

すれば国内価格と国際価格との差が拡大する結果として，(5)式において相対的に分母（MPS＋

DP）より分子（MPS）が上昇し，関税依存度は上昇することになる。このため，対米ドルに対す

る自国通貨の数値は，関税依存度とは逆相関の関係にあると想定される。これまで述べてきた説

明変数の定義，予測される係数の符号，データの出典等をまとめると表1の通りである。

関税依存度を説明する回帰式の推計に用いるのは，国毎の横断面データと時系列データを組み

合わせたパネルデータである 。横断面データについては，豪州，カナダ，アイスランド，EU，日

本，韓国，ニュージーランド，ノルウェー，スイス，米国の先進10か国を対象とする。また，時

系列データに関しては，被説明変数である関税依存度は1986年から 2008年までの23年間のデー

タが存在するものの，説明変数はより短い期間しか得られないものがあるため，データが利用可
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(6)式の推計には，国毎にデータを分割した時系列分析を用いることも可能ではあるが，本稿でパネルデータ
による推計を選択したのは，国毎に十分な期間の時系列データを確保するのが困難という事情のみならず，
先進国に共通する関税依存度の決定要因を解明した上で，日本の位置付けを明らかにするという本稿の目的
により合致していると考えられるためである。



能な期間に応じて複数の回帰式を推計することとする。なお，説明変数のうち，政府債務比率，高

等教育修了率，新聞購読率，国政選挙投票率に関してはデータに欠損があり，それを埋めてバラ

ンスしたパネルデータを得るため，国毎に前後のデータがある場合には中間値を取り，片方のデー

タしかない場合にはタイムトレンドによる回帰式を用いて推計値を得た。また，EUのデータの対

象範囲は，原則として1994年までは12か国，1995年から 2003年までは15か国，2004年以降は

25か国であり，EU全体の値が得られればそれを，得られなければその時点の構成国による単純

平均値を用いた。ただし，政府債務比率及び新聞購読率の対象範囲は，データの制約から全期間

を通じてユーロ圏の数値を用いた。回帰式の推計方法は最小二乗法であり，推計に用いたパッケー

ジ・ソフトウェアはEviewsのVersion 6である。

(6)式の推計結果は，表2に示されている。このうち推計式1は，1986年から 2005年の 20年間

という最も長い時系列データが得られる5つの説明変数のみを含めた推計結果であり，この場合

のサンプル数は200である。推計式3は，1991年から 2004年までの15年間の時系列データが得

られる全ての説明変数（すなわち新聞購読率以外）を含めた推計結果であり，サンプル数は150と

なる。推計式5は，(6)式に示した全ての説明変数をカバーする一方で，推計期間を新聞購読率に

関するデータが得られる1997年から 2004年までの8年間に短縮した推計結果であり，サンプル

数は80である 。また，推計式2，4及び 6は，上記の推計式において統計的に有意であった説明

変数のみを含めて再推計した結果である。更に，全ての推計式に関して，帰無仮説を「国別効果
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表1. 説明変数の定義と出典

区分 説明変数 定義 単位 予想符号 データの出典

歳入確保
仮説

政府債務比率
(GD)

政府金融債務総額のGDPに対
する比率 % ＋ OECD［12］

所得税依存度
(IT)

所得・利益税収のGDPに対す
る比率 % － OECD［12］

不完全情
報仮説

高等教育修了率
(ED)

25～64歳年齢層における高等
教育修了者の同年齢層人口に対
する比率

% － OECD［12］

新聞購読率
(NS)

人口千人当たりの新聞購読数 パーミル － World Bank［19］

関税集合
財仮説

国政選挙投票率
(VR)

国政議会選挙における投票率 % ＋ IDEA［8］

農業生産集中度
(PC)

農業生産額1位品目の農業生産
総額に対する比率 % － FAO［4］

制御変数

貿易依存度
(TR)

財・サービスの貿易額のGDP
に対する比率 % － OECD［12］

為替レート
(ER)

自国通貨の米ドルに対する交換
比率

自国通貨╱
米ドル

－ OECD［13］

(6)式の両辺を対数変換した両対数式による推計も行ったが，その際の自由度修正済み決定係数は，推計式1
が 0.32，推計式3が 0.41，推計式5が 0.45といずれも大きく低下したことから，対数をとらない推計式を採
用した。



が変量（ランダム）である」，対立仮説を「国別効果が固定である」とするハウスマン検定を実施

した結果，推計式1～3及び 5では有意水準1%で固定効果モデルの採用が支持され，推計式4及

び 6では変量効果モデルの採用が支持された。

説明変数の有意性に基づく仮説の検定には，他の推計式に比べて計測期間は短いものの，全て

の説明変数が含まれている推計式5を用いる 。まず，歳入確保仮説については，政府債務比率の

係数が統計的に有意であり，その符号もプラスで仮説と一致している一方で，所得税依存度の係

数は統計的に有意でない。次に，不完全情報仮説については，高等教育修了率の係数は統計的に

有意であり，符号もマイナスで仮説と一致している。これに対して，新聞購読率の係数は統計的

に有意でない。更に，関税集合財仮説に関しては，国政選挙投票率と農業生産集中度の係数はい

ずれも統計的に有意でない。最後に，制御変数については，貿易依存度の係数は統計的に有意で，
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表2. 関税依存度に対する回帰式の推計結果

区分
1986～2005年 1991～2005年 1997～2004年

推計式1 推計式2 推計式3 推計式4 推計式5 推計式6

定数項(a)
108.52
(5.09)

99.78
(15.13)

126.70
(4.45)

92.95
(9.29)

83.84
(1.59)

101.47
(4.96)

歳入確保仮説

政府債務比率（b)
0.19
(2.70)

0.16
(2.63)

0.38
(2.74)

0.27
(2.47)

所得税依存度（b)
－0.91
(－1.54)

0.55
(0.79)

1.57
(1.44)

不完全情報仮説

高等教育修了率（b)
－1.09
(－3.89)

－1.03
(－4.31)

－1.37
(－2.85)

－1.34
(－3.23)

新聞購読率（b)
0.03
(0.80)

関税集合財仮説

国政選挙投票率（b)
0.05
(0.27)

－0.33
(－1.37)

－0.26
(－0.59)

農業生産集中度（b)
－0.13
(－0.36)

－0.29
(－0.59)

1.07
(1.17)

制御変数

貿易依存度（b)
－1.09
(－3.96)

－1.18
(－4.93)

－0.78
(－2.26)

－0.57
(－1.93)

－1.77
(－2.77)

－0.78
(－1.70)

為替レート（b)
－0.77
(－3.91)

－0.92
(－5.27)

－0.39
(－1.50)

－0.27
(－0.69)

自由度修正済み決定係数 0.76  0.77  0.80  0.23  0.83  0.16

ハウスマン統計量 17.01
［0.00］

9.68
［0.01］

20.41
［0.00］

1.09
［0.78］

67.36
［0.00］

3.90
［0.27］

国別効果のモデル 固定 固定 固定 変量 固定 変量

サンプル数 200  200  150  150  80  80

注 :係数の（ ）内は t値であり， は有意水準1%未満， は有意水準5%未満， は有意水準10%未
満を示す。また，ハウスマン統計量の［ ］内は p値である。

以下の結論は，表2に示した通り，推計式5で統計的に有意だった説明変数のみを含めて再推計した推計式

6を用いた場合でも，係数の符号や統計的な有意性が同じであるため変わらない。



符号もマイナスで事前の予想と一致しているのに対し，為替レートの係数は統計的に有意でない。

これらの結果から，歳入確保仮説と不完全情報仮説の妥当性が裏付けられたのに対し，関税集合

財仮説はデータによって支持されないことが明らかとなった。以上の結論は，Ederington and
 

Minier［3］と概ね整合しており，一国全体の経済厚生を基準とした政策選択を想定している関税

集合財仮説が現実性を欠いていることが改めて裏付けられたと言える。

更に，推計式4の結果を用いて，国別に関税依存度の寄与度分解を行う。推計式4を用いるの

は，推計式6に比べて，統計的に有意な説明変数は同一であるが，計測期間がより長く係数が安

定していると考えられるからである。また，寄与度分解を国別に行うのは，本稿の目的は日本の

関税依存度が高止まりしている理由を他国との比較において解明することにあり，先進国を一括

したパネルデータによる推計から得られた係数だけでは，個々の説明変数が各国毎の関税依存度

の変化にどの程度寄与しているかが読み取れないためである。寄与度分解は，Ederington and
 

Minier［3］には無い筆者独自の試みであり，以下の(7)式を用いて行う。

ΔTD＝ΔGD＋ΔED＋ΔTR＋ΔRE (7)

ここで，ΔTD は国 iの関税依存度，ΔGD は政府債務比率，ΔED は高等教育修了率，ΔTR は貿

易依存度，ΔRE は残差要因のそれぞれの変化率である。残差要因とは，(7)式の 3つの説明変数

に関して，推計式4から得られた各国・各年で共通の係数に各国・各年毎に異なる実績値を乗じ

た上で，各国共通の定数項を足すことによって得られた関税依存度の推計値とその実績値との差

である。各変数の変化率は，1991年から 2005年を対象に，タイムトレンドを説明変数とする回帰

分析で算出し，その結果を表3に示した。推計式4は対数式ではないことから，変化率は説明変

数の原単位（いずれもパーセント）の差分（すなわちポイント）であり，例えば豪州の場合，関
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表3. 関税依存度の寄与度分解（1991年～2005年）
（単位 :ポイント/年)

対象国 関税依存度
寄与度

政府債務比率 高等教育修了率 貿易依存度 残差

豪州 －4.00 －0.19 －0.80 －0.13 －2.88

カナダ －0.81 －0.25 －1.16 －0.43  1.03

アイスランド －1.68 －0.20 －1.27 －0.28  0.06
 

EU －1.68  0.16 －0.65 －0.47 －0.72

日本 －0.18  1.31 －1.40 －0.17  0.08

韓国 －0.31  0.22 －1.21 －0.62  1.31

ニュージーランド －1.13 －0.39 －1.03 －0.09  0.38

ノルウェー 0.05  0.16 －0.52 －0.02  0.42

スイス －2.00  0.23 －0.61 －0.51 －1.11

米国 －1.89 －0.16 －0.71 －0.10 －0.92



税依存度が計測期間中に年平均で4.00ポイント低下し，そのうち0.19 ポイントは政府債務比率の

低下によることを示している。

表3において，関税依存度の変化に対する寄与度が絶対値で最も大きい説明変数は，残差を除

いた場合には，いずれも推計式4における係数が最も大きい高等教育修了率となっている。他方

で残差を含めると，豪州，EU，韓国，スイス，米国に関しては，残差の寄与度が最も大きく，本

稿で検証した仮説が示唆する説明変数以外の要因が大きく影響していることを示唆している。更

に，日本に着目すると，残差の寄与度は0.08ポイントと小さく，この推計モデルが日本の関税依

存度の変化を良く捉えていると評価することができ，また，政府債務比率の寄与度がプラスで関

税依存度の変化に大きな影響を与えている点が他国とは異なっている。具体的には，各説明変数

の相対的な寄与度を見ると，高等教育修了率（1.40ポイント）や貿易依存度（0.17ポイント）の

上昇が関税依存度の引下げに寄与しているものの，政府債務比率が計測期間中に毎年平均で1.31

ポイント上昇しており，これが他の先進国と比べて関税依存度の低下が僅かに止まっている大き

な要因となっている。このことは，国際比較の観点からは，先進国の中で突出した日本の財政赤

字の増加によって，消費者負担による関税から納税者負担による直接補助金への保護形態の転換

がとりわけ困難になっていることを示している。すなわち，本稿の分析結果は，歳入確保仮説が

当てはまるのは基本的に財政制約に直面している開発途上国であるというこれまでの通説が，少

なくとも日本の農業保護には該当しないという反証材料を提供するものとなっている。

5. 結論と政策含意

本稿では，日本が関税保護に大きく依存している背景を国際比較によって解明することを目的

として，関税依存度の決定要因を説明する複数の仮説を検証するための単一方程式による回帰分

析を行った。回帰分析の結果，歳入確保仮説と不完全情報仮説の妥当性が裏付けられたのに対し，

関税集合財仮説はデータによって支持されないことが明らかとなった。また，日本について見る

と，高等教育修了率や貿易依存度の上昇が関税依存度の低下要因となっているものの，政府債務

比率の上昇がこれらの効果をほぼ打ち消すように作用しているため，他の先進国と比較して関税

依存度がほとんど低下していないことが示された。こうした実証分析の結果を踏まえると，冒頭

で提起した貿易政策を巡る理論と現実との乖離の原因（すなわち補助金に対して関税が選択され

る理由）は，日本に関しては次のように解釈できる。伝統的な貿易理論では，貿易自由化で利益

を得る者から損失を被る者に対する一括補助金による所得再分配が想定されており，そうした政

策が実行できるのであれば，政府の財政制約は関税から補助金への転換の阻害要因にはならない。

しかし，こうした理想的な所得再分配政策は利益や損失の特定が困難で現実に適用されることは

なく，実際には政府の一般歳入を所得補償の財源に充てざるを得ないことから，歳出先の競合に

よって財政制約が補助金への転換の制約要因になると考えられる。したがって，日本で関税から

補助金への政策転換を進めるためには，輸入農産物から得られる関税収入に依存することなく，関

税撤廃時の生産者に対する所得補償の財源となる十分な歳入の確保が求められる。
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本稿は，非効率的な保護形態を表す指標として農業の関税依存度を用いてその決定要因を定量

的に分析した先駆的な試みであり，貿易政策や農業政策の政治経済学の分野で，独自性のある追

加的な知見を提供するものと考えられる。同時に，こうした先駆的な取組みであるが故に，方法

論の面では改善の余地もあると考えられる。その一つは，理論モデルと実証モデルとの整合性の

問題であり，関税保護を説明する既存の仮説は，関税と補助金の二者択一の中で前者が選好され

る条件を示しているに過ぎないことから，本稿では，説明変数の選択は理論モデルから導出する

のではなく，それが示唆する近似変数を先行研究も参照しつつ筆者の解釈で選択した。もう一つ

は，実証分析に用いる近似変数と具体的なデータとの対応関係の問題であり，不完全情報仮説の

近似変数である高等教育修了率や新聞購読率のように，データの利用可能性の制約によって，検

証すべき仮説と実際のデータとの間にやや距離があるケースも見られた。これらの点について，理

論と実証の両面で更なる研究が求められる。最後に，本稿の結論を踏まえて学術的・政策的な見

地から求められる今後の研究課題としては，日本が関税から直接補助金による農業保護へ転換す

るための条件を明らかにすることが挙げられる。このための方法論としては，日本で関税から補

助金への保護形態の転換が行われた事例は乏しいことから，本稿のような時系列又は品目間の関

税依存度の変動を活用した定量的な分析は困難であり，実際にそうした政策変更がなされた大豆

や牛肉等を対象として，その背景を事例研究の手法を用いて解明することが考えられる。
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Determinants of Tariff Dependence in Agricultural Protection
 

in Developed Countries:An Empirical
 

Analysis using Panel Data
 

Takumi SAKUYAMA

Abstract
 

The agricultural sector can be protected either by tariffs or subsidies. Most
 

developed countries have moved away from tariffs to subsidies,which are supposed to
 

be more economically efficient, but Japan remains extensively reliant on tariffs for
 

agricultural protection. As such,there is a large gap between what is prescribed by the
 

orthodox trade theory,which suggests a combination of tariff elimination and compensa-

tion through lump-sum subsidies as the best policy mix for economic welfare,and what
 

is actually pursued by Japan. Despite such a gap,existing literature on the political-

economy of agricultural protection has mainly focused on the‘level’of protection and
 

rarely addresses the ‘choice’of instruments either tariffs or subsidies. Against this
 

background,this article explores the determinants of tariff dependence in agricultural
 

protection through a regression analysis using panel data for 10 OECD countries to
 

identify the reasons why Japan continues to reply on tariffs as a means of agricultural
 

protection.

Hypotheses explaining the preference for tariffs over subsidies to be verified are
 

threefold:(i)‘revenue motive hypothesis’emphasising the budgetary constraints by
 

governments or lower collection costs of tariffs, (ii)‘incomplete information hypothe-

sis’arguing that taxpayers understate social costs of tariffs and overstate those of
 

subsidies, (iii)‘collective action hypothesis’focusing on the collective good nature of
 

tariffs that lead to free-riding among interests groups, lower lobby competition and
 

smaller welfare losses. Their validity is verified based on the statistical significance of
 

coefficients in a single equation estimated by the OLS,with the dependent variable being
 

tariff-dependency ratio (share of tariff protection in total agricultural protection).

Independent variables include (i) government debt ratio and income tax dependency
 

ratio as proxies for revenue motive hypothesis, (ii) tertiary attainment ratio and
 

newspaper subscription ratio as proxies for incomplete information hypothesis, (iii)

voter turnout in parliamentary elections and concentration ratio of dominant agricul-

tural commodities as proxies for collective action hypothesis,and (iv) trade dependency
 

ratio and exchange rates against US dollar as control variables.

The regression analysis reveals that the revenue motive and incomplete information
 

hypotheses are validated given that the coefficients of government debt ratio and tertiary
 

attainment ratio are statistically significant with the expected signs. However, the
 

collective action hypothesis is not supported. Trade dependency ratio as a control
 

variable is also statistically significant with the expected sign. A growth accounting
 

analysis of individual countries based on these statistically significant explanatory
 

variables shows that Japan’s consistently high tariff dependence is largely explained by
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increased government debt ratio. This result implies that Japan’s salient increase in
 

budget deficit makes it difficult to transform its agricultural protection from consumer-

borne tariffs to taxpayer-financed subsidies due to budgetary constraints. Consequent-

ly,it will be indispensable to secure stable revenue sources to be devoted to compensa-

tory subsidies for producers without relying on tariff revenues if Japan is to move away
 

from tariff to subsidy protection.
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