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１．課題の設定 

 新古典派経済学の理論では，特定部門に対する所得再分配は，生産活動と切り離され価格形成に関わ

らない「一括補助金」によって行うべきと主張されてきた（村上〔10〕）．関税や価格支持のように生産

量や価格に関連づけて行われる所得再分配は，需給に影響して社会的な厚生損失をもたらすのに対し，

これらと切り離された一括補助金ではそうした厚生損失が生じないためである．しかし実際には，関税

や価格支持を通じた保護が多用され，こうした理論と現実との乖離の最たる事例が日本の農産品である．

すなわち，他の欧米先進諸国が関税から補助金による農業保護の転換を進める中で，日本の農業保護総

額の 9 割は関税によるもので，その水準は先進国の中では突出して高い（作山〔18〕）．このような農業

保護形態の相違は，貿易自由化に対する姿勢にも影響し，補助金による保護に転換していれば，関税を

削減しても生産者の所得維持は可能であるのに対し，関税による保護に依存している限り，生産者の所

得減尐に直結するその削減や撤廃は困難となる．こうした経済理論と貿易政策との乖離は，公共選択論

の考え方を国際貿易に適用した「貿易政策の政治経済学」の研究対象であるが，この分野では，理論と

実証の双方で保護水準の決定要因に関心が寄せられ，保護手段の選択要因に関する先行研究は乏しい（作

山〔19〕）．また，直接補助金のメリットを強調して関税からの転換を促す論考もみられるものの（山下

〔23〕），どのような条件下でそうした政策転換が可能になるのかは示されていない． 

本稿を含む筆者の一連の研究は，農業保護の手段として関税が選択される要因を解明した上で，関税

から補助金への転換が可能となる条件を明らかにすることにある．前者は作山〔20〕でカバーされ，先

行研究が示唆する関税保護の規定要因を検証すべく，日本を含む先進 10 か国を対象とするパネルデー

タを用いて，関税依存度（OECD〔14〕による PSE（生産者支持推定量）に占める MPS（市場価格支

持の割合））を被説明変数とする回帰分析を行った．この結果，他の先進諸国と異なる日本の関税依存度

の高止まりは，財政制約の近似変数であ

る政府債務比率の上昇によってほぼ説明

されることが明らかとなった．本稿は，

後者の課題に対応したものであり，第 1

図に示すように，日本の主要な農産物の

中で唯一，関税（市場価格支持）がゼロ

で保護の全てが補助金で行われている大

豆の保護手段の変化を検証することによ

り，関税から補助金への転換をもたらす

条件を明らかにしようとするものである．

そのための方法論としては，日本の農産

物に対する保護手段の決定に影響を与え

る生産者，消費者，財政当局，輸出国（本

0 20 40 60 80

家禽肉
鶏卵
大豆
牛肉
豚肉
砂糖
牛乳
大麦
小麦
コメ

％

関税

補助金

第1図 農家受取額に占める関税と補助金の割合

（1986～2008年平均）

資料：OECD〔14〕
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稿では米国）という 4 つの利害関係者を対象として，関税や補助金といった代替的な保護手段に対する

選好順位を余剰分析の考え方を用いて整理した上で，実際に採用された保護手段がもたらす経済余剰を

試算することによって，当該保護手段がどの利害関係者の選好を反映した結果であるのかを特定する． 

 先行研究との関係では，本稿の課題は「貿易政策の政治経済学」（Rodrik〔16〕）と「農業政策の政治

経済学」（de Gorter and Swinnen〔5〕）の双方が交差する領域に属する．特に，農産物の貿易政策を対

象とした政治経済学的な既往研究では，政府が異なる利害関係者に対して異なる政治的なウエイトを置

いて政策決定を行うという想定の下で，政府の目的関数として政治的支持関数（political support 

function）又は政策選好関数（policy preference function）を特定し，そのウエイトを推計することで

利害関係者の影響力を事後的に把握するというアプローチが採られている（de Gorter and Swinnen

〔5〕）．また，ウエイトの推計方法としては，数学的なモデルを解くことによって求める方法と回帰分

析によって係数を推計する方法とがある（Baffes〔1〕）．しかしながら，既存の先行研究の大半は，数量

割当や関税といった単一の保護手段を前提として，目的関数の最大化条件からウエイトを求めており，

代替的な保護手段の選択を対象として政治的なウエイトを求める研究は，筆者の知る限り見当たらない．

他方で，ゲーム理論の枠組みを用いて，関税，補助金，数量割当といった代替的な保護手段間の政府の

選好順位を特定した研究として Rosendorff〔17〕があるが，理論モデルの提示に止まっており，それを

検証する実証分析は行われていない．本稿は，代替的な保護手段の選択要因に関する政治経済学的な実

証研究が乏しいという先行研究のギャップを踏まえて，政策決定者にも理解が可能な簡便な分析枠組み

と実証分析を通じて，関税から補助金の転換要因を解明することを意図したものである． 

本稿の構成は以下のとおりである．第 2 節は分析の枠組みの提示に充てられており，日本の大豆に対

する戦後の保護手段の変遷を概観した上で，保護手段の選択が異なる利害関係者に与える経済的な影響

について，部分均衡モデルの余剰分析の考え方を用いて整理し，特定の利害関係者の影響力と選択され

る保護手段との関係を特定する．第 3 節は実証分析をカバーしており，日本の大豆に対する保護政策に

伴う利害関係者毎の経済余剰を算出し，その相対的な大きさを比較することによって，どの利害関係者

の影響力が実際の保護手段の選択に反映されたのかを検証する．これらを踏まえた第 4 節では，本稿の

分析から得られた結論を要約し，今後の研究課題について述べた上で，日本において関税から補助金へ

の転換を可能とする方策に関する政策的な含意を提示する． 

 

２．保護手段の選択に関する分析の枠組み 

本節では，日本の大豆に関する保護手段の変遷を説明するための理論的な枠組みを提示する．具体的

には，戦後の大豆に対する保護手段の変遷を概観した上で，保護手段の選択が異なる利害関係者に与え

る経済的な影響について，部分均衡モデルの余剰分析の考え方を用いて整理し，特定の利害関係者の影

響力と選択される保護手段との関係を特定する． 

まず，第 2 次大戦後の日本の大豆に対する保護手段の変遷を第 1 表に示した．1953 年 4 月以降，大

豆は外貨割当制という形で輸入数量制限（保護の類型を Q と略称）の対象とされており，1956 年 9 月

までは関税は免除されていたものの，農産物価格安定法の対象に大豆を追加して保護する財源を確保す

るため（農林省〔12〕），同年の 10 月からは 10%の従価税が課された（保護の類型は Q＋T）．その後，

1960 年 6 月に決定された「貿易為替自由化計画大綱」に基づいて，1961 年 7 月に自動承認制に移行す

ることにより輸入数量制限は廃止されたものの，輸入自由化が国産大豆の生産に及ぼす影響を緩和する

ために，大豆の生産費と販売価格との差額分を補填する交付金制度が創設され，更にその財源に充てる

ため（吉岡〔24〕），関税率が従量税で 4.80 円／kg（従価税換算で 13％相当）に引き上げられた（保護

の類型は T＋S）．その後は，ガット・ケネディ・ラウンド合意を受けて，1968 年 7 月以降段階的な関

税引下げが実施され，1970 年 5 月には関税率が 2.40 円／kg まで半減された．更に，1972 年 4 月から

は関税率が暫定措置として無税とされ（保護の類型は S），1980 年 4 月以降は，当該措置が恒久化され

譲許税率が無税となった． 
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第 1表 大豆の保護手段の変遷 

期 間 数量制限（Q） 関 税（T） 補助金（S） 保護の類型 

1953 年 4 月～1956 年 9 月 有り（外貨割当制） 免税 無し Q 

1956 年 10 月～1961 年 6 月 〃 10% 〃 Q＋T 

1961 年 7 月～1968 年 6 月 無し（自動承認制） 4.80 円／kg（13%相当） 有り T＋S 

1968 年 7 月～1969 年 12 月 〃 3.84 円／kg 〃 〃 

1970 年 1 月～4 月 〃 3.36 円／kg 〃 〃 

1970 年 5 月～1972 年 3 月 〃 2.40 円／kg 〃 〃 

1972 年 4 月～1980 年 3 月 〃 無税（実行税率） 〃 S 

1980 年 4 月以降 〃 無税（譲許税率） 〃 〃 

資料：農林水産省〔13〕を基に筆者作成． 

 注：1960 年産の大豆にも行政措置で交付金が支給されたことから，実際の補助金の導入時期は 1960 年である． 

 

 次に，関税と補助金が生産者，消費者，財政，米国に与える経済的な影響を部分均衡モデルの枠組み

を用いて整理する．第 2 図の左図は大豆の輸入国である日本，右図は大豆の輸出国である米国を表した

もので，縦軸の P は価格（日米で共通），横軸の X は日本の生産量（米国は x），S は日本の供給曲線（米

国の超過供給曲線は es），D は日本の需要曲線（米国の超過需要曲線は ed）をそれぞれ表す．日本は保

護手段の導入が米国の輸出価格に影響する「大国」(Large country)と想定し，また議論の単純化のため

に流通コストはゼロと仮定する．こうした前提の下で，一切の保護が無い自由貿易の場合（N）には，

日本と米国における生産者価格と消費者価格は国際価格と同じ Pw，日本における国内生産量は Xs，国

内消費量は Xd，輸入量は Xd－Xsであり，米国における供給量は xs，需要量は xd，輸出量は xs－xd（= Xd

－Xs）となる．次に，これをベンチマークとして，保護手段が各利害関係者に与える影響を分析する．

まず，1960 年から 1972 年までの保護形態である「T＋S」の場合は，消費者価格はPc－P*wに相当する

関税によって Pc，生産者価格は Pp－Pcに相当する補助金によって Ppとなり，輸入価格は輸入量が X*d

－X*sに減尐するためP*wまで下落する．これによる経済効果は，生産者余剰の増加が＋a＋c，消費者余

剰の減尐が－c－d－e－f，政府の財政収支が＋e＋j＋m－a－b，米国の厚生損失が－1－2－3－4－5－6

である．これに対して，1972 年以降の保護形態である「S のみ」の場合は，消費者価格は輸入価格と同

じ P**w，生産者価格は Pp－P**w に相当する補助金によって Pp となり，輸入価格は輸入量が X**d－X*s

であるため P**w となる．これによる経済効果は，生産者余剰の増加が＋a＋c，消費者余剰の増加が＋g

＋h＋i＋j＋k＋l，政府の財政支出が－a－b－c－d－g－h－i，米国の厚生損失が－1－2－3 である． 

 

 
第 2図 大豆の保護による経済厚生の変化 
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以上から，各利害関係者の保護手段に対する選好順位を特定することができる．まず生産者は，生産

者余剰の最大化を目指すと考えられ，T＋S でも S のみでも生産者が直面する生産者価格は同一（Pp）

と仮定していることから，その選好順位は T＋S（経済余剰は＋a＋c．以下同じ．）＝S（＋a＋c）＞N

（0）となる．次に消費者は，消費者余剰の最大化を目的とすると考えられ，日本を大国と想定してい

るため，補助金の場合はその余剰がプラスとなるのに対し関税は余剰がマイナスとなることから，その

選好順位は S（＋g＋h＋i＋j＋k＋l）＞N（0）＞T＋S（－c－d－e－f）である．更に，日本の財政当局

（ここでは大豆保護に伴う歳入と歳出に関与する農水省と財務省が一体化したものして扱う．）は，大豆

の保護政策に伴う財政収支の最大化（黒字化）を目指すと考えると，関税は収入をもたらすのに対して

補助金は支出となることから，その選好順位は通常は T＋S（＋e＋j＋m－a－b）＞N（0）＞S（－a－

b－c－d－g－h－i）となる．ただし，国内生産量に対する輸入量の割合が尐ない場合には，補助金の歳

出（－a－b）が関税収入（＋e＋j＋m）を上回ることによって N＞S＋T となり得るのに対し，国内生産

量に対する輸入量の割合が大きければ，関税収入が補助金支出を上回ることによって S＋T＞N が成立

し易くなる．最後に，米国は，大豆輸出に伴う純余剰の最大化を目指すと仮定すると，その選好順位は

純余剰の減尐額が尐ない順に N（0）＞S（－1－2－3）＞T＋S（－1－2－3－4－5－6）となる．  

 日本政府による保護の有無を含めた手段の決定は，そうした保護手段が政策決定に影響力を有する利

害関係者に与える経済的な影響を加味してなされると考えられる．このため，日本政府の目的関数であ

る「政治的支持関数」は，(1)式のように表すことができる（Baldwin〔2〕）． 

 

ΔJWi ＝αΔJPi＋βΔJCi ＋γΔJGi ＋δΔAWi, i＝T+S, S or N    (1) 

 

ここで，ΔJWiは大豆への保護に伴う日本政府の経済厚生の変化額，ΔJPiは日本の生産者余剰の変化額，

ΔJCiは日本の消費者余剰の変化額，ΔJGiは日本の財政収支の変化額，ΔAWiは米国の純余剰の変化額で

ある．また，α，β，γ，δは，保護手段の決定に際して日本政府が生産者，消費者，財政収支，米国の経

済余剰を加味するウエイトであり，α≧0，β≧0，γ≧0，δ≧0 と想定される．更に，i には，T+S（関税

と補助金の組合せ），S（補助金のみ）又は N（保護無し）が入る．各利害関係者の経済厚生の変化は，

保護が無い場合（N）をベンチマークとした増減額で表され，N が選択される場合には，ΔJPN ＝ΔJCN 

＝ΔJGN ＝ΔAWN＝0 ⇒ JWN＝0 となる．なお，(1)式では，財政収支も大豆という特定の品目で完結

する扱いとなっており，その理由は，数量制限の撤廃時に関税の引上げによって交付金の財源を捻出し

た経緯が示すように，日本では保護政策に伴う財政収支を品目単位で扱う傾向が見られるからである．

また，補助金の支出負担については，最終的には日本の生産者と消費者に帰属するものの，大豆の生産

者と消費者（国内消費量の 8 割は食用油の原料であるから実際には実需者）は，納税者の中では極めて

尐数派であることに鑑み，ここでは彼らの納税者としての負担は考慮しない． 

厚生経済学をベースとした伝統的な貿易理論では，一国内に閉じた政策決定を想定しているため輸出

国の経済厚生は考慮せず（δ＝0），また，政府は異なる利害関係者に対して同一のウエイトを置くと想定

しているため（α＝β＝γ＝1），分析対象国が小国の場合には，経済厚生を最大化するのは厚生損失が発生

しない自由貿易となる．これに対して，貿易政策の政治経済学では，政府が消費者よりも生産者の経済

厚生により大きなウエイトを与えるような目的関数を想定することによって，貿易政策の決定における

利益集団の政治的な影響力を考慮する例が多い（Baldwin〔2〕）．更に，日本の政策決定における「外圧」

の役割も無視できず（Schoppa〔22〕），特に「日本の貿易自由化には米国の外圧が有意な影響を与えて

いる」（Davies〔4〕）とする実証研究も考慮する必要がある．このため，日本の大豆に対する保護手段

の決定を定式化するためには，米国の経済厚生を日本政府の目的関数に取り込むと共に，利害関係者に

対して異なるウエイトが付与されると想定するのが現実的と考えられる．したがって，政策選択に当た

って決定力を持つ利害関係者のウエイトを 0 以外とし，その他の利害関係者のウエイトを 0 とした場合

に，目的関数を最大化すべく選択される保護手段の類型は，第 2 表のように整理することができる． 
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第 2表 利害関係者のウエイトと保護手段との関係 

利害関係者 保護手段の選好順位 ウエイトの符号 選択される保護手段 

日本の生産者 T＋S＝S＞N α＞0, β＝γ＝δ＝0 T+S 又は S 

日本の消費者 S＞N＞T＋S β＞0, α＝γ＝δ＝0 S 

日本の財政当局 T+S＞N＞S γ＞0, α＝β＝δ＝0 T+S 

米国 N＞S＞T+S δ＞0, α＝β＝γ＝0 N 

 

３．保護手段の転換要因の検証 

 本節では，前節の分析枠組みに基づいて，大豆に対する保護政策に伴う利害関係者の経済余剰を試算

し，その相対的な大きさを比較することによって，どの利害関係者の利益が実際の保護手段の選択に反

映されたのかを検証する．こうした方法論を採用するのは，本稿の分析枠組みでは，(1)式に示した政治

的なウエイトを直接観測することはできないものの，実際に採択された政策手段から誰の利害を反映し

ているのかを推察することができるからである（Rausser and Freebairn〔15〕）．例えば，実際に選択

された政策が N だったとすると，第 2 表に示したように，それは米国の利害を最も反映した結果と推測

することができ，そうした推察の妥当性を利害関係者毎の経済余剰の算出結果によって裏付けることが

できる．更に，各利害関係者の経済余剰の試算は，実際に選択された保護手段が T＋S であった場合に，

観察された保護手段のみでは，それが日本の生産者と財政当局のどちらの利害を反映したものかを判断

することができないものの，利害関係者間の経済余剰を比較することによって，どちらの利害が反映さ

れた結果なのかを識別することも可能となる．すなわち，本稿のアプローチは，各利害関係者に付与さ

れた政治的なウエイトの大きさを直接計測するものではないが，実際に観察された保護手段とそれがも

たらす各利害関係者の経済余剰を算出することによって，保護手段の選択の背景にある利害関係者の影

響力を推察しようとするものである． 

 

 

第 3図 各主体の経済余剰の推計結果 

 

第 3 図には，1960 年から 1972 年までの 13 年間を対象として，(1)式に示した日本政府の目的関数を

構成する 4 つの利害関係者の経済厚生の変化を試算した結果を示した．この期間の保護形態は，第 1 表

にあるように T＋S であり，第 2 図で見ると，生産者余剰の変化は＋a＋c，消費者余剰の変化は－c－d

－e－f，財政収支の変化は＋e＋j＋m－a－b，米国の純余剰の変化は－1－2－3－4－5－6 の面積をそれ

ぞれ算出したものである（註 1）．データの出典は，基本的に農林水産省〔13〕である．試算に当たって，

生産者価格（Pp）には，生産費を考慮した支持価格に相当する交付金制度の「基準価格」を，輸入価格

（P*w）には，輸入諸掛及び包装代込みの「平均輸入港倉庫渡価格」を，それぞれ用い，消費者価格は

（Pc），輸入価格に上記の関税率を乗じて求めた．また財政収支のうち，支出については交付金の「支払

実績」を用い，収入については実際の「関税収入額」（農林省〔11〕）を用いた（註 2）．更に，大豆に対
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する保護がない自由貿易の下での輸入価格（Pw）のデータは得られないため，消費者価格（Pc）と実際

の輸入価格（P*w）との中間値と仮定して試算を行った．こうした仮定によって，生産者余剰，消費者

余剰及び米国の純余剰の水準は影響を受けるもののトレンドには影響しないことから，追って示す本稿

の結論を根本的に変えるものではない．最後に，保護がない輸入価格の下での日本の生産量（Xs）と消

費量（Xd）については，供給の価格弾性値を 0.46，需要の価格弾性値を－0.14 と推計した研究結果を用

いて（Bale and Greenshields〔3〕），供給曲線と需要曲線を直線と仮定することにより算出した（註 3）． 

 続いて，第 3 図に示された各利害関係者の経済余剰の試算結果を用いて，大豆の保護手段の決定にお

ける利害関係者の影響力について考察する．まず，1961 年に実施された「輸入数量制限と関税の組合せ」

（Q＋T）から「関税と補助金の組合せ」（T＋S）への転換について，関税削減が実施される前の 1967

年までの推移を見ると，生産者余剰の増加額は相対的に小さく，最大でも 1967 年の 14 億円に過ぎなか

ったのに対し，財政収支は，交付金支出が最大でも 1961 年の 7 億円に止まる一方で関税収入の大幅に

伸びたことによって，1965 年から 1967 年には 69 億円に達している．他方で，消費者余剰の損失額は

40 億円程度，米国の純余剰の損失額は 30 億円程度へ増加しており，外貨割当制を廃止した際の関税引

上げによって，かえって経済厚生が悪化したことが分かる．以上から，関税率の引上げを伴った保護手

段の T＋S への転換は，財政当局の利害を色濃く反映したものであったと判断することができる．次に，

大豆の関税が削減された1968年から無税化によって保護手段が補助金に転換した1972年までの期間に

ついて見ると，生産者余剰は，基準価格の引上げによって 20 億円程度にまで増加する一方で，財政収

支は関税収入の減尐に伴って 1972 年には 14 億円まで減尐した．これに対して，消費者余剰と米国の余

剰の損失額は，関税率の引下げを反映して徐々に減尐し，1972 年には双方共に 7 億円となっている．

したがって，保護手段の T＋S から S への転換は，日本の消費者と米国の利害を強く反映したものであ

ったと考えられる． 

 最後に，こうした利害関係者の影響力の変化をもたらした背景について，考えられる傍証材料を指摘

して締め括りたい．本節で算出した各利害関係者の余剰の変化とそうした変化をもたらした政治経済学

的な背景要因との因果関係の検証は，本稿のスコープを超えるものの，今後の研究課題として重要な論

点と考えられるからである．まず，1961 年の外貨割当制から関税と補助金の組合せへの転換については，

この際に関税を撤廃して一般財源による補助金に転換せず，その反対に補助金の財源を関税収入に求め

た理由が鍵となる．この点に関して当時の農林省は，交付金制度の創設のための財源として，次の 3 つ

の選択肢を検討していたとされる．1960 年 2 月 24 日の衆議院農林水産委員会における福田赴夫農林大

臣の答弁によると，A 案は 10％の関税に加えて新たに 10％程度の課徴金を徴収する案であり，B 案は

10％の関税を維持しつつ一般財源を充てる案であり，C 案は 10％の関税に加えて新たに 4％程度の課徴

金を徴収する案である（国立国会図書館〔8〕）．実際に採用されたのは，課徴金ではなく関税であり，

また関税の引上げ幅も 3%であったという違いはあるものの，交付金の財源に充てるために関税を引き

上げる C 案が採択されたという事実は，米国の利害に一定の配慮をしつつも，日本政府としては補助金

の原資として一般財源よりも大豆の関税収入から得られる特定的な財源を選好したことを物語っている．

こうした背景にあるのは，財源としての安定性・予見性であり，一般会計を財源とする補助金は毎年予

算査定の対象となるため，その確保が不透明なのに対し，関税による輸入差益収入は，一旦獲得されれ

ば予算査定に晒されることなく安定的な歳入をもたらすという違いであると考えられる（権丈〔7〕，

Krueger〔9〕）． 

 次に，大豆関税の削減とその後の無税化をもたらした，1960 年代後半以降の消費者と米国の影響力の

増大についてはどのように考えればよいのであろうか．まず，消費者の影響力については，輸入大豆に

依存した大手製油業者の発言力の増大が考えられる．すなわち，1961 年の自動承認制への移行の時点で

は，輸入大豆を活用した大規模な搾油施設を有する大手業者と，なたねや米ぬかといった国産原料に依

存する中小業者とが併存し，前者が輸入自由化を主張したのに対し後者は反対し，製油業界の主張は割

れていた（北海道拓殖銀行〔6〕）．これに対して，その後の大豆輸入の大幅な増加によって，国産なた

ねに依存していた中小の製油業者が淘汰された結果，植物油脂製造業の事業所数は 1970 年には 10 年前
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の 3 分の 1 の 322 まで急減し（食品産業センター〔21〕），実需者が輸入大豆に依存した小数の製油業者

に集約されたことによって，大豆の無税化を求める実需者の影響力は格段に強まったと考えられる．ま

た，米国については，当時実施されていたガット・ケネディ・ラウンド交渉が，その影響力を増す要因

になったと考えられる．この背景について，農林省作成の文書（〔12〕）では，「大豆は，米国がこの交

渉で最重要品目の１つとして，わが国に対し関税引下げを強く主張してきたものであり，（中略）わが国

としては，関税の財政面および国産大豆・なたね生産の確保の観点からの困難はあるものの，米国との

対外関係を重視して大豆関税の引下げをオファーすることとした」旨が述べられている． 

 

４．結論と政策的な含意 

 本稿では，所得再分配の上で経済学的に非効率とされる関税から，貿易自由化と整合的な補助金へと

農業保護の形態を転換させる条件を解明すべく，日本において実際にそうした転換が行われた大豆を対

象として，各利害関係者の経済余剰の試算を通じた検証を行った．分析結果は，1961 年の「数量制限と

関税との組合せ」から「関税と補助金との組合せ」への転換は，関税収入の大幅な増加をもたらしたと

いう点で，日本の財政当局の利益を最も反映したものであったのに対し，1968 年以降の関税引下げとそ

の後の無税化（「関税と補助金の組合せ」から「補助金による保護」への転換）は，日本の消費者と米国

の厚生損失を大きく減尐させたことに鑑み，彼らの利益を色濃く反映したものであったことが明らかに

なった．大豆の保護手段の変遷から得られた興味深い知見は，関税の賦課やその引上げが，単に国内生

産者の保護のためではなく，国内補助金の財源を調達する手段として活用されてきたという事実である．

このように関税は，国内産業の保護と歳入の確保という二つの機能を兼ね備えているが故に，財政収支

の黒字化を目指す財政当局にとっては容易に手放せない保護手段であり，補助金による保護に転換する

ためには，それを選好する消費者や輸出国の影響力の増大が不可欠なことを大豆の事例は示している．

他方で，本稿で用いた分析の枠組みは簡明さに重きを置いた結果，理論モデルの定式化が必ずしも十分

でなく，利害関係者の政治的なウエイトの計測には至らなかった．代替的な保護手段の選択問題のモデ

ル化とそれに基づく政治的なウエイトの厳密な計測については今後の検討課題としたい．また，大豆以

外の品目に対して本稿と同様の分析を適用し，その結果を比較することも今後の研究課題である． 

 最後に，本稿の分析結果を踏まえると，関税から補助金への保護形態の転換をもたらす方策に関する

政策的な含意は次の 2 点に要約できよう．第 1 に，今後日本において関税から補助金への転換をもたら

す条件は，外圧の高まり以外には想定されないと考えられる．補助金は，毎年の予算査定の対象となり

予見性・安定性を欠くのに対し，財源が安定しその調達費用の低い関税が国内農業を効果的に保護する

ものである以上，内発的な関税から補助金への転換は困難であろう．また，消費者の圧力については，

大豆の場合には製油用の中間投入財という特性のために，尐数で組織化が容易な実需者が無税化に向け

て影響力を発揮したものの，最終消費財である農産物について同様の消費者圧力の増大は見込まれない．

このため，関税から補助金への政策転換をもたらす契機となるのは，現在進行中の WTO ドーハ・ラウ

ンド交渉の妥結や，米国や豪州といった日本に対する農産物の大輸出国とのFTA の締結が考えられる．

第 2 に，保護の予見性や差益収入の安定性が関税への選好を生み出していることを踏まえると，補助金

への転換を進めるためには，それと同様の予見性・安定性を付与することが有用である．具体的には，

関税の撤廃に伴う損失を補償する直接補助金の財源について，長期的な支出を予めコミットすることが

考えられる．また，保護効果が一律に及ぶ関税から，対象者が選別され得る補助金への転換に対しては，

支援の対象から除外されることを懸念する小規模生産者の反対が予想されることから，彼らの懸念を払

拭するためには，尐なくとも一定期間は所得補償の対象を全ての農業者とすることも検討に値しよう． 
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（註 1）第 2 図において，Xd－Xs（自由貿易下の日本の輸入量）= xs－xd（自由貿易下の米国の輸出量）及び X*
d－

X*
s（T＋S の場合の日本の輸入量） = x*

s－x*
d（T＋S の場合の米国の輸出量）であることから，本稿では米国の

超過供給曲線と超過需要曲線の弾性値を使わず，日本の供給曲線と需要曲線を直線と仮定し，｛（X*
d－X*

s）＋（Xd

－Xs）｝×（Pc－Pw）÷2 を解くことによって，米国の純余剰の変化（－1－2－3－4－5－6）を試算した． 

（註 2）農林省〔11〕には 1971 年と 1972 年の関税収入額が欠けているため，両年については実際の輸入額と関税

率から試算した． 

（註 3）各主体の経済余剰を毎年の生産量，消費量，輸入量を用いて推計したことに関して，査読者より，供給曲

線や需要曲線が毎年シフトすることになるので，第 3 図に示した余剰の絶対額の時系列比較が意味をなさなくな

る旨の指摘があったが，筆者は，余剰の変化要因として需給の変動が含まれていたとしても，各主体の余剰の変

化が，根源的には関税や補助金という政府の政策介入に起因していることには変わりがなく，第 3 図において余

剰の変動が関税率の変化と一致していることからも，余剰の変化を時系列比較する意義は損なわれないと考える． 
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