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１．本論文の課題

2016年２月に署名されたTPP（環太平洋パート
ナーシップ）協定は、日本の農産品の貿易自由化
にとって、次の２点で「異次元」の協定である

（註１）。第１は自由化水準の高さである。TPP協
定における日本の全品目の関税撤廃率は品目数ベ
ースで95％と極めて高く、それは農林水産品の関

税撤廃率が81％に達したことに起因する（註２）。
後述するように、日本がこれまで締結した13の
EPA（経済連携協定）における関税撤廃率の平
均値は56％であり、TPPではそれが25ポイントも
上昇した。その背景として、2013年４月の衆参農
林水産委員会の国会決議（参議院［１］）におい
て「除外又は再協議」とされた重要５品目でさえ、
その30％で関税を撤廃したことが挙げられる。

第２は交渉妥結の迅速さである。TPP交渉は、
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2010年３月の交渉開始から５年半、日本の交渉参
加から２年余りで妥結した。その迅速さは、日本
の農産品の自由化水準がより低い日豪EPAの交
渉妥結に８年を要したことと対比すると特に際立
つ。 また、1988〜2009年 に締 結 された88件 の
RTA（地域貿易協定）を検証したMoser　and　
Rose［２］は、交渉期間が長引く要因として参
加国数や異なる地域間の協定を挙げているが、参
加国数が12と多く、北米・南米・東アジア・オセ
アニアの４つの地域にまたがるTPPが短期間で
妥結したのは、その顕著な逸脱事例である（註
３）。無論、TPPは多数国間の多分野に及ぶ協定で、
その妥結は日本の農産品自由化のみに起因するわ
けではない。しかし、日本の農産品を巡る協議が
終結しない限り、一括合意を前提とするTPP交
渉全体の妥結もあり得なかった。この点で、日本
の農産品自由化を対象として迅速な交渉妥結の要
因を検証することには十分な意義がある。

他方で、TPP合意で日本が農産品の大幅な自由
化を受け入れた理由について、日本政府はほとん
ど説明していない。例えば、TPP合意に関して安
倍首相は、「厳しい交渉の中で国益にかなう最善
の結果を得ることができた」（内閣官房［４］）と
述べただけで、農産品自由化の背景には一切言及
していない。また、TPP合意での関税撤廃率に関
しても、石原TPP担当相は「95％の関税撤廃率は
交渉参加の前提条件ではない」（衆議院［５］）と
述べ、あくまで交渉の結果として決まったと説明
している。更に先行研究でも、TPP合意における
農産品自由化の規定要因に言及したものとして東
山［６］や作山［７］があるが、いずれも指摘の
レベルにとどまっている。このように、TPP農産
品合意を巡っては、前例の無い自由化が短期間で
決定されたという結果が明らかな一方で、そうし
た合意が達成された理由は解明されていない。

本論文の目的は、TPP合意において日本の農産
品の大幅な自由化が短期間で実現した要因を明ら
かにすることである。その構成は以下の通りであ
る。第２節では、先行研究や貿易交渉の経緯のレ
ビューを通じて、TPP交渉において日本の農産品
自由化を規定したと考えられる要因を特定する。
第３節では、TPP合意において日本の農産品の大

幅な自由化が実現した要因を検証する。第４節で
は、TPP交渉において日本の農産品を巡る協議が
短期間で妥結した要因を検証する。５節では結論
を述べる。

２．日本の農産品自由化の規定要因

本節では、先行研究や貿易交渉の経緯のレビュ
ーを通じて、TPP交渉において日本の農産品自由
化を規定したと考えられる要因を特定する。その
目的は、次節以降で行う実証分析の理論的な根拠
を提示することにある。

本論文では、TPP交渉における日本の農産品自
由化の規定要因を図１の枠組みで捉える。すなわ
ち、その要因は、米国等の「交渉相手国の影響
力」、日本国内の「利益集団の影響力」、「交渉ル
ール」の３つと想定する。TPP自体は12カ国によ
る複数国間の協定であるが、農産品を含む物品市
場アクセス分野の交渉は、基本的に日米のように
二国間で実施され、その結果が譲許表にも反映さ
れた。このため、日本の農産品自由化を巡る交渉
は、個々の交渉相手国と日本政府との「国際交渉」
が、日本政府と利益集団（農協等）との「国内交
渉」と同時に進行し、日本政府が双方に受け入れ
可能な合意を模索する「二層ゲーム」（Putnam

［８］）と捉えられる。ただし、日本の農産品は輸
入に大きく依存して輸出品目は乏しく、推進派よ
りも反対派の影響力が強いため、利益集団は総体
として自由化に反対すると想定する。これに対し
て交渉相手国側では、日本に対して農産品の自由
化を求める点で政府と利益集団の利害は一致して
いるため、国内交渉は捨象し一元化された主体と
して扱う。

ここで、国際交渉における貿易自由化の規定要
因を検討する際には、分析の対象範囲を特定する
必要がある。つまり、一口に貿易自由化と言って
もその対象は、日本の物品全体を対象とする

「国」、農産品のような「セクター」、米や牛肉と
いった「品目」の３つのレベルがある。例えば、
日本のEPAに関する先行研究では、日本の農産
品というセクターレベルでの自由化の促進要因と
して、自国の工業品自由化の交換条件として日本
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に農産品自由化を要求する「争点リンケージ」
（Davis［９］）や、首相官邸が抵抗勢力を排して
自由化を主導する「官邸主導」が指摘されている

（石黒［10］、河合［11］、三浦［12］）。事実、個別
品目の自由化には国やセクターのレベルでの自由
化が前提となるため、３つのレベルの規定要因は
重複する面もある。しかし、上記のセクターレベ
ルでの規定要因については、日本のTPP交渉へ
の参加決定を対象とした作山［13］で既に検証さ
れており（註４）、本論文の関心は日本の農産品
の品目レベルでの自由化にあることから、その規
定要因に焦点を当てる。

まず、図１に示した「交渉相手国の影響力」の
規定要因について検討する。貿易交渉が、一国の
経済厚生の最大化ではなく、輸出増加が「勝ち」
で輸入増加が「負け」と言う重商主義に支配され
て い る こ と は 周 知 の 通 り で あ る（Krugman

［14］）。このため、農産品の輸入国である日本に対
して、輸出国である交渉相手国はその自由化を求
めて圧力をかける。その際に交渉相手国の利益集
団は、輸出実績が多い品目ほど自由化を求めて自
国政府にロビー活動を行うことから（Kowalczyk 
and Davis［15］）、自由化圧力の強さは輸出実績
に依存すると考えられる。実際に、品目レベルの
自由化の規定要因を実証的に分析した先行研究で
も、その説明変数として、「自国の総輸出に占め
る交渉相手国に対する輸出の割合」が用いられて
い る （ K o w a l c z y k  a n d  D a v i s ［ 1 5 ］、
Estevadeordal［16］）。

次に、日本国内の「利益集団の影響力」の規定

要因について検討する。ただし、自由化の規定要
因自体を扱った先行研究は見当たらないことから、
保護水準の規定要因に関する先行研究を参照する。
利益集団の影響力に関する理論としては、「集合
行為論」（Olson［17］）がよく知られている。これ
によれば、関税による農業保護のような集合財の
獲得のためにはフリーライダーの抑止が不可欠で、
それが容易なために保護を獲得し易いのは、特定
地域に集中した品目である。その実証に用いられ
る産業構造の指標は、地理的集中度や生産者数で
ある（Gardner［18］、Lopez［19］）。ただし、こ
れらの指標と保護水準の関係は直接的ではないた
め、地理的集中度と産出額の積を用いた事例もあ
る（Lopez and Pagoulatos［20］）。また、先行研
究では保護水準の規定要因として貿易構造に関す
る指標も用いられている。具体的には、輸入浸透
度や現行関税率であり、前者はそれが高い品目ほ
ど自由化への抵抗が高まると想定され、後者は累
次の貿易交渉の結果として決められたものである
ことから、現時点での利益集団の影響力の反映と
解釈できる。（Rodrik［21］、Kowalczyk and Davis

［15］）。
最後に、農産品の自由化に影響する「交渉ルー

ル」について検討する。ここでも、交渉ルールの
品目レベルの自由化への影響に関する先行研究は
見当たらないことから、概念的な研究や過去の貿
易交渉の事例を参照する。貿易交渉におけるルー
ルとしては、「合意の対象範囲」（全分野で合意す
るまで個別分野の合意を認めない一括合意か、合
意した分野から実施する早期実施か）、「意思決定
方式」（全会一致か多数決か）、「交渉期限の有無」
といった様々な要素が含まれる（姫野［22］）。他
方で、自由化水準に直結するルールとしては自由
化率や関税撤廃率の設定が挙げられる。例えば、
日本のEPAでは、WTO（世界貿易機関）協定に
整合的なEPAの基準として、協定発効から10年
以内に貿易額ベースで90％以上の関税を撤廃する
という自由化率の達成が要件とされている（参議
院［23］）。

これに対 してTPP交 渉 では、 日 本 の従 来 の
EPA交渉にはなかった交渉ルールの存在が指摘
されている。具体的には、「品目数ベースで関税図１　貿易自由化の規定要因
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撤廃率を95％以上とする」、「（メキシコ、カナダ、
日本以外の）先行参加９カ国で合意済みの事項は
再交渉できず、交渉が遅延した場合の交渉終結権
は先行９カ国のみが持つ」の２つである（作山

［７］）。前者は日本のEPAより格段に厳しい自由
化水準のルールで、それが事前に設定されれば交
渉結果は自ずと決まるため、交渉相手国や国内の
利益集団が関与する余地は乏しい。これに対して
後者は、条件付きで一部の参加国から決定権を奪
うもので、意思決定方式と交渉期限を組み合わせ
たルールである。これを前提とすれば、日本が市
場開放要求を拒否し続ければTPP交渉から排除
されるため、それを避けるために先行国の要求に
応じる誘因が高まる。他方で、日本が一部の先行
国に譲歩すれば、先行国が一致して日本を排除す
る事態は避けられるため、日本が全ての先行国に
一律に譲歩しなければならないわけではない。

３．自由化水準が向上した要因の定性的検証

本節では、TPP合意で農産品の大幅な自由化が
実現した要因について検証する。

まず、TPP合意における農産品の自由化水準に
ついてデータで確認する。表１には、日本が締結
した13のEPAとTPPを対象に、農林水産品のタ
リフラインを分母として、即時撤廃を含む10年以
内の関税撤廃品目の割合である「自由化率」と、
10年超を含む関税撤廃品目の割合である「撤廃率」
を示した（註５）。既存EPAの平均値と比べると、
TPPでは自由化率は53％から79％へ、撤廃率は
56％から81％へと、いずれも大きく上昇した。
TPP交渉では、自由化率を基準としてきた従来
のEPA交渉とは異なって、自由化水準の指標と
して関税撤廃率が用いられているため、本論文で
も関税撤廃率に焦点を当てる。その上で、「日本
の農産品の関税撤廃率が向上したのは、『品目数
ベースで関税撤廃率を95％以上とする』という基
準が設定されたためである」との仮説を検証する。
ここで関税撤廃率は、前節の農産品自由化を規定
する３要因のうち、「交渉ルール要因」に該当す
る。事前に関税撤廃率が設定されれば交渉結果は
それに拘束されるため、本節では他の規定要因は

考慮しない。本論文ではこの仮説を、TPP交渉の
関連文書の精査により実証し、実際の関税撤廃率
との比較により確認する。

まず、関税撤廃率に関して、TPP参加国政府の
公式資料を確認する。2011年11月にTPP参加国が
合意した「TPPの輪郭」（外務省［25］）では、
TPP協定の特徴の一つとして「包括的な市場アク
セス」を掲げ、「関税等の撤廃」が明記された。
また、2012年１〜２月に実施されたTPP先行参加
国との協議結果（内閣官房［26］）では、「関税撤
廃の原則」に関するTPP参加国側の発言として、

「90から95％を即時撤廃し、残る関税についても
７年以内に段階的に撤廃すべしとの考えを支持し
ている国が多数ある」と述べられている（註６）。
これをTPP合意と比較すると、全品目の関税撤
廃率は日本が95％で最も低い。他方で、全品目の
即時撤廃率は公表されていないが、ベトナム、メ
キシコ、ペルーは農林水産品と工業品の双方の即
時撤廃率が90％未満であることから（内閣官房

［24］）、最終的に90％や95％の即時撤廃率が適用
された訳ではない。このように、公表資料からは、
TPP参加国が関税撤廃率の設定を模索していた
ことは明らかだが、95％の関税撤廃率が設定され
たか否かまでは示されていない。

次に、政府の公式発表以外の資料を用いて仮説
を検証する。日本が初参加した2013年７月のマレ
ーシアでの第18回交渉会合において、物品市場ア

表１　日本の農林水産品の自由化度
（単位：%）

協定名（発効順） 自由化率 撤廃率
メキシコ 46 46
マレーシア 53 59
シンガポール 52 58
チリ 52 54
タイ 54 59
インドネシア 52 55
ブルネイ 52 55
ASEAN 52 52
フィリピン 59 62
スイス 51 56
ベトナム 54 58
インド 54 56
ペルー 56 60
EPA 平均 53 56
TPP 79 81
資料：内閣官房［24］等を基に筆者作成。
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クセスの作業計画が合意された。その内容は、参
加国が関税撤廃品目の範囲を段階的に拡大する期
限を設定し、「undefined basket」として関税撤
廃をオファーしていない品目も含めて、最終的に
100％の関税撤廃を目指すものであった（Inside 
U.S. Trade［27］）。その後、2013年11月の米国で
の首席交渉官会合終了後のTPP交渉の現状をま
とめた内部文書（WikiLeaks［28］）がリークされ、

「10月25日の時点で、日本以外は『マイルストー
ン３』と呼ばれる95％の関税撤廃オファーを提出
した」と明記されている。その時点で日本が対象
外とされたのは、交渉に参加して間もなかったた
めだが、作業計画は日本も参加したマレーシアの
会合で合意されたことから、日本も95％の関税撤
廃率に拘束されることは明らかである。このよう
に、TPP参加国が95％の関税撤廃率を設定してい
たことを示す証拠が存在する。

最後に、日本のタリフライン数に95％の関税撤
廃率を適用した場合と実際の合意内容を比較する
ことによって、この仮説の妥当性を確認する。表
２の「基準」の列は、95％の関税撤廃率を前提と
した試算である。上から順に見ると、日本の総タ
リフライン数は9,018で、95％の関税撤廃率を適
用とすると、関税撤廃は8,568ライン、非撤廃は
450ラインとなる。工業品6,690ラインの関税を全
て撤廃すると、農林水産品で関税撤廃するのは
1,878ライン、非撤廃は450ラインとなる。これに
対して、「実際」の列は日本の実際の約束内容で
あり、農林水産品で「基準」よりも７ライン多い
1,885ラインで関税を撤廃し、非撤廃は443ライン
となった。「基準」と「実際」の差は、全品目の
ライン数で僅かに７、撤廃率で0.1ポイントしか

ない。
以上のように、非公式資料の検証と基準を適用

した場合の試算から、TPP交渉における95％の関
税撤廃率の存在は明らかである。表２に示したよ
うに、工業品を100％撤廃すると、関税撤廃率の
基準を満たすためには、農林水産品の関税撤廃率
は自動的に81％となる。したがって、TPP協定に
おける日本の農産品の自由化水準の向上は、全品
目を対象とした95％の関税撤廃率の設定に起因す
ると結論づけられる。つまり、日本の関税撤廃率
が95％となったのは、石原TPP担当相が言うよ
うな交渉の「結果」ではなく「前提条件」のため
だったのである。

４．交渉が短期間で妥結した要因の定量的検証

本節では、TPP交渉において日本の農産品を巡
る協議が迅速に妥結した要因について検証する。

前項では、TPP合意における日本の農産品の自
由化水準の指標として関税撤廃率に注目した。し
かし、高い関税撤廃率の設定が日本の市場アクセ
スの改善に直結するわけではない。つまり、単に
品目数ベースでの関税撤廃率を達成することのみ
が目的であれば、日本としては影響が軽微な品目
を関税撤廃の対象とし、影響が大きい重要５品目
はその対象から外すことが考えられる。他方で、
アメリカやオーストラリアといった農産品の主要
な輸出国にとっては、そうした形式的な関税撤廃
率の向上は受け入れられず、日本に対する主要な
輸出品目について意味のあるアクセス改善を獲得
することが不可欠である。日本の農産品自由化を
巡る協議がTPP交渉参加から２年余りで妥結し
たのは、主要な輸出国が満足できるような譲歩を、
日本が重要５品目を含めて約束したことの反映と
も考えられる。

そこで、関税撤廃率よりも、日本の実質的な譲
歩度をより的確に示す指標として、TPP合意の農
林水産品への影響に関する定性的な評価（農林水
産省［29］、［30］、［31］）に注目する。そのデー
タは表３に示したとおりで、農林水産品61品目の
影響度が、１〜４の序数で表されている（註７）。
同表によれば、日本が重要５品目とした米、小

表２　関税撤廃率の基準と実際

区分
基準 実際

撤廃 非撤廃 撤廃 非撤廃
総タリフライン数（A） 9,018 9,018
割合（B） 95.00% 5.00% 95.10% 4.90%
該当数（C=A×B） 8,568 450 8,575 443
工業品（D） 6,690 6,690
割合（E） 100% 0% 100% 0%
該当数（F=D×E） 6,690 0 6,690 0
農林水産品（G） 2,328 2,328
該当数（H=C–F） 1,878 450 1,885 443
割合（I=H/G） 80.70% 19.30% 81.00% 19.00%

資料：内閣官房［24］を基に筆者作成。
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麦・大麦、砂糖（甘味資源作物）、牛肉・豚肉、
乳製品の影響度が３又は４で最大となっている。
農水省は、TPP合意が農林水産品の生産額や生産
量に与える影響の定量的な評価（農林水産省

［32］）も公表しているが、これはTPP対策を加味
することでTPP合意の影響が打ち消されている
ため、譲歩度の指標としては不適切である（註
８）。これに対して、定性評価はTPP対策を加味
していないことから、TPP合意の影響度は日本の
譲歩に起因すると想定される。つまり、TPP交渉
における譲歩度は直接観測できない潜在変数なの
に対して、影響度は観測可能な変数である。ここ
で添え字の i を品目 (i = 1, 2, …, n) とし、閾値を
ah (h = 1, 2, 3) とする閾値メカニズムを用いると、
日本の譲歩度 Yi

* は、次式に示すように影響度
Yi (= {1, 2, 3, 4}) で表すことができる。

また、 Xi を説明変数のベクトル、 b を推計す
べき係数のベクトル、 m i を誤差項とすると、説
明変数 Xi と潜在変数 Yi

* との関係は、次式で表さ
れるものする。

更に、誤差項 m i が正規分布に従うと仮定し、
品目 i の対数尤度関数を l i とすると、標本全体の
対数尤度関数 Lは次式で表され、順序プロビッ
ト・モデルを最尤法で推計することによって、次
式を最大化する係数 ah と b の推定量を求めるこ
とができる（註９）。

次に、第２節で特定した自由化の３つの規定要
因を踏まえて、具体的な説明変数を特定する。デ
ータの出典は農林水産省［29］及び［31］である。
まず、「交渉相手国の影響力」の近似変数には、
データの制約から交渉相手国の輸出実績の代わり
に日本の輸入実績を用いた。具体的には、2013年
の日本の当該品目の総輸入量に占める交渉相手国
からの輸入量の割合とした（註10）。次に、「利益
集団の影響力」のうち産業構造の指標としては、
Lopez and Pagoulatos［20］に倣って生産量と生
産集中度の交差項を用いた。具体的には、生産量
は生産集中度と単位を揃えるために、最大のコメ
を100として指数化した（註11）。また、生産集中
度には、当該品目の生産量が多い上位３都道府県
の生産量割合の合計値を用いた（註12）。他方で、
貿易構造の指標には輸入浸透度と現行関税率を用

表３　品目別の農林水産品への影響度

影響度 影響内容 区 分 品目名 品目数

1 特段の影響は見込み難い 農産品
麦芽、小豆、いんげん、落花生、なし、もも、かき、くり
パインアップル、キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、
なす、ねぎ、はくさい、ほうれんそう、茶、こんにゃくいも

19

水産品 のり、こんぶ、わかめ・ひじき、うなぎ 4

2 影響は限定的と見込まれる

農産品

でん粉、オレンジ、りんご、ぶどう、さくらんぼ、キウイフル
ーツ、トマト加工品、いちご、メロン、トマト、にんじん、
ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、アスハラガス、
かぼちゃ、セルリー、ブロッコリー、鶏肉、鶏卵

21

林産品 合板等、製材 2

水産品 あじ、さば、まいわし、ほたてがい、まだら、するめいか・
あかいか・やりいか、かつお・まぐろ類、さけ・ます類 8

3

国家貿易以外の輸入の増大は見込み難い

農産品

米

4
内麦優先の国家貿易運用により輸入の増
大は見込み難い 小麦、大麦

てん菜、さとうきびの生産に特段の影響
は見込み難いが、加糖調製品の流入の懸念 砂糖

4 当面、輸入の急増は見込み難いが、長期的
には、関税引下げの影響の懸念 農産品 牛肉、豚肉、乳製品 3

資料：農林水産省［29］、［30］、［31］
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いた。このうち輸入浸透度は、国内供給量（生産
量と輸入量の和）に対する輸入量の割合とした。
また、現行関税率に関しては、従量税の品目は従
価税換算値を用いた（註13）。なお、交差項と輸
入浸透度については、その影響が反転する可能性
も想定されるため、二乗項を追加した。

最後に、「交渉ルール」の規定要因としては、
２節で紹介した「先行参加国への交渉終結権の付
与」を取り上げる。すなわち、「この条件によっ
て日本は先行国に優先的に譲歩したため、日本の
農産品自由化協議が迅速に妥結した」というのが
本論文の仮説である。その検証方法としては、説
明変数で日本の輸入量割合をTPP参加国毎に分
けて係数を推計し、それが統計的に有意な場合に
は、当該交渉相手国に対して日本が有意に譲歩し
たと判断する。この際、農林水産省［29］及び

［31］には、TPP参加国か否かに関わりなく、日
本の輸入相手国が数量ベースで上位３位までしか
示されていないことから、TPP参加国がこれに含
まれない場合には輸入量割合は０とする（註14）。
ただし、品目別の輸入量割合の単純平均値は、
TPP参加国合計で43％なのに対して上位３カ国
では41％と大差は無く、上位３カ国で輸入相手国
はほぼカバーされるため、推計結果への影響は軽
微と考えられる。なお、日本の交渉相手国11カ国
の中でシンガポールとブルネイは、輸入量が上位
３位に入る品目はないことから説明変数から除外
した。

説明変数の基本統計量は表４の通りである。こ
の際、農林水産省［29］における林産物２品目

（合板等と製材）の生産量や輸入量が重量ではな
く容積で表示されているため除外し、サンプル数
は59となった。推計結果は表５に示した。説明変
数の輸入量割合をTPP参加国の合計とした推計
式⑴では、現行関税率以外の全ての説明変数が統
計的に有意だった。また、輸入量割合をTPP参加
国毎に分けた推計式⑵では、輸入量割合はアメリ
カ、オーストラリア、ニュージーランドの係数が
統計的に有意で、現行関税率以外の他の説明変数
も統計的に有意だった。なお、生産量指数×生産
集中度の交差項と輸入浸透度の係数は二乗項も含
めて統計的に有意で、係数はマイナスとの想定と

は異なり、これらの説明変数の影響は途中でプラ
スからマイナスへ反転することが示された（註
15）。

こうした結果から、次のような結論が得られる。
TPP合意において日本は、2014年の農林水産品輸
入額がTPP参加国で１位のアメリカ、３位のオ
ーストラリア、７位のニュージーランドに対して
は、両国の主要輸出品目に関して国内生産に影響
が出るような譲歩をした（註16）。他方で、TPP
参加国の中で農林水産品の輸入額では第２位のカ
ナダに対しては、その主要輸出品目に関して国内
生産に影響が出るような譲歩をしなかった。つま
り、日本の農林水産品の譲歩度は、交渉相手国が

表５　推計結果

説明変数
影響度

（1） （2）

輸入量割合

TPP計 0.025＊＊＊（3.89）
アメリカ 0.023＊＊＊（3.21）
カナダ 0.020 （0.76）
オーストラリア 0.059＊＊＊（3.65）
チリ 0.021 （1.01）
マレーシア 2.199 （0.98）
ベトナム 0.164 （1.01）
ニュージーランド 0.023＊ （1.68）
メキシコ 0.015 （0.83）
ペルー 0.032 （0.39）

生産量指数×生産集中度 0.024＊＊＊（3.61） 0.003＊＊＊（3.58）
（生産量指数×生産集中度）2 -4.98E-7＊＊＊（-2.71） -5.33E-7＊＊＊（-2.71）
輸入浸透度 0.111＊＊＊（3.48） 0.124＊＊＊（3.48）
輸入浸透度 2 -0.001＊＊＊（-3.17） -0.001＊＊＊（-3.21）
現行関税率 -0.001 （-1.28） -0.002 （-1.47）
生産量指数×生産集中度の反転値 3207.83 3199.81
輸入浸透度の反転値 50.37 46.32
サンプル数 59 59
Pseudo R2 0.46 0.50
AIC 1.45 1.63

註：括弧内は z 値で、＊＊＊は１%、＊＊は５%、＊は10%
の有意水準を表す。

表４　基本統計量

説明変数 平均 標準
偏差 最大 最小

輸入量割合
（%）

TPP計 43.61 41.68 100 0
アメリカ 22.2 33.55 100 0
カナダ 2.76 8.55 37 0
オーストラリア 4.82 13.68 75 0
チリ 2.10 11.09 66 0
マレーシア 0.02 0.13 1 0
ベトナム 0.23 1.22 8 0
ニュージーランド 5.35 18.95 100 0
メキシコ 3.00 12.75 76 0
ペルー 0.54 2.93 17 0

生産量指数×生産集中度 384.1 766.8 5109 9.5
輸入浸透度（%） 25 27.2 96.5 0
現行関税率（%） 109.4 275.8 1706 3
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農林水産品の主要な輸出国か否かではなく、交渉
終結権を持つ先行国か否かで区別されていること
が示唆された。他方で、日本の輸入実績が少ない
国もあるため全ての先行国の輸入量割合の係数が
有意なわけではなく、仮説を完全に立証したとま
では言えない。ただし、推計結果は仮説と矛盾せ
ず、その妥当性を示唆しているのは確かである。

５．結論

本論文の目的は、TPP合意において日本の農産
品の大幅な自由化が短期間で実現した要因を明ら
かにすることであった。このため、事前に設定さ
れた交渉ルールの役割に注目し、TPP合意におい
て日本の農産品の大幅な自由化が進展した要因と
して「品目数ベースでの95％の関税撤廃率の設定」
を、TPP交渉において日本の農産品を巡る協議が
短期間で妥結した要因として「先行参加国への交
渉終結権の付与」を、それぞれ仮説として提示し、
その妥当性を検証した。前者に関しては、政府の
公式発表以外の資料の精査と、その基準を適用し
た場合と実際の約束内容を比較することによって
仮説の存在を実証し、日本の農産品の自由化水準
の向上が、全品目を対象とした95％の関税撤廃率
の設定に起因することを明らかにした。また、後
者に関しては、TPP合意の影響度を被説明変数と
し、説明変数である日本のTPP参加国からの輸
入量割合の統計的な有意性を検定することによっ
て、日本が国内生産に影響を与える譲歩をしたの
は先行国に対してのみであり、先行国への交渉終
結権の付与が日本の農産品を巡る協議の短期間で
の妥結に寄与したとの仮説と整合的な結果を得た。

本論文は、これまでほとんど明らかにされてこ
なかったTPP合意における日本の農産品自由化
の背景にある交渉ルールについて、単にその存在
を指摘するだけでなく、定性的・定量的な分析を
通じてその存在を検証した点で独創性を有する。
他方で、第４節のTPP合意の影響度に関する定
量的検証では、本論文の関心は輸入量割合の有意
性にあったため、それ以外の説明変数の解釈等に
関する本格的な検討は今後の課題とした。また、
貿易交渉の背後にあるルールは秘匿されるケース

も多いが、それが特定の交渉結果を狙って策定さ
れている以上、何らかの痕跡が合意内容に出現す
る可能性は十分にある。今後は、そうした視点に
立った研究を深化することも一考に値しよう。

（註１）「農産品」には林水産品を含み、「農林水産品」
と同じ意味で用いる。

（註２）関税撤廃率等はTPP交渉で用いられたHS2007
基準によるが、TPP協定の譲許表はHS2012基準
で作成されているため、日本の農林水産品の関税
撤廃率は、前者では81％なのに対し後者では82％
と異なる。なお、本論文では、「品目数（ベース）」
は「貿易額（ベース）」の対義語なのに対し、「タ
リフライン（数）」は日本のHS9桁の統計細分を
意味する。

（註３）ここでの地域区分は、Moser and Rose［２］
と同様にWTO［３］に依拠している。

（註４）作山［13］では、農産品の自由化に抵抗する
プレーヤーの視点から、「官邸主導」を拒否権プ
レーヤーである農林族議員や農水省の影響力とい
う概念で置き換えている。

（註５）2015年以降に発効したオーストラリア及びモ
ンゴルとのEPAは、データがないため含まれて
いない。

（註６）この記述を起草したのは、当時農林水産省国
際交渉官としてTPP参加協議に従事していた筆者
である。なお、これはシンガポールとニュージー
ランドの発言で、「多数」というのは９カ国中７
カ国を意味していた。

（註７）影響度の評価方法は、TPP合意によるアクセ
ス改善の内容や当該品目のTPP参加国からの輸入
実績等を勘案したものと考えられるが、詳細は農
林水産省［29］及び［31］を参照。なお、影響度
の序数は農林水産省［30］に示されている。

（註８）例えば、米への影響は、国別枠の輸入量に相
当する国産米を政府が備蓄米として買い上げるこ
とによって、生産額でも生産量でも皆無とされて
いる。

（註９）紙幅の制約から対数尤度関数の導出過程は省
略した。詳細は山下［33］を参照されたい。

（註10）輸入量のデータが２つに分かれている場合に
は、オレンジ・りんご・パインアップルでは「生
果」、こんにゃくいもでは「製粉ベース」を用いた。

（註11）生産量のデータが２つに分かれている場合に
は、オレンジ・りんご・パインアップルでは「生
果」、トマト加工品では生産量は「トマト加工品
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全体」、上位３都道府県の生産量割合は「加工原
料用トマト」を用いた。なお、先行研究のような
生産額ではなく生産量を用いたのは、被説明変数
である影響度が数量ベースで評価されていること
との整合性を重視したためである。

（註12）先行研究では、生産集中度の指標として、全
ての主体の市場占有率の二乗和であるハーフィン
ダール指数が頻繁に用いられているが、原資料で
は輸入量と整合性のある生産量が示されているの
は上位３都道府県に限られるため、ここでは用い
なかった。

（註13）関税率は輸入量のデータと整合する品目の税
率とし、関税割当品目は２次税率の従価税換算値
を用いた。

（註14）こうした方法をとったのは、原資料には各品
目の対象となる関税番号が示されておらず、生乳
換算の算出方法が明示されていない乳製品のよう
な品目もあることから、財務省の『貿易統計』を
用いて原資料と整合性のあるデータを自ら作成す
ることは不可能なためである。

（註15）これらの説明変数の影響が想定とは異なって
途中までプラスになる理由については、生産量指
数×生産集中度の交差項は、生産量が少なく集中
度が低い品目の生産者の政治的な影響力が小さい
こと、輸入浸透度は、それが低い品目では追加的
な輸入が国内生産に与える影響が小さいこと等が
考えられる。

（註16）説明変数と同じ2013年の農林水産品の国別輸
入額のデータが得られなかったため、ここでは
2014年の数値を用いた。
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