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自由貿易協定が日本の農業生産および農業環境に

及ぼす影響に関する経済分析

澤 内 大 輔
（北海道大学大学院農学研究科 生物資源生産学専攻 農業経済学講座）

Economic Analysis of Agricultural Trade and the Environment
 

under the Free Trade Agreement
 

Daisuke SAWAUCHI

(Research Group of Agricultural Economics,Division of Bioresources and Product Science,

Graduate School of Agriculture,Hokkaido University,Sapporo,060-8589,Japan)

第 I章 序 論

A．背 景

1990年代後半以降，WTO交渉の停滞などを

背景に，自由貿易協定（Free Trade Agreement;

FTA）の締結件数が世界的に増加している。日

本も例外でなく，世界的なFTA締結件数増加

を背景に，FTAに参加していないことの経済

的デメリットを排除すべく，アジア諸国を中心

としてFTA締結に向けた交渉を進めている。

2007年11月時点で，日本では，シンガポール，

メキシコ，マレーシアなど５カ国との間で

FTAが発効している。また，2007年４月には，

オーストラリア（豪州）との間でFTA締結に向

けた政府間交渉が開始された。豪州とのFTA

は，これまでに日本が締結してきたFTAと比

較すると，農産物輸出国とのFTAである点，先

進国とのFTAである点などが特徴的である。

日本がWTOやFTAなどの場で貿易自由化

について交渉する際には，農産物に対する国境

措置の撤廃または削減が，しばしば交渉の重要

争点となる。これは，日本では，土地制約など

により比較劣位にある国内農業を，関税などの

国境措置および補助金などの国内農業支持政策

などにより，高水準の保護を行ってきたことな

どに起因する。1995年のWTO設立以降，日本

の国境措置および国内農業支持政策などによる

保護水準は削減されつつあるものの，他の先進

国に比べ，依然，高い状況にある。

日本と農産物輸出国である豪州との間で

FTAが締結され，全部門の関税が撤廃された

とすると，日本では農業生産の減少が想定され

る。これは，日本・豪州間でのFTA締結により，

豪州からの輸入農産物が増加し，国産品と競合

すると考えられるためである 。また同時に，ア

メリカ，カナダやニュージーランド（NZ）など

豪州以外の農産物輸出国では，豪州に輸出先を

奪われることなどにより，日本への輸出が減少

することが見込まれる 。このようにFTAの

締結は，FTA締結国のみならず，FTAを締結

していない，「第三国」の経済へも影響を及ぼす。

さらに，農産物貿易の自由化は，経済に影響

を及ぼすのみならず，生産の変化を通じて環境

にも影響を及ぼすことが指摘されている （図

1－1）。貿易政策の変化による環境への影響は，

農業生産の外部効果の変化としてとらえること

ができる。農業生産の外部効果には，環境に対
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FTA締結により，FTA締結相手国との貿易額が増

加する効果は，貿易創出効果と呼ばれる。

FTA締結により，FTA締結相手国以外の国との貿

易額が減少する効果は，貿易転換効果と呼ばれる。

Anderson and Blackhurst（1992），Copeland and
 

Taylor（2001）などを参照。



してプラスの効果を持つもの（正の外部効果），

およびマイナスの効果を持つもの（負の外部効

果）の両方が考えられる 。これらの外部効果

は，農業生産の増減に伴って変化することが予

想される。

日本のように，農産物貿易自由化に伴って農

業生産の減少が考えられる場合には，農業生産

が持つ正および負の外部効果も減少することが

予想される。農業の多面的機能など，農業生産

の正の外部効果が減少することは，日本におけ

る環境に注目すると，マイナスの影響としてと

らえることができる。一方で農業由来の環境負

荷発生など，農業生産の負の外部効果が減少す

ることは，日本における環境に注目すると，プ

ラスの影響としてとらえることができる。

総合的に見て，農産物貿易の自由化が環境に

対してどのような効果を持つのかは，理論的に

事前に明らかにすることはできず，実証分析に

よる解明が必要となる 。

B．既存研究の成果

本節では，農産物貿易の自由化が農業の外部

効果に及ぼす影響を定量評価した日本における

既存研究を整理する。しかし，前節で述べたよ

うに，農産物貿易の自由化は，生産の変化を通

じて，外部効果の変化という形で環境に影響を

及ぼすと考えられる。そこで，農業の外部効果

を定量評価した研究にも焦点を当て，既存研究

を整理する。

日本の農業経済分野では，農業のもつ正の外

部効果，および農業が環境負荷の発生源となっ

ているという負の外部効果について，貨幣的ま

たは，物量的なアプローチにより定量評価を試

みる研究が数多く見られる。

日本における農業生産の正の外部効果を定量

的に評価した研究としては，次のものなどがあ

げられる 。出村・吉田（1999）は，トラベルコ

スト法，ヘドニック法，仮想状況評価法（CVM:

Contingent Valuation Method）などの手法を

用いて，日本農業・農村の多面的機能の貨幣的

な評価を試みている。吉田（1999）は，代替法

を用いて農業・農村の多面的機能の貨幣的な評

価を試みている。

日本の農業の持つ負の外部効果を定量的に評

価した研究としては，次のものなどがあげられ

る。林（2002）は環境会計を用いて，北海道を

事例に経済活動への自然資源投入状況の貨幣的

な評価を試みている。増田（2006b）ではLCA

（Life Cycle Assessment）を用いて，北海道で

の酪農を事例に農業由来の環境負荷の物量的な

評価を試みている。また，増田（2006a）では，

LCAを用いて日本での農業由来の環境負荷の

物量的な評価を試みた研究をレビューしてい

る。

以上でみられるように，日本では農業の外部

効果を定量評価した研究は多数見られるもの

の，政策などの変化によって農業の外部効果が

どれほど変化するのかという視点からの分析が

ほとんどなされていないといえる。本間（2006）
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図1－1 貿易自由化による農業生産および農業環境への影響

正の外部効果の例としては，農業の多面的機能のよ

うに環境に対してプラスの効果を持つものがあげら

れ，負の外部効果の例としては，農業由来の環境負荷

発生などのように環境に対して負の効果を持つもの

などがあげられる。

Anderson and Blackhurst（1992）を参照。

ここで挙げたものを含め，Nakashima（2001）にお

いて，日本の農業の多面的機能を評価した研究がレ

ビューされている。



が指摘するように，外部効果に政策的な意味を

持たせるためには，政策の変化が農業の外部効

果に及ぼす影響を「限界評価」する必要がある。

すなわち，FTA締結などの政策の変化によっ

て，農業生産の変化を通じ，農業の外部効果が

どれほど変化するかという視点からの分析が極

めて重要といえる。

日本において，農産物貿易自由化などの政策

変化が農業の外部効果にどのような影響を及ぼ

すのかについて，はじめて本格的に実証分析を

試みた研究に，鈴木（2005b）がある 。鈴木（2005

b）は，コメを対象とした部分均衡分析，および

窒素を指標とした農業由来の環境負荷発生量の

計測によって，日本・中国・韓国間FTA締結が

日本の環境に及ぼす影響を分析している。とは

いえ，鈴木（2005b）は次の３つの限界点を有し

ていると考える。

第１に，鈴木（2005b）では，部分均衡分析を

用いているため，対象としている品目がコメに

限られている点である。FTAでは，ほぼすべて

の品目についての貿易が自由化されるのが一般

的であるため，一品目のみを対象とするのは現

実的ではない。また，他の産業からの波及効果

などについても，明示的に分析できない。FTA

締結による貿易自由化のように経済全体に影響

を及ぼす政策の効果を分析するには，一般均衡

分析を用いることがより望ましいと考える。

第２に，環境データが，日本のデータだけに

限られているので，貿易自由化が環境に及ぼす

影響の分析が，日本だけしか行われていない点

である。FTA締結は，言うまでもなく日本のみ

ならず，FTA締結相手国およびFTAを締結し

ていない，第三国においても，経済および環境

に影響を及ぼすと考えられる。

第３に，農業生産の変化に対して，どれだけ

農業の外部効果が変化するのか，という「限界

評価」までは，明示的にはなされていない点で

ある。農業の外部効果の分析を政策評価として

より有効なものにするためには，農業生産の変

化が外部効果に及ぼす影響の「限界評価」が必

要になる。よって，FTA締結による政策変化に

よって，農業の外部効果がどれほど変化するか

という論点の解明は極めて重要であると考え

る。

C．課題の設定および分析対象の限定

本研究の課題は，FTA締結が日本の農業生

産および農業環境 に，どのような影響を及ぼ

すのかという点を，経済学的に分析することで

ある。具体的には，日本・豪州・NZ間FTA締

結を対象に，日本の農業生産および農業環境へ

の影響を，応用一般均衡分析と余剰窒素分析を

統合したモデルを用いて解明する。

すでに日本がFTA締結に向け交渉を進めて

いる国の中でも，とりわけ農産物輸出国である

豪州とのFTA締結は，農業生産への影響が顕

著に表れると考えられている。また，豪州はNZ

との間で，1983年に経済協力緊密化（Closer
 

Economic Relations; CER）協定と呼ばれる

FTAを締結している （図1－2）。CER協定は

発効以来20年以上の歴史を持ち，世界で現存す

るFTAの中で，最も包括的なFTAの１つと

いわれている。したがって，日本・豪州間FTA

締結が農業生産および農業環境に及ぼす影響を

分析する際には，日本・豪州・NZ間FTAが締

結されるという可能性を考慮した分析も必要で

あると考える。

FTA締結に向けて政府間交渉が進められて

いる豪州だけでなく，NZも含めたFTAとし

て分析することには，次の意義もある。第１に，

日本から見ていずれも農産物輸出国であり，

FTA締結が日本の農業生産および農業環境に

及ぼす影響がより大きく明確に分析できる。第

２に，豪州とNZは日本に対して畜産物輸出国

澤内大輔：自由貿易協定が日本の農業生産および農業環境に及ぼす影響に関する経済分析

日本で，農産物貿易の自由化が農業の外部効果に及

ぼす影響を理論面から分析した研究として伊藤

（1996）があげられる。また，日本以外で，貿易政策

が環境に及ぼす影響に関する実証研究をレビューし

た研究として，Huang and Labys（2002）などがあ

げられる。

本研究では，農業環境を農業部門における環境と解

釈し，農業部門以外における環境は分析対象には含

めない。農業環境という用語は，Agri-Environmental
 

Indicators（農業環境の指標）などのように，OECD

などにおいても国際的にも用いられている。

CER協定の成立経緯および概要については，加賀爪

（1993），澤内・山本（2005）などを参照。
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として共通した面を持っている。このため，日

本・豪州の二国間FTA締結の影響を分析する

際，このFTAから除外されたNZを第三国と

して注目することで，第三国への影響について

もより明確に分析できる。

農業生産への影響は，応用一般均衡モデルで

あるGTAP（Global Trade Analysis Project）

モデルを用いて解明する。改変を加えない標準

のGTAPモデルを用いるため，FTA締結によ

る生産性の上昇や人の移動などの効果 は分

析されず，関税撤廃による静学的な効果のみが

分析対象となる。

本研究において，GTAPモデルを用いて農業

生産への影響を解明することは，次のメリット

を有する。第１に，FTA締結が農業生産に及ぼ

す影響を他産業および経済全体への影響との比

較の上で論じることができる点である。第２に，

FTA締結が，日本の農業生産に及ぼす影響を，

FTA締結相手国である豪州やNZなどの他国

の農業生産への影響と比較して論じることがで

きる点である。

本研究では，農業生産への影響を相対評価す

るために，農業生産の変化を，GDPなど経済全

体への影響，および他産業への影響と比較する

ことにしたい。また，FTAにおいては，FTA締

結国以外の第三国への影響も重要な論点となる

ため，FTA締結が農産物貿易に及ぼす影響に

も注目し分析を試みる。

農業環境への影響は，余剰窒素分析を用いて

解明する 。余剰窒素は，農業に関する環境指

標の中でも，農業生産の養分投入に着目した環

境指標である。

本研究において，余剰窒素を農業環境の指標

とすることは，次のメリットを有する。第１に，

余剰窒素を農業環境指標とすることで，耕種お

よび畜産の農業全般を対象とした農業環境の分

析が可能となる点である。これは，窒素が，耕

種における肥料投入や作物生産，畜産における

家畜糞尿など農業生産全般に係る養分であるた

めである。第２に，余剰窒素を農業環境指標と

することで，FTA締結が農業環境に及ぼす影

響の多国間比較が可能となる点である。これは，

余剰窒素は比較的早い段階から農業環境指標と

して認識されてきたため，OECDなどによって

世界共通の基準で作成されたデータが存在する

ためである。

農業環境への影響を分析する際には，農業環

境負荷の変化を解明するのみでなく，日本・豪

州・NZ間FTA締結が農業環境に及ぼす影響

の「限界評価」を試みる 。貿易政策の変化が

これらの効果は，一般に動学的効果と呼ばれる。浦田

（2002a，2002b）などを参照。

このため，本研究における農業環境への影響は，農地

における余剰窒素量の変化を指標とした分析に限定

される。農業由来の環境問題としては，温暖化ガスの

排出などがあるが，本研究ではデータ制約のため分

析できなかった。

FTA締結が農業環境に及ぼす影響の「限界評価」と

は，FTA締結による農業生産額の変化が農業環境負

荷の削減費用に及ぼす影響を評価することである。

しかしながら，本稿では，農業環境負荷（余剰窒素量）

の削減費用データを入手することができなかったの

で，農業環境負荷の削減費用の代わりに，物量データ

である農業環境負荷発生量を用いた。このため本論

文において，FTA締結が農業環境に及ぼす影響の

図1－2 日本，豪州，ニュージーランド間でのFTA締結状況
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環境に及ぼす影響を政策評価の観点から，より

有効なものにするためには農業生産の変化が農

業環境に及ぼす影響の「限界評価」が極めて重

要であると考えられた。

D．論文の構成

本論文は，本章を含めた７つの章から構成さ

れている（図1－3）。本章では，本論文の背景を

述べ，既存研究の到達点を示した上で，本論文

の課題を提示した。

第 章では，日本，豪州，NZ各国の経済概況，

貿易概況および貿易政策を整理する。具体的に

は，経済規模，貿易の特徴，関税率などに焦点

をあて整理する。

第 章では，農産物貿易自由化が環境に及ぼ

す影響に関する既存研究を整理する。具体的に

は，FTA締結が日本の農業生産に及ぼす影響

についての既存研究，農産物貿易自由化が環境

に及ぼす影響に関する国際機関での議論，およ

び日本における農産物貿易自由化が環境に及ぼ

す影響に関する実証研究の成果を整理する。

第 章では，本論文の分析手法を概説する。

具体的には，まず，FTA締結が農業生産に及ぼ

す影響を計測する際に用いるGTAPモデルの

概要および経済モデルとしての特徴を明らかに

する。次に，余剰窒素を指標とした農業環境へ

の影響を計測する際に用いるOECD Soil Sur-

face Nitrogen Balanceモデルの概要および特

徴を明らかにする。

第 章では，日本・豪州・NZ間FTA締結が

日本の農業生産に及ぼす影響を分析する。具体

的には，応用一般均衡モデルであるGTAPモ

デルを用いて，日本・豪州・NZ間FTAが仮に

締結され，全部門の関税が撤廃された際に，日

本の農業生産にどのような影響が及ぶのかとい

う点を解明する。

第 章では，日本・豪州・NZ間FTA締結が

日本の農業環境に及ぼす影響を分析する。具体

的には，前章の分析結果および余剰窒素分析を

用いて，日本・豪州・NZ間FTAが仮に締結さ

れ，全部門の関税が撤廃された際に，日本の農

図1－3 本論文の構成

「限界評価」とは，FTA締結による農業生産額の変

化が農業環境負荷（余剰窒素量）に及ぼす影響を評価

することである。

125澤内大輔：自由貿易協定が日本の農業生産および農業環境に及ぼす影響に関する経済分析



業環境にどのような影響が及ぶのかという点を

解明する。

第 章では，各章を要約し，本章で設定した

課題に対する結論を述べる。

第II章 日本，オーストラリア，ニュージー

ランド各国の経済概況，貿易概況

および貿易政策

A．目 的

本章では，日本，豪州，NZ各国の経済概況，

貿易概況および貿易政策を整理することを目的

とする。具体的には，日本，豪州，NZ各国の経

済規模，貿易の特徴，関税率などに焦点をあて

整理する。FTA締結による関税の撤廃または

削減は，FTA締結国内の生産者側から見ると，

より有利な条件で取引できる市場が広がること

と解釈できる。その際に重要となるのは，どの

程度市場が広がるのかを示すFTA締結国の経

済規模，どのような産品に比較優位があるのか

を示す貿易概況，およびどれだけ有利な条件で

取引できる可能性があるのかを示す関税率に焦

点を当て，整理を試みる。

本章の構成は，以下のとおりである。Ｂ節で

は，分析対象である日本，豪州，NZ各国の経済

概況を国連統計局，FAOなどの国際機関が発行

する統計などにより整理する。Ｃ節では，日本，

豪州，NZの貿易概況を，WTOなどの国際機関

が発行する貿易統計などにより整理する。Ｄ節

では，日本，豪州，NZの貿易政策のうち，FTA

交渉の重要争点となる関税率に焦点を当て，

WTOなど国際機関の資料などにより整理す

る。Ｅ節では，本章をまとめる。

B．日本，オーストラリア，ニュージーランド

各国の経済概況

a．各国の国民所得およびその内訳

まずは，GDPを指標に各国の経済規模を把握

する（表2－1）。用いるデータは，国連統計局提

供の1990年アメリカドル価格にデフレートさ

れたGDPデータである。

2006年度の日本，豪州，NZのGDPを比較す

ると，日本が最も大きく，約3.8兆ドル（1990

年価格）であった。この値はアメリカに次いで，

世界第２位である。これに対し，豪州のGDP

は，約5,560億ドルであり日本の約15％程度の

規模である。また，NZのGDPは約700億ドル

と日本の２％程度の規模となっている。

時系列でみても，日本，豪州，NZの経済規模

の相対関係はほぼ変わらず，1970年データで

も，豪州のGDPは日本の13％程度，NZの

GDPは日本の２％程度となっている（図2－

1）。その後も，豪州のGDPは日本の10～15％程

度，NZのGDPは日本の１～２％を維持したま

ま推移している。

2006年度のGDP構成要素を支出面から比較

する。用いたデータは，国連統計局提供の1990

年アメリカドル価格にデフレートされたGDP

データ（支出面）である。表2－1にあるとおり，

2006年度には日本のGDPのうち，家計最終消

費支出が約54％を占めている。輸出から輸入を

差し引いた日本の貿易収支は，黒字でありGDP

表2－1 GDPの比較

日本 豪州 NZ

（対日本比) （対日本比)

GDP （百万ドル） 3,764,170 555,991 0.15 70,032 0.02

家計最終消費支出 （％） 53.8 58.1 － 63.8 －

一般政府最終消費支出 （％） 16.3 17.0 － 18.7 －

総資本形成 （％） 25.4 34.9 － 26.8 －

輸出 （％） 18.8 21.6 － 34.1 －

輸入 （％） －14.2 －31.4 － －41.9 －

農林水産業シェア （％） 1.7 3.3 － 6.6 －

一人当たりGDP （ドル/人） 34,661 37,924 1.09 25,603 0.74

出所）国連統計局2006年度データ。

注）対日本比は，日本を１とした時の値。GDP，一人当たりGDPは1990年価格表示。
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の約4.6％を占めている。同様に，2006年度の

豪州，NZのGDPのうち家計最終消費支出はそ

れぞれ58％，64％を占めている。しかし，両国

の貿易収支は，赤字であり，それぞれGDPの

10％，８％を占めていることがわかる。

一国の経済が貿易に依存している割合である

貿易依存度を比較することで，豪州およびNZ

両国の経済が，貿易に大きく依存していること

が分かる。貿易依存度は，輸出額の絶対値と輸

入額の絶対値の合計がGDPに占める割合とし

て求められる。表2－1より日本の2006年度の

貿易依存度を見ると，33％（＝輸出18.8％＋輸

入14.2％）となっている。一方，豪州は53％（＝

輸出21.6％＋輸入31.4％），NZは76％（＝輸

出34.1％＋輸入41.9％）となっており，日本に

比べ，豪州およびNZの経済がより貿易に依存

しているといえる。

続いて，各国のGDPに占める農林水産業の

シェアを比較してみよう。表2－1に示したとお

り，日本，豪州，NZ三カ国ともにGDPに占め

る農林水産業の割合は１割にも満たない。具体

的には，2006年度に日本のGDPに占める農林

水産業の割合は1.7％であり，三カ国中最も小

さな値となっている。同様に，豪州では3.3％，

NZでは6.6％と日本に比べ，大きな値となっ

ている。

各国のGDPに占める農林水産業のシェアを

時系列でみると，各国とも時間の経過とともに，

GDPに占める農林水産業のシェアは減少傾向

にあることがわかる（図2－2）。1970年時点で

は，日本のGDPに占める農林水産業のシェア

は約６％であったが，2006年には1.7％まで低

下している。同様に，豪州でも約４％（1970年）

から3.3％（2006年）へ，NZでも約11％から

6.6％へと，それぞれGDPに占める農林水産業

のシェアは低下していることがわかる。

次に，農業生産額の値を比較してみると，日

本が最も大きいことがわかる（図2－3）。図2－

3は，国連統計局による各国の農業生産額の推

移を1970年から直近の2006年まで図示したも

のである。2006年の値を見ると，日本での農業

生産額は約670億ドルであり，豪州（約160億

ドル）の約４倍，NZ（約40億ドル）の17倍と

なっている。時系列でみても，三カ国の中では

日本の農業生産額が最も大きいことがわかる。

b．各国の人口構成および土地利用状況

日本，豪州，NZの経済規模を人口のデータ

（2006年）を用いて比較する。用いたデータは，

国連統計局提供の人口データである。三カ国中，

日本の人口が約１億3,000万人で最も多く，豪

州（約2,000万人）の約６倍，NZ（約400万人）

の約30倍となっている（表2－2）。時系列でみ

図2－1 日本，豪州，NZの実質GDP推移

出所）国連統計局。

注）縦軸の値は，1970年の日本のGDPを100とした値。
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ると３カ国のなかで1970年と比べて最も人口

の増加率が高いのは，豪州であり2006年には

1970年の約1.6倍になっている（図2－4）。ま

た日本は，３カ国のなかで，人口の増加率は最

も低く，2006年の人口は1970年の約1.2倍に

なっている。

続いて，日本，豪州，NZの農家人口および農

村人口を比較する。用いたデータは，FAOS-

TATによる農家人口（Agricultural  Popula-

tion）および農村人口（Rural Population）の

2004年データである（表2－2) 。日本では，全

人口に占める農家人口の割合は3.2％であり，

豪州の4.3％およびNZの8.6％と比較して小

さいといえる。しかし，日本の農村人口は人口

の34.5％となっており，豪州の7.5％および

NZの13.9％と比較して三カ国中最も高い割

合となっている。すなわち，日本は他の二国と

図2－2 GDPに占める農林水産業の割合

出所）国連統計局。

図2－3 農業生産額の推移

出所）国連統計局。

注）値は1990年のアメリカドルベースに実質化したもの。

農家人口割合は各国の人口に対する農家人口（農業

を営む家計の構成員数）の割合。農村人口割合は各国

の人口に対する農村人口（各国の人口と都市人口と

の差で原資料は国連統計）の割合。

北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第30巻 第2号128



比べて，人口に占める農家人口の割合は低いも

のの，農村人口の割合が高い点が特徴として指

摘できる。

続いて土地面積を比較しよう。用いたデータ

は，FAOSTATによる2000年の国土面積およ

び土地利用データである。

三カ国のうち最も国土面積が大きいのは，豪

州であり，約768万 km と日本の国土面積約

36万 km の約21倍となっている。NZの国土

面積は約27km であり，日本の国土面積の約

４分の３である。

各国の土地利用状況をみると，日本では，国

土面積約36万 km の約14％が農地として利

用されている（表2－2）。日本の農地の内訳をみ

ると，田，畑などが含まれる耕地面積が最も大

きく，約4.5万 km で，国土面積の12.3％，農

地面積の約85％を占めている 。他方，永年作

物地面積および永年牧草地面積は，それぞれ国

表2－2 人口および国土面積の比較

日本 豪州 NZ

（対日本比) （対日本比)

人口 （千人) 127,953 20,530 0.16 4,140 0.03

農家人口割合 （％) 3.2 4.3 － 8.6 －

農村人口割合 （％) 34.5 7.5 － 13.9 －

国土面積 （万km) 36.5 768.2 21.08 26.8 0.74

耕地面積割合 （％) 12.3 6.5 － 5.6 －

永年作物地割合 （％) 1.0 0.0 － 6.9 －

永年牧草地割合 （％) 1.2 52.7 － 51.7 －

出所)人口のデータは国連統計局の2006年度データ，農家人口割合，農村人口割合はFAOSTATの2004年

度データ，国土面積データはFAOSTATの2000年度データ。

注)対日本比は，日本を１とした時の値。農家人口割合は各国の人口に対する農家人口（農業を営む家計の

構成員数）の割合。農村人口割合は各国の人口に対する農村人口（各国の人口と都市人口との差で原資

料は国連統計）の割合。

図2－4 日本，豪州，NZ各国の人口推移（1970年＝100)

出所）国連統計局。

FAO統計の農地面積は，現在作付されている田畑の

面積である耕地面積（arable land），果樹などの作付

面積である永年作物地面積（permanent crops），お

よび放牧などを行う永年牧草地面積（permanent
 

pastures）に分類される。
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土面積の１％程度を占めるにすぎない。

豪州では国土面積の６割弱，約456万 km が

農地として利用されている。これは日本の農地

面積の約87倍である（表2－2）。豪州の農地の

内訳をみると，放牧地，採草地などが含まれる

永年牧草地が最も大きく，約405万 km で，国

土面積の約53％，農地面積の約89％を占めてい

る。耕地面積は，約50万 km で国土面積の約

6.5％，農地面積の約11％を占めるにすぎない

が，日本の耕地面積の約11倍となっている。

NZでは，国土面積の６割強，約17万 km が

農地として利用されている（表2－2）。これは日

本の農地面積の約３倍である。農地の内訳をみ

ると，永年牧草地が最も大きく，約14万 km で

国土面積の約52％，農地面積の約81％を占めて

いる。続いて大きいのは，永年作物地面積であ

り，約1.8万 kmで国土面積の約5.6％を占め

るにすぎないが，日本の耕地面積の約７倍と

なっている。

以上により，豪州，NZは日本に比べて経済規

模が小さい点が指摘できる。2006年における各

国のGDPを比較すると，豪州は日本の６分の

１程度，NZは日本の50分の１程度の経済規模

であった。

C．日本，オーストラリア，ニュージーラン

ド各国の貿易概況

本節では，WTOなど国際機関が発行する貿

易統計などを利用して貿易概況を整理し，日本，

豪州，NZ各国の貿易の特徴を明らかにする。前

節の分析により，日本に比べ，豪州，NZでは経

済が貿易に依存する割合（貿易依存度）が高い

ことが示されている。本節では，各国の輸出お

よび輸入の特徴に焦点を当て，貿易概況を整理

したい。

まず，全世界での品目別輸出額の構成を見る

（図2－5) 。用いたデータはWTOによる

2005年の貿易データである。全世界の品目別輸

出額のうち，最もシェアが大きいのは，機械，

自動車部品などの工業製品であり，全輸出額の

74％を占める。食料品などの農産物の輸出割合

は，全輸出額の８％となっている。

日本の輸出額構成（2005年）をみると，自動

車部品，機械類などの工業製品が最も大きな割

合を占め，総輸出額の96％を占めていることが

わかる（図2－6）。日本では，農産物の輸出額は

総輸出額の１％を占めるに過ぎず，全世界の平

均である８％を大きく下回っている。一方，日

本の輸入額構成（2005年）をみると工業製品，

燃料などが大きな割合を占めており，それぞれ

総輸入額の55％，26％を占めている（図2－7）。

また，日本の農産物輸入額は総輸入額の13％を

図2－5 全世界における品目別輸出額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。

全世界での品目別輸出額は，全世界の品目別輸入か

ら輸送費等の経費を減じたものとなり，両者の値は，

ほぼ同じ値となる。そのため，ここでは輸入額の割合

は省略した。

図2－6 日本の品目別輸出額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。
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占めており，全世界の平均である８％を上回っ

ていることがわかる。

豪州において，GDPに占める農林水産業の割

合は小さいものの，輸出に占める農林水産品の

割合は大きいことが指摘されている 。豪州の

輸出額構成（2005年）をみると，鉱産品が最も

大きな割合を占め，総輸出額の54％を占める

（図2－8）。豪州の総輸出額のうち，農産物の割

合は23％を占め，全世界平均の８％を大きく上

回っている。また，この値は，豪州におけるGDP

に占める農林水産業の割合である3.3％をも大

きく上回っている。豪州の輸入額構成（2005年）

をみると工業製品が最も大きな割合を占めてお

り，総輸入額の82％を占めている（図2－9）。

豪州における貿易の特徴をまとめると，日本と

比較して総輸出額に占める農産物の割合が高く

（23％），総輸入額に占める工業製品の割合が高

い（82％）点が指摘できる。

NZにおいても，豪州と同様に，GDPに占め

る農林水産業の割合は小さいものの，輸出に占

める農林水産品の割合は大きいことが指摘でき

る 。NZの輸出額構成（2005年）をみると，農

産物が最も大きな割合を占め，総輸出額の62％

を占める（図2－10）。この値は，全世界平均の

農産物輸出割合８％を大きく上回っている。ま

た，NZのGDPに占める農林水産業の割合であ

る6.6％と比べても10倍（62/6.6＝約9.4倍）

近くも大きな値となっている。NZの輸入額構

成（2005年）をみると工業製品が最も大きな割

合を占めており，総輸入額の77％となっている

（図2－11）。NZにおける貿易の特徴をまとめ

ると，日本と比較して，総輸出額に占める農産

物の割合が極めて高く（62％），総輸入額に占め

る工業製品の割合が高い（77％）点が指摘でき

る。

次に，日本，豪州，NZの農産物の輸出額およ

OECD（2006）による。

図2－7 日本の品目別輸入額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。

図2－8 豪州の品目別輸出額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。

図2－9 豪州の品目別輸入額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。

OECD（2007）による。
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び輸入額について比較する。豪州，NZでは，輸

出額に占める農産物の割合が高かった。豪州の

農産物輸出額は，全世界の農産物輸出額のうち

2.5％（212億ドル）を占め，世界で第６位となっ

ている（表2－3）。同様に，NZの農産物輸出額

は，全世界の農産物輸出額のうち1.2％（130億

ドル）を占め，世界で第12位となっている。日

本の農産物輸入は，全世界の農産物輸入額の

7.3％（660億ドル）を占め，その額はEU，ア

メリカについで世界で３番目に大きい（表2－

4）。

以上により，次の点が指摘できる。豪州，NZ

は日本と比べて経済の貿易依存度が高い点であ

る。豪州，NZの農業・食品部門は，他の産業部

門と比較してGDPに占める割合は低いもの

の，輸出額に占める割合は高い点も示された。

D．日本，オーストラリア，ニュージーランド

各国の貿易政策

本節では，WTOなどの国際機関発行の資料

などを用いて，各国の貿易政策のうち関税率に

焦点をあて整理する。貿易政策は，他国との貿

易交渉などの対外経済政策および，関税など自

国の国境措置政策からなる。本節では，各国の

FTA締結状況，およびFTA締結の際にしばし

ば重要争点となる関税率に限定して，日本，豪

州，NZ各国の貿易政策を整理する。

まずは，2007年11月末時点での日本，豪州，

NZ各国のFTA締結状況を整理する。2007年

11月時点で，日本では，シンガポール，メキシ

コ，マレーシア，チリ，タイとの間でのFTAが

図2－10 NZの品目別輸出額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。

図2－11 NZの品目別輸入額（2005年)

出所）WTO Statistics Database。

注）分類はSITC Rev.3による。

表2－3 農産物輸出額の比較（2005年)

順位 国・地域名
輸出額
億米ドル

シェア
％

1 EU 3,697 （43.4)

2 アメリカ 841 （ 9.7)

3 カナダ 827 （ 4.8)

4 ブラジル 412 （ 4.1)

5 中国 350 （ 3.4)

6 豪州 212 （ 2.5)

12 NZ 130 （ 1.5)

合計 8,518 (100)

出所)WTO International Trade Statistics 2006。

注)EUの値は，EU域内での取引額も含む。

表2－4 農産物輸入額の比較（2005年)

順位 国・地域名
輸出額
億米ドル

シェア
％

1 EU 3,989 （44.0)

2 アメリカ 958 （10.6)

3 日本 660 （ 7.3)

4 中国 452 （ 5.0)

5 カナダ 215 （ 2.4)

合計 9,065 （100)

出所）WTO International Trade Statistics 2006。

注）EUの値は，EU域内での取引額も含む。
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発効している。さらには，アジア諸国を中心と

してFTAの締結に向けた交渉を進めている。

また，アジア諸国以外にも，豪州，スイスなど

といった先進国との間でもFTA締結に向けた

交渉を進めている。

豪州では2007年11月末時点で，NZ，シンガ

ポール，タイ，アメリカとの間でのFTAが発効

している。また，ASEAN（NZと共同で交渉

中），マレーシア，中国，チリ，GCC ，日本と

の間でFTA締結に向けた交渉を進めている。

NZでは，2007年11月現在，すでに豪州，シ

ンガポール，チリ，ブルネイ，タイとの間での

FTAが発効している。また，GCC，中国，

ASEAN（豪州と共同で交渉中），マレーシア，

香港などとの間でFTA締結に向けた政府間交

渉を進めている。

次に，FTA締結などの貿易交渉の際に争点

となる各国の関税率を整理する。表2－5に日

本，豪州，NZの平均関税率を示した。表中には，

平均譲許関税率 ，平均実行MFN（Most
 

Favored Nation：最恵国）関税率 ，および加

重平均関税率 を示した。ここでは，FTAを締

結していない国からの輸入品に課せられる関税

率である平均実行MFN関税率について比較

したい。

日本における2005年の平均実行MFN関税

率を見ると，農産物に課せられている関税率は

非農産物に課せられている関税率と比較して高

いことが指摘できる（表2－5）。具体的には，日

本の非農産物の平均実行MFN関税率は2.8％

であるのに対し，日本の農産物の平均実行

MFN関税率は24.3％となっている。

続いて，税率別の関税品目数の分布状況を整

理する。表2－6では，農産物に対する関税率の

分布状況を示し，表2－7では非農産物に対する

関税率の分布状況を示している。

日本では，非農産物と比べて農産物に高い関

税が課せられている品目が多いことが指摘でき

る（表2－6，表2－7）。日本の実行MFN関税

率では，100％以上の関税が課せられている品目

が，農産物の全関税品目のうち5.4％存在する

のに対し（表2－6），非農産物では0.1％しか存

在しない（表2－7）。また，日本では，輸入関税

率（実行MFN関税率）が無税（０％）の品目

数は，農産物の全関税品目のうち35.9％となっ

ている（表2－6）。この値は，非農産物のうち輸

入関税率が０％である品目の割合（55.1％）と

比較して小さい（表2－7）。

続いて，豪州およびNZの関税率を整理す

る。豪州およびNZに日本産品を輸入する際に

課せられる関税率は，実行MFN関税率である

ため，ここでは各国の実行関税率を比較する。

豪州における2005年の平均実行MFN関税

率を見ると，非農産物に課せられている関税率

の方が農産物に課せられている関税率と比較し

表2－5 平均関税率の比較

（単位：％)

日本 豪州 NZ

平均譲許関税率

全関税品目 6.1 9.9 9.8

農産物 28.4 3.4 5.7

非農産物 2.7 11.0 10.4

平均実行MFN関税率

全関税品目 5.6 3.5 3.0

農産物 24.3 1.2 1.7

非農産物 2.8 3.9 3.2

加重平均関税率

全関税品目 4.5 6.5 4.5

農産物 27.0 2.4 18.5

非農産物 1.9 6.7 3.4

出所）WTO World Tariff Profiles 2006。

注）非従価税も従価税換算して算入。

加盟国は，アラブ首長国連邦・バーレーン・クウェー

ト・オマーン・カタール・サウジアラビアなど中東地

域の６カ国。

譲許関税率とはWTO協定に関して，それぞれの国

がWTOに提出した関税率である。WTO加盟国に

対しては，譲許関税率以上の関税が課せられること

はない。表中の平均譲許関税率は，各国の譲許関税率

の合計値を各国の関税品目数で割った，単純平均の

値である。

実行MFN関税率とは，FTAなどの特恵的貿易協定

を締結していない国からの輸入品に課せられる関税

率である。表中の平均実行MFN関税率は，各国の実

行MFN関税率の合計値を各国の関税品目数で割っ

た，単純平均の値である。

加重平均関税率は，各国の関税率を品目ごとの輸入

額（c.i.f.価格）でウェイト付けした平均値である。
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て，高いことが指摘できる（表2－5）。具体的に

豪州では，農産物の平均実行MFN関税率は

1.2％であるのに対して，非農産物の平均実行

MFN関税率は3.9％となっている（表2－5）。

また，豪州において日本産の非農産物に課せ

られる関税率（実行MFN関税率）の分布を見

ると，全関税品目のうち，45.6％の品目が無税

（０％），および39.2％の品目が０－5％の関税

率となっている（表2－7）。これは，豪州では

FTA締結前の段階ですでに，日本産の非農産

物に対して５％以下の関税率である品目数が，

全関税品目数の90％近くを占めていることを

示す。

NZにおいても豪州と同じく，農産物と比べ

て非農産物に課せられている関税の方が高い点

が指摘できる。NZにおける農産物の平均実行

MFN関税率は1.7％であるのに対して，非農

産物の平均実行MFN関税率は3.2％となって

いる（表2－5）。

また，NZにおいて日本産の非農産物に課せ

られる関税率（実行MFN関税率）の分布を見

ても，FTA締結前の段階ですでに10％以下の

関税率である品目が全関税品目数の90％以上

となっている。具体的には，NZの非農産物に対

する実行MFN関税率の分布を見ると，62.1％

の品目が無税（０％），4.8％の品目が０－5％の

関税率，26.4％の品目が5－10％の関税率と

なっている。

以上をまとめ，日本，豪州，NZの関税率の比

較から，次の点が指摘できる。第１に，日本に

おいて農産物に課せられている平均実行MFN

関税率（24.3％）は，非農産物の平均実行MFN

関税率（2.8％）と比較して高い点である。仮に，

日本・豪州・NZ間でのFTA締結により，農産

物も含むすべての関税が撤廃されたとすると，

日本では，非農産物と比較して，農産物輸入が

大幅に増加することが示唆される。第２に，豪

州，NZにおいて日本産の非農産物に課せられ

表2－6 農産物に対する税率別関税品目数の比較 （単位：％)

日本 豪州 NZ
関税率

譲許関税 実行MFN関税 譲許関税 実行MFN関税 譲許関税 実行MFN関税

0％ 34.6 35.9 32.5 77.6 55.7 71.9

0％－ 5％以下 17.3 16.9 44.1 21.6 2.8 11.5

5％－ 10％以下 15.3 16.1 16.1 0.0 12.6 16.5

10％－ 15％以下 8.1 7.9 3.6 0.1 16.5 0.0

15％－ 25％以下 10.6 10.5 3.0 0.4 10.6 0.0

25％－ 50％以下 5.6 6.3 0.6 0.1 1.7 0.0

50％－100％以下 1.4 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0

100％より大 7.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0

出所）WTO World Tariff Profiles 2006。

注）表中の数字は，各国の関税品目数に占める，該当する税率の割合。実行MFN税率は2006年の値。

表2－7 非農産物に対する税率別関税品目数の比較 （単位：％)

日本 豪州 NZ
関税率

譲許関税 実行MFN関税 譲許関税 実行MFN関税 譲許関税 実行MFN関税

0％ 58.2 55.1 19.1 45.6 46.4 62.1

0％－ 5％以下 24.0 26.7 18.3 39.2 7.8 4.8

5％－ 10％以下 14.7 15.3 26.9 10.3 8.4 26.4

10％－ 15％以下 2.0 2.1 17.3 0.0 3.3 0.0

15％－ 25％以下 0.3 0.3 7.5 4.8 21.8 6.0

25％－ 50％以下 0.3 0.3 4.8 0.0 11.5 0.0

50％－100％以下 0.0 0.0 2.5 0.0 0.1 0.0

100％より大 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

出所）WTO World Tariff Profiles 2006。

注）表中の数字は，各国の関税品目数に占める，該当する税率の割合。実行MFN税率は2006年の値。
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ている関税率（平均実行MFN関税率）は，豪

州で3.9％，NZで3.2％であり，日本の関税率

（2.9％）と同等の水準である点である。また，

FTA締結前の段階で，日本産の非農産物は，豪

州では90％近くの品目が５％以下の関税率，

NZでも90％以上の品目が10％以下の関税率

で輸入可能であることも示された。このことか

ら，仮に，日本・豪州・NZ間でのFTA締結に

より，農産物も含むすべての関税が撤廃された

としても，豪州およびNZに対する日本の非農

産物輸出は大幅には増加しないであろうことが

示唆される。

E．ま と め

本章の目的は，日本，豪州，NZ各国の経済概

況，貿易概況および貿易政策を整理することで

あった。具体的には，日本，豪州，NZ各国の経

済規模，貿易の特徴，関税率などに焦点をあて，

整理した。

Ｂ節では，分析対象である日本，豪州，NZ各

国の経済概況を国連統計局，FAOなどの国際機

関が発行する統計などにより整理した。Ｃ節で

は，日本，豪州，NZの貿易概況を，WTOおよ

び各国の貿易統計などにより整理した。Ｄ節で

は，日本，豪州，NZの貿易政策のうち，FTA

交渉の重要争点となる関税率に焦点を当て，

WTOなど国際機関の資料などにより整理し

た。

以上の整理より，次の点が明らかになった。

第１に，豪州，NZは日本に比べて経済規模が小

さい点である。2006年における各国のGDPを

比較すると豪州は，日本の６分の１程度，NZは

日本の50分の１程度の経済規模であった。第２

に，豪州，NZは日本と比べて経済の貿易依存度

が高い点である。特に，豪州，NZの農業・食品

部門は，他の産業部門と比較してGDPに占め

る割合は低いものの，輸出額に占める割合は高

い点が明らかになった。第３に，日本では非農

産物と比較して農産物に対する関税が高い点が

明らかになった。一方，豪州，NZが日本産の非

農産物に課している関税率は，日本における非

農産物に対する関税率と同等の水準である。

以上により，次の点が示唆されたと考える。

日本が豪州およびNZとFTAを締結しても，

相手国の市場規模が小さく，撤廃される関税も

すでに低い税率となっていることから，日本で

は貿易自由化による大幅な工業製品などの輸出

拡大および経済成長は見込みにくいと考えられ

る。一方，日本では，農業部門に高関税品目が

存在しており，これらの関税が撤廃されると，

豪州，NZからの農産物輸入が工業品に比べ大

幅に増加し，日本の農業生産の減少が予想され

る。

第 III章 農産物貿易自由化と

農業環境への影響

A．目 的

本章の課題は，農産物貿易自由化が環境に及

ぼす影響に関する既存研究を整理することであ

る。具体的には，FTA締結が日本の農業生産に

及ぼす影響についての既存研究，農産物貿易自

由化が環境に及ぼす影響に関する国際機関での

議論，および日本における農産物貿易自由化が

環境に及ぼす影響に関する実証研究の成果を整

理する。

本章の構成は，以下のとおりである。Ｂ節で

は，FTA締結が日本の農業生産に及ぼす影響

について，日本・豪州間FTAに関する既存研究

を整理する。Ｃ節では，WTOやOECDなどの

国際機関などが発行する資料をもとに，農産物

貿易自由化が環境に及ぼす影響に関してどのよ

うな議論が展開されているのかを整理する。Ｄ

節では，これまでに日本において行われた農産

物貿易の自由化が農業環境に及ぼす影響を定量

評価した既存研究を整理する。Ｅ節では，本章

をまとめる。

B．自由貿易協定が日本の農業生産に及ぼす影

響

本節では，CGEモデルを用いた既存研究のう

ち，日本の農業部門で大幅な生産減少が見込ま

れる事例として，日本・豪州間FTAを対象とし

た既存研究に限定して整理したい 。CGEモデ

ルを用いて日本・豪州間FTAの効果分析を

GTAPのウェブサイト（https://www.gtap.agecon.

purdue.edu/）では，CGEモデルを用いた貿易分析事

例が数多く掲載されている。
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行った既存研究として，Siriwardana and Dol-

lery（2003），DFAT（2005）などがあげられる。

Siriwardana and Dollery（2003）は日本・豪

州間で全部門関税撤廃を行ったケースと，農業

部門を関税撤廃の対象から除外したケースにつ

いて，主として豪州側から見た経済的メリット

を分析している。分析の結果，どちらのケース

においても日本・豪州間FTA締結による日本

側の経済的メリットは小さいものの，豪州側に

はGDP，対日貿易黒字の増大などの経済的メ

リットが生じるとしている。

Siriwardana and Dollery（2003）では，日本・

豪州間FTA締結が雇用へ与える影響を見るた

め，賃金率を一定（外生変数）とし一国の労働

供給量を可変（内生変数）とする前提のモデル

を用いている 。そのため，豪州の雇用量は

FTA締結前に比べ最大16％増加し，それに伴

い実質GDPが最大14％も増加するという結果

となったと推察される。

DFAT（2005）は，動学的効果などを取り入

れたモデルを用い，日本・豪州間で全部門関税

撤廃を行ったケースについて経済的影響を分析

している。分析の結果，日本の農業・食品部門

の中でも特に穀物部門および乳製品部門で生産

減少が見られるとしている。

C．農産物貿易自由化が農業環境に及ぼす影響

に関する分析枠組み

本節では，WTOなどの国際機関で「貿易と環

境」の問題がどのように取り扱われ，農産物貿

易自由化が環境に及ぼす影響に関してどのよう

な議論が展開されているのかについて整理す

る。貿易と環境の議論では，環境政策が貿易に

及ぼす影響，または貿易政策が環境に及ぼす影

響の二方向の影響が対象となっているが，本稿

では主として後者に限定し，既存研究をレ

ビューする。

1970年代初頭には，環境政策が貿易に与える

影響および貿易政策が環境に与える影響の両面

についての「貿易と環境」の問題が注目され始

めていた 。1970年代初頭には，経済成長が社

会発展および環境に与える影響の観点から，国

際貿易の発展が注目されていた。これらを背景

に1972年にストックホルムにて人間環境宣言

がなされた。

1971年11月のGATT代表者会議にて「環境

政策と国際貿易グループ」（Group on Environ-

mental Measures and International Trade;

EMIT Group）が設立された。1973年から79年

のGATT東京ラウンドでは，技術規制や基準

などの手法で実施される環境政策がどの程度国

際貿易に影響を与えるのかについて，貿易の技

術障壁に関する協定（TBT協定）に関する交渉

の中で取り上げられた。1986年から93年にか

けてのGATTウルグアイラウンドでは，貿易

に関連した環境問題が再び取り上げられてい

る。サービス貿易についての一般協定（GATS），

農業協定，貿易関連知的財産権（TRIPS）など

の交渉の場においても環境問題が取り上げられ

た。

1991年には，マグロ輸入に関するアメリカ，

メキシコ間の争議 によって，環境保護政策と

貿易の関連に再び注目が集まった。採択はされ

なかったものの委員会が出したメキシコ寄りの

裁定に関しては，貿易ルールは環境保護に反す

ると考える環境保護団体から強い批判を受け

た。

ウルグアイラウンドの終盤にかけ，貿易と環

境に対して新設されるWTOがどのような役

割を果たすべきかについて議論されている。こ

の議論を反映して，1994年のWTO設立のため

のマラケシュ合意においても，「…経済開発の水

準が異なるそれぞれの締約国のニーズおよび関

心に沿って環境を保護しおよび保全し並びにそ

のための手段を拡充することに努めつつ，持続

可能な開発の目的に従って世界の資源を最も適

当な形で利用することを考慮し…」との記述が

本稿で用いた標準のGTAPモデルでは，賃金率は内

生変数，一国の労働供給量は外生変数となっている。

以下では，主としてWTO（2004）を参照しつつ，

WTOにおける貿易と環境に関する議論を整理した。

アメリカが，イルカを捕獲してしまう漁法によって

捕獲されたメキシコ産マグロの輸入を禁止したこと

に対し，メキシコが異議を唱えたもの。
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なされている。

1994年４月には，貿易と環境に関する閣議決

定（Ministerial Decision on Trade and Envi-

ronment）が採択され，貿易と環境委員会（Com-

mittee on Trade and Environment;CTE）の

設立が提唱された。CTEでは，持続可能な発展

へ向けて貿易政策と環境政策の関連を明らかに

すること，および多角的貿易政策について適切

な提言を行うことなどについて協議する役割が

与えられた。結果として，CTEでは，環境税，

環境政策の透明性，サービス貿易，知的財産権

など，GATT時代のEMITと比べてより広い

範囲で環境に関する問題を取り扱うこととなっ

た。

CTEは，すべてのWTO加盟国と，政府間組

織からなるオブザーバーにより構成されてい

る。1996年に開催されたWTOシンガポール閣

僚会議にて，最初のレポートを提出して以降，

年に３度ほどのペースで委員会を開催してい

る。

2001年11月には，ドーハ閣僚会議にて貿易

と環境関連の問題を取り扱う交渉を開始するこ

とが合意された。この問題を扱うための会議は

CTE特別会議（CTE Special Session;CTESS）

として開催されている。

貿易と環境の問題に対する，国際的な注目の

高まりの結果として，GATTもしくはWTO

交渉など貿易交渉の場においても環境問題が取

り上げられてきた。先進国では，貿易と環境政

策とが両立不可能であると考える環境団体の圧

力などによって，また，発展途上国では環境問

題によって貿易コストが上昇してしまうのでは

ないかという関心などによって，それぞれ環境

問題は注目されてきたといえる（WTO，2004）。

ドーハ閣僚会議において，WTO加盟国は健

康および環境を保護することを確認したうえ

で，貿易と環境分野の交渉も含む貿易交渉を開

始することに合意した。ドーハ閣僚宣言では，

CTEに対して取り組むべき課題を与えるとと

もに，貿易と開発委員会（Committee on Trade
 

and Development;CTD）と協力しつつ，貿易

交渉における環境と開発分野の話し合いの場と

なるよう要請した。

CTEでは，1997年に〝Environmental bene-

fits of Removing Trade Restrictions and
 

Distortions"と題したレポートが提出されてい

る 。このレポートの中で，「貿易自由化は環境

の悪化の主たる原因ではなく，貿易政策は環境

問題を解決するための最良の手段ではない」こ

とが指摘されている。また，このレポートでは，

「貿易障壁を削減することからの環境面での利

益は間接的である傾向が強く，一般的には容易

に判別できるものではない」としたうえで，貿

易障壁の削減と環境の質の改善の間には次のよ

うな好ましい関係があることを指摘している。

第１に，競争が促進されることにより，より

効率的な生産要素利用および消費パターンがも

たらされることである。第２に貿易の拡大およ

び持続可能な範囲での自然資源の利用が促され

ることにより，貧困の解消が促されることであ

る。第３に，市場の自由化によって，環境に配

慮した財・サービスの入手可能性が高まること

である。第４に，多角的交渉過程を継続するこ

とで，より良い国際的な協力体制が得られるこ

とである。

また，CTEでは農業分野での貿易と環境につ

いて，大きく分けて二通りの考え方があるとの

指摘をしている。第１は，農産物貿易改革は環

境，貿易，および開発の分野において〝win-win-

win"の状況をもたらす可能性があるとする考

えである。これは主として農産物輸出国側の主

張であり，農産物貿易の自由化が環境にもたら

すプラスの効果（環境負荷の削減など）を重視

する主張である。もう一方の考えは，農業生産

に伴って得られる環境面での正の外部効果を維

持するためには，一定程度の国内農業支持政策

は必要であるとする考えである。ここでの環境

面の正の外部効果には，景観の維持，水源涵養

機能および生物多様性の確保などが挙げられて

いる。これは主として農産物輸入国側の主張で

あり，農産物貿易の自由化が環境にもたらすマ

イナスの効果（農業の正の外部効果の減少など）

を重視する主張である。

以上のように，農産物貿易自由化が環境に及

WTO（1997）を参照。
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ぼす影響は，農業生産の変化に起因する正また

は負の外部効果の変化と捉えることができる。

貿易政策の変化は，農業生産が持つ正または負

の外部効果の両方に影響を及ぼすと考えられ

る。また，貿易自由化が環境に対してどのよう

な効果を持つのかについては，理論的には明ら

かにすることができず，実証研究が必要となる

点が指摘されている 。

D．日本における農産物貿易自由化が農業環境

に及ぼす影響に関する実証研究

本節では日本において，農産物貿易の自由化

が農業の外部効果に及ぼす影響を定量評価した

既存研究を整理する。しかし，前節で述べたよ

うに，農産物貿易の自由化は，生産の変化を通

じて外部効果の変化という形で環境に影響を及

ぼすと考えられる。そこでまずは，農業の外部

効果を定量評価した研究にも焦点を当て，既存

研究を整理する。

日本の農業経済分野では，農業のもつ正の外

部効果，および農業が環境負荷の発生源となっ

ているという負の外部効果について，貨幣的ま

たは物量的なアプローチにより定量評価を試み

た研究が数多く見られる。

日本における農業生産の正の外部効果を定量

的に評価した研究としては，次のものなどがあ

げられる 。出村・吉田（1999）は，トラベルコ

スト法，ヘドニック法，仮想状況評価法（CVM:

Contingent Valuation Method）などの手法を

用いて，日本農業・農村の多面的機能の貨幣的

な評価を試みている。吉田（1999）は，代替法

を用いて農業・農村の多面的機能の貨幣的な評

価を試みている。

日本の農業の持つ負の外部効果を定量的に評

価した研究としては，次のものなどがあげられ

る。林（2002）は環境会計を用いて，北海道を

事例に経済活動への自然資源投入状況の貨幣的

な評価を試みている。増田（2006b）ではLCA

（Life Cycle Assessment）を用いて，北海道で

の酪農を事例に農業由来の環境負荷の物量的な

評価を試みている。また，増田（2006a）では，

LCAを用いて日本での農業由来の環境負荷の

物量的な評価を試みた研究をレビューしてい

る。

以上でみられるように，日本では農業の外部

効果を定量評価した研究は多数見られるもの

の，政策などの変化によって農業の外部効果が

どれほど変化するのかという視点からの分析が

ほとんどなされていないといえる。本間（2006）

が指摘するように，外部効果に政策的な意味を

持たせるためには，政策の変化が農業の外部効

果に及ぼす影響を「限界評価」する必要があ

る 。すなわち，FTA締結などの政策の変化に

よって，農業生産の変化を通じ，農業の外部効

果がどれほど変化するかという視点からの分析

が極めて重要といえる。

日本のように，貿易自由化によって農業生産

が減少すると想定される場合には，多面的機能

などの正の外部効果が減少することは，おおむ

ね自明である。したがって，農産物貿易の自由

化により，環境負荷の発生など農業生産が持つ

負の外部効果がどれほど減少するのかが，日本

にとって農業環境への影響を評価する際に重要

になると考えられる。日本で，貿易政策の変化

が環境負荷発生量にどのような変化を与える

か，という視点で行われた研究として，竹中・

鄭（2003），和気ら（2004）などがあげられる。

竹中・鄭（2003）は，日本・韓国間FTAによ

る両国間の関税撤廃が，日本と韓国における環

境負荷の発生にどのような影響を及ぼすのかを

定量的に明らかにした。具体的には，まず，応

用一般均衡モデルにより日本・韓国間FTAが

締結された際の貿易量および需要量の変化を明

らかにし，その結果と環境分析用の産業連関表

であるEDEN Data BaseからCO およびSO

の発生量を推計している。分析の結果，日本で

は生産の増加率以上に環境負荷が増大するのに

対して，韓国では生産の増加ほど環境負荷の増

加は見られないこと，および両国合計では，生
Anderson and Blackhurst（1992）を参照。

ここで挙げたものを含め，Nakashima（2001）にお

いて，日本の農業の多面的機能を評価した研究がレ

ビューされている。

この点に関しては，本間（2006）などにおいても指摘

されている。
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産の増加ほど環境負荷は増加しないことが結論

されている。

日本で貿易自由化が農業由来の環境負荷に及

ぼす影響を定量的に明らかにした研究に鈴木

（2005b）がある。鈴木（2005b）ではコメを対

象とした部分均衡分析を用いて，農産物貿易自

由化が農業由来の窒素負荷に及ぼす影響を明ら

かにしている。しかし，以下の点で分析の限界

を有していると思われる。

第１に，鈴木（2005b）では部分均衡分析を用

いているため，対象としている品目がコメに限

られている点である。FTAなどの貿易自由化

では，ほぼすべての品目について貿易自由化が

行われるのが一般的であるため，経済全体への

影響を分析するには，一品目のみを対象とする

のは現実的ではない。また，他の産業からの波

及効果や貿易転換効果についても，部分均衡分

析では明示的に考慮することには限界がある。

貿易政策のように経済全体に影響を与えるよう

な政策の効果を分析する際には，一般均衡的な

アプローチが望ましいと考えられる。

第２に，環境に関するデータが，日本に関す

るデータに限られており，貿易自由化が及ぼす

影響を他国との比較の上で論じることができな

い点である。FTA締結は，言うまでもなく日本

のみならず，FTA締結相手国およびFTAを締

結していない第三国においても経済および環境

に影響を及ぼすと考えられる。FTA締結が農

業生産に及ぼす影響，および農業環境に及ぼす

影響を論じる際には，他国との比較という論点

も重要であると考える。

第３に，農業生産の変化に対して，どれだけ

農業の外部効果が変化するのか，という限界評

価がなされていない点である。本間（2006）の

指摘にあるとおり，外部効果の存在が政策的に

意味を持つためには，農業生産の変化が外部効

果の変化に及ぼす影響の限界評価が必要にな

る。よって，外部効果に政策的意味合いを持た

せるためにも，FTA締結などの政策の変化に

よって，農業の外部効果がどれほど変化するか

という論点は極めて重要であるといえよう。

以上をまとめると次の点が指摘できる。日本

で，農産物貿易自由化などの政策変化が農業の

外部効果にどのような影響を及ぼすのかについ

て，はじめて本格的に実証分析を試みた研究に，

鈴木（2005b）があげられた。鈴木（2005b）で

はコメを対象とした部分均衡分析を用いて，農

産物貿易自由化が農業由来の窒素負荷に及ぼす

影響を明らかにしている。本節では，鈴木（2005

b）に対して，コメのみを対象とした部分均衡分

析である点，農業環境への影響が日本のみにつ

いてしか分析されていない点，農業生産の変化

に対して，どれだけ農業の外部効果が変化する

のか，という「限界評価」がなされていない点

などの分析の限界点を指摘した。

E．ま と め

本章の課題は，農産物貿易自由化が環境に及

ぼす影響に関する既存研究を整理することで

あった。具体的には，FTA締結が日本の農業生

産に及ぼす影響についての既存研究，農産物貿

易自由化が環境に及ぼす影響に関する国際機関

での議論，および日本における農産物貿易自由

化が環境に及ぼす影響に関する実証研究の成果

を整理した。

Ｂ節では，FTA締結が日本農業に及ぼす影

響についての既存研究を整理した。日本の農業

部門で大幅な生産減少が見込まれる事例とし

て，日本・豪州間FTAの既存研究を対象に，

FTA締結が日本農業に及ぼす影響を整理し

た。

Ｃ節では，WTOなどの国際機関が発行する

資料をもとに，農産物貿易自由化が環境に及ぼ

す影響に関してどのような議論が繰り広げられ

ているのかについて整理した。WTOなどの国

際機関における貿易と環境の議論では，環境政

策が貿易に及ぼす影響，または貿易政策が環境

に及ぼす影響の二方向の影響が対象となってい

る。本節では後者に焦点をあて，既存研究を整

理した。

農産物貿易自由化が環境に及ぼす影響は，農

業生産の変化に伴った，正または負の外部効果

と捉えることができる。貿易政策の変化に伴い，

農業生産が持つ正または負の外部効果の両方に

影響が及ぶと考えられる。また，貿易自由化が

環境に対してどのような効果を持つのかについ

ては，事前に理論的に明らかにすることができ
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ず，実証研究が必要となる点が指摘された。

Ｄ節では，これまでに日本において行われた，

農産物貿易自由化が環境に及ぼす影響に関する

実証研究を整理した。日本で，農産物貿易自由

化などの政策変化が農業の外部効果にどのよう

な影響を及ぼすのかについて，はじめて本格的

に実証分析を試みた研究に，鈴木（2005b）があ

げられた。鈴木（2005b）ではコメを対象とした

部分均衡分析を用いて，農産物貿易自由化が農

業由来の窒素負荷に及ぼす影響を明らかにして

いる。第４節では，鈴木（2005b）に対して，コ

メのみを対象とした部分均衡分析である点，農

業環境への影響が日本のみについてしか分析さ

れていない点，農業生産の変化に対してどれだ

け農業の外部効果が変化するのかという「限界

評価」がなされていない点などの分析の限界点

を指摘した。

以上のとおり，本章では，農産物貿易が農業

環境に及ぼす影響に関する既存研究を整理し

た。農産物貿易が農業環境に及ぼす影響は，農

業生産の変化に伴った外部効果の変化を「限界

評価」するものであると，経済学的にはとらえ

ることができる。しかしながら，日本の既存研

究において，このような「限界評価」の視点か

らの分析が，ほとんどなされていない点が指摘

できる。

第 IV章 自由貿易協定による農産物貿易

自由化が農業生産および農業環

境に及ぼす影響の分析方法

A．目 的

本章では，本論文の分析手法を概説する。具

体的には，まず，FTA締結が農業生産に及ぼす

影響を計測する際に用いるGTAPモデルの概

要および経済モデルとしての特徴を明らかにす

る。次に，余剰窒素を指標とした農業環境への

影響を計測する際に用いるOECD Soil  Sur-

face Nitrogen Balanceモデルの概要，および

貿易自由化が余剰窒素量に及ぼす影響の計測方

法を明らかにする。

本章の構成は，以下のとおりである。第２節

では，応用一般均衡分析で用いるGTAPモデ

ルの概要および経済モデルとしての特徴を明ら

かにする。第３節では，余剰窒素分析である

OECD Soil Surface Nitrogen Balanceモデル

の概要，および貿易自由化が余剰窒素量に及ぼ

す影響の計測方法を説明する。第４節では，本

章をまとめる。

B．応用一般均衡分析を用いた貿易自由化が農

業生産に及ぼす影響の分析方法

a．GTAPモデルの概要および特徴

FTA締結は多くの財・サービス市場だけで

なく，労働や資本などの生産要素市場にも影響

を及ぼすことが予想される。FTA締結など貿

易政策の影響を包括的に評価するためには応用

一般均衡モデルなどを用いた一般均衡分析が有

効であるとされる（川崎，2004) 。これは，応

用一般均衡モデルが，政策や生産などの経済的

な変化がどのように波及していくのかを，特定

の市場のみではなく財・サービス，生産要素を

含む全ての市場に対して分析できる経済モデル

であるためである。本節では，第５章の分析で

用いる応用一般均衡モデルであるGTAPモデ

ルの概要および特徴を整理する。

GTAPモデルは，1992年に開始された世界

貿易分析プロジェクト（Global Trade Analysis
 

Project）により開発された，貿易分析を目的と

した応用一般均衡モデルである 。GTAPモデ

ルは，APECやWTOにおける貿易自由化の効

果分析やFTA締結などの貿易自由化の効果分

析などの際に世界で広く用いられている。

van Tongeren et al.（2001）は，農業政策ま

たは貿易政策の影響を分析する目的で使用され

た世界経済モデルの特徴を整理している。ここ

では，van Tongeren et al.（2001）によるレ

ビューをもとに，本論文で用いる応用一般均衡

モデル，GTAPモデルの特徴を明らかにした

い 。

実際に鈴木（2005a）などをはじめ日本国内でもCGE

モデルを用いFTAの効果を分析した既存研究は多

数見られる。

世界貿易分析プロジェクトは，アメリカのパーデュ

大学のT.W. Hertel教授を中心としたプロジェク

トである。

本小節の内容は，主としてvan Tongeren et al.

（2001）を参照して執筆した。

北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第30巻 第2号140



表4－1に van Tongeren et al.（2001）がレ

ビューしたモデルの名称およびモデルの主たる

開発者をまとめた。van Tongeren et al.（2001）

では，多国間モデルであること，農業，貿易，

天然資源を明示的に取り扱っていること，複数

の産業部門を分析対象していること，データを

用いた実証モデルであることなどの基準によっ

て，レビュー対象のモデルを選定している 。

van Tongeren et al.（2001）によるGTAPモ

デルの特徴は，図4－1および表4－2にまとめ

られる。図4－1では，レビュー対象の経済モデ

ルを，経済モデルとしての特徴によって分類し

ている。GTAPモデルは，アーミントン仮定を

用いた静学的一般均衡モデルとして位置付けら

れる 。

表4－2から，レビュー対象の応用一般均衡モ

デルの中でも，GTAPモデルが取り扱っている

産業部門数，農業・食品部門数，および国・地

域数が最も多いことが読み取れる。GTAPモデ

ルでは，分析対象となっている農業・食品部門

数が他のモデルと比較して多いことから，農産

物貿易自由化が農業部門に及ぼす影響につい

て，より詳細な分析が可能となっているといえ

る。また，GTAPモデルでは，分析対象となっ

ている国・地域数が他のモデルと比較して多い

ことから，FTA締結が第三国に及ぼす影響も

より詳細に分析することが可能となっていると

いえる。

以上より，GTAPモデルは，貿易分析を目的

として開発されたモデルであり，次のような特

徴を持つため，本論文の分析に適用するのにふ

さわしいと考える。第１に，GTAPモデルは，

FTAなどの貿易分析の際に，世界で広く用い

られているモデルである点である。この特徴に

より，他の多くの研究と共通の前提を用いての

分析が可能となる。第２に，農業部門が比較的

細分化されている点である。この特徴により，

表4－1 貿易政策分析に用いられる世界経済モデル

モデル名 開 発 者

一般均衡モデル

GTAPモデル パーデュ大学，GTAPセンター

G-Cubedモデル McKibbin and Wilcoxen，環境保護局（アメリカ)

GREENモデル OECD
 

INFORUM モデル メリーランド大学

MEGABARE/GTEM モデル 農業資源経済局（豪州）

Michigan BDSモデル ミシガン大学

RUNSモデル OECD
 

WTO Houseモデル WTO

部分均衡モデル

AGLINKモデル OECD
 

ESIM モデル USDA ERS，ゴッティンゲン大学（ドイツ）

FAO Worldモデル FAO
 

FAPRIモデル IFPRI，アイオワ州立大学

GAPsiモデル FAL（ドイツ）

MISSモデル INRA（フランス）

SWOPSIM モデル USDA ERS
 

WATSIM モデル ボン大学，EC，農業省（ドイツ）

出所）van Tongeren et al.（2001）。

これらの他にも，中期（生産要素が産業間で移動可能

であるという意味）の分析期間を仮定していること，

均衡モデルであること，近年（1990年代）にそのモデ

ルを用いた研究発表がなされていること，政策志向

のモデルであることなどの基準を用いている。

アーミントン仮定とは，輸入財間の不完全代替関係

を考慮する仮定であり，この仮定を用いることで，生

産国別に産品の違いを明示的に考慮できる。この特

徴により，たとえばタイ産のコメと日本産のコメと を異なる産品として取り扱うことができる。
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貿易政策の変化が農業由来の環境負荷に及ぼす

影響を詳細に分析することが可能となる。第３

に，分析可能な国・地域数が，他の経済モデル

と比較して多い点である。この特徴により，分

析対象となる国のみではなく，FTAが第三国

に及ぼす影響も詳細に分析可能となる。

b．GTAPモデルの構造および GTAPデー

タベースの概要

ここでは，GTAPモデルの構造および

GTAPデータベースの概要について説明を試

みる。参考にした資料は，Hertel（1997）であ

る。まずはGTAPモデル内での会計上の関係

式について説明し，続いて，家計および企業な

図4－1 貿易政策分析に用いられる世界経済モデルの分類

出所）van Tongeren et al.（2001）。

表4－2 貿易政策分析に用いられる世界経済モデルの特徴

モデル名 産業分類数
農業部門（農）または
食品部門（食）の数

国・地域数

一般均衡モデル

GTAPモデル 57 12（農）＋ 8（食) 78

G-Cubedモデル 12 1（農）＋ 1（食) 12

GREENモデル 9 1（食) 12

INFORUM モデル 国によって異なる 国によって異なる 13

MEGABARE/GTEM モデル 50 12（農）＋ 8（食) 40

Michigan BDSモデル 29 2（食) 35

RUNSモデル 20 11（農）＋ 4（食) 22

WTO Houseモデル 19 3（農）＋ 1（食) 13

部分均衡モデル

AGLINKモデル 19 6（農）＋13（食) 13

ESIM モデル 27 17（農）＋10（食) 9

FAO Worldモデル 13 6（農）＋ 7（食) 148

FAPRIモデル 24 24（食) 29

GAPsiモデル 13 13（食) 17

MISSモデル 20 10（食) 4

SWOPSIM モデル 22 22（食) 36

WATSIM モデル 29 14（農）＋15（食) 14

出所)van Tongeren et al.（2001）。

注)van Tongeren et al.（2001）では，GTAPデータベースバージョン4.0について記載されていた

が，本表ではGTAPデータベースバージョン5.4の情報を掲載した。
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ど経済主体の行動について説明する。最後に，

GTAPモデルの経済モデルとしての特徴をま

とめる。

図4－2では，GTAPモデルにおける，一国の

会計フローを示している 。GTAPモデルにお

ける経済主体は，一国の経済を代表する地域家

計部門，民間最終消費を行う民間家計部門，投

資を行う貯蓄部門，政府最終消費を行う政府部

門，財またはサービスの生産を行う企業（生産

者）部門から構成される。GTAPモデルでは，

一国における要素所得および税収はすべて地域

家計のもとに集められる。地域家計は，予算制

約のもと自身の効用を最大化するように，民間

家計部門，貯蓄部門，政府部門に支出を行う。

GTAPモデルにおける地域家計の効用関数

は，次式のようにストーン・ギアリー型の効用

関数として定式化される （図4－3）。

U＝ UP UG /POP

QSAVE /POP （4.1)

ただし，U：地域家計の一人当たり効用水準，

UP：民間家計消費における一人当たり実質消

費，UPSHR ：所得に占める民間家計消費支出

の割合，UG ：政府消費支出における実質消費，

POP：人口，UGSHR ：所得に占める政府消費

支出の割合，QSAVE：貯蓄，QSAVESHR ：

所得に占める貯蓄の割合，をそれぞれ示してい

る。

さらに，民間家計支出および政府支出は，そ

れぞれCDE（Constant Difference of Elastic-

ity）型の支出関数およびコブ・ダグラス型の支

出関数により，各財への支出に振り分けられ

る 。各財への支出は，２段階の入れ子型の

CES関数によって，まず，国産財と輸入財に振

り分けられ，次に輸入財は国別に振り分けられ

図4－2 GTAPモデルの会計フロー図

出所）Hertel ed.（1997），角野ら（2005）。

図4－2では，説明の簡略化のため，生産，消費およ

び輸入などに課せられる税金は省略している。

このように，ストーン・ギアリー型の効用関数に貯蓄

を含めるのは，Howe（1975）によれば民間家計の異

時点間の動学的最適化行動を分析する方法の一つで

あるとされる（伴ら，1998）。

CDE型関数は，代替の弾力性を可変的に扱うことが

できる点で，CES型関数と比べ，より一般的な関数と

いえる。CDE型支出関数に関しては，Hanoch（1975）

を参照。
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る。

図4－4にGTAPモデルにおける，生産関数

の枠組みを示した。GTAPモデルにおける企業

（生産者）は，費用最小化行動に基づき，集計

された生産要素投入および集計された中間財投

入を用いて生産を行う。一つの企業（産業）が

生産する製品は一種類のみであり，産業部門数

と製品の種類数は一致すると仮定される。

GTAPモデルでは生産要素として，資本，熟

練労働，非熟練労働，農地，天然資源が考えら

れている 。各生産要素は，CES関数を通じて，

一つの生産要素投入として集計される。生産要

素は国内の部門間での移動は自由に行われるも

のの，各国・地域ごとに賦存量が一定であり，

シミュレーション前後で一国の生産要素賦存量

は変化しないことが仮定されている。したがっ

て，改変を加えない標準のGTAPモデルを用

いる場合には，農業生産の減少に伴う耕作放棄

地の発生などは分析できない。

GTAPモデルにおける中間投入は，２段階の

CES関数により集計される。１段階目では，

個々の中間投入について国産財と輸入財が

CES関数によって集計される。さらに，輸入財

は輸入国別にCES関数によって集計される。

この操作により，同じ財であっても生産国によ

る品質の違いを取り扱うことができるようにな

るメリットがある。たとえば，タイ産のコメと

日本産のコメとの品質の違いを考慮した上での

図4－3 GTAPモデルにおける支出構造

出所）Hertel ed.（1997）。

図4－4 GTAPモデルにおける生産構造

出所）Hertel ed.（1997）。

これらの生産要素のうち，農地は農業部門のみで，天

然資源は，林業部門，水産業部門，鉱業部門のみで用

いられる。
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分析が可能になる。このように２段階のCES

関数を用いて，国産財と輸入財の集計を行う方

法は，一般にアーミントンの仮定と呼ばれ

る 。

以上が，GTAPモデルにおける経済学的な分

析枠組みであった。標準のGTAPモデルでは，

完全競争が仮定されている。以上をまとめると，

GTAPモデルは，マクロ経済学（国民所得の理

論）やミクロ経済学（生産，消費の理論）に忠

実な経済モデルであるということができる。

次に，GTAPデータベースの概要について見

ていく。本論文の分析で用いるGTAPデータ

ベースバージョン5.4は，1997年を基準年とし

たデータベースである。収録されている国・地

域数および産業部門数は，78国・地域，57産業

部門となっている。GTAPデータベースには，

各国の投入・産出データ，輸出入データなどの

経済データをまとめた社会会計表，および税率

などの政策変数に関するデータが収録されてい

る。

GTAPモデルを解くためには，実際に観測可

能な経済データのみでなく，代替の弾力性など

のパラメータ値も必要になるが，この値も

GTAPデータベースに収録されている。各パラ

メータ値は，既存研究からの引用やカリブレー

ションという方法を用いて設定されている。

以上より，次の点が指摘できる。第１に，

GTAPモデルは，マクロ経済学（国民所得の理

論）やミクロ経済学（生産，消費の理論）など

の経済理論に忠実に作成された経済モデルであ

るという点である。第２に，GTAPモデルでは，

モデルの分析枠組みだけでなく，分析に必要と

なるデータも同時に提供されている点である。

GTAPデータベースに収録されているデータ

は，他のモデルに比べて非常に膨大であり，よ

り詳細な分析が可能になると考えられる。

C．余剰窒素分析を用いた貿易自由化が農業環

境に及ぼす影響の分析方法

a．余剰窒素の定義および計測方法

本論文において，農業由来の環境負荷の指標

として用いる余剰窒素は，農業生産における養

分収支に着目して作成された環境指標である。

窒素やリンなどの養分は作物の育成に不可欠で

あり，農業生産に伴って大量に農地に投入され

る。一方で，作物が必要とする以上の養分が農

地に投入されれば，過剰な養分は農業由来の環

境負荷となり，水質汚染や大気汚染の原因とな

る。

このため，多くの先進国では，農業由来の環

境負荷を削減する目標が立てられている。また，

貿易政策や農業政策の変更などは，直接または

間接的に農業由来の環境負荷に対しても影響を

及ぼすと考えられる。OECDでは，政策担当者

への情報提供および政策の評価などの目的で，

OECD加盟国で共通の農業環境指標を定めて

いる（OECD，2001）。余剰窒素は，その農業環

境指標の中に含まれる。以下では，具体的な余

剰窒素の推計方法を見ていく。

OECD（2001）では，Soil Surface Nitrogen
 

Balanceという方法を用いて，余剰窒素量（NS）

を計測している。余剰窒素量は，農業生産に伴っ

て肥料など農地に投入される窒素量から，農作

物など農地から持ち出される窒素量を差し引い

た値として定義される。余剰窒素量は，一国の

農地における農業生産を基準に推計されるの

で，農地面積が大きいほど投入窒素量および産

出窒素量が大きくなる傾向がある。そこで，余

剰窒素量を比較する際には，一国の余剰窒素量

（NS）を一国の農地面積で除した，単位面積当

たりの余剰窒素量を比較することになる。すな

わち，単位面積あたりの余剰窒素量の値が大き

いほど，環境中に流出する窒素量が多くなる危

険性が高まるとされる 。

OECD Soil Surface Balanceでは，余剰窒素

量は，投入窒素量と投入窒素（NI）は，次の式

のように，肥料（F），家畜排せつ物（NLM），

GTAPモデルにおけるアーミントンの仮定に対して

は，そのパラメータ（代替の弾力性）値の設定に対し

て小林（2004）などが批判的検討を行っている。

余剰窒素が水質や大気などを汚染するメカニズムに

ついては西尾（2005）などを参照のこと。
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種苗（SP），窒素固定（BNF）および大気降下

物（AD）からの投入窒素量の合計として求めら

れる。

NI＝F＋NLM＋SP＋BNF＋AD （4.2)

一方，OECD Soil Surface Balanceにおける

産出窒素（NO）は，次の式のように，農作物

（HC），および牧草（FC）による産出窒素量の

合計として求められる。

NO＝HC＋FC （4.3)

よって，余剰窒素量（NS）は，次式のように

定式化でき，この関係を図示したものが，図4－

5である。

NS＝NI－NO

＝F＋NLM＋SP＋BNF＋AD

－HC－FC （4.4)

投入窒素量または産出窒素量の各項目は，活

動量と窒素係数を掛け合わせることで推計され

る。ここでの活動量とは，農業生産に用いられ

た肥料の量や糞尿の排出源となる家畜の頭数な

ど，農業生産の規模を表す数値である。一方，

窒素係数とは，それぞれの単位当たりの肥料や

家畜糞尿に含まれる窒素量を表した係数となっ

ている。ここでは投入窒素量または産出窒素量

の各項目における活動量および窒素係数の定義

を詳しく説明する前に，直観的な理解を得る目

的で，数値例を用いた投入窒素量の推計方法に

ついて説明したい。

表4－3は，日本における乳牛の排泄物に含ま

れる窒素量（投入窒素）の推計に関する数値例

である。この数値例での活動量は，日本におけ

る乳牛の頭数であり，窒素係数は乳牛１頭あた

りの排せつ物に含まれる窒素量である。乳牛は，

年齢や用途によって排出する糞尿の量および糞

尿に含まれる窒素量が異なるため，年齢や用途

ごとの窒素係数が設定されている。したがって，

乳牛頭数も年齢や用途によって分類される。

乳牛は，まず年齢によって２歳未満または２

歳以上に分類され，２歳以上の乳牛は，さらに

乾乳牛・未経産牛または搾乳牛の２種類に分類

される。日本の1997年のデータでは，２歳未満

の乳牛が57万８千頭，換乳牛・未経産牛が28万

８千頭，搾乳牛が103万２千頭，それぞれ飼育

されている。それぞれの年齢や用途に対応する

窒素係数は，２歳未満の乳牛が58kgN/頭，換

乳牛・未経産牛が35kgN/頭，搾乳牛が112

kgN/頭となっている。これらの乳牛頭数（活動

量）と窒素係数を掛け合わせ，合計することで

日本における乳牛の排泄物に含まれる窒素量

158,662千 tN（＝578×58＋288×35＋1,032×

112）が求まる。

以下では，まず投入窒素に含まれる各項目の

定義を説明し，次に産出窒素量に含まれる各項

目の定義を説明する。

図4－5 余剰窒素量の計測方法

表4－3 投入窒素量推計方法の数値例

活動量
家畜頭数（千頭)

×
窒素係数

（kgN/頭)
＝

窒素量
（tN)

２歳未満 578 × 58 ＝ 33,460

２歳以上

乾乳牛・未経産牛 288 × 35 ＝ 10,123

搾乳牛 1,032 × 112 ＝ 115,078

乳牛合計 1,898 158,662

注)試算例は，日本における乳牛由来の家畜排泄物に含まれる窒素量の試

算例（1997年データ）。
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１）投入窒素量の活動量および窒素係数

肥料による投入窒素量（F）とは，農業生産に

伴って，肥料の形で農地に投入された窒素量の

ことである。ここでの肥料には，無機肥料，お

よび家畜排せつ物以外の有機肥料が含まれ

る 。したがって，肥料による投入窒素量の活

動量はその国で１年間に農地に投入された肥料

の総量であり，窒素係数はそれら肥料１トンあ

たりに含まれる窒素量（窒素係数）となる。肥

料の総量と窒素係数を掛け合わせ，合計するこ

とで，その国の肥料による投入窒素量が求めら

れる。

家畜排せつ物による投入窒素量（NLM）と

は，農業生産に伴って，家畜排せつ物の形で農

地に投入された窒素量のことである。OECD

（2001）では，家畜の種類を牛（Cattle），豚

（Pigs），羊および山羊（Sheep and goats），家

禽（Poultry），その他家畜（Other livestock）

に分類し，さらにそれぞれの畜種を，用途また

は年齢などにより細分化している。家畜排せつ

物の量は，それぞれの家畜頭数に比例すると考

えられる。したがって，家畜排せつ物による投

入窒素量の活動量は，細分化された畜種ごとの

家畜飼養頭数であり，窒素係数は畜種ごとに１

頭が１年に排出する排せつ物に含まれる窒素量

が窒素係数である。家畜飼養頭数と窒素係数を

掛け合わせ，合計することで，その国の家畜糞

尿による投入窒素量（LM）が求められる。

上記の推計方法は，一国内での家畜排せつ物

発生量に含まれる窒素量を求めている。実際に

一国の農地に投入される窒素量を考慮する場合

には，海外から有機肥料として輸入される窒素

量（MI）および前期までに生産された家畜排せ

つ物による窒素量（CMS）を加える必要がある。

また，外国に輸出される，貯留中にアンモニア

などの形で大気に発散するなどして，その国の

農地に還元されない窒素量（MW）を差し引か

なければならない。OECD（2001）ではこれらを

考慮して，投入窒素量について以下のような調

整を行い，家畜排せつ物による純投入窒素量

（NLM）を求めている。

NLM＝LM＋CMS＋MI－MW （4.5)

種苗による投入窒素量（SP）とは，農業生産

に伴って，種や苗の形で農地に投入された窒素

量のことである。OECD（2001）では，種苗とな

る作物の種類を，穀物，油糧作物，根菜類，お

よびその他作物に分類し，データが入手可能な

場合には各分類をいくつかの作物へと，さらに

細分化している。種苗の投入量は，各作物の生

産量に比例すると考えられる。したがって，種

苗による投入窒素量の活動量は作物の生産量で

あり，窒素係数はそれぞれの種苗に含まれる窒

素量となる。よって，種苗の活動量に適切な窒

素係数を掛け合わせ，合計することで，その国

の種苗による投入窒素量（SP）が求められる。

窒素固定による投入窒素量（BNF）とは，農

業生産に伴って，窒素固定細菌などにより農地

に投入された窒素量のことである。OECD

（2001）では，窒素固定をマメ科作物または牧

草につく根粒菌による農地への投入窒素，およ

び農地に生息する窒素固定細菌による農地への

投入窒素に分類している。根粒菌による窒素固

定はマメ科作物の作付面積に比例し，窒素固定

細菌による窒素固定は，農地面積に比例すると

考えられる。したがって，窒素固定による投入

窒素量の活動量は，マメ科作物の作付面積およ

びその国の農地面積である。この活動量に，マ

メ科作物の窒素固定の窒素係数，および窒素固

定細菌の窒素固定の窒素係数をそれぞれ掛け合

わせ，合計することで，その国の窒素固定によ

る投入窒素量（BNF）が求められる。

大気降下物による投入窒素量（AD）とは，雨

水などの形で農地に投入された窒素量のことで

ある。大気降下物とは雨水や粉じんなどによる

農地への投入窒素量である。大気降下物は，農

業生産にかかわらず農地に窒素を投入すると考

えられる。したがって，大気降下物による投入

実際にデータベースで集計されている項目として，

窒素肥料（Nitrogenous fertilizers），汚泥（Sewage
 

sludge），都市でのゴミ収集などによる堆肥（Urban
 

Compost），食品産業などからの産業廃棄物（Indus-

trial waste products），その他家畜排せつ物以外の有

機肥料（Other products）が挙げられる。ただし，国

によりデータの集計方法が異なるため，すべての項

目のデータがそろっていない国もある。
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窒素量の活動量は農地面積であり，窒素係数は

農地面積当たりの大気降下物に含まれる窒素量

となる。よって，農地面積に大気降下物の窒素

係数を掛け合わせることで，その国の大気降下

物による投入窒素量（AD）が求められる。

２）産出窒素量の活動量および窒素係数

農作物による産出窒素量（HC）とは，農作物

によって農地から持ち出される窒素量のことで

ある。OECD（2001）では農作物の種類を，穀物，

豆類，油糧作物，根菜類，果樹，野菜，工芸作

物，観賞用植物，およびその他作物に分類し，

データが入手可能な場合には各分類をいくつか

の作物へと，さらに細分化している。農作物に

よる農地からの窒素の持ち出しは，各作物の生

産量に比例すると考えられる。したがって，農

作物による産出窒素量の活動量は各作物の生産

量であり，窒素係数は各作物に含まれる窒素量

となる。よって，各作物の生産量に，適切な窒

素係数を掛け合わせ，それらを合計することで

農作物による産出窒素量（HC）が求められる。

牧草による産出窒素量（FC）とは，家畜が消

費するための牧草によって農地から持ち出され

る窒素量のことである。OECD（2001）では牧草

の種類を，飼料作物および家畜が直接消費する

牧草に分類している。牧草による農地からの窒

素の持ち出しは，各作物の生産量に比例すると

考えられる。したがって，牧草による産出窒素

量の活動量は各牧草の生産量であり，窒素係数

は各牧草に含まれる窒素量となる。よって，各

作物の生産量に，適切な窒素係数を掛け合わせ，

それらを合計することで牧草による産出窒素量

（FC）が求められる。

以上でみたように，余剰窒素量は，農業生産

における養分収支に着目した環境指標であり，

肥料など農地に投入される窒素量から，農作物

など農地から持ち出される窒素量を差し引いた

値として定義される。また，余剰窒素は耕種部

門および畜産部門の農業生産全般を対象とした

農業環境指標である。余剰窒素を農業環境指標

として分析することで，農業生産全般を対象と

した農業環境への影響分析が可能となるメリッ

トがあると考えられる。

b．FTA締結後の余剰窒素量の計測方法

以下では，本論文における，FTA締結後の余

剰窒素量の推計方法を説明する。FTA締結に

より農業生産が変化すれば，それに伴って投入

窒素量および産出窒素量も変化すると考えられ

る。

本論文では，FTA締結後の余剰窒素量の変

化に関して，Rae and Strutt（2005）の方法と

同様の仮定を置いた。OECD（2001）では，余剰

窒素量の推計に必要となる投入および産出窒素

量は，次式のようにそれぞれの活動量に窒素係

数を乗じることで求められる。

(FTA締結前の投入窒素量または

産出窒素量)＝(FTA締結前の活動量)

×(窒素係数) （4.6)

本論文では，FTA締結前と締結後では，窒素

係数は変化せず，活動量のみが産出額などに比

例して変化すると仮定した。この仮定により，

FTA締結前の投入窒素量または産出窒素量の

値に，GTAPモデルにより推計されたFTA締

結前後での産出額変化率などを乗じることで，

FTA締結後の投入窒素量または産出窒素量を

次式のように求めることができる。

(FTA締結後の投入窒素量または

産出窒素量)

＝(FTA締結後の活動量)×(窒素係数)

＝(FTA締結前の投入窒素量または

産出窒素量)×(産出額等変化率) （4.7)

FTA締結後の投入窒素量と産出窒素量との差

をとることで，FTA締結後の余剰窒素量を推

計できる。具体的な仮定を以下に示す。

まず，投入窒素量（NI）について見ていく。

OECD Soil Surface Balanceにおける投入窒

素は，肥料（F），家畜排せつ物（NLM），種苗

（SP），窒素固定（BNF）および大気降下物

（AD）から構成される。

肥料による投入窒素量（F）に関しては，産出

窒素量（NO）に比例して変化すると仮定した。

肥料による投入窒素量は，農作物生産に用いら

れた投入窒素量と牧草生産に用いられた投入窒

素量から構成されるが，OECD Nitrogen Bal-
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ance Databaseでは，これら用途別の肥料投入

量が記載されていないためである。産出窒素量

は，農作物による産出窒素量（HC）と牧草によ

る産出窒素量（FC）の合計値として表すことが

できる。以上の関係は次式のようにあらわすこ

とができる。

F’＝F×
HC’＋FC’
HC＋FC

（4.8)

ただし，F’はFTA締結後の肥料による投入窒

素量，HC’はFTA締結後の農作物による産出

窒素量，FC’はFTA締結後の牧草による産出

窒素量をそれぞれ表している 。

家畜排せつ物による投入窒素量（LM）に関し

ては，FTA締結前後で，家畜排せつ物を構成す

る各要素がそれぞれの産出額に比例して変化す

ると仮定した。家畜排せつ物による投入窒素量

は，乳牛由来（LM で不），肉牛由来（LM て，），

その他家畜由来（LM に関しては）の各投入窒素量

から構成される。よって，各投入窒素量が，乳

牛部門（qo 変化），肉牛部門（qo

各

）），その他家

畜部門（qo した）の産出額にそれぞれ比例し

て変化すると仮定した。これは次式のようにあ

らわすことができる。

LM’＝
i∈乳牛，肉牛，その他家畜

LM × 1＋qo

（4.9)

ただし，LM’はFTA締結後の家畜排せつ物に

よる投入窒素量を表している。

種苗による投入窒素量（SP）に関しては，

FTA締結前後で，種苗を構成する

び

要素が，そ

れぞれの産出額に比例して変化すると仮定し

た 。種苗による投入窒素量は，コメ（SP

 

rf

)，

小麦（SP
 

nc

），その他穀物（SP

（NO）は

），そ

の他農作物（SP

量（HC），

）の各投入窒素量から

構成される。よって，各投入窒素量が，コメ部

門（qo

，マ

），小麦部門（qo

のみ

），その他穀物部

門（qo

他農

作物部

)，その他農作物部門（qo

よ

農

窒素

固

に

）の産出額変化率にそれぞれ比例して変化

すると仮定した。以上の関係は次式のようにあ

らわすことができる。

SP’＝
i∈コメ，小麦，その他穀物，その他作物

SP

× 1＋qo （4.10)

ただし，SP’はFTA締結後の種苗による投入窒

素量を表している。

窒素固定による投入窒素量（BNF）は，マメ

科作物の窒素固定（BNF

 

TA締結前

）お

の

仮

地面積

定微生物の窒素固定（BNF

定による。

続い

）によ

る投入窒素量から構成される。窒素固定微生物

の投入窒素量に関しては，FTA締結前後の農

地面積が一定とのGTAPモデルの

)

定から，

FTA締結前後

草に

変と仮定した。よっ

C）

窒素

固定による投入窒素量

下物による投入

メ科作物

の窒素固定

して

が，FTA締結前後でその

と仮定した

門の産出額

F

農

率（qo

後

1

出

ただし

が一

比例

して変化すると仮定

仮

苗による

。これは次式のよう

にあらわすことができる。

BNF’＝BNF

に関

ace

× 1＋qo

 

eにおける産

＋BNF

これは，

，

気

作

（4.1

産

E

窒素

素

，BNF’はFTA締結後の種

出窒素量

投入

窒素量を表している。

大

い

降

ていく。O

後

C

窒

D

量（AD）

のGTA

は，FTA締結前

素

で不変

S 出窒素量

。

る

量につ

モ

て見

物によ

u

成

お

（F牧

oi

定と

出窒

構よ

P

び

デルの

産

a S

ら され

l

る

て，産

よ か

Bal

牛乳 肉牛

の 家そ 畜他

乳牛 肉牛

畜他家のそ

コメ

小麦 他そ 穀の 物

物作その 農他

メコ 小麦

そ 穀の 物他 のそ 他

農 物作

マ 物メ科作

定微固 生物窒素

他農の 物そ 作

作メマ 科 物

物の他農作そ

物固定微生窒素

FTA締結後の，農作物による産出窒素量（HC’）お

よび，牧草による産出窒素量（FC’）については，そ

れぞれ（4.10）式および（4.11）式を参照のこと。

Rae and Strutt（2005）では種苗による投入窒素量は

FTA締結前後で変化しないとの仮定を置いている

が，種苗による投入窒素量も各部門の産出額に比例

するとの仮定を置いた。

Rae and Strutt（2005）では，NZでのマメ科作物の

窒素固定のみ，牧草による産出窒素量（N

 

St

）に比

例すると仮定している。これは，NZでの窒素固定が

主としてクローバなどのマメ科牧草により行われて

いることを反映したものである。本稿でも，NZでの

マメ科作物の窒素固定について，Rae and

よび

rutt

（2005）と同様の仮定を用いている。
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る。

農作物による産出窒素量（HC）に関しては，

各要素がそれぞれの産出額に比例して変化する

と仮定した。農作物による産出窒素量は，コメ

（HC をと），小麦（HC
 

A締

），その他穀物（HC

計できる。），その他農作物（HC

，本論文の分

）の各

投入窒素量から構成される。よって，各投入窒

素量が，コメ部門（qo

及ぼ

），小麦部門（qo

に用

），

その他穀物部門（qo

および経済

），その他農作物部

門（qo

にした。次に

）の産出額にそれぞれ比例して

変化すると仮定した。以上の関係は次式のよう

にあらわすことができる。

HC’＝
i∈コメ，小麦，その他穀物，その他作物

HC

× 1＋qo （4.12)

ただし，HC’はFTA締結後の種苗による投入

窒素量を表している。

牧草による産出窒素量（FC）に関しては，

FTA締結前後で，乳牛部門で用いられる土地

面積（L

る応

），および肉牛部門で用いられる土地

面積（L

ルと

）の合計の面積に比例して変化する

と仮定した。これは，GTAPデータベースにお

いて，牧草に該当する部門が存在しないためで

ある。そこで，本来ならば牧草部門の産出額を

用いるべきところを，乳牛および肉牛部門で用

いられる土地面積で代用した。これは，次式の

ようにあらわすことができる。

FC’＝FC×
L’

析す

＋L’ 応用

L

般均

＋L

析が
（4.13)

ただし，FC’はFTA締結後の牧草による産出

窒素量，L’

１に

はFTA締結後の乳牛部門で用

いられる土地面積，L’

やミ

はFTA締結後の肉

牛部門で用いられる土地面積をそれぞれ表して

いる。

以上をまとめると，貿易自由化が余剰窒素量

に及ぼす影響の計測方法は次のとおりとなる。

余剰窒素量の推計に必要となる投入および産出

窒素量は，それぞれの活動量に窒素係数を乗じ

ることで求められる。本論文では，FTA締結前

と締結後では，窒素係数は変化せず，活動量の

みが産出額などに比例して変化すると仮定し

た。この仮定により，FTA締結前の投入窒素量

または産出窒素量の値に，FTA締結前後での

産出額変化率などを乗じることで，FTA締結

後の投入窒素量または産出窒素量を求めること

ができる。こうして推計されたFTA締結後の

投入窒素量と産出窒素量との差

がお

ることで，

FT

にな

結後の余剰窒素量を推

市場に

及ぶ

D．ま と め

本章の課題は

的に分

の特

る

析手法を概説する

ことであった。具体的には，まず，FTA締結が

農業生産に

特徴

す影響を計測する際

めら

いる

GTAPモデルの概要

デルは，マ

モデルとして

の特徴を明らか

）

・サ

クロ経

，余剰窒素分析で

あるOECD Soil Surface Nitrogen Balanceモ

デルの概要および特徴，さらには貿易自由化が

余剰窒素量に及ぼす影響の計測方法を明らかに

した。

Ｂ節では，応用一般均衡分析で用いるGTAP

モデルの概要および経済モデルとして

持

つ

徴を

明らかにした。GTAPモデルは，貿易の効果分

析の際に，世界で広く用いられてい

FT

用一般

均衡モデルであった。応用一般均衡モデ

用い

は，

一つの市場のみではなく，財

点で

ービス，生産

要素を含む複数の市場に対して，政策や生産な

どの経済的な変化がどのように波及するのかを

分析できる経済モデルである。FTA締結では，

複数の財・サービスについて貿易自由化

ータ

こ

なわれること

れて

る。そのため，複数の

に，GTA

 

FTA締結の効果を包括

徴を

理

論

ため

には

論文

一

分析

衡分

用す

有効とされる。

GTAPモデルの経済モデルとしての

デル

は

以下のようにまと

易分

れた。第

，世

，GTAPモ

広く

デ

デ

ら

クロ経済学（国民所得の理論

あっ

あ

る。こ

済学（生産，消費の理論）などの経済

と共

に忠実に作成された経済モ

適

ルである，とい

う点であった。第２に，GTAPモデルでは，モ

デルの分析枠組みだけでなく，分析に必要とな

る

に

Pモ

も同時に提供さ

ルと

いる点で

る

。

た。

さら

G

の特徴

モ

析

よ

デルは次のような特

究

えら

の際に

，本

界標

の

とし

に

なっ

れ

るのにふさわし

いと考 １に

て

た ，第 P

の

，

準

TA

他 研

Aな

は

，

貿

れてい

どの

デ

存

て

り

る い

の既

モ

多く

メコ 小麦

物他の 穀そ 作農の 物他そ

メコ 小麦

穀の他そ 物

その他農 物作

牛乳

牛肉

乳牛 牛肉

牛乳 肉牛

牛乳

牛肉
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通の前提を用いての分析が可能となる。第２に，

農業部門が比較的細分化されている点である。

この特徴により，貿易政策の変化が農業由来の

環境負荷に及ぼす影響を詳細に分析することが

可能となる。第３に，分析可能な国・地域数が，

他の経済モデルと比較して多い点である。この

特徴により，FTA締結国のみではなく，FTA

締結国以外の第三国に及ぼす影響も分析可能と

なる。

Ｃ節では，余剰窒素分析であるOECD Soil
 

Surface Nitrogen Balanceモデルの概要，およ

び貿易自由化が余剰窒素量に及ぼす影響の計測

方法を明らかにした。余剰窒素量は，農業生産

における養分収支に着目した環境指標であり，

肥料など農地に投入される窒素量から，農作物

など農地から持ち出される窒素量を差し引いた

値として定義される。また，余剰窒素は耕種部

門および畜産部門の農業生産全般を対象とした

農業環境指標である。余剰窒素を農業環境指標

として分析することで，農業生産全般を対象と

した農業環境への影響分析が可能となるメリッ

トがあると考えられる。

貿易自由化が余剰窒素量に及ぼす影響の計測

方法は次の通りであった。余剰窒素量の推計に

必要となる投入および産出窒素量は，それぞれ

の活動量に窒素係数を乗じることで求められ

る。本論文では，FTA締結前と締結後では，窒

素係数は変化せず，活動量のみが産出額や農地

面積などに比例して変化すると仮定した。この

仮定により，FTA締結前の投入窒素量または

産出窒素量の値に，FTA締結前後での産出額

変化率などを乗じることで，FTA締結後の投

入窒素量または産出窒素量を求めることができ

る。こうして推計されたFTA締結後の投入窒

素量と産出窒素量との差をとることで，FTA

締結後の余剰窒素量を推計できることが示され

た。

第V章 日本・オーストラリア・ニュー

ジーランド間自由貿易協定が農

業生産に及ぼす影響

A．目 的

本章の目的は，日本・豪州・NZ間FTA締結

が日本の農業生産に及ぼす影響を分析すること

である。具体的には，応用一般均衡モデルであ

るGTAPモデルを用いて，日本・豪州・NZ間

FTAが仮に締結され全部門の関税が撤廃され

た際に，日本の農業生産にどのような影響が及

ぶのかという点を解明する。農業生産への影響

を分析する際には，単に農業生産の変化のみに

注目して分析するのではなく，経済全体への影

響および他産業への影響との比較の上で農業生

産への影響の相対評価を試みる。

また，FTAにおいては，FTA締結国以外の

第三国への影響も重要な論点となるため，FTA

締結が農産物貿易に及ぼす影響にも注目し分析

を試みる。具体的には，日本の農産物輸入に占

める各国のシェアの変化に注目し分析する。

さらには，日本・豪州・NZ間FTA締結が農

業生産に及ぼす影響を，日本と豪州ないしは日

本とNZとが個別に二ヵ国間FTAを締結した

場合の影響と比較し，分析結果の相対化も試み

たい。

本章の構成は，以下のとおりである。Ｂ節で

は，分析に用いるデータの集計方法について述

べたのち，分析シナリオおよび分析の前提につ

いて説明する。Ｃ節では，日本・豪州・NZ間

FTA締結が日本農業に及ぼす影響および農産

物貿易を通じて第三国へ及ぼす影響を明らかに

する。Ｄ節では，本章をまとめる。

B．自由貿易協定が農業生産に及ぼす影響の分

析方法

本節では，分析に用いるデータの集計方法に

ついて述べたのち，分析シナリオおよび分析の

前提について説明する。

a．部門の集計

本論文の分析には，1997年を基準とした

GTAPデータベースバージョン5.4を用いる。

なお，2007年11月時点で最新のデータベース

は，2001年を基準年としたバージョン６であ

る。しかし，第 章での余剰窒素データと年次

の整合性を保つため，1997年を基準年とした

GTAPバージョン5.4を利用した。具体的に

は，第 章で用いるOECD Nitrogen Balance
 

Databaseには，1999年以前のデータが収めら

れている。このため，2001年を基準年とした
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GTAPデータベースバージョン６は利用でき

ず，本論文の分析には1997年を基準年とした

GTAPデータベース5.4を用いることとした。

GTAPデータベースバージョン5.4（以下，

GTAPデータベース）では，世界を78の国・地

域に集計し，各国・地域内を57の産業部門に集

計した1997年時点のデータが収録されてい

る 。本論文では，GTAPデータベースを，24

カ国・地域および24産業部門に再集計して用い

る。再集計後の国・地域区分は表5－1に，産業

部門区分は表5－2に示した。

再集計の際には，次の方針に従った。第１に，

部門の集計に関して，日本・豪州・NZ間FTA

締結によって大きな影響が及ぶと考えられる農

業部門および食品部門をできるだけ細かく分割

したまま集計した 。その結果，全24部門のう

ち，12部門が農業部門，７部門が食品部門と

なった 。第２に，国・地域の分類に関して，第

章での余剰窒素分析で用いるデータに整合さ

GTAPデータベースにおけるコメの取り扱いには注

意が必要である。GTAPデータベースでは，コメに関

して，農業部門におけるコメ部門（GTAPデータベー

スのpdr部門）と食品産業部門におけるコメ製品部

門（GTAPデータベースのpcr部門）として取り扱っ

ている。両部門を合わせて農業部門のコメ部門とし

た研究として，Siriwardana and Dollery（2003），

Nakajima（2005），澤内・山本（2006a，b）などが

あげられる。しかし本稿では，第６章での余剰窒素分

析の分析方法に合わせ，両部門を別々の部門として

扱った。GTAPデータベースにおけるコメの取り扱

いについて，詳しくはMcDougall（2007）を参照。

具体的には，表5－2のコメ部門から動物性繊維部門

までが農業部門，牛肉製品部門からその他食品部門

までが食品部門である。

表5－1 国・地域分類

No. 地域分類 国・地域名コード GTAPデータベースでの地域分類

1 日本 JPN  jpn
2 豪州 AUS  aus
3 NZ  NZL  nzl
4 アメリカ USA  usa
5 カナダ CAN  can
6 韓国 KOR  kor
7 オーストリア AUT  aut
8 ベルギー BEL  bel
9 デンマーク DNK  dnk
10 フランス FRA  fra
11 ドイツ DEU  deu
12 ギリシャ GRE  grc
13 アイルランド IRL  irl
14 イタリア ITA  ita
15 オランダ NLD  nld
16 イギリス GBR  gbr
17 トルコ TUR  tur
18 メキシコ MEX  mex
19 その他EU  OEU  fin lux prt esp swe
20 中央ヨーロッパ CEUR  cze hun mlt pol svk
21 EFTA  EFTA  che xef
22 その他アジア OAS  chn hkg twn idn mys phl sgp tha vnm bgd ind lka xsa
23 中南米 CSAM  xcm col per ven xap arg bra chl ury xsm
24 その他世界 ROW  alb bgr hrv rom svn est lva ltu rus xsu cyp xme mar xnf

 
bwa xsc mwi moz tza zmb zwe xsf uga xss xrw

出所）GTAPデータベースバージョン5.4。

GTAPデータベースの詳細については，Dimaranan
 

and McDougall（2002）を参照のこと。

北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第30巻 第2号152



せるよう，OECD Nitrogen Balance Database

に掲載されているOECD加盟国をできるだけ

細かく分割したまま集計した 。

本論文では，FTA締結の影響として，FTA

締結国間での関税の撤廃の影響のみを分析対象

としている。表5－3は各国の関税率である。

日本では，農業部門および食品部門にのみ

100％を超える高関税が課せられている品目が

存在することが分かる。具体的には，豪州産品

を日本に輸入する際に，コメ（409％），コメ製

品（409％），乳製品（287％），小麦（249％），

肉牛（149％），砂糖（116％）の各部門で100％

以上の関税率となっている。NZ産品を日本に

輸入する際には，コメ製品（409％），乳製品

（287％），小麦（249％），肉牛（149％），砂糖

（116％）の各部門で100％以上の関税率となっ

ている。

豪州，NZでは100％を超える高関税が課せ

られている品目は見当たらない。日本産品を豪

州，NZに輸入する際に最も関税が高いのは，豪

州では砂糖部門（14％），NZではその他食品部

門（12％）となっている。なお，豪州，NZ間貿

易では1983年に締結されたCER協定により，

物品およびサービス貿易の関税が撤廃されてい

るため，すべての関税率が０％となっている。

b．分析シナリオおよび分析の前提

本論文の分析では，日本の農業部門に対して

最も大きな影響が見込まれるFTA締結シナリ

オを設定する。すなわち，FTA締結国間で農産

OECD Nitrogen Balance Databaseに掲載されてい

るOECD加盟国のうち，アイスランドおよびハンガ

リーに関しては欠損値があったため独立した国・地

域としては扱えなかった。ノルウェーに関しては，

OECD Nitrogen Balance Databaseに掲載されてい

るものの，GTAPデータベースに掲載されていない

ため，独立した国・地域として取り扱えなかった。

表5－2 産業分類

No. 産業分類 産業コード GTAPデータベースでの産業分類

１ コメ PDR  pdr
２ 小麦 WHT  wht
３ その他穀物 GRO  gro
４ 果樹・野菜 V F  v f
５ 油糧種子 OSD  osd
６ 砂糖原料 C B  c b
７ 繊維原料 PFB  pfb
８ その他作物 OCR  ocr
９ 肉牛 CTL  ctl
10 乳牛 RMK  rmk
11 その他家畜 OAP  oap
12 動物性繊維 WOL  wol
13 牛肉製品 CMT  cmt
14 その他肉製品 OMT  omt
15 植物性油脂 VOL  vol
16 乳製品 MIL  mil
17 コメ製品 PCR  pcr
18 砂糖 SGR  sgr
19 その他食品 OFD  ofd b t
20 林業 FOR  for
21 漁業 FSH  fsh
22 鉱業 MIN  col oil gas omn p c nmm
23 工業 MAN  tex wap lea lum ppp crp i s nfm fmp mvh otn ele ome omf
24 サービス SVC  ely gdt wtr cns trd otp wtp atp cmn ofi isr obs ros osg dwe

出所）GTAPデータベースバージョン5.4。
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物を含む全部門の関税を撤廃するシナリオを用

いて分析する 。FTA締結国の組み合わせとし

て，日本・豪州・NZ間，日本・豪州間，および

日本・NZ間の３通りについて分析する。

具体的には，日本・豪州・NZ間FTAでは，

豪州産品およびNZ産品の輸入に対する日本

の輸入関税，日本産品の対する豪州およびNZ

の輸入関税をすべてゼロとした。日本・豪州間

FTAでは，豪州産品の輸入に対する日本の関

税，および日本産品の輸入に対する豪州の関税

をすべてゼロとした。日本・NZ間FTAでは，

NZ産品の輸入に対する日本の関税，および日

本産品の輸入に対するNZの関税をすべてゼ

ロとした。FTA締結国以外の関税については，

FTA締結前後で変化しないものとした。

なお，本論文では改変を加えない標準の

GTAPモデルを用いて分析するため，関税撤廃

による静学的な効果のみが考慮される 。した

がって，FTA締結による生産性の上昇などの

動学的な効果は考慮されない。

C．自由貿易協定が農業生産に及ぼす影響の分

析結果

本節では，日本の農業生産に及ぼす影響，お

よび農産物貿易を通じて第三国へ及ぼす影響に

実際のFTAでは，高関税が課せられているなどのい

わゆるセンシティブ品目を関税撤廃の対象から除外

する扱いが見られる。日本・豪州間および日本・NZ

間でセンシティブ品目を除外したケースについての

試算は，澤内・山本（2006a），Sawauchi  and
 

Yamamoto（2006）などを参照。

表5－3 日本，豪州，NZの関税率 （単位：％)

日本の関税率 豪州の関税率 NZの関税率

対豪州産品 対NZ産品 対日本産品 対NZ産品 対日本産品 対豪州産品

コメ 409 0 1 0 0 0

小麦 249 249 0 0 0 0

その他穀物 20 20 1 0 1 0

果樹・野菜 45 45 2 0 2 0

油糧種子 76 76 1 0 0 0

砂糖原料 0 0 0 0 0 0

繊維原料 0 0 1 0 0 0

その他作物 22 22 3 0 4 0

肉牛 149 149 1 0 0 0

乳牛 0 0 0 0 0 0

その他家畜 5 5 1 0 1 0

動物性繊維 55 55 3 0 0 0

牛肉製品 36 36 0 0 4 0

その他肉製品 58 58 4 0 11 0

植物性油脂 7 7 3 0 2 0

乳製品 287 287 7 0 11 0

コメ製品 409 409 1 0 0 0

砂糖 116 116 14 0 0 0

その他食品 35 37 6 0 12 0

林業 0 0 0 0 0 0

漁業 3 5 1 0 0 0

鉱業 0 0 5 0 5 0

工業 0 1 6 0 9 0

サービス 0 0 0 0 0 0

出所）GTAPデータベースバージョン5.4。

FTA締結による生産性の上昇などを考慮にいれた

研究なども見られる（Urata and Kiyota, 2003な

ど）。しかし，生産性の上昇率などは事後的に計測さ

れるものであり，事前に仮定することは困難と判断

したため，本研究では考慮しなかった。
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焦点を絞り分析結果を見ていく。農業生産への

影響を分析する際には，単に日本・豪州・NZ間

FTA締結前後での農業生産の変化のみに注目

して分析するのではなく，経済全体への影響お

よび他産業への影響との比較の上で，農業生産

への影響の相対化を試みる 。

さらには，日本・豪州・NZ間FTA締結が農

業生産に及ぼす影響を，日本と豪州ないしは日

本とNZとが個別に二ヵ国間FTAを締結した

場合の農業生産への影響と比較し，分析結果の

相対化も試みる。

a．GDP，各部門産出額の変化と農業部門産

出額変化の関係

１）日本・豪州・NZ間 FTAの場合

日本・豪州・NZ間FTA締結が日本，豪州，

NZ各国のGDPに与える影響は小さい （表

5－4）。FTA締結後における各国のGDPの変

化は，日本で0.05％（約23億ドルの増加），豪

州で－0.02％（約0.7億ドルの減少），NZで

0.15％（約１億ドルの増加）の変化にとどまっ

ている。

農業部門への影響を見ると，日本ではFTA

締結前と比較して産出額が5.0％減少し，豪州，

NZではそれぞれ8.7％および9.6％増加する

結果となった（表5－4）。

日本の部門別の影響を変化率で見ると，この

農業部門への影響（－5.0％）が最も大きい（表

5－4）。食品部門産出額もFTA締結前と比較し

て0.4％の減少となった。自動車など日本の輸

出産業を含む鉱工業部門産出額は，FTA締結

前と比較して0.4％の増加にとどまっている。

豪州の部門別の影響を変化率で見ると，食品

部門への影響が最も大きく，FTA締結前と比

較して12.9％の増加となっている（表5－4）。

また，FTA締結により日本からの輸入額が増

加する鉱工業部門の産出額は5.1％減少してい

る。NZの部門別の影響を変化率で見ると，食品

部門への影響が最も大きく，FTA締結前と比

較して13.0％の増加となっている（表5－4）。

FTA締結により，日本からの輸入額が増加す

る鉱工業部門の産出額は，7.1％減少している。

以上をまとめると，日本ではGDPへの影響

に比べて農業部門への影響がはるかに大きい点

および，他の産業部門と比較しても農業部門へ

の影響が大きい点が指摘できる。日本のGDP

変化率は0.05％であるのに対して，農業部門の

産出額変化率は－5.0％である。つまり，農業部

門の産出額減少率の方がGDP増加率よりも

100倍近く（－5.0/0.05＝約100倍）も大きな値

となっている。日本のGDP変化率が小さいと

見込まれる点は，GDPに占める割合がごく小さ

い農業部門では大きな影響が見られたものの，

GDPに占める割合が大きい製造業部門および

サービス業部門ではごくわずかな変化（それぞ

北海道庁（2006），農林水産省（2006）など，日本・

豪州間FTAが日本国内の農業生産に及ぼす影響の

試算例がある。しかし，これらの試算は，前提などの

詳細については一般に公表されていない。このため，

本研究の試算結果とこれら既存の試算を比較するこ

とは困難である。

以後の分析では，GDP，産出額，輸出入額の変化率を

見る際には，すべて価格変化の影響を取り除いた実

質タームの変化率で見ていくことにする。価格の変

化などは付録を参照。

表5－4 実質GDPと部門別産出額の変化率（日本・豪州・NZ間FTA)

（単位：％)

日本 豪州 NZ

実質GDP変化率 0.05 －0.02 0.15

農業部門産出額変化率 －5.0 8.7 9.6

食品部門産出額変化率 －0.9 12.9 13.0

林・水産業部門産出額変化率 0.4 －1.4 －3.3

鉱工業部門変化率 0.4 －5.1 －7.1

サービス業部門産出額変化率 0.0 0.2 －0.2

注)変化率はFTA締結前のGDPまたは産出額に対する，FTA締結後の

GDPまたは産出額の変化率。
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れ，0.4％および0.0％）しか見られなかったた

めと考えられる。

個別産品への影響を見ると，日本では特に，

高関税品目であるコメおよびコメ製品（それぞ

れ－10.4％および－9.3％），小麦（－63.9％），

乳製品および乳牛（それぞれ－18.2％および－

15.1％）の産出額がFTA締結前と比べて，大き

く減少している（表5－5）。逆に豪州では，コメ

およびコメ製品（それぞれ467％および426％），

小麦（31％），油糧種子（104％），乳製品および

乳牛（それぞれ27％および27％）の産出額が，

他部門に比べて大きく増加している 。また，

NZでは乳製品および乳牛（それぞれ32％およ

び24％），その他肉製品（26％）の産出額が，他

部門に比べて大きく増加している。

以上の分析結果により，次の点が示唆された

と考える。農産物輸出国である豪州・NZと日本

との間で全部門の関税が撤廃されるFTAが締

結された場合，日本側としての最大の懸念は，

農業生産の減少という「痛み」であると考えら

れる。分析結果より，日本・豪州・NZ間FTA

締結が日本の農業生産に及ぼす影響（＝農業部

門産出額の減少率）は，日本経済全体および日

本国内の他部門に及ぼす影響（＝GDP増加率お

よび各部門産出額変化率）よりも大きい点が示

された。つまり，日本では農業生産の減少とい

う「痛み」は，強いと見込まれることが示唆さ

れたと考える。

２）日本・豪州間 FTAおよび日本・NZ間

FTAの場合

続いて，前項でみた日本・豪州・NZ間のFTA

締結に加えて，日本・豪州間が締結され全部門

で関税撤廃された場合，および日本・NZ間

FTAが締結され全部門で関税撤廃された場合

の各国のGDPおよび農業部門産出額の変化を

比較していく。

日本・豪州間FTAを締結した際の各部門の

産出額変化率を表5－6および表5－7に，日

本・NZ間FTAを締結した際の各部門の産出

額変化率を表5－8および表5－9に示した。ま

た，図5－1で，農業部門の変化率と実質GDP

の変化率をまとめた。

図5－1で日本への影響（図中の●印）をみる

と，いずれのケースにおいても農業生産の減少

をはるかに上回るGDPの増加は見込めないこ

とが読みとれる。日本・豪州・NZ間FTAを締

結した場合，FTA締結前と比較してGDPは最

も大きく増加（0.05％）するものの，農業部門

産出額は最も大きく減少（－5.0％）することを

前項でみた（表5－10にも同数値）。日本・豪州

間FTAおよび日本・NZ間FTAを締結した場

合でも，日本の農業部門産出額減少率はGDP

の増加率を大幅に上回っている（それぞれ，－

4.4/0.04＝約109倍および－1.1/0.01＝約112

GTAPモデルにおいては米の生産に不可欠な水資源

に関する制約が十分に考慮されていないため，本論

文では水資源が乏しい豪州であっても米産出量が

FTA締結前に比べて５倍近くも大幅に増加すると

いう結果が得られている点に注意されたい。

表5－5 日本，豪州，NZ各国における産出額の

変化率（日本・豪州・NZ間FTA)

（単位：％)

日本 豪州 NZ

コメ －10.4 466.7 －5.0

小麦 －63.9 30.8 3.4

その他穀物 －1.8 －1.9 3.5

果樹・野菜 0.4 －8.3 16.2

油糧種子 0.5 104.4 4.6

砂糖原料 －4.0 15.8 1.5

繊維原料 8.7 －20.8 2.9

その他作物 －2.2 1.7 3.5

肉牛 －7.6 6.1 2.4

乳牛 －15.1 26.8 24.4

その他家畜 －1.3 －6.8 －23.2

羊毛 －8.3 －10.0 1.4

牛肉製品 －2.9 8.5 －2.6

その他肉製品 1.0 3.7 26.3

植物性油脂 2.1 －6.5 2.5

乳製品 －18.2 27.1 32.1

コメ製品 －9.3 426.1 7.5

砂糖 －4.1 16.5 4.1

その他食品 1.3 4.4 15.4

林業 0.2 －3.3 －5.3

漁業 0.5 0.0 1.9

鉱業 0.2 －3.4 －2.9

工業 0.4 －5.6 －7.7

サービス 0.0 0.2 －0.2

注)変化率はFTA締結前の産出額に対する，FTA
締結後の産出額の変実質化率。
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倍）（表5－11，表5－12）。

一方，豪州，NZでは日本とFTAを締結する

と，農業部門産出額が増加することがわかる。

また，豪州，NZのうち一方の国のみが日本と

FTAを締結した場合には，FTAを締結してい

ない国のGDPおよび農業部門産出額はFTA

締結前と比較して大きな変化は見られない。具

体的には，豪州では日本・豪州間および日本・

豪州・NZ間FTAの締結によって，GDPは

0.02％減少するものの，農業部門産出額は8.7

および10.1％増加する。しかし，日本・NZ間

FTAが締結された場合には，豪州の農業部門

産出額およびGDPはFTA締結前と比べてほ

とんど変化せず，農業部門産出額は0.0％の増

加，GDPは0.01％の増加にとどまっている。

NZについてみると，日本・NZ間および日本・

豪州・NZ間FTAの締結によって，GDPは

0.15％および0.22％増加，農業部門産出額も

9.6％および13.3％増加する。しかし，日本・豪

州間FTAが締結された場合には，NZのGDP

および農業部門産出額はそれぞれ0.02％，

1.1％とわずかに増加するにとどまっている。

b．第三国への影響

日本・豪州・NZ間で全部門の関税を撤廃する

表5－6 実質GDPと部門別産出額の変化率（日本・豪州間FTA)

（単位：％)

日本 豪州 NZ

実質GDP変化率 0.04 －0.02 0.02

農業部門産出額変化率 －4.4 10.1 1.1

食品部門産出額変化率 －0.7 17.2 －0.4

林・水産業部門産出額変化率 0.4 －1.8 0.1

鉱工業部門変化率 0.4 －6.0 0.1

サービス業部門産出額変化率 0.0 0.2 －0.1

注)変化率はFTA締結前のGDPまたは産出額に対する，FTA締結後の

GDPまたは産出額の変化率。

図5－1 FTA締結による実質GDPおよび農業部門産出額の変化率

注）変化率はFTA締結前の農業部門産出額またはGDPに対する，FTA締結後の農業部門産出額または

GDPの実質変化率。
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FTAが日本の農業・食品部門輸入額に及ぼす

影響を見ると，豪州，NZからの輸入のみが大幅

に増加し，他の国・地域からの輸入はすべて減

少する（表5－13）。具体的には，豪州，NZか

らの農業・食品部門輸入額はFTA締結前に比

べて，それぞれ371％，358％増加する。一方，

他の国・地域からの輸入は，FTA締結前と比べ

て７～24％減少する。額でみると，アメリカか

らの輸入額の減少が最も大きく，FTA締結前

と比べて，約25億ドル減少する。その結果，日

本の国・地域別農業・食品部門輸入額で，豪州

はアメリカを抜き第１位となる。

表5－8 実質GDPと部門別産出額の変化率（日本・NZ間FTA)

（単位：％)

日本 豪州 NZ

実質GDP変化率 0.01 0.01 0.22

農業部門産出額変化率 －1.1 0.0 13.3

食品部門産出額変化率 －0.6 －0.2 19.9

林・水産業部門産出額変化率 0.1 0.1 －5.9

鉱工業部門変化率 0.2 0.1 －10.8

サービス業部門産出額変化率 0.0 0.0 －0.2

注)変化率はFTA締結前のGDPまたは産出額に対する，FTA締結後の

GDPまたは産出額の変化率。

表5－9 日本，豪州，NZ各国における産出額の

変化率（日本・NZ間FTA）

（単位：％)

日本 豪州 NZ

コメ 0.1 －0.3 －10.3

小麦 1.0 －0.1 2.1

その他穀物 －0.9 0.0 1.8

果樹・野菜 －0.3 0.4 6.5

油糧種子 0.8 0.1 0.1

砂糖原料 －1.0 0.4 2.8

繊維原料 0.9 －0.2 1.0

その他作物 －1.1 －0.1 －12.3

肉牛 －0.7 0.3 1.2

乳牛 －11.3 －2.3 50.1

その他家畜 0.0 0.3 －37.4

羊毛 －0.3 1.6 －6.3

牛肉製品 －0.3 0.1 －8.1

その他肉製品 0.2 0.0 15.8

植物性油脂 0.1 0.6 2.7

乳製品 －14.1 －2.3 67.6

コメ製品 0.1 －0.2 40.3

砂糖 －1.1 0.4 4.6

その他食品 0.3 0.2 12.3

林業 0.2 0.1 －8.5

漁業 0.2 0.1 1.0

鉱業 0.1 0.0 －4.6

工業 0.2 0.1 －11.7

サービス 0.0 0.0 －0.2

注)変化率はFTA締結前の産出額に対する，FTA
締結後の産出額の実質変化率。

表5－7 日本，豪州，NZ各国における産出額の

変化率（日本・豪州間FTA）

（単位：％)

日本 豪州 NZ

コメ －10.2 452.6 1.6

小麦 －63.2 28.3 0.7

その他穀物 －1.4 －2.3 0.7

果樹・野菜 1.0 －9.4 0.8

油糧種子 0.3 97.0 1.6

砂糖原料 －3.6 14.1 －0.2

繊維原料 8.4 －23.7 0.6

その他作物 －1.8 2.8 0.7

肉牛 －6.6 4.7 2.0

乳牛 －11.9 56.6 －1.8

その他家畜 －0.9 －8.1 0.6

羊毛 －7.7 －12.6 6.9

牛肉製品 －2.2 7.3 0.6

その他肉製品 1.0 3.1 0.2

植物性油脂 2.0 －7.6 0.2

乳製品 －14.4 57.2 －2.8

コメ製品 －9.1 413.3 －0.1

砂糖 －3.7 14.7 0.8

その他食品 1.3 4.1 0.3

林業 0.2 －3.9 0.0

漁業 0.5 －0.3 0.2

鉱業 0.2 －4.1 0.0

工業 0.4 －6.7 0.1

サービス 0.0 0.2 －0.1

注)変化率はFTA締結前の産出額に対する，FTA
締結後の産出額の実質変化率。
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日本・豪州間または日本・NZ間で全部門の関

税を撤廃するFTAを締結した場合にも同様

に，FTA締結相手国である豪州またはNZか

らの輸入のみが大幅に増加し，他の国・地域か

らの輸入はすべて減少する（表5－14，表5－

15）。具体的には，日本・豪州間FTAの場合，

豪州からの農業・食品部門輸入額はFTA締結

前に比べて，432％増加する。一方，他の国・地

域からの輸入は，FTA締結前と比べて４～

31％減少し，最も減少率が大きいのはNZで

あった。また，日本・NZ間FTAの場合，NZ

からの農業・食品部門輸入額はFTA締結前に

比べて，586％増加する。一方，他の国・地域か

らの輸入は，FTA締結前と比べて２～15％減

少した。

以上により，日本・豪州・NZ間で全部門の関

税を撤廃するFTAを締結した場合，豪州およ

びNZの二国からのみにおいて，日本への農産

物輸出額が最大で371.2％増加し，またカナダ

やアメリカなどの第三国からの日本への農産物

輸出額が最大で23.8％減少した。つまり，豪州，

NZのみ対日農産物輸出額が大幅に増加する一

方，アメリカなど第三国からの対日農産物輸出

額が減少する状況になることが示されたと考え

られる。このような場合には，アメリカなどの

輸出国が，日本に対し，豪州またはNZと同様

に，関税引き下げ措置などを要求してくる恐れ

は強いと見込まれよう。

また，豪州，NZ側から見ると，豪州，NZの

どちらか一方の国のみが日本と二ヵ国間FTA

を締結した場合，除外された一方の国において，

農業・食品部門の対日輸出額は減少することも

表5－10 農業部門産出額変化率と実質GDP変化率の関係

（日本・豪州・NZ間FTA)

日本 豪州 NZ

農業部門産出額変化率（％) ａ －5.0 8.7 9.6
実質GDP変化率（％） ｂ 0.05 －0.02 0.15

農業部門産出額変化率/
実質GDP変化率

ａ/ｂ －100.3 －435.6 63.8

注)変化率はFTA締結前の農業部門産出額またはGDPに対する，FTA締

結後の農業部門産出額またはGDPの実質変化率。

表5－11 農業部門産出額変化率と実質GDP変化率の関係

（日本・豪州間FTA）

日本 豪州 NZ

農業部門産出額変化率（％） ａ －4.4 10.1 1.1
実質GDP変化率（％） ｂ 0.04 －0.02 0.02

農業部門産出額変化率/実質

GDP変化率
ａ/ｂ －108.9 －504.5 54.9

注)変化率はFTA締結前の農業部門産出額またはGDPに対する，FTA締

結後の農業部門産出額またはGDPの実質変化率。

表5－12 農業部門産出額変化率と実質GDP変化率の関係

（日本・NZ間FTA）

日本 豪州 NZ

農業部門産出額変化率（％） ａ －1.1 0.0 13.3
実質GDP変化率（％） ｂ 0.01 0.01 0.22

農業部門産出額変化率/実質

GDP変化率
ａ/ｂ －112.0 4.5 60.5

注)変化率はFTA締結前の農業部門産出額またはGDPに対する，FTA締

結後の農業部門産出額またはGDPの実質変化率。
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示された。

D．ま と め

本章の目的は，日本・豪州・NZ間FTA締結

が日本の農業生産に及ぼす影響を分析すること

であった。具体的には，応用一般均衡モデルで

あるGTAPモデルを用いて，日本・豪州・NZ

間FTAが仮に締結され，全部門の関税が撤廃

された際に，日本の農業生産にどのような影響

が及ぶのかを解明した。

日本のGDP変化率は0.05％であるのに対し

て，農業部門の産出額変化率は－5.0％である。

つまり，農業部門の産出額減少率が，GDP増加

率よりも約100倍（－5.0/0.05＝100）も大きな

値となった。農業産出額減少率を部門別にみる

と，日本では小麦（－63.9％）が最高であった。

農産物貿易への影響をみると，豪州および

NZの二国からのみにおいて，日本への農産物

輸出額が最大で371.2％増加し，またカナダや

アメリカなどの第三国からの日本への農産物輸

出額が最大で23.8％減少した。

本章では，日本・豪州・NZ間FTA締結が日

本の農業生産に及ぼす影響を，日本と豪州ない

しは日本とNZとが個別に二ヵ国間FTAを締

結した場合の影響と比較し，分析結果の相対化

も試みた。日本・豪州間FTAおよび日本・NZ

間FTAを締結した場合でも，日本の農業部門

産出額減少率はGDPの増加率を大幅に上回る

ことが示された。また，各国からの日本への農

産物輸入額の変化を見ると，FTA締結相手国

である豪州またはNZからの輸入のみが大幅

表5－13 日本の国・地域別農業・食品部門輸入額の変化

（日本・豪州・NZ間FTA） （単位：百万ドル，％)

FTA締結前 FTA締結後

国・地域

輸入額

①

（シェア) 輸入額

②

（シェア) 変化率

（②－①）/①

豪州 3,046 6.5 14,355 25.9 371.2

NZ 886 1.9 4,058 7.3 358.2

アメリカ 15,215 32.4 12,693 22.9 －16.6

カナダ 2,427 5.2 1,849 3.3 －23.8

韓国 1,431 3.1 1,297 2.3 －9.4

オーストリア 63 0.1 53 0.1 －15.0

ベルギー 157 0.3 134 0.2 －14.6

デンマーク 876 1.9 777 1.4 －11.3

フランス 1,028 2.2 874 1.6 －15.0

ドイツ 395 0.8 320 0.6 －18.9

ギリシャ 54 0.1 49 0.1 －10.0

アイルランド 137 0.3 112 0.2 －18.4

イタリア 386 0.8 334 0.6 －13.4

オランダ 608 1.3 511 0.9 －16.0

イギリス 617 1.3 536 1.0 －13.2

トルコ 60 0.1 54 0.1 －9.7

メキシコ 348 0.7 323 0.6 －7.1

その他EU 396 0.8 345 0.6 －12.8

中央ヨーロッパ 145 0.3 111 0.2 －23.6

EFTA 590 1.3 513 0.9 －13.1

その他アジア 11,642 24.8 10,357 18.7 －11.0

中南米 3,696 7.9 3,354 6.1 －9.3

その他世界 2,693 5.7 2,348 4.2 －12.8

合計 46,896 100.0 55,359 100.0 18.0

注)FTA締結後の輸入額は，価格の変化を取り除き，実質タームでみた，日

本における農業・食品部門の各国からの輸入額。
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に増加し，他の国・地域からの輸入はすべて減

少する結果となった。

以上の分析結果により，日本・豪州・NZ間

FTAが日本の農業生産に及ぼす影響に関し

て，次の点が示唆された。第一に，農産物輸出

国である豪州・NZと日本との間で全部門の関

税が撤廃されるFTAが締結された場合，日本

側としての最大の懸念は，農業生産の減少とい

う「痛み」であると考えられる。日本・豪州・

NZ間FTA締結が日本の農業生産に及ぼす影

響（＝農業部門産出額の減少率）は，日本経済

全体および日本国内の他部門に及ぼす影響（＝

GDP増加率および各部門産出額変化率）よりも

強い点が明らかとなった。つまり，日本では，

農業生産の減少という「痛み」は強いと見込ま

れることが示唆されたと考える。

第二に，農産物輸出国である豪州・NZと日本

との間で全部門の関税が撤廃されるFTAが締

結された場合，FTA締結国以外の第三国側に

とっても，大いに懸念される経済的影響が生じ

る点も示された。具体的には，日本・豪州・NZ

間FTA締結により全部門の関税が撤廃された

場合，豪州からの対日農産物輸出額が大幅に増

加する一方，コメ，小麦などについて，豪州と

競合しているアメリカの対日農産物輸出が大幅

に減少する点などが示された。このような事態

となれば，アメリカ側が日本に対し，豪州・NZ

と同様の関税引き下げ措置などを要求してくる

恐れは強いと見込まれる。

表5－14 日本の国・地域別農業・食品部門輸入額の変化

（日本・豪州間FTA） （単位：百万ドル，％)

FTA締結前 FTA締結後

国・地域

輸入額

①

（シェア) 輸入額

②

（シェア) 変化率

（②－①）/①

豪州 3,046 6.5 16,208 29.7 432.0

NZ 886 1.9 612 1.1 －30.9

アメリカ 15,215 32.4 13,016 23.8 －14.5

カナダ 2,427 5.2 1,883 3.4 －22.4

韓国 1,431 3.1 1,329 2.4 －7.1

オーストリア 63 0.1 55 0.1 －12.9

ベルギー 157 0.3 138 0.3 －12.4

デンマーク 876 1.9 794 1.5 －9.3

フランス 1,028 2.2 897 1.6 －12.8

ドイツ 395 0.8 328 0.6 －16.8

ギリシャ 54 0.1 50 0.1 －8.2

アイルランド 137 0.3 115 0.2 －16.2

イタリア 386 0.8 341 0.6 －11.6

オランダ 608 1.3 523 1.0 －13.9

イギリス 617 1.3 549 1.0 －11.1

トルコ 60 0.1 56 0.1 －7.1

メキシコ 348 0.7 334 0.6 －4.2

その他EU 396 0.8 353 0.6 －10.8

中央ヨーロッパ 145 0.3 114 0.2 －21.2

EFTA 590 1.3 526 1.0 －10.9

その他アジア 11,642 24.8 10,606 19.4 －8.9

中南米 3,696 7.9 3,418 6.3 －7.5

その他世界 2,693 5.7 2,407 4.4 －10.6

合計 46,896 100.0 54,652 100.0 16.5

注)FTA締結後の輸入額は，価格の変化を取り除き，実質タームでみた，日

本における農業・食品部門の各国からの輸入額。
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第VI章 日本・オーストラリア・ニュー

ジーランド間自由貿易協定が農

業環境に及ぼす影響

A．目 的

本章の課題は，日本・豪州・NZ間FTA締結

が日本の農業環境に及ぼす影響を分析すること

である。具体的には，前章の分析結果および余

剰窒素分析を用いて，日本・豪州・NZ間FTA

が仮に締結され，全部門の関税が撤廃された際

に，日本の農業環境にどのような影響が及ぶの

かという点を解明する。

農業環境への影響を分析する際には，単に

FTA締結前後での余剰窒素の変化を解明する

のみでなく，農業環境の農業生産弾力性という

指標を用いて，日本・豪州・NZ間FTA締結が

農業環境に及ぼす影響の「限界評価」を試みる。

第 章でもふれたように貿易政策の変化が環境

に及ぼす影響を，政策評価という観点からより

有効なものにするためには，農業生産の変化が

農業環境に及ぼす影響の「限界評価」が必要で

ある。

なお，本章での農業環境の分析は，農業環境

負荷を農地面積あたりの余剰窒素量を指標とし

た分析に限定される。余剰窒素とは，農業生産

に伴い農地に投入された窒素量のうち，作物の

収穫などで除かれずに農地に残存した窒素量で

あり，OECDなどで環境負荷の指標として用い

られている。農地面積あたりの余剰窒素量が大

きくなると，土壌や地下水を汚染する可能性が

表5－15 日本の国・地域別農業・食品部門輸入額の変化

（日本・NZ間FTA) （単位：百万ドル，％)

FTA締結前 FTA締結後

国・地域

輸入額

①

（シェア) 輸入額

②

（シェア) 変化率

（②－①）/①

豪州 3,046 6.5 2,732 5.5 －10.3

NZ 886 1.9 6,079 12.1 586.4

アメリカ 15,215 32.4 14,597 29.1 －4.1

カナダ 2,427 5.2 2,373 4.7 －2.2

韓国 1,431 3.1 1,389 2.8 －2.9

オーストリア 63 0.1 58 0.1 －8.1

ベルギー 157 0.3 145 0.3 －7.6

デンマーク 876 1.9 816 1.6 －6.8

フランス 1,028 2.2 943 1.9 －8.3

ドイツ 395 0.8 344 0.7 －13.0

ギリシャ 54 0.1 51 0.1 －5.3

アイルランド 137 0.3 128 0.3 －6.5

イタリア 386 0.8 359 0.7 －7.0

オランダ 608 1.3 540 1.1 －11.3

イギリス 617 1.3 586 1.2 －5.1

トルコ 60 0.1 58 0.1 －3.8

メキシコ 348 0.7 338 0.7 －3.0

その他EU 396 0.8 372 0.7 －6.2

中央ヨーロッパ 145 0.3 123 0.2 －15.3

EFTA 590 1.3 553 1.1 －6.3

その他アジア 11,642 24.8 11,321 22.6 －2.8

中南米 3,696 7.9 3,615 7.2 －2.2

その他世界 2,693 5.7 2,564 5.1 －4.8

合計 46,896 100.0 50,083 100.0 6.8

注)FTA締結後の輸入額は，価格の変化を取り除き，実質タームでみた，日

本における農業・食品部門の各国からの輸入額。
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高まるとみなされる。

さらには，日本・豪州・NZ間FTA締結が農

業環境に及ぼす影響を，日本と豪州ないしは日

本とNZとが個別に二ヵ国間FTAを締結した

場合の影響と比較し，分析結果の相対化も試み

たい。

本章の構成は，以下のとおりである。Ｂ節で

は，OECD Nitrogen Balance Databaseを用い

て日本，豪州，NZにおける農業由来窒素負荷の

発生状況を整理する。Ｃ節では，分析方法につ

いて整理する。Ｄ節では，環境負荷の農業生産

弾力性を用いて，日本・豪州・NZ間FTA締結

が日本の農業環境に及ぼす影響を明らかにす

る。Ｅ節では，本章をまとめる。

B．日本，オーストラリア，ニュージーランド

各国における農業由来窒素負荷の発生状況

a．余剰窒素の発生状況の比較

OECD加盟国について，１haあたりの余剰窒

素量を比較したのが，図6－1である 。単位面

積当たり余剰窒素量が大きいほど，環境負荷が

高く，環境に悪影響を及ぼす可能性が高いとさ

れる。1997年の日本の農地面積あたり余剰窒素

量をみると129kgN/haとなっており，OECD

加盟国中で４番目に高い状況となっている。他

方，豪州の単位面積当たり余剰窒素量は８

kgN/haでOECD加盟国中２番目に低い値で

ある。また，NZの単位面積当たり余剰窒素量は

５kgN/haでOECD加盟国中最も低い値と

なっている。

b．投入窒素量，産出窒素量の比較

図6－2では，余剰窒素量の計測に必要な投入

窒素量および産出窒素量を示している。日本に

おける投入窒素量，産出窒素量の総量は，豪州，

NZと比較して少ないことが分かる。日本での

農業生産に伴う農地への投入窒素量は1,235千

tN，農地からの産出窒素量は595千 tNとなっ

ている。他方，豪州の投入窒素量（8,780千 tN）

は日本の約7.1倍，産出窒素量（5,214千 tN）

は日本の約8.8倍となっている。NZの投入窒

素量（3,433千 tN）は日本の約2.8倍，産出窒

素量（3,359千 tN）は日本の約5.6倍となって

いる。

OECD加盟国内で比較すると，アメリカが最

も多くの窒素を農地に投入し，最も多くの窒素

を農地から持ち出していることが分かる（表

6－1，表6－2）。豪州は投入窒素量および産出窒

素量のいずれにおいても，アメリカに次いで２

位となっている。日本は，投入窒素量および産

出窒素量ともに13位となっているが，余剰窒素

図6－1ではOECD Nitrogen Databaseにデータが

掲載されているOECD加盟国のうち，データ欠損値

のあったアイスランドおよびハンガリーを除いた国

すべてについてのデータを掲載している。

図6－1 単位面積当たり余剰窒素量の比較（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。
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量は９位となっている（表6－3）。

投入窒素量の内訳をみると，日本では肥料の

投入に伴う投入窒素量が最も多く，投入窒素量

全体の46％を占めている（図6－3）。この値は，

豪州の10％，NZの４％と比較するとかなり大

きくなっている（図6－5，図6－7）。豪州の投

入窒素量の中で，最も大きな割合を占めている

のは大気降下物であり，投入窒素量全体の43％

を占める。これは放牧地などの農地面積が大き

いためと推測される。NZにおいて，投入窒素量

の中で最も大きな割合を占めているのは窒素固

定であり，投入窒素量全体の58％を占める。こ

れは，NZの牧草が主としてマメ科牧草である

ことに起因すると推測される 。

産出窒素量の内訳をみると，日本では，農作

物による産出窒素量が62％，飼料作物による産

出窒素量が38％となっている（図6－4）。一方，

図6－2 日本，豪州，NZの投入窒素量および産出窒素量

出所）OECD Balance Nitrogen Database。

表6－1 投入窒素量の上位５カ国（1997年)

順位 国 名 窒素量（tN) 対日本比（日本＝１)

1 アメリカ 30,884,733 25.0
2 オーストラリア 8,779,666 7.1
3 メキシコ 5,471,136 4.4
4 フランス 4,610,445 3.7
5 カナダ 3,928,530 3.2

13 日本 1,235,347 1.0

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

表6－2 産出窒素量の上位５カ国（1997年)

順位 国 名 窒素量（tN) 対日本比（日本＝１)

1 アメリカ 18,360,435 30.9
2 オーストラリア 5,214,081 8.8
3 ニュージーランド 3,358,631 5.6
4 フランス 3,086,612 5.2
5 メキシコ 2,844,309 4.8

13 日本 594,686 1.0

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

マメ科植物には，大気中の窒素を固定する根粒菌が

寄生しているため，マメ科植物の生産量が多いほど，

窒素固定（投入窒素）の値が大きくなるものと考えら

れる。
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豪州およびNZでは，農作物による産出窒素量

よりも飼料作物による産出窒素量の方が多い。

具体的には，豪州では，飼料作物による産出窒

素量が全体の84％を占め，NZでは99％を占め

る（図6－6，図6－8）。

C．自由貿易協定が農業環境に及ぼす影響の分

析方法

本節では，日本・豪州・NZ間FTA締結が，

農業環境に及ぼす影響の分析方法を説明する。

本章で農業環境への影響を分析する際には，単

に農業生産の変化を解明するのみでなく，日

本・豪州・NZ間FTA締結が，農業環境に及ぼ

表6－3 余剰窒素量の上位５カ国（1997年)

順位 国 名 窒素量（tN) 対日本比（日本＝１)

1 アメリカ 12,524,299 19.5
2 オーストラリア 3,565,585 5.6
3 メキシコ 2,626,827 4.1
4 フランス 1,523,833 2.4
5 イギリス 1,476,595 2.3

9 日本 640,661 1.0

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

図6－3 日本の投入窒素量内訳（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

注)未利用分とは，アンモニア揮散などにより家畜

糞尿のうち，農地に還元されない窒素量を示

す。

図6－4 日本の産出窒素量内訳（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

図6－5 豪州の投入窒素量内訳（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

注)未利用分とは，アンモニア揮散などにより家畜

糞尿のうち，農地に還元されない窒素量を示

す。

図6－6 豪州の産出窒素量内訳（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。
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す影響の「限界評価」をも試みる。ここでの「限

界評価」とは，FTA締結による農業生産の変化

が農業環境負荷発生量に及ぼす影響の評価を示

す。

具体的には，環境負荷の農業生産弾力性を相

対評価の指標とする。この指標は，次式のよう

に，GTAPモデルの計測結果から得られる農業

生産の変化率と，本研究で農業由来の環境負荷

とした余剰窒素発生量との比率として定義され

る。

環境負荷の農業生産弾力性

＝
余剰窒素発生量変化率(％)
農業部門産出額変化率(％)

（6.1)

この指標は，農業生産が１％変化したときに余

剰窒素量が何％変化したかを表しており，余剰

窒素の農業生産弾力性として解釈することが可

能である。本論文では，この指標を用い，FTA

締結が日本の農業環境へ及ぼす影響を他国との

関係で相対評価する。余剰窒素の農業生産弾力

性は，弾性値が１より大きいか小さいかが評価

の基準となる。

FTA締結によって農業生産が減少する場合

（日本の場合）には，弾性値が１より大きけれ

ば，余剰窒素の減少率が農業生産の減少率を上

回っていることになる。この場合には，農業生

産の減少以上に環境負荷である余剰窒素が減少

する。たとえば，弾性値が10であった場合には，

農業生産１％の減少に対し，環境負荷は10％減

少することになる。

また，FTA締結によって農業生産が減少す

る場合に弾性値が１より小さければ，余剰窒素

の減少率が農業生産の減少率を下回っているこ

とになる。この場合には，農業生産の減少ほど

には環境負荷である余剰窒素は減少しない。さ

らに，弾性値が負の値となった時には，農業生

産は減少するにもかかわらず，環境負荷は増加

すると解釈される。たとえば，弾性値が－10で

あった場合には，農業生産１％の減少に対し，

環境負荷は10％増加することになる。

以上をまとめると，FTA締結によって農業

生産が減少する場合には，弾性値が１より大き

ければ，農業生産の減少以上の農業環境の改善

が見込まれ，逆に弾性値が１よりも小さければ，

農業生産の減少ほどには環境負荷は減少しない

と判断される。

FTA締結によって農業生産が増加する場合

（豪州，NZの場合）には，弾性値が１より大き

ければ，余剰窒素の増加率が農業生産の増加率

を上回っていることになる。この場合には，農

業生産の増加以上に環境負荷である余剰窒素が

増加する。たとえば，弾性値が10であった場合

には，農業生産１％の増加に対し，環境負荷が

10％増加することになる。

また，FTA締結によって農業生産が増加す

る場合に，弾性値が１より小さければ，余剰窒

素の増加率が農業生産の増加率を下回って変化

していることになる。この場合には，農業生産

図6－7 NZの投入窒素量内訳（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。

注)未利用分とは，アンモニア揮散などにより家畜

糞尿のうち，農地に還元されない窒素量を示

す。

図6－8 NZの産出窒素量内訳（1997年)

出所）OECD Nitrogen Balance Database。
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の増加ほどには環境負荷である余剰窒素は増加

しない。さらに，弾性値が負の値となった時に

は，農業生産は増加するにもかかわらず，環境

負荷は減少する。たとえば，弾性値が－10で

あった場合には，農業生産１％の減少に対し，

環境負荷は10％増加することになる。

以上をまとめると，FTA締結によって農業

生産が増加する場合には，弾性値が１より大き

ければ，農業生産の増加を上回る農業環境の悪

化が見込まれ，逆に弾性値が１よりも小さけれ

ば，農業生産の増加ほどには環境負荷は増加し

ない。

余剰窒素の農業生産弾力性を計測するために

は，前章で求めたFTA締結前後での農業部門

産出額変化率に加え，FTA締結前後での余剰

窒素発生量の変化率が必要となる。本論文では，

FTA締結前後の農地面積あたりの余剰窒素量

の変化を計測するためにRae and Strutt

（2005）の分析フレームワークを用いる。この

分析手順の概略は以下の通りである。

本論文で環境負荷の指標として用いる余剰窒

素は，一国の農地に対する投入窒素量と農地か

らの産出窒素量の差として定義され，農地に対

する環境負荷の指標として用いられている

（OECD,2001）。投入窒素量とは農業生産に伴

い農地に投入される窒素量であり，本論文では

５種類（家畜排泄物，肥料，種苗，窒素固定，

大気降下物）を計上した 。また，産出窒素量と

は農業生産に伴い農地から持ち出される窒素量

のことであり，本稿では２種類（農作物，飼料

作物）を計上した。

投入窒素量および産出窒素量は，生産量や土

地使用量などの活動量（たとえば，小麦の収穫

量など）に，それぞれに対応した窒素係数（た

とえば，収穫された小麦１kgに含まれる窒素量

など）を掛け合わせて求められる。ここで，FTA

締結によって活動量のみが変化するものと仮定

し，投入窒素量および産出窒素量をそれぞれ推

計すれば，FTA締結後の余剰窒素量が推計で

きる 。本稿では，Rae and Strutt（2005）と

同様に，活動量が各部門の産出額変化率などに

比例して変化すると仮定した。具体的には，大

気降下物による投入窒素量および飼料作物の産

出窒素量を除き，各部門の産出額変化率に比例

して投入または産出窒素量が変化すると仮定し

た 。

余剰窒素量の推計に必要となるFTA締結後

における活動量は，前章でGTAPモデルを用

いて推計された値を利用する。また，余剰窒素

量の推計で利用するOECD（2001）のデータは，

GTAPデータベースの年次に合わせ，1997年

のデータを用いる。

D．自由貿易協定が農業環境に及ぼす影響の分

析結果

a．余剰窒素発生量の変化およびその要因

１）日本・豪州・NZ間 FTAの場合

表6－4および表6－5において，日本・豪州・

NZ間で全部門の関税が撤廃された際の，日本，

豪州，NZにおける余剰窒素量の変化量および

変化率を示した。日本・豪州・NZ間FTAが締

結された場合，日本では余剰窒素量が減少し，

豪州，NZでは余剰窒素量が増加する結果と

なった。具体的には，FTA締結前と比較して，

日本では余剰窒素量が3.9％（24.9千 tN）減少

し，豪州およびNZではそれぞれ1.5％（54.6

千 tN）および44.6％（33.1千 tN）増加する結

果となった（表6－5）。

日本での余剰窒素の減少は，農業生産の減少

に起因するものと解釈できる。日本での投入窒

素量および産出窒素量の変化を見ると，前者は

73.1千 tN減少し，後者は48.2千 tN減少する

結果となった（表6－4）。両者の差である余剰窒

素量は，24.9千 tN（＝－73.1千 tN－（－48.2

千 tN））減少する結果となった。

さらに詳細にみていくと，日本では，肥料お

よび家畜排泄物純投入による投入窒素量の減少

この仮定はOECD（2001）およびRae and Strutt

（2005）と同様の仮定である。

大気降下物による投入窒素量はFTA締結前後で不

変，飼料作物の産出窒素量はFTA締結前後での畜産

部門の土地使用量（牧草地などとして使われる農地

面積）の変化率に比例すると仮定した。

余剰窒素，投入窒素，産出窒素に含まれる各項目の定

義および計測方法についてはは，第４章第３節を参

照のこと。
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量が大きく，それぞれ，FTA締結前と比較して

46.1千 tN（8.1％）および26.6千 tN（5.4％）

減少している。これはコメ，小麦などの耕種部

門，および生乳などの畜産部門での生産額が減

少したためと解釈できる。また，産出窒素では，

農作物による減少量が31.7千 tN（8.6％）と

なっており，コメ，小麦などの耕種部門の生産

額減少を反映したものと解釈できる。

豪州での余剰窒素の増加は，耕種部門および

畜産部門における農業生産の増加に起因するも

のと解釈できる。豪州での投入窒素量および産

出窒素量の変化を見ると，前者は176.7千 tN

増加し，後者は122.2千 tN増加する結果と

なった（表6－4）。両者の差である余剰窒素量

は，54.6千 tN（＝176.7千 tN－122.2千 tN）

増加する結果となった。

豪州での変化をさらに詳細にみていくと，家

畜排泄物純投入による投入窒素量の増加量が大

きく，FTA締結前と比較して154.9千 tN

（7.5％）増加している。これは肉牛，生乳など

の畜産部門で生産額が大幅に増加したためと解

釈できる。また，産出窒素では農作物によるも

のは増加するものの，飼料作物によるものは減

少している。これは，コメや小麦など耕種部門

での生産増に伴い，耕種部門での土地使用量が

増加し，畜産部門での土地使用量が減少したた

めと解釈できる 。

NZでの余剰窒素の増加は，畜産部門におけ

る農業生産の増加に起因するものと解釈でき

る。NZでの投入窒素量および産出窒素量の変

化を見ると，前者は151.4千 tN増加し，後者は

118.3千 tN増加する結果となった（表6－4）。

両者の差である余剰窒素量は，33.1千 tN（＝

151.4千 tN－118.3千 tN）増加する結果と

なった。

NZでの変化をさらに詳細にみていくと，家

畜排泄物純投入および窒素固定による投入窒素

量の増加量が大きく，FTA締結前と比較して

それぞれ79.4千 tN（6.5％）および67.1千 tN

（3.4％）増加している。これは生乳などの畜産

部門で生産額が大幅に増加したためと解釈でき

る。また，産出窒素では，飼料作物によるもの

が大きく増加している。これは，生乳など畜産

部門での生産増に伴い，畜産部門の土地使用量

が増加したためと解釈できる。豪州に比べ，NZ

の方がより大きく余剰窒素が増加しているの

は，主として投入窒素を増加させる畜産部門の

産出額がNZで大きく増加したためと考えら

れる。

以上をまとめると，次の点が指摘できる。日

本・豪州・NZ間で全部門の関税を撤廃する

FTAを締結すると，日本ではFTA締結前に比

表6－4 投入，産出，余剰窒素量の変化量

（日本・豪州・NZ間FTA）

単位：千 tN

日本 豪州 NZ

投入窒素量(a) －73.1 176.7 151.4

肥料 －46.1 21.3 4.9

家畜排泄物純投入 －26.6 154.9 79.4

種苗 －0.3 4.6 0.0

窒素固定 －0.2 －4.0 67.1

大気降下物 0.0 0.0 0.0

産出窒素量(b) －48.2 122.2 118.3

農作物 －31.7 245.8 1.9

飼料作物 －16.5 －123.6 116.5

余剰窒素量(a－b) －24.9 54.6 33.1

注)表中の数値は，FTA締結前後での投入，産出，

余剰窒素量の変化量。

表6－5 投入，産出，余剰窒素量の変化率

（日本・豪州・NZ間FTA）

単位：％

日本 豪州 NZ

投入窒素量 －5.9 2.0 4.4

肥料 －8.1 2.3 3.5

家畜排泄物純投入 －5.4 7.5 6.5

種苗 －13.2 27.6 7.2

窒素固定 －0.1 －0.2 3.4

大気降下物 0.0 0.0 0.0

産出窒素量 －8.1 2.3 3.5

農作物 －8.6 30.0 7.1

飼料作物 －7.3 －2.8 3.5

余剰窒素量 －3.9 1.5 44.6

注)表中の数値は，FTA締結前後での投入，産出，

余剰窒素量の変化率。

耕種部門での土地使用量とは耕種部門の農地面積の

ことであり，畜産部門での土地使用量とは牧草地な

ど畜産部門で用いられる農地面積のことである。
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べて余剰窒素量が3.9％減少する結果となっ

た。これは，日本での農業生産の減少に起因し

た，余剰窒素量の減少と解釈できる。一方，FTA

締結相手国である豪州およびNZではFTA締

結前と比べて余剰窒素量が1.5％および44.6％

増加した。これは豪州およびNZ両国における

農業生産の増加に起因した余剰窒素量の増加と

解釈できる。NZでは，家畜糞尿として農地に窒

素を投入する乳牛など畜産部門での生産が増加

したため，結果として余剰窒素量が44.6％も増

加した。豪州では，農地に窒素を投入する畜産

部門だけでなく，農地から窒素を持ち出す耕種

部門の生産額も増加したため，豪州の余剰窒素

量はNZと比較して，それほど大きくは増加し

なかったと考えられる。

２）日本・豪州間 FTAおよび日本・NZ間

FTAの場合

表6－6および表6－7において，日本・豪州

間で全部門の関税が撤廃された際の，日本にお

ける余剰窒素量の変化量および変化率を示し

た。日本・豪州間FTAが締結された場合，日本

および豪州では余剰窒素量が減少し，NZでは

余剰窒素量が増加する結果となった。具体的に

は，FTA締結前と比較して，日本では余剰窒素

量が3.1％（19.7千 tN）減少し，豪州では2.5％

（90.3千 tN）減少した。NZではFTA締結前

と比較して，35.5％（26.3千 tN）増加する結果

となった。

日本での余剰窒素の減少は，農業生産の減少

に起因するものと解釈できる。日本での投入窒

素量および産出窒素量の変化を見ると，前者は

62.3千 tN減少し，後者は42.5千 tN減少する

結果となった（表6－7）。両者の差である余剰窒

素量は，19.7千 tN（＝－62.3千 tN－（－42.5

千 tN））減少する結果となった。

日本での変化をさらに詳細にみていくと，肥

料および家畜排泄物純投入による投入窒素量の

減少量が大きく，それぞれ，FTA締結前と比較

して40.7千 tN（7.2％）および 21.3千 tN

（4.4％）減少している。これはコメ，小麦など

の耕種部門，および生乳などの畜産部門での生

産額が減少したためと解釈できる。また，産出

窒素では，農作物による減少量が30.3千 tN

（8.2％）となっており，コメ，小麦などの耕種

部門の生産額減少を反映したものと解釈でき

る。

豪州での余剰窒素の減少は，耕種部門および

畜産部門における投入窒素量の増加を耕種部門

での産出窒素量の増加が上回ったためと解釈で

きる。豪州での投入窒素量および産出窒素量の

変化を見ると，前者は233.0千 tN増加し，後者

は323.3千 tN増加する結果となった（表6－

7）。両者の差である余剰窒素量は，90.3千 tN

（＝233.0千 tN－323.3千 tN）減少する結果

となった。

豪州での変化をさらに詳細にみていくと，家

表6－6 投入，産出，余剰窒素量の変化量

（日本・豪州間FTA）

単位：千 tN

日本 豪州 NZ

投入窒素量(a) －62.3 233.0 －8.9

肥料 －40.7 56.4 －1.5

家畜排泄物純投入 －21.3 178.5 12.9

種苗 －0.3 4.3 0.0

窒素固定 0.0 －6.2 －20.4

大気降下物 0.0 0.0 0.0

産出窒素量(b) －42.5 323.3 －35.2

農作物 －30.3 228.9 0.2

飼料作物 －12.3 94.4 －35.4

余剰窒素量(a－b) －19.7 －90.3 26.3

注)表中の数値は，FTA締結前後での投入，産出，

余剰窒素量の変化量。

表6－7 投入，産出，余剰窒素量の変化率

（日本・豪州間FTA）

単位：％

日本 豪州 NZ

投入窒素量 －5.0 2.7 －0.3

肥料 －7.2 6.2 －1.0

家畜排泄物純投入 －4.4 8.6 1.1

種苗 －12.8 25.7 0.7

窒素固定 0.0 －0.3 －1.0

大気降下物 0.0 0.0 0.0

産出窒素量 －7.2 6.2 －1.0

農作物 －8.2 27.9 0.7

飼料作物 －5.4 2.1 －1.1

余剰窒素量 －3.1 －2.5 35.5

注)表中の数値は，FTA締結前後での投入，産出，

余剰窒素量の変化率。
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畜排泄物純投入による投入窒素量の増加量が大

きく，FTA締結前と比較して178.5千 tN

（8.6％）増加している。これは肉牛，生乳など

の畜産部門で生産額が大幅に増加したためと解

釈できる。また産出窒素では，農作物によるも

のが大きく増加している。

NZでの余剰窒素の増加は，生乳部門におけ

る農業生産の減少に伴い，飼料作物による産出

窒素量が減少したためと解釈できる。NZでの

投入窒素量および産出窒素量の変化を見ると，

前者は8.9千 tN減少し，後者は35.2千 tN減

少する結果となった（表6－7）。両者の差である

余剰窒素量は，26.3千 tN（＝－8.9千 tN－（－

35.2千 tN））増加する結果となった。

NZでの変化をさらに詳細にみていくと，投

入窒素では，家畜排泄物純投入は増加している

ものの窒素固定による投入窒素量の減少の方が

大きいことがわかる。また，産出窒素では，飼

料作物による産出窒素量が大きく減少してい

る。これは，生乳など畜産部門での生産減少に

伴い，畜産部門の土地使用量が減少したためと

解釈できる。豪州に比べ，NZの方がより大きく

余剰窒素が増加しているのは，主として投入窒

素を増加させる畜産部門の産出額がNZで大

きく増加したためと考えられる。

表6－8および表6－9において，日本・NZ間

で全部門の関税が撤廃された際の，日本におけ

る余剰窒素量の変化量および変化率を示した。

日本・NZ間FTAが締結された場合，日本では

余剰窒素量が減少し，豪州，NZでは余剰窒素量

が増加する結果となった。具体的には，FTA締

結前と比較して，日本では余剰窒素量が1.9％

（11.9千 tN）減少し，豪州およびNZではそれ

ぞれ0.6％（20.1千 tN）および12.5％（9.2千

tN）増加する結果となった。

日本での余剰窒素の減少は，農業生産の減少

に起因するものと解釈できる。日本での投入窒

素量および産出窒素量の変化を見ると，前者は

28.2千 tN減少し，後者は16.3千 tN減少する

結果となった（表6－8）。両者の差である余剰窒

素量は，11.9千 tN（＝－28.2千 tN－（－16.3

千 tN））減少する結果となった。

日本での変化をさらに詳細にみていくと，日

本の投入窒素では，肥料および家畜排泄物純投

入の減少量が大きく，それぞれ，FTA締結前と

比較して15.6千 tN（2.7％）および12.4千 tN

（2.6％）減少している。これは主として生乳な

どの畜産部門での生産額が減少したためと解釈

できる。また，産出窒素では，飼料作物による

減少量が大きくFTA締結前と比較して15.8

千 tN（7.0％）の減少となっている。

豪州での余剰窒素の増加は，生乳生産の減少

によって産出窒素量が投入窒素量を上回って減

少したためと解釈できる。豪州での投入窒素量

および産出窒素量の変化を見ると，前者が1.5

千 tN減少し，後者は21.6千 tN減少する結果

表6－9 投入，産出，余剰窒素量の変化率

（日本・NZ間FTA）

単位：％

日本 豪州 NZ

投入窒素量 －2.3 0.0 9.8

肥料 －2.7 －0.4 9.7

家畜排泄物純投入 －2.6 0.1 11.1

種苗 －0.1 －0.1 2.9

窒素固定 －0.1 0.0 9.5

大気降下物 0.0 0.0 0.0

産出窒素量 －2.7 －0.4 9.7

農作物 －0.1 0.0 2.9

飼料作物 －7.0 －0.5 9.8

余剰窒素量 －1.9 0.6 12.5

注)表中の数値は，FTA締結前後での投入，産出，

余剰窒素量の変化率。

表6－8 投入，産出，余剰窒素量の変化量

（日本・NZ間FTA）

単位：千 tN

日本 豪州 NZ

投入窒素量(a) －28.2 －1.5 336.2

肥料 －15.6 －3.8 13.5

家畜排泄物純投入 －12.4 2.0 134.8

種苗 0.0 0.0 0.0

窒素固定 －0.2 0.2 187.8

大気降下物 0.0 0.0 0.0

産出窒素量(b) －16.3 －21.6 327.0

農作物 －0.6 －0.2 0.7

飼料作物 －15.8 －21.4 326.2

余剰窒素量(a－b) －11.9 20.1 9.2

注)表中の数値は，FTA締結前後での投入，産出，

余剰窒素量の変化量。
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となった（表6－8）。両者の差である余剰窒素量

は，20.1千 tN（＝－1.5千 tN－（－21.6千

tN））増加する結果となった。

豪州での変化をさらに詳細にみていくと，投

入窒素では，肥料による減少量が大きく，FTA

締結前と比較して3.8千 tN（0.4％）減少して

いる。これは生乳部門で生産額が減少し，飼料

作物の生産量が減少したためと解釈できる。ま

た，飼料作物による産出窒素量も大きく減少し

ている。

NZでの余剰窒素の増加は，畜産部門におけ

る農業生産の増加に起因するものと解釈でき

る。NZでの投入窒素量および産出窒素量の変

化を見ると，前者が336.2千 tN増加し，後者は

327.0千 tN増加する結果となった（表6－8）。

両者の差である余剰窒素量は，9.2千 tN（＝

336.2千 tN－327.0千 tN）増加する結果と

なった。

NZでの変化をさらに詳細にみていくと，投

入窒素では，家畜排泄物純投入および窒素固定

による増加量が大きく，FTA締結前と比較し

てそれぞれ134.8千 tN（11.1％）および187.8

千 tN（9.5％）増加している。これは生乳など

の畜産部門で生産額が大幅に増加したためと解

釈できる。また，産出窒素では，飼料作物によ

るものが大きく増加している。これは，生乳な

ど畜産部門での生産増に伴い，畜産部門の土地

使用量が増加したためと解釈できる。豪州に比

べ，NZの方がより大きく余剰窒素が増加して

いるのは，主として投入窒素を増加させる畜産

部門の産出額が，NZで大きく増加したためと

考えられる。

以上をまとめると，次の点が指摘できる。第

１に，日本ではいずれのシナリオであっても余

剰窒素量が減少した点である。これはFTA締

結による日本での農業生産減少に起因するもの

と解釈できる。また，分析シナリオのうち，日

本において農業生産が最も大きく減少する日

本・豪州・NZ間FTA締結のシナリオの場合

に，日本では余剰窒素も最も大きく減少するこ

とが示された。

第２に，FTA締結前後での余剰窒素量の変

化率は，豪州に比べてNZの方が大きい点であ

る。両国ともに日本とFTAを締結することで

農業生産が増加する。豪州では耕種部門および

畜産部門の両部門で農業生産が増加するのに対

し，NZでは耕種部門に比べ，乳牛などの畜産部

門の農業生産がより大きく増加している。耕種

部門の生産増加は農地から窒素を持ち出す産出

窒素を増加させる一方，畜産部門の生産増加は，

家畜糞尿の増加などの形で投入窒素量を増加さ

せる。よって，耕種部門に比べ畜産部門で農業

生産が大きく増加するNZでは，豪州と比べて

大幅に余剰窒素量が増加する結果になったと考

えられる。

b．環境負荷の農業生産弾力性の計測結果

１）日本・豪州・NZ間 FTA締結の場合

続いて，農業生産の変化に対して農業環境が

どの程度変化するのかを示す，環境負荷の農業

生産弾力性の計測結果を見ていく。この弾力性

を用いて，各国の農業生産への影響および農業

環境への影響の「限界評価」を試みる。

日本・豪州・NZ間FTAを締結した際の，環

境負荷の農業生産弾力性の計測結果を表6－10

に示した。日本では，FTA締結前と比較して余

剰窒素量が3.9％減少し，農業部門産出額が

5.0％減少する結果，弾性値は0.8（＝－3.9/－

5.0）と１より小さな値となった。これは，日本

では農業生産１％の減少に対し，余剰窒素量は

0.8％しか減少しないことを示している。すなわ

ち，日本・豪州・NZ間FTAを締結した際に，

日本では農業生産の減少ほどには農業環境負荷

が減少しないことを意味する。

FTA締結相手国である豪州では，弾性値が

0.2（＝1.5/8.7）となっており，１より小さな

値となっている。これは，豪州では農業生産１％

の増加に対し，余剰窒素量はそれを下回る

0.2％しか増加しないことを示している。すなわ

ち，日本・豪州・NZ間FTAを締結した際に，

豪州では農業生産の増加ほどは環境負荷が増加

しないことを意味する。

一方，NZでは，弾性値が4.7（＝44.6/9.6）

となっており，１より大きな値となっている。

これは，NZでは農業生産１％の増加に対し，余

剰窒素量はそれを上回る4.7％も増加すること

を示している。すなわち，日本・豪州・NZ間
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FTAを締結した際に，NZでは農業生産の増加

以上に環境負荷が増加することを意味する。

以上，日本・豪州・NZ間FTAを締結した際

の環境負荷の農業生産弾力性の分析から，次の

点が示された。日本・豪州・NZ間FTAを締結

した際に，日本では農業生産の減少ほどには農

業環境負荷が減少しないと見込まれ，農業環境

の改善というメリットが強くは見込めない点が

示唆されたと考えられる。

２）日本・豪州間および日本・NZ間 FTA締結

の場合

日本・豪州間FTAを締結した際の，環境負荷

の農業生産弾力性の計測結果を表6－11に示し

た。日本では，FTA締結前と比較して余剰窒素

量が3.1％減少し，農業部門産出額が4.4％減少

した結果，弾性値は0.7（＝－3.1/－4.4）と１

より小さな値となった。日本では農業生産の減

少ほどは農業環境負荷が減少しないことを意味

している。FTA締結相手国である豪州では，弾

性値が－0.3（＝－2.5/10.1）となっており，１

より小さな値となっている。豪州では農業生産

は増加しつつも環境負荷は減少することを意味

している。一方，FTA非締結国となるNZで

は，弾性値が32.3（＝35.5/1.1）となっており，

１より大きな値となっている。NZでは農業生

産の増加以上に環境負荷が増加すると見込まれ

ることを意味している。

続いて，日本・NZ間FTAを締結した際の，

環境負荷の農業生産弾力性の計測結果を表6－

12に示した。日本では，FTA締結前と比較して

余剰窒素量が1.9％減少し，農業部門産出額が

1.1％減少した結果，弾性値は1.7（＝－1.9/－

1.1）と１より大きな値となった。日本では農業

生産の減少以上に農業環境負荷が減少すること

を意味している。FTA非締結国となる豪州で

は，弾性値が12.6（＝0.6/0.0）となっており，

１より大きい値となっている。豪州では，農業

生産の増加を上回って，環境負荷が増加するこ

と意味している。一方，FTA非締結国となる

NZでは，弾性値が0.9（＝12.5/13.3）となっ

ており，１より小さな値となっている。NZで

は，農業生産の増加以上には環境負荷は増加し

ないことを意味している。

以上より，次の点が示された。第１に，日本

の環境負荷の農業生産弾力性のみを見た場合，

日本・NZ間FTAの場合を除き，弾性値が１を

下回っている点である。これは，日本・NZ間

FTAの場合を除き，日本では農業生産の減少

ほどは余剰窒素が減少しないことを示してい

る 。第２に，豪州，NZでは，日本とのFTA

から除外された場合には，農業生産の増加以上

に余剰窒素が増加する結果となった。具体的に

表6－10 余剰窒素の農業生産弾力性計測結果（日本・豪州・NZ間FTA)

日本 豪州 NZ

余剰窒素量変化率（％） ａ －3.9 1.5 44.6

農業部門産出額変化率（％） ｂ －5.0 8.7 9.6

弾力性 ａ/ｂ 0.8 0.2 4.7

注)変化率は，FTA締結前後での，余剰窒素量および農業部門産出額の変化率。

表6－11 余剰窒素の農業生産弾力性計測結果（日本・豪州間FTA)

日本 豪州 NZ

余剰窒素量変化率（％） ａ －3.1 －2.5 35.5

農業部門産出額変化率（％） ｂ －4.4 10.1 1.1

弾力性 ａ/ｂ 0.7 －0.3 32.3

注)変化率は，FTA締結前後での，余剰窒素量および農業部門産出額の変化率。

日本・NZ間FTA締結の場合には，日本では耕種部

門と比較して，畜産部門の生産額が大きく減少する。

これは，日本において家畜糞尿に由来する投入窒素

量が減少することを示し，結果として日本では，農業

生産額の減少率以上に余剰窒素量が減少したものと

考えられる。
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は，日本・豪州間FTAが締結された場合，NZ

の環境負荷の農業生産弾力性は32.3となった。

日本・NZ間FTAが締結された場合，豪州の環

境負荷の農業生産弾力性は12.6となった。これ

は，農業生産１％の増加につき，余剰窒素量が

それぞれ32.3％および12.6％増加することを

示している。

E．ま と め

本章の課題は，日本・豪州・NZ間FTA締結

が日本の農業環境に及ぼす影響を分析すること

であった。具体的には，前章の分析結果および

余剰窒素分析を用いて，日本・豪州・NZ間FTA

が仮に締結され，全部門の関税が撤廃された際

に，日本の農業環境にどのような影響が及ぶの

かという点を解明した。

農業環境への影響を分析する際には，単に

FTA締結前後での余剰窒素の変化を解明する

のみでなく，農業環境の農業生産弾力性という

指標を用いて，日本・豪州・NZ間FTA締結が

農業環境に及ぼす影響の「限界評価」を試みた。

農業環境の農業生産弾力性は，農業生産が１％

変化したときに環境負荷が何％変化するのかを

見る指標であった。

分析の結果，日本・豪州・NZ間FTAを締結

した際，日本における投入窒素量および産出窒

素量は，FTA締結前と比較して5.9％および

8.1％減少し，その結果として余剰窒素量は

3.9％減少した。豪州では，投入窒素量および産

出窒素量が2.0％および2.3％増加し，その結果

として余剰窒素量は1.5％増加した。NZでは，

投入窒素量および産出窒素量が4.4％および

3.5％増加し，その結果として余剰窒素量は

44.6％増加した。

農業生産１％の変化に対し，余剰窒素量が

何％変化するかを示す環境負荷の農業生産弾力

性の値は，日本では0.8であった。これは，日

本においては農業生産１％の減少に対して，余

剰窒素がそれを下回る0.8％しか減少しないこ

とを示していた。この結果は，日本では農産物

貿易自由化による農業生産の減少に比べて，余

剰窒素量で見た農業環境負荷が，大幅には改善

しない点を示している。一方，豪州およびNZ

では環境負荷の農業生産弾力性は，それぞれ

0.2および4.7であった。つまり，豪州とNZで

は農業生産が１％増加すると余剰窒素で見た農

業環境負荷がそれぞれ0.2％および4.7％増加

することが示された。

本章では，日本・豪州・NZ間FTA締結が農

業環境に及ぼす影響を，日本と豪州ないしは日

本とNZとが個別に二国間FTAを締結した場

合の影響と比較し，分析結果の相対化も試みた。

分析の結果，日本・NZ間FTAの場合を除いた

すべてのシナリオで，日本の環境負荷の農業生

産弾力性は１を下回っており，日本では農業生

産の減少ほどは余剰窒素が減少しないことが示

された。

以上により，日本・豪州・NZ間FTA締結が

日本の農業環境に及ぼす影響に関して，次の点

が示唆されたと考える。日本では余剰窒素量で

みた環境負荷の減少率は，農業生産の減少率よ

りも小さい点が示された。つまり，農業環境負

荷を農地における余剰窒素量のみに限定した分

析結果に基づけば，日本・豪州・NZ間で全部門

関税撤廃するFTAを締結した場合，日本では

農業環境の改善という「メリット」が，強くは

見込めないであろうことが示唆されたと考え

る。

第VII章 要約および結論

第 章では，本研究の背景を述べ，関連する

既存研究の限界点を明らかにしたうえで，本論

文の課題を提示した。本研究の課題は，FTA締

表6－12 余剰窒素の農業生産弾力性計測結果（日本・NZ間FTA)

日本 豪州 NZ

余剰窒素量変化率（％） ａ －1.9 0.6 12.5

農業部門産出額変化率（％） ｂ －1.1 0.0 13.3

弾力性 ａ/ｂ 1.7 12.6 0.9

注)変化率は，FTA締結前後での，余剰窒素量および農業部門産出額の変化率。
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結が日本の農業生産および農業環境に，どのよ

うな影響を及ぼすのかという点を，経済学的に

分析することであった。分析対象とするFTA

は，日本の農業生産に大きな影響を及ぼすと見

込まれる日本・豪州・ニュージーランド（NZ）

間FTAとした。農業生産に及ぼす影響につい

ては応用一般均衡モデルで分析し，また農業環

境に及ぼす影響については農業環境指標の１つ

である余剰窒素量の変化で分析することとし

た。

農業生産に及ぼす影響については，単に日本

の農業生産の変化を見るだけでなく，次の２点

にも注目し分析することとした。１点目は，農

業生産への影響を，経済全体への影響および他

産業への影響との比較の上で相対評価する点で

あった。２点目は，FTA締結が農産物貿易に及

ぼす影響も解明する点であった。

農業環境への影響を分析する際には，単に農

業生産の変化を解明するのみでなく，日本・豪

州・NZ間FTA締結が，農業環境に及ぼす影響

の「限界評価」を試みた。貿易政策の変化が環

境に及ぼす影響を，政策評価の観点からより有

効なものにするためには，農業生産の変化が農

業環境に及ぼす影響の「限界評価」が極めて重

要であると考えられたためである。

第 章では，日本，豪州，NZ各国の経済概況，

貿易概況および貿易政策を整理した。具体的に

は，日本，豪州，NZ各国の経済規模，貿易の特

徴，関税率などに焦点をあて，整理した。

第 章では，次の点が明らかになった。第１

に，豪州，NZは日本に比べて経済規模が小さい

点である。2006年における各国のGDPを比較

すると，豪州は日本の６分の１程度，NZは日本

の50分の１程度の経済規模であった。第２に，

豪州，NZは日本と比べて貿易依存度が高い点

である。特に，豪州，NZの農業・食品部門は，

他の産業部門に比べるとGDPに占める割合は

小さいものの，輸出額に占める割合は大きい点

が明らかになった。第３に，豪州，NZと比較し

て日本の農産物に対する関税が高い点が明らか

になった。一方，豪州，NZが日本産の非農産物

に課している関税率は，日本における非農産物

に対する関税率と同等の水準であった。

以上により，次の点が示唆されたと考える。

日本が豪州およびNZとFTAを締結しても，

相手国の市場規模が小さく，撤廃される関税も

すでに低い税率となっていることから，日本で

は貿易自由化による大幅な工業製品などの輸出

拡大および経済成長は見込みにくいと推察され

た。一方，日本では，農業部門に高関税品目が

存在しており，これらの関税が撤廃されると，

豪州，NZから日本への農産物輸入が工業品に

比べ大幅に増加し，日本の農業生産の減少が予

想された。

第 章では，農産物貿易自由化が環境に及ぼ

す影響に関する既存研究を整理した。具体的に

は，FTA締結が日本の農業生産に及ぼす影響

についての既存研究，農産物貿易自由化が環境

に及ぼす影響に関する国際機関での議論，およ

び日本における農産物貿易自由化が環境に及ぼ

す影響に関する実証研究の成果に限定した。

まずは，FTA締結が日本農業に及ぼす影響

についての既存研究を整理した。日本の農業部

門で大幅な生産減少が見込まれる事例として，

日本・豪州間FTAの既存研究に限定して，

FTA締結が日本農業に及ぼす影響を整理し

た。

次に，WTOなどの国際機関が発行する資料

をもとに，農産物貿易自由化が環境に及ぼす影

響に関してどのような議論が繰り広げられてい

るのかについて整理した。WTOなどの国際機

関における貿易と環境の議論では，環境政策が

貿易に及ぼす影響，または貿易政策が環境に及

ぼす影響の二方向の影響が対象となっている。

本節では後者に限定し，既存研究を整理した。

農産物貿易自由化が環境に及ぼす影響は，農

業生産の変化に伴った，正または負の外部効果

と捉えることができる。貿易政策の変化に伴い，

農業生産が持つ正または負の外部効果の両方に

影響が及ぶと考えられる。また，貿易自由化が

環境に対してどのような効果を持つのかについ

ては，事前に理論的に明らかにすることができ

ず，実証研究が必要となる点が指摘された。

続いて，これまでに日本において実施された

農産物貿易自由化が環境に及ぼす影響に関する

実証研究を整理した。農産物貿易自由化などの
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政策変化が農業の外部効果にどのような影響を

及ぼすのかについて，はじめて本格的に実証分

析を試みた研究に，鈴木（2005b）があげられた。

鈴木（2005b）ではコメを対象とした部分均衡分

析を用いて，農産物貿易自由化が農業由来の窒

素負荷に及ぼす影響を明らかにしている。鈴木

（2005b）の研究に対してはコメのみを対象と

した部分均衡分析である点，農業環境への影響

が日本のみについてしか分析されていない点，

農業生産の変化に対してどれだけ農業の外部効

果が変化するのかという「限界評価」がなされ

ていない点などの分析の限界点を指摘した。

第 章では，本論文の分析手法を概説した。

具体的には，まず，FTA締結が農業生産に及ぼ

す影響を計測する際に用いるGTAPモデルの

概要および経済モデルとしての特徴を明らかに

した。次に，余剰窒素を指標とした農業環境へ

の影響を計測する際に用いるOECD Soil Sur-

face Nitrogen Balanceモデルの概要，および

貿易自由化が余剰窒素量に及ぼす影響の計測方

法を明らかにした。

まず，応用一般均衡分析で用いるGTAPモ

デルの概要および経済モデルとしての特徴を明

らかにした。GTAPモデルは，貿易の効果分析

の際に，世界で広く用いられている応用一般均

衡モデルである。応用一般均衡モデルとは，一

つの市場のみではなく，財・サービス，生産要

素を含む複数の市場に対して，政策や生産など

の経済的な変化がどのように波及するのかを分

析できる経済モデルである。FTA締結では，複

数の財・サービスについて貿易自由化がおこな

われることになる。そのため，複数の市場に及

ぶFTA締結の効果を包括的に分析するには応

用一般均衡分析が有効とされる。

GTAPモデルの経済モデルとしての特徴は

以下のようにまとめられた。第１に，GTAPモ

デルは，マクロ経済学（国民所得の理論）やミ

クロ経済学（生産，消費の理論）などの経済理

論に忠実に作成された経済モデルである，とい

う点であった。第２に，GTAPモデルでは，モ

デルの分析枠組みだけでなく，分析に必要とな

るデータも同時に提供されている点であった。

さらに，GTAPモデルは次のような特徴を持

つため，本論文の分析に適用するのにふさわし

いと考えられた。第１に，GTAPモデルは，

FTAなどの貿易分析の際に，世界標準として

広く用いられているモデルとなっている点であ

る。この特徴により，他の多くの既存研究と共

通の前提を用いての分析が可能となる。第２に，

農業部門が比較的細分化されている点である。

この特徴により，貿易政策の変化が農業由来の

環境負荷に及ぼす影響を詳細に分析することが

可能となる。第３に，分析可能な国・地域数が，

他の経済モデルと比較して多い点である。この

特徴により，FTA締結国のみではなく，FTA

締結国以外の第三国に及ぼす影響も詳細に分析

可能となる。

次に，余剰窒素分析であるOECD Soil Sur-

face Nitrogen Balanceモデルの概要，および

貿易自由化が余剰窒素量に及ぼす影響の計測方

法を明らかにした。余剰窒素量は，農業生産に

おける養分収支に着目した環境指標であり，肥

料など農地に投入される窒素量から，農作物な

ど農地から持ち出される窒素量を差し引いた値

として定義される。また，余剰窒素は耕種部門

および畜産部門の農業生産全般を対象とした農

業環境指標である。このため，余剰窒素を農業

環境指標として分析することで，農業生産全般

を対象とした農業環境への影響分析が可能とな

るメリットがあると考えられる。

貿易自由化が余剰窒素量に及ぼす影響の計測

方法は次の通りであった。余剰窒素量の推計に

必要となる投入および産出窒素量は，それぞれ

の活動量に窒素係数を乗じることで求められ

る。本論文では，FTA締結前と締結後では窒素

係数は変化せず，活動量のみが産出額などに比

例して変化すると仮定した。この仮定により，

FTA締結前の投入窒素量または産出窒素量の

値に，FTA締結前後での産出額変化率などを

乗じることで，FTA締結後の投入窒素量また

は産出窒素量を求めることができる。こうして

推計されたFTA締結後の投入窒素量と産出窒

素量との差をとることで，FTA締結後の余剰

窒素量を推計できることが示された。

第 章では，日本・豪州・NZ間FTA締結が

日本の農業生産に及ぼす影響を分析した。具体
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的には，応用一般均衡モデルであるGTAPモ

デルを用いて，日本・豪州・NZ間FTAが仮に

締結され全部門の関税が撤廃された際に，日本

の農業生産にどのような影響が及ぶのかを解明

した。

日本のGDP変化率は0.05％であるのに対し

て，農業部門の産出額変化率は－5.0％である。

つまり，農業部門の産出額減少率が，GDP増加

率よりも，約100倍（－5.0/0.05＝100）も大き

な値となった。農業部門別に産出額減少率をみ

ると，日本では小麦（－63.9％）が最高であっ

た。

農産物貿易への影響をみると，豪州および

NZの二国からのみにおいて，日本への農産物

輸出額が最大で371.2％増加し，またカナダや

アメリカなどの第三国からの日本への農産物輸

出額が最大で23.8％減少した。

第 章では，日本・豪州・NZ間FTA締結が

日本の農業環境に及ぼす影響を分析した。具体

的には，前章の分析結果および余剰窒素分析を

用いて，日本・豪州・NZ間FTAが仮に締結さ

れ，全部門の関税が撤廃された際に，日本の農

業環境にどのような影響が及ぶのかという点を

解明した。

農業環境への影響を分析する際には，単に

FTA締結前後での余剰窒素の変化を解明する

のみでなく，農業環境の農業生産弾力性という

指標を用いて，日本・豪州・NZ間FTA締結が

農業環境に及ぼす影響の「限界評価」を試みた。

農業環境の農業生産弾力性は，農業生産が１％

変化したときに環境負荷が何％変化するのかを

見る指標である。

分析の結果，日本・豪州・NZ間FTAを締結

した際，日本における投入窒素量および産出窒

素量は，FTA締結前と比較して5.9％および

8.1％減少し，その結果として余剰窒素量は

3.9％減少した。豪州では，投入窒素量および産

出窒素量が2.0％および2.3％増加し，その結果

として余剰窒素量は1.5％増加した。NZでは，

投入窒素量および産出窒素量が4.4％および

3.5％増加し，その結果として余剰窒素量は

44.6％増加した。

農業生産１％の変化に対し，余剰窒素量が

何％変化するかを示す環境負荷の農業生産弾力

性の値は，日本では0.8であった。これは，日

本においては農業生産１％の減少に対して，余

剰窒素がそれを下回る0.8％しか減少しないこ

とを示していた。この結果は，日本では農産物

貿易自由化による農業生産の減少に比べて，余

剰窒素量で見た農業環境負荷が，大幅には改善

しない点を示している。

以上の実証分析結果から，FTA締結による

日本側から見たメリットに対する政策的含意に

ついて，次の３点が指摘できる。

第一に，農産物輸出国である豪州・NZと日本

の間でFTAが締結される場合，日本側として

の最大の懸念は，農業生産の減少という「痛み」

である。本研究の分析結果から，日本・豪州・

NZ間FTA締結が日本の農業生産に及ぼす影

響は，日本経済全体および日本国内の他部門に

及ぼす影響よりも強い点が明らかとなった。つ

まり，日本では，農業生産の減少という「痛み」

は強いと見込まれる。

第二に，本研究の分析結果から，FTA締結に

よって関税が撤廃されれば，FTA締結国以外

の第三国にとっても，大いに懸念される経済的

影響が生じる点も示された。具体的には，日本・

豪州・NZ間FTA締結により全部門の関税が

撤廃された場合，豪州からの対日農産物輸出額

が大幅に増加する一方，コメ，小麦などの対日

輸出において，豪州と競合しているアメリカの

対日農産物輸出が大幅に減少する点などが示さ

れた。このような事態となれば，アメリカ側が

日本に対し，豪州・NZと同様に，関税引き下げ

措置などを要求してくる恐れは強いと見込まれ

る。

第三に，本研究の分析結果から，日本では，

余剰窒素量でみた環境負荷の減少率は，農業生

産の減少率よりも小さい点が示された。つまり，

日本では，農業環境の改善という「メリット」

が，強くは見込めない。

これら３つは，いずれもFTA締結による日

本側のメリットが，強くは見込めないことを示

す点で注目される。本研究の結果は，今後，日

本がFTA締結交渉をすすめて行く上での基礎

的知見としても有用だと考える。
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Summary

 

The purpose of this paper is to evaluate
 

the potential economic impact and the poten-

tial impact of nitrogen pollution from agricul-

ture caused by agricultural trade liberaliza-

tion under the Japan-Australia-New Zealand
 

Free Trade Agreement (JANFTA),using the
 

Global Trade Analysis Project (GTAP)

model(Hertel,1997)and the OECD Nitrogen
 

Balance Database (OECD,2001). We evalu-

ate the potential economic and nitrogen
 

impact caused by the JANFTA using the
 

GTAP model and the OECD Nitrogen Bal-

ance Database (Rae and Strutt 2004, 2007).

First, the GTAP model is used to estimate
 

the changes in economic activities, such as
 

agricultural production,caused by the JAN-

FTA. Second, the GTAP results and the

 

OECD Nitrogen Balance Database are used
 

to estimate the potential impact of nitrogen
 

pollution from agriculture caused by the
 

JANFTA. The GTAP results show that
 

farm outputs decrease while the real GDP
 

slightly increases in Japan. Farm produc-

tion of most commodities declines in Japan,

while farm production in Australia and New
 

Zealand exhibits some expansion. The
 

nitrogen balance results show that  the
 

proposed JANFTA would have a compara-

tively greater impact on the nitrogen pollu-

tion from agriculture in Japan than the
 

increase in the real GDP in Japan. In per-

centage terms, the decline in farm output
 

would be larger than the decline in nitrogen
 

pollution from agriculture in Japan.
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