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研究成果の概要（和文）：本研究では、戦後わが国の農政改革を対象にして、その形成過程における政治・経済
的背景、国際的な農政改革、政策間の相互連関構造を参照しながら、改革の成果と限界を検証した。加えて、一
連の農政改革が今後の日本農業にどのような影響を与えるかを考察した。そのために農政改革の評価に関する分
析のフレームワークの見直しを進めながら、主要な農業制度・政策を網羅的に扱い、経時的な変遷や制度間の相
互関係、政策形成過程を検討し、インパクト評価型の政策効果分析などの適用を試みた。

研究成果の学術的意義や社会的意義
2015年には、4度目の食料・農業・農村基本計画が策定され、今後10年間の日本農業の行方を差し示す政策パッ
ケージが提案された。2020年には次の基本計画の再策定が行われる。それに備えて、一連の政策の有効性を学術
的な観点から再検討しておくことに意義がある。また、2015年にTPP大筋合意が行われ、基本計画における基礎
条件の一つである国際環境が大きく変化した。TPPに関連する制度の転換やその影響は数年、数十年にわたって
現れることから、学術的な観点から対策等を含めた政策パッケージの中長期的な影響評価に取り組み、政策枠組
みの再設計の必要性を含めて検証し、政策の設計・運用の場に提示することに意義がある。
研究成果の概要（英文）：This study is a coherent research on the Japanese policy reform in the
postwar period. The outcome and issues of policy reform are examined in reference of political and
economic background, revision of international policy framework, and intersectoral relation among
agricultural policies through the reform process. In addition, the influence of the recent policy
reform on structure and performance of the Japanese agriculture is considered. The analytical
framework of policy assessment is redefined to scrutinize historical transformation, institutional
complementarity, and policy making process of principal measures. The quantitative impact analysis
is conducted as much as possible.
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１．研究開始当初の背景

2015 年には、4 度目の食料・農業・農村基本計画が策定され、今後 10 年間の日本農業
の行方を差し示す政策パッケージが提案された。一方、2015 年には TPP 大筋合意が行わ
れ、基本計画における基礎条件の一つである国際環境が大きく変化した。TPP 等の国境措
置の転換は政策枠組みの再設計を迫る可能性があり、あらためて政策の設計・運用の再検
証をする必要が高まっていた。
２．研究の目的
本研究は、研究代表者がこれまで行ってきた農政改革の研究のさらなる深化と拡充を目的と
して、より広範囲な分野について研究を行うことを目的としている。
わが国農政は、戦後 70 年間、改革の歴史を積み重ねてきた。戦後の農地改革とそれに関連
する法制度が制定された後、農業基本法（1961 年）によって政策体系の導入が図られ、これを
受けて主要な法律・制度の修正が進められた。20 世紀の終わりには、食料・農業・農村基本法
（1999 年）の制定により、2 度目の大きな政策体系の再設計が実施された。
それら一連の政策の転換が図られた結果、わが国の農業政策は、基本法（旧農業基本法、食
料・農業・農村基本法）の下で、米政策（旧食管法、食糧法）
、農地政策（農地法、農振法、経
営基盤強化法）
、農業協同組合法、土地改良法を中心に構成されることとなり、その後に新たな
政策要素が付け加えられて、条件不利地域、農業環境、フードシステムに関わる政策が展開す
ることとなった。
本研究では、これらの農政改革が、時代ごとの国内の社会・経済情勢、農業・農村の構造、
国際的経済環境・貿易制度の変遷にどのように影響されたかを明らかにすることとした。
３．研究の方法
分析を進めるにあたって、あらためて政策理論の枠組みについて再検討するため、国内外の
文献を精査した。直接支払制度、環境政策、経済連携協定、リスク対策に関連する領域を中心
に、最新の研究動向のフォローを行った。また、定量的な分析が可能な分野については、イン
パクト評価型の政策効果分析を試みることとした。過去の審議会等で検討された農政改革に関
する資料を再度紐解くこと、過去の政策担当者へのインタビューを試みた。
分析対象とする政策領域は、生産政策（米政策、酪農政策、水産政策）
、農地制度、農業災害
補償制度、農業者年金制度、農業金融制度、農業農村整備政策、農業協同組合制度、食品産業
政策、食品安全制度、農業財政制度、農産物貿易制度、試験研究制度、農村振興政策、多面的
機能対策であるが、それぞれの分野において、まず過去の制度と成果の整理、国内外の実態把
握に注力し、対象とする分野をめぐる制度の見取り図とこれまでの改革の展開過程を取りまと
めた。その上で近年の農政改革を総括した上で、制度・政策の相互関係を分野間で検討した。
４．研究成果
（1）1970 年代以降の農業政策のレビューを行い、1992 年の「新しい食料・農業・農村政策の
方向（新政策）
」の立案とその後の食料・農業・農村基本法が制定された後、現在に至るまでの
一連の過程を、食料政策、農業政策、農村政策の観点から整理した。各分野の検討内容と政策
担当者へのインタビューから、以下の 3 点が明らかになった。
第一に、新政策による政策のフレームワークの転換は、戦後農業政策の転機になった。それ
は期せずして昭和期の農業政策を終了させ、平成期の農業政策を実質的に開始させた。
第二に、
人口減少・超高齢社会への転換の影響は大きく、それをきっかけにして農業の担い手政策のあ
り方を再考するなどに取り組んでいった。2019 年は新基本法制定 20 周年の年であるが、あわ
せて平成期の食料・農業・農村政策の区切りの年となった。最後に、平成期の貿易体制は WTO
を中心に組み立てられたが、ポスト平成（令和）期は TPP などの経済連携協定がベースとなる
国際環境の下での枠組みへ移行することになった。以上のことから、国内政策のフレームワー
クの再検討の必要性が指摘された。
（2）各分野における主要な検討結果は以下の通りである。
【米政策】米政策改革の理念はすでに確立されており、市場メカニズムを活用する中で、直接
支払制度はそれを補完する手段となった。改革の最終的な目的は担い手の育成と水田農業の発
展にあるが、その成否をめぐって、生産者の経営改善に向けた意気込みや施策への真摯な取り
組みがどのように影響するかについて検討した。
【酪農政策】酪農の農政改革をめぐっては、大規模生産技術が発展していく中、飼養規模を着
実に拡大するための政策的支援が図られている。家族経営を超えた大規模化を実現するために
地域レベルでの作業の分業化の進む実態を明らかにした。
【水産政策】水産政策改革については、漁業法が改正され、区画漁業権の優先順位の廃止や TAC
対象種の拡大が図られているものの、沿岸漁業に関しては、これまで推進されてきた資源管理
型漁業の延長線上に置かれているが、それらには科学的管理の観点等から課題が残っているこ
とを明らかにした。
【農地制度】農地制度をめぐる農政改革については、農地政策の展開過程をトレースし、今後
のあるべき農地制度の姿について検討した。その際、農地政策と他の政策の制度的補完に着目
して分析を行った。具体的には、価格支持から直接支払いに大きく転換した水田農業政策にお

いて、農業補助金がどの程度地代化するのか、農地政策と水田農業政策のリンケージの程度を
『農業経営統計調査』個票パネルデータを用いて計量経済学的に明らかにした。
【農業災害補償制度】農業災害補償制度の発足当初から現在にいたるまでの制度的変遷を俯瞰
することにより、当初制度が有していた「共済」としての性格が、共済掛け金率の個別化、国
庫負担割合超過累進制の緩和、任意加入の範囲の拡大などの制度改正を経て、
「保険」的性格を
強めていく過程を明らかにした。
【農業農村整備政策】農業農村整備政策の農政改革については、農業の国際化と競争力強化の
手段から、
「食料・農業・農村基本法」における地域のニーズに合わせた政策へとその役割を拡
大したこと、農業資源の管理体制や農村環境に影響を与えてきたことを明らかにした。
【食品産業政策】食品産業をめぐる政策については、戦後全体を通して検証した結果、新政策
前後で大きな転換のあったことを確認した。90 年代以前は物価安定、安全衛生対策、都市化対
応などの消費者政策、国内農業保護を前提とした食品産業の構造転換政策、量販店・外食産業
など新業態への政策などが中心であった。90 年代以降は、グローバル化を契機に安全衛生、規
格認証制度の導入、国内消費の減少に対応した 6 次産業化、農商工連携、輸出振興、循環型社
会へ向けた廃棄物・リサイクル対策の強化へと展開していった。フードシステムの深化にあわ
せた政策の多様化の過程を明らかにした。
【食品安全制度】食品安全制度が、ＢＳＥ問題をきっかけに農業政策上の最重要課題の一つと
なっていく過程を、白書の記述ならびに牛ならびに米トレサ法に係る検討会合の議事録から明
らかにし、政策形成過程を検討した。
【農業財政制度】農業財政の分野においては、旧・新基本法下の主要施策を対象に、その予算
措置等をトレースすることによって、農業政策の裁量的な政策形成の仕組みや、基本法からみ
た裁量的な農業政策の法的妥当性を明らかにした。
【多面的機能政策】農業の多面的機能は新基本法において４つの「理念」と位置付けられたも
のの、農業生産との結合性は固定的なものと考えられたため、多面的機能に関する政策展開に
大きな歪みをもたらしてきたことを、農業環境政策の著しい低調や、多面的機能支払いの制度
設計上の課題の指摘を通じて示唆した。
【国境措置・対外政策】国境措置の変化が国内農業構造へ与える影響を検討するため、1990 年
以降の農業センサスの再集計から分析を行った。その結果、離脱・縮小によって引き起こされ
た減産を規模拡大による増産でカバーしきれず、総生産の減少局面が進行しており、これに追
加的貿易自由化が加わると、家畜頭数の減少が飼料米政策の見直しを迫る可能性などが示され
た。一方、農業分野の貿易・投資について、1990 年代以降発展してきた日中間の取り組みを具
体的な事例として検討した。初期の日系企業による開発輸入から中国での内販への転換に至っ
たプロセスを明らかにしたうえで、両国の農業政策が国際フードシステムの形成に与えた直
接・間接的な影響を考察した。
【試験研究制度】農業試験研究の農政改革については、生産調整開始を契機として組織がボト
ムアップ型に大きくシフトしたこと、研究機関と生産現場の距離が縮まるなかで、様々なコン
フリクトにいかに対応してきたかを明らかにした。
【農村振興政策】農村振興政策の農政改革については、基本法制定、中央省庁再編、地方分権
等が政策枠組みに大きな影響を与えていて、政策手段としてハード整備だけでなく、ソフト的
支援を通じた政策が充実する中で、外部人材や地域運営組織、中間支援組織などの関与が増大
するなど、政策の構造的展開があったことを明らかにした。その背景として、基本計画策定後
には農村共同体・集落の内発的発展を目指した自治と自己決定が重視されていること、集落の
「梃入れ」が意図されたこと、しかし今後は支援「選別」の可能性があることを指摘した。
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