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研究成果の概要（和文）：本研究は、東アジア共通農業政策の設立により、「日本と東アジア外の国や地域との間に結
ばれる自由貿易協定が日本の社会厚生にもたらす影響」がどのように変化するかを分析することを目的としたものであ
る。分析に当たっては、東アジア内外の重要国について実態調査を行い、そこから得られた知見、特に各国の典型的農
家の特徴を正しくモデルに反映させることにより、マクロ経済に対する効果のみならず、農家一戸一戸に与える影響を
も詳細に検討できる枠組みを作るよう工夫した。

研究成果の概要（英文）：This project investigated the potential welfare effects brought about by East Asia
n common agricultural policy under various scenarios concerning free trade agreements between Japan and no
n-East Asian countries/regions. The models used in the analysis incorporated the characteristics of typica
l farms in each country/region, data on which were collected from the field as part of the project activit
ies. This approach enabled the computation of the welfare effects on the farm level as well as on the aggr
egate level for each economy.
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１．研究開始当初の背景 

 東アジア共同体の形成や東アジア共通農
業政策の策定は、欧州連合や米州圏統合の深
化に対する政治経済的カウンタベイリン
グ・パワー (拮抗力) の育成に貢献するもの
として期待されており、我が国においてもそ
のための第一歩として、自由貿易協定 (FTA) 
の締結を通じたアジア各国との経済連携が
推進されていた。 
 東アジア共同体や東アジア共通農業政策
についてはそれまでにも様々な研究がなさ
れており、その多くがアジアにおける経済統
合の是非を経済厚生の観点から定量的に検
証したものであった。しかしながら、それら
は東アジア共同体と FTA をそれぞれ独立し
たものとして取り扱っており、「東アジア共
同体後」の世界について、域外国との間で結
ばれる FTA の効果を探る研究は見当たらな
かった。東アジア共同体や東アジア共通農業
政策の持つ真の価値 (シャドー・バリュー) 
を評価するためには、「共同体および共通農
業政策の設立によってもたらされる、『ある
域内国が域外国との間に結んだ FTA によっ
て得られる社会厚生の改善ならびに所得分
配の変化』の変化」を計測することが必要と
なるが、そのような分析は未だなされていな
かった。 
 
 
２．研究の目的 

 このような背景を踏まえ、本研究は、東ア
ジア共同体や東アジア共通農業政策の設立
により、「日本と東アジア外の国や地域との
間に結ばれる自由貿易協定が日本の社会厚
生にもたらす影響」がどのように変化するか
を分析することを目的とした。分析に当たっ
ては、東アジア内外の重要国について実態調
査を行い、そこから得られた知見、特に各国
の典型的農家の特徴を正しくモデルに反映
させることにより、マクロ経済に対する効果
のみならず、農家一戸一戸に与える影響をも
詳細に検討できる枠組みを作ることを意識
した。 
 
 
３．研究の方法 

 上記の目的を達成するため，課題全体を 5
つのパートに分割し研究を行った。 
 
(1) 東アジア域内の国々の農業生産・経済状
況・経済政策ならびに国民の経済連携に関す
る意向に関して、モデリングに資するデータ
および情報を収集する「域内国の実態研究」 
 
(2) 東アジア域外の国々の農業生産・経済状
況・経済政策ならびに国民の経済連携に関す
る意向に関して、モデリングに資するデータ
および情報を収集する「域外国の実態研究」 
 

(3) 東アジア共通農業政策について複数の現
実的かつ有効なシナリオを策定し、それらを
モデリングに耐えうる形にプログラムコー
ディングする「共通農業政策」 
 
(4) 既存のモデル群に関して感応度分析を行
い、そこから得られた知見を基に本研究の目
的に最もよく合致したモデルを構築する「モ
デルデザイン」 
 
(5) 上記 (1)–(4) の成果を用いて実際にモデ
ル分析を実施し、またその結果を基に厚生評
価を行う「モデリング」 
 
 
４．研究成果 

 各パートによる主な研究成果は以下のと
おりである。 
 
(1) 域内国の実態研究 

① 日中韓および台湾について「典型的農家」
を規定するための調査を行い、経営規模・品
目毎の生産費・生産者価格・小売価格・輸出
価格等のデータを収集した。これらから、各
国各品目について供給関数および需要関数
を導出した。 
 
② 日本の消費者の外国産農産物に対する選
好を調査するために表明選好法によるデー
タ収集を行い、国産農産物と外国産農産物の
間の需要の代替性について分析した。 
 
③ 中国・韓国・台湾について、消費者の外
国産農産物に対する選好を調査するために
顕示選好法によるデータ収集を行い、国産農
産物と外国産農産物の間の需要の代替性に
ついて分析した。 
 
④ 導かれた国産農産物と外国産農産物の間
での需要の代替性を基に、各国における包括
的な需要体系分析を行った。 
 
(2) 域外国の実態研究 

現在行われている FTA 交渉の相手国の中で
最も重要度の高い豪州・欧州連合・カナダ・
アメリカ合衆国を中心に、「典型的農家」を
規定するための調査を行い、経営規模・品目
毎の生産費・生産者価格・小売価格・輸出価
格等のデータを収集した。これらから、各国
各品目について供給関数および需要関数を
導出した。 
 
(3) 共通農業政策 

① 東アジア共同体ならびに東アジア共通農
業政策を設立する場合の政策パターンを概
念的に整理した。 
 
② 整理された概念を実際の政策として実現



するための方法について、均一的農業保護・
共通予算・農産物共同備蓄を中心に政治的フ
ィージビリティを検討した上で、プログラム
コーディングを行った。 
 
③ これらの政治的フィージビリティが日豪
FTA・日 EU 間 FTA および環太平洋戦略的経
済連携協定によりどのような影響を受ける
か、政治経済学的に検討した。 
 
(4) モデルデザイン 

① 既存の国際貿易モデルの各種パラメータ
ーの大小およびモデル内の各国・各品目の有
無が最終結果に及ぼす影響について感応度
分析を行い、本研究の目的達成のために最適
なモデルの種類・構成を検証した。 
 
② 応用一般均衡モデルのプラットフォーム
として GTAP モデルを選択し、ここに、従来
の静学モデルでは詳細に扱われてこなかっ
た生産性向上効果および資本蓄積効果を含
ませるためのコーディングを行った。 
 
③ 一般均衡モデルの持つ、詳細な農業生産
体系の記述に弱いという弱点を補完する目
的で、独自の部分均衡モデルの設計を行った。
ここでは、農家が食用米・その他の用途用の
米および小麦・大豆等の転作作物の相対的な
収益性から、何をどれだけ作付けするかを選
択するメカニズムを内生的に組み込んだ総
合的なモデルを開発した。 
 
(5) モデリング 

上記 (3) (4) で設計したモデルのフレームワ
ークに 上記 (1) (2) で導出したパラメター
を代入することにより、日豪 FTA・日 EU 間
FTA・環太平洋戦略的経済連携協定をはじめ
とする各種の貿易協定が我が国の農業およ
び社会厚生におよぼす効果について、東アジ
ア共通農業政策がある場合とない場合につ
いて比較した。また、モデルの仮定に対する
頑強性を検討する目的で様々な感応度分析
を行った。 
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