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１．PSE/CSE 分析はなぜ開始されたか
今日 PSE/CSE として世界的に知られる一連の分析指標（以下断りのない限り「PSE 指標」と
略す）は、農業政策に伴う国内生産者・消費者・政府の間の移転（transfer）を表す指標である。
それは、農業政策の動向を分析するための経済的指標であって、WTO などの貿易ルールや取
り決めと直接関係する指標ではない。しかし、その誕生と展開は、国際農産物貿易問題や
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GATT と密接にかかわっており、現在の WTO 農業協定の意味を理解するうえで、或いは今後
の農産物貿易交渉の動向を考える上で重要な手掛かりを与えてくれるものである。この章では、
この PSE 指標とそれを用いた分析（以下断りのない限り「PSE 分析」と略す）の背景や方法論、
実際の応用例、そしてその可能性と将来展望等について尐し詳しくみておく。
（１） PSE 分析の前史

（ハーバラー報告）
農業支持政策1を定量的に把握しようとする「発想」が部分的にせよ国際的な報告に表れたの
は、1958 年 GATT 専門家パネルによる報告(通称ハ－バラ－報告)2が最初であろう。この報告
は、その中で先進工業国による農産物保護水準が高いことを取り上げ、GATT と FAO が共同で
研究を行うことを勧告している。この報告は「原理的には農業生産に与えられる保護全体の度合
いを計測する最良の方法は、国内価格（補助金を含む）が外国の供給者から得られる価格もしく
は外国の消費者に売られる価格を超過するパーセンテージで測ることであろう」3としており、農
業は関税だけでなく内国補助金を含めた非関税措置によっても保護されていることを早くから認
識していたことがわかる。この提案を受け、GATT の第2 委員会（非関税措置担当）は、専門家グ
ループを設置し、農業保護の程度とその問題を検討させた。
しかし、この提案はその後 GATT の場では日の目を見なかった。主な理由は、①第 2 委員会
が「非関税保護措置の効果を数量的に評価できる段階には達しえなかった」として、1961 年 3 月
に早々と白旗を上げたこと、②1964 年から始まったケネディ・ラウンドで EEC(1967 年より EC と
改名)が、国際指標価格（international reference price）と農業者への報酬（remuneration）と
の和である「農業支持の数量 margin of support (montant de soutien)の上限」を各国が約束
することを提案4したが、肝心の貿易障壁の削減がおろそかになることを警戒した米国等により拒
否されたこと、③発足間もない EEC は統合の象徴である共通農業政策（CAP）を削減の俎上に
乗せる気はなかったし、米国も農業法のもとでの農業保護政策を変更することは論外であったこ
と、などであろう。
(FAO の IAA スタディ)

1 本章では原文で protection が使われていれば「保護」と support が使われていれば「支持」と訳しておく。前者は守りの

印象が尐し強いため、最近 OECD などでは後者が使われることが多い。
2 GATT(1958)
3 大蔵省(1958)
4 GATT(1964)パラ 18
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PSE/CSE という用語で、農業支持の指標が初めて議論され、かつ実際に測定や応用が試み
られたのは 1973 年から始まった FAO の国際農業調整（IAA）スタディのなかである5。IAA スタ
ディは、1971 年の FAO 総会で事務局長から提案されたもので、世界の農産物市場が先進国の
農業保護政策に強い影響を受けることを認識し、その動向をスタディしようとしたものである。その
主要な分析ツールとして提案されたのが PSE 分析で、提案者は当時 FAO のコンサルタントをし
ていた Tim Jostling であった。彼は、農業保護政策には大別して価格支持と政府補助金の 2
種類があるが、共に生産者へ金銭的「移転」(monetary transfer)をもたらして生産を刺激する、
という意味では同じなので、この 2 つの移転額を合計し PSE という単一指標で表すことを提案し
た。CSE は同様に消費者側からみた移転である。PSE、CSE をそれぞれ生産量、消費量で割
れば、政策による生産者価格の上乗せ分、消費者価格の上乗せ分とみなすことができ、したがっ
て、これに農産物の供給および需要の価格弾力性を掛け合わせると、その生産、消費へ及ぼす
影響が計算できることになる。
実質的な IAA の PSE 分析スタディは、米国、EEC、日本、英国、カナダ、豪州の 6 カ国の小
麦、大麦、トウモロコシ、米、牛乳、砂糖の 6 品目を対象として 1975 年からスタートした。スタディ
はその後も 10 年ほど続けられ、結果は 2 年ごとに開かれる FAO 総会にも報告されたが、ほとん
ど注目を集めることはなかった。注目されなかった最大の理由は IAA スタディが始まった時期が
「世界食料危機」と重なったことである。1972 年の主要生産国の不作等の結果、国際価格は
1974 年には危機以前の 2-3 倍まで高騰し、米国など一部の国で輸出を制限する動きさえ起きた。
当時の世界の関心は輸出国・輸入国を問わずいかに食料を増産するかにあり、先進国の農業保
護政策が生み出す過剰や貿易歪曲が批判の対象になることはなかった。また、交渉の場ではな
いうえ、主要な関心が途上国の食料農業問題解決にある FAO では、その報告は総会に提出さ
れた大量の報告文書の一つで、ほとんど話題にならなかった。
(農産物過剰問題の台頭)
しかし、1980 年代前半から後半にかけて、世界の農産物需給や貿易を巡る環境は一変した。
主要国の食料生産は軒並み増加し、在庫は膨張した。小麦をはじめとする主要穀物の国際価格
は 1972-74 年水準と比べると 1982 年代には実質で半分以下、1987 年には 3 分の 1 近くまで
低下した。これは、1970 年代前半の食料危機をきっかけに、その反動として先進国も途上国もこ
ぞって食料の増産に力を入れた結果である。EC や米国などでは、支持価格や補助金の引き上
げ、あるいは作付制限の緩和がなされ、生産が予想以上に伸びた。食料が不足気味だったアジ
5

T.Josling et.al (2004)
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ア途上国でも、1960 年代後半から始まった「緑の革命」が本格化し、生産が着実に増加した。世
界の農産物市場はおしなべて深刻な過剰と価格低下に直面することとなったのである。
価格・所得支持と技術革新がもたらす農産物生産過剰は、生産力の高い欧米や輸入国の日
本などで表面化したが、なかでも、共通農業政策のもとで手厚い価格・所得支持を続けてきた
EC の過剰は特に深刻であった。1970 年代後半には牛乳や牛肉、ワイン、砂糖(ビート)などで過
剰が顕在化し、「バターの山、ワインの湖」と称された膨大な在庫と巨額の財政負担問題を抱える
ことになった6。過剰在庫を放置すれば、市況はさらに低迷し財政負担は一層膨らむ。EC は共
同責任制を導入して生産抑制を図るとともに、海外への食料援助や補助金付き輸出という形で
在庫問題を乗り切ろうとした。
当然ながら農産物輸出国、特に米国は強く反発した。もともと EC は米国農産物の有力な輸出
先であった。しかし、CAP の保護による増産はその市場を失わせただけでなく、さらに輸出補助
金で米国の他の輸出市場までも脅かすことになった。1980 年の対ソ穀物禁輸の間に輸出市場
を失いかけた米国は、自国のマーケットを守るため、補助金や援助などで輸出支援に乗り出した
7。米・EU

の世界２大生産国による農産物貿易紛争の勃発である8。この紛争は、しかし、先の見

えない消耗戦であった。輸出補助金競争をすればするほど国際農産物価格は低下し、双方の
財政負担がさらに増大するのはお互いにわかっている。国内の生産者からも、輸出補助金の増
大は生産者の所得の増大には結びつかないという強い批判がでた。しかし、その削減は容易に
断行できない。自国だけが削減すると、一方的にシェアを奪われてしまう9。かといって国内支持
価格引き下げは加盟国の思惑が錯綜する EC では政治的に困難であった。1980 年代の後半に
至るまで両国は典型的な２人非ゼロ和非協力ゲーム、いわゆる「囚人のジレンマ」に直面し続け
た10。

6 European Community (1980) p10。1980 年には欧州農業指導保証基金（EAGGF）の財政負担は 115 億 EUA(後 ECU)に

達し、しかもそのうち過剰在庫の輸出補助が 56 億 EUA と急速に膨らんでいた。
7 1983 年の Bonus Incentive Commodity Program および 1985 年の Export Enhancement Program が典型である。
8 米国が 1983 年にエジプトなどに 2 億 5 千万ドルの農産物輸出補助金の支出を決めると、EC は中国への輸出補助金付輸出

で対抗し、これに怒った米国は 1985 年にはアルジェリアへの小麦の輸出や 20 億ドルの EEP 予算支出を発表した。さらに
1986 年のスペインとポルトガルの EC 加盟により打撃を受けた米国は、EU からの農産物に輸入制限を発動し、これに対し
て EU も負けずと米国からの農産物に同様な措置をとった（Zeng Ka(1984)）
9

Randy et.al. (2011)

10 自分が負けても相手が得することはないという意味で非ゼロ和であり、両国とも国内事情から補助金を止められないとい

う意味で非協力となる。なお、Stoeckel(1989)は、CGE モデルとゲーム理論を組み合わせて、米国と EU の農産物貿易戦略
の損得を分析している。
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（２） OECD の閣僚理事会指令
事態収拾のきっかけを作ったのは、先進国の「議論の場」でありながら、時として多国間交渉の
前哨戦の場となる OECD であった11。もともと、OECD は 1970 年代から事務局長の下に設けら
れたハイレベル・専門家グループで長期的な観点から貿易問題をスタディしており、その中には、
農産物貿易問題も含まれていた。EC と農産物輸出国との対立で、報告の中身は常に曖昧なも
のになったが、過剰と財政悪化を防ぐため農業政策の改革が必要という点では意見は同じであ
った12。1978 年の OECD 農業大臣会合は、「国内政策が農産物の国際市場に与える影響を考
慮して市場の安定化のために各国が協調的なアクションをとること」を要請し、翌 1979 年には
OECD 閣僚理事会が、「農産物貿易と国内農業政策や全体経済との関係をスタディする」よう農
業・貿易合同作業部会に要請した。この要請が農業大臣会合でなく、財務大臣や通商大臣も出
席する閣僚理事会であったこと、検討の場が農業委員会と貿易委員会の「合同作業部会」であっ
たことは、このころから農産物過剰問題が財政的にも外交的にも大きな関心事項になりつつあっ
たことを暗示していよう。
このスタディの報告は 1982 年の閣僚理事会に提出された。閣僚たちは、農産物貿易は国内
政策によって大きな影響を受けることを正式に認め、農業委員会と貿易委員会に対し指令
Ministerial Trade Mandate（MTM 指令）を出す13。その骨子は、「農業貿易問題に関する協
力を強化し、実際的に多角的およびその他の解決をもたらすことに貢献するため」、①農業保護
をバランスよく漸進的に削減し、農業を開かれた多角的貿易システムに組み込むための方策を
分析検討すること、②農業貿易に大きな影響を与える国内政策を審査すること、③世界産物市
場の機能を改善するための最も適切な方法を分析検討すること、の３つから成る。
MTM 指令は、ある意味 GATT の限界の反映であった。1979 年に終結したばかりの GATT
東京ラウンドは、関税の引き下げだけでなく、非関税障壁も対象とし、一部産品の関税引き下げ、
輸入枠の拡大、牛肉、酪農協定の設置など一定の成果をあげた。しかし、主要な農産物の輸入
制限措置はほとんど手つかずで残り、輸出補助金は交渉対象にすらならなかった。GATT の農
産物貿易に関する手詰まりは、1980 年代になって過剰が顕在化し輸出補助金等による農産物
貿易紛争が激化すると、一層明確になった。紛争の直接原因は輸出補助金であるが、その元凶

11 Blair (1993) p9 。なお、OECD の農産物貿易交渉へのかかわりについては、その第 5 章が詳細に記述している。Blair は、

貿易交渉を広く解釈し、OECD のような場での、各国による自国の立場の主張の展開と駆け引きも、交渉の一環として重要
な意味を持つと断言している。
12 EC 委員会の報告「CAP の反省」（EC(1980)）は、そのことを明確に語っている。
13 OECD(1982)
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は先進国の手厚い国内農業保護政策が引き起こした過剰である。EC の場合は、輸入制限と輸
出補助金を併用している分、需要と供給の両面でニ重に世界市場を混乱させていた。元凶を絶
たねば、国際農産物市場の正常化はできない。
しかし、輸出国同士の争いや国内農業補助金に対しては、GATT の規約や紛争処理規定、
多角的交渉は全く無力であった14。11 条（数量制限の一般的禁止）は、農産物について例外を
認めているほか、16 条（補助金）も規定があいまいで、国内補助金はおろか輸出補助金の抑制
にもほとんど役立たなかった。また、EC の輸入課徴金や輸出補助金が GATT 規約違反であると
パネルに訴えても、それが EC 統合の象徴である共通農業政策に根ざす以上、EC が受け入れ
られるはずはない。このため、改革の必要は痛感していた EC を含め先進国の政府は、期待して
いたかどうかは別として、先進国の議論の場となっている OECD に問題の検討を要請した、と見
ることができる。
（PSE/CSE 分析の提案）
しかし、この指令に基づいて作業する責任を負わされた OECD 農業局は頭を抱えてしまった。
それまでの農業局のスタディは各国政策の紹介や定性的な分析が主で、利害の対立する問題
についての包括的な定量的分析の経験はなかった。指令の②や③は定性的分析でも対応可能
であるが、①には、「その方策がもたらす是正の効果と、農業政策の諸目的が国際貿易の秩序あ
る発展といかに調和ある形で達成されるかを検討すること」という条件が付いていた。加盟国の農
業政策のもたらす効果について何らかの定量的政策分析をすることが不可欠であった。
OECD 農業局は、まず実効保護率（ERP） による計測を 1983 年の初めの合同作業部会に提
案した。しかし、この提案は、EC にも米国・豪州にも不評であった。EC はそれが国際価格と自
由貿易の下での投入―産出係数というあいまいなものに依存するとして疑問を呈し、米国などは、
ERP だけでは国際市場へのインパクトを分析できるものではないと反対した。事務局は再度内
部で他の計測手法を検討した結果、結局 FAO の先行スタディを参考に、PSE/CES 指標の推定
と、MTM モデルと呼ばれる部分均衡国際食料需給モデルによるインパクト分析を提案した15。
この分析手法が選ばれたのは、①多種多様な農業政策が生産者・消費者にもたらす経済的イ
ンセンティブを単一の金銭指標 PSE・CSE として表すことができる、②推定された品目別・国別
の PSE 指標を、政策変数として国際需給モデル等に組み込めば、いくつかのシナリオのもとで
世界貿易への影響を数量的にシュミレーションすることが可能、③これにより、農業支持政策の
14
15

T.E. ジョスリング他、塩飽二郎訳 (2004)
Cahill C. et.al. (1991)
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「事前の（ex-ante）」評価と、「事後の（ex-post）」評価との区分が可能になり MTM 指令や EC や
米国の批判にもこたえることができる、また、なにより、④経済学的にも実際的にも概念がシンプ
ルで分かりやすく、しっかりしたデータや政策情報さえあれば計測が比較的簡単という利点があ
った。理論面でも健全（sound）であり16、時間制約や政策担当者への説得力を考えると、妥当な
選択であったといえよう。
実際に、その後何回か開催された合同作業グループ会合では、技術的、理論的な疑問は数
多く出されたが、この基本手法を採用することについては EC 代表からも米国の代表からも表立
った反対はなく、作業が進められることになった。そして、1987 年に PSE 分析の結果が公表され
ると、そのわかりやすさゆえに国際世論や、GATT 交渉、そして各国の農業政策改革に大きなイ
ンパクトを持つことになった。
なお、PSE 分析手法以外に、もっと広く経済一般への影響を分析する手法として一般均衡モ
デルがあり、貿易自由化が経済全体へ及ぼす効果を金銭的に明示できるとして豪州などがその
採用を主張していたが、採用されなかった。完全競争など多くの非現実的仮定、他産業や要素
市場の考慮の必要性、膨大なデータや作業量、なにより中身の分かりにくさなどが理由である
17。

ただ、PSE 手法も、先進国政府やその研究者たちの検証に耐えるものとするためには、FAO
の手法や概念を大幅に整理改良し、正確なデータを収集する必要があった。実際、いざ作業を
始めてみると、多くの理論的、現実的問題が表面化した。主要国の政策により歪められている国
際価格をもとに内外価格差を計測していいか、品質や形態の差を価格差計算にどう適切に反映
するか、為替レートの変動の影響をどう扱うか、研究開発や生産調整の費用は含めるべきか、非
農業予算をどこまでカウントするか、連邦政府や地方政府の補助はどうするかといった問題であ
る。OECD 事務局はそうした問題点を、委員会や作業部会における加盟国との議論の中で一つ
一つ解決していく手法をとった。指令が出されてから、最初の報告が閣僚理事会に提出されるま
で 5 年を要したのは、その数値の公表を嫌う加盟国の抵抗があったこともあるが、こうした理論的、
実際的議論のために時間を費やしたことも大きい。

16 前出,T.E.ジョスリングほか塩飽二郎訳(2014)。著者がなぜ健全とみなしたかは不明だが、生産者(消費者)が市場価格およ

びその上乗せ分としての単位当たり政府補助金の水準をみて生産(消費)行動をとるという仮定、および、その生産へのインパ
クトは供給(需要)の価格弾力性で示しうるという仮定は、経済学的に見て妥当ということであろう。
17「供給弾力性の概念すら説明の骨が折れるのに、ワルラスの一般均衡論を各国代表や政治家にどう説明するのか」というのが当時

の事務局の心配であった。これは当時 OECD の他の委員会で、一般均衡モデルによる分析が各国代表に不評だったことも影響して
いる。欧米各国が 10%近い失業や、膨大な貿易赤字で苦しんでいるときに、完全雇用や貿易均衡を前提にした理論モデルを用いて
分析して、政策的に意味のある提案ができるのか、という批判が出ていた。
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この OECD 事務局の作業は、1986 年日本がホストして東京で開かれた G7 サミットでも強く
支持された。東京宣言18は、「世界農産物の構造的過剰が長年にわたる国内補助金及び農業保
護政策等から派生していること、その問題は相互の協力によってのみ対処できること、農業の重
要性は認識するものの、過剰の場合には政策の再編や生産構造調整が必要なこと」などを認め、
「OECD での作業を全面的に支持する」と宣言した。この当時は先進国の力が強く、世界の重要
経済摩擦問題はまず OECD で論点の整理と利害調整の方法を模索し、先進国サミットでそれを
後押しし、最終的な交渉の場である GATT 等で決着を図る、という図式が機能していた。
（３） 1987 年 OECD 閣僚会議と GATT
MTM指令への回答は1987年5月の閣僚理事会に提出された「国内政策と農業貿易」報告19
である。この報告は理事会や関係国はもとより世界中に大きな反響を呼んだ。OECD という先進
国の国際機関が、先進国 9 か国・地域（米国、カナダ、EEC、日本、豪州、ニュージーランド、北
欧、南欧、オーストリア）の農業支持政策による生産者への移転が 1,100 億 ECU という巨額に達
していることを公式に発表したからである。しかも、そこには、国別・品目別に移転の金額と生産
額に対する比率（%PSE）が示されていた。%PSE は、輸入国である日本や北欧で 50%以上と高
いだけでなく、輸出国である EU や米国、カナダも、それぞれ 43%、16%、24%と相当に高く、輸
入国・輸出国を問わず、農業政策は、消費者や納税者に膨大な負担を強いており、全員が何ら
かの責任を持っていることが明らかにされたのである。
この報告は、同時に、推定された PSE 指標をもとに、それが削減された場合の国際需給や各
国需給への影響を計量モデル（MTM モデル）でシミュレーションし、その結果をあきらかにして
いる。たとえば、PSE/CSE で測られた政府支持を各国が各品目とも一律に 10%削減すると、牛
乳の国際価格は 4.4%上昇し、小麦価格は 0.1%下落する、また、米国と EEC 以外の OECD 諸
国だけが全 PSE/CSE を 10%だけ引き下げた場合、それらの国の牛乳価格は 6%上昇するが、
米国も EEC も加わると 3%の上昇で済むといった具合である。これらの結果は、農業支持の削減
を各国・各品目一律で行えば、単独で行う場合より影響が緩和され、かつ国際価格の上昇で生
産者に対する痛みも緩和されることを示唆していた。
報告を受けた閣僚会議の結論は、あちこちの顔を立てて短く曖昧になりがちな OECD の会議
としてはやや異例のものであった。発表されたコミュニケ20は、農業の構造調整問題だけで 2 ペ
18
19

20

G7 東京宣言(1986) パラ 13。
OECD (1987)
OECD(1987b)
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ージ 6 パラグラフも割き、非常に明快な言葉で行き過ぎた農業政策による諸問題の発生と、農政
改革による世界農産物市場の正常化の必要性を具体的に提言している。特に注目されるのは、
1985 年から始まった GATT ウルグアイ・ラウンド農業交渉への期待の言及とその前準備としての
現状凍結や輸出競争の抑制である。ここにきてやっと主要国による協力型ゲームへの模索が始
まったといっていい。
OECD のこのスタディは GATT ウルグアイ・ラウンド農業交渉にいくつも大きな弾みを与えるこ
とになった。ひとつは、「農産物貿易紛争を解決しようとすれば、国内農業保護の削減と輸出補
助金の削減まで踏み込むほかはない」という国際的コンセンサスの形成を後押ししたことである。
2 つ目は、それらの改革を全員で一斉に行うこと、つまり GATT 交渉のような「多角的同時交渉」
の重要性を示したことである。3 つ目は国内支持削減の数量的コミットメントの具体案を議論する
有力なたたき台を提供したことである。最終的に合意された削減のコミットの指標 AMS
（aggregate measurement of support）は、交渉の過程で PSE とはかなり異なったものになっ
たが、「国内保護の総量を GATT で合意する」という抽象的としか思えなかったケネディ・ラウンド
の EC 提案が、曲がりなりにも実現したものといえる。
（GATT での検討）21
GATT では、農業員会で OECD の MTM スタディを受ける形で国内支持削減の手法の本格
的な検討が始まった。1986 年 9 月のプンタ・デル・エステ宣言では農業交渉について輸入アク
セスの改善と並んで、「全ての直接・間接の補助金と国際貿易に影響を与えるその他の措置の改
善」つまり国内支持と輸出補助金の削減が交渉対象になることが明記されたからである。1987 年
半ばには、そのコミットの対象として、米国から OECD の品目別PSE の合計22、ケアンズ・グルー
プからは、支持と貿易障壁を総合した総計尺度ツール23、EU からは貿易への影響の大きいもの
に限りかつ国際価格や為替変動を調整できるよう修正した PSE24、といった提案がなされてい
る。
いずれの提案も OECD の PSE 分析スタディが念頭にあったことは言うまでもない。1987 年 9
月に GATT 事務局が作成したノート25は、パート I で PSE 指標の概念や手法、技術的課題につ
いて説明したうえで、パート II で PSE が交渉に使われるとした際の問題点を議論している。この

21 参考「坪田氏の論文についての論点・関連事項」（林正徳）を参照されたい。
22 GATT(1987a)
23
24

25

GATT(1987b)
GATT(1987c)
GATT(1987d)
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内容を見ると、GATT 事務局は、経済的指標としての PSE を、現実的な法的コミットメント指標に
置き換えるのに腐心していたことが分かる。たとえば、次のような点である。
①対象政策の範囲：生産に影響する全ての直接間接政策を計測に含めるか、貿易に大きな
影響のあるものだけにするか、除外の基準はどうするか、政策区分変更によるコミットからの勝
手な除外をどう防ぐか、貿易に中立的な政策やデカップルされた政策をどう扱うか。
②対象生産物の範囲：どれだけ多くの生産物を対象とすべきか、どこまで細分化するか、加工
農産物をどう扱うか。
③対象国の範囲：どの国まで対象とすべきか（途上国まで含めるべきか）、経済同盟のレベル
か、国家、州、県のレベルまで対象とするか。
④基準年：できるだけ近いほうがいいが、データはあるか、年々の変動をどう処理するか。
⑤為替、国際価格変動の扱い：自国の政策に変化がないのに、為替レートや国際価格、或い
は大貿易国の政策変化により、PSE/CSE が変動する問題をどうするか。
⑥供給管理：国内生産制限は、誰に移転をもたらすと考えるか、貿易にはプラスなのに当該国
の PSE は生産者への補償分だけ増えるという矛盾をどう扱うか。
⑦CSE の扱い：国内補助のコミットの指標として適切か。
これらは、交渉を通して最終的に AMS という指標に結実させていく上で、重要なポイントにな
った。たとえば、①や⑥の議論の中から、削減対象とする「黄」の政策とそれから除外される「青」
や「緑」の政策という区分が生まれ、②からは、支持水準が 5%以下の品目は AMS にカウントし
ない（de minimis）という方針が生まれている。基準年も 1988 年に決まり、国の範囲も EU は一
つとして扱うことは決まった。CSE も除外された。ただ一方で、⑤の問題はそのまま AMS の限界
として残り、①～③も細部についてはあいまいさが多く残った。たとえば、削減対象政策の除外
の基準や政策分類の変更、地方政府の補助の算入などは、細かい規定はなく、各国の判断に
左右されることになった。もっとも、これらの多くは PSE 指標にもそのまま当てはまる問題で、
AMS 特有の問題というわけではない。
なお、上記 GATT 事務局ノートによれば、PSE 指標を GATT のコミット指標として使用すると
した場合、次の 4 つの選択肢があるとしている。
①PSE を農業支持の上限としてバインドし、その削減を交渉する。
②PSE をリクエスト-オファー方式で約束したコミットの大きさを図る尺度として使う。
③各国のガット譲許のモニターの手段として使う。
④GATT ルールの強化のため、11 条や 16 条の有効性の指標として使う。
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最終的には AMS は上記①と③の手段として使われることになったが、事後的にみれば、AMS
は、（ｉ）国内農業支持に「事前に」制約を課すことで、農業保護政策強化による国際農産物市場
の悪化を防ぎ、（ｉｉ）「黄」、「青」、「緑」の政策区分をコミットに持ち込むことによって、「途中又は事
後に」農業政策の手段と方向（たとえばデカップリング）を誘導するのにわずかだが貢献した、と
見ることができる。ただ、OECD の経済的な PSE/CSE 分析とちがって、法的な国際コミット指標
という性質上多くの限界があり、政策改革のモニタリング指標としてはほとんど機能しなかった。ま
た、AMS が農業協定に盛り込まれるに当たり、拘束力のあるコミットとしての厳密性や法的な位
置づけ、紛争処理との関係について十分検討がなされた形跡はなく、それが政策誘導面での効
果を限定的なものにしたと思われる。
２．PSE/CSE 分析手法の概要
その後も、OECD 事務局は加盟国の農業政策の変化に応じて概念や計測手法の改良・修正
を重ね、25 年以上にわたり毎年加盟国の政策モニタリングや対話を実施してきた。農業保護の
全体を量的に計測するという発想や、試験的な計測の試みが MTM スタディ以前にあったのは
事実であるが、それを改良拡充し、先進国の政府を巻き込んで包括的な政策分析・モニター指
標として発展させてきたのは OECD である。今日 PSE/CSE 手法といえば、この OECD のもの
を指すのがふつうである。以下、尐し長くなるが、その概要を見ておく。
（１）PSE/CSE の基礎概念

PSE（CSE） は producer (consumer) support estimate の頭文字をとったものである。
1987年の最初の報告ではsupport estimate の部分は subsidy equivalent となっていたが、
1990 年に実際の金銭的な補償額と誤解される恐れがあり、かつ政策のインパクトを含むと誤解さ
れる恐れがあるのということで変更された26。1999 年には概念や手法の大幅な見直し・拡張が行
われ、2007 年にも政策分類が一部変更されている。その意味では今日の PSE/CSE 分析の概
念や手法は同じ OECD のものでも当初と相当異なっている部分もある。特に政策分類や派生指
標は遥かに複雑となった。ただ、略号にすれば PSE（CSE）で以前と変わっておらず、その発想
も、農業政策による生産者への経済的移転を、価格支持によるものと政府補助金を一体でとらえ

26

Cahill C. et al (1991)。
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るという点では同じである。以下の説明は、原則 2010 年の PSE マニュアル27に沿って説明する
が、先進国農政の変化を反映してかなり複雑化しているので、骨格部分だけ取り上げておく。
まず PSE と CSE は次のように定義される。
① PSE: その性格や目的、農業生産又は所得へのインパクトのいかんを問わず、農業をサ
ポートする政策措置から生じる、消費者及び納税者から農業生産者への年々の粗移転金
額で、庭先価格で評価されたもの。
② CSE: おなじく、消費者からの（への）年々の粗移転金額で、庭先価格で評価されたもの。
この定義はいくつか重要な意味を持っている。（ｉ）ひとつは、PSE・CSE は、政策による一義的
な農業生産者・消費者への移転額を表すもので、政策による需給や貿易へのインパクトのサイズ
を表す指標ではないことである。OECD の言葉を借りれば、それは「最初の出来事」（initial
incidence）の指標にすぎない。（ｉｉ）それはまた、その移転がどんな具体的な目的でどのように行
われるかを問わない。増産目的であろうと農業環境対策であろうと、或いは価格支持であろうと年
金であろうと、生産者に金銭的な移転をもたらすものは全て PSE にカウントされる。（ｉｉｉ）また、表
面的な金銭の移転ではないが実質的な移転をもたらすもの、例えば、生産者への優遇税制や低
利融資は政府の逸失所得（revenue foregone）として PSE に含まれる。（ｉｖ）次に、補助金等を
受けるためにかかった費用や投入財に紛れ込んだ農業支持以外の政策によるコスト増分、たと
えば、環境保全のために生産者が費やしたコストや石油産業保護のためにかけられたガソリン税
などは、差し引かれていない。（ｖ）最後に、PSE も CSE も庭先価格で評価され、流通加工の費
用やマージンなどは考慮されない。これは、アグリビジネスの保護や非効率から起きる影響をで
きるだけ除き、純粋に農業生産者のための移転に限るためである。なお、政府からの支出には庭
先価格はないので、そのままの額である。
ただこのほかに、生産者個人への移転は伴わないが農業セクター全体としてはサポートとなる
政策措置は多い。たとえば、研究やインフラへの投資、普及教育、動植物衛生や検疫などの政
府サービスである。これらも、農業セクターの長期的な生産性向上や競争力強化、あるいは環境
改善に結びつく支援であり、納税者（政府）から農業部門への金銭的移転と考えられる。しかし、
先進国の農業政策の中心が価格政策から直接所得補償政策へあるいは農業環境政策へと移
行し始めた 1990 年代以降の農業政策の動向をつかむには、これらの政府支出の動向の把握が

27

OECD(2010)
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不可欠であった。そのため、1999 年に新しい指標 GSSE が分離され28、また、それに伴って、
PSE も含め農業セクター全体への移転を表す指標 TSE も必要となった。すなわち、
③ GSSE（general service support estimate）: その性格や目的、農業生産、消費又は所
得へのインパクトのいかんを問わず、農業をサポートする政策措置から生じるものであって、
農業生産者へ集団的に供与される一般的サービス（研究、開発、研修、検査、市場開発な
ど）への年々の粗移転金額。
④ TSE（total support estimate）: その目的や農業生産、消費又は所得へのインパクトの
いかんを問わず、農業をサポートする政策措置から生じる、納税者及び消費者からの農業
生産者への年々の粗移転金額。
なお、以上の PSE、CSE、GSSE、TSE の 4 つの指標は、まず絶対額で求められるが、その
大小を判断する場合は、%や比率、あるいは単位あたり金額で表すとわかりやすい。実際、比較
やモデルへの応用ではむしろこの方がよく使用される。%表示では次の 4 つが代表的なもので
ある。
⑤ %PSE: 農業者の受取額（支持額を含む）に占める PSE の％割合。
⑥ %CSE: 庭先価格表示の消費支出（政府補助を除く）に占める CSE の％割合。
⑦ %GSSE: TSE に占める GSSE の%割合。
⑧ %TSE: GDP に占める TSE の%割合。
このうち%PSE が最もよく知られている。それは、生産者の受取額（＝収入）のうち何%が政策
による支援かを表す指標と考えられるからである。農業保護の指標としては名目保護率（NRP）
が代表的なものであるが、内外価格差だけでなく補助金による保護も含んでいるという点
で、%PSE のほうが優れた指標であるといえる。ある国の%PSE が 50%であったとすれば、生産
者の収入の半分は、農業支持政策によってもたらされた消費者や政府からの移転ということを意
味する。
さらに今日の PSE 指標グループの中には、PSE、CSE 等の計算過程から得られる次のような
2 次的指標が含まれている。
⑨ pNAC (producer nominal assistance coefficient、生産者名目支援係数):
「移転額を含むグロスの生産者受取額（庭先価格評価）」を国境価格で評価替えしたグロスの
生産者受取額」で割ったもの。

28 当初は、政府サービスは、その政府支出額を、農業生産額又は面積比で各品目に比例配分して PSE にカウントしていた。
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⑩ pNPC (producer nominal protection coefficient、生産者名目保護係数):
「生産者受取価格」を「国境価格（庭先価格換算）」で割ったもの。
両者ともに無名数で、政策による移転のない場合、1 の値をとる。値が 1 より大きくなればなる
ほど政策による支持が大きいことを示す。pNAC は%PSE と密接な関係にあり、｛１＋%PSE／
（100－%PSE)｝と計算できる。pNPC は、国境価格と国内価格を比べて保護の程度を図ろうとす
る点で、通常の名目保護率と発想は同じであるが、NRP が内外価格差を国境価格で割るのに
対し、国内価格を国境価格で直接割ったものである。また、国内価格が「庭先価格」ではなく「生
産者受取価格」になっており、生産量に比例する直接支払いが価格上乗せ分として考慮されて
いる点が異なる。この 2 つの指標は消費者についても定義されている。生産者の場合との違いは
生産者受取額が消費額、生産者受け取り価格が消費者価格（庭策価格換算）に代わる点だけで
ある。
（２）PSE/CSE の計測対象とルール
PSE は価格支持政策による消費者から生産者への移転（MPS）と補助金等による政府から生
産者への移転から構成されている。前者は対象となる農産物の内外価格差（MPD)に生産量を
乗じて推計され、後者は政府の予算関係資料などから求められることになる。一見簡単そうだが、
実際の推計は大変面倒である。特に、今日の OECD 計測手法は理論的厳密さを期するためと
政策の多様化を反映するために分類や手法が大変複雑になっており、1 冊の分厚いマニュアル
がいるほどである。ここでは、細部は省きポイントだけ説明しておく。
（対象となる政策と分類）
PSE 分析の目的が農業政策の影響分析なので、計測の対象となる政策は、主に農業部門を
対象としてそれをサポートする政策に限られる。従って、農業だけでなく他の部門も等しくサポー
トする政策、たとえば為替レートの誘導政策や、投資減税などは農業も恩恵を受けていても対象
とされない。また、その政策がどの省庁によって管轄されるかは問わない。
対象となる政策を大別すると、①農産物の価格支持に関連した政策、②農業者への直接・間
接支払いに関連する政策、③それ以外で農業部門の振興のために政府が講じる政策、④農産
物の消費者のための政策の 4 種類がある。このうち①と②が PSE、③が GSSE、①と④が CSE
の計測の対象になるものである。移転の方向という観点から見ると、①は主に消費者から生産者
への移転(一部関税収入という形で政府への移転)、②は政府から生産者への移転、③は政府内
での移転、④は政府から消費者の移転をもたらす政策ということになる。
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（価格支持による移転 MPS の計算）
国境措置やライセンス、価格統制などにより何らかの価格支持が行われている農産物につい
ては、それら政策により内外価格差が生じ、消費者から生産者への所得移転が行われていると
考えられる。従って、品目ごとに、内外価格差（MPD)を計測し、それに生産（または消費）数量を
乗じて MPS を求めることになる。主要食料農産物については各国とも輸入関税や輸出奨励など
何らかの国境措置が取られているから、実際の PSE 分析は主要品目ごとに PSE・CSE を計算
することから始まる。実は、PSE 分析作業の大半は、この品目別計算に費やされる。
OECD では対象品目を標準品目と追加的品目とに分け、標準品目については必ず計測し
（価格支持や生産がない場合はゼロ）、追加品目は各国で重要なものを取り上げることにしてい
る29。バイアスが出ないよう全計測対象品目の合計生産額が国全体の農業総生産額の 7 割程度
になるよう追加品目を選ぶことが原則である。
MPD の計測の基本ルールは、庭先価格ベースで、できるだけ同じ様なもの（like with like）
を比較することである。比較に使われる国境価格は、通常、輸入国の場合であれば類似品の cif
価格、輸出国の場合であれば fob 価格をもとに、輸送・加工費用と流通マージンを差し引いて
（輸入の場合）、或いは加えて（輸出の場合）、庭先価格に還元して求められる。ただ、農産物は
農家段階と輸出入段階では商品としての形が異なったり、同じ品目でも特殊なものだけが貿易
対象になったりすることが多い30。こうした場合は、市場専門家などの意見をもとに品質調整係数、
重量換算係数などを推計しそれを使ってより正確な価格差を求めることになる。

(国全体の MPS 推計)
このようにして推計された各品目の MPD に生産量・消費量を掛け合わせれば、価格支持によ
る移転額MPS が求められ、それらを合計すれば推計対象となった品目全体の MPS が計算でき
る。国全体の MPS は、さらにこれを「当該国の農業粗生産額に占める計測対象全品目の合計粗
生産額」で割戻して求められる。これは、計測対象以外の品目も同じ割合で価格支持されている
というかなり強い仮定に基づくものである。なお、通常は生産量と消費量は同じでないので、
PSE と CSE の中にともに含まれる MPS(移転の向きが逆なので符号は逆)は同額にはならない。

29

現在の標準品目は、小麦、トウモロコシ、コメ、その他穀物、菜種、大豆、ひまわり、砂糖、牛乳、牛肉、羊肉、豚肉、
鶏肉、卵、羊毛の 15 品目である。追加品目は国によってまちまちであるが、ジャガイモ、トマト、リンゴ、オレンジ、ブドウ、
綿花、ワインなどが取り上げられている。
30 たとえば、牛乳の貿易は、通常、バターや粉乳、チーズといった加工品の形で行われ、生乳ではない。また、食肉で
は、貿易は特殊な部位や等級に偏ることも尐なくない。コメでも、日本のコメとタイ米は種類も味も違う。
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輸入国の場合は両者の差額は政府による関税収入(消費者から政府への移転)となるため、CSE
のほうが PSE より大きくなる。
（政府からの移転の推計と振り分け）
先に述べたように政府による移転には、生産者（又は消費者）へ直接・間接に払われるものと、
政府の提供する財やサービスの 2 種類がある。これらの移転は逸失収入を除き政府の予算書な
いし決算書などから該当する金額を拾って計算される。生産者(または消費者)へ支払われるもの
は PSE（または CSE) に分類され、政府サービス等への支出は GSSE に分類される。
生産者への交付金はさらに、「実施基準」即ち、何を基準にどのような形で実際に払われるか
の違いに着目して細かく分類される。すなわち、まず、生産量比例かどうか、投入財への補助金
であるかを区別し、そのどちらでもない場合、生産継続や過去の生産が条件か、そのどれでもな
い場合、固定額か変動額（例えば環境保全度合いに応じて支払い）か、生産からの撤退が条件
か、などで詳しく政策支出を分類していくことになる。
これらの細かい分類が必要なのは、デカップリング等の農政改革の動向をモニターするため
であるが、それはまた、政策支出の種類によって貿易への影響が異なるという経済学的な根拠に
も裏打ちされている。すなわち、生産量比例交付金や投入補助は、生産者に対しては価格支持
と同様の生産刺激効果を持つが、消費者に対しては直接の影響はなく、その分貿易への影響は
半減する。当然 CSE にはカウントされない。直近の改正では、これらの区分に加え、上限の設定
があるか、定額かなど、さらに細かい「ラベル」による分類が持ち込まれている。
なお、農業者への交付金が品目ごとに決まっていれば、それは各品目の PSE に上乗せされ
る。したがって、品目別の PSE は上記の MPS と、この品目別交付金から成る。品目横断的交付
金や利子補給・肥料補助金のように、政府支出の数値が品目別に示されていないものは、各品
目には割り振れないので、国レベルで合算する際に PSE に計上される31。
（GSSE の推計）
GSSE に該当する政府からの移転は政府の予算・決算書から直接求めることができる。
OECD では政策動向を的確にモニターするため、GSSE を次の 7 つに区分して算出している。
①研究開発、②農業教育、③検査、④インフラ投資、⑤マーケティング・販売促進、⑥公共在庫、
⑦その他。わかりにくいものもあるが、検査には、動植物衛生や検疫、穀物検査などが入り、マー

31

1999 年以前はこれら交付金は生産面積比などで品目別に按分していた。しかし、主要国が農政改革の一環として
個別品目ごとの補助から品目横断的補助金に切り替え始めたため、その成果を指標に的確に反映する意味から、品目
横断的交付金については、別途単独に扱うことになった。
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ケティングには卸売市場の整備や、農業見本市の経費などが入る。公共在庫は、備蓄や市場介
入機関の在庫管理･処理費用などである。ただし、市場介入のための全費用が含まれるわけで
はない。価格支持政策による移転額の計算の際、生産者価に政府買入価格が用いられると、ニ
重計算が生じる。また、インフラ投資についても、灌漑や農業用道路などの公共事業の全事業費
が対象になるわけではない。農家負担分は差し引く必要がある。
（３）PSE 分析の理論的枠組み
PSE 分析の理論的枠組みは、比較的簡単な経済学理論に基づいている。これは、もともとの
定義で考えると理解しやすい。1987 年報告では、PSE は「政策措置が廃止された場合に生じる
であろう農民の所得減尐を償うために必要とされる支払い額」、CSE は「政策措置によってもたら
される隠れた消費者への課税（PSE の価格支持部分）とその他の消費者への補助金」と定義さ
れていた32。
この旧定義の裏にあるのは、価格支持であるか直接補助金であるかを問わず、ともかく所得を
増加（減尐）させる政策があれば、その水準によって生産者（消費者）は現在の生産（消費）水準
を決めるであろう、という経済学的に見てわかりやすい仮定である。政策による実質価格引き上
げ率が%PSE、%CSE のとして近似的に推計されれば、生産や需要へのインパクトは、需要と供
給関数の形、とりわけその価格弾力性から推計できることになる。国際貿易へのインパクトの影響
を検討するために開発された MTM モデルによるシミュレーションはまさしくその考えに立ったも
のであった。
OECD マニュアルにある図で説明しておこう。図１の左側の図は輸入国におけるある品目の
需要曲線 DD と供給曲線 SS、国内価格 DP と輸入価格 IP を示したものである。曲線は簡便化
のため直線で描いてある。価格支持の結果、生産量は QP1 から QP2 に増え、消費量は QC1 から
QC2 に減る。結果として輸入量は（QC1－QP1）から（QC2－QP2）まで減尐する。これが価格支持
政策の貿易へのインパクトであり、理論的には両曲線の傾きが分かれば計算できる。この場合の
政策による消費者の支払い増加額（負の移転額）は、四辺形 abef となり、そのうち生産者への移
転は図の中の網かけ部分 TPC、政府等への移転は色つきの部分 OTC で示される。OTC は関
税や課徴金による政府収入となる。

32

ただし、この定義は、大国の政策による国際価格の歪曲がある場合、それが撤廃された場合に実現する国際価格と
国内価格の差を PSE・CSE の単価として計算することを意味すると取られる恐れがある。また、同様のことが、生産制限
政策についてもいえる。このような誤解を避けるため、PSE の定義が後に変更された。
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図 1.価格支持による移転の概念図

（輸入国）

（輸出国）

輸出国の場合も同様に考えることができる（図 1 の右側の図）。価格支持の結果、生産は増え
需要が減るので輸出量は（QP1－QC1）から（QP2－QC1）まで増加する。増加の大きさは需要
曲線と供給曲線の傾きで決まる。この場合の生産者への移転額は四辺形 ghkl の面積になり、内
訳は政府からの移転 TPT と消費者からの移転 TPC になる。
政策措置が国境措置ではなく、不足払いや生産量比例の補助金の場合は尐し事情が異なる。
国境措置と同じように生産者の実質受け取り価格を上げ生産は刺激されるが、大国でない限り国
際価格に影響を与えることはなく輸入価格は変わらない。このため消費者側では何ら移転は起き
ないことになる。図 1 の輸入国でいえば、OTC はゼロとなり、TPC は消費者からの移転に代わっ
て政府からの移転（財政支出）になる。輸入の減尐も（QC1－QC2）だけで済む。つまり、生産者
への移転額に変わりはないが、消費者の負担はゼロになり、輸出国も恩恵を受ける。最大の問題
は、価格支持の場合と比べ、政府からの移転が著しく増えることである。政府にとっては、生産者
への補助金を肩代わりさせられるだけでなく、関税収入 OTC もなくなるので 2 重の損失となる。
殆どの政府が、国境措置による価格支持を採用するのはこの理由からである。
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では、輸出国の輸出補助金の場合はどうなるだろうか。消費者側には何の移転も起きないが、
生産者に対し価格を上げた場合と同じだけの所得を保証するとすれば、政府は輸出補助金相当
分 TPT だけでなく消費者からの移転分 TPC も含めた四辺形 ghlk 全体を肩代わりせざるを得な
い。EU が国内価格支持による消費者負担と輸出補助金との組み合わせで共通農業政策を運
用してきたのはこの理由からである。
同様な理論的考察は、価格支持による移転がマイナスになる場合、すなわち輸出税や輸出数
量制限で国内価格を国際価格より低く抑えた場合についても行うことができる。これは関税収入
がほしい、或いは都市部門の賃金を抑えたい発展途上国でしばしばみられる政策である。結論
だけ述べておくと、輸入国の場合、生産者から消費者への移転と、政府から消費者への移転が
おき、輸出国の場合、生産者から政府と消費者双方に移転が起きる。いずれの場合も生産者は
マイナスの移転となる。
以上からわかるように、PSE・CSE は、農業政策によって引き起こされる生産者、消費者、政府
の間の最初の経済的移転の大きさを、主要政策、主要品目ごとに明らかにできるという特徴を持
っている。従ってその大きさや、構成比の変化の観察を通じて、農業保護政策の動向を長期に
わたってモニターすることが可能である。為替レートや国際農産物市場の影響を受けるので、厳
密な比較には問題があるが、%や共通通貨で換算すれば国際的な比較も可能である。
（仮定と限界）
しかしながら、いかなる指標も万能ではない。PSE・CSE も一定の仮定に基づく以上、多くの
限界があり、その解釈や応用には注意が必要である。主な留意点だけ挙げておこう。
①生産消費へのインパクト：PSE 指標は政策による最初の移転の推定値であって、生産や消
費への 2 次的な波及効果やインパクトをしめす指標ではない。これはよく誤解される点であ
る。そうしたインパクトは、後述するように PSE 指標を数量的経済モデルに政策変数として
組み込むことで分析されることになる。
②小国の仮定：内外価格差は現在の国際価格をもとに計算される。これは、国際価格が、自
国の政策によって変わらないという暗黙の仮定に立っている。しかし、EU や米国など大国
の政策、例えば輸出補助金や輸入規制は、それ自体が国際価格をゆがめる。歪んだ現在
の国際価格をもとに内外価格差を計算するのは正確ではない。また、大国の輸出補助金の
結果、輸入国の内外価格差が過大推計される危険性をはらんでいる。
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③大国の生産制限の扱い：大国の生産制限は国際価格を上昇させ、他国の生産者に思わぬ
利益を、消費者に損失を与えると考えられる。こうした効果は PSE・CSE 指標では考慮され
ない。
④グロスの保護：例えば、肥料に高関税が課せられている場合、農産物自体への保護政策は
なくても、国内の農産物価格は割高となり、見かけ上 PSE が発生しているように計算されて
しまう。また、環境補助金をもらうために農民の生産コストが割高になる分も考慮されない。
⑤補助金の生産刺激効果の違い：現在の手法は、生産者に支払われる補助金はすべて PSE
とみなして合算している。しかし、厳密には、生産量比例の直接支払金と、環境保全農業へ
の直接支払金は生産の刺激という点では効果が異なる。休耕補償金のように、生産には負
の効果を持つものもある。
（４）AMS との違い
WTO の農業協定で国内農業支持の総体を測る指標として使われる AMS は、PSE 指標を参
考にして作られた指標であるが、両者の間には大きな違いがいくつかある。これは、PSE が経済
分析の指標として開発されたのに対し、AMS は交渉の結果合意された拘束力を持つ指標であ
ることに起因する。PSE 指標が経済分析指標、AMS は法的或いは行政的指標といってもいい。
その違いは端的には内外価格差計算の前提に表れる。PSE の内外価格差計算はその年の国
内価格と国際価格の比較であり、国際価格が変動すれば政策に変更がなくても変化する。しか
し、それでは法律によって拘束される政府の約束としては意味をなさない。そのため、AMS では、
基準年の国際価格を固定し、それと各年の行政価格とを比較することにしたのである33。

表 1．PSE と AMS の違い
PSE 指標
指標の目的
拘束力
対象となる政策
CSE

33

AMS

農政改革の経済分析とモニ

国内支持削減のための国際約

ター

束の基準と監視

なし

あり（削減の義務）

あらゆる農業政策

農業貿易に影響する国内政策

計算される

計算しない

山下一仁(2000)
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行政価格と関連しない価格支
対象の例外

特になし

持政策、青や緑の政策、デミニ
ミス、途上国特例

基準年
内外価格差の計算
計算の主体

なし（各年の時価）

1986-88 年平均

主要品目の各年の生産者価

主要品目の各年の行政価格と

格と国際価格

基準年の国際価格

OECD 事務局

WTO の各加盟国

主な違いは表１にまとめておいた。AMS の対象となる政策の範囲や計測の方法は、拘束力あ
るコミット指標とするため PSE よりもかなり限定されている。PSE 計測の対象には含まれるが
AMS には含まれていない主なものは、次のとおりである。
①行政価格（政府買い入れ価格や指標価格など）が定められていない産品の、関税や輸出補
助金などの貿易政策
②生産制限を伴う政策（農業協定の「青」の政策）
③貿易に影響が尐ない政策（農業協定の「緑」の政策）
④支持の水準が先進国で 5%以下、途上国で 10%以下の政策（de minimis）
⑤途上国に認められた特別扱いの対象となる一部の投資、投入補助政策
これらの政策が対象外とされたのは、①は、関税などのマーケットアクセスや輸出補助金は農
業協定上、別途削減コミットの対象になっていること、②、③は AMS の対象が貿易に影響を与え
る政策に限ること、④は事務上の煩雑さ、⑤は農業開発が必要な途上国への配慮なことであっ
たと思われ、それぞれ一理がある。
ただ、これらの除外規定のおかげで、AMS の対象や金額が尐なくなり、かつ経済学的な一貫
性が大きく損なわれることとなった。たとえば、米国は、TSE の大きな位置を占めるフードスタン
プ等への支出が「緑の政策」に分類されるため、AMS は、除外のない場合の 10 分の 1 となって
いるし、EU も近年では青の政策と緑の政策を合わせた額が AMS より大きくなっている。日本も、
1998 年に34行政価格による価格支持がなくなったとして、1999 年以降コメに関する価格支持を

34 日本は、ドーハ・ラウンドでコメのミニマムアクセス輸入数量の拡大を避けるため、1999 年 1 月、コメについて特例として

認められていた数量制限を関税化して定額関税の関税割り当て制度（暫定は 45 円/kg、定率換算すると 770%、基本は 402 円/㎏）に
移行した。この高額関税によって国内のコメが輸入から守られることが保証されため、行政価格を撤廃し、国内市場での価格形成を自
由化したと考えられる。
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AMS 算定から除外した。このため、コメの AMS が突然 2 兆円近くも減って、全体の AMS が 4
分の 1 に激減している。
参考のため、EU、日本、米国の 3 カ国について、PSE と AMS の絶対額の比をとってその変
化をみると、図 2 のようになる。これからも分かるように、AMS は PSE よりかなり小さく、しかも
1995 年以降、低下傾向にある。2009 年には、3 カ国とも 0.2 以下となった。日本の数値が 1998
年に急落するのは先ほど述べた理由である。また、EU の数値の低下は、CAP 改革の結果、価
格支持政策から生産量に関係しない所得支持政策への切り替えが進行したことの反映である。

なお、WTO では、AMS のほかに、AMS の計測対象からから除外された緑や青の政策、デミ
ニミスなどに該当する金額も公表している。これらの除外部分は、PSE 指標ではおおむね PSE
の直接支払いか GSSE に該当する。言い換えれば、「AMS とその除外額の合計」（以下
「AMS+」と略す）が、PSE 指標の TSE に近いものになると考えられる。図 2 と同じように AMS+
と TSE の比をグラフに落としたのが図 3 である。EU と米国では AMS+は TSE の 8-9 割になり、
確かにかなり良い近似となっている。従ってこの AMS+は、扱い次第で、PSE 指標に近い農政
改革分析指標となる可能性を持っている。
一例として、図 4 に EU のケースを挙げておく。CAP 改革の結果 AMS と生産制限を伴う支払
いは大幅に減ったが、代わって、生産制限を伴わない直接支払いが急増して、AMS+としては
あまり大きく減尐していない。EU のデカップリングの進み具合がよくわかる。ただ、同じことを日
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本の AMS+のグラフ（図 4-2）からは読み取ることができない。1999 年以降コメの AMS をゼロに
したためである。しかも、日本の場合「緑の政策」の除外額も減尐傾向にあり、世界的なデカップ
リングの流れをこのグラフからは見てとることができない。

1995 年の農業協定の合意から既に 20 年近くがたち、その間に主要国の農業政策もずいぶ
ん変化した。全ての先進国で、AMS はコミットした上限をはるかに下回っている。また、現行の
AMS は生産者への支持の指標としては機能せず、国内支持に関する WTO 規律と各国の農政
のトレンドとの関係を示すことが困難である35。それは、AMS の通報は各国政府にゆだねられて
おり、各国政府は、ルールの範囲内であれば対象政策の分類や価格支持の計算をある程度選
択できるからである。
このためドーハ・ラウンドの農業交渉では、国内支持の削減について大幅な修正が提案されて
いる。すなわち AMS の対象に青の政策を加え、緑の政策を厳格に定義して、AMS に代わる総
合貿易歪曲支持（OTDS）と呼ばれる金額指標を設定し、段階的削減を約束しようとする提案で
ある36。青の政策には上限が設けられ、デミニミスの比率も半減される。この提案は、従来の
AMS を、農業政策の貿易歪曲効果に着目してより経済学的に意味のあるものにしようとする試
みであり、基本的に PSE の考え方に沿ったものである。
35
36

Olden, D. et.al. (2011)
WTO(2008a)
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ただ、最近の OECD の PSE は、先進国農業政策の目的が環境など農業生産以外にシフトす
る傾向にあることを反映して分類や手法がさらに精緻化しており、OTDS よりさらに先に進んでい
る。農業協定の AMS 指標の改善は、WTO という性格上貿易への影響を中心とせざるを得ず、
法的指標ということもあって、先進国の国内農政改革の分析評価への応用という点では、限界が
あるのはやむをえまい。
（５）政策評価モデル PEM
何度も説明したように、PSE 指標は、経済主体間の最初の移転を表す指標なので、それ自体
では生産や貿易へのインパクトを示すことができない。この問題を解決するために開発されたの
が、MTM モデルや PEM と呼ばれる部分均衡モデルである。MTM モデルは 1987 年の
OECD 報告で使われた静態的均衡モデルで、主要国ごとに作られた農産物需給方程式モデル
を国際貿易とリンクさせて価格を媒介として均衡解を求めるものである。PSE/CSE は価格上乗
せ分の政策変数として挿入され、バランスの取れた漸進的保護削減のシナリオ分析に使われた。
非価格的政策、例えば米国のセットアサイドや日本の減反政策は内生化が困難なので、外生的
に与えられる。需給方程式の係数は各国・各品目の価格弾力性（交差弾力性を含む）である。
MTM モデルは比較的わかりやすく、規範的な貿易インパクトのシミュレーションには適していた
が、その後さらに進化した先進国の農政改革を評価することは困難であった。
現在 OECD で使われているのは PEM と呼ばれる政策評価モデルで、同じような静態的均衡
モデルではあるが、政策の変化に伴う農業部門全体の調整過程を考慮できるよう、農地や農業
労働力といった投入財についても内生変数として取り込んだモデルになっている。これは、おな
じ PSE・CSE でも、実施方法次第でその効率や影響が異なるという点に着目し、最近進んできて
いる各国のデカップリングの改革、特に複雑な直接支払の影響を分析できるようにするために開
発されたものである37。例えば、同じ額の直接支払でも、生産量比例交付金は、農産物市場を直
接歪曲するが、過去面積比例交付金は、それがゆがめるのは土地市場であって、農産物の市場
ではない。交付金を受け取るのは、農産物生産者ではなく土地所有者だからで、生産者への所
得移転の効率はいいとは言えない。また、農産物への補助金は、中長期的にはかなりの部分が、
投入財の直接間接の需要増加という形で投入財の供給者、たとえば地主や肥料メーカーに流れ
る。最近の OECD による主要国の農政モニター報告は、政策の種類や実施手法ごとに詳細に
分類された PSE 指標を用い、PEM モデルを、各国なりに修正して、農政改革の評価を行おうと
37

OECD (2009)
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している38 。土地や労働という、不完全な競争市場を持つ分野をモデルに取り込んだことで、そ
の解釈はより難しくなったが、農産物生産以外の側面に着目した政策が増える最近の農業政策
のインパクトを広く考察しようとするもので、経済学的にも意味のある試みである。
３．PSE/CSE 分析の実例
OECD は毎年加盟国の農業政策のモニター報告を公表しており、その数量的評価の中心に
なっているのが PSE 分析手法である。また毎年の全加盟国対象の報告とは別に、時に応じて主
要国の政策を国別に分析評価し、国別の報告も公表している。それらの公表報告を見れば、最
近の各国政策改革の動きも PSE/CSE の動きもよくわかる。本節では、EU、米国、日本の 3 か国
を例に、1986 年以降の政策の変化がどのように PSE 指標に有効に反映されているかを、
OECD の PSE データベースから得られる情報をもとに検証しておく。
この 3 カ国の農業政策は、それぞれの国の農業・食料がおかれた状況を反映して基本的なス
タンスがかなり異なっている。EU は共通農業政策の発足以来、主要農産物は価格支持制度の
もとで域内生産を保護し、一部の畜産物飼料等のみ輸入に頼るという、輸入国型政策をとってき
た。このため、輸入に対しては可変課徴金を課す一方、余った場合は輸出補助金で輸出すると
いうのが基本政策であった。ただ、1980 年代初頭以降は、生産力の高まりや加盟国の拡大を背
景に純輸入地域から純輸出地域に変わり、その政策も大きな変化を迫られてきた。一方、米国で
は新大陸の豊かな土地資源と強大な農業生産力を背景に、需給はマーケットに任せるというの
が基本で、過剰時の農家所得の低下をどう防ぐかが政策の中心となってきた。シカゴの相場が世
界の市場の相場になるという性格上、その政策の国際市場へのインパクトは大きい。日本は、国
土と人口の関係から、食料の自給は困難で、安全保障の観点から主食のコメ等を厳しい輸入管
理で守りつつ、飼料用穀物等は無税で輸入して畜産の振興を図るという輸入国としての現実的
な二面作戦をとってきている。こうした違いが PSE 指標にも表れている。
（１）EU39

前節でみたように、EC(1993 年以後 EU)は、1970 年代から 1980 年代にかけて、乳製品や牛
肉、穀物、ワインなどの過剰問題に直面した。主原因は、共通農業政策のもとで設定された介入

38

OECD (2011a) および、OECD (2011b)

39

CAP 改革については、EC の web サイト History of the CAP にある時代別の EC 関係各種ドキュメントか
ら詳細な情報を得ることができる。

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/post-2013/index_en.htm
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価格が、政治的圧力で年々引き上げられたことである。加盟国間の融和を第一とせざるを得ない
EC のジレンマであった。1970 年代末には既に高価格支持と補助金に依存する CAP の様々な
根本問題が指摘されていたが、政治的に不人気な価格引き下げの代わりに EC が選択したのは、
域内では生産割り当てや生産保証限度数量制の導入、域外では海外援助や補助金輸出であっ
た。しかし、域内調整は難航し、割り当て超過や骨抜きが行われて実効は上がらなかった。域外
では米国等との貿易紛争が激化し始めた。このため、その場限りの生産調整でしのいできた EC
も、1980 年代半ばには、抜本的な CAP 改革に乗り出さざるを得なくなった。
改革の基本理念となったのは、価格支持と所得支持との切り離し、いわゆるデカップリングで
ある。高価格支持は、需要と供給の両面で市場をゆがめ、ダブルで過剰と貿易摩擦を作り出す。
価格支持の性格上そのコストは広く薄く消費者が負担するので、過剰が小さいうちは財政負担も
政治的抵抗も尐ない。輸入があれば関税収入も入る。しかし、過剰が拡大すると、介入費用、在
庫保管費用、そして輸出補助金がうなぎ上りに増えていく。また、価格支持の恩恵は生産量シェ
アの大きい大規模な農家や加盟国に偏るという問題もあった。
デカップリング実行上の最大のネックは、生産者の所得を減らすまいとすると、消費者負担に
代わって直接所得補償のための膨大な政府財源が必要になることである。それにも拘らず、EC
があえてデカップリングに踏み切ったのは、補助金付き輸出が GATT 上不可能になると、過剰
在庫の国内処分のための損失が輸出補助金の何倍にも膨らみ、財政が制御不能になることが目
に見えていたからである。幸い、これまで必要だった輸出補助金や過剰処分経費が直接所得補
償の原資の一部になりうる。紆余曲折を経てまず実現したのが 1992 年のマクシャリー改革であ
った。
マクシャリー改革は、直接所得補償を導入する代わりに、穀物の介入価格の 30%引き下げ(3
年間で)、牛肉とバターの支持価格の引き下げ、セットアサイドの義務化、油糧種子の不足払い
の面積支払いへの転換、早期リタイアを盛り込むなど、それまでの CAP の仕組みを大胆に転換
するものであった。1995 年には、WTO 農業協定が発足して関税引き下げや輸出補助金の削減
が求められるようになり、改革を後押しした。その後も「アジェンダ 2000」のもとでさらなる支持価
格の引き下げや、所得補償の多様化の努力が続けられたが、それでもなお過剰傾向は続き、改
革が不十分との批判が残った。
真の意味でのデカップリングが進んだのは 2003 年の「ルクセンブルグ改革」によってである。
それまでは、直接所得補償は、生産量比例ではないにせよ、何らかの形で個別農産物の生産と
関係づけられていた。しかし、この改革で、農業生産の義務付けや品目別の支払いをやめ、代
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わりに2000-02年の権利（entitlement）を基準とした単一交付金、すなわち「生産義務のない品
目横断的直接所得補償」を導入した40。これにより、価格支持と所得支持が明確に生産と切り離
されることになった。
加えて、この改革はさらに 2 つの重要な改革要素を持ち込んでいる。ひとつは交付金の受給
に環境配慮などを条件づける、いわゆる「クロス・コンプライアンアス」を、それまでの任意から義
務に変えたことであり、もうひとつは、CAP の財政措置の 2 つの柱である所得支持と農村振興の
ウェイトを段階的に後者に移す、いわゆる「モジュレーション」を盛り込んだことである。これらは、
農業者の所得を確保するという CAP の基本理念は維持しつつも、価格引き下げの単なる補償と
いうデカップリングの思想からさらに一歩進んで、農業保護政策をより環境保全や農村整備とい
った方向に誘導するという意味をもつものであった。CAP 改革はその後も、畜産品や穀物から砂
糖や野菜・果実、ワインに拡大され、2009 年の「ヘルスチェック」改革では、介入の縮小、牛乳の
生産割り当ての段階的廃止、クロス・コンプライアンスの強化などを打ち出している。
こうした、CAP 改革の変遷は、PSE/CSE 指標で明確に追跡することができる。詳しい分析は
OECD 自身が行っている41が、尐し違う視点も含めて概観しておく。まず、農業セクター全体へ
の移転と生産者への移転をみると、名目額では多尐の上下を繰り返しほぼ横ばいであるが、
GDP デフレーターで実質化したものは、TSE も PSE も 1986 年以降次第に低下し、特に 2003
年のルクセンブルグ改革以降急速に低下していることが分かる(図 5)。これは、名目では介入価
格を据え置いたりしたものの、1980 年代から実質では支持価格の切り下げが開始されており、マ
クシャリー改革、さらにはルクセンブルク改革でそれに一層拍車がかかったことを意味している。
価格切り下げを補うはずの直接所得補償も、実質では全体の生産者移転額の低下の歯止めに
はなっていない。CAP 改革は農業者全体の実質所得を減尐させて増産に歯止めをかけ、需給
バランスの回復を図ることに一応成功したと言えそうである。ところどころに山があるが、これは
PSE 計算のもとになる内外価格差が、国際農産物価格及び為替レートの変動の影響を受けたた
めで、全体のトレンドには影響はない。また GSSE に着目すると、その絶対額が近年でも余り増
加せず、モジュレーションによる所得維持から農村振興へという動きがまだ本格化していないこと
も明らかである42 。
40

同じ品目横断的所得補償制度でも、生産と関連づけられている日本の品目横断的経営安定対策補償金とは意
味が異なる。日本の場合は、自給率向上の観点から麦や大豆などの生産振興の色合いが強い。
41 Ibid, OECD (2011)
42 このほか、OECD の PSE データベースを使うと品目ごとの保護の動きや、財政負担の動向、また政府の一般サービ
スの支出構成の変化、さらには PEM モデルによるシミュレーションなど様々な分析や政策モニターが可能になる。詳
しい分析は Ibid. OECD(2011a,2011b)。
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以上の点は、生産者受け取り額に対する消費者や政府からの政策移転の比率である%PSE
及び、内外価格差の指標である生産者 NPC（pNPC）で確認するとその傾向がよくわかる。

出典：OECD PSE database より作成
注 1）GDP デフレーター(EU27 カ国、1995 以前は OECD 欧州、2005=1）で実質化。
注 2）CSEG は CSE 総額から生産者への移転分を除いたもの

即ち、図 6 に見るように、1986 年に 40%近くあった%PSE は、1990 年代から 2004 年頃まで
30%台で緩やかに低下し、2005 年以降は急速に下がって 2010 年以降は 20%を割り込むよう
になっている。また、pNPC もほぼ同様な動きをし、この間 1.8 から、1.0 まで下がった。これは、
EU の域内生産者受け取り価格がほぼ国際水準に等しくなったことを意味する。また、内外価格
差がなくなったにもかかわらず、%PSE がなお 20%もあるのは、価格支持に代わって、EU や各
国政府の財政負担による直接支払いが一部それにとってかわったからである。%PSE の低下の
スピードが pNPC より遅いのはその表れである。
現在の PSE 指標は、さらにこの農政改革の質的変化の分析も可能にする。図 7 は、EU の各
年の PSE 額を 100 としたときの、主要な政策手段による移転額の構成比の変化を示したもので
ある。この表からいくつかの際立った変化が見て取れる。1 つ目は 1980 年代半ばに 85%近くあ
った価格支持による移転の割合が一貫して低下し、2010 年以降は 10%台にまで落ち込んだこと
である。2 つ目は 1992 年ごろから 2004 年にかけて、現在の面積や家畜頭数を基準にした支払
592

いの比率が増加したことである。これはマクシャリー改革で、支持価格の引き下げの代わりに面
積や頭数割で直接所得補償を行ったことの反映である。3 番目は 2003 年のルクセンブルグ改革
によって、生産義務のない支払いが急増し、PSE の半分近くになってきたことである。
こうした改革は、品目ごとの PSE の変化にも表われる。表 2 は PSE の実質総額と、それに占
める主な品目グループの比率を 1986-88 年平均、1999-01 平均および 2010-12 平均とを比べ
たものである。総額が確実に減り半分程度になっているだけでなく、その構成比も大きく変わった
ことがわかる。穀物はマクシャリー改革で、畜産物はルクセンブルグ改革以降に、それぞれ大きく
シェアを落としている。かっては大きなウェイトを占めていた牛乳、穀類、油糧種子などはほとん
ど姿を消し、牛肉と他の畜産物、その他が残っているにすぎない。しかも、そうした品目別に計算
される PSE のシェアは PSE 全体の 2 割にまで落ちている。この結果は、生産義務のない品目
横断的所得補償への切り替えが牛肉など一部を除き確実に進んできたことを意味する。

表 2. EU:PSE 総額と主要品目単品シェア（％）の推移
1986-88

1999-01

2010-12

穀物

17.2

5.5

0.2

油糧種子・砂糖

6.0

3.2

0.1

牛乳

24.3

15.8

1.0

牛肉

11.9

15.4

6.0

他の畜産物

6.8

9.0

5.9

その他

27.0

20.5

7.9

PSE(単品)計

93.2

69.3

21.1

146,622

105,722

73,128

PSE 額計
（100 万 ECU）

次に CAP 改革がどう生産に影響したかを自給率の変化に着目してみてみよう（表 3）。これか
らいえることは、EU 全体としてみたときに、支持価格の削減や実質移転額の減尐にもかかわら
ず、自給率は落ちておらず輸出余力すら維持していることである。EU15 に限ると、穀類、テン
サイ、牛乳等で自給率低下がみられるが、もともと過剰であったものが減尐したか、あるいは旧東
欧諸国の新加盟国にシェアを一部とられたかであり、EU 全体として最近の自給率が 100 を下回
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っているものは牛肉だけである。CAP 改革は、食料需給バランスや加盟国の拡大にもうまく対応
してきたことがうかがわれる。

表 3．EU の主要品目の自給率の推移
1987-89

1997-99

EU12

EU15

2007-09
EU15

EU27

127

120

107

121

98

100

87

111

101

116

99

116

13

8

4

5

125

132

109

112

99

102

113

107

牛乳

116

105

88

108

牛肉

104

107

95

96

豚肉

103

109

117

106

鶏肉

105

109

118

100

97

102

100

100

普通小麦
トウモロコシ
ナタネ
大豆
テンサイ
ジャガイモ

卵

出典：OECD 2011、p41, Table 2.6

じつは、CAP 改革の成果は、実質 CSE に最もよく現われる。EU の農産物価格は着実に国際
価格に近づいてきた結果、1980 年代半ばに 1000 億 ECU を越えていた消費者の負担は一貫
して減尐し、近年では 200 億 ECU を下回る（図 8）。CAP 改革の最大の受益者は消費者であっ
たことがわかる。
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（２）米国
(米国農業政策の概観)
米国は世界最大の農産物輸出国であり、生産性も極めて高いことから農業への政策的支援は
必要とされないと考えられがちである。しかし、実際には、1930 年代のニューディール政策下の
農業調整法による救済以来、米国は長い農業保護の歴史を持っている。豊かで広大な大地と農
業技術の進歩のおかげで、アメリカ農業は絶えず不足ならぬ過剰生産により価格下落と農家所
得減尐のリスクにさらされてきたからである。
このため、暫定法であったはずの農業調整法はほぼ 5 年ごとに名称を変えつつ今日まで通称
｢農業法｣（farm bill）として生き延び、米国農業政策の在り方を規定してきた。途中で、土壌保全
やフードスタンプを取り込むなど、農業法の内容や形態は、その時々の農業をめぐる内外の情勢
にあわせて大きく変化してきたが、農業政策の中心的手段は、1990 年代半ばまで同じであった。
すなわち、目標価格（ローンレート）での農産物担保融資と減反（セットアサイド）の組み合わせに
よって一定の農家所得と価格の安定を図ることである。その政策に参加するかどうかは農家に任
されている。任意かそうでないかの違いはあるにせよ、今日まで EU や日本が採用してきた様々
な農業保護政策の原点は実は米国にあったと言ってもよい。
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米国は農産物の大輸出国であるから、原則として価格形成は市場にゆだねられており、砂糖
などを除き高い輸入障壁はない。しかし、この農産物担保融資は、市況がローンレート以下に低
迷した場合、担保農産物をローンレートで商品信用公社（CCC）が事実上買い取り、市場から隔
離することになるので、市場価格を下支えする機能を持つ。減反の目的ももちろん価格の維持で
ある。つまり、米国の農業保護政策も、EU とは仕組みや程度こそ違え、価格支持と所得支持が
一体となっているという点では同じような性格を持っていた。ローンレートは実際の市場価格を下
回ることも尐なくなかったが、しかし、所得と価格の安定だけでも、巨大な農業生産力を刺激する
のに十分であった。天候に恵まれたり、目標価格が尐しでも高めに設置されたりすると大幅な過
剰在庫が生じた。
この米国農業の宿痾ともいうべき農産物過剰問題は、ローンレートの低位誘導政策と供給管
理政策及び需要拡大政策とを組み合わせることによって解決が図られてきた。実際に主要穀物
のローンレートは、1950 年代から 1970 年代の世界食料危機まで、名目でも一貫して引き下げら
れている43。他方、供給管理政策は、当初から土壌保全を名目とした休耕割り当ての形をとった。
任意ではあるが、ローンレートでの融資を休耕と抱き合わせることによって、生産を制限しようとし
たのである。供給管理は、1970 年代の食料危機時代に一時中断されたが、過剰が深刻化した
1985 年代半ばに復活し、デカップリングによる直接所得補償が本格化する 1990 年代まで続い
た。
需要拡大政策のほうは、国内では、フードスタンプや学校給食などの栄養改善計画、国外で
は援助と輸出補助という形をとった。1970 年代に農業法に組み入れられたフードスタンプは、低
所得者への生活支援や栄養改善も目的であったが、主な狙いは過剰な食料を政府の補助で安
価に供給し、過剰農産物を処分することにあった。この需要拡大策はその後次第に対象を拡大
し、最近では農務省予算の最大の予算項目になってきている。
しかし過剰処分の最大の切り札は輸出と食料援助である。生産コストの低い米国の場合、国内
で過剰が生じても、海外に需要がある限りは輸出を増やすことができ、国内価格の大幅な低下は
避けられる。PL480 などに基づく海外食料援助も大いに役に立った。しかしそれが容易だった
のは 1970 年代までのことで、1980 年代に入ると、それまで食料の純輸入地域で米国産飼料作
物のお得意先でもあった EC が純輸出地域となり、補助金付き輸出を始めたため、事態は一変し
た。また、カーター大統領による対ソ穀物禁輸も、アルゼンチンや他の輸出国に漁夫の利の利を

43

USDA (2001)
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与えた。米国は輸出マーケットを維持回復するために輸出補助金で対抗せざるを得なくなった。
それは米国にとっても膨大な財政負担を伴う消耗戦であり、根本解決策ではなかった。
米国の農政改革は 1985 年農業法から始まった。それまで生産者は、融資担保とした生産物
を自分で販売するためには、融資元本と利子を農産物信用公社（CCC)に返済して契約を解除
する必要があった。このため、市況がローンレートより低いか或いは先安観が広がると、契約を解
除せずそのまま「質流れ」させる生産者が増え、公社は必要以上に在庫を抱えることになってい
た。1985 年農業法は、契約解除の際に生産者が支払う単価をローンレートより引き下げ、利子も
免除して、自分で市場販売するほうを選びやすくした。この新措置はマーケティングローンと呼
ばれ、財政負担は尐し増える可能性はあるが、生産者と市場の意思をより尊重し、政府在庫の減
尐を図ろうとしたものである44。
米国農政の本当の意味での転換は 1996 年の農業法によって実現した。ローン対象主要作物
について価格・所得支持と切り離した過去の実績に基づく直接支払いが導入されたからである。
作付制限も原則廃止され、生産者は対象作物であればどの作物をいくら生産しても、一定の額
の所得補償を受けることができるようになった。産品別のマーケティングローン制度は残ったがそ
のローンレートは過去 5 年の市場価格の 85%に設定されたため、価格支持や所得支持の機能
は薄れ、つなぎ融資あるいは最低収入保険といった性格が強くなった。この時点で、米国の農業
法による農業保護政策はデカップリングを達成しうる体制が整ったと言っていい。それはまた、農
業調整法以来続いた過剰対策としての価格支持政策からの決別を意図するものであった。
2002 年には価格変動支払い（counter cyclical payment） プログラムが導入されたが、これ
も当年の生産量ではなく過去の生産量に基づいて支給されるので、尐なくとも目的は直接価格
支持効果を誘導するものではなかった。2008 年には、商品市場の高騰を背景にローンレートな
どが引き上げられたが、市況高騰の後追いで実際的な価格支持の意味を持たず、むしろ国内の
食料価格高騰の影響を心配して、栄養改善計画などへの支出を大幅に引き上げるなどの消費
者対策措置がとられた。
最近では、米国農業食料に大きな影響を与える政策は、2007 年のエネルギー自立安全保障
法によるバイオエタノール増産にせよ、2009 年米国復興再投資法による栄養改善計画の大幅
な拡大にせよ、農業法の枠組み以外のところで決定されるようになっている。米国の農業保護政

44

Ibid. USDA(2001)
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策も、EU の CAP 同様、グローバル化や環境・エネルギーをめぐる情勢の変化を受けて、まった
く新しい道を模索する段階に入ったように見える。

(PSE/CSE による米国農業政策分析)
前置きが長くなったが、以上のような米国農業政策の変遷が PSE 指標にどう反映されている
かを見てみよう。図 9 は、米国の実質 TSE、PSE 及び CSEG（政府から農産物消費者への移
転）を見たものである。ここには、他の OECD 諸国にはない際立った特徴が見て取れる。第 1 は、
実質で見ても TSE 総額が 1990 年代半ば以降増加していることである。この増加は GSSE と
CSEG の急増によるもので、大部分が栄養改善計画など消費者への食料補助の増加が原因で
ある。第2 は、それと裏腹の関係になるが、TSE 全体に占める PSE の比率が相対的に低いこと、
それも最近では 3 割以下にまでに低下していることである。米国の農業政策の議論ではローンレ
ートに代表される価格所得支持に注目が集まるが、農業セクター全体への移転という立場からみ
ると、実はその比率は意外に低いことがわかる。第 3 は実質の PSE 総額が、全体として長期的に
減尐するものの 1990 年代末から 2000 年代初めにかけていったん上昇することである。全体的
な減尐は 1980 年代半ば以降の農政改革の成果の表れと解釈できるが、この上昇は 1996 年農
業法による抜本改革があっただけに奇妙なことである。
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注：GDP デフレーター（2005=1）で実質化

この点は、PSE の内容を詳しく見ることで明らかになる。図 10 は実質 PSE の変化をその主な
構成要素ごとに見たものである。1995 年以降の実質 PSE の増大は、1996 年からはじまった「生
産義務なし直接支払い」に、価格支持の移転の増大と「生産量比例支払い」の増大が重なったこ
とによって引き起こされたことがわかる。1996 年農業法の改革は価格支持を直接支払いに移行
させ、ローンレートも引き下げたが、1998 年から 2001 年までそれ以上に市場価格が下がったた
め、新しいマーケットローン制度の下でも、なお旧制度と同じ様な財政負担が生じたのである。こ
こでの生産量比例支払いは、マーケットローン制度と同じ効果を持つ新設の不足払いで、政府
支出が急増したのも、同じ理由である。
では、1996 年以降の農業法の改革は効果がなかったのであろうか。答は否である。図 11 は、
図 10 と同じデータを用いて、各年の PSE 総額を 100 とする政策別の割合を示したものである。
価格支持による消費者からの移転の割合は 1996 年の 5 割近くから次第に減尐し、2012 年には
2 割程度になっていることがわかる。それに代わって増えたのは、生産義務のない支払い、すな
わち直接所得保障である。先ほど延べた不足払いも一時的に増えたがすぐに減尐した。2006年
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以降は、現在の面積に応じた支払いと、投入補助が増えているが、これも前者は作物保険の費
用、後者は石油などの高騰に対して支払われた燃料費の補助である。つまり、農産物生産の直
接刺激になるような価格支持や不足払いは、比重も金額も大幅に減り、代わって生産に中立的
な政府支払いが大部分になってきたことがわかる。PSE 比率の減尐はデカップリングが完成に
近づいている証拠と言える。ただし、2008 年以降の急激な低下は、国際農産物価格の低下と
PSE 計算対象外のバイオエタノールへの政府支援に支えられた面もありそうで、今後の動向が
注目される。

米国の農業政策のもうひとつの特徴である、TSE に占める GSSE と CSEG の比率の高さは、
フードスタンプなど特殊な食料栄養政策すなわち消費者対策に起因する。図 12 は実質 CSE の
推移を移転の種類別に見たものであるが、「政府からの移転」つまり消費者への食料補助が非常
に大きいこと、しかも年々増加してきたことが分かる。これに対しマイナスで表される消費者から
「生産者への移転」は 1990 年代末以降減尐を続け、最近ではほとんどなくなった。この中身は、
主に乳製品と砂糖の生産者への移転であった。「その他への移転」は関税（符号は負）で、これら
3 者を合計したものが CSE であり、図では点線で示されている。米国の消費者は、21 世紀に入
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って、農業食料政策のおかげで実質プラスの移転所得を得ていることがわかる。この点は EU や
日本と大きな違いである。
米国は GSSE にも特徴が見られる。表 3 は、米国の実質 GSSE の構成とその変化をまとめた
ものである。他の OECD 諸国と決定的に異なるのは市場・販促（marketing and promotion）が
8-9 割と圧倒的なシェアを持つことである。この中身は、一部に PL480 による海外援助経費も含
まれるものの、95%以上はフードスタンプ制度の運営に必要な政府の事務、管理経費である。フ
ードスタンプから消費者が受ける移転は、先ほど見たように CSE の「政府からの移転」に別途計
上されている。フードスタンプは貧困・福祉政策であって農業保護政策ではない、という見方も成
り立つが、OECD は農業部門への TSE(GSSE と CSEG)に計上している。米国の TSE が想像
以上に高く、かつ近年急増するのはこのためである。米国の GSSE のもうひとつの特徴は、農業
教育の移転がゼロになっていることである。通常この中には農業者研修や改良普及の政府支出
が含まれるが、米国では、そうしたサービスは民間にゆだねられていることの反映である。

表 3．GSSE の内訳とその変化：米国 （億ドル）
1986-88

1998-00

2010-12

平均

平均

平均

研究開発

17.3

18.6

21.7

農業教育

0.0

0.0

0.0

検査

5.9

7.3

9.5

3.5

25.9

162.8

206.5

587.4

0.0

0.7

0.1

16.8

21.4

17.5

209.3

257.9

662.0

インフラ
市場・販促
公共在庫
その他
合計

最後に、もうひとつだけ、米国農業の特徴を挙げておく。それは、%PSE が EU や日本と比べ
て常に低くかつ内外価格差がほとんどないことである。図 13 に示すように、米国の%PSE はマー
ケティングローンの思わぬ出費で一時 25%まで上昇したが、その後は急速に低下して 10%を下
回るようになっている。pNPC は高くても 1.2 を越えず、通常は 1.0 と 1.1 の間で推移している。
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これは、アメリカが農業の生産性が高く、食料の大輸出国であることを考えると当然のことである。
それでもなお、過剰対策のために膨大な予算をつぎ込まなければならないところに米国農業政
策のもつ難しさがあるといえよう。
（３）日本
では、PSE 指標は、日本の農業政策の変化をどうとらえているであろうか。日本については多
くの報告や分析があるので、EU や米国のケースのような政策動向の概観は省略し、日本の
PSE 指標がなにを示唆しているかだけざっと見ておこう。

まず、TSEとその構成要素をデフレーターで実質化しグラフに落としたのが図 14である。実質
TSE は 1986 年以降 20 数年間で 9 兆円から 5-6 兆円くらいにまで減尐した。その減尐の大半
は PSE の減によるものである。この図から見る限り尐しテンポは遅いが日本でも EU や米国と同
じように農政改革が進んでいるように見える。
しかし、一方で、%PSE は尐し異なった動きを示す（図 15）。すなわち 農業者受取額に占める
移転額の割合を示す%PSE は思ったほど低下せず依然 50%前後で推移しており、内外価格差
も若干縮小したものの依然 2 倍前後と高い水準にある。EU や米国が%PSE や pNPC を着実に
低下させてきたことと対照的である。
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表 4 日本：品目別の pNPC と生産額ウェイト
pNPC

ウェイト

1986-88 1998-00 2010-12

2010-12

小麦

6.6

6.2

1.9

0.5

大麦

6.3

4.9

3.4

0.1

コメ

5.8

6.9

3.5

20.8

大豆

3.0

1.6

1.6

0.4

ナタネ

2.9

2.7

2.2

0.6

牛乳

7.4

3.2

2.3

7.9

牛肉

3.7

1.5

1.6

5.4

豚肉

1.7

2.0

3.0

6.2

鶏肉

1.1

1.1

1.1

3.3

卵

1.2

1.2

1.2

5.3

リンゴ

1.4

1.4

1.3

1.6

ミカン

1.1

2.7

4.0

1.2

ブドウ

1.3

1.4

1.2

1.7

ナシ

1.6

2.4

2.9

1.2

ハクサイ

1.2

1.4

2.0

1.8

キュウリ

1.4

2.4

2.3

1.0

ホウレンソウ

2.2

2.4

1.0

1.2

イチゴ

1.1

1.3

1.2

1.9

タマネギ

1.6

3.2

4.0

1.8

注 1）OECD PSE データベースから計算。 数値はいずれも 3 カ年平均
注 2) 生産額ウェイトは、全農業粗生産額=100 とした時の%

日本の%PSE がなお高い主な理由は次の 2 点にある。①生産額ウェイトが高いコメ、牛乳、豚
肉などの内外価格差が定額関税や高い関税率の影響でなお大きい。②果物や野菜も内外価格
差がかなり高い45。この点は品目別名目保護指数 pNPC をみると明らかである（表 4）。すなわち、
2010-12 年で見ると、ウェイトが最大のコメが 3.5、次いでウェイトの高い牛乳と豚肉がいずれも 2
を超えており、ウェイトは小さいが、野菜や果実も 2 を超える。このほか、ゼロのはずの大豆やナ

45

野菜や果実の値が相当高くなるのは、MPD の計算に品質差が十分考慮しがたく過大推計になりがちなことや、作
柄によって国内価格が高騰したりすることの影響であろう。
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タネの pNPC も、生産奨励の様々な交付金が農家受け取り価格にカウントされるため、1.6 以上
になっている。
もちろん、一方でこの間に内外価格差を大きく減らした品目もある。小麦は 2007 年の食糧法
の改正で国際価格に連動するようになり、6.2 から 1.9 まで下がった。牛肉も 1991 年の牛肉の自
由化とその後の関税の引き下げで 3.7 から 1.6 になった。コメや大麦も、国内産の価格の低下に
加え、国際価格の高騰で内外格差が縮小した。問題は、こうした努力にもかかわらず、なお加重
平均で内外価格差が 2 倍もあることである。

円

次に、政策別の PSE 構成比の変化を見てみよう。図 16 が示す日本の PSE 構成比には 2007
年くらいから多尐の変化の兆しがみえないことはない。生産義務のない直接支払と、現在の面積
を基準とした直接支払が増加し、価格支持による移転の比率が 2011 年まで低下している。これ
は、2007 年から品目横断的経営安定対策による直接支払、2008 年から収入減尐補填金や水
田活用所得補償金、2010 年からコメ戸別所得補償金や価格変動補填金が始まったことなどの
影響である。しかし、コメについての直接所得補償は、定額関税による価格支持を維持したまま、
国内補償だけを増やすという特異な例で、デカップリングの観点からは説明のつかないものであ
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る46。いずれにせよ、期間中を通じて眺めると価格支持が PSE に占める比率が 8-9 割と高く、ほ
とんど変化がない。これは、図 7、図 11 で見た EU や米国のパターンとは大きく違っている。全
体としてみると日本では農業政策の性格に基本的な変化がなく、デカップリングの進み具合が遅
れていることが明らかである。
消費者の負担の動向は図 17 で見ることができる。点線で示す日本の CSE 総額は大幅なマイ
ナスで 1980 年代後半から 90 年代前半までは 8 兆円前後あった。しかし、その後徐々に縮小し
現在は 5-6 兆円となっている。マイナスの CSE 合計額が生産者への移転額より大きいのは、日
本が輸入国であるため、生産額より消費額のほうが大きく、その関税相当分だけ大きくなるからで
ある。EU でも CSE（図 8）がある程度似たパターンを示すが、純輸出国の EU はこの関税相当
分の上乗せがない点と、CSE 額の減尐が日本より大きい点が異なっている。
さて、ここで、ひとつ疑問が生じる。PSE の絶対額も内外価格差も相当減尐したのに、%PSE
がそれほど変化しなかったのはなぜか。最大の理由は、この間に日本の農業生産が数量・価格
両面で大きく減ったからである。%PSE は生産者への移転額を生産者受け取り額で割ったもの
なので、分子の PSE 額が減っても、生産金額が落ち込むと分母も同時に小さくなり、%PSE の減
尐率が鈍る47。日本の農業総生産額は 1986－88 年を 100 とすると、2010－12 年には 77 にま
で落ち込んでしまった。品目別に見ても、牛乳、卵を除き、生産数量は全ての品目で減尐を記録
している。価格面でも土地利用型作物と畜産物の指数が低下している（表 5）。全生産金額の減
尐の 6 割がコメの減尐によるもので、長年の減反政策による生産縮小と、最近のコメ価格の低下
が原因である。次いで減尐の寄与率が大きいのは豚肉、麦類、鶏肉である。これら品目で
は%PSE（%SCT）の低下が相対的に小さいことも、国全体での%PSE の減尐率を PSE 額のそ
れより小さくする要因になっている。
なお、表 4 と表 5 を仔細に眺めてみると、日本農業が縮小傾向を続ける中で生き延びようとし
てきた方法が品目ごとに見えてくる。大きく分けると次の 3 のグループになろう。
①数量の減尐が大きいのに価格が増加しているもの：主に野菜や果物で、数量の減尐を品質
や価格で補おうとしたことがわかる。輸入制度に変化がないのに内外価格差が拡大するの
46

荘林幹太郎・木村省吾(2014)
いま、もとの年と比較年の PSE 額を PSE0、PSE１、生産量を Q０、Q1、内外価格差を MD0、MD1、国内価
格を P0 P1 とおくと、PSE 額の減尐率は、1－(MD1ｘQ1) /(MD0ｘQ0)とあらわせ、%PSE の減尐率は、1－(MD1
ｘQ1) /(MD0ｘQ0)ｘ(P0Q0/P1Q1)となる。両者の違いは(P0Q0/P1Q1)の大きさ、つまり国内生産額の増減率に依存
する。国内生産額が減尐するとこの値は大きくなり第 2 項のマイナス分が増えて、%PSE の減尐率は PSE 額の
それよりより小さくなる。この関係は、PSE 額が直接支払いを含んでいるので、その増減いかんで変わり得る
が、日本の場合直接支払いの比率が小さいのであまり影響はない。
47
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は、高級品種への切り替えや温室栽培など品質向上努力の結果と、生鮮品なので国内価
格が不作で高騰しても、すぐには安い輸入品で代替できないことの影響であろう。
②数量の減尐が小さいかあるいは増加するのに金額の減尐が大きいグループ：牛乳、鶏肉、
卵などがここに入る。内外格差の縮小や国内価格の低落を、急速な規模拡大と生産性向上
で補ってきた品目である。
③数量指数も減尐するが、それ以上に金額の減尐大きいグループ：小麦、大麦、コメ、ナタネ
など土地利用型作物が該当する。これら作物は、別途政府による様々な助成措置が講じら
れることにより生産の著しい減尐は避けられているものの、国内価格自体は市場原理が働
いて低下傾向にある。唯一の例外は大豆であるが、1986 年ごろの価格が異常に低かった
ためである。
表 5．日本：PSE(SCT) 測定品目の数量・価格・金額指数
2010-12 指数(1986-88=100) 金額減尐
数量

価格

寄与率

金額

小麦

79

30

23

-5.0

大麦

46

42

19

-2.0

コメ

80

67

54

-60.5

大豆

82

220

180

0.5

ナタネ

75

51

38

-3.1

牛乳

101

93

94

-1.7

牛肉

91

98

88

-2.4

豚肉

82

89

73

-7.7

鶏肉

99

69

68

-5.2

107

98

105

0.9

リンゴ

73

127

92

-0.4

ミカン

84

129

109

0.4

ブドウ

58

137

80

-1.5

ナシ

60

157

94

-0.3

ハクサイ

39

230

91

-0.6

キュウリ

60

158

94

-0.2

ホウレンソウ

68

167

114

0.5

イチゴ

85

129

109

0.5

タマネギ

88

183

161

2.3

その他の SCT

89

-14.4

全生産額

77

-100.0

卵
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1) 全生産額は、この表にない全ての生産物を含む
2) OECD PSE データベースから計算
3) 「その他の SCT」は単一品目として計測された品目で上記以外のものの移転

先進国に見られる最近の農政改革のもうひとつの方向は、価格支持政策や所得政策からさら
に進んで社会政策や農業構造改善政策への移行である。この流れは PSE 指標では 2 ヶ所でと
らえられる。1 番目は農業者への直接所得補償のうち、図 16 の中の生産義務のない交付金と作
物基準のない交付金の増加である。日本の場合、前者には中山間地農家交付金や、コメ農家へ
の一律交付金などが入るが、これまでのところあまり増加していない。もうひとつは、GSSE の増
加である。GSSE には、農業の研究教育、インフラ整備、市場整備などが含まれ、農業の構造改
革や環境整備に役立つものが多い。しかし日本の場合 GSSE は 8－9 割が土地改良事業など
のインフラ整備であり 1990 年半ば以降は公共事業の削減で急速に減尐してきている（図 14 参
照）。この面にも、日本農業の縮小の影響が現われている。
以上の分析を要約し若干考察を加えておこう。日本も、グローバル化や貿易の自由化という世
界経済の流れに沿って、農産物貿易の数量制限の関税への切り替えや関税の引き下げの努力
を続けてきた。牛肉やコメ・乳製品の関税化、輸入小麦売り渡し価格の国際価格連動化などはそ
の例である。また、国内の市場でも市場原理の導入を図った結果、主要な国内農産物の価格は
次第に低下し、内外価格差も縮小する傾向にある。政策による農業者への移転額も徐々に減尐
してきた。国内農業も、畜産は規模拡大による生産性向上で価格の減尐をカバーしようとし、野
菜や果実は、量の減尐を品質の向上で補うなど奮闘を続けている。
しかし、政策面では、価格支持から所得支持政策への転換を目指すデカップリングはまだ始
まったばかりで、ほぼそれを達成した EU や米国に比べて遅れが目立つ。すなわち、生産者へ
の移転の大部分はなお価格支持、つまり消費者からの移転に頼っている。日本では農業政策に
よる生産者への移転額が実質 3 兆円近く減ったにもかかわらず、%PSE や%CSE で示される農
業保護の程度はそれほど低下しなかった。それは、日本農業が縮小を続けてきたことに大きな原
因がある。縮小が最も著しいのは、コメを初めとした土地利用型作物で、需要が減尐する中、生
産性を高めるような構造改革が遅れたためである。これは、価格支持による農業生産者への移
転を大幅に減らしつつ、なおかつほとんどすべての品目について生産と輸出余力を維持してい
る EU と対照的である。%PSE が 50％、名目保護係数がなお 2.0 もある日本農業は、グローバ
ル化のハードルは高い。国内の構造改革を進め、内外価格差を早急に縮める努力をしない限り、
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自給率の低下と日本農業の更なる縮小が続く可能性が高い。PSE 指標の分析はそのことを明確
に示唆してくれている。
４．PSE/CSE 分析の可能性：ASEAN3 カ国の事例
近年 OECD は主な非加盟国にも PSE 分析手法を適用し、さらに対象範囲を広げつつある。
これまで、途上国農業の政策分析は定性的なものか、或いは抽象的な数量モデルによる分析が
主であったから、こうした動きは歓迎すべきことである。途上国リーダーや政策担当者は、様々な
農業政策手段を打ちだしているが、それらが、どのように機能しているか、誰がどの程度恩恵を
受け、生産や消費に影響しうるのかを全体として量的に把握できる手法を持たなかった。
PSE/CSE手法が広く適用されれば、これまで透明性が小さかった途上国農業政策の姿がより明
らかになり、政策改革にも大いに役立つことが期待される。この節では、尐しデータが古いが、ア
ジア生産性機構（APO）と協力して行ったアジア途上国の PSE スタディ48のタイのケースを例に
とって、手順と結果を考察し、次いでタイを含む ASEAN3 カ国の比較をおこなって、途上国に適
用する際の問題や、その効果、将来の課題を考察する。
（１）タイの PSE 指標計測
（PSE/CSE 計測作業)
APO スタディの PSE 計測対象期間は 1990-2008 の 19 年間で、対象品目は標準 9 品目及
びその他各国の主要品目である。分析は、2003 年時点の OECD の PSE マニュアルに準拠し
ているが、途上国が対象なのでかなり簡素化されている。すなわち、直接所得補償に関する細
かい政策分類は省略され、飼料についての excess feed cost49や国内租税・課徴金は考慮され
ていない。その代わり、内外価格差の計算で、輸出国・輸入国の違いにより機械的に国内経費に
扱いの差をつけることや、輸入国で関税以外に政策措置がない場合の%PSE を関税率で代用
することなどについては、実態に即した計算が採用されている。また、途上国では、主要品目は
価格支持の対象になるが、マイナーな品目は政策対象にならない場合も多いので、国レベルで
の PSE の集計の際にもその PSE は計算から除外されている50。
（農業に影響する政策とその分類）
48

APO (2013).
飼料作物と畜産物を共に内外価格差を用いて PSE を計測すると生じるダブルカウント分を差し引くもので
ある。
50 この意味では、OECD の手法と完全に同じというわけではない。OECD は 2012 年に独自でインドネシアの
PSE スタディを行っているが、APO スタディのとは若干異なった結果になっているところもある。
49
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①農業生産振興策：タイでは研究開発、改良普及、農民教育などのサービスの提供のほか、
肥料や種子の配布、農業共同組合への支援、日本の一村一品運動に当たる OTOP 事業、
低利融資、債務モラトリアム、災害復興など、金額は多くないが様々な支援策がとられており、
また、王立灌漑局が農業水利開発事業を直接に実施している。これらは、PSE の投入財補
助に該当する肥料や種子、低利融資への補助を除き、多くは GSSE に分類される。
②価格・所得政策：コメ及びサトウキビを対象とした農産物担保融資が重要な役割を果たすほ
か、実効があるかどうかは別として、殆どの主要産品に様々な関税や輸出入関連措置が取
られている。農産物担保融資は、米国のローンプログラムによく似た制度で、近年は目標価
格が政治的に高く設定される傾向があるため、短期のつなぎ融資というよりも、価格・所得補
償の性格が強くなっている。PSE に分類されるが、投入補助でなく、数量比例交付金政策
になる。
③国境措置：農産物輸出国であるにもかかわらず、多くの産品に様々な関税や輸入規制が適
用されており、かつ ASEAN 域内や FTA 相手国とそれ以外で税率や仕組みが異なるなど
複雑である。2006 年時点も、農産物の関税率は単純平均で 25%、また 23 品目については
関税割当がとられていた51。また、ヤシ油や、玉ねぎ、タバコは、割り当てや流通規制の対象
になっている。このほか、輸出面でもコメや砂糖、熱帯果実の一部の輸出は登録制で、パイ
ナップル缶詰・ジュースは業界輸出協会の会員に限定、大豆粕やラッカセイ粕は輸出禁止
である。このため全ての品目について MPS の推定が必要である。
（品目の決定とデータの収集・選別）
標準 9 品目（コメ、小麦、トウモロコシ、ダイズ、砂糖、牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳）に加え、タイにと
って重要な、ゴム、キャッサバ、パイナップル、卵を入れた計 13 品目が対象である。これらで農業
粗生産額の 7 割前後を占め、OECD の基準を満たす。タイ政府の詳細な財政支出データは公
表データでは分からないのでタイの国別専門家の協力を仰いでいる。タイの農業予算データの
最大の困難は、政府の農業関係支出の項目名がくるくる変わり、しかも名前だけでは内容がわか
らないこと、及び予算がいくつかの省庁にまたがることで、最終段階では、支出の性格が不明な
ものは、GSSE に分類するという方法がとられた。数量や価格のデータは政府や輸出業者のもの
が使われるが、不明の場合やデータの整合性に問題がある場合は FAO などの統計も用いられ
た。
（品目別 MPS、PSE の推定）
51

WTO (2008b).
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各品目の生産、貿易、価格、流通コスト、歩留まり係数等のデータを用いてその内外格差によ
る移転額が推定される。もっとも簡単なコメを例にとる。生産者価格には、①タイ米の主流を占め
る長粒種うるち米、②このうちの高級品種である香り米、③長粒種餅米の 3種類があり、輸出価格
のほうも砕米の含有量や等級によって区分が何種類もある。国内価格は、FAO に報告された生
産者価格を採用した。これは①と②の庭先価格を生産量の比 3：1 で加重平均した価格に近く、
実態に合う。輸出価格は業者等の話からバンコク港の等級 B、5%の砕米含有のものとした。次い
で、各種データや聞き取りから、籾の精米への歩留まりを 0.66、品質調整係数は 1.05、流通コス
トや保管料、業者マージンは輸出価格の 10%、精米手数料や運賃は庭先価格の 10%と推定し
て、輸出価格を庭先価格に換算した。
同様なデータの収集、加工、選択と計算が他の 12 品目についても行い、各品目の MPS 表を
作成した。しかし、PSE の計算はこれで終わりではない。先ほどの政府予算統計から得られた数
値のうち、生産者に直接間接に支払われた補助金が数量比例交付金、投入補助等に区分され、
それらが品目別に政策が仕組まれている場合は、各品目の PSE に加算、品目別に仕組まれて
いない場合には、国全体で合計する際に PSE にカウントされる。
たとえば、農産物担保融資で政府が負担した額はコメの数量比例交付金としてコメの PSE に
計上する必要がある。ただ、この金額は、どの程度政府負担が生じるかどうかは、事後にしか分
からない。市場価格が目標価格より高くなれば政府負担はないが、低ければ、目標価格と市場
価格の差に、政府が引き取った収穫物の量を乗じたものが生産者への移転額 PSE になり、保管
販売経費が GSSE の市場・販売促進に計上されることになる。実際にはこうした様々な経費は農
業共同組合銀行（BAAC)の会計の中で処理され、詳細はわからないので、便宜的に政府の予
算推定額を PSE として計上した。

（TSE の推定と解釈）
以上の数値をもとに国別の移転の総額 TSE が推定された。例として TSE 表の主な部分だけ
を抜き出すと次表のようになる。右端の数値は 2005-8 年平均の数値で、名目値、単位は 10 億
バーツ（1988 基準の GDP デフレーターで実質化）である。
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表 6 タイの TSE 表（要約）の例
TSE 主要項目

出典、計算式等

I.

総生産額(庭先価格)

PSE 表の総生産額から推計

II.

総消費額（庭先価格)

ＣＳＥ表の総消費額から推計

2005-8 平
均

980.2
575.9

III.1 PSE
A. MPS
A. 1 うち輸出補助

-1.2
各品目の MPS の合計

-26.7

各品目の該当値の合計

-15.7

等

B. 投入量比例交付

政府予算表等から分類集計

19.3

金

C. 面積比例交付金

同上

0.0

D. 投入補助

同上

2.2

E. 投入制限交付金

同上

0.0

F. 農家所得交付金

同上

0.0

G. 他の交付金

同上

4.0

III.2 %PSE

100*PSE/(総生産額＋MPS を除く PSE)

0.2%

III.3 pNAC

1+%PSE/(100-％PSE)

1.00

III.4 pNPC

（総生産額+投入量比例交付金）/(総生産額)

0.99

IV. GSSE

政府予算表等から分類集計（研究開発、農業教育等 7 項目）
)-MPS-関税)

79.1

V.1 CSE

16.4

P. 生産者への移転

－(MPS-輸出補助等)

11.0

Q. その他への移転

MPS 表の関税収入等

5.4

(-) R. 政府からの移転
V.2 %CSE

政府予算表等から分類集計

0.0

100* CSE / (CSE-政府消費者補助)

2.5%

VI. TSE

PSE+GSSE+政府消費者補助

77.9

(-)

T. 消費者からの移転
U. 政府からの移転
V. 財政収入(-)

-（CSE－政府消費者補助)

-16.4

PSE-MPS+GSSE+政府消費者補助
MPS 表の関税収入等

88.9
5.4

この表の数値の解釈であるが、タイは農産物輸出国であるため、総生産額が消費額を金額に
して 4 千億バーツ、率にして 6 割も上回る。内外価格差による移転を表す MPS は小さく、この期
間ではマイナスになっている。つまり、輸出税や輸出規制等によって内外価格差が逆転し、生産
者から消費者及び政府への移転が起きていることを示している。これは 2007-08 の国際農産物
価格高騰の影響で国内価格のほうが低くなった品目があることによる。他方、それを補う形で、投
入量比例交付金が支払われており、全体としての PSE はほぼトントンになっている。このた
め、%PSE は 0.2%とほぼゼロ、生産者名目支援係数と生産者名目保護係数もほぼ 1 であ
る。%CSE は 2.5%とわずかにプラスで、消費者は若干の恩恵を受けている。これは、この間特に
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政府財政からの消費者支援はないので、国内価格のほうがやや安かったことを意味する。また、
TSE の内訳をみると、政府は価格や所得支持よりも研究開発や灌漑排水などの政府サービス
（GSSE)に対しより多くの支出を行っている。
(タイの PSE 指標の動向)
以上のような作業の結果得られた各年の PSE 指標を 19 年間にわたって眺めることでタイの農
業政策の特質や動向がわかる。ASEAN の他の 2 カ国との比較は次節に譲るので、次節で触れ
ない面を中心に述べておく。
図 18 は、推定されたタイの%PSE と%CSE の動向をグラフにしたものである。これから、①タイ
の農業保護率はほぼゼロで、年によりプラスマイナス 5%程度上下していること、②この期間には
一貫した上昇または下降の傾向は認められないこと、③%PSEと%CSEはほぼ対照的に動くこと、
などが見て取れる。農業保護率が低くかつその変動幅が小さいのは、発展途上国でかつ代表的
農産物輸出国の動きとして、妥当なものである。つまり、これといった価格支持による生産者保護
はなく、為替レートや国際農産物価格の乱高下に対しても比較的うまく対応していることを示す。
農業総生産額に占めるウェイトが高い主要 5 品目、とりわけ輸出量の多いコメ、鶏肉、ゴムの 3 品
目の%PSE が極めて低く、かつ相互に打ち消し合って、こうした安定した結果をもたらしている。

また、この図の範囲では、開発途上国の農業保護が、経済発展に伴って右上がりに増えてい
くという経験的法則は観測されていない。%PSE と%CSE がプラスマイナスを逆にしてほぼ対照
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的に動くのは、政策による移転の「変化」の大半が消費者からの移転であることを示している。た
だ、タイの場合は、厳密な意味での対称性は近年かなりあいまいになっている。これは、選挙が
あるたびに農村部への支援が大きな争点になり、その都度一時的に政府による農業への支出が
増えるからである。
タイの農業政策のもう一つの特徴は、こうした低い PSE と比べ、相対的に、それ以外の農業部
門への移転が大きいということにある。図 19 は実質の TSE の内訳を 4 つの期間に分けて示した
ものだが、PSE は 4 つの期間を通して若干のマイナスであり、これに対して GSSE と「価格支持
以外の農業者への支払い」がプラスで大きく、かつやや右上がりになっていることが見て取れる。
価格支持に頼らない途上国農産物輸出国の優等生の姿と言える。「その他 PSE」の部分が最近
かなり増えてきているのは、何度も述べるコメ担保融資と、2008 年から始まったサトウキビに対す
るバイオエタノール補助金によるものである。
タイの GSSE は、図 21 から分かるように、政府による公共サービス等への支出の 3 分の 2 以
上がインフラ整備に向けられている。この大半は灌漑排水事業へのものである。タイは熱帯で年
降雤量は多いが雤季と乾季がはっきりしており、乾季には稲作のための灌漑が不可欠だからで
ある。タイはコメ輸出国なので、備蓄のための公共在庫の費用はない。ただ、2013 年にはコメ担
保融資制度の下で政府在庫が 1500 万トン以上にも達したとされるので、この部分も急増するは
ずである。
このコメ担保融資は、現在大きな政治経済問題となっている。2011/12 米穀年度（10 月-9 月）
から目標価格が大幅に引き上げられたため政府への売り渡しが急増し、2013 年末には在庫が
1500 万トン近くに達したとされる。財政負担も急増しており、2013 年には農業予算が通常年の 4
倍以上、3500 億バーツ近くまで一気に膨れ上がった（図 20）。この増分のほとんどはコメ担保融
資の支出と見られる。この場合、図 19 の「その他 PSE」の部分が、はるかに天井を突き抜けてし
まい、優等生の姿が崩壊する。この増分は PSE に含まれるので、図 18 の%PSE も一気に跳ね
上がり、CSE との対称性も完全に崩れることになる。タイの PSE 分析が最新のデータで更新され
れば、この姿が明確になるはずである。
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出典：タイ財務省「公共財性データ」

（２）ASEAN3 カ国の PSE/CSE 分析の事例

APO の農業生産政策スタディ報告では、タイに加えてインドネシア、マレーシアの ASEAN3
カ国について事例分析が行われている。それぞれ、農産物輸出国、自給国、輸入国という尐し
違った性質をもった国が対象なので、PSE 指標がどんなことを明らかにしたか、それが今後の政
策や国際貿易にどんな示唆を与えるのかという観点から比較考察を行ってみる。
ASEAN は 2015 年末を目途に ASEAN 共同体に移行する計画で、域内関税や非関税障壁
の撤廃、基準の統一などを着々と進めており、工業産品については ASEAN の中核 6 カ国間で
は、アセアン自由貿易地域・共通実効優遇関税（AFTA－CEPT）のもとですでに殆どのものが
関税ゼロとなった。しかし、農産物については、コメや砂糖などがセンシティプ品目に指定され、
なお定額関税や国家貿易あるいはライセンスの対象のままである。足早に進行していると見られ
る ASEAN の自由貿易や共同体も、よく観察すると、基本的食料・農産物に関しては、よくいえば
アジア的柔軟性、悪く言えばまあまあ主義のもとで、特別な取扱いを認めつつ対処しようとしてい
るように見える(表 7)。
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表 7 ASEAN5 カ国の非関税障壁
国
インドネシア

マレーシア

フィリピン

タイ

ベトナム

主要品目

非関税障壁の種類

鶏肉

数量制限・禁止

イモ類

限定認可

コメ、トウモロコシ

国家貿易

大豆及び油糧種子

ライセンシング

食肉、牛乳、魚介

ライセンシング

コメ

国家貿易

ヤシの実

ライセンシング

砂糖

割当、ライセンシング

牛肉、豚肉、鶏肉

TRQ

ジャガイモ

TRQ

コーヒー

TRQ, 許可制

トウモロコシ、砂糖

TRQ

大豆及び油糧種子

ライセンシング

コメ

TRQ, ライセンシング

大豆及び油糧種子

TRQ, ライセンシング

ココナツ油、砂糖

TRQ

卵

TRQ

野菜・果実

技術的規制

砂糖

TRQ

出典：ASEAN 事務局非関税障壁データベースから筆者作成
注：１)調査年は国によって異なる
２)一般的 SPS 及び ASEAN 以外の国への非関税障壁は含まない

(ASEAN3 カ国の主要結果)
まず計測結果を国ごとの%PSE 及び pNPC で見てみると、共に 2 つほど大きな特徴が認めら
れる（図 22）。ひとつは、1997-98 にかけて、3 カ国とも大きな鋭い谷があることである。マレーシ
アとインドネシアは特に極端である。これは、両国通貨がアジア金融危機の影響で、1 年間で
50-70%も切り下がり、国内農産物が国際価格より大幅に安くなったためである。もうひとつは、水
準が先進国と比べて相対的に低く、場合によってはマイナスになることも多いことである。比較的
高いマレーシアでも％PSE は 10%前後である。タイとインドネシアは、アジア金融危機の時を除
けば殆どプラスマイナス 5%以内に収まっている。これから ASEAN の農業支持水準は先進国と
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比べてかなり低いと言える。この点は pNPC でも確認できる。pNPC はアジア金融危機の際の乱
高下を除くとほぼ 0.9 と 1.1 の間にあり、これら諸国の主要農産物の価格が、国際価格に近い水
準であることを示している。
なお、%PSE と pNPC の図が双子といってもいいほどよく似ているのは、タイの例で見たように
これら 3 カ国の農業支持政策がいずれも価格支持政策に依存しているからである。もし、生産に
直結しない直接支払いや肥料補助金などが主な手段であれば、%PSE は増加するが pNPC は
変わらないため、両者の相似性が崩れる。これは EU や米国など農政改革を進める先進国や、
独自の農業政策をとるインドでも観察される。

図 22

ASEAN3 カ国の%PSE と pNPC

しかし、この 3 カ国の%PSE の内容には大きな違いがある。図 19 は、この 3 カ国の PSE 品目
別構成比とその変化を棒グラフにしたものである。品目構成や符号のプラスマイナスが国によっ
て大きく違うことがわかる。インドネシアの PSE は全期間を通じてコメの占める割合が大きくかつ
全体としてプラスである。マレーシアは 1995-99 に肉類（鶏肉、豚肉）の PSE が大幅にマイナス
になるほかはプラスで、特にコメの比率が大きい。ただ国全体としてのドルベースの絶対金額は
小さい。タイもドルベースの絶対額では小さく、1995-99 にゴムが大きくマイナスになる。タイの注
目は 2000 年以降コメの PSE がプラスになることである。コメの輸入国のインドネシアとマレーシ
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アがコメの PSE がプラスとなるのは、輸入管理によるもので、輸出国のタイの場合は、コメ担保融
資で農家所得のかさ上げを図っているためである。

図 23

ASEAN3 カ国の品目別 PSE 内訳の推移

注）単位は百万ドル、いずれも現地通貨を各年の為替レートで US ドルに換算したもの
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3 カ国の違いはコメの%PSE にも表れる（図 24）。マレーシアの％PSE は、為替レートの急変
した 1997－98 と国際農産物価格が高騰した 2007－08 年を除き、40%前後で高止まりしている。
インドネシアはそれほどまで高くはないがそれでもコメの%PSE は 10－30％の範囲にある。マレ
ーシアは規模の大きいプランテーション作物と規模が小さいコメ農家が併存しており、小規模コメ
農家の保護のためにこのような高い％PSE となっている。インドネシアはコメの大生産国ではあ
るが、生産が追い付かず自給と価格安定のために、様々な価格安定措置を講じており、平常時
は米価が国際価格より高くなる傾向がある。一方コメの世界最大の輸出国であるタイのコメ
の%PSE は、最大プラスマイナス 10%の範囲で安定的に推移している。自らの輸出価格が国際
価格指標となるので極端な為替や国際価格の変動があっても影響を受けていないことが反映さ
れている。

図 25 ASEAN3 カ国の TSE 構成の推移

注 1）各国の GDP デフレーターで実質化した。基準年はタイは 1988 年、それ以外は 2000 年。
注 2）単位はインドネシアは兆ルピア、マレーシアは 10 億リンギット、タイは 10 億バーツ

もうひとつ 3 カ国の違いをよく表すのは TSE の構成比である。図 25 から、インドネシアの農業
セクターへの支援は大部分価格政策による移転の形で行われるのに対し、マレーシアやタイで
は、通常年は価格支持以外の PSE や GSSE の比率が高く、また、それらが価格政策によるマイ
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ナスの生産者への移転を打ち消すように働いていることが分かる。インドネシアは、食料輸入国
であり、この 3 カ国の中では工業化が遅れているため、非農業部門からの税収で農業部門を支
援することが難しいことが、政策を価格支持に頼らねばならない理由であろう。これに対しマレー
シアは非農業部門の発展が顕著で、かつプランテーション農業部門が保護を必要としないため、
政府の財政的負担による農業部門の保護がある程度可能になっていると思われる。タイは、農産
物輸出国であるので、原則として価格支持は必要ではなく、したがって大部分が GSSE ないしは
非価格的 PSE から構成されることとなる。
このようにみてくると、おなじ ASEAN の主要国でありながら、この 3 カ国は主要農産物の種類
のみならず、農業政策のタイプも、保護の水準も大きく異なっていることが分かる。2015 年中に、
ASEAN 共同体に移行を目指すという目標があるものの、尐なくとも農業に関しては、関係国間
の政策のハーモナイゼーションは容易ではなく、CAP のような完全な共通市場がすぐ実現する
環境にはない。例によってアジア的柔軟さで徐々に共通市場に向かっていくと考えるのが妥当
であろう。
５．PSE/CSE 分析の意義と展望
PSE 分析が T.Josling によって FAO で始められて約 40 年がたつ。その後、OECD の手に
よって理論・分析方法・データ等が各段に改良整備され、28 年の長きにわたって先進国農業政
策の分析やモニタリングに使われてきた。長く使われている理由は、政策分析手段としての実用
性、すなわち基礎概念や分析手法が経済学に裏打ちされているうえ、わかりやすく、政策の性格
や動向そして改善のメッセージを明快に指し示すことができたこと、に尽きる。
これまでの PSE 分析の最大の貢献は、それが先進国の農政改革と国際農産物市場の正常化
を後押ししたことであろう。1987 年に OECD 閣僚会議で報告された農産物貿易スタディは、先
進国が採用している所得政策としての高価格支持政策が農産物の過剰や世界農産物市場の混
乱の根本原因であることを明らかにした。問題の根本解決のためには、先進国がそろって国内
農業保護政策の改革に踏み込むほかはない、と言うメッセージであった。
1994 年に決着を見た GATT ウルグアイ・ラウンド農業交渉が、従来の市場アクセスの改善だ
けでなく国内支持の削減を対象にしたのも同じ発想であり、そのコミット指標として採用された
AMS は、OECD の PSE を参考にしたものである。AMS は、国内保護の上限を加盟国に約束さ
せ、現状以上に国際貿易市場を悪化させないという面で一定の役割を果たした。また、「赤」「青」
「緑」の政策区分を持ち込むことにより、デカップリングなど農業政策改革の方向を誘導するのに
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貢献した。しかし、農業保護の段階的削減や農政改革の積極的側面には十分貢献することがで
きなかった。
その根本原因は、貿易に与える影響が異なる様々な国内措置を一つの指標のみで、削減の
法的コミットとしようとしたことにある。PSE でみたように、政策による移転は貿易に関しては「事前
の」事象であって、それ自体で「事後の」貿易へのインパクトの大小を示すものではない。WTO と
しては、後者が主要な関心事であるから、そのコミットの指標は政策の貿易へのインパクトを反映
したものでなければならない。その必要性に配慮した結果が、国内政策を黄、青、緑に区分し、
黄色のみ削減の対象にすることであった。しかし、実際の交渉における妥協の産物として、①そ
の区分は必ずしも明確でなく、緑や青の政策、de minimis など、削減に多くの例外を認めた、
②その測定の詳細や解釈、分類変更については各国にゆだねた、③基準年が古く、その後の
改革分が削減コミットの水増しになっていた、未達の場合の代償(報復)措置の定めがない、など
多くの抜け穴を抱えることになった。このため、AMS は WTO による政策モニタリングや積極的
誘導の手段としてはあまり意味を持ちえなかった。
これに対し、経済的指標である PSE 指標は、OECD 加盟国の政府や研究機関の協力により、
分析手法にもその都度改善が加えられ、農政改革の進み具合、特にデカップリングの状況を的
確にモニターし続けた。EU や米国では、農業者への移転の総額はあまり変わらないものの、価
格支持による消費者からの移転は減尐し、代わって政府による直接所得補償等による移転が増
えたことを的確に映し出すことに成功している。最近では、PSE 指標は、政策分類の細分化等に
よって、農政改革の更なる変化、すなわち「デカップリングからグリーニング」への変化の追跡す
ら可能にしようとている。
このように、先進国ではたいへん有用な役割を果たしている PSE 指標だが、途上国への適用
は緒に就いたばかりである。OECD は手始めとして影響力の大きい中国やブラジル、インドネシ
アなどについて試験的なスタディを行ったが、その継続と対象国の拡大はかなり難航している。
途上国が OECD 加盟国でないということもあるが、自国の政策に余計な注文がつくことへの政府
の警戒心が根強いことも背景にある。しかし、これまで見たように、PSE 分析は、農業政策の性格
や動向を的確に把握できる大変優れた体系的手法である。グローバル化の中で経済や貿易の
バランスある発展を目指す多くの途上国にとって、農業の価格・所得支持政策と財政等による農
業開発支援を一体としてとらえ、政策の一貫性と効率化を図るという視点は欠かせないものにな
りつつある。結果を公表するか否かは別にして、PSE 分析手法は、政策担当者が自国民のため
のよりよい政策を考える上で貴重な手段を提供することは間違いない。
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（途上国への適用の課題）
APO のスタディは、その意味で先駆的なものであった。そこからは、PSE分析の有効性と同時
に、それを途上国に適用する際の課題が明らかにされている。的確なデータや情報の収集と解
釈という普遍的なもの以外に、特に重要な課題を挙げておこう。
①為替政策や他産業保護政策の影響：低開発途上国では、産業の高度化を短期間で成し遂
げるため為替政策や貿易政策を通じて農業に課税し、工業やサービス業を保護するケースが
多い。その場合、マクロ政策や他産業の保護政策のほうが、農業政策よりはるかに農業に大き
な影響を与えることになる。実際、APO のスタディでも PSE 指標が為替レートによって大きく
変動することが示されているし、FAO や世銀のスタディは、アフリカやラテンアメリカでは、為替
政策や国内市場の非効率や未発達が、農業生産者に大きな負のインセンティブを与えている
と分析している52。現行の PSE 指標の範囲では、この点の分析が困難である。
②先進国との政策タイプや市場条件の違い：途上国では先進国に見られるきめ細かい直接所
得補償政策はまだほとんど実施されていない。このため、最新の OECD の PSE マニュアルに
ある詳細な直接補償の形態区分やラベルによる分類は現段階では担当者の混乱を招くだけ
で役に立つことは尐ない。途上国で最も多く用いられる政策措置は、様々な貿易規制と直接
間接の市場管理、或いはライセンスである。これらは実態が分かりにくく、ムダや不公平といっ
た「政府の失敗」を生みやすい。一方で、貧弱なインフラや不正確な情報、非合理的な取引慣
行などによって国内市場も不完全で、「市場の失敗」もある。このため形式的に計測された内
外価格差が価格政策によるものか、介入の非効率によるものか、あるいはマーケットの不備に
よるものか容易に判断という問題が生じる。慎重な判断と国内事情にくわしい専門家の協力が
不可欠である。
③マイナスの PSE の混在：途上国では輸出税や輸出規制、或いは国や公団による一元貿易
の結果、内外価格差が逆転し PSE がマイナスとなる品目も多い。この場合、品目ごとの PSE
はプラス、マイナスが混在することになり、国全体で合算すると、両者が打ち消し合って全体の
PSE が見掛け上非常に小さくなる。このため、合計した PSE 指標は当該国の農業保護の大
小や政策変化を示す指標としては役立たなくなる。政策の変化を的確にモニターするために
は個別品目や個別政策ごとに見ていくことが不可欠になる。

52

例えば、FAO では、農業政策による内外価格差に加えて、為替政策の不備や国内市場の不完全によって生
じる内外価格差を開発ギャップとして分けて計測し、政策モニターに利用しようとしている FAO (2013) 。

621

④途上国の農産物貿易の特性：大きな途上国は主要食料の自給を原則とするのが常で、消
費に占める輸出入の比率が小さい。このため国内の作柄しだいで輸出国になったり輸入国に
なったりする。また、恒常的な農産物輸出・輸入国でも、貿易対象になるのは国内の一般的な
ものとは違う品質・形態のものである場合も多い。さらに、高い関税を設定していても、それは
名目だけで実態は国内産のほうが安いという場合もある。こうした場合、内外価格差の計算に
輸出入品目の fob や cif を採用し、或いは関税率をそのまま％PSE として機械的に計算する
ことはできない。専門家や実務家の協力により、ケース・バイ・ケースで実態に即した処理が必
要である。
⑤政治的反発と誤解：途上国の PSE 分析で最も難しいのは、政府や政治家にその意義をどう
理解してもらうかである。PSE 指標は、計算過程はともかく、概念や結果の数値は単純・明快
で、そのため、政治的評判や貿易交渉を気にする政府関係者・政治家からは誤解や反発を受
けやすい。たとえば、PSE は政府による実際の補助金額と間違えられやすいし、高い％PSE
やマイナスの％PSE が公表されると、農業が過保護或いは農業の搾取との批判を招きかねな
い。とくに、それらが他国と比較されると、大きくても小さくても議論の種になりうる。政策担当者
に対し PSE 指標の真の意味と政策改善に果たす意義を理解してもらうとともに、分析結果の
公表には柔軟性を持たせるといった対応が必要であろう。

（PSE 分析の今後の展望）
現在の世界の経済や貿易の動向を観察すると、政治的リスクは残るものの、最近起こった 2 つ
の変化は今後とも加速していくと考えざるを得ない。ひとつはアジアを中心とする新興国の台頭
であり、もうひとつは、経済のグローバル化である。世界の経済や貿易に占める先進国のウェイト
は徐々に低下し、かわって、中国、インド、ASEAN、南米諸国などが大きく世界の動向を左右す
るようになった。貿易面でも、WTO 交渉は行き詰っているものの、代わって各地で地域間貿易協
定（RTA）や二国間 FTA/EPA の締結が加速化している。このため、各国の経済政策も、こうした
動きに対応できるよう、再編・改善していくことが急務となっている。
農業も例外ではない。これまで、主要食料の自給を農業政策の基本とし、国際農産物貿易で
は脇役であった中国やインド、インドネシアなど途上国も、経済の成長に伴って食料需要や生産
が多様化し、世界農産物市場と関係を深めつつある。農業分野は RTA や FTA で例外とされる
ことも多かったが、TPP に見られるように、先進国と振興途上国が同時に交渉に加わる場では、
相互主義の原則から、農産物の自由化が強く求められるようになった。また、いくつかの新興途
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上国では、所得・価格政策の結果、一部農産物の過剰問題が生ずるようになっている。先進国の
みならず途上国も農業政策の見直しと改革が避けられなくなってきている。
PSE 分析が、こうした農業政策の分析や改革のモニタリングに大変大きな力を発揮することは、
OECD の経験からもあきらかである。WTO の AMS が機能不全に陥っている今、その果たす役
割はきわめて大きいと考えられる。ただ、今後さらに適用範囲を広げ影響を拡大していくには、
手法と運用面でいくつかの改善が必要である。
まず、途上国については、第 1 に、前節で指摘した途上国特有の問題点を考慮して、途上国
向けの実用的 PSE マニュアルを作ることである。具体的には、①詳細すぎる政策分類やルール、
計測法を簡素化する、②為替変動や他産業優遇策の影響も考慮する、③マイナスの PSE が考
慮できるような工夫を考える、④貿易と国内取引で異なる品質や形態の違いを考慮する計算事
例を多く示す、などである。第 2 は、できるだけ多くの行政担当者や研究者に、その意義と手法を
理解してもらうことである。そのためのセミナーや研修、パイロットスタディ等は欠かせない。第 3
は、結果の公表の方法について、政府の懸念を十分考慮することである。政府関係者だけへの
配布でも、農政改革の役に立ちうる。第 3 は、OECD 加盟国で整備したようなデータベースを途
上国全体に作ることである。幸い、現在 FAO、OECD、世界銀行の 3 者を中心にそれぞれが持
つデータベースを活用・調整して、農業政策に関する共通データベースを作ろうという動きが進
んでいる。これが完成すれば、途上国の農業政策分析も格段に進むものと期待される。
先進国については、現行の OECD マニュアルとデータベースでも十分有効であるが、農業政
策が、デカップリングからさらに進んで環境政策（グリーニング）へと移行しつつあることを踏まえ、
①農業保護政策の改革がわかるようできるだけシンプルで明快な結果の提示方法を工夫するこ
と。②PEM などのモデル分析の改良により多面的な農業政策の評価とインパクト分析を進化さ
せていくこと、が求められよう。とくに、生産や貿易だけでなく、環境や社会問題の解決にどのよう
なインパクトを与えうるかの分析が、今後は必要になると思われる。
最後に WTO との関係も触れておこう。第 1 節で述べたように、ドーハ・ラウンドの交渉過程で、
現行の AMS の問題点を修正した総合貿易歪曲支持（OTDS）指標により、国内支持削減のコミ
ットを行うことが検討されている。この OTDS は、対象としては貿易歪曲効果の大きいものに絞る
という違いがあるものの、除外の例外を減らし、より PSE に近いものになる可能性がある。データ
や情報の相互利用や相互比較ができるようになれば、将来世界全体の農業・貿易政策の改善や
農産物市場の安定化に貢献することが期待されよう。
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