輸出国家貿易による「隠れた」
輸出補助金効果について
――その経済学的解釈と数量化手法の提案――

木下 順子

鈴木 宣弘＊

１．はじめに

・・

現行の WTO 協定において，輸出国側が問題視している輸入国家貿易機関については，
それに付随するマークアップや関税が削減対象として規律下に置かれている。 その一方

・・

で，国内事情に応じて輸出量調整や輸出促進等の措置をとりうる輸出国家貿易機関に対し
ては，明確な規律がないままとなっている（1）。こうした中で，主要な輸出国家貿易機関の
一つであるカナダ酪農委員会（CDC）の「スペシャル・クラス」制度は，米国と NZ の提
訴により，実質的輸出補助金に相当するとの裁定が下された（2）。同制度は，輸出向けに極
めて低い価格帯をつくり国内販売とプールして生産者に支払う「価格差別（price
discrimination）」の一形態である。価格差別は輸出国家貿易機関を通じて広範に行われて
いる措置の一つであるから，カナダに対する裁定は，他の国々の輸出国家貿易機関に対し
ても同様の検討が必要であることを示唆している。
今後，価格差別のような輸出側の市場歪曲的措置を WTO 規律の俎上に載せていくため
には，その経済学的論拠と数量的な基準とを示すことが重要である。しかし，輸出国家貿
易機関の価格差別に関する理論的・実証的研究は従来十分に行われていなかった。そこで，
Suzuki et al.〔7〕（日本語では鈴木・木下〔8〕）は，価格差別の「隠れた」輸出補助金（3）
としての機能を明らかにし，その市場歪曲度の数量化手法を提案した。これはすでに
OECD における日本提案として提出されている。
同じく価格差別に着目した国際寡占市場モデルにより，輸出国家貿易機関の市場歪曲性
を検討した近年の研究例として，Alston et al.〔1〕や，経済協力開発機構（OECD）のコ
ンサルタント・ペーパーとしてまとめられた McCorriston et al.〔5〕等がある。しかし，
いずれも一定の寡占的競争構造が仮定されたモデルであるため（4），現実には様々な程度で
生み出されていると考えられる不完全競争ないし市場歪曲性を数量化しようという，今求
められている課題にこたえられるものではなかった。これに対して，Suzuki らのモデル
は，売り手の競争水準を一般的に表す指標を導入し，その他の側面で可能なかぎりの単純
化を行うことで，実践的な計測に用いられるものである。さらに，もう一つの接近方法と
して，価格差別により創出される「輸出補助金相当額」の簡便な定義式を提示している。
＊

九州大学

本稿は Suzuki, Kinoshita, and Kaiser〔7〕（日本語では鈴木・木下〔8〕）の要約に加筆したものである。
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本稿は，Suzuki らの要約に，そのフレームワークにもとづく経済厚生分析（第 3 章）
を加えたものである。さらに，理論整理や解釈の面での発展も全体に盛り込んでいる。な
お，以下では輸出国家貿易機関（Export State Trading Enterprises）を，単に「STE」
と呼ぶ。
注（１）国家貿易機関とは，排他的な輸出または輸入特権を付与され，一元的輸出入（Single Desk Trading）を行う

・・

・・

国家機関または企業を指す。輸入国家貿易機関（我が国のコメや乳製品等）と輸出国家貿易機関（NZ，カナダ
の小麦，乳製品等）がある。

注（２）ただし，この裁定は 1999 年 12 月の上級審において差し戻された段階である。
注（３）「隠れた」輸出補助金とは，「UR 合意において削減対象と認定されなかったが，実際には輸出補助金と同等の
効果をもつ措置」という意味合いである。輸出国家貿易機関による価格差別のほか，政府による債務保証を伴う
輸出信用，食料援助等もこれにあたるとの見方がある。

注（４）加賀爪〔3〕で整理されたように，McCorriston らのモデルはクールノー型寡占（自己の出荷量の変化による
自己価格の変化のみを考慮して行動する）を仮定している。クールノー型寡占は不完全競争の一つの特殊なタイ
プで，Suzuki らの定義する「市場支配力係数」が当該企業の市場シェアに一致する場合に相当する。

２．
「消費者負担輸出補助金」に相当する STE の価格差別
ここでは，価格差別を行使する唯一の STE が存在する「国内市場」と，そうした価格
影響力および何らの保護貿易措置も存在しない一つの「国際市場」（Rest of the World）
からなる 2 地域モデルを定式化する。そして，STE の価格差別が消費者の負担により行
使される輸出促進措置であり，「消費者負担輸出補助金」と呼べることを説明する。
（１） モデルの定式化
STE が価格差別を行使しうる条件として，①「国境措置を背景とする国内市場でのプ
ライス・メーカーとしての地位」にもとづく，②「高い国内価格と低い輸出価格の設定」，
および ③「生産者へのプール支払い」が，本モデルの主要な前提である（1）。ここで，Pd ：
国内価格，Pw ：輸出価格（国際価格によって所与），Qs ：国内生産量，Qd ：国内需要，
Pb ：プール価格（国内販売と輸出販売の加重平均価格）
，QRd ：輸入需要，QRs ：輸出量，
θ：市場の競争水準の指標（0 ≦θ≦ 1）と表記し，モデルをつぎのように定式化する。
「国内市場」

「国際市場」

需要曲線

Pd ＝ f（Qd）

（2.1）

供給曲線（国内生産量）

Qs ＝ g（Pb）

（2.2）

プール価格曲線

Pb ＝

限界収入均等条件

Pd ＋

需要曲線（輸入量）

QRd ＝ h（Pw）

（2.5）

供給曲線（輸出量）

QRs ＝ k（Pw）

（2.6）

需給均衡条件

Qd ＋ QRd ＝ Qs ＋ QRs

（2.7）
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Pd・Qd ＋ Pw
（Qs − Qd）
（2.3）
Qs
∂Pd
∂Qd

・θ・Qd ＝ Pw

（2.4）

需要曲線

国際市場
(Rest of the World)

需要曲線

国内市場

A

国内価格Pd
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プール価格曲線
B

ﾌﾟｰﾙ価格Pb
K
L

P

F

Pw'

O

M

N

E
J

Pw*
G

輸出価格Pw

I
H
D

C

(輸入価格)

供給曲線

限界収入曲線
QRs

QRd

O

QRd-QRs ＝Qs-Qd
(輸入量)

第1図

Qd
国内販売量

(輸出量)

Qs
輸出量

Qs-Qd

輸出国家貿易機関による価格差別と厚生ロス（２地域モデル）

以上のモデルを図示したのが第 1 図である。第 1 図右方の「国内市場」において，限界
収入曲線（国内販売からの限界収入）と Pw 水準で示した水平の点線（輸出販売からの限
界収入）との交点 C が，限界収入均等条件式（2.4）を満たす点で，ここで国内販売量 Qd
とその価格 Pd が決定される。国内生産量 Qs は，供給曲線とプール価格曲線との交点 E
で決まり，輸出量は Qs-Qd となる。所与の国際価格 Pw において，輸出量 Qs-Qd が，第
1 図左方の「国際市場」における輸入量 QRd-QRs に等しいとき，国際市場の需給均衡条
件式（2.7）が成立する。ただし，本モデルでは STE が国際価格を所与と見なすと仮定して
いるが，価格差別が行われるときの国際価格 Pw は完全競争水準 Pw* よりも低く抑えら
れる点はモデルに反映されていることに注意されたい。
（２） 市場支配力係数
たとえ一国に唯一の STE しか存在しない場合でも，カナダの小麦ボードのように，米
国からの輸入圧力により完全独占的な影響力を行使できないケースもある（松原〔4〕）よ
うに，STE の機能や市場条件によって，市場歪曲性は現実には様々な程度で生み出され
ていると考えられる。このことを考慮して，本モデルでは，すべての競争状態を一般的に
表す指標であるθ：市場支配力係数（0 ≦θ≦ 1）を組み込んだ点が特徴である。もし完
全競争ならばθ = 0 と計測され，Pd = Pw（=Pb）が成立する。完全独占であればθ = 1
（2）

となる 。1 に近いほど，国内販売量を抑制して価格を引き上げる市場支配力が強く存在
することを示している。完全競争と完全独占を両極として，あらゆる不完全競争の状態が
θの値で表現されるのである。
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θの大きさは，STE が潜在的競争圧力をどの程度見込んでいるかに大きく依存してお
り，それは国境措置の程度と密接に関連している。国境が自由化されていれば，国内で唯
一の販売機関である STE も，海外からの輸入圧力のために価格支配力を全く発揮できな
い（θ = 0 となる）ことにもなり得る。
θを推定する際には，（2.4）式を変形した
Pw
θ= E 1−
Pd

(

)

（2.8）

を使えば，E ：国内需要の自己価格弾力性の絶対値［＝−（∂Qd /∂Pd）/（Pd /Qd）］，
国内価格，および輸出価格のデータがあればよい。
（３） 消費者負担輸出補助金
モデルが示すように，STE が自己の売上高最大化（生産者への高いプール支払い）を
目的として二つの市場の間で出荷配分量を決定する結果，国内での販売量が抑制され，そ
の分輸出量が増加することにより，輸出価格が低く抑えられる。ここで，低い輸出価格は，
高い国内価格（国内販売からの収入増）により実現されており，国内消費者が原資を負担
していることになる。つまり，STE の価格差別は，消費者の負担によって，輸出補助金
に相当する輸出促進効果を生み出している。したがって，すでに WTO 協定の規律下にあ
る通常の輸出補助金が政府（納税者）の負担により行使されるのに対して，STE の価格
差別は「消費者負担輸出補助金」と呼べるものである。このことを視覚的に示したのが第
2 図である。負担者の違いはあるが，両者が WTO 協定上区別されるべきものでないこと
は明らかである。

国内価格
政府
（納税者）
生産者価格
＝国内価格

生産者価格
（プール価格）
輸出補助金相当額

輸出補助金
輸出価格

輸出価格

販売量
国内

（a）WTO上の（政府負担）輸出補助金

第2図

販売量
国内

輸出

輸出

（b）消費者負担輸出補助金

WTO 上の輸出補助金と消費者負担輸出補助金
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注（１）より詳細には，ここでは STE や市場の性格について次のような状況を前提としている。
・一つの STE がある同質的な農産物の販売受託機関として排他的特権を行使しうる「国内市場」，および何ら
の保護貿易措置も存在しない「国際市場」の 2 市場のみがあり，STE は両市場の間で出荷配分量を決定して
いる。
・ STE は，国内市場ではプライス・メーカーとして，国際市場ではプライス・テイカーとして行動している。
すなわち，STE は国内販売量の増減が国内価格に影響することを意識しているが，国際市場ではそうした価
格影響力を意識せず，STE 自身は輸出価格を国際価格によって所与と見なしている。ただし，STE が国内
販売量を制限して輸出を増やすため国際価格が引き下げられ，国際市場も歪曲化されている。
・総販売量（＝国内生産量）は，STE が生産者に支払うプール価格と生産者の限界費用が等しくなる点で決定
される。したがって，STE は総販売量を操作することはできない（この点で，本稿でいう STE の「市場支
配力」の意味は，生産量をコントロールできる通常の独占・寡占企業のそれとは異なっている）。
・ STE の販売費用は無視しうるほど小さい。

注（2）同様に STE の価格差別に着目した先行研究である McCorriston et al.〔5〕のモデルは，本モデルでθが 1 の
場合に相当する。

３．STE の価格差別による厚生ロス
ここでは，STE の消費者負担輸出補助金がもたらす経済厚生上の影響を検討する。
まず，STE の目的は，国内の生産者余剰を増大させることである。そのために国内価
格を引き上げ，消費者余剰を奪い，合計としての国内の総余剰に負の効果を与えている。
一方，国際市場では，STE が輸出を増やすことにより国際価格が引き下げられるため，
他の輸出国の生産者余剰は低下し，輸入国の消費者余剰は増大する。その合計としての国
際市場の総余剰には，正の効果が加えられる。
それでは，国内市場と国際市場を合計した世界全体としてみた場合，どのような厚生変
化が生じるのか，以下では第 1 図の 2 地域モデルに戻って説明する。さらに，WTO 協定
上の通常の（政府負担）輸出補助金による厚生変化と比較してみる。その結論は，通常の
輸出補助金よりも，STE の消費者負担輸出補助金の方が，いっそう大きな厚生ロスを世
界にもたらすというものである。
消費者負担輸出補助金の場合：

完全競争水準 Pw* よりも，国内価格は Pd に，生産者価

格は Pb に押し上げられる。したがって，国内の各余剰の変化分は，
〔国内市場〕 消費者余剰

−四角形 PdPw*JA（低下）

生産者余剰

＋四角形 PbPw*IE （増加）

国内市場の総余剰

＋四角形 FJIE −四角形 PdPbFA（低下）…

①

ただし，①については，四角形 PdPbBA と BCDE の面積が等しいことから負の効果（低
下）であることがわかる。
一方，国際市場では，価格が Pw* から Pw に低下するので，各余剰の変化分は，
〔国際市場〕 消費者余剰

＋四角形 Pw*PwMK（増加）

他国の生産者余剰

−四角形 Pw*PwNP（低下）

国際市場の総余剰

＋四角形 KMNP（増加）

…

②

①＋②より，世界全体では，四つの黒く塗りつぶした三角形と三つのグレーの台形の和だ
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け，完全競争下の総余剰よりも低下していることがわかる。
通常の輸出補助金の場合：

生産者価格を完全競争水準 Pw* から Pb に引き上げるために

は，四角形 FGHE の財政支出がなされる。このとき，国内価格は生産者価格 Pb に等しい。
したがって，国内の各余剰の変化分は，
〔国内市場〕 消費者余剰

−四角形 PbPw*JF（低下）

生産者余剰

＋四角形 PbPw*IE（増加）

財政支出

−四角形 FGHE（低下）

国内市場の総余剰

＋四角形 FJIE −四角形 FGHE（低下）

… ①

このとき，国内販売量はプール価格水準 Pb（水平の点線）と需要曲線の交点 F で決めら
れ，輸出量は線分 FE の長さで示される。これは，国際市場における線分 LO の長さに等
しく，国際価格は Pw* から Pw

に引き下げられる。したがって，国際市場の各余剰の変

化分は，
〔国際市場〕 消費者余剰

① ＋②

＋四角形 Pw*Pw'LK（増加）

他国の生産者余剰

−四角形 Pw*Pw'OP（低下）

国際市場の総余剰

＋四角形 KLOP（増加）

…

②

より，世界全体では，四つの黒い三角形の和だけ，完全競争下の総余剰よりも

低下していることがわかる。
両者の比較：

以上の検討から明らかなように，STE の消費者負担輸出補助金は，世界

全体の経済厚生を完全競争下よりも低下させる効果をもっている。さらに，同様に世界に
厚生ロスをもたらす通常の輸出補助金と比較すると，消費者負担輸出補助金の方が，三つ
のグレーの台形分だけ大きな厚生ロスをもたらすことがわかる（1）。
ここで，国際市場への影響に注目してみる。国際市場の総余剰の増加分については，通
常の輸出補助金よりも，消費者負担輸出補助金の方が大きい。ただし，その内訳を見てみ
ると，消費者負担輸出補助金の方が，他の輸出国の生産者余剰をより大幅に低下させてい
ることがわかる（逆に，輸入国の消費者余剰はより大幅に増大させている）。この点は，
基本的に自国生産者の利益が目的とされる国際農産物貿易交渉において特に着目される点
であろう。
以上は 2 地域モデルによる説明であったが，次章で説明するような多数の市場間にわた
る価格差別でも同様に，世界全体への厚生効果は負であることが確認できる。
なお，負担が及ぶ消費者は自国内だけにとどまらない。次章で示すように，輸入国の消
費者が負担するケースも想定される。その特殊なケースにおいては，自国の総余剰を低下
させることなく価格差別措置を行使することも可能である。このような問題も含めて，通
常の輸出補助金よりも，消費者負担輸出補助金の方が，同じ生産者価格を実現する場合の
保護措置としては経済厚生上の問題がより大きいと考えられる。
注（１）ただし，この結論は 1 円の徴税で 1 円の財政支出が可能な場合には明らかだが，徴税から財政支出までの行政
コストが大きければ逆の結論にもなりうる。
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４．
「輸出補助金相当額」の提案
STE が生み出す消費者負担輸出補助金を，通常の輸出補助金と同一の基準にのせて議
論するためには，その市場歪曲効果を数量的に示す「輸出補助金相当額（Export Subsidy
Equivalent，以下 ESE）」を定義することが有用である。ここでは，様々な価格差別のケ
ースにも適用できる一般的な定義式を提案する。
まず始めに 2 地域モデルによって考えてみる。STE が生み出す ESE の金額は，第 2 図
（b）の斜線を施した四角形の金額
ESE =（プール価格−輸出価格）×輸出量

（4.1）

と定義できる。また，（4.1）式の金額は，国内販売から発生する黒い四角形の部分の金額
で埋め合わされる（2 つの四角形の金額は等しい）ので，
ESE =（国内価格−プール価格）×国内販売量

（4.2）

とも定義できよう。
続いて，2 市場間だけでなく，輸出市場間でも価格差別が行われる場合について考えて
みる。ここでは，第 3 図のように，どの消費者が負担するかによって四つのケースに整理
してみた。まず，第 3 図（a）のケースでは，国内消費者の負担（黒い四角形の金額）によ
り，複数の低い輸出価格（図では二つの外国のみ示している）がそれぞれ補填されている。

国内価格Pd

国内価格Pd

ﾌﾟｰﾙ価格Pb

ﾌﾟｰﾙ価格Pb

P1

P1
P2
P2
国内

外国1
Qd

国内

外国2
Q1

外国1
Qd

Q2

（a）国内消費者が負担するケース

外国2
Q1

Q2

（b）国内と外国の消費者が負担するケース

P1

P1

国内価格Pd
＝ﾌﾟｰﾙ価格Pb

ﾌﾟｰﾙ価格Pb
P2

P2
国内価格Pd
国内

外国1
Qd

外国2
Q1

外国1

国内
Q2

Qd

（c）外国の消費者が負担するケース①
（国内価格＝プール価格）

外国2
Q1

Q2

（d）外国の消費者が負担するケース②
（国内価格＜プール価格）

第3図

輸出補助金相当額（ESE）

注. 斜線の四角形が ESE，黒い四角形が消費者負担部分を示している.
各 P は，各市場の価格から関税，輸送費等の取引費用を差し引いた STE にとっての
「純受取価格」ベース.
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第 3 図（b）のケースでは，国内だけでなく外国 1 でも高い価格が設定され，外国 2 への
低い輸出価格が補填されている。第 3 図（c）および（d）は，国内価格を引き上げる市場支
配力を STE がもたない場合である。（c）のケースでは，外国 1 の消費者の負担によって，
外国 2 の低い輸出価格が補填され，「国内価格＝プール価格」が成立している。もし，国
内販売がほとんどなく，輸出にほぼ特化している状況であれば，（c）において国内販売量
Qd をゼロと見なせばよい（1）。一方，（d）のケースは，国内価格は極めて安いが，輸出に
おいて高価格が設定できる特殊ケースである。この場合，高価格の外国 1 の消費者の負担
により，低い国内価格が補填され，「国内価格＜プール価格」が成立している。以上のよ
うに，国内消費者だけでなく，外国の消費者に負担が及ぶ価格差別も想定することができ
る。
ここで，負担者が誰かを区別しなければ，いずれのケースも，プール価格水準を境界線
として，上方部分の面積によって，下方部分の販売価格線までの面積が埋め合わされてい
ることに気づく。このことを利用すれば，すべての販売市場について境界線の上方・下方
部分の面積を合計して 2 で割った金額は ESE に等しい。すなわち，ある STE が生み出し
ている ESE の金額は，より一般的に，
ESE =

1
2

Σj ｜Pj − Pb｜Qj

（4.3）

により測定できる。ただし，Pj，Qj はそれぞれ j 国（自国を含む）への販売価格，販売量
を表し，｜｜内は絶対値であることを表す。このように ESE の定義を整理すれば，価格
差別のパターンは異なっても，統一的な取り扱いが可能である。
注
（１）第 3 図（c）のケースの実際の例として，豪州の小麦および NZ の乳製品が考えられる。豪州小麦ボード（AWB）
は，1999 年の民営化にともない輸出事業に特化され，国内での価格支配力を失ったが，国内価格よりはるかに
低価格で輸出を行う実態に変化はなく（加賀爪〔3〕），ある輸出先の負担で別の輸出先への輸出価格が補助され
ている状況が存在すると考えられる。NZ の乳製品については，輸出依存度が極めて高い（山本〔9〕）ので，第
3 図（c）で「自国」部分がない場合と見なせばよいと考えられる。

５．カナダ乳製品貿易の市場歪曲度の試算
以上で提示した数量化手法を使って，カナダ酪農委員会（CDC）による輸出国家貿易品
目（バター，脱脂粉乳，チーズ）を対象に，1998 年時点の FAOSTAT データベース
（FAO〔2〕）にもとづく試算を行った。
市場支配力係数θの試算に必要なデータは，国内需要の自己価格弾力性，輸出価格，国
内価格である。国内需要の自己価格弾力性は，USDA による農産物国際需給モデル
（SWOPSIM）の構築にあたって推計された値（Roningen and Dixit〔6〕）を用いた。国内
価格については，CDC による買上価格の近傍で推移しているとみなし，CDC 買上価格を
用いた。輸出補助金相当額 ESE の試算に必要なデータは，輸出量，輸出価格，プール価
格である。プール価格の算出に必要な国内価格データについては，ここでも CDC 買上価

25

第 1 表 カナダ輸出国家貿易品目における市場歪曲度の試算
国内生産量

輸出量

（1998）

（1998）

（t）

（t）
Qe

試 算 値
デ ー タ
国内価格 輸出価格 ﾌ ﾟ ｰﾙ価格 国内需要 市場支配 輸出補助 輸出量
（1998） （1998）
の価格弾 力係数
金相当額 1 ﾄﾝ当たり
ESE

力性
品

目

Qd

（ﾄ ﾞ ﾙ/t） （ﾄ ﾞ ﾙ/t） （ﾄ ﾞ ﾙ/t） （絶対値）
Pd
Pw
Pb
E

θ
=E(1-Pw/Pd)

バター
脱脂粉乳
チーズ

（百万ﾄ ﾞ ﾙ）（ﾄ ﾞ ﾙ/t）
ESE
ESE/Qe
=(Pb-Pw)Qe

90,600

12,077

3,700

2,145

3,493

0.70

0.29

16.28

1,325

69,700

34,352

3,063

1,442

2,264

0.50

0.26

28.24

815

351,620

29,306

4,922

3,446

4,799

0.72

0.22

39.65

1,365

注．データについては価格，数量は，FAOSTAT データベース（文献〔2〕），弾力性は USDA SWOPSIM モ
デル（文献〔6〕）による．ただし，国内価格は CDC 買上価格を用いている．
プール価格は Pb=（Pd･Qd+Pw･Qe）/（Qd+Qe）にて算出したものである．

格を用いた。これらの他はすべて FAO データを用いた。
試算結果（第 1 表）を見ると，市場支配力係数θはすべて 1 より小さいがゼロではなく，
完全独占（θ = 1）に比較すれば軽度だが，市場歪曲性の存在を示す値となっている。
ESE の総額はチーズにおいて最も多く，1 トン当たり ESE ではバター，チーズがほぼ同
じ水準である。
ただし，ここでの試算は極めてラフなものである。より精緻な分析のためには，対象と
なる STE の実態を調査し，より適合したモデルに発展させることと，輸出品目の品質等
を考慮することも含めて，より詳細なデータ収集が不可欠である。
６．おわりに
本稿では，輸出国家貿易機関の価格差別が「消費者負担輸出補助金」に相当することを
示し，その市場歪曲度を数量化する一手法として，「市場支配力係数」および「輸出補助
金相当額」という二つの指標を提示した。さらに，経済厚生の観点から，通常の（政府負
担）輸出補助金と比較して，STE の消費者負担輸出補助金の方がいっそう悪い結果をも
たらす可能性を指摘した。以上の成果は，現行の WTO 協定で抜け穴となっている輸出側
の市場歪曲的措置を指摘する立場に経済学的根拠を与えるものである。また，不完全競争
市場を対象に，より実践的に活用されるモデル開発のため，本稿が一つの足掛かりとなる
ことが期待される。
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