
研究レビュー

米国農務省経済調査局（USDA/ERS）は、USDA
の所管する主な政策に対応した①食料、②農業、③
農村、④環境、⑤国際の各分野において、経済や政
策的な観点から研究を行っています。本稿では、
ERSにおける研究の代表的な刊行物である経済研究
報告書（EconomicResearchReport:ERR）を対象に
して、ERSの近年の研究動向について紹介します⑴。

１．研究分野別の件数の構成
ERSのウェブサイトには、過去15年間（2005～

2019年）に刊行された268件のERRが掲載されていま
す（2020年１月時点）。これらの分野別の件数の構成
は下表のとおりです。USDA予算額における規模が
最も大きい食料分野の件数が多くなっています。ま
た、国際分野の研究もかなり行われています。

以下、具体的にどのような研究が行われているの
か、分野別に代表的と考えられるものを取り上げて
概要を見ていきます。

２．分野別の研究ピックアップ
（１）食料

低所得世帯に対して十分な食料を確保することを
目 的 と し た 補 充 的 栄 養 支 援 プ ロ グ ラ ム

（SupplementalNutritionAssistanceProgram:
SNAP）について、Tiehenetal.（2012）は、SNAP
により米国の全人口の貧困率（所得が貧困水準未満
である人口の割合）が、2000～2009年の間、年平均
で4.4%、子供の貧困率が5.6%減少したと推定してい
ます。

CanningandStacy（2019）は、2016年ベースで見

ると、SNAPの支出額が10億ドル増加すればGDPが
約15億4000万ドル増加すること、そのうち、農林水
産業については、3200万ドル増加すると推定してい
ます（2018年のSNAP支出額は約650億ドル）。

また、毎年、米国の世帯の食料確保の状況も調査
しており、Coleman-Jensenetal.（2019）は、2018
年において、十分な食料を確保できなかった世帯
は、全世帯の11.1%であり、2011年の14.9%から継続
的に低下していると推定しています。

（２）農業
農業保険の保険料補助金の引上げが2000年に実施

されましたが、O’Donoghue（2014）は、引上げの
保険需要に与える影響を主要穀物について分析し、
例えば、とうもろこしの場合、1997～2002年の間
に、補助金が１%増加すると、保険料支払い額が
0.86%、保険に加入する農地面積が0.1%増加したと
推定し、補助金により保険需要が増加することを明
らかにしています。

主要穀物の生産において精密農業（precision
agriculture）の導入が、2000年代に入り急速に進ん
でいますが、Schimmelpfennig（2016）は、精密農
業の主要な技術である①単収と土壌データに関する
圃場マッピング、②トラクター等の自動誘導、③種
子、肥料等の施用量調節について、これらを採用し
た場合には、2010年において、とうもろこし生産で
の純収入（収入－費用）が、採用しない場合に比べ
て、圃場マッピングは1.8%、自動誘導は1.5%、施用
量調節は1.1%増加したと推定するなど精密農業の収
益性に与える影響を明らかにしています。

（３）農村
農村にブロードバンドインターネットを普及させ

るプログラムが、2002年に導入されましたが、
Stenbergetal.（2009）は、2007年において、農村と
都市の世帯を比べると、インターネットの普及率に
余り差はないが、インターネットを利用している世
帯のうちブロードバンドで接続している割合は、都
市では約84％であるのに対して、農村では約70％し
かないこと、また、2000年までにブロードバンドが
比較的普及していた農村地域とほとんど普及してい
なかった地域を比べると、2002～2006年において、
前者の方が雇用成長率が高く、非農家所得の伸び率
も高かったと推定しています。
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表　ERRの分野別の件数の構成

分野 件数 割合（%）

食料 117 44

農業 53 20

農村 18 7

環境 30 11

国際 50 19

合計 268 100
資料：筆者作成。
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農村の経済的発展のために、農産物の加工等によ
り付加価値を増加させて販売する生産者への補助金
が2000年に導入されましたが、Rupasinghaetal.

（2018）は、2001～2013年においては、当該補助金
を受給した事業者の事業生存率が、受給していない
類似の事業者に比べて高いこと、また、受給後１～
５年間で、受給事業者の雇用者数の方が数名多く
なっていると推定しています。

（４）環境
農家の経営安定対策に係るクロスコンプライアン

ス（環境保全要件）が、1985年に導入されましたが、
Claassenetal.（2017）は、1982～1997年の間に、水
による土壌浸食量が、当該要件の対象となった農地
で39%減少し、1997～2012年の間にはほとんど変化
しなかった（つまり、それ以前の土壌保全効果が維
持された）と推定しています。また、2014年農業法
において新たに農業保険の保険料補助金に当該要件
を課したことにより、当該要件の対象となる農地が
44%増加すると推定しています。

土壌保全等のために農地を長期に休耕した場合に
地 代 相 当 が 支 給 さ れ る 保 全 留 保 プ ロ グ ラ ム

（ConservationReserveProgram:CRP）について、
Hellersteinetal.（2015）は、CRPの参加者は、入札
上限価格を設定したオークションにより募集・決定
しているが、入札上限価格を設定しない代替的な
オークションにすれば、入札者（参加希望者）間で
の競争を促進することにより、CRPの支出額を最大
で18%減らすことができるということを実験経済学
の手法により明らかにしています。

（５）国際
中国では、2004年から食糧の生産拡大のために価

格支持制度と直接支払いが導入されましたが、Gale
（2013）は、2000年代後半から、生産費の上昇に伴
い、価格支持水準の引上げや直接支払いの拡大を継
続的に実施してきたために、2012年に農業政策に関
する国内助成支出額が約750億ドルに達しているこ
とから、今後、WTO農業協定における国内助成の
削減に係る約束に違反する可能性があると分析して
います。

Beckmanetal.（2015）は、米国、EU間で交渉中
である大西洋横断貿易投資協定（Transatlantic
TradeandInvestmentPartnership）の農業分野に
与える影響をシミュレーション分析し、ベースとし
た2011年に比べて、①農産物に係る関税や関税割当
を撤廃した場合は、米国の対EUの農産物輸出額が
約55億ドル、EUの対米国の輸出額は約８億ドル増
加すること、また、②関税や関税割当とともに、肉
類、穀物、野菜、果実に係る非関税障壁（SBSと
TBT）も撤廃した場合は、①より更に対EUで約41
億ドル、対米国で約12億ドル輸出額が増加すること

となるなどと試算しています。

３．まとめ
以上のように、ERSにおいては、USDAの政策の

事前的または事後的な効果分析を行うとともに、国
内外の農業や農業政策をめぐる状況を把握して、政
策の実施や変更の必要性を分析するなど、様々な分
野において実証的な研究を行うことにより、米国議
会や行政機関の政策立案者のみならず、農業者、消
費者等の意思決定に資する知見（エビデンス）を提
供してきています。

注（１）各分野における研究の主なトピックは以下のとおり。
①食料：食料栄養支援、食品市場と価格、食品安全等
②農業：農家の経営安定、農業構造、農業労働、農業技術

等
③農村：農村振興、農村経済、農村人口等
④環境：環境保全、気候変動、有機農業等
⑤国際：貿易、WTO、諸外国における農業と農業政策

等
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文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。
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