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研究ノート

持続可能な農業と多面的機能に関わる政策論(1 ) 

慶政幸生

2002年 10月8日受理

Agricultural Policy for Sustainable Agriculture and 
Multifunctionality (part 1) 

Yukio HIROMASA 

Summary 

In this pap町 wediscuss the logic of an agricultural policy for sustainable development and 

multifunctionality. The concept of sustainable agriculture is examined according to the definition of 

sustainable development. Two points are very important. One is to consider the equity of both 

inter-generation and intra-generation. It is very difficult for the public to reach an agreement and for 

the government to c訂 ηTout a policy for it because the opinion of future generations is not known. The 

other is economic e血ciency.Efficiency is performed by market mechanisms only if all externality is 

internalized. The internalized measures of the policies depend on the distribution of property rights. 

But it is di血cultto belong the property rights to among economic agents. 

Concerning ]apan and the EU， the recognition of the relationship between agriculture and the 

environment is di狂erent.That difference is whether the influence of agriculture to the environment is 

good or bad. In the EU Agriculture has been a bad influence and public has criticized. So the 

agri-environmental policy is considered logically and carried out more adequately than in ]apan. The 

concepts and thinking of multifunctionality紅 edifferent as well. 

1 .はじめに

1999年 12月，シアトルマの WTO次期交渉の立ち上げが失敗した後， 2001年 10月のドーハに

おいて閣僚会議は開始された。農業分野では， 1993年の GA甘農業合意に至る交渉が難航したこ

とを踏まえて早い取り組みがなされている。日本の交渉に望むスタンスの特徴は，農業・農村の

多面的機能(以下，多面的機能)を全面に出していることである。ここ数年来，多面的機能とい

う言葉は関連分野で頻繁に取り上げられているが，その概念は必ずしも明確なもので、はなかった。

2001年， OECDはそれまでの議論を取り纏め， "Multifunctionality :Towards an Analytical Framework" 

として刊行した。これによって，多面的機能を分析するための経済的な概念整理は一応整えられ

た。しかしながら， 日本おいては，農業と環境に関する分析が比較的少なかったためか，経済理

論的な分析に乏しく，論理展開も適切で、あったとは必ずしもいえず，政策論としても貧弱の感を
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免れない。本稿では，持続的可能な農業と多面的機能の概念を再検討しながら，農業環境政策に

ついての考察を行う。以下，農業と環境との関係を表すキーワードとなっている「持続可能な農

業Jについて検討し，ついで，農業生産と環境の関係について政策のあり方について述べ，多面

的機能と WTOの関係について整理を行う。

2.持続可能な農業 (SustainableAgriculture) (註 1) 

2-1. 持続可能な発展 (SustainableDevelopment) 

「持続可能な農業Jという文言の元は，いうまでもなく「持続可能な発展」にある。持続可能

な発展の定義は， 1987年の「環境と開発に関する世界委員会J(フ、、ルントラント委員会)におい

てなされ， r将来世代が自身の要求を満たそうとする能力を損なうことなく，現存する人々の要求

を満たす発展である」というものである(註 2)。その後， 1992年に開催された「国連環境開発

会議J(地球サミット)における「リオ宣言J，rアジェンダ 21Jのキーワードとして用いられ，

広く知られることとなった。 90年代以降，環境問題を表現する言葉として，頻繁に使用され用語

として定着した。「持続可能な農業」の概念はそれを農業に適用したものである。

「持続可能な発展j の概念規定では，資本の利用可能性が重要な意味を持つ。潜在的なニーズ

を満たすかどうかを決定するからである。ここで用いる資本 (capital) とは，人的生産資本

(human-produced capitaO ，社会資本(socialcapital)，自然資本(naturalcapital)を含む広範なもので

ある。持続可能性とは将来世代をも考慮する資本の維持であり，将来世代に渡って，利用可能な

資源から得られる厚生 (welfare) の最大を維持することでもある。

持続可能な発展を考える上で， 3つの重要な特徴があり，第 1は，動的な過程(dynamicprocess)， 

第 2は，グローパルな概念，第 3は，多元的(経済，環境，社会)現象である。このような特徴

から発展を考えると，持続可能な発展は GDPで表されるような単なる経済発展の概念を越えて

おり，資源と環境の状態を考慮し，現在のみならず，将来に渡る資源配分の観点、を持たなければ

ならないことが分かる。すなわち，長期間を展望し，地球規模での世代内公平性と世代聞の公平

性が強調されるのである。古典的な環境問題である公害は地域が限定され，現時点のみの問題で

あったが，地球規模の環境問題に代表される持続可能な発展に関わる問題は空間的にも時間的に

も認識が拡大していることになる。

2-2.持続可能な農業 (SustainableAgriculture) とは

持続可能な発展のフレームワークの下で，持続可能な農業の概念づけを考えるならば，農業生

産(非食料生産を含む)の需要に対して農家行動が経済効率的で，環境にやさしく，社会的に受

容可能ということを満たしているということである。前述した，多元的な観点より検討するなら

ば以下のようになる。

12一



経済的次元:資源を効率的に使用することによって現在と将来の農業(食料)の需要を満たす

ように十分な潜在的生産可能性を維持すること。このことは，農家が消費者需要の変化と利用可

能な技術進歩に適切に反応できることであるが，将来の食料需要は不確実である。

環境的次元:十分な自然資源を維持し，農業生産による環境への負荷を少なくする一方で，便

益を増進させること。農業生産は水質汚染，土壌浸食を引き起こし，生物多様性や景観を失わせ

るが，他方では，土地保全，洪水防止に貢献し，生物多様性や景観を維持する。後者に関するこ

とは多面的機能と呼ばれる。これらの機能は地域限定的であることに特徴がある。

社会的次元:農業内あるいは農業・非農業聞の所得分配について，社会的に受容可能な公平性

を維持することである。公平性の決定には社会的な同意が必要なために，社会・文化システムの

安定性や食料生産の倫理的側面に関しての社会的意志決定においては広い参加を必要とする。

これら 3つの次元は相互に関連し合い，持続可能な農業を行うことによって補完的となる。農

業セクターが経済的効率的で競争的であれば，環境にやさしい農家行動や投資行動をとるであろ

う。もっともそのためには生産物価格が適切な生産コストを反映していなければならない。しか

し逆に，それぞれは互いにトレードオフの関係にあるかもしれない。例えば，生産の拡大は環境

の質を低下させるが，これは，投入及び産出価格に環境コストが含まれないために生じる。農家

は外部性を十分に認識して無いこともあり得るが，経済的には，価格インセティブに欠けること

から生じていることが多い。図-1に， 3つの相互関係を示した。

Social 

Environmental 

6 
図ー 1 持続的農業における社会，経済，環境の関係

註)1.環境による生活と労働条件などへのインパクト
2.公共による環境に対する需要
3.農業労働力・食料消費ノ号ターンの量と質
4.所得分配，農村雇用機会，食料価格
5.農業で利用される自然資源
6.環境資源の拡大，環境保護の投資
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2-1で述べたように，持続可能な発展と同じく，持続可能な農業を達成するためのキーコン

セプトは資本の利用可能性にある。ここでの資本は，自然資本 (naturalcapital:土地，水，環境な

ど)，人的生産資本 (human-producedcapi叫:機械，可変投入，資産などに人的資本 (humancapital: 

技術，管理能力など)，社会資本 (socialcapital:制度，規範，ネットワークなど)を含む。これら

の資本が全体的なストックとして減少せず，かっ現世代，将来世代ともに十分に利用可能でなけ

ればならない。将来世代が資本ストックを十分に利用できるということが持続可能という意味だ

からである。

ストックの水準に関して 2つの持続可能性の考え方がある。弱持続可能性と強持続可能性であ

る。前者は，将来世代への資本ストックの提供は現世代に比べ総体で同じであればよいのであっ

て，資本間の伐替の可能性を許容している。後者は，全体の資本ストックが同じであることに加

え自然ストックのある一定水準が保証されることを要求している。つまり，自然ストックを完全

に代替することを許容していない。本源的自然ストック水準は環境の価値を一定水準維持し，将

来世代に引き継ぐことに他ならない。その決定には，自然資本の現在の利用価値だけでなく将来

の潜在的な利用可能性を見通さなければならないという難しさがある。

農業生産は最も古い環境破壊であるといわれる。土地開墾による農業生産は，自然を改変する

ことで行われるが，これは自然資本を人的生産資本で代替していことに他ならない。農業生産に

関して，強持続可能性は難しいことを意味するが，総体としての資本が維持できる可能性は十分

にあるので弱持続可能性にはなり得る。一方で，農業生産は自然資源を利用するとしづ特徴によ

り，他の人的生産資本と同じ性質を有していないために， semi-自然資本と考えることもできる。

一般に，農業から生じる環境便益，例えば農村景観は，農業生産と自然によって形成されために，

弱持続可能性であっても多面的機能は維持できるのである。

実際問題として，これらの資本価値を計ることは難しいが，持続可能な農業を進めるためには

少なくともマクロ経済レベルでは計測することを試みる必要があるといわれる。その際，環境の

非市場的価値を計らなければならず，自然資本の減耗ということを考慮しなければならない。

2-3 効率性 (efficiency) と公平性(equity)

既に述べたように，持続可能性は動的な過程 (dynamicprocess) を考慮しているところに特徴

がある。効率性についても，時聞を越えて厚生 (welf;紅e)の最大化を考えなければならない。

最適な資源配分は市場メカニズムの下で、達成で、きるが，世代内聞の配分でさえ決定をすること

は難しい。何故ならば，自然資源利用に関する市場がないために資源価値の評価が不完全になる

からである。このことは外部性が存在する下での市場の失敗として知られている。生産者は，環

境が損なわれるコストを考慮するインセンティブに欠け，また環境便益サービスを提供するイン

センティブにも欠ける。社会的に最適な資源配分は全てのコストが内部化されたときのみ達成さ
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れるのである。

外部性の内部化は利用権(所有権)の特定化と配分を必要とする。例えば，利用権がだれにあ

るかの問題はコスト内部化の政策手段に関係する。農地の利用権が農家にあれば，そこから生じ

る環境便益生産の費用に対しては補償を与えなければならない。しかし，環境便益を受ける権利

が公共にあるとすれば，環境汚染に対しては pppの原則が生産者に適用される。私的な調整によ

って資源の再配分を成功させることができるが，そのような場は限られる。公共性が高い場合に

は資源の持続的な配分は民主的な意志決定のもとで政策を通じて行わなければならない(註 3)。

世代間効率性を達成することはもっと困難である。将来の需要，代替の可能性，技術進歩に関

する情報が不確定であって，市場が成り立たないからである。実際的なアプローチとしては，将

来予測に基づいたある確実な資源配分レベルを考慮しながら，現在の非効率性を修正していくこ

とが考えられる。

持続可能性にとって，配分効率性は必要条件であるが十分条件ではない。効率的な資源配分は

全体の厚生 (welfare) を高めるが，個々の厚生には得失が生じ，公平性の観点から必ずしも望ま

しい状況になるとは限らないからである。公平性は内部化がなされたとしても市場によって達成

することはできない。公平性は社会的な倫理問題であるので，社会的な合意によって決定されな

ければならない。

持続可能性は世代聞の公平性をも要求するために，現在世代内のみならず世代聞の便益とコス

トを考慮、しなければならない。将来世代は十分な資本ストックにアクセスでき，現在享受してい

る満足 (well-being)と同じだけの満足を将来世代も受けることができるような機会が提供されな

ければならないが，世代聞の公平性を達成するためには，少なくとも現在生じている厚生が将来

の厚生を損失させないような何らかの規範やルールが必要である。何故ならば，将来世代はまだ

存在せず，意志決定の場に参加することができなし、からである。

3. 農業生産と環境

農業は経済の他のセクターと違った特質を持っている。第 1に，農業は自然資源(とりわけ，

土地と水)に大きく依存している。第 2に，農業と環境との関係は複雑な双方向である。農業は

自然資源を使用するが，反面，補し、もする。第 3に，農業構造は原子的である。一般的に，多数

の小規模の農家が少数の大規模農家と併存している。第4に，農業と環境両面において，政策の

影響を受けやすいことである。農業と環境との関係は特徴の 2にあるように双方向であって，農

業生産の状況によって，環境に対して良い影響を及ぼすことも悪い影響与えることもある。また，

それぞれの状況で，農業環境政策のあり方も違ってくる。

図 2は，農業産出と農村環境便益との関係を示したものである。農業生産全くしない状況で

は環境便益も低く，農業生産を拡大するに従って農村の便益も拡大することを表している。粗放
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的な生産を過ぎ集約的な生産になるに従い，便益は頂点 (A)から下降局面に入る。集約度がさ

らに高まれば環境への負荷は多くなり，環境便益はさらに減少し，環境のある水準を下回ること

になり，農業はグッズではなくパッズをもたらすようになることを示している。

農村環境便益

粗放的

図-2農業生産と農村環境使益の関係
註:Lobman and Hodge[9]をもとに作成

A 

集約的 過度の集約的 農業生産量

日本では，農業は環境に正の効果をもたらしていると考えられることが多いが， EUにおいて

は，農業は環境にマイナスの影響がある(あった)としづ考え方が支配的である。集約的農業の

進み過ぎは環境に悪影響を及ぼしたとし、う経験を踏まえている。過度の集約的農業は，化学肥料，

化学農薬の多投を招き，地下水などを汚染する。無理な規模拡大と単作化は景観を損ない，低木

(hedgerow)などの農業文化資産を破壊する(註4)。また，家畜の多頭飼育化は，糞尿問題，

動物福祉の問題を引き起こしたとされる。そのような反省から，集約度を下げ粗放化に向かうこ

とによって環境便益が高まると認識されている(註 5)。一方において，農業生産が殆どされてい

ないところでは，環境便益も殆どないとされている。これは，条件不利地域のような場所では，

一定水準の農業が営まれることによって環境便益も生じるということを表している(註 6)。重要

なポイントは現在の農業の状況が何処に位置しているかである。許容できる環境水準レベルの上

にあるのか下にあるのか。上にあるとすれば，便益が最大となるポイント (A)のどちら側にあ
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るのかである。農業生産を増加させれば，環境便益は増加するのか，それとも逆なのか。ポジシ

ヨンがどちらにあるかによって農業に対する諸施策も変わる。

次に，農業環境政策について見てみよう，図-3は，農業集約度と環境との関係を模式的に示

したものである。横軸は農業集約度を。縦軸は農業生産量と農業生産によって生じる環境の量を

表している。環境は量的に必ずしも計れるものではないが計れると仮定し，量が増えるほど環境

の質も向上すると仮定する。ポイント B以降農業生産は収穫逓減であり，環境は農業生産の減少

に関して収穫逓増であることを示しており， 2つの生産の関係はトレードオフにある。図中に横

に引かれた二つの点線は，下が社会的に許容しうる最小限の環境水準を表し，上は目標とする環

境生産水準である。それぞれの交点によって，農業集約度をポイントA，ポイント Bとしている。

当然，ポイントA及びポイント Bは，社会の発展状況(あるいは認識状況)によって移動する。

量

農業生産

E 

B A 

農業生産の集約度

図-3 農業と環境の関係
註)VanHuyl巴nbroeckand Whitby[15]をもとに作成
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2つのポイン卜によって，図は 3つのゾーンに分けられている。ゾーンの違いによって，農業

環境政策の手法が異なる。適切な農業生産と環境財生産を達成するためには，二つの手段がある。

一つは規制であり，もう一つは経済メカニズムを用いることである。規制は負の影響が許容しが

たい場合に採用される。ゾーン Iがこれに該当する。農業生産活動によって生じた環境問題が顕

在化し，誰かが被害を被っている状態である。ポイントAまで法的に規制される状況を示してい

る(註7)oAとBの間にあるゾーンHでは，経済的な手段が用いられる。条件付きのプレミアム

あるいはクロスコンブライアンスのように経済的なインセンティブを利用した手段である。農業

生産と環境財生産との聞の相対価格条件を変化させることによって，社会的に望ましい環境便益

を供給する方向に誘導しようとするものである。ゾーンEは，農業生産を行うことが環境財の価

値を発揮出来る必要条件である場合で，農地の放棄を防ぐことによって景観の価値を維持するよ

うな地域に対して補助金を拠出するようなケースである(註8) 0 Van Huylenbroeck and wh江by[15]

によれば， EUにおける農業環境政策の多くはゾーンHの政策であるとして，強制よりは農家の

自発的参加によるものが多いとしている。

ところで，農業生産と環境財生産の関係は経済学的には結合生産 (jointproduct)である。そし

て，環境財というものすなわち農業がもたらす環境の影響は，外部性として捉えることができる。

外部性は公共財の性質(非排除性，非競合性)を持つ。結合生産と公共財とし、う特徴が農業と環

境との関係を捉える上でのキーコンセプトとなる。農業の多面的機能とは，農業のもたらす外部

性のうち正であるものをいう。 OECD[12]の“Multifunctionality"レポートはまさにこの分析フレー

ムワークを提供している。

4. 多面的機能と WTO

農業と環境との関係についての議論が盛んになってきたのは，農業が環境に対してマイナス影

響(あるいはプラスの影響)与えているためにその改善策(促進策)を求めてられているだけで

はない。むしろ，それが今後の WTO下での農業戦略に大きく関わっているからである。いうま

でもなく， WTO協定第 20条，非貿易関心事項 (non-tradeconcerns)についてである(註 9)。

農業の持つ環境へのプラスの影響，結合生産として産出される環境財生産(非食料生産)は多面

的機能と呼ばれる。前節の終わりで述べたように，多面的機能についての明確な経済学的規定は

殆どなされてこなかったが， OECDレポートによってフレームワークは与えられた。しかしなが

ら， 日本においては，多面的機能と WTOに関する議論は必ずしも的を得てないという感じが否

めない(註 10)。以下， Burrell[l]に依拠しながら，多面的機能と貿易自由化 (WTO)の関係を考

察してみよう。 Burrellは次の 6つの論点をあげている。

①圏内政策が非貿易事項に適切に行われるならば，貿易の変革は厚生 (welf;訂e)を改善する。
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自由貿易が最適となるのは外部性が全て内部化されたときのみである。

②農業にはマイナスの外部性もあるので，多面的機能に関しては，マイナスよりもプラスが大

きいことを証明しなければならない。

③農業生産の外部性が netでプラスで、あっても，農業生産の減少が外部性を減少させるとは限

らない。

④農業による非食料，公共財生産は食料生産と独立に非農家によって供給可能である。

⑤市場の失敗に対する最も効果的な反応は，特定の目的に的を絞った政策である。そのような

政策は，生産と貿易歪曲に最小の影響を持つ限りで GreenBoxに入る。

⑥消費者は，農業の多面的機能に対して支払い意志がある。

①は理論的な要請である。外部性が存在している場合の自由貿易は，自由貿易の命題である厚

生を改善させることにはならないことを示している。自由貿易を促進するためには，各国の内部

化政策が適切かどうかのチェックが必要である。新大陸の農業は環境を破壊しているといい，そ

のコストが価格に反映されてないために輸出価格が安いとしづ。また，内部化する上で，取引費

用 (transactioncost) も考慮しなければならない。取引費用が著しく大きい場合には，内部化の

方がかえってコストがかかり過ぎることもあり得る。②は，反多面的機能論者によって主張され

る。③は，農業生産と非食料生産(多面的機能)の結合は固定的ではないことを表している。あ

る一定レベルの多面的機能を維持するための農業生産はより少なくてもよい可能性がある。農業

生産の変化がどのように非食料生産を変化させるか，また逆はどうなのかという吟味が必要で、あ

る。この関係は生産システムの選択にも依存すると考えられる。④は，反多面的機能論者によっ

て主張される。多面的機能全てが結合生産でなく，ある機能は分離可能であって，クラブ財のよ

うに NPOなどによって供給可能であるかも知れない。そうならば，農業保護は必要で無し、かも

知れない。しかしながら，非農家によって供給が可能で、あってもコストが安いとは限らないので

費用条件(範囲の経済性)の吟味が必要である。③，④については OECDレポートでも強調され

ている。⑤は，市場の失敗を是正する政策が GreenBox(緑の政策)に入るための条件を述べて

いる。云うまでもなく GreenBoxに入ると認められれば削減の必要はない。 WTO交渉に対する

EUの最大の関心事項は直接支払いが GreenBoxに入るかどうかである。@は，国民(消費者)が

多面的機能を認めているかどうかであって，国民的な合意が得られる可能性を表している。

5. おわりに

本稿では，持続可能な農業について改めて概念の検討を行った。持続可能性のためには世代内，

世代聞の効率性と公平性の達成が最も重要であることを述べたが，実際に，どのように実行すれ

ばよいかは，まだ明確ではなく模索状態である。農業に関してどの程度の資本を残すべきか，自

然資本と人的生産資本の代替はどの程度許容されるのかなど，環境についての量的な把握をしな
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ければならなし、からである。政策面では，利用権が誰にあるのか，また，あるべきなのかが政策施

行上で重要となる。いずれも，社会的なコンセンサスを十分に得なければならない。

農業と環境との関係についても， EUと日本では大きな考えの違いがある。最も大きい相違は，

農業が環境にとって悪いものであるという認識である。 EUはその反省に立ち政策を進めている

が， 日本ではそのような認識に薄いために，どうも農業環境政策についての政策論理，政策分析

が弱いようである。多面的機能についても同様で、あって，もっと論議を深めなければならない。

註

註 1)以下は Legg[10]，EuropeanCommission[ 4]を主に参考としている。

註 2) ここでの訳は，百rrne巳R.K，D.Pearce and I.Bateman[14]p55による。

註 3)コースの定理は利用権が誰にあろうとも，交渉によってパレート最適になることを示しているが，実際

問題としては難しい。

註 4)EUでは，農村景観は semi-naturalに創り出され，自然と人工的な調和しているものであると認識され

ており，アメリカやオーストラリアなどの新大陸とは違うという Hodg[7]，Mahe[1l]。

註 5)EUでは，持続可能な農業の施策として，粗放化が奨励されており，プレミアムもある。家畜の飼養は

土地とセットであって日本とは異なる。

註 6)オーストリアの状況については Rupprechter口3]に詳しい。

註7)例としてEUの硝酸塩指令を挙げることが出来る。EUの農業環境政策についてはEuropeancommission[2] 

を参考のこと。

註 8) ポイント Bの規制も存在する。例として， Bird Directiveやラムサール条約がある。

註 9)EUの非貿易関心事項への意見はEuropeancommission[3]に詳しい。

註 10) ここでは，服部[6]，梶井[8]をあげておく。
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