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１．はじめに 

 自由貿易を推進すべきか否かをめぐり、人々はなぜ異なる意見や立場を表明するのであ

ろうか。通商政策をめぐる人々の選好は、いかなる経済的・非経済的要因に依存して形成

されているのであろうか。諸外国との比較において、日本の有権者に固有の選好決定要因

は存在するのであろうか。これらの疑問を実証的に解明することが本稿の目的である。 

 伝統的な貿易理論は、貿易自由化に伴う所得分配効果の方向性、すなわち「自由化によ

り誰が得をし、誰が損をするのか」ということを予想するうえで有益な含意を提供してく

れる。近年、世論調査をはじめとする各種マイクロ・データの利用可能性が高まるにつれ

て、各有権者が自由貿易の是非をめぐり実際に表明した選好が、貿易理論から予想される

選好形成メカニズムと整合的であるか、実証的に検証する試みが盛んに行われている 1。加

えて、各有権者の選好形成に影響を与えている「非経済的」な要因を特定する試みもなさ

れている。このように個人レベルの選好形成メカニズムを解明しておくことは、特定の個

人や集団が自由貿易に対して抱く懸念や反感の源を正しく把握し、それらを緩和するため

の方策を検討するうえで極めて有益であるが、日本の有権者に特化した同種の分析は必ず

しも十分に蓄積されていない。そこで本稿では以下に示す三つの分析を試みる。第一に、

マイクロ・データを用いて、自由貿易をめぐり日本の有権者が表明した選好が貿易理論の

含意と整合的であるかを実証的に検証すること、第二に、有権者の選好形成に影響を与え

ている非経済的な要因（個人属性や価値観）を特定すること、第三に、日本を含むアジア

大洋州地域 9 カ国のデータを用いて、選好形成メカニズムの国際比較を行うことである。 

分析の結果、日本の有権者は、自身が保有する生産要素の「種類」と、当該要素が投下

されている「産業」の両方を同時に考慮しつつ、自由貿易への選好を決定していることが

判 明 し た 。 こ の こ と は 、 日 本 の 有 権 者 が 伝 統 的 な 貿 易 理 論 に お け る

Heckscher=Ohlin=Vaneck（HOV）モデルが予想する長期の所得分配効果と、特殊要素モ

デルが予想する短期の所得分配効果の双方を考慮しつつ、自らの選好を半ば合理的に決定

していることを示唆している。具体的には、他の条件を一定とすると、非熟練労働者は熟

練労働者と比較して、比較劣位産業従事者は非貿易部門従事者や比較優位産業従事者と比

較して、それぞれ自由貿易を支持する確率が有意に低かった。また男性と比較して女性は

                                                   
1 米国のデータを用いた Scheves and Slaugter (2001)、O'Rourke and Sinnott (2001)および

Blonigen (2011)、カナダのデータを用いた Balistreri (1997)および Beaulieu (2002)、クロス・

カントリー・データを用いた Mayda and Rodrik (2005)など。 
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自由貿易を支持する確率が有意に低いこと、および地元（都道府県）に強い愛着を感じて

いる個人、日本の歴史または日本の国際的な政治的影響力に誇りを感じている個人が自由

貿易を支持する確率も有意に低いことが示された。国際比較の結果からは、自由貿易をめ

ぐる個々人の選好決定に影響を与えている要因のうち、「経済的要因」については国家間で

多くの共通点が観察されたが、「非経済的要因」や「個人属性」が選好に与える影響は必ず

しも各国で一様ではなかった。本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では検定可能な仮

説および実証分析のモデルを提示し、第 3 節では実証分析で用いるデータを概観する。第 4

節では実証分析の結果を示し、第 5 節で結語を述べる。 

 

 

２．検定可能な仮説および実証分析のモデル 

2.1 検定可能な仮説 

 効用最大化を目指す合理的な経済主体を仮定すると、通商政策をめぐる各人の選好は、

貿易自由化の際に直面する所得分配効果の方向性に依存して形成されると考えられる。各

人が直面する所得分配効果の方向性は、伝統的な貿易理論を用いて予想することが出来る

が、その結論は短期と長期で大きく異なっている。 

産業特殊的な生産要素の存在を仮定した短期の特殊要素モデル、とりわけ資本のみなら

ず労働も産業間を移動できない超短期の世界を想定すると、所得分配効果の方向性は、各

人が保有する生産要素が現在投下されている「産業」に応じて決まる（Mussa, 1982）。すな

わち、貿易が自由化されると、自身の生産要素を比較優位産業に投下している経済主体は

正の分配効果に、比較劣位産業に投下している経済主体は負の分配効果に直面するのであ

る。他方、長期の世界、すなわち生産要素が産業間を円滑に移動できると仮定する

Heckscher=Ohlin=Vaneck（HOV）モデルにおいては、生産要素を現在投下している産業

ではなく、各人が保有する生産要素の「種類」に応じて所得分配効果の方向性が決まる。

貿易が自由化されると、外国よりも国内に相対的に豊富に賦存する生産要素の保有者は正

の分配効果に、稀少な生産要素の保有者は負の分配効果に直面すると予想される。 

以上より、各有権者が自由貿易をめぐる選好を決定・表明する際、仮に自由化に伴う短

期的な分配効果を考慮しているのであれば「従事する産業」に応じて、長期的な分配効果

を考慮しているのであれば（産業とは無関係に）「保有する生産要素の種類」に応じて選好

の分布が異なっているはずである。先行研究においても、各有権者が実際に表明する選好

と、上記の理論的帰結との整合性が検定の対象とされてきた。本稿の実証分析においても、
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日本の有権者が表明する選好パターンが、「従事する産業」に依存して形成されているのか、

「保有する生産要素の種類」に応じて形成されているのか、あるいはその両方に同時に依

存して形成されているのかを統計的に検証する。 

 

2.2 実証分析のモデル 

 貿易を自由化した際の経済主体の効用の変化は、当該主体が保有する生産要素（労働者

としての熟練度）、従事する産業、およびその他の個人属性線形関数であると仮定する 2。 

 

 
∆𝑈𝑖 = 𝛽1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖 + 𝛽2𝑠𝑖𝑖𝑖𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝛾𝑗𝑋𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

+ 𝑖𝑖 . (1) 

 

ただし、∆𝑈𝑖は貿易を自由化した際に生ずる経済主体𝑠の効用の変化分、𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖は𝑠の労働者と

しての熟練度、𝑠𝑖𝑖𝑖𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖は𝑠が現在従事している産業、𝑋𝑗𝑖はその他の個人属性に関するコン

トロール変数群、𝑖𝑖は標準正規分布にしたがう撹乱項である。∆𝑈𝑖は観察されない変数であ

り、これが正の値をとると合理的な経済主体が予想する場合には世論調査において自由貿

易支持を表明し、それ以外の値の場合には不支持を表明するという次のような関係性があ

るとする。 

 

 
𝑓𝑖𝑖𝑓𝑖𝑓𝑖 = �1  𝑠𝑓 ∆𝑈𝑖 > 0

0  𝑜𝑖ℎ𝑓𝑖𝑒𝑠𝑠𝑓
 (2) 

 

𝑓𝑖𝑖𝑓𝑖𝑓𝑖は世論調査において経済主体𝑠が自由貿易支持を表明するか否かを示す二値変数（支

持＝1、不支持＝0）である。したがって、推定される Probit モデルは以下のとおりである。 

 

 
𝑃𝑖(𝑓𝑖𝑖𝑓𝑖𝑓𝑖 = 1) = 𝐹(𝛽1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖 + 𝛽2𝑠𝑖𝑖𝑖𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝛾𝑗𝑋𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

) (3) 

 

期待される係数の符号は以下のとおりである。経済主体が選好を決定するにあたり、HOV
                                                   
2 本稿では経済主体が獲得する主たる収入源は賃金であると仮定し、資本や土地からの要素

所得の存在は捨象している。ただし、HOV モデルでは熟練労働者および非熟練労働者に対

する分配効果の方向性が、それら要素の相対的な国内賦存量および全世界に占める自国の

消費シェアのみに依存して決まる。したがって、土地や資本の存在を捨象したとしても、

熟練労働者および非熟練労働者に及ぶ分配効果の方向性に影響を及ぼすものではない。詳

しくは Balistreri (1997)参照。 
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モデルが想定する長期の影響を考慮して決定している場合は𝛽1 ≠ 0かつ𝛽2 = 0、特殊要素モ

デルが想定する短期の影響を考慮して決定している場合は𝛽1 = 0かつ𝛽2 ≠ 0、両方のモデル

と整合的である場合、すなわち経済主体が長期・短期双方の影響を同時に考慮している場

合には𝛽1 ≠ 0かつ𝛽2 ≠ 0となる。 

 

 

３．データ 

 本稿で用いたマイクロ・データは、ISSP （International Social Survey Program）の下で

実施された ISSP National Identity II, 2003 から入手した。これは日本を含む 34 ヶ国が共同

で実施した国際的な世論調査プロジェクトであり、各国で無作為抽出された個人に対して

自由貿易や外国人労働者などに対する考え、国への帰属意識、支持政党、および性別、年

齢、職業など回答者の個人属性に関する質問を行い、その結果を国際比較可能な形でデー

タベース化したものである。日本については 2003 年 11 月から 12 月にかけて訪問員による

面談方式により調査が実施され、1,102 名から回答を得ている。 

 同調査には、「『日本経済を守るために、日本は外国製品の輸入を制限すべきだ』という

意見を、あなたはどう思いますか？」という質問が含まれている。回答者は、「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」「どちらとも言えない」「どちらかといえばそう思わない」「そ

う思わない」「わからない」という選択肢からひとつだけ選ぶことが求められる。本稿で用

いられている被説明変数（ftrade1）は、回答者が輸入制限措置に対して明確に否定的な選択

肢（「そう思わない」または「どちらかといえばそう思わない」）を選択した場合には 1 を、

その他の 4 つの選択肢を選んだ場合には 0 を取る二値変数である。さらに、「どちらとも言

えない」および「わからない」を選択した回答者をサンプルから除外して作成した被説明

変数（ftrade2）も代替的に用いた。 

 説明変数のうち、各人が保有する生産要素の種類については、日本が熟練労働豊富国で

あると仮定したうえで、先行研究にならい労働者としての熟練度（人的資本の蓄積水準）

に着目した。労働者としての熟練度を示す変数（skilled）は、当該個人の最終学歴が高等専

門学校、大学、または大学院である場合に 1 を、高校卒業以下の場合には 0 を取るダミー

変数である。長期の HOV モデルの含意が正しければ、貿易自由化の結果、熟練労働者は（現

在従事している産業にかかわらず）自由貿易を支持し、非熟練労働者はこれを支持しない

であろう。 

 他方、短期の特殊要素モデルの含意が正しければ、比較優位産業に従事する主体は自由
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貿易を支持し、比較劣位産業に従事する主体はこれを支持しないはずである。回答者が従

事する産業に関する変数群は以下の二種類の組合せを排他的に用いた。いずれもサービス

業など非貿易部門従事者を統制群とするダミー変数である。第一に、農林水産業・食品加

工業従事者（agri）と製造業従事者（manu）という組み合わせであり、前者を比較劣位産業、

後者を比較優位産業とみなした。第二に、貿易部門のうち、2003 年当時に輸入関税が残存

していた産業に従事する保護産業従事者（protected）と自由化されていた産業に従事する自

由化産業従事者（liberalized）という組み合わせである。無論、理論上の比較優位産業・比

較劣位産業の分類（または顕示比較優位指数などに基づく分類）と、輸入制限措置が残存

しているか否かという制度実態に基づく分類との間には一対一の対応関係はない。他方、

一部の農産品や労働集約的な工業品に代表されるように、日本では比較劣位産業における

関税撤廃も相当進展している。自由化済みの産業においては「自由化に伴う負の所得分配

効果」は追加的に発生しないことから、同じ比較劣位産業であっても「自由化済み産業」

と「保護残存産業」とでは従事者の選好の分布にシステマティックな差が存在すると考え

られる。以上の理由から、本稿では比較劣位産業のなかでも「保護が残存する産業」の従

事者に着目し、非貿易部門や貿易部門のうち自由化された産業に従事する者と比較して選

好の分布に有意な差が存在するか否かを検証した 3。なお、ISSPに含まれるデータはILOの

国際標準職業分類（ISCO88）に基づく回答者の「職業」データであるため、これを産業別

分類に変換し、上記変数を作成した 4。 

 その他の個人属性変数としては、女性ダミー（female）、回答者の年齢（age）、失業者ダミ

ー（unemployed）、学生ダミー（student）、その他非就業者ダミー5（nolaborforce）、地方の町

村・農山村居住者ダミー（rural）を用いた。各変数の基本統計量は表 4 を参照されたい。 

 最後に、主観的な表明選好のデータを用いて実証分析を行う際に留意すべき点について

指摘をしておく。すなわち、アンケートの質問項目の順番、質問の表現方法、選択肢の提

示の順番、選択肢の尺度の間隔の設定方法、調査の実施方法（面接員による聞き取り、郵

送式など）により回答者の回答方法にバイアスが生じ得るという問題である（Bertrand and 

Mullainathan, 2001）。たとえば、実際は自由貿易に対して賛成・反対いずれかの意見を有し

                                                   
3 本稿では「保護が残存している全ての産業は比較劣位産業である」と仮定している。なお、

保護残存産業に従事するがゆえに保護主義的な選好を持つという因果の方向性のほかに、

保護主義的な選好を持つ個人が多いがゆえに（政治経済学的なプロセスを通じて）保護が

残存しているという同時性の問題が生じている可能性も考えられるが、本稿では詳細な検

証は行なっていない。 
4 保護産業、自由化産業の分類方法は表 3 を参照のこと。 
5 年金生活者、主婦、障害その他の理由で働けない者が含まれる。 
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ているものの、面接員に対して自分の意見を直接表現することを好まない回答者は、「どち

らとも言えない」を選択する、あるいは控えめな主張をするという可能性がある。こうし

た回答方法の「癖」が特定の個人属性と相関を持つとき、表明された選好には誤差が生じ、

推定されるパラメーターにもバイアスが生ずることに留意する必要がある 6。 

 

 

４．実証分析の結果 

4.1 貿易理論の検定 

 実証分析の結果は表 1 に示されている。はじめに、個人属性のみを説明変数としたベー

スライン・モデルを推定した結果、女性ダミー（female）、年齢（age）の係数が有意に負で

あった（モデル 1）。とりわけ女性ダミーについては、本稿で推定したすべてのモデルにお

いて安定的かつ有意に負であり、学歴や従事する産業など他の要因をコントロールしても

なお、男性と比較して女性が自由貿易を支持する確率は 13～17%ポイント程度低い傾向が

確認された。女性が相対的に保護主義的であることの根本的な理由は未だ解明されていな

いが、この傾向は既述の各種先行研究においても一貫して観察されているものである。 

 モデル 2 は長期の HOV モデルを検定したものである。ベースライン・モデルに熟練労働

者ダミー（skilled）を加えてみると、係数は有意に正であった。他のモデルにおいても、非

熟練労働者と比較して熟練労働者が自由貿易を支持する確率は（産業をコントロールして

もなお）10～18%ポイント程度高い。紙面の制約上掲載していないが、ダミー変数ではなく、

就学年数を説明変数として用いたモデルにおいても結果に質的な変化は生じなかった。以

上は、日本の有権者が自由貿易をめぐり表明した選好が、HOV モデルが予想する長期的な

分配効果の帰結と整合的であることを示唆している。 

 モデル 3 および 4 は特殊要素モデルの検定結果、すなわち回答者が従事する産業に関連

する変数を含めて推定した結果である。統制群である非貿易部門従事者と比較して、農林

水産業・食品加工業従事者（agri）が自由貿易を支持する確率は 20%ポイント程度有意に低

いが、製造業従事者（manu）については有意な差は確認されなかった。また、保護残存産

業従事者（protected）の係数も期待どおり有意に負であった（モデル 4）。この係数は本稿で

推定した他のモデルにおいて有意かつ安定的に負であり、関税で保護された産業に従事す

                                                   
6 例えば質問への回答について学生特有の癖が存在する場合、学生が表明する選好の値には

システマティックな誤差が含まれ、説明変数である個人属性との間で相関が生じ、推定さ

れるパラメーターにバイアスが生ずる。 
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る者が自由貿易を支持する確率は（非貿易部門従事者と比較して）16～30%ポイント程度低

いことが示された。以上、比較劣位産業に関連する二種類のダミー変数の係数が有意かつ

安定的に負であったという結果は、日本の有権者が表明した自由貿易に対する選好が、特

殊要素モデルが予想する貿易自由化の短期的な帰結とも整合的であることを示唆している。

他方、自由化産業従事者（liberalized）については、係数は正であるものの、多くのモデル

において統制群である非貿易部門従事者との間で選好に関するシステマティックな差は確

認されなかった。この理由としては、既述のとおり当ダミー変数が必ずしも潜在的に輸出

競争力を持つという意味での比較優位産業を示すものではないこと、および ISS の調査では

貿易のなかでも輸入面に特化した質問文になっていることが考えられる。 

現在職を持たない回答者のうち、学生（student）、その他の非就業者（nolaborforce）につ

いては固有のバイアスは確認されなかったが、失業者（unemployed）の係数は一部のモデル

で有意に正であった。職に就いておらず要素所得を得ていない失業者は、貿易自由化によ

って生ずる所得分配上の効果とは無縁である一方、消費者として安価な輸入製品にアクセ

スできるようになることを期待している可能性もあろう。 

 モデル 5 は HOV モデルと特殊要素モデルの両仮説を同時に検定しものである。熟練労働

者ダミーおよび保護残存産業従事者ダミーの係数は引き続き有意かつ期待どおりの符号で

あった。このことは、日本の有権者が、自らが保有する生産要素の「種類」と投下先「産

業」の組み合わせに応じて自由貿易に対する態度を決定・表明していることを示唆してい

る。頑健性チェックとして、回答者の居住地特性を制御するために「地方の町村・農山村

居住者ダミー（rural）」を含めたモデル（モデル 6）、被説明変数として ftrade2 を用いたモ

デル（モデル 6’）を推定したが、いずれもモデル 5 と比較して推定結果に質的な変化は見

られなかった。 

 

4.2 非経済的要因の検定 

 次に、自由貿易をめぐる有権者の選好が経済的要因のみならず非経済的な要因にも依存

または関連している可能性を検証する。第一に、Mayda and Rodrik（2005）にならい、自

身が帰属するコミュニティーへの愛着（attachment）の強さと自由貿易に対する選好との間

の関連性について検証を行う。本稿では、「市区町村への愛着（cityattach）」、「都道府県への

愛着（regiattach）」、「日本への愛着（ctryattach）」、「アジアへの愛着（asiaattach）」につき、

いずれも「とても愛着がある」「まあ愛着がある」を選択した場合に 1 を取るダミー変数を

用いた。前述のモデル 6 に上記 4 つの変数を加えて推定した結果、自身が居住する都道府
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県に愛着を持つ個人は、自由貿易を支持する確率が 10～15%ポイント低下した一方で、ア

ジアという地域に愛着を持つ個人は自由貿易支持確率が 6～7%ポイント有意に上昇してい

る（モデル 7 および 7’）。「市町村への愛着」ダミーはいずれも有意でなく、「日本への愛着」

ダミーについては被説明変数に ftrade2 を用いたモデル 7’において 10%水準で有意に負であ

った。国家に愛着を感じている個人ほど一国全体の社会的厚生を軽視した選好を表明する

傾向があるという皮肉な結果は Mayda らの先行研究の結果とも一致している。 

 次に、愛国心と自由貿易への選好との間の関連をより詳細に検証するために、回答者が

日本という国家に対して抱いている各種の「誇り」の強さを示す変数を含めて推定を行っ

た（モデル 8 および 8’）。具体的には、「世界における日本の政治的影響力（pridepoli）」「日

本が成し遂げた経済的成果（prideecon）」「科学技術の分野で日本人が成し遂げたこと

（pridetech）」「日本の歴史（pridehist）」の各項目につき、「とても誇りに思う」「まあ誇りに

思う」を選択した場合に 1 を取るダミー変数を用いた。推定の結果、経済変数やその他の

個人属性をコントロールしてもなお、「世界における日本の政治的影響力」および「日本の

歴史」について誇りに思っている回答者には自由貿易をめぐる負のバイアスが、「科学技術

分野」について誇りに思っている回答者には正のバイアスが確認された。日本が過去に達

成した「経済的な成果」と自由貿易に関する選好との間にはシステマティックな関係は確

認されなかった。 

 

4.3 選好の決定要因の国際比較 

 最後に、自由貿易をめぐる選好形成メカニズムに国家間の差異が存在するか否かを検証

する。比較対象はアジア大洋州諸国のうちデータが入手可能であった台湾、韓国、フィリ

ピン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、チリという 8 つの国と地

域である（表 3）。検定を行ったモデルは、既述のモデル 7 をベースとしているが、データ

の制約から産業関連ダミーのみ農林水産業・食品加工業従事者（agri）と製造業従事者（manu）

の組み合わせを用いた。被説明変数はいずれも ftrade1 を用いている。分析の結果特筆すべ

き点は以下の 4 点である。 

 第一に、分析を行ったすべての国において、長期の HOV モデルが予想する帰結と整合的

な結果が得られた。すなわち、熟練労働者ダミーの係数はすべての国について有意であり、

相対的に非熟練労働豊富国と考えられるフィリピンにおいてのみ当該ダミーの係数はマイ

ナス、その他の国の係数はすべてプラスであった。フィリピンにおいては熟練労働者の方

が自由貿易に対して相対的に慎重な態度を表明しているのである。 
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第二に、短期の特殊要素モデルが予想する選好パターンについては、これが観察された

国と、観察されなかった国（フィリピンとチリ）とが存在した。観察された国のうち、韓

国、台湾およびアメリカにおいては、日本と同様に農林水産業・食品加工業従事者（agri）

ダミーの係数が有意に負であった。逆に、アメリカを除く農業大国、すなわちオーストラ

リア、ニュージーランド、カナダについては、製造業従事者（manu）の選好に保護主義的

な負のバイアスが確認された。フィリピンおよびチリにおいては、サービス産業など非貿

易部門従事者との比較において、農林水産業従事者や製造業従事者に固有の選好は確認さ

れなかった。 

第三に、フィリピンを除くすべての国において、男性と比べて女性は自由貿易を支持す

る確率が有意に低いことが確認された。他方で、失業者（unemployed）、学生（student）、そ

の他の非就業者（nolaborforce）、地方の町村・農山村居住者（rural）といった各ダミー変数

の係数の方向性や有意水準は国毎に大きく異なっている。例えば、日本では有意でなかっ

た町村・農山村居住者ダミーに注目すると、台湾、韓国、オーストラリア、チリにおいて

は、労働者としての熟練度や従事する産業をコントロールしてもなお、地方の町村・農山

村居住者は都市部の居住者と比較して自由貿易を支持する確率が低いことが確認された 7。 

 最後に、自身が帰属するコミュニティーへの愛着（attachment）の強さと自由貿易に対す

る選好との関連性について確認しておく。居住する地域への愛着の強さと自由貿易に対す

る選好との間に一貫した関係性が確認されたのはニュージーランド（市町村レベル）およ

び日本（都道府県レベル）の二カ国のみであり、いずれも地元への愛着の強さと自由貿易

への態度との間に負の相関関係が確認された。因果関係については更なる検証が必要であ

るが、日本の有権者は輸入の自由化の結果として地元の雇用、産業、風景、伝統、地域社

会などが失われるのではないか、という漠然とした不安や懸念を相対的に強く抱いている

可能性がある。他方、日本とオーストラリアの二カ国のcontiattachダミーに着目すると、両

国では「アジア」という国境を超えた地域コミュニティーへの愛着を持っている有権者ほ

ど、自由貿易を支持する確率が有意に高いという結果が得られた 8。 

 

 

  

                                                   
7 アメリカのデータのみ rural ダミーの値が欠損している。 
8 アメリカ、カナダ、チリにおける調査では「アジア」ではなく「アメリカ大陸」というコ

ミュニティーへの帰属意識が調査されている。したがって、ここでは asiaattach ではなく

contiattach と変数名を変更している。 
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５．結語 

 本稿では、国際比較可能なマイクロ・データを用いて、自由貿易をめぐる有権者の選好

形成メカニズムを実証的に分析するとともに、アジア太平洋諸国との間で比較分析を行っ

た。主観的データを用いて実証分析を行うことには一定の限界が伴うものの、分析の結果

以下の主要な結論が得られた。 

 第一に、日本の有権者は、自身が保有する生産要素の「種類」と、当該要素が投下され

ている「産業」の両方を同時に念頭におきつつ、自由貿易への選好を決定している。具体

的には、他の条件を一定とすると、非熟練労働者は熟練労働者と比較して、比較劣位産業

従事者は非貿易部門従事者や比較優位産業従事者と比較して、それぞれ自由貿易を支持す

る確率が有意に低かった。すなわち、日本の有権者は、HOV モデルが予想する長期の所得

分配効果と、特殊要素モデルが予想する短期の所得分配効果の双方を考慮しつつ、自らの

選好を決定しているのである。 

裏を返せば、貿易自由化に反対を唱えている一部の個々人は「経済人として合理的に反

対や懸念を唱えている」ということになる。日本政府が国民的合意を形成しつつ貿易自由

化をさらに推進するためには、反対論者が短期的・長期的に抱いている経済的な不安を緩

和する取り組みを同時に進めていくことが不可欠である。例えば、非熟練労働者の就労後

の継続的なスキルアップを支援するための政策的取り組み、あるいは比較劣位産業（とり

わけ保護された産業）に投下されている生産要素の産業間の円滑な移動を支援するための

取り組みなどが考えられる。その一環として、貿易自由化の結果として損害を被った（ま

たはその恐れがある）労働者に対する雇用訓練の提供、地域をまたぐ転職を円滑化する為

の情報提供や金銭的な支援など、いわゆる制度化された「貿易調整支援（TAA：Trade 

Adjustment Assistance）プログラム」の導入を検討することも有益であろう（久野、2004）。 

 第二に、各有権者が表明する選好は非経済的な要因にも依存して形成されていることが

示された。例えば、女性は男性と比較して相対的に保護主義的なバイアスを持つという傾

向が確認された。貿易自由化を推進する際には、女性に対して安心感や納得感を与えられ

るような PR 活動を行うといった広報戦略を立案することが不可欠である。 

第三に、日本では地元への愛着の強さと自由貿易に対する選好との間に負の相関関係が

確認された。これは他の国では観察されない傾向であった。因果関係については更なる検

証が必要であるが、「貿易を自由化すると地域の雇用、産業、風景、伝統、コミュニティー

が崩壊するのでは」という有権者の漠然とした不安や懸念が存在するのであれば、それら

を緩和するためのメッセージや情報を政府がタイムリーに発信・提供していくことが求め
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られる。 

最後に、近年理論的および実証的な研究が活発に行われている貿易政策の政治経済学、

とりわけ国や産業ごとに保護の水準が異なっている理由の解明を試みる内生的関税決定理

論と本稿の結論との関連性について指摘をしておきたい。内生的関税決定理論の中にも、

経済主体が産業間を円滑に移動可能であることを仮定したモデル（例えば Mayer, 1984）と、

産業間を移動できない特殊要素の存在を仮定したモデル（例えば Grossman and Helpman, 

1994）の双方が存在する。本稿の分析結果は、日本の貿易政策における政治経済学的な力

学を描写する際には、自身が保有する要素の種類と要素が投下されている産業の双方を同

時に考慮して意思決定を行う経済主体を仮定したモデルを構築・利用することが適切であ

ることを示すものであろう。 
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表 1 貿易理論の検定 

 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)’
Dependent var. ftrade1 ftrade1 ftrade1 ftrade1 ftrade1 ftrade1 ftrade2

female -0.131*** -0.125*** -0.139*** -0.136*** -0.129*** -0.130*** -0.149***
(0.0265) (0.0269) (0.0294) (0.0297) (0.0301) (0.0302) (0.0422)

age -0.00266*** -0.00217*** -0.00292*** -0.00304*** -0.00229** -0.00229** -0.00583***
(0.000707) (0.000739) (0.00102) (0.00101) (0.00106) (0.00106) (0.00154)

skilled 0.122*** 0.120*** 0.118*** 0.176***
(0.0329) (0.0360) (0.0361) (0.0484)

agri -0.195***
(0.0437)

manu 0.0271
(0.0520)

protected -0.182*** -0.165*** -0.164*** -0.279***
(0.0388) (0.0442) (0.0447) (0.0611)

liberalized 0.0865 0.112 0.113 0.0883
(0.0678) (0.0716) (0.0718) (0.0904)

unemployed 0.155 0.152 0.187* 0.186 0.433***
(0.113) (0.113) (0.114) (0.113) (0.117)

student -0.0342 -0.0392 0.0132 0.0125 -0.0198
(0.0557) (0.0547) (0.0636) (0.0635) (0.0899)

nolaborforce 0.0220 0.0211 0.0280 0.0289 0.0590
(0.0390) (0.0387) (0.0395) (0.0396) (0.0549)

rural -0.0117 0.0129
(0.0298) (0.0438)

Observations 1,099 1,077 1,039 1,039 1,024 1,023 668
擬似決定係数 0.0288 0.0396 0.0428 0.0470 0.0573 0.0575 0.0983
（注）***は1％、**は5％、*は10％水準で、それぞれ有意な推定値（限界効果）を表す。

       カッコ内は不均一分散に対して頑健なWhiteの標準誤差である。
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表 2 非経済的要因の特定 

 

(7) (8) (7)’ (8)’
Dependent var. ftrade1 ftrade1 ftrade2 ftrade2

female -0.122*** -0.135*** -0.143*** -0.165***
(0.0305) (0.0305) (0.0427) (0.0432)

age -0.00196* -0.00188* -0.00552*** -0.00489***
(0.00108) (0.00105) (0.00158) (0.00156)

skilled 0.112*** 0.104*** 0.167*** 0.161***
(0.0360) (0.0365) (0.0490) (0.0490)

protected -0.157*** -0.173*** -0.271*** -0.295***
(0.0461) (0.0435) (0.0634) (0.0609)

liberalized 0.105 0.125* 0.0733 0.106
(0.0707) (0.0734) (0.0899) (0.0928)

unemployed 0.183 0.202* 0.430*** 0.437***
(0.113) (0.112) (0.115) (0.119)

student 0.00359 0.0163 -0.0412 -0.0125
(0.0631) (0.0642) (0.0898) (0.0917)

nolaborforce 0.0239 0.0344 0.0527 0.0696
(0.0398) (0.0396) (0.0556) (0.0555)

rural -0.0180 -0.00717 -0.00105 0.0206
(0.0299) (0.0300) (0.0441) (0.0442)

cityattach -0.0240 -0.0327
(0.0470) (0.0649)

regiattach -0.102** -0.150**
(0.0483) (0.0621)

ctryattach -0.0718 -0.122*
(0.0521) (0.0726)

asiaattach 0.0635** 0.0698*
(0.0296) (0.0424)

prideinflu -0.0581* -0.100**
(0.0320) (0.0454)

prideecon 0.0197 0.0203
(0.0304) (0.0425)

pridetech 0.0700* 0.0981*
(0.0361) (0.0554)

pridehist -0.0605* -0.150***
(0.0312) (0.0452)

Observations 1022 1017 668 664
擬似決定係数 0.0684 0.0687 0.113 0.125
（注）***は1％、**は5％、*は10％水準で、それぞれ有意な推定値（限界効果）を表す。

       カッコ内は不均一分散に対して頑健なWhiteの標準誤差である。
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表 3 選好決定要因の国際比較 

 

  

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
JPN TWN KOR PHI AUS NZ USA CAN CHL

female -0.124*** -0.130*** -0.0642** -0.00658 -0.0586*** -0.100*** -0.0741*** -0.162*** -0.0901***
(0.0302) (0.0214) (0.0267) (0.0208) (0.0167) (0.0283) (0.0225) (0.0274) (0.0251)

age -0.00180 -0.00161* -0.00188 -0.000713 -0.000547 3.40e-05 0.000772 0.00111 -0.00264***
(0.00109) (0.000881) (0.00115) (0.000621)(0.000628) (0.00110) (0.000767) (0.00126) (0.000709)

skilled 0.117*** 0.130*** 0.0539* -0.0375* 0.0438*** 0.116*** 0.0519** 0.120*** 0.104***
(0.0362) (0.0264) (0.0278) (0.0192) (0.0163) (0.0410) (0.0218) (0.0276) (0.0275)

agri -0.173*** -0.128*** -0.106** 0.00445 -0.0406 -0.0254 -0.0984** -0.0461 -0.0452
(0.0529) (0.0389) (0.0484) (0.0286) (0.0394) (0.0489) (0.0475) (0.112) (0.0452)

manu 0.0580 -0.0149 -0.0135 -0.0366 -0.0638*** -0.188*** -0.0485 -0.118** -0.0394
(0.0559) (0.0318) (0.0381) (0.0277) (0.0224) (0.0288) (0.0330) (0.0562) (0.0424)

unemployed 0.189* -0.0138 0.0337 0.0789 0.0632 -0.124*** -0.0728 -0.0726 -0.0220
(0.114) (0.0462) (0.0698) (0.0861) (0.0655) (0.0467) (0.0458) (0.0993) (0.0496)

student 0.0125 -0.0146 0.0843* -0.00583 0.106* -0.0963 0.0820 0.000223 -0.0355
(0.0646) (0.0462) (0.0485) (0.0452) (0.0594) (0.0792) (0.0679) (0.112) (0.0403)

nolaborforce 0.0260 -0.0207 -0.0134 0.0244 -0.0272 -0.0940** -0.0159 -0.0685* -0.0162
(0.0402) (0.0310) (0.0307) (0.0224) (0.0209) (0.0392) (0.0275) (0.0366) (0.0281)

rural -0.0186 -0.0662*** -0.0794* -0.00341 -0.0503*** -0.0541 -0.00790 -0.0750***
(0.0299) (0.0236) (0.0448) (0.0199) (0.0190) (0.0334) (0.0435) (0.0288)

cityattach -0.0206 -0.0434 -0.0225 -0.00234 0.0130 -0.0786** -0.0232 -0.0439 -0.00521
(0.0463) (0.0338) (0.0324) (0.0262) (0.0215) (0.0394) (0.0266) (0.0367) (0.0385)

regiattach -0.110** 0.0125 0.0397 0.0146 -0.0176 -0.00220 -0.00266 -0.0236 0.00930
(0.0485) (0.0328) (0.0287) (0.0247) (0.0232) (0.0348) (0.0280) (0.0425) (0.0391)

ctryattach -0.0724 0.0186 -0.00269 -0.0317 -0.0394 0.0106 -0.0327 0.0717* 0.0351
(0.0521) (0.0311) (0.0367) (0.0303) (0.0339) (0.0579) (0.0404) (0.0381) (0.0389)

contiattach 0.0649** 0.00454 0.00450 -0.000860 0.112*** 0.0218 0.0197 -0.0116 -0.0257
(0.0296) (0.0347) (0.0273) (0.0198) (0.0266) (0.0288) (0.0243) (0.0307) (0.0263)

Observations 1,022 1,981 1,289 1,194 1,967 927 1,212 1,032 1,479
擬似決定係数 0.0657 0.0580 0.0453 0.0122 0.0497 0.0581 0.0269 0.0593 0.0520
（注）***は1％、**は5％、*は10％水準で、それぞれ有意な推定値（限界効果）を表す。

       カッコ内は不均一分散に対して頑健なWhiteの標準誤差である。
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表 4 記述統計表 

 
  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
    ftrade1 1099 0.2647862 0.4414202 0 1
    female 1102 0.5172414 0.4999295 0 1
    age 1102 50.7559 18.2749 16 93
    skilled 1080 0.2648148 0.441439 0 1
    eduy 1010 12.02772 2.694785 2 24
    agri 1071 0.0466853 0.2110626 0 1
    manu 1071 0.085901 0.2803488 0 1
    protected 1071 0.070028 0.2553134 0 1
    liberalized 1071 0.0513539 0.2208216 0 1
    unemployed 1072 0.0195896 0.1386497 0 1
    student 1072 0.068097 0.2520299 0 1
    nolaborforce 1072 0.3470149 0.4762427 0 1
    rural 1099 0.3512284 0.4775715 0 1
    cityattach 1099 0.8735214 0.3325393 0 1
    regiattach 1100 0.8518182 0.3554417 0 1
    ctryattach 1100 0.8981818 0.3025466 0 1
    asiaattach 1095 0.5150685 0.5000013 0 1
    pinfl 1096 0.2928832 0.4552931 0 1
    pecon 1097 0.5341841 0.4990576 0 1
    ptech 1096 0.8394161 0.3673144 0 1
    phist 1092 0.6538462 0.4759609 0 1
（注）国際標準職業分類（ISCO、1988版）4桁のうち、比較劣位産業には6110, 6111,
6112, 6121, 6151, 9211, 9212, 7410, 7412, 7321, 7322, 7323, 7331, 7340, 7400,
7421, 7422, 7430, 7433, 7436, 8130, 8142, 8150, 8232, 8250, 8253, 8284、比較優位

産業には8120, 8122, 7210, 7212, 7213, 7220, 7230, 7231, 7233, 7240, 7241, 7310,
7311, 8282, 8283を含めた。両者の判別は日本の実行関税率表を用いて行った。
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