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環境汚染と市場支配力のトレードオフに関する実証分析
－日米の農薬・化学肥料産業の比較－
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ただし、𝑝𝑓 は農薬・化学肥料の価格、θ は農薬・
外部不経済が存在する場合には、環境税などの

化学肥料産業の推測変分弾力性、ε は農業生産者

外部費用を内部化させる環境政策を行い、汚染物

の農薬・化学肥料に対する需要の弾力性、𝐶𝑓 は農

質の排出量を削減させることで社会厚生を回復す

薬・化学肥料製造企業の費用関数、𝑦𝑓 は農薬・化

ることができる。しかし、不完全競争市場では、

学肥料の生産量、𝑤𝑓 は農薬・化学肥料の生産要素

既に価格のマークアップが生じ、生産量が下方に

価格を表す。一方、社会厚生は次式の最大化問題

歪められているため、環境政策を行うとさらに生

を解くことで得られる。
𝑊 = 𝑚𝑎𝑥𝑦𝑎,𝑦𝑓 [{𝑝𝑎 𝑦𝑎 − 𝐶𝑎 (𝑤𝑎 , 𝑝𝑓 (𝜁), 𝑦𝑎 )} +

産量が削減され、社会厚生が悪化する恐れがある
と[1]は指摘している。さらに[2]は、寡占による価

{𝑝𝑓 (𝑦𝑓 )𝑦𝑓 − 𝐶𝑓 (𝑤𝑓 , 𝑦𝑓 )} − 𝐷(𝑦𝑓 )]

不完全競争による社会厚生損失と環境汚染削減に

農業生産量、𝐶𝑎 は農業生産者の費用関数、𝑤𝑎 は農

よる社会厚生の増大は相殺されることを示し、ア

業の生産要素価格、𝐷(𝑦𝑓 )は環境汚染費用を表す。

メリカの農薬、化学肥料産業について実証分析を

また、本モデルでは、市場支配力を次式のよう定

行っている。他方、日本では集中度が高くかつ汚

める。

(2)
格のマークアップと限界汚染費用が等しくなる時、 ただし、W は社会厚生、𝑝𝑎 は農業生産価格、𝑦𝑎 は

染を発生させる財を生産する産業である化学肥料
産業[3]について、産業構造に関する定性的な研究

𝜁

(3)

𝜃
𝜀

[3]は行われているが、そのような産業構造が社会

上式で表される最大化問題から次の市場支配力と

厚生にどのような影響をおよぼすのかを推計する

限界環境汚染費用の関係式が導かれる。

実証研究はほとんどなされていない。本研究は、
日本の農薬および化学肥料産業における環境汚染

𝑝𝑓 (𝜁)𝜁 =

𝐷(𝑦𝑓 )
𝑦𝑓

(4)

と市場支配力のトレードオフの関係を定量的に明

実証分析ではまず、最小二乗法により、農業生

らかにし、アメリカを対象にした実証研究の分析

産者の農薬・化学肥料に対する線形要素需要関数

結果と比較することを目的とする。

の推計を行い、推計結果から需要の価格弾力性を
求めた。次に、修正一般化レオンチェフ型の費用

２．分析手法

関数を仮定して(1)式を最小二乗推計し、農薬・化
学肥料産業の農業生産者に対する市場支配力の推

本稿では、日本およびアメリカの農薬、窒素質

計を行った。そして、市場支配力と限界環境汚染

肥料、リン酸質肥料、複合肥料の四つの化学製品

費用の関係式からトレードオフの分析を行った。

製造業を対象とし、[2]のモデルを用いて分析を行

最後に、分析結果から日本とアメリカの産業構造

った。農薬・化学肥料産業の利潤最大化の一階条

を比較した。

件は次のように表される。

３．データ
日本の産業についての分析は、農薬、窒素質肥
料、リン酸質肥料、複合肥料の四つの製造業を対
象にし、1957 年から 2009 年の年次データを用い
た。データは、農林水産省統計データや経済産業
省『工業統計表』
、農林統計協会『ポケット肥料要
覧』を参照した。アメリカの産業についての分析
は、窒素質肥料、リン酸質肥料の二つの化学肥料
製造業を対象に[2]が行った分析のアップデート
を行い、
1960 年から 1991 年の年次データを 2009
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日本の産業についてのトレードオフ曲線

年まで延長した。データは、National Bureau of
Economic Research 、 お よ び United States

５.結論

Department of Agriculture, Economic Research
Service を参照した。

日本とアメリカの比較や窒素質肥料の施肥量の
15%が環境負荷になるという研究[4]から判断す

４.分析結果

ると、日本の肥料産業の市場支配力は環境負荷を
相殺する効果を持つ水準を超えていると考えられ

推計結果の一部を表 1 にまとめた。推測変分弾

る。すなわち、政策介入により産業構造を是正す

力性 θ は、0 のとき完全競争を、また値が大きく

ることが社会厚生を改善すると結論付けられる。

なるほど市場支配力が大きいことを示すため、こ
の結果は窒素質、リン酸質、複合肥料の順に企業
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表１

日本の産業についての推計結果
農薬

窒素質肥料 リン酸質肥料 複合肥料

需要の価格弾力性(ε )

0.861

1.059

0.338

0.284

推測変分弾力性(θ )
市場支配力(ζ=θ/ε )

0.852
0.990

1.047
0.989

0.336
0.992

0.269
0.945

