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総 合 評 価 書

１．評価対象政策（法10条第1項第一号）

米政策

２．政策所管部局 ３．評価実施主体（法10条第1項第二号）

食糧庁企画課、計画課 農林水産政策研究所

経営局経営政策課、構造改善課 大臣官房企画評価課

農村振興局農村政策課

生産局農産振興課

４．政策評価実施時期（法10条第1項第二号） ５．政策評価対象期間

平成 年 月 平成 年～平成 年15 3 7 14
（ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律「

」施行後を評価対象期間として設定）

６．政策の目的・目標

① 米の需給と価格の安定

② 水田農業における効率的かつ安定的な農業経営の育成

③ 水田の有効利用

７．政策の具体的内容

生産調整による米の総供給量抑制、計画流通制度による米の計画的な供給等を実施。

また、生産調整の枠組みの中で、生産調整実施者のための経営安定を実施。さらに、水

田農業における効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、認定農業者の育成・確保 、

農地の利用集積等を実施。

【参 考】

○ 需給政策（主な政策手段：水田農業経営確立対策（水田農業経営確立助成、とも補償事業費 、）

緊急需給調整対策、稲作経営安定資金、地域水田農業再編緊急対策）

米の生産力が需要量を大幅に上回っている中で、需給と価格の安定を図るため、平成７年に施行さ

れた「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 （以下「食糧法」と言う ）の規定に基づき「米」 。

穀の需給及び価格の安定に関する基本計画」に沿って生産調整を実施。

昭和 年度に生産調整が開始された当初は、単純休耕に対しても助成が行われる等、単なる米の生46

産抑制を主眼とした対策であったが、昭和 年度の「水田利用再編対策 、昭和 年度の「水田農業53 62」

確立対策」からは、他作物への転換、集団的土地利用により生産調整の一層の定着を推進。平成 年12

度から始まった現行の「水田農業経営確立対策」では、需要に応じた米の計画的生産を推進するとと

もに、麦、大豆、飼料作物等の本格的な生産を推進。さらに、豊作対応として、平成 年度から緊急13

需給調整対策を実施。また、自主流通米の価格変動が農業経営に与える影響を緩和するため、生産調

整メリット措置として平成 年度から稲作経営安定対策を実施。10

○ 流通・価格政策（主な政策手段：計画流通制度）

「食糧法」に基づく計画流通制度により、民間の事業者に米の流通を基本的に担わせながら、地域

別・期間別に偏りなく一定の数量の米穀の生産者から消費者への計画的な供給を推進。具体的には、

消費者が必要とする米の太宗が安定的に供給されるよう、国が指定する法人（自主流通法人）が作成

した計画に従って、登録業者が自主流通米を集荷・販売。また、自主流通米の価格形成の透明性・公

平性を確保するため、自主流通米価格形成センターにおいて入札を実施。形成された価格（指標価格

）は、自主流通米の相対取引にも適用。

○経営政策・構造政策（主な政策手段：認定農業者制度、農地制度）

望ましい農業構造の確立に向けて、営農類型及び地域の特性に応じ、認定農業者を中心とする担い

手への農地の利用集積等により農業経営基盤の強化を推進。また、地域における耕作放棄地等の活用
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に向けた取り組み、耕地利用率の向上等により農地の効率的な利用を推進。

８．目標達成時期及び達成目標

経営政策・構造政策については 「農業構造の展望 （平成 年 月）において、平、 」 12 3
22 40 33 37成 年度に効率的かつ安定的な農業経営は 万経営と想定（家族農業経営 万～

万、法人・生産組織 ～ 万 。また、作業受託を含め農地利用の 割程度が「効率的3 4 6）

かつ安定的な農業経営」に集積するものと想定。認定農業者については、平成 年度16
を目標に経営改善計画の認定数を 万経営体にする目標を設定。特に水田農業につい23

8 1 21ha 6ては、家族農業経営 万戸程度（北海道： 万戸程度、経営規模 程度、都府県：

万戸程度、経営規模 程度 、法人・生産組織 万経営体程度（経営規模 程度）12ha 1 40ha）

を設定。

【参 考】

需給政策については 「食糧法」により毎年定める「米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画、

」及び「米穀の生産及び出荷の指針」に基づく需給調整を基本としているため、数値的な達成時期及

び達成目標を設定することはできない。また、流通・価格政策については 「食糧法」において、計、

画的な流通の推進、適正な価格形成を目的に実施しているものであり、数値的な達成時期及び達成目

標を設定することはできない。

９．評価の観点（法10条第1項第三号）

米政策の総合評価の実施に当たっては、これが総合評価の手法開発の一環であること

に留意しつつ、特に①生産調整、②価格形成、③農業構造・水田農業活性化の つの側3
面を主要分析対象とし、それぞれに関連して実施されてきた政策の必要性、有効性およ

び効率性について、可能な限り数量的な分析方法を用いて政策評価を行うこととした。

１０．政策効果の把握の手法及びその結果（法10条第1項第四号）

政策効果の把握の手法は次の通りである。まず生産調整対策については、その主要目

的と採用された政策手段との整合性について理論的に検討するとともに、その有効性と

効率性について費用便益分析等の数量的な検討を行った。価格形成面に関しては、計画

流通制度による自主流通米の価格形成が米の需要を的確に反映するものであったかどう

かについてその有効性を検証することとした。さらに、稲作生産構造と水田農業活性化

については、稲作生産構造の変化の態様とその要因を分析するとともに、モデル分析に

よる将来予測を試みて構造政策上の課題を提示した。

各分析の主要結果は次の通りである。①生産調整対策は、一定の価格安定化効果と転

作作物増産効果をもたらしたが、他方で国民経済的には納税者負担よる社会的損失をも

たらすとともに、一律面積配分方式により構造改革の阻害要因ともなった。また、費用

対効果分析の結果、政府の財政負担の増大及び米価下落に伴う生産者への所得維持効果

の減少等によってＢ の数値は近年急速に低下したことが明らかとなった。②自主流/C
通米価格は、値幅制限が撤廃された 年産以降、需給要因がより大きく影響する形で10
価格形成の弾力化が進んだ。また、値幅制限の撤廃と同時に設けられた希望価格申出制

は自主流通米の人為的な価格形成を可能にし、計画外流通米との価格競争力を弱めたた

め、自主流通米販売にマイナスの影響をもたらした。③センサス統計による 年代1990
後半の稲作生産構造の変化として、全体的な作付規模縮小傾向の顕在化、稲作主業農家

数の大幅減少、労働力の高齢化と農業以外の事業体の進出、新たな担い手の登場、遊休

水田の増加傾向等が明らかとなった。またマルコフモデル分析により、 年以降の2010
大規模稲作農家の増大傾向が頭打ちとなるとの将来予測がなされた。

１１．学識経験を有する者の知見の活用（法10条第1項第五号）

第４回農林水産省政策評価会（平成 年 月 日）を開催し、政策評価会委員より15 6 30
意見等を聴取した。
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１２．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報（法10条第1項第六号）

上記の政策評価の実施に際して使用した資料等は次の通りである。①米価に関する

資料（食糧庁 、農林水産予算の説明（農水省予算課）米及び麦類の生産費（同統計情）

報部）その他の農水省資料；北海道、新潟県、京都府下での農家・農業者団体等へのヒ

アリング調査；②食糧統計年報（食糧庁 、自主米センター年報（自主流通米価格形成）

センター 、米価に関する資料（食糧庁 、米の需給・価格の動向等（米の需給・価格） ）

情報に関する委員会 、作物統計（統計情報部）等；③農業センサス及び同農業構造動）

態統計報告書（統計情報部）ほか。

１３．政策評価の結果（法10条第1項第七号）

以上の分析結果を踏まえ、次の諸点を指摘しておきたい。①農業の構造改革の推進、

財政効率性の改善さらには消費者ニーズ（利益）等の観点から、現行の生産調整対策を

抜本的に改め、米の需給調整の基本を市場原理に基づくシステムへと速やかに移動させ

ることが望ましい。米生産は需要に応じた農家等の主体的判断に基づくシステムへと移

行させる必要がある。②改革に当たっては、価格下落（一時的変動）による稲作経営へ

の打撃などのデメリットの発生も予想されるため、短期的には各種セーフティネットの

用意が望ましい。③現行の米流通制度を改めて、計画米と計画外米とのあいだにある制

度上の壁を早急に取り払い、価格形成を極力市場原理に委ねる必要がある。④経営政策

をより効果的・効率的に行うため、規模拡大意欲の強い主業農家層への支援策に重点を

おく必要がある。ただし、稲作生産構造の実態を踏まえた農家以外の事業体及び農業サ

ービス事業体への支援策についても十分な配慮が必要である。⑤国民・消費者ニーズお

及び国際化対応との整合性（食品安全性、多面的機能の発揮、環境保全型農業の推進な

ど）を図るためには、米政策以外の政策手段を別途用意し、効率的な政策運営を行う必

要がある。

１４．学識経験を有する者からの意見等（評価委員の発言順に記載）

・評価結果は理解できるが、農業、広く言えば、環境資源は市場経済になじむものなの

か。農業には産業的側面と非産業的側面があるが、国土を保全する、文化を守る、安

心して米が食べられるなど非産業的側面は市場原理になじまないのではないか （加。

藤委員）

・将来の食糧危機に供えて、水田・農地の機能を維持するために、バイオマス、飼料米

や燃料作物（ ）を栽培するとともに、農業外にいる株式会社など意欲のFuel Crops
ある者を参入させる施策が重要ではないか。水田の有効利用について、踏み込んだ評

価が欲しかった （加藤委員）。

・米政策は、環境・文化の側面もあるが、需給調整、流通合理化、農業経営の大きく３

つの側面があるとのことであり、これを踏まえて、従来の実績評価（例えば 「米の、

需給政策 ）の目標値の設定に工夫ができるのではないか （大山委員）」 。

・米の供給量を下げるのではなく、需要を上げる戦略を考えるなど積極的な対応をとる

べきではないか。安価になった 技術を活用しつつ、生産者から消費者への直接販IT
売を増やすといった需要を増やしていくことが重要と考える （大山委員）。

・生産者と消費者が直結したシンプルな流通構造の形成を図る方向で、政策目標を策定

すべきではないか （大山委員）。

・経営規模が大きいことを政策目標とすることが本当に良いことなのか。北海道と首都

圏を一律の目標とする必要はないのではないか （大山委員）。

・経済界では、日本の農業は補助金でようやくやっているので産業ではないとの見方が

多い。農業は面倒をみてやるものとの見方を払拭していくことが重要と考えるが、そ

の認識を背景とした評価となっていない （田中委員）。
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・ここ数年、世界の小麦の在庫が減少する一方、人口は急増しており、リスク（食糧危

機）が起こる危険性は十分ある。その中で、米は、栄養や健康の維持、また、カロリ

ー上有効であるとの認識が醸成されていないことが問題である （田中委員）。

・評価書の結論に違和感はないものの、農家を対象として政策を実施することに疑問が

ある。経営はゴーイング・コンサーン（継続企業）として捉えていかなければならな

い。個人営農よりも、専門家も農業者もいる法人を重視すべきではないか （田中委。

員）

・昭和 年の農業基本法以降、米に特化した政策をとったことにより、戦後の農業の36
多様性がなくなり、単一化した。米政策の総合評価ではあるが、農政全体の評価にな

っているとも受け取れる （田中委員）。

・需要をどう上げていくのかがこれからの課題である （田中委員）。

・農家の自己責任で米を作るということは、限りなく計画外流通米の世界になると言う

ことか。また、自己責任で農家が売れる米を作ることと食料安全保障との関係はどの

ように整理されるのか （秋岡委員）。

・構造面の評価において、米を作る農家の数が減ってはいけないということが評価の前

提になっていると感じられるが、その考えは正しいのかどうか （秋岡委員）。

・聞いていて質問するほどの評価ではなかった （森本委員）。

・一律減反、転作奨励金についての適正な表現を使うこと （森本委員）。

・佐渡でトキが残っていたのは、棚田があって環境が良かったからと聞いている。棚田

を残す政策で環境を考える一方、米の安全性が求められている中、棚田で有機米など

の栽培を行うことにより、消費者の需要が出てくるのではないか。コスト縮減を図る

政策ばかり考えないでそういう施策を進めるべきではないか （大木委員）。

・米政策に関わる問題点を明らかにし、今後の政策課題を提起することが、総合評価の

意義と考えるが、今日報告された評価結果にもとづき、今後の米政策の基本路線にか

かわる問題提起が弱かったのではないか。米を中心とする農業政策の体系、予算に係

る体系をどう考えていくのか、路線が必ずしも明確に提示されていないという感想を

もった （今村座長）。

・米の流通のあるべき方向、価格形成の場の望ましい姿など、どの方向に改革すべきか

の方向性が分析の中から提示されなかったのではないか （今村座長）。

・農業センサスによる分析では表層的な動きはとらえられるものの、今まさに政策課題

となっている農村の底流にある構造改革への新たな胎動あるいは環境や多面的機能な

どの現場の動きはとらえきれていないという感想をもった。地域農業の新しい胎動を

明らかにすべきだったのではないか （今村座長）。

（注 「法」は 「行政機関が行う政策評価に関する法律（平成13年法律第86号 」をさす。） 、 ）
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米生産調整対策の評価と政策見直しに関する検討 
                                        農林水産政策研究所 嘉田良平 

［要旨］ 
本小課題では、米政策の総合評価に向けた一つのアプローチとして、生産調整対策の評

価を主要な検討課題としてとり上げる。分析方法としては、まず生産調整対策について価

格理論を軸とする理論的な考察を行った後、費用便益分析および米生産費構造分析等によ

る実証的な検討を行い、最後にこれらの分析結果を踏まえて今後の米政策の方向性に関す

る論点整理を行った。成果の概要は次の 4点に要約される。 
（１）価格理論による生産調整対策の社会的損失および主体的な数量調整方式の意義 
生産調整は一定の価格維持効果をもつが、同時に社会的損失(Net Social Loss)も発生さ

せる。つまり経済理論上は、生産調整は消費者余剰を減少させ、しかもその大半を生産者

余剰へと転嫁させてきたことを示唆している。米過剰処理に伴う政府の財政負担は、仮に

余剰米を加工用等ですべて売却できたとしても、納税者負担となる。 
画一的ないし一律配分による面積調整ではなく、数量調整によって需給バランスを図る

手法は、理論的には妥当性を有している。つまり、これが米の生産者及び産地ごとの主体

的判断と自己責任に基づいてスムーズに実行されるならば、生産者にとっては価格形成の

点で有利に作用し、財政効率性の観点から政府にとっても望ましい。ただし、面積調整で

あれ数量調整であれ、国による画一的な生産調整の手法はあくまでセカンドベストとして

の政策にすぎず、中長期的目標としては需給調整の基本は市場メカニズムに委ねることが

望ましい。 
 

（２）米生産調整の費用対効果（B/C）分析 
費用対効果(B/C)という観点から米の生産調整対策について二つのケースに分けて数量

的な事後評価を試みた。［ケースⅠ］は、生産者への経済的利益に対する生産調整関連の財

政支出（負担）の効率性という視点からの分析であり，［ケースⅡ］は費用項目に（潜在的

な）消費者負担額を含めた国民経済的視点からの生産調整対策の事後評価である。 
［ケースⅠ］の試算においては、稲作所得維持・増大効果が大きく示され、しかも消費 

者の潜在損失額を計上していないために、Ｂ/Ｃの値は 1.0 を大きく上回っているが、その

数値は９6 年の 15.1 から 2000 年の 1.7 まで年々急速に低下した。次に［ケースⅡ］では、

国民経済的視点から考察するために、費用として「消費者余剰の潜在損失分」を計上した。

このケースにおいても、政府の財政負担の上昇（過剰在庫米処理費用の増加）および米市

場価格の下落に伴う生産者への所得維持効果の激減（つまり便益の低下）によって、Ｂ/
Ｃの値は年々低下傾向を示している。 
 
（３）政策ツリー図による生産調整対策の目標と手段に関する評価 
生産調整対策は、直接的には主に４つの目的、すなわち①米生産の安定、②麦・大豆の

増産、③経営安定（米の再生産確保）、④構造改革（担い手育成）を達成するために実施さ
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れてきたと考えられる。このうち、①と②については最近年まではほぼ目標どおり達成さ

れてきたが、③の目標については近年の需給緩和による米価の下落のために十分に満たさ

れなくなってきたこと、また、④の構造改革目標についても、生産調整面積の一律的画一

的配分方式によって、むしろマイナスの方向に作用したものと判断される。 
次に、農業生産以外の政策目標については、「多面的機能の発揮」（農村振興という目標

も含める）と「消費者ニーズ（利益）への貢献」という国民経済的視点からの二つの柱が

重要であるが、とくに後者に対して生産調整は、米過剰に伴う財政負担の増加によって消

費者に対しては強いマイナスの影響をもたらしてきたと判断される。 
 

（４）米政策見直しの課題と改革の基本方向  
米政策の総合的かつ抜本的な見直しに際して求められる基本的考え方および今後の方向

について、次の諸点を指摘した。 
①改革の基本を、市場メカニズムの活用と積極的導入におくこと。これは、今日の規制

緩和・構造改革の基本的な対応方向に合致し、農家の自己責任に基づく主体的対応の重要

性という視点からも不可避な方向である。効率的・効果的な構造改革を促進させるために

も、生産者や地域の自主性と主体的経営判断が重要である。ただし、価格下落・一時的変

動による稲作経営への打撃などのデメリットの発生も予想されるため、各種セーフティネ

ットの用意は不可欠である。 
②国民ニーズ、国際化対応との整合性（食品安全性、多面的機能の発揮、環境保全型農

業の推進など）については異なる政策手段を別途用意し、効率的な政策運営を行えるよう

検討すること。地域政策および社会政策が別途必要となる主な理由は､これらが農業・農村

の有する多面的機能に直接・間接的に深く関わっているからである。 

③構造改革促進のための補完的措置としては、（ア）水田の畑地等への転換、（イ）環境

政策とのリンク、（ウ）水田作物の他用途利用の技術開発と利用の推進、などが有効と判断

される。 

 

1、 はじめにー課題と方法ー 
 近年とくに顕在化してきた米の需給不均衡、そして生産調整のさらなる拡大下での米価

下落、財政負担の増大などを背景として、米政策の抜本的見直しが求められている。長期

にわたる生産調整の努力にもかかわらず、なぜ足腰の強い水田農業の確立が十分に達成さ

れなかったのか、さらには、生産調整の抜本的な見直しに向けて米政策の新たな目標と手

段をどう再構築すべきかが問われている。 
そこで小論においては、米政策の総合評価に向けた一つのアプローチとして、生産調整

対策の評価を主要な検討課題としてとり上げ、生産調整対策の経済理論的検討を踏まえ、

費用便益分析等による数量的な検討によって米政策の評価を試み、もって新たな米政策の

展開に資する知見を提供することとしたい。なお、以下においては、当面の対策よりもむ

しろ中長期的な見直し方向について明らかにすることを主眼としたい。（注 1） 
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２．価格理論による生産調整対策の図形モデル分析 
生産調整対策のもつ基本的かつ構造的な問題点を明らかにするために、本節では比較静

学の枠組みのもとで、生産調整の影響と効果について図形モデルを用いて価格理論からの

検証を行う。 
 

（1）生産調整の効果について（図―１） 
   図－１には三つの供給曲線が描かれているが、それらは次の通りである。 
   AS0：潜在供給曲線 
   AS1：一律面積配分による予想供給曲線 
   AS2：生産調整後の現実の供給曲線 

このうち AS2 が AS1 より右側に位置するように描かれている理由は、第１に、各

農家が相対的に土地生産性の低い農地から順次生産調整するであろうこと、そして第

２に、生産調整割合が高くなればなるほど農家は作付農地での集約度を高める行動を

とるであろうと考えられるからである。（なお、いわゆる「田湧き現象」について現場

では各地で発生したと推測されるが、これについては各地の事例調査によって、今後

さらに実証的に検証する必要があろう。） 
   この結果、国内自由化の場合の均衡点は E、一律面積配分で期待された均衡点は C

（その生産量は Q1、価格は P0 と予想）であったのに対し、生産調整実施後の現実

の生産量は Q2（均衡点は F）となり、結果的には CF（＝Q1Q2）相当分の米過剰が

発生したことになる。もちろん、この生産調整によって生産者の受取米価は P1 から

P0 へと上昇する。 
 
（2）社会的損失（NSL）と過剰米処理費用 
    このように、生産調整によって一定の価格が維持されることは理論的には明らか

であるが、同時に上記のような社会的損失(Net  Social Loss)が発生することになる。

それは経済理論的には消費者余剰を減少させ、しかもその大半を生産者余剰へと転

嫁させてきたことを意味している。 
図―１において、E 点から C 点への移動による社会的損失額は、三角形 CJE の面

積となる。また、事後的な生産量(OQ2)は線分 CF(=Q1Q2)の供給過剰を発生させる

ため、米過剰処理に伴う政府の財政負担は、仮に余剰米を他用途等価格 Pw ですべ

て売却できたとしても、四角形の面積（CFIH）相当分となり、これは納税者負担と

なる。（ただし、政府の財政効率性の立場からは、この生産調整は「セカンドベスト」

の状態にあると言える。） 
    なお、図中、AS0 と AS1（あるいは AS2）との比較から明らかなように、画一的

な生産調整は生産費の高い、非効率的な稲作経営を温存させ、したがって望ましい

構造改革に対して阻害的であった点はとくに留意すべきである。つまり、生産調整

策は従来のような一律的強制的な面積配分方式でなされる限り、農業構造問題上の

矛盾を必ず内包させることを意味しているのである． 
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（3）銘柄産地・非銘柄産地別の対応について 
数量調整の場合においても、それが画一的あるいは一律方式で実施される限り、上記

の構造上の矛盾は避けられない。そこで、数量調整が経済効率と矛盾しない手法として

何が考えられ、どこがポイントとなるのかについて、次に理論的な検証を試みる。 
図―２は、ブランド力の異なる米産地がいかなる対応をすべきかについて考察するた

めのものである。簡単化のために、図―２においては「生産力の点で同規模ではあるが

米の品質あるいはブランド力の点で差異がある」二つの対照的な産地があるものと想定

している。１つは米の「銘柄産地」であり、その需要曲線は比較的弾力的な D1 である。

もう１つは「非銘柄産地」であり、その需要曲線はより非弾力的な D2 として描かれて

いる。なお、供給曲線については、簡単化のためにそれぞれ全く同一の関数（生産規模

および構造）をもつと仮定している。 
もし非銘柄産地がフルキャパシティ（0Ｓ0）での米生産を行えば、P2 という低価格

でしか販売できない。逆に同産地がより高い P0 という目標価格を望むなら、主体的に

生産調整を行うこと（S0→S2 へ）によってのみ達成可能であり、その時の均衡点は C
点となる。他方、ブランド力の高い銘柄産地の場合には SO へと生産調整によってより

高い価格（P1）が得られること（均衡点は A 点）が同図に示されている。このように、

目標価格水準での売れ残りを発生させないようにするためには、米産地が主体的な判断

によって適切な数量調整を行う以外に解決策はないことがわかる。 
もちろん、これら二つの産地が生産調整によって目標価格を実現できるかどうかにつ

いては、当該産地がいかなる需要曲線に直面しているか（つまり米の販売力を有してい

るか）に依存する。数量調整の成否は、異なる銘柄、品質、あるいは用途ごとに米の需

要構造がどのようになっているのかによって大きく左右されるからである。ここでは、

この点こそが一つの重要な検討課題であると指摘しておくにとどめる。（注２）             

 

３．米生産調整の費用対効果（B/C）分析 
次に本節では、費用対効果(B/C)という観点から米の生産調整対策について数量的な事

後評価を行う。以下では、二つのケースに分けて 1995―2000 年の 6 年間のデータを用

いて試算する。 
［ケースⅠ］は、生産者への経済的利益に対する生産調整関連の財政支出（負担）の

効率性という視点からの分析であり，［ケースⅡ］は費用項目に（潜在的な）消費者負担

額を含めた国民経済的視点からの生産調整対策の事後評価である。そこでまず、以下の

試算において用いられる「便益」と「費用」の考え方について説明しておきたい。 
 
（1）便益について 
  まず、便益については、生産調整によって直接的に生産者にもたらされた経済的利益 
として次の２項目を計上する。 
 Ｂ１：転作作物生産の付加価値増大効果（ここでは麦と大豆への転作のみを計上） 
 Ｂ２：稲作所得維持・増大効果 
この両者の合計額（Ｂ＝Ｂ1+Ｂ2）が政府の生産調整対策によって短期的かつ直接的に
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生産者にもたらされた便益とする。このうち、B1 は麦および大豆への転換に対して支払

われた生産調整助成金の合計を計上した。また、B２の稲作所得維持・増大効果とは、実

際の自主流通米平均米価と平成 13 年 9 月に農林水産省が公表した「生産調整なかりせば

得られたであろう国内均衡価格」(以下「国内均衡価格」と略す、１俵あたり 12,412 円)
との差に、各年の生産量を乗じて試算したものである。 
なお、上記 B1 および B2 以外にも、生産調整対策が直接・間接的にもたらす便益とし

て、主食の安定供給と農地保全による食料安全保障、国土・環境保全等の多面的機能が重

要である。ただし、それらを金銭的に価値評価することは必ずしも容易ではないため、以

下での B/C の推計からは除外したことに留意されたい。 
 

（2）費用（財政負担および消費者負担）について 
  次に、費用項目としては次の３つの変数を取り上げる。すなわち、 
 Ｃ1：生産調整助成金等の政策費用 
 Ｃ2：過剰在庫米処理費用（①飼料用、②加工用、③援助用の合計） 
 Ｃ3：消費者負担費用（国内消費される米について、自主流通米平均価格と国内均衡価 

格との価格差に消費量を乗じた金額） 
 費用については、次の二つのケースに分けて考察する。ケース（Ⅰ）は C=C1+C2 とし、

生産調整にかかる政府の財政支出額のみを計上したものである。 
これに対して、ケース（Ⅱ）においては、Ｃ＝Ｃ1+Ｃ2+Ｃ3 とする。このうち C3 は、 

自主流通米平均価格と上記の「国内均衡価格」との差に国内米消費量を乗じた金額よって

評価されるものである。 
 
（3）Ｂ/Ｃの年次別推移と結果の考察 
  図―３および図―４は上記(1)の便益と(2)の費用のそれぞれ過去６年間の推計値を用

いて、二つのケースごとにＢ/Ｃの推計結果を年次別推移の形で示したものである。これ

ら二つの図から次の２点を読みとることができる。 
第 1 に、図－３は、［ケースⅠ］の試算結果を示したものである。そこで、このＢ/Ｃ

＝（B1+B２）/（C1+C２）の年次別推移についてみてみよう。稲作所得維持・増大効果

（Ｂ２）の金額が大きく、しかも消費者の潜在損失額を計上しなかったために、Ｂ/Ｃの

数値そのものは 1.0 を大きく上回る値を示していることが特徴的といえる。しかし同図

でより重要なことは、主に生産調整関連支出および過剰在庫米処理費用の増大ともなっ

て、Ｂ/Ｃの数値が傾向的に年々大きく低下してきた点である。（９6 年の 15.1 から 2000
年には 1.7 まで低下している。） 

第 2 に、図－４に示す［ケースⅡ］は、B/C＝（B1+B2）/(C1+C2+C3)式によって試

算したものである。ここでは国民経済的視点からの考察のために、費用として消費者余

剰の潜在損失分（C3）を計上している。その影響もあり、B/C の数値そのものはすべて

1.0 を下回る結果となっている。 
ここでも、政府の財政負担の上昇（過剰在庫米処理費用の増加）および米市場価格の

下落に伴う生産者への所得維持効果の激減（つまり便益の低下）によって、先と同様に、

Ｂ/Ｃの値は年々低下傾向を示していることは明らかである。 
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４．政策ツリー図による米生産調整対策の総合的評価 
(１)生産調整対策の目標と成果に関する考察 
過去 30 年余りの長期にわたって、生産調整の目標面積の消化は現場の努力によって

ほとんどの地域で毎年、ほぼ 100%の高水準で達成されてきた。これは、欧米諸国にお

ける生産調整の取り組みの経験と比較しても比類のない高い達成度であり（注３）、その

限りにおいては高く評価できる。そして経済理論上は、生産調整しなかった場合と比べ

て、生産調整は生産者に対して一定の価格・所得維持効果をもたらしてきたことも疑い

ない。 
しかし、近年とくに米主業農家（担い手）層を中心とする稲作農家の所得低下、財政

効率の悪化、穀物自給率の低下、農業構造改善の遅れなどの問題が顕在化してきた。そ

の理由は主に、(a)長期にわたる生産調整が直接・間接的にもたらしてきた構造的な問題、

および(b)生産調整の手法に起因する問題、という二つの要因に分けられる。 
このうち、まず前者(a)の問題について、米にかかわる他の重要な政策目標との関連に

おいて、長期にわたり継続強化されてきた生産調整策の影響と評価について政策ツリー

図によって整理したのが、図―５である。ただし、厳密に言えば、現行の「食糧法」お

よび「食料・農業・農村基本法」制定の前と後ではおおきな政策転換がなされたため、

米政策の目標と手段についても相当の変化がみられる。しかし、以下の考察においては、

過去３０余年の長期的な影響を評価するために単純化した形で示していることに留意さ

れたい。 
生産調整対策は、直接的には次の４つの目的を達成するために実施されてきたと考え

られる。それらは、①米生産の安定（需給調整を通じての価格安定）、②麦・大豆の増産、

③経営目標（米の再生産の確保）、④構造改善（中核的担い手の育成）、である。このう

ち、①と②については、最近年まではほぼ目標どおり達成されたとみてよいであろう。 
ところが、③の経営（米生産）の安定という目標については、需給バランスがとれ一

定の米価水準が実現していれば達成されてきたはずであるが、近年の需給緩和により米

価の下落が進むにつれて十分に満たされなくなってきたといえよう。また、④の構造改

革という目標についても目標は十分に達成されたとは言いがたく、むしろ生産調整面積

の一律配分方式（農家間および地域間ともに）という制約によって、マイナスの方向に

作用してきたものと判断される。 
以上の４つの目的は、総じて言えば生産力の確保あるいは「自給率向上」というより

上位の政策目標につながっている。したがって、先の４つの下位目標は相互に打ち消し

あうことになり、自給率の向上という上位目標の達成に対してプラスとマイナスの双方

向の力が作用したために、必ずしもその目的を十分に達成できなかったと判断される。 
次に、農業生産以外の目標との関連性についてもここで評価しておかねばならない。

これらは大きく分けると、「多面的機能の発揮」（農村振興という大目標もここに含める）

と「消費者ニーズ（利益）への貢献」という二つの柱からなる国民経済的視点からの政

策目標が指摘される。 
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このうち「多面的機能の発揮」については、米政策はプラス・マイナスの両面の影響

が考えられるが、直接的な影響や効果は小さく、むしろ中立的であったと考えてよいで

あろう。次に、「消費者利益」については、次節以下で述べるように、とくに米過剰に伴

う財政負担の増加によって消費者に対しては強いマイナスの影響をもたらしてきたこと

は疑いない。このことは、換言すれば、米政策の評価軸として国民経済的視点、消費者

視点に立った評価が近年いかに重要となってきたかを示唆している。 
 
（2）現行生産調整対策の問題点と政策課題 

これまでの長期にわたる生産調整の努力によって価格維持、稲作所得の確保という目標

は一定程度達成されてきたと判断されるが、計画調整量と事後的な生産調整量とのズレ、

米消費減退が続いたこと等の理由によって米過剰は長期化し、とくに近年の米需給バラン

スの崩れによって米価は低迷することになった。そこで以下では、現行生産調整策の問題

点とその要因について整理しておきたい。 
まず，前項(b)の要因、つまり生産調整手法に関わる要因について統計的に検討しておこ 

う。 
図―６は、過去 10 年間の計画された予想生産量と現実の生産量との較差について自主

流通米価格の推移と対比させて示したものである。いかに両者の較差が余剰米の累積を生

み、そのことが米価下落を引き起こしてきたかはこの図からも明らかであろう。その要因

としては、第１に、豊凶変動という避けられない自然的要因による影響（豊作続きなど）

があり、第２に、設定される予想単収の見通しの甘さも一因であったと考えられる。いず

れにせよ、生産調整を通じて需給バランスをとることがいかに困難な作業であるかがここ

に示唆されている。 
次に、米過剰の長期化にともなうマクロ的な政策上の主要課題として、次の 4 点を指摘

しておこう（注３）。それらは、①市場米価の低落化と中核的担い手層の経営悪化（価格安

定・経営問題）；②農地流動化と規模拡大の停滞（土地利用型農業における構造問題）；③

耕作放棄水田の増大（食料安全保障および多面的機能低下の問題）；④過剰米処理と財政負

担の拡大（財政負担問題）として整理できる。 
他方、米生産の現場においても生産調整遂行上、次のようなさまざまな問題点が指摘さ 
れている。それらは、①生産調整のさらなる拡大の限界感、②計画流通米の負担増による

不公平感、③豊作等による生産調整効果の減殺（面積調整の限界）、そして④産地銘柄別

（品種別）米需給のミスマッチの発生と拡大である。換言すれば、需給バランスの緩和に

よる要調整面積の拡大とともに、生産調整に関わる政策実施コスト（経済学でいうところ

の「取引費用」）が近年ますます高まってきたことを意味しており、今後ともこの問題の

構図は続くものと判断される。 
 
（３）「自主的な数量調整」方式の導入と問題点 
これまでのような面積調整ではなく、数量調整によって米の適正な需給バランスを図る

という考え方について、次に検討しておきたい。「数量調整」は、米の生産者及び産地ごと

の主体的判断と自己責任に基づいてもしそれがスムーズに実行されるならば、つまり、産

地あるいは生産者の共同歩調行動がとられるならば、生産者にとっては価格形成の点から
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きわめて合理的であり、政府にとっては財政効率性の視点からも望ましい。 
ただし、これを具体的に現場で実行する際には、次のようなさまざまな困難な問題が生

じる可能性がある。すなわち、主体的な数量調整を実施する上での問題点として、①数量

配分調整（県間、地域間、農家間）の困難性、とくに誰が調整主体となり誰が責任をとる

のかという問題、②アウトサイダー（計画非参加者）排除の困難性、③実績確認（作業）

とその経費負担、そして、④計画数量を上回った際の追加的な生産調整（青刈り等による）

の技術的困難性、などが予見されるのである。 
したがって、数量調整の成否は、主体的判断および自己責任のもとでの数量調整という

本来の趣旨をいかに周知徹底させ、これを産地あるいは農協単位で浸透させうるのか、そ

して上記の現実的な問題をいかに効率的、効果的に当事者間で調整できるかにかかってい

ると思われる。 
ただし、数量調整はあくまで市場シグナルを活用する場合にのみ効率的・効果的な成果

が得られるのである。従来と同じ管理的手法で産地間・農家間の調整を行うことは多大な

調整コストを引き起こすゆえに、これを長期的に継続させることはできないであろう。 
以下での分析と考察を踏まえて結論をここで述べるならば、面積調整であれ数量調整で

あれ、国による画一的な生産調整手法はセカンドベストとしての政策であり、調整にかか

る社会的コストと副作用そして財政的な効率性を考慮すれば、やはり中長期的には需給調

整の基本は市場メカニズムに委ねざるをえないことになる。 
 

５．市場メカニズム重視型政策の中長期的影響 
（１） 市場価格と生産構造への影響 
米価が下落した場合の中長期的な影響については、実際上は､次の２点を考慮することが

大切である。ひとつは、米価下落に対する農家の経営努力（対応）をどう見るのかであり、

もうひとつは、価格下落が米の生産費（構造）に及ぼす影響とそれに伴う農地流動化ある

いは生産構造の変化である。 
もし米価が大幅に下落すれば、稲作生産をあきらめ、リタイアする農家数は当然増加す

る。そこで農地流動化がスムーズに起きれば、経営を存続させた稲作農家は経営規模を拡

大することは可能であろうし､結果として米の平均生産費は低下することになる。 
他方、米価の下落は、タイムラグを伴うが、派生需要としての生産要素価格（地代、労

賃、資材価格）を引き下げる可能性もある。つまり中長期的には、相対的には低コストで

競争力のある残存農家は生産を拡大するであろうから、市場価格は変動をくり返しつつ、

やがて一定の水準へと収斂するものと想定される。もちろん、その場合においても中長期

的な米の均衡価格は現行価格より下落することも予想される。 
以上の考察から導かれる重要な政策的含意として、次の２点が指摘される。第１に、予

想される短期的かつ極端な価格変動（下落）に対するセーフティーネットを準備する必要

があることである。第２に､規模拡大希望農家（主業農家層）に対しては過渡的・移行期

間において、何らかの特別な経営・所得支援策を講じる必要があるという点である。 
 

（２） 市場メカニズムの活用の意義 
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市場メカニズムの活用にともなう影響については、メリットとデメリットの両面が考え

られる。まずメリットとして、次の諸点を指摘しておきたい。 
①  米の需要は近年、用途、品質、産地・銘柄あるいは安全性に応じてますます多

様化しており、消費者（および実需者）にとってはこのように多様化する需要に

応じた米が適正な価格で供給されること。 
②  上記①と関連して、安価な米を需要する消費者に対してはそれに見合う価格で

の米供給がなされること。とくに米需要の価格弾力性は中食・外食分野において

より大きいと判断されるゆえに、一定の食味・品質をもつ低価格米については需

要の拡大が見込まれる。ただし、この点については詳細な数量的・定量的な検証

が必要であるため、今後の課題としたい（先の注２参照）。 
③  仮に生産者米価の下落があるとしても、それはコメ以外の作物の収益性を相対

的に高めること。つまり麦、大豆、飼料作物あるいは野菜・果実等へのシフトが

見込まれる。そして米生産を需給バランスがとれる水準に維持できれば、それは

わが国の食料自給率の向上に貢献するとともに、日本農業の国際競争力を高める

ことにもつながる。 
 

（３） 市場メカニズム活用型政策のデメリットと補完策 
構造改革、財政効率そして消費者重視の視点から見て望ましい市場重視型システムにつ

いて、他の条件が不変であるならば、生産者にとってはさまざまなデメリットも生じるで

あろうし、水田や稲作農業にかかわる副作用も予想される。 
予想しうる主なデメリットあるいは副作用としては、①米価の下落（一時的変動）、②放

棄水田の増加と多面的機能の低下、③地域農業の衰退に伴う関連産業への負の影響などが

指摘できるであろう。 
そこで後述するように、短期と長期とを区分した上で、各種セーフティネットの用意は

不可欠と判断される。とくに米価下落対策、中核的農家層を主たる対象とする経営所得安

定対策、条件不利（中山間）地域への直接支払い策の拡充などは重要な要件となるであろ

う。 
 ただし、ここで重要なことは、生産調整を含めた米政策とその他の農業政策（とくに 
経営所得安定制度、農地確保等の食糧安全保障や多面機能の発揮、食品安全対策等のセー 
フティネット確保策）については、それぞれの目的に応じた個別政策を用意し、整合性（有 
機的連携）を図る必要があるという点である。（注５） 

このことは、産業政策としての手段と、地域政策あるいは社会政策によってカバーすべ

き対策とを明確に分離すべきことを意味している。従来のように､米政策（とくに米価支持

政策）によってすべての関連する目標を達成させることは不可能であり、財政的にもきわ

めて非効率なのである。 
 

６．米政策見直しの課題と改革の基本方向 
(1) 明確な長期ビジョン提示の必要性 

食糧法の制定（平成 6 年 12 月）から 7 年余が経過したが、この短期間に「新生産調
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整推進対策」（平成 8 年度）、「新たな米政策大綱」（10 年度）、「土地利用型農業活性化

対策」（12 年度）、さらには「緊急総合米対策」（13 年度）など大きな見直しがなされて

きた。しばしば指摘されるように、このような短期対症療法的な対応姿勢には限界が見

られた。重要な政策メッセージが生産者に的確に伝わらないばかりか、農民の不安感や

政策不信を増幅させ、結果としてその政策効果を発揮できなかったのである。（注６） 
そこで今回の抜本的見直しに際しては、農業関係者はもとより広く国民・消費者に対

して米政策の「長期ビジョン」、つまり確かな米政策の「あるべき姿」を明確に示すこと

が肝要と思われる。あるべき姿の基本は、国民経済的視点および消費者に軸足を移した

米政策（および土地利用）であり、WTO 交渉の日本提案での二本柱である「食料安全

保障の確立」と「農業の多面的機能の発揮」にも置くべきであろう。 
                                                            

（２）米政策見直しの基本方向 
そこで最後に米政策の総合的かつ抜本的な見直しの際の基本的考え方ないし求められる

要件として、次の諸点を列挙しておきたい。 
① 改革の基本を、食糧法の精神に基づく市場メカニズム（価格シグナル）の活用と積

極的導入におくこと。これは、今日の規制緩和・構造改革の基本的な対応方向に合致

し、農家の自己責任に基づく主体的対応の重要性という視点からも、不可避な方向と

言えるであろう。つまり、稲作生産の構造改革なくして米問題の根本的な解決はあり

えず、最も効率的・効果的な構造改革は市場原理の導入に他ならないということであ

る。 
② 今日の米政策の根幹をなす「生産調整」「稲作経営安定対策」「計画流通制度」につ

いて一体的総合的に見直しが必要なこと。 
 ③ 上からの押しつけ的・画一的な生産調整の矛盾あるいは限界状況をふまえ、生産者・ 

地域の自主性や選択が尊重される制度が必要なこと。画一的、強制的手段から市場原

理・自己責任性への改革は不可避（関係者の創意工夫と主体的経営判断が基礎）と判

断される。 
 ④ 新たな制度は複雑でない、分かりやすいものに改めること。つまり、さらなる情報

開示と適切な伝達手法の工夫が行われるべきこと。 
⑤ 国民ニーズ、国際化対応との整合性については異なる政策手段を別途用意し、効率

的な政策運営を行えるよう検討すること。（食品安全性、多面的機能の発揮、環境保全

型農業の推進など）。 
               
（３）農業の多面的機能とセーフティーネット策の考え方 

  上記⑤に示すような地域政策および社会政策が別途必要となる主な理由は､これらが

農業・農村の有する多面的機能に直接・間接的に深く関わっているからである。つまり、

地域の農業環境や地域独自の社会的ニーズに応じた支援策が求められているのである。 

そこで、表―２は､これらのさまざまな多面的機能（外部経済効果）の特徴と性質に

応じていかなる施策が行われるべきであるのかについて概念的に整理したものである。

そのポイントは、食料安全保障や水田の洪水防止機能などのような純粋公共財に近いも

のに対しては国の支援策が必要であるが、景観、土壌保全､雇用の促進などのような地域
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公共財については主に地方自治体が支援すべきこと、そして外部経済効果が内部化しう

る財・サービス（保健休養機能など）については可能な限り地域住民自らの手で支える

べきである、ということになる。 
 

（４）構造改革促進のための補完的措置―水田の他用途利用の促進を中心に―           

① 水田の畑地等への転換 

水田の他用途利用、とくに水田から畑地への物理的転換については、耕作放棄が

深刻化している多くの中山間地域においてその必要性が指摘されており､安全・安心

につながる粗飼料生産依存型の畜産の推進などという現実的なメリットも存在する。

そこで地目転換の促進のための支援策と可能性について本格的な検討が求められる。 

② 環境保全型農業の推進 

農業環境政策とのリンクを通じて水田の保全と有効利用を促進させるべきであろ

う。つまり、今後の数量ベースによる需給調整にあたって、環境保全型農業への配

慮が求められる。 

③ 水田作物の他用途利用の技術開発と利用の推進 

たとえば、バイオマス・エネルギー作物への代替、畜産粗飼料作物の生産、農業

排水の浄化を目的とする水田の利用などが考えられる。 

なお、上記の諸施策は、いずれも米の生産調整を実質的かつ不可逆的に推進あるいは加

速化させる可能性があり、その意味からも協力者あるいは参加者（あるいは地域）に対し

て事業実施費用の一定割合を負担する形での一種の「メリット措置」を用意することが望

ましいと言えるであろう。 

 

［注］ 
（１）  本報告はプロジェクト研究「米政策の総合評価に関する研究」（平成 13 年度

～14 年度）のうち課題 1 に関する報告書である。関連する課題 2「米の価格形

成の弾力化の影響に関する分析」および課題 3「稲作地帯における農業構造変化

と水田農業活性化要因に関する分析」の研究成果と合わせてご参照いただきた

い。 
（２）  米は品質別によって、一般家計消費用、業務用（外食・中食）、加工原料用と

用途が区別されるため、それぞれ異なった需要形態をもつ。これら用途に応じ

て的確な生産計画を立てる必要がある。そこで、用途別米需要の性質を把握す

るために、需要体系分析を用いて、弾力性を厳密に計測する品質別（用途別）

米需要に関する数量分析は不可欠な作業といえよう。 
（３）  ただし、欧米諸国の場合には、たとえばアメリカのＣＲＰ（土壌保全留保計

画）あるいはＥＵの各種農業環境政策における直接支払いなどに見られるよう

に、いずれも強制力をもたない任意の参加が一般的であったことに留意すべき

である。 
（４）  詳しくは、たとえば佐伯（2001）、大泉（2001）などを参照のこと。 
（５）  これは経済学の理論では「ティンバーゲンの定理」において、複数の政策目標

を同時に達成しようとする場合、独立な政策手段の数は独立な政策目標の数に等
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しくなければならないこと、としてすでに証明されている。 
（６）  たとえば時期を明示した形での、たとえば 3～5 年後に、「生産調整を廃止し、

選択性へと転換する」、、「適地適産と土地利用の合理化によって食糧安保を確保」

などという関係者および国民へのアナウンス効果はきわめて大きいのではない

かと判断される。 
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  図―１ 米市場の需給ギャップと生産調整の効果 

 

  図―２ 銘柄・非銘柄米産地の個別需要曲線と需給ギャップ  
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図－３　生産調整対策の費用対効果：ケース(Ⅰ)
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図－４　生産調整対策の費用対効果：ケース(Ⅱ)
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図－５ 米の生産調整対策の政策評価フロー
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表－１ 生産調整対策の費用対効果（Ｂ／Ｃ）１９９５－２０００
（単位：億円）

年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 平均
Ｂ、Ｃ

Ｂ１(転作所得増） 158 210 230 180 205 267 208
Ｂ２(稲作所得増） 13,986 12,773 8,727 9,122 6,883 5,819 9,551

　　　①Ｂ１＋Ｂ２ 14,144 12,983 8,957 9,302 7,088 6,086 9,760
Ｃ１(生産調整支出） 933 1,451 1,060 1,488 2,554 3,195 1,780
Ｃ２(在庫処理） 2 1 136 959 1,081 376 426
Ｃ３(消費者負担） 13,687 12,624 8,841 10,128 7,471 6,166 9,819

　　　②Ｃ１＋Ｃ２ 935 1,452 1,196 2,447 3,635 3,574 2,206
　　　③Ｃ１＋Ｃ２＋Ｃ３ 14,622 14,076 10,037 12,575 11,106 9,740 12,026

Ｂ／Ｃ ①／② 15 9 7 4 2 2 4
①／③ 1 1 1 1 1 1 1

表－２ 農業の多面的機能に着目した公共政策の諸類型

食料安全保障 受益者（国民） 全国的、国による 全国的な直接支払い又は

生物多様性の確保 公共財 支援 価値支持（不足払い等）

景観(非使用価値）
洪水防止 受益者（地域住民） 地域別、国による 供給条件として広域連携が必要

雇用促進 公共財 支援が主 受益と機能発生が一般に乖離

景観(非使用価値）
土壌保全（食料安保関連）
景観（住環境等、一部 受益者（地域住民） 地域別、地方自治 供給条件として広域連携が必要

　　　　使用価値） 公共財 体の支援が主 受益と機能発生が一般に乖離

土砂崩壊防止
保健休養 受益者（地域住民） 地域別支援不要 外部効果の内部化可能

コミュニティ財

16

支援類型 政策手段（選択）の考え方

便
益

費
用

対象となる多面的機能
財の性質及び主な

受益者
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自主流通米の価格形成とその評価

農林水産政策研究所 薬師寺哲郎

１．はじめに

平成 年 月に施行された食糧法（ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 ）7 11 「 」

では、①全体需給の調整、②自主流通米を主体とした流通、③規制緩和による流通の合理

化、④需給実勢が的確に反映される価格形成の 点を骨格として制度が構築された。すな4

わち、食糧法においては、生産調整による総供給量の抑制を行いながら、価格については

可能な限り需給に委ねるというシステムとなっており、この点は旧食糧管理法からの大き

な転換となった。

旧食糧管理法のシステムは、政府米の価格設定と生産調整による供給管理といういわば

価格と数量の双方に対して政府が関与するものであったといえる。流通量が増大してきた

自主流通米の価格も政府米の政府買入価格での買入によって支えられたものであった。こ

、 、 、れに対し 食糧法では 政府米の役割は備蓄の運営やミニマムアクセスの運用に限定され

。 、 、 、流通の主体は自主流通米が担うことが期待された そして その価格が生産者 流通業者

消費者等に対するシグナルとして重要な役割を果たすこととなった。このシグナルとして

の価格は （財）自主流通米価格形成センター（以下「自主米センター」という ）での、 。

入札によって形成されることとされ、ここで形成された価格が自主流通米の取引における

指標として用いられることとなった。

本稿は、このように食糧法システムにおいて重要な役割を果たすこととなった自主流通

米の価格形成に焦点を当て、米政策の総合評価のための基礎資料を提供するものである。

、 。自主流通米の価格形成についてのここでの評価は 有効性の観点からの評価が中心となる

すなわち、自主流通米の価格形成は、計画流通制度の円滑な運用、ひいては、自主流通米

を流通の主体とした食糧法の円滑な運用のために有効であったかということである。この

ような有効性の判断の基準として重要なのは、自主流通米の価格形成が需給を的確に反映

してきたかどうかである。なぜならば、価格が需給から離れて形成された場合、関係者に

誤ったシグナルを発信することにより、生産・流通・消費の間の不整合が生じ、食糧制度

の運用が困難となるからである。また、計画外流通米との関係にも問題を生じ、計画流通

制度の運用も困難となるからである。

、 、 、このような課題に接近するために 本稿は 米のフードシステムを構成する主体であり

価格形成と流通に重要な役割を担う、売り手である経済連等と買い手である卸売業者に焦

点を当て、食糧法施行後の 年間を振り返って、自主流通米の価格形成要因、卸売業者の6

価格に対する反応、これを前提とした経済連等のとり得た対応を明らかにする。

本稿の構成は以下の通りである。まず、２．で以下の分析において考慮しなければなら
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ない要素について触れる。これらは、平成 年産からの食糧法の運用の変化と、食糧法10

施行後の計画外流通米の増大である。３．で自主流通米価格がどのような要因で形成され

てきたのかを検討し、平成 年産からの値幅制限の撤廃後、需給要因が大きく反映する10

方向での価格形成の弾力化が進んだことを明らかにする。４．では、値幅制限の撤廃に替

わって 年産から導入された希望価格申出制の影響を計画外流通米との価格関係との関10

連で検討する。ここでは、需給実勢からかけ離れた希望価格水準は計画外流通米との価格

競争力を弱めたことが明らかになる。５．は、自主流通米の買い手側からの分析である。

卸売業者による自主流通米仕入需要の自主流通米価格、計画外流通米価格双方に対する反

応を分析し、自主流通米仕入需要が自主流通米価格のほか計画外流通米価格の影響も強く

うけていることを明らかにする。６．では、自主流通米価格と計画外流通米価格の相互関

連を考慮に入れた上で、希望価格申出制の下で、自主流通米価格の低下（希望価格の引き

下げ）が卸売業者によるその仕入需要量にどのように影響するかを検討する。あわせて自

主流通米の流通コストの変化の影響も検討し、希望価格申出制の下で売り手側の経済連等

がとり得た対応を検討する。ここでは、希望価格引き下げの影響が、それによる自主流通

米の仕入需要の増加を考慮すると、わずかの生産者手取額の低下にとどまり、流通コスト

の低減とあいまって、自主流通米販売量と生産者手取額の増加が可能であったことが明ら

かとなる。

２．分析に当たり考慮すべき点

（１）食糧法運用の変化

自主流通米の価格形成に関する分析を進めるに当たって考慮すべき点の一つは、 年10

。 、 、産からの食糧法の運用の変化である 食糧法の施行当初は 部分的な修正はあったものの

旧食糧管理法の下での仕組み・運用が多く踏襲された 。このような運用が転機を迎え注( )1

たのは「新たな米政策大綱」に基づく仕組み・運用の見直しが行われてからである 「新。

たな米政策大綱」は、生産調整、稲作経営安定対策、計画流通制度の運営改善など多岐に

渡るが、ここでは備蓄運営のルール化にのみ触れておく。これは、政府米の買入れについ

て、政府米の販売が計画未達となった場合には計画数量から販売未達数量を差し引いた数

量とするというものである。食糧法発足時から 年産までは、依然として 万トンを超9 100

える政府買入れが行われており、政府買入れによりある程度の価格の下支えの機能を存続

させていたが（しかし、在庫が積み上がることによってその後の市況を圧迫する要因にな

ったが 、このルールによって政府米の価格下支え機能はなくなった 。） 注( )2

7自主米センターにおける自主流通米の入札の仕組みについても 食糧法になってから、 （

年産から 、値幅制限の上下限価格を一定の条件の下で調整する仕組みが設けられたもの）

の、値幅制限自体は存続した。すなわち、 年産までは、予め銘柄ごとに前年産の指標価9

格（平均落札価格）を基準にした基準価格を定め（ 年産は前年産の最終 回の加重平均9 3

を基準 、年間値幅制限をその± ％（ 年産は± ％、また一定の条件下で値幅拡大）） 7 9 10

としていた 「新たな米政策大綱」に沿って、値幅制限が撤廃され、より市場実勢を反映。

した価格形成のしくみが指向されるようになったのは 年産からである。ただし、値幅10

制限に代わり、次のような希望価格申出制が導入された。
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① 売り手は、希望価格の申出を行うことができる（前年産最終 回の平均指標価格を超3

えないこと 。）

② 買い手は、 銘柄につき つの値札を入れることができる。1 2

③ 希望価格の申出があったときは平均落札価格が希望価格と一致するところまで落札。

このような 年産からの仕組みの変更が価格形成に及ぼした影響は、分析に当たって10

重要な点である。

注( ) この点については、佐伯［１］に詳しい。1

( ) 佐伯［２］も同様の認識にたつ。2

（２）計画外流通米の増大

分析に当たっては、食管法から食糧法に移行して、流通の主体が自主流通米に移行した

とは言うものの、他方で計画外流通米が着実に増加してきていることに注意を払う必要が

ある。食糧法の下では、旧食管法では違法とされていた自由米が計画外流通米として制度

上合法的なものとなった。この計画外流通米は、米全体の需要の減少に伴って生産量が抑

制されてきたなかで、着実に増加している（第１表 。しかし、計画流通米は生産量の減）

少以上に減少し、生産量に対する比率をコンスタントに低下させてきており、計画流通米

に対する計画外流通米の比率は、急激に増加した。平成 年産では計画流通米 万ト12 482

ンに対し、計画外流通米は 万トンと相当程度接近してきている。食糧庁の調査によれ318

ば、農家が販売する計画外流通米の約半分は消費者への直接販売であるが（第２表 、そ）

れを除いても相当の数量に達している。

食糧法の下で自主流通米は計画外流通米との競争にさらされることとなり、価格形成に

関する分析も、計画外流通米との関係に注意を払うことが不可欠である。

＜第１表＞

＜第２表＞

３．自主流通米価格の形成要因

（１）自主流通米価格の推移

自主流通米価格の価格形成要因の分析に入る前に、これがどのように推移してきたかを

概観しておく。第１図は、平成 年産から 年産までの自主流通米価格とこれに関連す7 12

ると考えられる自主流通米販売量及び卸売業者月末在庫量の月別のデータの推移である。

価格データとしては計画外流通米の価格も併せて掲げてある。自主流通米価格は自主米セ

ンターにおける落札価格の魚沼コシヒカリを除いた加重平均（落札量ウェイト 、計画外）

流通米価格は、日経（ 等、仲間、包装込み、持ち込み渡し、東京）の加重平均（生産量1

のとれるものについての生産量ウェイト）である。概してこれらの価格は同じ動きをして

いるが、 年産の出回り当初（ ， 月）及び 年産で大きな乖離がみられる。また、概10 8 9 11

して価格上昇局面では自主米が先行して上昇し、逆に下降局面では計画外米が先行して下

降するという傾向がうかがえる。

＜第１図＞
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自主流通米価格は各年産について 月～翌年 月で区切ってあるが、それぞれの ヶ8 7 12

月の間にも価格変動があることがわかる。これを類型化すれば、①横這い（ 年産 、②7 ）

8 10 9 12 11上昇→下降（ 年産、 年産 、③下降→上昇（ 年産、 年産 、④下降→横這い（） ）

年産）ということになる。 年産を除けば、価格が高いまま、あるいは低いまま推移する7

ことは無かった。また、年産の変わり目において、多くの場合前年産の後半の傾向を引き

継いでおり（ → 年産、 → 年産、 → 年産 、自主流通米の価格は、作況の変8 9 9 10 10 11 ）

化等によって年産毎に断ち切られているのではなく、何らかの月毎の要因が連続して影響

を与えつつ形成されていると言える。

このように、 年の中で価格が変動し、さらに年産をまたがって変動が継続する理由と1

しては、その年産の作柄が確定するまでの間、試行錯誤的な価格形成によって妥当な水準

を模索しつつ価格が変動することのほか、買い手の在庫変動に応じた変動が考えられる。

一方、前述のように、自主流通米価格は、入札に関する一定のルールに従って決まるも

のであり、このルールもまた、価格に影響を及ぼす要因となりうる。したがって、自主流

通米価格が在庫変動等の需給要因と入札固有の要因によって決まると考え、それぞれの要

因が及ぼす影響度を検討するため、要因として考えられるいくつかの変数による回帰分析

を行う。

（２）自主流通米価格に影響を及ぼす要因

分析は、自主流通米価格（Ｐ ）を被説明変数、自主流通米販売量（Ｒ 、卸売業者ｒｊ ｊｓ）

在庫量（Ｚ 、その年の需給環境（需給緩和の度合）を表す変数（ 月末計画流通米在庫） 10

（Ｘ ）と作況指数（Ｘ ）で代表 、上場数量（Ｑ 、 ～ 年産についてのダミー変数１ ２ ） ） 10 12

（Ｄ）を説明変数とするモデルを推計することにより行う。また、 ～ 年産についての7 9

み値幅制限の下限価格（Ｐ ）を説明変数に加えたものを推計し、値幅制限が価格形成ｍｉｎ

に及ぼしていた影響を検討する。以上の変数うち、上場数量及び下限価格は入札固有の要

因、それ以外が需給要因である。ただし、 年産からの希望価格申出制については、申10

し出のあった希望価格が公表されていないこと、全ての上場銘柄で申し出が行われたとは

限らないことから下限価格との横並びでの検討は断念した。

以上から、分析は、 ～ 年産について、7 12

Ｐ ＝ａ ＋ｂ Ｒ ＋ｃ Ｚ＋ｄ Ｘ ＋ｄ Ｘ ＋ｅＱ＋ｆＤ ①ｒｊ ｊｓ １ １ ２ ２
＊ ＊ ＊ ＊ ＊

～ 年産についてのみ、7 9

Ｐ ＝ａ ＋ｂ Ｒ ＋ｃ Ｚ＋ｄ Ｘ ＋ｄ Ｘ ＋ｅＱ＋ｇＰ ②ｒｊ ｊｓ １ １ ２ ２ ｍｉｎ
＊ ＊ ＊ ＊ ＊

を推計することにより行うこととした。

符号は、ｂ ＜０、ｃ ＜０、ｄ ＜０、ｄ ＜０が予想される。前述のように、自主流＊ ＊ ＊ ＊
１ ２

通米販売量（Ｒ ）は出荷団体の供給量を表し、これが高いと価格は低くなる。また、卸ｊｓ

10売業者の在庫水準 Ｚ が高ければ購入意欲は低く 入札価格も低くなると予想される（ ） 、 。

月末計画流通米在庫（Ｘ ）は、ほとんどが政府米在庫であるが、この水準が高いと将来１

に備えて在庫を積み増す誘因が低く、卸売業者の自主流通米購入意欲は抑制され価格も低

くなると考えられる。作況指数（Ｘ ）は、買い手からすればその年産の年間を通じての２

供給量を判断する重要な指標であり、 月末計画流通米在庫と同様、この水準が高いと10

価格が低くなると考えられる。
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なお、自主流通米上場数量（Ｑ）については、上場数量が少なくなれば（多くなれば）

価格は上昇する（低下する）方向に働くと考えられることから、ｅ＜０が予想される。

用いたデータは、全国一本の数値の月次データであるが、入札のあった月のみを対象と

した。

以上の変数を説明変数として回帰分析を行った結果が第３表である。式①の推計につい

ては、 ～ 年産の 年間を通じた分析のほか、値幅制限の撤廃の前後での要因変化を7 12 6

7 9 10 12 7見るため ～ 年産、 ～ 年産それぞれの期間についての分析を行った。さらに、

～ 年産については、値幅制限の下限価格を明示的に変数に加えた式②の推計も行った。9

＜第３表＞

年産～ 年産の 年間を通じた分析結果をみると、全ての変数について有意（卸売7 12 6

） 。 、業者在庫の他は ％有意 となっている ～ 年産と ～ 年産に分けて検討すると1 7 9 10 12

いずれの期間においても有意で、かつ、影響度が高い（標準偏回帰係数が高い）のは、自

主流通米上場数量である。ただし、上場数量については、年産別の変動による影響が大き

く、月別の変動による影響は小さかった。これに対し、 ～ 年産において有意、かつ10 12

影響度が高いのは作況指数と前月末の卸売業者在庫である。この つの推計を比較する限2

り、これら つの変数の影響が高まったと言える。2

さらに、 ～ 年産について、値幅制限の下限価格を変数として追加して推計したもの7 9

をみると、 ％で有意なものは下限価格のみという結果となった。しかも、標準偏回帰係1

数が と極めて高い。また、自主流通米価格と下限価格の単相関係数は であ1.6221 0.9546

った。

以上を総合すると、 ～ 年産については、値幅制限の下限価格によってほぼ決まって7 9

いたといえる。下限価格が撤廃された 年産以降は、年ごとにはその年々の作況指数、10

月ごとには前月末の卸売業者在庫が大きな影響を及ぼすようになった。その意味では、需

給要因がより大きく反映する方向での価格形成の弾力化が進んだと言える。ただし、その

水準が自主流通米を円滑に流通させるような妥当な水準であったかどうかは、これらの数

値だけからは検討できない。この場合、値幅制限の撤廃に替わって導入された希望価格申

出制が価格形成にどのような影響を及ぼしたかが重要となる。希望価格申出制の影響につ

いては４．で検討する。

（３）価格変動の産地品種銘柄間格差

次に、上場された産地品種銘柄の相対的な価格関係の変化について検討する。自主米セ

ンターに上場された銘柄数は 年産の 銘柄から 年産の 銘柄に増加している。特7 72 12 81

に 年産以降 を超える銘柄が上場されている。しかし、第４表に示すように、銘柄間10 80

の価格のばらつきを示す変動係数は安定しており、それぞれの銘柄の「居所」があまり変

わっていないことを予想させる。

＜第４表＞

そこで、各銘柄の需給状況の変化に応じてそれぞれの相対的な価格がどのように変化し

たのかを見ることとする。ただし、ここで検討するのは生産量の変化の影響のみである。

第２図～第５図は、その結果である。横軸はそれぞれの銘柄の対前年生産量変化率と水

稲全体の対前年生産量変化率との差（％ポイント）である。縦軸はそれぞれの銘柄の対前
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年価格変化率と上場銘柄全体の対前年価格変化率との差（％ポイント）である。第２図及

び第３図は、分析対象とした全銘柄についてのもの、第４図及び第５図は、コシヒカリに

ついて抜き出したものである。いずれも → 年産、 → 年産、 → 年産の変化のグ7 8 8 9 9 10

ループと → 年産、 → 年産の変化のグループに分けて掲げた。10 11 11 12

＜第２図～第５図＞

全銘柄及びコシヒカリいずれについても、 年産までは、生産量変化と価格変化の間10

には全く相関がなく、無関係であったと言える。しかし、 年産から 年産にかけて以10 11

降は、相対的に生産量の増加した（減少した）銘柄については、相対価格が低下した（上

昇した）という結果になっている。このように、 → 、 → という 期間の変化10 11 11 12 2

のみではあるが、価格形成の弾力化は銘柄間の供給状況の差に基づく相対価格の変化の差

という形でも表れている。全般的な価格低下の状況のなかではどの銘柄も同じように低下

しているかのように見えるため、この結果は容易には認識されないものである。しかし、

ある銘柄の供給を他よりも抑えることが、その銘柄の価格低下を他の銘柄よりも抑えるこ

とにつながるという状況となっていると言える。

４．希望価格申出制が計画外流通米との競争条件に及ぼした影響

計画外流通米が増加してきた背景には、制度的に認められるようになったことのほか、

自主流通米と計画外流通米の流通コスト差や価格関係が影響していると考えられる。ここ

では希望価格申出制が自主流通米と計画外流通米の価格関係（価格比）に及ぼした影響を

検討することにより希望価格申出制の評価を行う。

このため、両者の価格比（自主流通米／計画外流通米）を被説明変数とし、希望価格申

出制関係の変数及び需給環境を表す変数を説明変数として回帰分析を行う。ただし、希望

価格申出制を取り扱うとしても、売り手が申し出た希望価格が公表されていないというデ

ータ上の問題がある。このため、ここでは、希望価格を申し出た銘柄について一定の仮定

（申込数量比率＞ かつ落札率＜ ）を置いてデータを作成した。1 1

希望価格申出制関係の説明変数としては、このような基準を満たす銘柄の落札数量割合

を「希望価格適用割合」とした。また、これらの銘柄の銘柄ごとに、実現した価格（これ

を希望価格水準とみなす ）の前回価格比を求め、これを落札数量ウェイトで加重平均し。

たものを「希望価格前回指標価格比」とした。その月の需給環境を表す変数としては、前

月末の卸売業者在庫、自主流通米販売量を用いた。さらに、 年産についてはダミー変12

数を用いた。

第５表が結果であるが、希望価格適用度合、希望価格前回指標価格比とも有意な結果と

。 、 、 、なっている 符号はいずれもプラスで 希望価格を申し出た銘柄の割合が高いほど また

申し出た希望価格が前回の価格に比べて高いほど計画外流通米との価格比は大きくなると

いう結果となっている。その他の変数では、 年産ダミーが有意だったほかは、需給環12

境を表す つの変数とも有意ではなかった。第５表には、この希望価格申出制の影響を表2

す つの変数のみで回帰を行った結果も掲げてあるが、これによればこれらの変数だけで2

自主流通米と計画外流通米の価格比の変動の約 割を説明できることになる。4

＜第５表＞
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ここで得られた結果は、前述のように希望価格の申し出全般に関わるものではない。し

かし、この仕組みの存在は人為的な価格形成を可能にし、結果として円滑な流通の阻害要

因となり得る。計画外流通米との関係で見れば、申込は十分ありながら落札量を絞り込む

ような効果を持つ高い希望価格は、計画外流通米との価格競争力を弱め、自主流通米の販

売にマイナスの影響をもたらす。

５．卸売業者による自主流通米仕入需要量の要因分析

毎月の自主流通米販売量が卸売業者による仕入需要量（Ｒ ）であると考えてこれを被ｊｄ

、 （ ）、 （ ）、 （ ）、説明変数とし 自主流通米価格 Ｐ 計画外流通米価格 Ｐ 卸売業者在庫量 Ｚｒｊ ｒｋ

その年の需給環境（需給緩和の度合）を表す変数（ 月末計画流通米在庫（Ｘ ）と作況10 １

指数（Ｘ ）で代表）を説明変数とする回帰分析を行うことにより、自主流通米価格及び２

計画外流通米価格に対する卸売業者の反応を検討する。

なお、自主流通米の仕入需要には、上記の変数によっては説明できない季節的要因があ

る。ここでは 月～翌年 月をその年産の販売サイクルとし、これを ヶ月毎に区切った9 8 3

12 2 3 5 6 8ダミー変数を用いた 具体的には ～ 月ダミー Ｄ ～ 月ダミー Ｄ ～。 、 （ ）、 （ ）、１ ２

月ダミー（Ｄ ）である。３

Ｒ を両対数式で表すと、ｊｄ

ｊｄ ｒｊ ｒｋ １ １ ２ ２ｌｎＲ ＝ａ＋ｂｌｎＰ ＋ｂ’ｌｎＰ ＋ｃｌｎＺ＋ｄ ｌｎＸ ＋ｄ ｌｎＸ

１ １ ２ ２ ３ ３＋ｈ Ｄ ＋ｈ Ｄ ＋ｈ Ｄ

係数の符号は、ｂ＜０、ｂ’＞０。また、ｃ＜０、ｄ ＜０、ｄ ＜０が予想される。１ ２

用いたデータは、全国一本の数値の月次データである。

第６表は、以上の変数によって回帰させた結果である。 ～ 年産では、作況指数を7 12

除き有意となっている。係数の符号も上記で検討した結果と一致している。標準偏回帰係

数をみると、自主流通米価格と計画外流通米価格の値が極めて高い値を示しており、これ

らの変数が他に比べて強い影響力を持っていることがわかる。自主流通米販売量の自主流

通米価格に対する自己弾力性は 、計画外流通米価格に対する交差弾力性は と-3.569 2.681

なっている 。注( )3

＜第６表＞

これを、 ～ 年産と ～ 年産に分けて推計すると、 ～ 年産では 月末計画流7 9 10 12 7 9 10

通米在庫と ～ 月ダミーのみが有意で、自主流通米価格、計画外流通米価格も含めて他3 5

の変数は有意とはならなかった。これに対して、 ～ 年産では、自主流通米価格、計10 12

画外流通米価格、卸売業者在庫（前月末 、作況指数が有意となっている。特に自主流通）

米価格と計画外流通米価格の弾力性は、それぞれ 、 となっており、有意では-5.203 2.849

ないものの ～ 年産の弾力性それぞれ 、 に比べて高くなっている。卸売業7 9 -4.596 2.414

者による自主流通米の仕入需要は、 年産以降、特に自主流通米自身の価格に対してよ10

。 、 、り大きく反応するようになった また 計画外流通米価格に対する弾力性も高まっており

計画外流通米の流通量の増加とともに、自主流通米の仕入需要における計画外流通米との

競合度合の高まりを示している。
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3 0.9662注( ) 自主流通米価格と計画外流通米価格との間には 高い相関がある 相関係数、 （

（ ～ 年産 、 （ ～ 年産 、 （ ～ 年産 。このため、多重共7 12 0.9867 7 9 0.8670 10 12） ） ））

線性が懸念されるが、それぞれの影響を明示的に検討するため、敢えて双方を説明変

数とした。なお、 年産までの相関係数が極めて高いのは、自主流通米入札における9

下限価格が自主流通米のみならず計画外流通米の価格形成の目安となっていたことに

よるのではないかと推測される。 年産以降は相関係数が低下し、それぞれの価格10

が独立に形成される度合が高まっている。

６．計画外流通米の価格変化を考慮に入れた卸売業者による自主流通米仕入需要量変化

（１）分析モデル

～ 年産での自主流通米仕入需要の自己価格弾力性 は、米の家計需要が価格7 12 -3.569

に対して非弾力的（絶対値＜ ）であるのに比べれば、流通段階における自主流通米につ1

いては、かなり弾力的であることを示している。他の条件が変わらなければ価格を ％下1

げれば仕入需要は ％増える（そして仕入需要によって販売量が決まると考えられるか3.5

ら、出荷団体による販売額は ％増える）ということになる。しかしながら、第１図で2.5

自主流通米価格と計画外流通米価格とがほぼ同じような動きをしていることから明らかな

ように、両者の間には密接な連関があり、前者が下がれば後者も下がるとみられるため、

計画外流通米による交差弾力性 が利いて需要はそれほど増えない。また、双方の価2.681

格が下がったとしても末端の需要増加には限りがある。

このような計画外流通米の価格変化も考慮に入れた上での自主流通米価格変化の影響に

ついて、検討するため、計画外流通米の需給を取り込んだ以下のような簡単なモデルを考

える。このモデルは、生産者から消費者までの流通チャネルのうち、卸売業者の仕入まで

、 。の部分を切り取ったものであり 卸売業者から消費者に至る川下の部分は考慮の外にある

このモデルには、自主流通米と計画外流通米の競争関係を検討する上で重要な流通コスト

も明示的に導入しており、自主流通米の流通コストの変化がその需要に及ぼす影響も検討

可能である。

１）卸売業者による自主流通米の仕入需要は、自主流通米の流通価格 （Ｐ ）及び計注( )1
ｒｊ

画外流通米の流通価格（Ｐ ）によって決まる。ｒｋ

Ｒ ＝ＢＰ Ｐ ③ｊｄ ｒｊ ｒｋ
α β

ここで、Ｂは定数。αは自主流通米需要の自己価格弾力性、βは同交差弾力性（計画

外流通米価格に対する）であり、α＜０、β＞０である。

２）生産者による計画外流通米の出荷は、自主流通米の生産者価格（Ｐ ）と計画外流通ｐｊ

米の生産者価格（Ｐ ）によって決まる。ｐｋ

Ｒ ＝ＣＰ Ｐ ④ｋｓ ｐｊ ｐｋ
γ δ

ここで、Ｃは定数。γは計画外流通米供給の交差弾力性（自主流通米生産者価格に対

する 、δは同自己価格弾力性（計画外流通米生産者価格に対する）であり、γ＜０、）

δ＞０である。

３）卸売業者による計画外流通米の仕入需要は、自主流通米と計画外流通米の合計仕入需

要（Ｔ）から、自主流通米の仕入需要を差し引いたものとする。これは流通業者を経る
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計画外流通米数量に対して自主流通米が圧倒的に多い現状では妥当な仮定であると考え

られる。

Ｒ ＝Ｔ－Ｒ ⑤ｋｄ ｊｄ

４）計画外流通米の需給は均衡。

Ｒ ＝Ｒ ⑥ｋｓ ｋｄ

５）生産者価格と流通価格との間には流通コストを介して以下のような関係があると仮定

する。

自主流通米 Ｐ ＝ｒ＋ｓＰ ⑦ｒｊ ｐｊ

計画外流通米 Ｐ ＝ｔ＋Ｐ ⑧ｒｋ ｐｋ

以上のモデルの変数の中で、自主流通米の流通価格（Ｐ ）は外生的に動かし得るものｒｊ

。 、 、 。とする 実際 売り手が申し出る希望価格の水準如何によっては 価格を操作可能である

、 、 （ ）また 簡単化のため米の末端需要は一定とし 自主流通米と計画外流通米の合計需要 Ｔ

は一定とする。これにより、内生的に決まる変数は、Ｒ 、Ｒ 、Ｒ 、Ｐ 、Ｐ 、Ｐｊｄ ｋｓ ｋｄ ｒｋ ｐｊ

の 個、方程式は 本で体系は完結し、Ｐ の変化に応じた各内生変数の変化を検討すｐｋ ｒｊ6 6

ることが可能となる。

このモデルにおいて流通コストを一定として、自主流通米価格を変化させた場合の因果

関係を言葉で説明すると次のようになる。

ⅰ 自主流通米の流通価格が低下すると、その生産者価格が低下する （式⑦）。

ⅱ 自主流通米の生産者価格が低下すると計画外流通米の出荷が増加する （式④）。

ⅲ 他方、自主流通米の流通価格が低下すると、卸売業者による自主流通米の仕入需要が

増加し、計画外流通米の仕入需要は減少する （式③、⑤）。

ⅳ 計画外流通米の需給が均衡すべく、計画外流通米の生産者価格及び流通価格が低下す

る （式④、⑧）。

ⅴ 計画外流通米の流通価格が低下するから、卸売業者による自主流通米の仕入需要もⅲ

ほどには増加しない （式③）。

また、このモデルで自主流通米の流通価格を一定として、自主流通米の流通コストに係

る定額部分（ｒ）及び比例定数（ｓ）を変化させた場合の自主流通米仕入需要への影響を

言葉で説明すると以下の通りである。

ⅰ 自主流通米の流通コストが低下するとその生産者価格が上昇する （式⑦）。

ⅱ 自主流通米の生産者価格が上昇すると、計画外流通米の出荷が減少する （式④）。

ⅲ 計画外流通米の需給が均衡すべく、卸売業者による自主流通米の仕入需要の増加、計

画外流通米の流通価格の上昇が生じる （式⑤、③）なお、ここでは、自主流通米の流。

通価格が変わらないと仮定されている。

ⅳ 計画外流通米の流通価格の上昇は、その生産者価格を上昇させ、計画外流通米の出荷

はⅱほどには減少しない。

（２）自主流通米の仕入需要に及ぼす流通価格と流通コストの影響試算

以上のモデルに数値を代入して解くことにより、自主流通米の流通価格が低下した場合

及びその流通コストが低下した場合の需要増加について試算する。モデルの定数を求める

ための当初の均衡状態として 自主流通米需要量： 千トン 計画外流通米供給量 ＝、 、 （3,600
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720 14,000 17,000需要量 ： 千トン、自主流通米生産者価格： 円、自主流通米流通価格：）

円 計画外流通米生産者価格 円 計画外流通米流通価格： 円を仮定した 価、 、 （15,000 16,000

格は全て ｋｇ当たり 。60 ）

これは、ほぼ 年産の状況に対応している。計画外流通米の流通量については、食糧12

庁の推計［３］による生産者の有償譲渡（ 万トン）のうち、消費者及び登録小売業者234

以外への販売とした。計画外流通米生産者価格は「農村物価統計」を基に推計した。上記

から自主流通米の流通コストは約 円となる、このうち半分を定額部分（ｒ 、残り3,000 ）

半分を定率部分（ ｓ－１）Ｐ ）とした。（ ｐｊ

弾力性α、βは、５．で求めた ～ 年産の弾力性 、 を用いた（以下「ケ7 12 -3.569 2.681

10 12 -5.203 2.849ースＡ という また ～ 年産のデータから得られた弾力性それぞれ」 。）。 、 、

を用いた試算も行った（以下「ケースＢ」という 。γ、δは、徐世旭［４］による食。）

糧法施行以後の弾力性それぞれ 、 を利用した。-19.477 23.304

まず、自主流通米の流通価格の低下と流通コストの削減に対して、自主流通米の生産者

価格がどう変化するかを確認しておく（第７表 。自主流通米流通価格、自主流通米流通）

コストとも ％、 ％、 ％、 ％低下の場合を試算した。自主流通米の流通コストには0 1 5 10

定額部分があるので、流通コストが変化しない場合、流通価格の ％の低下に対して、生1

（ ） 。 、 、産者価格はそれ以上 ％ の低下となる これに対して 流通コストの ％の削減は1.10 1

流通価格が変化しなければ生産者価格の ％の増加をもたらす。0.19

第８表は、ケースＡの自主流通米販売量への影響である。これらから明らかなのは、同

じ割合の低下についてみると、自主流通米の流通コストの削減よりもその価格低下の方が

卸売業者による自主流通米の仕入需要は大きな割合で増加するということである。また、

流通価格の ％低下に対して仕入需要は ％増加となっているが、これは、計画外流1 0.82

通米の価格低下をも考慮した結果であり、５．で計測された偏弾力性 よりも相当小-3.569

さい。

流通価格低下が生産者へ及ぼす影響をみるため、自主流通米の生産者手取額（生産者価

格×販売量）への影響を試算した結果が第９表である。 ％の流通価格低下に対して、生1

産者手取額は ％低下するが、これは、仕入需要の増加を考慮しない場合に予想され0.28

る結果（＝生産者価格の低下率 ％）に比べて相当程度小さい。また、明らかなのは、1.1

流通コストの削減は生産者手取額の増加に大きく貢献するということである。これは、生

産者価格の直接的な上昇と卸売業者の自主流通米に対する仕入需要増加という両方のチャ

ネルを通じてもたらされる。

次に、ケースＢについて自主流通米仕入需要量と生産者手取額への影響を試算した結果

が第１０表、第１１表である。この場合、流通コスト削減の影響はケースＡと同程度であ

るが、データとして使用した ～ 年産では、自主流通米仕入需要が自主流通米価格に10 12

対して大きく反応するようになり、計画外流通米価格に対する弾力性との絶対値の格差が

拡大したことを反映して、 ％の流通価格の低下に対する仕入需要、したがって販売量の1

増加が ％と大きな値となっている。この結果、生産者手取額の変化は、 ％の増1.74 0.62

加となる。このように、自主流通米需要が計画外流通米価格よりも自主流通米それ自身の

価格に大きく反応し、その反応の格差が大きい場合には、自主流通米の流通価格の低下に

対する販売量の増加が生産者価格の低下を上回り、自主流通米の生産者手取額を増加させ
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ることも生じうる。

希望価格申出制の下では、自主流通米の入札における経済連等の売り手が生産者価格に

対する悪影響を懸念して、需要が抑制されるにも関わらず実勢価格以上の希望価格を申し

出る誘因となってきた。しかし、実勢をより反映した希望価格水準と流通コストの低減に

よって、自主流通米の仕入需要及び生産者手取額を増加させることが可能であったはずで

ある。

注( ) 自主流通米の出荷団体と卸売業者の間で形成され、これまで自主流通米価格と呼1

んできたものを、生産者価格と区別するために、以下では自主流通米の「流通価格」

と呼ぶこととする。計画外流通米についても、同様に、これまで計画外流通米価格と

呼んできた卸売業者の仕入価格を計画外流通米の流通価格と呼ぶ。

７．まとめ

自主流通米の価格は、 年産までは自主流通米入札における値幅制限の下限価格により9

ほぼ決まっていた。これと比較すれば、値幅制限が撤廃された 年産以降、需給要因が10

より大きく影響する方向での価格形成の弾力化が進んだと言える。銘柄別の価格変化をみ

ても、生産量が相対的に他よりも増加した（他よりも減少が小さかった）ものは、相対的

な価格が低下するようになっている。

値幅制限の撤廃と同時に設けられた希望価格申出制は、人為的な価格形成を可能にし、

円滑な流通の阻害要因となり得る。自主流通米価格を計画外流通米との競争の観点からみ

ると、申込は十分ありながら落札量を絞り込むような効果を持つ高い希望価格水準は、計

画外流通米との価格競争力を弱め、自主流通米の販売にマイナスの影響をもたらした。

実際、買い手である卸売業者の側からみると、自主流通米の仕入需要は、自主流通米価

格のほか計画外流通米価格の影響を強く受けている。 年産以降、特に自主流通米自身10

の価格の変化に対して大きく反応するようになるとともに、計画外流通米価格に対する弾

力性も高まった。計画外流通米価格に対する弾力性の高まりは、計画外流通米の流通量の

増加とともに、卸売業者による自主流通米の仕入需要における計画外流通米との競合度合

の高まりを示している。

計画外流通米との競合関係、自主流通米価格と計画外流通米価格の連動関係を考慮した

上で、自主流通米の流通価格と流通コストがその仕入需要に及ぼす影響を検討すると、そ

の仕入需要に対しては流通コストよりも価格が大きな影響力を持つ。一方、生産者手取額

に対しては、自主流通米の流通コストの低減が大きな影響を及ぼす。 ～ 年産データ7 12

による価格弾力性に基づくと、自主流通米流通価格の ％の低下に対して卸売業者の仕入1

需要の増加は ％以下であるため、自主流通米の流通価格を下げると生産者手取額は減少1

する。しかし、その減少はわずかであり、流通コストのわずかな低減と組み合わせること

により、生産者手取額を増加させることが可能である。

希望価格申出制の下では、自主流通米入札における経済連等の売り手が、生産者価格に

対する悪影響を懸念して実勢価格以上の価格を申し出る誘因となってきた。確かに生産者

による出荷段階のみに着目すると、流通価格の低下は生産者価格の低下をもたらし、その
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限りでは計画外流通米の出荷が増える。しかし、逆に流通業者の仕入段階にも目を向ける

と、自主流通米の仕入需要の増加をもたらすことになる。すなわち、食糧法の下で自主流

通米の地位を維持しようとすれば、自主流通米の売り手である経済連等が、生産者段階、

流通業者段階双方を考慮した対応をとることが必要だったのであり、実勢をより反映した

希望価格水準と流通コストの低減によって、自主流通米販売量と生産者手取額の双方の増

加が可能であったはずである。
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第１表　計画外流通米推定出回り量
（万トン）

生産量
A B B/A(%) C C /A(%) C /B(%)

元年産 1,035 679 65.6 143 13.8 21.1
２年産 1,050 683 65.0 160 15.2 23.4
３年産 960 599 62.4 160 16.7 26.7
４年産 1,057 648 61.3 210 19.9 32.4
５年産 783 406 51.9 199 25.4 49.0
６年産 1,198 739 61.7 270 22.5 36.5
７年産 1,075 631 58.7 258 24.0 40.9
８年産 1,034 577 55.8 277 26.8 48.0
９年産 1,003 553 55.1 280 27.9 50.6
１０年産 896 465 51.9 268 29.9 57.6
１１年産 918 472 51.4 292 31.8 61.9
１２年産 949 482 50.8 318 33.5 66.0

（注）
１．生産量は「作物統計」による。

計画流通米出荷 計画外流通米出

３．計画流通米出荷量は「米をめぐる最近の情勢と現行米政策の
検証」（平成１３年１１月農林水産省）ほかによる。
４．計画外流通米出回り量は食糧庁による推計で、米の需給・価格
情報に関する委員会「米の需給・価格の動向等」（平成１３年８月２
２日）ほかによる。

第２表　生産者の計画外流通米の販売先別販売割合
（％）

年産 卸売業者 小売業者 農協等 加工業者 消費者 その他業者 合計
9 2 11 12 1 53 21 100
10 2 11 13 0 49 25 100
11 1 8 18 0 48 24 100
12 2 8 16 0 49 24 100

（注）米の需給・価格情報に関する委員会「米の需給・価格の動向等」（平成１３年１０月２
２日）による。
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米・計画外流通米価格

(円／60kg)

卸売業者在庫

(千トン)

米／計画外米価格比

第１図　自主流通米価格関係指標の推移

７年産
作況１０２

８年産
作況１０５

９年産
作況１０２

１０年産
作況９８

１１年産
作況１０１

１２年産
作況１０４

（注）１．自主流通米価格は、魚沼コシヒカリを除いた加重平均（落札量ウェイト）
　　　２．計画外流通米価格は、日経（仲間価格、東京）の加重平均（生産量ウェイト）
　　　３．自主流通米販売量は、出荷団体から流通業者への販売量
　　　４．卸売業者在庫は、卸売業者の月末在庫で、自主流通米のほか、政府米、計画
　　　　外流通米を含む。

自主流通米

計画外流通米
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第３表　自主流通米価格の形成要因

変数 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値

卸売業者在庫（当月末） 6.8450 0.2931 2.5697 * 10.898 0.3213 2.7598 * 2.9250 0.2160 1.3198
卸売業者在庫（前月末） -6.0109 -0.2682 2.3387 * -4.0465 -0.1201 1.2296 -6.0862 -0.4656 2.8424 **
自主流通米販売量 -6.0148 -0.2748 3.9258 ** -4.9835 -0.2439 2.5514 * -3.1064 -0.2368 2.0281
１０月末計画流通米在庫 -0.9436 -0.3823 5.4613 ** -1.1416 -0.6327 6.6565 ** -0.0735 -0.0378 0.2586
作況指数 -309.68 -0.4030 4.6994 ** 33.402 0.0274 0.3476 -345.10 -0.8214 4.9757 **
自主流通米上場数量 -25.596 -0.3967 5.1219 ** -31.196 -0.4441 5.4639 ** -17.780 -0.4338 3.7916 **
１０～１２年産ダミー -1905.1 -0.5794 7.2793 ** - - - - - -
定数項 56630.75 8.0390 ** 20530.3 2.1263 * 55631.64 7.2178 **
サンプル数
修正済Ｒ２

ＤＷ比

変数 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値
（注）

卸売業者在庫（当月末） 5.3125 0.1566 1.9852
卸売業者在庫（前月末） -1.6967 -0.0504 0.8118
自主流通米販売量 0.3685 0.0180 0.2312 ２．**:1%有意　*:5%有意
１０月末計画流通米在庫 1.3036 0.7225 2.6853 *
作況指数 -164.94 -0.1353 2.3270 *
自主流通米上場数量 -0.4563 -0.0065 0.0659
下限価格（７～９年産） 1.7249 1.6221 5.1620 **
定数項 -844.5 0.1160
サンプル数
修正済Ｒ２

ＤＷ比

23
0.9520
1.4836

７年産～９年産（下限価格追加）

１．被説明変数は自主流通米価格（魚沼コシヒカリを除いた加重平均（落
札量ウェイト））

0.8802 1.5023 1.1382
0.8087 0.8750 0.7869
55 23 32

７年産～１２年産 ７年産～９年産 １０年産～１２年産

第４表　自主流通米価格の変動係数

全銘柄 魚沼コシ
ヒカリを除
く銘柄

（参考）
上場銘柄
数

７年産 0.0972 0.0810 72
８年産 0.1108 0.0859 70
９年産 0.1030 0.0730 68
１０年産 0.1175 0.0871 86
１１年産 0.0917 0.0685 83
１２年産 0.1113 0.0737 81
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第２図　生産量変化と価格変化（7→8，8→9，9→10年産）
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第３図　生産量変化と価格変化（10→11，11→12年産）
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第５図　生産量変化と価格変化（ｺｼﾋｶﾘ、10→11，11→12年産）
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第４図　生産量変化と価格変化（ｺｼﾋｶﾘ、7→8，8→9，9→10年産）

R = 0.067
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第６表　卸売業者による自主流通米仕入需要量の要因分析

変数 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値 偏回帰係
数

標準偏回
帰係数

ｔ　値

自主流通米価格 -3.5687 -1.1888 2.9426 ** -4.5964 -1.2897 1.2225 -5.2032 -1.1004 3.0128 **
計画外流通米価格 2.6807 0.9517 2.3591 * 2.4137 0.7606 0.7009 2.8488 0.6595 2.2642 *
卸売業者在庫（前月末） -0.5084 -0.4098 3.2686 ** -0.6043 -0.3265 1.7813 -0.5565 -0.4886 2.6889 *
１２月～２月ダミー 0.2199 0.3651 2.7556 ** 0.1538 0.2559 1.2343 0.2160 0.3578 1.8553
３月～５月ダミー 0.3734 0.6199 4.8878 ** 0.2872 0.4779 2.1023 * 0.3320 0.5500 3.0287 **
６月～８月ダミー 0.2393 0.3818 3.2964 ** 0.1928 0.3207 1.7156 0.2606 0.3957 2.4266 *
１０月末計画流通米在庫 -0.3479 -0.3687 3.2738 ** -0.6166 -0.7756 2.8481 ** -0.5760 -0.4513 2.0270
作況指数 -2.9113 -0.2295 1.8681 2.0388 0.1071 0.6490 -8.8305 -0.7926 2.2274 *
定数項 33.190 3.5513 ** 25.7224 1.8278 76.8808 2.5423 *
サンプル数
修正済Ｒ２

ＤＷ比

（注）
１．被説明変数は自主流通米仕入需要量（出荷団体から流通業者への販売量）
２．**:1%有意　*:5%有意
３．両対数式による。

７年産～１２年産 ７年産～９年産 １０年産～１２年産

69 35 34
0.4152 0.2999 0.4974
2.0774 2.3256 2.0728

第７表　自主流通米生産者価格変化率
（％）

0 1 5 10

0 0.00 -1.10 -5.48 -10.97

1 0.19 -0.90 -5.30 -10.78

5 0.97 -0.13 -4.54 -10.05

10 1.95 0.85 -3.58 -9.12

自主米流通価格低下率（％）

流
通
コ
ス
ト
削
減

率
（
％
）

第５表　自主流通米と計画外流通米の価格比の要因分析

変数 偏回帰係数 標準偏回
帰係数

ｔ　値 偏回帰係数 標準偏回
帰係数

ｔ　値

希望価格適用度合 0.00092541 0.6353 3.8215 ** 0.00076240 0.5234 3.5192 **
希望価格前回指標価格比 0.63803 0.4271 2.8905 ** 0.72673 0.4865 3.2709 **
卸売業者在庫（前月末） -0.00013298 -0.3270 1.9729 - - -
自主流通米販売量 0.00014716 0.3633 1.8512 - - -
１２年産ダミー -0.036258 -0.5781 3.6453 ** - - -
定数項 0.37937 1.8551 0.27873 1.2560
サンプル数
修正済Ｒ２

ＤＷ比

（注）
１．被説明変数は自主流通米価格の対計画外流通米価格比
２．**:1%有意

１０～１２年産 １０年産～１２年産
希望価格関係の変数のみ

28 28
0.6402 0.4102
1.0695 0.7180
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第８表　自主流通米仕入需要量変化率（ケースＡ）
（％）

0 1 5 10

0 0.00 0.82 4.10 8.06

1 0.26 1.08 4.35 8.29

5 1.31 2.13 5.35 9.21

10 2.60 3.40 6.57 10.30

自主米流通価格低下率（％）

流
通
コ
ス
ト
削
減

率
（
％
）

第９表　自主流通米生産者手取額変化率（ケースＡ）
（％）

0 1 5 10

0 0.00 -0.28 -1.61 -3.79

1 0.46 0.17 -1.18 -3.39

5 2.30 1.99 0.57 -1.76

10 4.60 4.28 2.75 0.24

自主米流通価格低下率（％）

流
通
コ
ス
ト
削
減

率
（
％
）

第１０表　自主流通米仕入需要量変化率（ケースＢ）
（％）

0 1 5 10

0 0.00 1.74 8.31 14.75

1 0.27 2.01 8.54 14.90

5 1.36 3.07 9.45 15.46

10 2.70 4.38 10.53 16.10

自主米流通価格低下率（％）

流
通
コ
ス
ト
削
減

率
（
％
）

第１１表　自主流通米生産者手取額変化率（ケースＢ）
（％）

0 1 5 10

0 0.00 0.62 2.37 2.17

1 0.47 1.09 2.80 2.51

5 2.35 2.94 4.48 3.86

10 4.70 5.26 6.57 5.51

自主米流通価格低下率（％）

流
通
コ
ス
ト
削
減

率
（
％
）



- 1 -

稲作生産構造の変化と水田農業活性化の課題

農林水産政策研究所 橋 詰 登

１．はじめに
年代後半において，わが国の農業構造は新たな展開をみせた。それは零細農家の1990

滞留が生じる一方で新たな上層農家の形成が困難となりつつあることや，農業労働力の減

少率は半減したが高齢化は一段と加速し，その結果，不作付け地の急激な増加による農地

利用の後退が進行するといったこれまでとは明らかに異なる動きである 。農業構造の（１）

れまでの「量的な衰退傾向」から「質的な衰退傾向」へと変化し，地域農業を取り巻くよ展開がそ

り厳しい現実が浮き彫りになったと言える。

他方，水田農業についてみると，基本的にこれら流れの中にあると言ってよいが，個別

大規模農家だけでは引き受けきれなくなった農地や農作業を，非法人形態の「農家以外の

農業事業体」がカバーするといった新たな動きも報告されている 。（２）

このような動きに見られる農業構造の変容は，内生的な問題として農業労働力の高齢化

， 。や担い手不足 外生的な問題として農産物価格の低下や転作面積の拡大と無関係ではない

とりわけ後者に関連する稲作生産環境の悪化は，わが国の農業構造全体に大きな影響を及

ぼしており，水田農業活性化に向けた構造政策を推進していくためには，稲作生産構造の

展開状況を分析することが不可欠と言える。

本稿では，農業センサスの中から稲作にかかわるデータを取り上げ，食糧法施行前の

（ ， 「 」 ） （ ， 「 」1990 1990-95 1995-2000年代前半 年間 以下 前期 という と後半 年間 以下 今期

という）の構造動態の比較から，近年における稲作生産構造の変化の態様とその要因を明

らかにすることを課題とする。また，これら分析結果を基に水田農業活性化のための施策

課題の検討を試みたい。

本稿の構成は以下のとおりである。

まず では稲作生産環境の変化を確認した後， 年代後半における稲作生産構造２． 1990

の変化とその要因を分析する。続く では，水稲作付規模別農家数の相関表（農業構造３．

動態統計）を用いたマルコフモデルにより稲作生産構造の将来予測を行う。しかる後，こ

れら分析結果を踏まえ で水田農業活性化のために必要な構造政策の課題を提示し，ま４．

とめとする。

２．稲作生産構造の変化とその要因

(1) 稲作生産をめぐる環境の激変

農業センサス結果を用い時系列的に農業構造を分析する場合，各センサスが調査対象と

した年次における農業を取り巻く環境の違いを念頭に入れておく必要がある。農業センサ

スは 年毎に実施されることから，センサスの対象年，すなわちセンサス実施年の前年に5
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おける生産環境が著しく異なれば，各 年間の構造変化の態様，とりわけ形態別の農家数5

動向や農地の利用状況の変化が大きくなって現れる。

1990 1995 2000 1989 1994分析の対象とする 年 年 年の各センサス結果は それぞれ 年， ， ， ，

年， 年における農業生産活動を捉えたものであるが，今期の稲作生産構造の動きに1999

大きな影響を及ぼしたと推察される，米の価格と生産調整面積の動向について，まず始め

に確認しておくこととする。

最初に，主要農産物の価格動向をみると，今期大幅な農産物価格の低下が起こっている

ことがわかる。前期の価格動向をみると， 年を とした 年の価格指数は，農1989 100 1994

産物総合で ，米でも となっており，この間は比較的農産物価格が堅調であった103.5 100.8

ことがうかがわれる。

これに対し，今期の価格動向は一変している。 年を とした 年の価格指数1994 100 1999

は，畜産物総合では僅かな低下にとどまっているものの，農産物総合では約 ポイント10

低下し ，米は約 ポイント低下し となっている。米以外の耕種作物では，花き89.8 22 79.1

で ，果実で ，野菜でも となり，この 年間に主要な農産物の価格は軒並み大86.5 84.4 91.9 5

きく低下しているが，その中でも米の価格低下が際だっている。

このような前期とは対照的な今期の農産物価格の動き，とりわけ米の２割を超える価格

低下は，以下でみる経営組織別の農家構成はもとより，専兼業別や農産物販売金額規模別

の農家数動向にもその影響が強く反映されている 。そればかりか，稲作主業農家が農（３）

業所得の確保を図るための行動として経営の複合化に向かったとすれば，水稲作付面積規

模別の動向ばかりでなく，経営耕地規模別の農家数動向にも少なからぬ影響を及ぼしてい

ると言えるだろう。

次に，各センサスの調査対象年次において米の生産調整面積が大きく異なっている点に

ついても，形態別の農家構成や水田の利用状況を時系列比較する場合，注意を払う必要が

ある。 年の転作等実施面積は 万 であったが， 年に米の作況指数が とい1989 80 ha 1993 74

う大凶作となり，まれにみる米不足が起こったことから， 年の生産調整面積は大幅1994

。 （ ） ，に緩和され 万 となった 前年 年 の面積が 万 であったことからすれば59 ha 1993 71 ha

この年にはそれまで転作されていた水田に，かなりの米の作付けがなされたことになる。

このことは，北海道をはじめとした各地域ブロックで，稲作単一経営農家の増加がみられ

た 年センサス分析結果からも確認できる。1990-95

しかしその後は，米の作柄が安定し豊作が続いたことから，再び転作が強化されるよう

になり， 年の転作等実施面積は 年の 倍に当たる 万 となっている。前述1999 1994 1.6 96 ha

した米価格の低下と相まって，とりわけ今期における稲作をめぐる生産環境は著しく悪化

しており，このことがこれまでの傾向とは異なる稲作構造の変化を生み出す最大の要因に

なっていると言えよう。

(2) 稲作主業農家の動向

ア．経営組織別にみた農家数の動向

農業経営組織別農家数 販売農家 の動向をみると 第１表 今期 稲作主業農家 本（ ） （ ）， ， （
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稿では稲作単一経営農家と主位部門が稲作の準単一複合経営農家を合わせて「稲作主業農

1985-90 10.5 4.5家」という ）が大幅に減少している。全国で前々期（ 年間） ％減，前期。

％減であった稲作主業農家は今期 ％減となり販売農家全体の減少率（ ％）を ポ15.9 11.9 4

イント上回る。稲作以外の作物を主位部門とする経営に転換した農家が少なからず存在し

たことがわかる。また，稲作主業農家の内部でも前期 ％増加していた稲作単一経営が0.8

％の減少となり，主位部門が稲作の準単一複合経営の減少率が前期に比べ約 ポイン15.0 8

ト低下していることから，単一経営から準単一複合経営への移動がかなり起こったと推察

される。

この傾向は北海道において顕著にみられ，今期の稲作単一経営の減少率が ％（前33.4

期は ％の増加）であるのに対し，主位部門が稲作の準単一複合経営の減少率は ％9.7 6.8

（ ） 。 ，前期は ％の減少 と低い 北海道では稲作主業農家全体の減少率も ％と高く44.5 27.5

３割近い稲作主業農家が稲作以外の作物を主位部門とする経営に転換したことになる。専

業大規模経営が多数を占める北海道においては，米価下落による農業所得の減少を補うた

めに，経営形態を変更した農家が多数存在していることを示している。

なお，同表から全国での「農産物の販売があった農家」の減少率が ％から ％10.9 13.4

へと高まっている点も注目される。これは販売農家であっても実際に農産物を販売しなか

った農家が増加していることを意味する。際だった災害や病虫害がなかったにもかかわら

ずこれら農家が増加していることは，不作付け等による農地利用の後退が進んでいること

を示唆するものであり，注視していかなければならないだろう。

イ．稲作主業農家の地域別動向

次にこれら稲作主業農家について地域ブロック別の動向をみると（第２表 ，同農家数）

の減少率は前述した北海道の他，九州，東海でもそれぞれ ％， ％と高い。また，20.7 19.7

稲作単一経営の減少率は北海道を除けば各地域ブロック ％台であるが，主位部門が稲10

作の準単一複合経営の動向には大きな地域差がある。減少率が高いのは四国および九州で

ともに ％を超えている。これら地域では個々の農家における米の所得割合の相対的な30

(単位：％）

＜参考＞
稲 作 単 一
又は稲作主
位の準単一
複 合 経 営

稲作単一 主位部門
が 稲 作

販売農家
の増減率

1985-90  ▲ 10.9 ▲ 10.5 ▲ 7.8 ▲ 8.8 ▲ 14.1 ▲ 17.6 ▲ 26.3 ▲ 10.4

1990-95  ▲ 10.9 ▲ 4.5 ▲ 3.2 0.8 ▲ 26.9 ▲ 30.4 ▲ 37.3 ▲ 10.7

95-2000年 ▲ 13.4 ▲ 15.9 ▲ 12.3 ▲ 15.0 ▲ 17.2 ▲ 22.7 ▲ 15.4 ▲ 11.9

1985-90  ▲ 13.1 ▲ 17.6 ▲ 26.2 ▲ 34.0 2.6 27.4 13.5 ▲ 13.4

1990-95  ▲ 15.1 ▲ 12.8 ▲ 3.8 9.7 ▲ 32.2 ▲ 44.5 ▲ 20.2 ▲ 15.1

95-2000年 ▲ 16.3 ▲ 27.5 ▲ 20.5 ▲ 34.8 ▲ 9.7 ▲ 6.8 ▲ 11.4 ▲ 14.9

1985-90  ▲ 10.8 ▲ 10.3 ▲ 7.3 ▲ 8.4 ▲ 14.6 ▲ 18.9 ▲ 28.7 ▲ 10.3

1990-95  ▲ 10.8 ▲ 4.4 ▲ 3.2 0.7 ▲ 26.7 ▲ 29.8 ▲ 39.0 ▲ 10.6

95-2000年 ▲ 13.3 ▲ 15.7 ▲ 12.1 ▲ 14.7 ▲ 17.5 ▲ 23.2 ▲ 15.9 ▲ 11.8
 資料：農業センサス（1985年，1990年，1995年，2000年）

全
国

北
海
道

都
府
県

第１表　農業経営組織別農家数増減率の動向 （販売農家）

区　　　　　分
農産物の
販売が あ
った農家

単一経営 準単一複
合 経 営 複合経営



- 4 -

低下による統計定義上の経営組織の移動ばかりでなく，農家の経営戦略として他作物へシ

フトする動きが起こったと推察される。これに対し北陸および近畿では主位部門が稲作の

準単一複合経営がそれぞれ ％， ％増加している。稲作への依存度が高い両地域ブ5.4 0.4

ロックでは，前述した九州等とは異なり多くの農家が稲作主業農家内部での移動にとどま

っていることがわかる。

ちなみに，販売農家に占める稲作主業農家の割合を 年と比較してみると，全地域1995

でこの割合は低下しており，北海道および九州での低下度合いがそれぞれ ， ポイン4.8 3.8

トと比較的大きい。これら地域はもともと稲作主業農家の割合が ％に満たない地域で50

あり，生産環境の変化に応じた柔軟な経営展開が図られている地域ブロックと言えよう。

ウ．稲作単一経営農家の経営組織の移動状況

このように，今期における稲作主業農家の動向は，地域差をともないながらも総じて前

。 （ ）期とは対照的なものとなっている そこで経営組織別農家数の相関表 農業構造動態統計

を用い，今期における稲作単一経営農家の具体的な動きを確認しておこう。

第３表は，稲作単一経営農家（販売農家）について経営組織の移動状況を前期と今期で

比較したのであるが 稲作単一経営のままで推移した農家割合は 全国で ポイント 北， ， （5.0

海道で ポイント，都府県で ポイント）前期に比べ低下している。今期，稲作単一13.2 4.8

19.8 12.5経営から離脱した農家の主な移動先をみると 北海道では複合経営 ％ 離農， （ ）， （

％ ，稲以外の耕種（ ％ ，都府県では離農（ ％ ，自給的農家（ ％ ，複合経営） ） ） ）4.2 7.6 7.1

（ ％ ，販売なし（ ％）となっている。北海道，都府県ともに約２割の農家が離農6.4 5.5）

もしくは経営規模の縮小に向かっているが，前期に比べ販売農家でありながら農産物の販

売がない農家への移動割合が高まっている点が注目される。

また，北海道では約２割の農家が複合経営（準単一複合経営を含む）に， ％が稲作4.2

以外の耕種作物の単一経営に移動しており，米価が下落する中で経営形態を変更して引き

(単位：1,000戸，％）

1995年 2000年 ポイント差

全　 　国 2,155 1,170 151 ▲ 15.9 ▲ 15.0 ▲ 22.7 63.2 61.3 ▲ 1.9
北 海 道 59 12 6 ▲ 27.5 ▲ 34.8 ▲ 6.8 36.2 31.4 ▲ 4.8
都 府 県 2,096 1,157 145 ▲ 15.7 ▲ 14.7 ▲ 23.2 63.9 62.1 ▲ 1.8
東　 　北 399 261 33 ▲ 13.9 ▲ 12.3 ▲ 24.6 75.9 73.7 ▲ 2.3
北　　 陸 189 166 8 ▲ 13.8 ▲ 14.6 5.4 93.0 92.1 ▲ 0.9
関東・東山 456 208 34 ▲ 14.0 ▲ 11.5 ▲ 26.8 53.6 53.0 ▲ 0.6
東     海 199 97 10 ▲ 19.7 ▲ 19.8 ▲ 18.9 56.5 53.8 ▲ 2.7
近     畿 187 119 12 ▲ 16.1 ▲ 17.5 0.4 71.9 69.9 ▲ 1.9
中     国 203 140 13 ▲ 16.0 ▲ 15.8 ▲ 18.4 76.7 75.4 ▲ 1.4
四     国 126 52 8 ▲ 15.2 ▲ 12.1 ▲ 31.3 49.3 47.7 ▲ 1.6
九     州 318 115 28 ▲ 20.7 ▲ 17.9 ▲ 30.7 48.6 44.7 ▲ 3.8

　資料：農業センサス（1995年，2000年）

農家数増減率　(2000/95年)

稲作単
一経営

主位部門が
稲作の準単
一複合経営

稲作単一又
は稲作主位
の準単一複
合経営

第２表　   稲作主業農家数の地域別動向 （販売農家）

稲作単
一経営

主位部門が
稲作の準単
一複合経営

農産物
の販売
があった
農家数
(2000年)

稲作主業農家数
(2000年） 農産物を販売した農家数に占め

る稲作単一又は稲作主位の準単
一複合経営農家数の割合区　　　分
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続き営農を続ける農家も少なくな

い。これら農家がそのまま複合的

経営を続けるのか，あるいは米価

や転作の状況によっては再び稲作

単一経営に戻るのかが，今後の稲

作生産構造の展開をみる上で重要

なポイントとなろう。

エ．水稲作付規模別の農家動向

水稲作付面積規模別の農家動向

を，農業構造動態統計からみると

（第４表 ，前期と今期とでは作）

付規模の動向が全く異なることが

94わかる 前期は前述したように。

年に転作面積が大幅に緩和された

こともあって，零細な規模を含む

全階層で上層規模への移動農家率

が下層への移動農家率を上回って

いた。中でも 以上の大規模層5ha

での作付面積の拡大は顕著で，半

数以上の農家が上層規模へと移動

している。

現状規模を維持した農家の中に

も，階層が変わらない程度に作付

面積を増やした農家が多数存在す

野 菜 へ

全　 国 1,365 76.9 0.7 0.3 4.7 3.5 7.2 6.9 1,376

1990-95年 北海道 17 69.7 2.2 0.7 10.4 1.6 3.2 12.8 19

都府県 1,348 77.0 0.7 0.3 4.6 3.5 7.2 6.8 1,357

全   国 1,376 72.0 1.1 0.4 6.6 5.5 7.1 7.6 1,170

1995-00年 北海道 19 56.4 4.2 1.2 19.8 3.2 3.8 12.5 12

都府県 1,357 72.2 1.1 0.4 6.4 5.5 7.1 7.6 1,157

全   国 11 ▲ 5.0 0.4 0.1 2.0 2.0 ▲ 0.1 0.7 ▲ 206

北海道 2 ▲ 13.2 1.9 0.4 9.5 1.6 0.6 ▲ 0.3 ▲ 7

都府県 9 ▲ 4.8 0.3 0.1 1.9 2.0 ▲ 0.1 0.7 ▲ 199

 資料：農業センサス農業構造動態統計報告書（1995年，2000年）
 注．階層移動率の算出にあたっては，期首農家数から不明農家を除いた農家数を母数に用いた。

農家数増
減 及 び
移動率の
ポイント差

区　　　　　　分

期首の稲
作単一経
営農家数
(1,000戸)

期末の稲
作単一経
営農家数
(1,000戸)

離　農

販　　売　　農　　家　の　ま　ま
　　　移　　動　　率　（％）

自給的

農家へ稲作以外
の耕種へ稲作のまま

複合経営
(80％未満)
へ

販　売

なしへ

第３表　  稲作単一経営農家における経営組織の移動状況　(販売農家）

単　一　経　営　（80％以上）

(単位：％）

0.1ha未満 28.7 26.0          - 15.8 18.6 10.9
0.1～0.3 21.6 45.2 1.4 4.5 19.4 7.9
0.3～0.5 19.6 53.4 10.3 1.5 7.9 7.3
0.5～0.7 26.6 45.7 18.7 1.0 2.9 5.1

90年 0.7～1.0 26.4 48.9 18.5 0.8 1.5 3.9
→95年 1.0～1.5 24.3 54.6 16.4 0.6 0.9 3.1

1.5～2.0 32.9 46.2 17.3 0.6 0.6 2.4
2.0～3.0 26.5 56.3 13.7 0.7 0.6 2.2
3.0～5.0 27.1 57.6 10.8 0.9 0.7 2.9
5.0～7.0 50.9 35.1 9.1 1.2 0.5 3.2
7.0～10 52.0 36.5 8.3 0.9 0.2 2.0
10ha以上 　　 　　- 89.6 8.0 0.4 0.1 2.0
計 23.8 49.3 11.7 2.0 7.4 5.7

0.1ha未満 19.3 32.4          - 18.4 17.8 12.2
0.1～0.3 10.3 52.0 2.0 5.8 20.9 9.0
0.3～0.5 6.9 49.5 22.3 2.5 10.0 8.8
0.5～0.7 7.6 36.8 43.8 1.8 3.6 6.4

95年 0.7～1.0 6.8 36.9 48.0 1.4 1.9 5.0
→00年 1.0～1.5 6.0 40.7 46.9 1.2 1.1 4.1

1.5～2.0 8.0 31.2 55.6 1.0 0.8 3.3
2.0～3.0 6.8 40.9 47.9 1.1 0.6 2.7
3.0～5.0 6.6 45.7 42.7 1.5 0.7 2.9
5.0～7.0 12.0 36.3 44.2 2.5 1.1 3.9
7.0～10 11.6 40.6 40.8 2.3 0.7 4.0
10ha以上 　　 　　- 65.1 30.6 1.7 0.2 2.4
計 7.7 43.4 32.1 2.7 7.5 6.6

0.1ha未満 ▲ 9.4 6.4          - 2.6 ▲ 0.8 1.3
0.1～0.3 ▲ 11.3 6.8 0.6 1.4 1.5 1.1
0.3～0.5 ▲ 12.7 ▲ 3.9 12.0 1.0 2.1 1.6
0.5～0.7 ▲ 19.0 ▲ 8.9 25.1 0.8 0.6 1.3
0.7～1.0 ▲ 19.6 ▲ 12.0 29.5 0.7 0.4 1.1
1.0～1.5 ▲ 18.3 ▲ 14.0 30.5 0.6 0.2 1.0
1.5～2.0 ▲ 24.8 ▲ 15.0 38.3 0.5 0.2 0.9
2.0～3.0 ▲ 19.7 ▲ 15.4 34.2 0.4 0.1 0.4
3.0～5.0 ▲ 20.5 ▲ 11.9 31.9 0.6 ▲ 0.0 ▲ 0.0
5.0～7.0 ▲ 38.9 1.3 35.0 1.3 0.6 0.7
7.0～10 ▲ 40.4 4.1 32.5 1.4 0.5 1.9
10ha以上 　　　 　- ▲ 24.5 22.7 1.3 0.2 0.4
計 ▲ 16.1 ▲ 5.9 20.4 0.7 0.1 0.9

 資料：農業センサス構造動態統計（1995年，2000年）

ポイント
差

区　　　　　　分

第４表　水稲作付面積規模別にみた農家の階層移動率 （全国：販売農家）

販売農家のまま推移
自給的
農家へ 離　農上　層

規模へ
現状規模
を維持

下　層
規模へ

作付け
なしへ
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ることを踏まえるならば，前期における作付面積の拡大は大規模農家を中心としながらも

極めて広範な階層で行われたことがわかる。

これに対し，今期の作付け動向は一転して規模縮小傾向を示している。上層規模への移

動割合は 以上層でも１割強に過ぎず，現状規模を維持した農家割合ですら４割程度で5ha

。 ，ある から にかけての階層では３分の１程度の農家が下層規模へと移動しており1ha 10ha

前期の移動率と比較すれば ～ の大規模層で ポイント減と格差が大きい。5 10ha 40

(3) 農業労働力の高齢化と地域水田農業の新たな担い手

ア．農業労働力の高齢化と「定年帰農」

農業センサスにおける農業労働力指標は，いずれも農業経営全体に対する従事状態を示

すものであり，稲作部門に限定した投下労働日数等をみることはできない。したがって，

販売農家全体の労働力の動きから類推するほかないが，販売農家の６割強が稲作主業農家

であることを考えれば，全体の傾向がそのまま稲作生産構造にも当てはまるとみてよいだ

ろう。そこで，近年の農業労働力の動向をみると，例えば，男子農業就業人口の減少率は

前々期 ％，前期 ％と農家数の減少率を若干上回る水準で推移していたが，今期11.2 14.1

。 （ ） ，は ％の減へと半減している これは基幹的農業従事者 男子 についても同様であり6.0

％減→ ％減→ ％減と推移している。15.5 12.5 6.3

しかし一方で，農業労働力の高齢化は著しく進行した。男子基幹的農業従事者の高齢化

率は， 年には ％であったが 年には に上昇し， 年では ％にまで1990 32.2 95 45.6% 2000 55.5

65 70 35.3 1990 16.6高まった 過半が 歳以上の高齢者となり 歳以上の者の割合も ％ 年は。 ， （

％， 年は ％）に達している。男子の基幹的農業従事者の３人に１人以上が 歳以95 24.0 70

上となったのである。

このように，今期農業労働力は量的減少速度が急激に鈍化する一方で高齢化が著しく進

行した。その要因をみるため，男子の基幹的農業従事者について前期と今期で年齢別のコ

ーホート比較を行った（第１図 。この図をみると，前期に比べ全年齢階層で従事者数の）

増加または減少数の低下がみられる。とりわけ「 歳」層 「 歳」層での従事者60-64 65-69，

数の純増が顕著にみられる。この年齢層の従事者がいわゆる「定年帰農」と呼ばれる人々

であり，前期に比べても増加していることがわかる。ちなみに，今期基幹的農業従事者の

減少率が半減しているが，この減少率低下に寄与した年齢層をみると 「 歳」層とと， 65-69

もに「 歳」層が高い寄与度となっている。定年帰農者の増加によって，基幹的農業60-64

従事者の減少傾向が緩和されたことがわかる。

， ，なお これら基幹的農業従事者の純増者がどのような経営を行っているのかをみるため

経営組織別に従事者の動きをみると（第５表 ， 歳以下あるいは ～ 歳といった青） 39 40 59

・壮年層では 施設野菜 や 花き・花木 といった部門 高齢者層 ～ 歳 は 稲「 」 「 」 ， （ ） 「60 69

作」部門の純増者が圧倒的に多い。稲作単一経営における基幹的農業従事者の１割近くが

これら「定年帰農」者により担われており，地域農業の担い手として無視できない存在と

なりつつある。
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イ．水田農業への農家以外の担い手主体の進出

1990 23 ha 2000 36農家と農家以外の農業事業体の合計借地田面積は 年の 万 から 年には

万 へと 倍に，農業サービス事業体分を加えた「稲刈り・脱穀作業」の総受託面積ha 1.5

は 万 から 万 へと 倍にそれぞれ増加している（第６表 。このうち，借地に23 ha 32 ha 1.4 ）

5ha 90 15.1 95ついて担い手主体別にみると， 以上の大規模個別農家のシェアが 年の ％，

年の ％からは 年には ％へと上昇しており，これら農家が借地によって水田24.6 2000 31.0

の集積を図っていることがうかがわれる。

しかし，今期における田の借地増加面積に対する寄与度をみると，大規模個別農家は前

期の ％から ％へと ポイント以上低下し，逆に農家以外の農業事業体の寄与度67.0 55.3 10

が ％から ％へ上昇している。地域放出される農地の増加に既存の大規模個別農家6.2 17.8

だけでは対応しきれず，集落営農組織等の非法人形態の農家以外の農業事業体がそれをカ

(単位：100人，％)

39歳以下 13 22 32 23 22 10 7 37 17

40～59歳 ▲ 13 22 46 27 12 ▲ 15 9 ▲ 76 ▲ 36

60～69歳 320 40 28 61 4 ▲ 18 21 ▲ 9 ▲ 23

39歳以下 0.3 2.7 5.3 1.8 5.4 3.0 3.1 1.2 1.7

40～59歳 2.9 7.5 2.1 2.9 3.9

60～69歳 8.7 5.1 4.5 4.8 1.0 9.5

 資料：農業センサス
 注(1)  「純増者の割合」とは，当該部門の基幹的農業従事者総数に占める増加した同従事者の割合である。
    (2)  39歳以下には15-19歳（2000年）を含む。また，空白のセルはコーホート比較で従事者が減少した階層である。

稲　作 露地野菜 施設野菜 果樹類

第５表　経営組織別にみた男子基幹的農業従事者のコーホート増減数及び純増者の割合
（全国：1995-2000年）

区　　　　　分

従事者
増減数

純増者
の割合

複合経営
単　一　経　営

花き・花木 酪　農 肉用牛
準単一複
合 経 営

第１図　男子基幹的農業従事者の年齢別ｺｰﾎｰﾄ増減数及び減少率低下寄与度
（全国）
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資料：農業センサス
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バーするといった動きがこの結果から推察される。

また，同様の傾向は稲作作業受託でもみられる 「稲刈り・脱穀作業」の受託増加面積。

に対する担い手主体別の寄与度をみると，農業サービス事業体が ％から ％へ，39.6 44.4

農家以外の農業事業体が ％から ％へとそれぞれ上昇している。 以上の大規模農4.9 6.1 5ha

家は ％から ％へと寄与度が大きく低下しており，今期増加した作業受託の多く53.1 39.7

を農業サービス事業体等によって組織的に対応する傾向が強まっていることがわかる。

水田農業の新たな担い手として，大規模個別農家ばかりでなく，これら農家以外の担い手

主体の動きにも注目する必要があろう。

(4) 土地利用における前進的な動きと後退的な動き

ア．上層農家による農地集積の進展

大規模農家層全体でみれば，今期増加した田の借地面積に対する寄与度が低下している

といった問題はあるものの，個々の農家レベルでは借地による農地集積は着実に進んでい

る。第７表は上層農家（都府県： 以上，北海道 以上）の農地集積状況を地域ブロ3ha 30ha

ック別にみたものであるが，これら農家による経営耕地面積シェアは着実に上昇し，北海

道で ％（ 以上層では ％ ，都府県計では ％（ 以上層では ％）と57.3 50ha 30.6 24.5 5ha 12.0）

なった。

， 。しかし都府県における地域差は依然として大きく 地域格差が一層拡大する傾向にある

40.0 5ha 20.6 27.7上層農家への農地集積が比較的進んでいる東北 ％ 以上層では ％ 北陸（ ），

％（同 ％）に対し，近畿，中国，四国といった西日本の地域ブロックでは依然とし13.3

て低い。 年におけるこれら地域の 以上層の面積シェアは四国で ％，近畿およ2000 5ha 2.1

， 。び中国でも ％に過ぎず この 年間で僅か ～ ポイント上昇するにとどまっている5.5 10 1 3

上層農家数の地域的な偏りがこれら結果に現れていると言えよう。

なお，この 年間の経営耕地面積の増加率を前期と比較すると，四国以外の地域ブロッ5

(単位：1,000ha，％）

1990 1995 2000年 90-95 95-00年

234
(100.0)

286
(100.0)

362
(100.0)

100.0 100.0

96.1 95.7 92.9 93.8 82.2

 経営耕地５ha以上 　� 15.1 24.6 31.0 67.0 55.3

3.9 4.3 7.1 6.2 17.8

19.0 28.8 38.1 73.2 73.2

231
(100.0)

270
(100.0)

322
(100.0) 100.0 100.0

68.8 66.9 64.1 55.4 49.5

 経営耕地５ha以上   � 9.7 15.9 19.7 53.1 39.7

2.9 3.2 3.7 4.9 6.1

28.3 29.9 32.2 39.6 44.4

40.9 49.0 55.6 97.6 90.2
 資料：農業センサス（1990年，1995年，2000年）
 注(1) 増加面積に対する寄与度とは，5年間に増加した借地（作業受託）面積に対する経営主体別の構成割合をいう。
     (2) 作業受託面積は水稲の全作業受託面積と稲刈り・脱穀作業（部分作業受託）の合計面積である。 

第６表　担い手別にみた田の借地・水稲作業受託面積のシェア及び寄与度

面積及びシェア 増加面積に対する寄与度

合 計 面 積

区　　　　　　　　　　分

   （参考） 　　�＋�＋�

借
地

作
業
受
託

合 計 面 積

農       　家

農       　家

農家以外の農業事業体 　�

農業サービス事業体　　   �

農家以外の農業事業体 　�
   （参考）　　　� ＋ �
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クではいずれも低下しており，前期に面積増加率が高かった近畿や東海で ポイント以30

上の低下となっている。都府県合計でも ％増から ％増へと ポイント低下して39.0 29.1 10

おり，ここでも上層農家の絶対数の不足が面積増加率を低下させる要因となっている。

イ．田における遊休荒廃農地の増加

一方，農地利用の後退的な動きとしては，耕作放棄地および不作付け地の増加傾向が顕

著になったことである。地目別に耕作放棄地（総農家）と不作付け地（販売農家）の動向

をみると（第８表，第９表 ，今期における特徴として両者ともに田における増加が目立）

166.0 2000 20 haつ 特に田の不作付け地面積の増加は顕著 増加率 ％ で 年の面積は 万。 （ ） ，

を超えている。

， （ ），また 地域ブロック別に耕作放棄地率および不作付け地率の推移をみると 掲表省略

（単位：％）

90-95 95-00 90-95 95-00年 1990 1995 2000年 1990 1995 2000年

北 海 道 18.5 14.8 36.2 32.9 40.1 48.4 57.3 16.1 22.4 30.6
都 府 県 15.1 11.2 39.0 29.1 16.5 20.4 24.5 5.8 8.6 12.0
東     北 9.5 6.0 31.6 22.3 31.1 35.8 40.0 11.6 16.0 20.6
北     陸 17.6 12.9 50.5 35.0 18.5 23.1 27.7 5.8 9.3 13.3
関東・東山 21.1 11.8 50.6 28.9 12.9 16.8 20.6 4.2 6.8 9.5
東     海 39.9 23.5 62.0 31.0 6.3 9.5 12.6 3.0 5.2 7.3
近     畿 44.3 22.3 74.5 38.2 5.4 8.3 10.8 2.0 3.8 5.5
中     国 20.5 14.1 37.0 33.1 6.3 8.4 10.6 2.4 3.7 5.5
四     国 13.5 13.5 24.6 34.2 4.9 6.1 7.7 1.0 1.4 2.1
九     州 17.8 16.4 51.4 39.0 15.2 19.5 24.6 4.2 7.0 10.6
　資料：農業センサス（1990年，1995年，2000年）

　注．面積シェアは農家と土地持ち非農家の所有耕地面積合計に対する上層農家の経営耕地面積割合で示した。
　 　　なお，（　）内は北海道の区分である。

上層農家の経営耕地面積シェア

5ha (50ha)以上 5ha (50ha)以上

第７表　上層農家の経営耕地面積増減率及び面積シェアの地域別動向

経営耕地面積が
3ha (30ha)以上

経営耕地面積が
3ha (30ha)以上

区　　分

上層農家の経営耕地面積増減率

(単位：1,000ha，％) (単位：1,000ha，％)

1990 1995 2000年 90-95 95-00年 1990 1995 2000年 90-95 95-00年

計 151 162 210 7.4 29.8 計 152 156 278 2.8 77.6

田 51 55 84 7.7 53.1 田 92 77 205 ▲ 16.3 166.0

畑 77 83 100 7.9 20.8 畑 60 79 72 32.2 ▲ 8.6

樹園地 22 24 25 5.0 7.4 38 33 49 ▲ 12.2 46.1

28 26 33 ▲ 7.1 27.6 63 68 130 7.2 91.0

39 49 67 26.3 36.0 37 41 73 10.1 81.1

60 62 80 4.7 27.5 14 15 26 4.8 77.1

25 25 31 0.3 25.8 　資料：農業センサス（1990年，1995年，2000年）
　資料：農業センサス（1990年，1995年，2000年） 　注．農業地域類型区分は，1995年時点の市町村類型に基づく。
　注．農業地域類型区分は，1995年時点の市町村類型に基づく。

第８表  地目別にみた耕作放棄地の動向
(総農家：全国)

面　　　　積 増  減  率

 平地農業地域 

全
国

 都市的地域    

第９表　地目別にみた不作付け地の動向
(販売農家：全国)

全
国

 都市的地域    

面　　　　積 増  減  率

 山間農業地域 

 山間農業地域 

区　　　　分 区　　　　分

 中間農業地域 

 平地農業地域  中間農業地域 
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耕作放棄地率は全地域ブロックで上昇しており，関東・東山，中国および四国で ％を超8

える高い水準に達している 。他方，不作付け地率 の 年間の上昇の度合いは耕作放（３ （４）） 5

棄地率のそれを大きく上回り，中国が ％と最も高い。 年まで同率が ～ ％と極12 1995 3 4

めて低かったわが国の中心的な稲作地帯である東北および北陸でも ％近くにまで上昇10

しており，その上昇度合いは中国とともに大きい。

なお，経営耕地面積規模別に両者の面積割合をみると，耕作放棄地率は経営規模が小さ

0.5-1.0ha 5.0 0.3-0.5ha 9.6 1haくなるにつれ上昇し 「 」層で ％ 「 」層で ％というように，， ，

を境に急激に上昇する。他方，不作付け地率は「 」層が ％と最も高く，次い0.5-1.0ha 11.8

で「 」層が ％ 「 」層が ％の順となっている。総じて水田の遊休1.0-1.5ha 11.4 1.5-2.0ha 10.4，

荒廃化は零細規模層においてより進んでいる傾向がみられる。

ウ．不作付け田の増加要因

このように，農地利用における今期の特徴として，広範な地域で水田の不作付け化が進

行している実態がある。そこで，この要因をみるため経営耕地面積規模別に水稲を作付け

しなかった田面積の状況をみる（第２図 。なお， 年は転作面積が大幅に緩和されて） 1995

いることから， 年との比較対象は 年とした。2000 1990

この図をみると，全規模階層で稲以外の作物を作付けした面積割合が低下し，不作付面

積割合が上昇していることがわかる。中でも 未満の各階層をみると， 年には稲以1ha 1990

外を作付けた割合と不作付けとの割合が２：１の比率であったものが， 年では不作2000

付けの割合が稲以外を作付けた割合を上回っている。転作面積の過半が不作付け地となっ

ているのである。

また， 年には不作付け割合が ％程度であった 以上層でも，その割合が３倍以1990 2 3ha

上に高まっている。これら規模層では田の経営面積が大きいことから数ポイントの上昇が

第２図　  経営耕地面積規模別にみた水稲を作付けしなかった田面積割合の動向
 （都府県）

← 1990年
← 2000年

0 5 10 15 20 25

10ｈａ以上

5.0-10.0

3.0-5.0

2.0-3.0

1.5-2.0

1.0-1.5

0.5-1.0

0.3-0.5

（％）

不作付け 稲以外を作付け

資料：農業センサス（1990年，2000年）
注．稲以外を作付け＝調査日前１年間に稲以外の作物だけを作った田面積／田面積
　　 不作付け＝調査日前１年間に作付けしなかった田面積／田面積
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量的には大きなものとなる。 年時には転作田の多くに稲以外の作物が作付けされて1990

いたが， 年では不作付けによって転作対応が図られていることがうかがわれる。2000

さらに，この点を確認するため，都道府県データを用いた相関分析により，田の不作付

け地の増加要因をみた（第 表 。この分析結果をみると，田不作付面積増加率と転作面10 ）

積増加率との間には有意な正の相関関係（相関係数 ）が確認される。また，畑の不0.424

作付面積増加率とは正の（同 ，田の耕作放棄地率とは負の（同 ）相関関係が0.596 -0.568）

確認されることから，田の不作付け地増加はこれまで耕作放棄が比較的少なかった地域で

畑の不作付け化と並行して進行していることがわかる。

この他， 年時点の田の不作付け地率そのものは，担い手関連指標や労働力の高齢2000

化指標と有意な相関関係が認められる（例えば，販売農家率と ，販売のない農家率と-4.07

，第２種兼業農家割合と ，基幹的農業従事者高齢化率と 等 。兼業深化や0.483 0.468 0.566 ）

労働力の高齢化によって担い手が不足している地域，自給的な零細規模農家が多数を占め

る地域において不作付け地の比率がより高まっていることがわかる。これら不作付け地が

耕作放棄地へと移行する可能性は極めて高く，早急な手だてが必要であろう。

 ｎ＝47

田不作付け面積
増加率 ｔ検定 田不作付け地率 ｔ検定

不作付け面積増加率（田） 1.0000 - -0.1258 [　 ]

不作付け地率（田） -0.1258 [ 　] 1.0000 -

不作付け面積増加率（畑） 0.5961 [**] -0.2800 [ 　]

不作付け地率（畑） -0.2593 [ 　] 0.5381 [**]

水田率 0.2628 [　 ] 0.3249 [ *]

稲を作った田面積割合 -0.1611 [　 ] -0.4823 [**]

稲以外を作付けした田面積割合 0.2579 [　 ] -0.0391 [ 　]

転作面積率 -0.3492 [ *] 0.2038 [　 ]

転作面積増加率 0.4235 [**] -0.0190 [　 ]

耕作放棄地率（田） -0.5680 [**] 0.0254 [ 　]

耕作放棄地率（畑） -0.1966 [　 ] 0.3778 [**]

販売農家率 0.5677 [**] -0.4067 [**]

販売のない農家率 -0.3656 [ *] 0.4829 [**]

第２種兼業農家率 0.0406 [ 　] 0.4678 [**]

恒常的勤務２兼農家率 0.1281 [　 ] 0.3827 [**]

稲作単一経営農家率 0.3831 [**] 0.2907 [ *]

1位部門稲作農家率 0.4075 [**] 0.2576 [　 ]

跡継ぎなし高齢農家率 -0.2111 [　 ] 0.0774 [　 ]

65歳未満専従者がいる農家率 -0.0061 [ 　] -0.4841 [**]

基幹的農業従事者高齢化率 -0.1843 [ 　] 0.5655 [**]
　資料：農業センサス（1995年，2000年），食糧庁業務統計
　注．検定欄の**は1％で有意，*は5％で有意であることを示す。

第10表　田不作付け地の増加要因（都道府県データを用いた相関分析結果）
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３．稲作生産構造の将来展望

(1) 予測モデルの概要

２．でみたように今期における稲作生産構造は，前期とは対照的な動きを示していた。

今後わが国稲作生産構造がどのような展開をみせるかは，現在の稲作を取り巻く環境の変

化によるところが大きいわけだが，この 年間の構造動態に基づき将来展望を試みる。10

生産構造の予測は「水稲作付面積規模別農家数の相関表」を用いたマルコフモデル に（５）

よるが，前掲第４表でみたように前期（ 年間）と後期（ 年間）の階層移1990-95 1995-2000

動状況が大きく異なることから，以下三つのモデルを設定する。

， 。第１は 年相関表に基づく農家の階層移動率・離農率を用いたモデルである1995-2000

いわば転作強化期の趨勢モデルであり，これを「モデルⅠ」と称する。

第２は， 年相関表に基づく農家の階層移動率・離農率を用いたモデルである。1990-95

このモデルは転作緩和期の趨勢モデルであり 「モデルⅡ」とする。，

，「 」 「 」 。第３は モデルⅠ と モデルⅡ の平均階層移動率・離農率を用いたモデルである

年代前半と後半の対照的な動きを平均したものであり， 年代通しての趨勢をモ1990 1990

デル化したものと言える。これを「モデルⅢ」と称する。

なお， 年センサスでは自給的農家の作付状況が調査されなくなったことから，三2000

つのモデルともに同農家の作付面積は 年の作付け農家割合，１戸当たり作付面積か1995

ら推計している。

(2) 予測結果

まず水稲作付農家数の推計結果をみると（第３図 ，三つのモデルともに減少傾向を示）

す。最も農家数が減少するのは「モデルⅠ （ 年間趨勢）で 年の推計農家」 1995-2000 2020

（ ） 。 ，「 」（ ）数は 万戸 対 年 ％減 と見込まれる また モデルⅡ 年間趨勢141 2000 44.7 1990-95

では 万戸（同 ％減）と推計され農家数の減少が最も少ない。その中間に位置する169 33.3

のが「モデルⅢ」であり，このモデルでは 万戸（同 ％減）と推計される。155 39.0

次に水稲作付面積をみると（第４図 「モデルⅠ」と「モデルⅡ」では全く逆の結果），

となる。 年の推計作付面積は「モデルⅠ」で 万 （対 年 ％減 「モデ2020 74 ha 2000 56.3 ），

ルⅡ」では 万 （同 ％増）となり両モデルともに極端な推計結果となる。とり214 ha 26.0

わけ面積増加傾向を示す「モデルⅡ」の推計結果は非現実的であろう。また，両者の平均

をとった「モデルⅢ」の推計面積は 万 （対 年 ％減）となる。経営耕地面129 ha 2000 23.9

積規模別農家数の相関表（ 年）を用いて別途実施した推計結果によれば，経営1995-2000

耕地面積全体の 年間の減少率は ％と見込まれることから 「モデルⅢ」によるこ20 23.1 ，

の予測結果は概ねこれと一致する。

このように，三つのモデルにより推計を行ってみると 「モデルⅢ」の推計結果が最も，

妥当であると考えられる。そこでこのモデルを用い 年後および 年後（ 年および10 20 2010

年時点）の水稲作付面積規模別の農家数および面積を 年センサス結果と比較す2020 2000

る。
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第 表は， 年間と 年間の平均移動率を用いた「モデルⅢ」による推11 1990-95 1995-2000

計結果であるが，水稲作付面積規模別に農家数の推移をみると， から 規模の販0.3ha 1.0ha

2010 2020売農家の減少率が高く， 年までにこれら規模の農家数は現在の４分の３程度に，

5ha 2000年までに６割弱になると見込まれる。これに対し，作付面積が 以上の農家数は

年の 万戸から 年には 万戸， 年には 万戸に増加する。ただ， 年か2.6 2010 3.3 2020 3.6 2010

ら 年にかけてのこれら規模の農家数増加は 千戸とわずかであり，大規模稲作農家の20 4

増加傾向も頭打ちになると予測される。

10 12.9 20 23.9 5ha他方 水稲作付面積は 今後 年間に ％ 年間では ％の減少となるが， ， ， ，

以上層への農地集積が進み，これら規模層の水稲作付面積は 年の 万 （水稲作2000 21.5 ha

12.7 2010 29.3 ha 19.8 2020 34.5付け総面積に対するシェア ％ から 年には 万 同 ％ 年には） （ ），

万 （同 ％）まで増加する。今後 年をかけて水稲作付面積の４分の１強が，これha 26.6 20

ら大規模稲作農家によって担われると見込まれる。なお， から にかけての各規模2ha 5ha

層で今後 年間の作付面積の減少をその後の 年間（ 年から 年の間）が上回10 10 2010 2020

第３図　水稲作付農家数の予測結果 （全国）
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注．水稲作付面積規模別農家数の相関表を用いたマルコフモデルに
よる推計結果である（以下の図表も同じ）。

モデル�（95-00年趨勢）
モデル�（90-95年趨勢）
モデル�（90-00年平均）

第４図　水稲作付面積の予測結果 （全国）
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。 ，っている これまでわが国水田農業の中心を担ってきたこれら作付規模の農家においても

階層分解が生じると予測されるのである。

－まとめにかえて－４．水田農業活性化の課題

年センサスの分析から 年代後半における稲作生産構造の変化とその要因を検2000 1990

討するとともに，趨勢による将来予測を試みた。最後に，これら分析結果から示唆される

水田農業活性化を図るために必要な構造政策の課題について何点か触れ，本稿のまとめに

かえたい。

まず第１は，上層農家の規模拡大意欲低下への対応をいかに図るかということである。

構造動態統計から水稲作付面積規模別の農家数動向の分析を行ったが，今期，零細規模層

の農家ばかりでなく，中間規模層や大規模層においてる規模拡大を図った農家が大幅に減

2少していた。とりわけ将来の水田農業の担い手として期待される中間規模層（作付面積

～ ）で，作付規模の縮小傾向が顕著にうかがえた。 年センサスが特異な状況下に5ha 1995

あり，その影響が強く反映されていることを差し引いても憂慮すべき動きと言えよう。

したがって，これら中間規模層をも含めた上層農家層の規模拡大意欲をどのようにして

90引き出すのか，そのための政策的支援をいかに行うのかが重要なポイントとなろう。

年代平均の農家動向に基づく趨勢の予測結果をみると，作付規模 以上層の作付シェア5ha

は確実に高まるが，それでも 年で ％程度と見込まれた。中間規模層に下層方向へ2020 27

の階層分解の兆しがみられ，このことが上層農家を中心とした安定的な稲作生産構造を達

成できない要因となっている。大規模層の農家ばかりでなく，これら中間規模層の農家へ

の支援が水田農業を活性化させる上で不可欠と言えるだろう。

第２は 「定年帰農者」の活用・支援方策の検討である。稲作部門においては 歳代の， 60

「定年帰農者」が農業担い手として無視できないことを農業労働力の分析から指摘した。

（単位：1,000戸，1,000ha）

 小  計 0.3ha未満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-3.0 3.0-5.0 5.0-10 10ha以上

� 1,998 447 545 570 203 91 75 40 20 6 543 2,541

� 1,546 333 412 433 159 75 65 38 22 11 433 1,980

� 1,209 253 314 332 125 61 55 34 22 14 339 1,549

�-� ▲ 451 ▲ 114 ▲ 133 ▲ 137 ▲ 44 ▲ 17 ▲ 10 ▲ 2 2 5 ▲ 109 ▲ 561

�-� ▲ 337 ▲ 79 ▲ 99 ▲ 101 ▲ 34 ▲ 14 ▲ 10 ▲ 4 0 4 ▲ 94 ▲ 431

� 1,616 89 204 388 241 154 177 149 135 80 84 1,700

� 1,414 66 154 294 188 126 153 140 147 146 67 1,481

� 1,242 50 117 226 148 102 129 125 150 195 52 1,294

�-� ▲ 202 ▲ 23 ▲ 50 ▲ 93 ▲ 53 ▲ 28 ▲ 24 ▲ 9 11 66 ▲ 17 ▲ 219
�-� ▲ 172 ▲ 16 ▲ 37 ▲ 69 ▲ 40 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 15 3 49 ▲ 15 ▲ 187

2020年（推計結果）

自給的
農　家

2000年センサス結果

水
稲
作
付
農
家
数

水
稲
作
付
面
積 増減面積

増減農家数

2010年（推計結果）

2020年（推計結果）

2000年センサス結果

2010年（推計結果）

第11表　「モデル�」による2010年および2020年の水稲作付農家数および面積の推計結果　（全国）

区　　　　　　　　　分
販　　　売　　　農　　　家

計
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これら「定年帰農者」の多くは兼業が主で農業が従であった兼業農家の世帯主が，定年に

よって農業専従に変わった人たちであり，少なくとも今後 年ぐらいは農業従事が可能10

である。しかしこれら者のいる農家の多くは，大規模に農業を行うための施設・機械を所

有してはいない。今後 年間のためだけに施設・機械への多額の投資を個々の農家に求10

めることは困難であり，そのため貴重な労働力が十分に活かされていないのである。

次の３点目とも関連するが，集落営農等の組織的な対応を図る中で，これら「定年帰農

者」を組織の中における有力な担い手と位置づけるなど，その活用方策と支援のあり方を

検討する必要があろう。

第３は，個別農家以外の担い手主体に対する支援方策の検討である。今期の借地や作業

受託の増加面積に対する個別大規模農家の寄与度が低下し，農家以外の事業体や農業サー

ビス事業体の寄与度が上昇していることが明らかとなった。この結果だけをみれば，個別

農家で引き受けきれなくなった水田や稲作作業を，新たに出現した農家以外の担い手主体

が担うようになってきたかのようにみえる。だが，増加借地面積（田）に対する個別大規

模農家の寄与度と農家以外の農業事業体のそれを合わせれば，前期，後期ともに ％と73

全く同じであった。つまり，これまで個別に借地型大規模経営を行っていた農家が，集落

等を基盤にした協業経営体等の中核メンバーに加わった結果，それまで農家調査で把握さ

， ，れていた田の借地面積が農家以外の農業事業体調査へと移り 大規模農家の寄与度の低下

農家以外の農業事業体の寄与度の上昇という現象が起こっている可能性が高いと推察され

るのである。

これは，米価の下落が続く中で，個別大規模農家側ではより生産性を上げるために農地

の面的集積が不可欠となったこと，さらに出し手側では耕作できない農地が地域内に続々

と出てくる中で，個別での相対貸借の対応が困難となったことを反映した動きとも考えら

れる。まだ限られた地域でしかみられない現象ではあるが，これら動きを全国各地で加速

するような施策も，水田農業の活性化を図るためには重要となろう。

第４は，当面急を要する課題として，田の不作付け地対策が挙げられる。今期，田の不

作付け地が全国各地で急激に増加した。水田への転作作物の作付け減少，すなわち不作付

けによる転作対応が広範な地域で進行しており，担い手が比較的豊富な東北ですら例外で

はない。稲作部門における農業労働力不足と高齢化の進行は，２割を超える米価の下落と

も相まって，水田の利用率を著しく低下させている。

零この不作付地率を面積規模別にみると，両者の間には明確な相関関係が認められた。

細規模の農家ほど不作付け地率が高いのである。したがって，これら不作付け地が今後耕作放

棄地に変わる可能性は極めて高い。国の食料自給率の目標を達成するためにも，この不作付け

地に対する早急な対策が求められている。

注( ) 橋詰登（ 「農家構成の変化と土地利用の動向」農業問題研究 第 号を参照。1 2002 52）

2 2002 52( ) 鈴村源太郎 土地利型農業における農家以外の農業事業体の新展開 農業問題研究 第（ ）「 」

号を参照。

( ) ここで示した耕作放棄地率は農家のみを対象とした数値であり，土地持ち非農家を加えれば全3
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国で ％，関東・東山 ％，中国 ％，四国 ％等となり，同率はさらに上昇する。8.1 12.2 13.6 14.3

( ) 年センサスから不作付け地の調査が販売農家のみとなったため，ここでは販売農家の数値4 2000

で比較した。不作付け地の割合は一般的に自給的農家の方が販売農家に比べ高いことから，ここ

で示された不作付地割合よりさらに高いものと推測される。

( ) 構造動態統計を用いたマルコフモデルの詳細については，橋詰登 他（ 「日本農業・農村の5 1996）

将来展望 『農総研季報』№ ，農業総合研究所の ～ を参照されたい。」 42 P15 17

なお，離農率の設定にあたっては三つのモデルともに 年の確率をそのまま固定して用1995-2000

いている。
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