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要約 

現在、日本を含めた国際経済で大きな話題となっているものの 1つが TPPである。TPP

に関しては 10月上旬に大筋合意に達したが、コメの合意内容についてはアメリカとオース

トラリアには合わせて 7万 8400トンの新たな輸入枠を設けた一方で、1キロ当たり 341円

の関税はこれまでどおり維持すること2となっており、現在と大きく変わることはなかった。

しかし今後の諸外国の動向、世界的な FTAの拡大の流れを考えると将来的にコメ部門も関

税を撤廃し、貿易自由化を受け入れざるを得ない状況が来ると予想する。そこで、そのよう

な状況下でも農家が農業を継続することができるよう、生産コストの低下、国際競争力の向

上を目指す。 

 本稿では現在の農業の農地集積の状況と所得補償制度に問題点を見出し、集積の進展を

最大の目標とした。一定規模の集積を進めることで農業が効率化するとともに、農産物のブ

ランド化などの高品質化も望めるのではないかと考え、差別化財における独占的競争モデ

ルを用いて農地集積の正当性を示し、新たに定める制度がこのモデルにどのような影響を

与えるか分析した。 

 そしてこれらの問題を解決し、農地集積を進めるために、農地の賃貸借市場の整備を政策

として提言する。この市場が機能する際、農地の権利の移行等が発生するが現在の農地に関

する制度にはそれらを制限し得るものがいくつかある。それらを税制度、所得補償制度の改

変を通して改善し、円滑に市場が機能するよう手を加える。 

 

 

キーワード コメの貿易自由化 農地集積 所得補償制度 

  

                                                   
2 NHK NEWS WEB 「今さら聞けない TPP 基本がわかる 13のカード」

（http://www3.nhk.or.jp/news/imasaratpp/article06.html） 
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図 1：本稿のスキーム 

 

（筆者作成）  
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はじめに 

TPP への参加が議論されている昨今、日本にとって大きな論点となっているのはコメの

貿易自由化に関してである。コメといえば長年、日本人の主食であり、日本農業の主力とし

て生産が行われてきた。しかし現在の日本コメ産業には多様な問題が内在している。農地の

分散、農家への所得補償、休耕地の増加等である。我々は、現在行われているこれらの農業

政策が不十分であるがためにこれらの問題が顕在していると考えている。 

現在、日本の農業全般が衰退していることは数字を見て明らかである。農林水産省のデー

タによると、かつて GDPに対して 10%近くの数字を示していた農業生産は 1%ほどに減少、

農業就業人口も平成 2年の約 500万人から現在では約 250万人へと約半分まで減少してい

る。また以前は主業農家が主流であったのに対し、兼業農家が増加するなど、農業規模は小

さくなっていくばかりである。さらに山下(2010)は『高齢化が進んで人手不足だからという

理由で、農業が雇用の受け皿として注目を浴びている。しかし、農業の GDPを就業人口で

割れば、農業者 1 人あたりの平均所得は年間 187万円、1 か当たりでは 15万 5000 円に過

ぎない。』と述べている。つまり、実際には人手不足であるといったことは関係なく、むし

ろ農業収益の低下が真に重要なことであると我々は考えている。 

 そして今まで政府は、米価を維持する目的で減反政策を行ってきた。この政策が日本の農

家の所得安定化を手助けしてきたとも言えるであろう。しかしマイナスに働く面もあると

言える。日本米は高品質であるという評価を受ける一方、中国米、カリフォルニア米、タイ

米に比べ価格が依然として高い状況になっているのである。 

仮に現在の状態でコメの自由貿易が解禁されてしまうと、海外から安価なコメが大量に

流入してしまい、価格が高い自国産のコメを生産する農家は多大な影響を受けると考えら

れる。日本のコメの品質の高さをもって戦うことも可能かもしれないが、特にカリフォルニ

ア米においては、日本のコメと同品質程度まで上昇させることが可能となってきていると

いう。そうした状況において日本のコメは一層衰退していくことになるだろう。そこで近い

将来のコメの貿易自由化に対応するため、これらの諸問題を解決することが必要になる。 

また、少子高齢化に伴うコメの消費量減少も、日本のコメ産業の問題を深刻化させる要因

となっている。農林水産省の食料需給表によれば、昭和 35年から現在まででコメの消費量

が半分になっているのである。これは休耕地の増加を招くことにもつながっており、日本の
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総人口が減少傾向にあることも考慮すると、このままでは休耕地はさらに増加するとみら

れている。これに対し、政府はコメ産業の衰退を食い止めようと多くの農業保護政策を行っ

てきた。しかし、国内のことだけを考えていても衰退は避けがたい。海外に目を向け、新た

な市場の開拓を目指すべきではないかと我々は考える。 

本稿では国内コメ産業の様々な問題のうち農地集積と所得補償及び農地の税制度に焦点

を当て、これらの制度を改革することで、生産の効率化、ブランド化に代表されるような高

品質化を促す。そして非価格部門を重視した国際競争力をもって自由貿易に対応し、コメ産

業の更なる発展を目指す。 
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第 1章 現状分析 

1.1 日本コメ産業の現状 

我々は日本のコメ産業の現状を農地集積、農家に対する所得補償、諸制度の 3 つの観点

から分析していく。 

 

1.1.1 農地集積の現状 

農地集積とは地域内のあちこちに分散、錯綜した農地利用を担い手3ごとに整理して集約

することである。集積によって 1経営体が耕作する面積が広がるため機械化が容易になり、

農作業の拡大、効率化につながる。また自ら所有する農地が 1 か所にまとまるために農地

を移動する際の金銭的、または時間的コストを削減することができる。 

 

図 2：農地集積のイメージ 

 

（出所：熊本日日新聞 HP「『農地集積』の意味とは？農作業効率化でコスト削減」 

https://kumanichi.com/tokushu/shokuko/kiji/20130527001.shtml） 

                                                   
3農業経営への意欲や能力のある農業者のうち、農業経営基盤強化促進法にもとづく経営改善計画の市町村認定を受け

た認定農業者など。 
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現在の農地集積の進捗状況として、平成 26 年度食料・農業・農村白書では「平成 26 年

における担い手への農地集積面積は全農地面積の約 5 割となっている」と述べており、以

前と比べると農地の集積、流動化は進んできたといえる。しかし同白書において、望ましい

農業構造の姿として、今後 10年間で担い手が利用する面積を全農地面積の 8割に引き上げ

ていくことが求められている。また水稲作付面積規模別経営体数でみると、5ha以下のいわ

ゆる中小規模の経営体数は、北海道を除く 46 都府県の総経営体数の約 97%（2010 年度）

を占める。さらに 1ha 以下の零細農家に至っては約 7 割程度あり、まだまだ集積は十分に

進んではいないといえる。加えて、再生利用可能な荒廃農地、耕作放棄地をも大規模農家に

集積し、より効率的な生産を行うことが必要である。 

また農林水産省による農業地域類型4別にみると 5ha以下の経営体数の割合はどの地域

類型にも大きな差は見られない。一方で一般に零細農家と呼ばれる 1ha以下の経営体数の

割合をみると、平地農業地域と中間農業地域が他地域と比べるとやや低い割合となってお

り、集積しやすい傾向にあると考えられる。 

表 1 水稲作付面積規模別経営体数（都府県）5 

 

 

                                                   
4 地域農業構造を規定する基盤的条件の等質性に基づいた区分、各基本類型地域に形成される農業経営の基盤的条件の

差異を示す区分によって分類したもの。 
5 四捨五入の関係で割合の合計は 100%とはならない。 
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表 2 農業地域類型別経営体数割合 

 

（出所：e-stat政府統計の総合窓口 2010年世界農林業センサスを基に筆者作成） 

 

表 3は地方別に借入耕地面積の割合をまとめたものである。対象地域として、平地農業

地域よりも中山間農業地域の方が借入の進んでいる 4地方に加え、どの地域も 4割程度と

いう高い割合である北陸地方をあげた。一般に中山間地域は平地に比べ、圃場整備のコス

トが大きい、大規模機械の導入が比較的困難である等の理由で借入、集積は進みにくいと

されている。しかし、以下のように中山間地域においてより多く借入が行われている地方

も存在している。したがって、中山間地域でも集積の進展は可能であると考える。 
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表 3 農業経営体の借入耕地面積割合 

 

（出所：e-stat政府統計の総合窓口 2010年世界農林業センサスを基に筆者作成） 

 

そこで政府は 2014年度から農地中間管理機構（以下、「管理機構」とする。）を設立

した。これは従来農地の貸し手と受け手が独自で行っていた賃貸借の交渉に、仲介役とし

て政府が加わるという形で運用が開始された。しかし、初年度の実績は芳しいものではな

かった。2014年度の担い手の利用集積面積はおよそ 227万 haとなり、2013年度より約

6.3万 ha増加しているが、これは年度当初に政府が掲げた管理機構による年間集積目標面

積の 15万 haを大きく下回った。このうち管理機構を介して農地を転貸した面積は約 2.4

万 haであり、さらに借り手が新しく農地を借り入れた新規集積面積に限れば 7,349ha

と、管理機構による貸借は全体の 1割程度にとどまっている。小針（2015）は、「集積面

積の詳細が公表されていないため正確なところはわからないが，14年 3月末までの傾向を

考慮すると，集積面積の増加分の多くは借入地の増加によるものと思われる。 つまり 14

年度における貸借による農地集積の多くは，当事者間の合意にもとづき， 従前の制度を

利用して権利設定を行っていると考えられる。」としており、管理機構は効果的に機能し

なかったと言えるであろう。 
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表 4 担い手への農地の集積面積と農地中間管理機構の活動実績等の状況 

2014年度

担い手へ

の集積面

積（ha） 

 

担い手へ

の集積率 

年間集積

目標面積

（ha） 

 

過去 1年

間の集積

増加面積

（ha） 

 

機構の借

入面積

（ha） 

 

機構の転

借面積

（ha） 

 

機構によ

る新規集

積面積

（ha） 

 

2,271,193 

 

50.3% 

 

149,210 

 

62,934 

 

28,822 

 

23,896 

 

7,349 

 

（出所：農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」より筆者作成） 

 

1.1.2 農家への所得補償制度の現状 

現在の所得補償制度は経営所得安定対策と呼ばれ、主に 2種類が実施されている。 

 加えて、中山間地域等に限りさらに別の交付金が設けられている。 

 

1.収入減少影響緩和対策（ナラシ対策） 

2.直接支払交付金 

3.中山間地域等直接支払制度 

 

収入減少影響緩和対策（以下、「ナラシ対策」とする。）とは、コメを始めとする特定の

作物の当年産収入額が標準的収入額6を下回ったときその差額の 9 割を補てんする制度であ

る。2014 年度は米価の大幅な下落もあり、58,375 件に 516.4 億円の支払いを行い、件数、

支払額ともに過去最大となっている。 

直接支払交付金とは、販売を目的に、生産数量目標に従ってコメ生産を行ったり、飼料用

米や加工用米等を生産するために水田を経営したりしている農家に 10a ごとに補助金を交

付する制度である。2014年度ではコメの直接支払交付金として 877,996件に 747億円、水

田活用の直接支払交付金として 496,286 件に 2,498 億円の支払いを行っている。作付面積

                                                   
6 前年までの 5年の収入額で最大額と最少額だった年を除いた 3年の平均収入額 
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規模別にみると、2013年度では支払金額こそ全体の約 42%が 5ha以上の経営体に支払われ

ているが、全支払対象者数における 5ha 以下の経営体数が占める割合が約 97%となってい

る。（2014 年度は作付面積規模別のデータが公開されていないため 2013 年度の実績を使

用） 

これらの制度は作付面積規模を限定せず、どの経営体にも一律で補償を行っている。その

ため兼業農家のような小規模な農家は補助金を得ようとし、農地を手放さず、そのうえ非効

率的な生産を行うことになってしまう。ゆえにこれらの所得補償制度は、農地集積を停滞さ

せる一因であると言えよう。 

 

表 5 コメの直接支払交付金の作付面積規模別にみた支払対象者数と支払額（2013年度） 

 

（出所：農水省「平成 25年度の経営所得安定対策の支払実績について」） 

  

 中山間地域等直接支払制度(以下、「中山間直接支払」とする)とは農業生産条件の不利

な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め

（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額

を交付する仕組みである。交付単価については 1/20以上の急傾斜地域には 10aあたり

21,000円、1/100以上の緩傾斜地域には 10aあたり 8,000円としている。ただし、この単

価を満額受け取るためには、機械農作業の共同化や担い手への集積・作業委託といった農

業生産性の向上に関わる A要件、新規就農者による営農、農産物の加工といった女性・若
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者の参画に関わる B要件、農業経営が困難になった場合に備え、継続的な活動に対する体

制にかかわる C要件のうち 1つを満たせばよい。2014年度において、中山間直接支払が

交付された協定数は約 2.8万件である。うち、これらの要件を満たし、体制整備単価とし

て交付金が満額支払われた協定数は約 1.9万件で 68%となっている。しかし、体制整備の

ための取組として担い手への農地集積や担い手への農作業委託を選択し、行っている協定

数は約 1200件であり満額交付された協定数のうちわずか 6%に過ぎない。7よって現在の

中山間直接支払は農地集積を進展させる要因とはなり得るものの、実際にそのようには機

能していないと言える。 

 

1.1.3 農地に関する諸制度 

本項では農地に関係する諸制度について言及する。 

  

まず農地の売買・賃借に関する法制度である。この根拠となる法律は 2つある。一方は

農地法、もう一方は農業経営基盤強化促進法（以下、「基盤強化法」とする。）である。

前者は個人や法人が農地を売買・貸借する際には、その農地が所在する市町村の農業委員

会の許可を必要とすることを定めたものである。また、農地法には法定更新8の概念が存在

する。後者は市町村が作成した農用地利用集積計画（以下、「集積計画」とする。）に基

づいた権利設定・移転を定めたものである。 

ここで農地取得の要件を述べる。農地法、基盤強化法ともに同一の要件を満たす者に農

地の取得を許可している。個人が取得するためには 1）農地を適切に利用するための営農

計画をもっていること、2）取得者が必要な農作業に常時従事すること、3）原則 50a（北

海道は 2ha）以上の面積を経営すること、4）周辺の農地利用に影響がないこと、の 4点

を挙げている。法人については農地を所有する場合に農業生産法人と呼ばれ、個人の要件

に加え、1）特定の法人形態、2）主たる事業が農業、3）農業関係者が構成員の 4分の 3

以上、4）役員の過半が農業の常時従事者であること、の 4点が求められる。だが、貸借

の場合には農業生産法人の要件を満たす必要はなく、より甘い要件となっている。 

 

                                                   
7 農水省「平成 26年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況」 
8 貸借権の契約期間が過ぎても両者による解約の合意がなされない場合、原則的に賃借権は解約されない 
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次に税制度である。農地への課税は様々な種類があるが、ここでは納税猶予や特別控除

など農地特有の税制特例について見ていく。第一に所有の制度である。農地にも宅地と同

様、固定資産税が課税される。ここで農地は一般農地と市街化区域農地9の 2種類に分類さ

れる。一般農地と市街化区域農地のうち生産緑地地区10と指定された農地は固定資産税が

課せられる際、農地として評価を受け、農地として課税されるため、10aあたり千から数

千円の税が発生する。だが、市街化区域農地のうち一般市街化区域と三大都市圏の特定市

の市街化区域に存在する農地は宅地並みの評価を受け、課税される。この場合、税額は

10aあたり数万から数十万円にものぼる。つまり農地の評価が農地であるか宅地であるか

によって、固定資産税の額が大きく変化するのである。第二に納税猶予・免除制度であ

る。農地を相続（または贈与）された際、その農地を引き続き農業用に使用する場合には

相続（贈与）税の納税が猶予される。さらに一定の要件を満たすと免除されるという仕組

みとなっている。第三に譲渡所得税の特別控除である。農地を売却した場合に得る譲渡所

得が以下の要件を満たすと控除される。要件は 1）集積計画によって譲渡、または管理機

構に譲渡した場合、800万円の控除、2）基盤強化法の買い入れ協議を介して管理機構に譲

渡した場合、1500万円の控除、3）転用目的で土地収用法等により買い取られる場合、

5000万円の控除、の以上 3点である。 

この税制度の特例によって農業を行わない者が農地を所有してもデメリットは少なく、

転用による利潤を期待しやすい。結果、集積のために農地を差し出し難い状況になってい

るのである。 

 

1.2 農地分散が日本コメ産業に及ぼす影響  

本節では日本のコメ産業における農地分散が及ぼす影響を考える。現在、兼業農家を含ん

だコメの平均耕作面積は約 2haであり、2haから 3haまでの大きさを耕作する農家にかか

るコメの生産費は 14522 円である。対して、全銘柄のコメの平均価格は 12481 円であり、

                                                   
9 都市計画法で定められた既に市街地となっている区域と、およそ 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ること

になっている区域内にある農地 

（HOME’s HP「不動産用語集」http://www.homes.co.jp/words/s2/525001472/） 
10 地方自治体が指定した保全される農地 

（同上 http://www.homes.co.jp/words/s4/525001488/） 
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この時点で多くの生産者が赤字経営を行っている状態にある。また1haから2haでは16586

円、0.5ha未満になると 25510円にまで生産費が上がってしまっている。10ha以上におい

ても約 11000 円という依然として大きなコストがかかっている。これらの点から農地が分

散された状況で耕作することは好ましいとは言えないのである。 

図 3 より全算入生産費、物財費ともに生産量が増えることにより、規模の経済が働いて

いることがわかる。しかし上記のように、コメの平均価格は 12481 円でグラフ中の黒線で

表される。すると 5ha 弱程度までの農地を耕作する人々は赤字経営を行っていることがわ

かった。このように生産されているコメの多くは、価格よりも高い費用で生産されているこ

とがわかった。農地集積が行われていないがために、効率的にコメを生産することができて

いないのである。  

図 3：作付面積規模別 60㎏ごとのコメ生産費 

 

（出所：農林水産省「農業経営統計調査」より筆者作成） 
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1.3 所得補償制度が及ぼす影響 

次に現行の所得補償制度がコメ生産に及ぼす影響を見る。 

現在、経営所得安定政策は（1.1.2）で記述したようにナラシ対策と直接支払交付金の 2種

類ある。そのうち、ナラシ対策は価格が平年を下回った際に限り交付される限定的なもので

あるため、本節では直接支払交付金の及ぼす影響について述べる。 

所得補償を行っていない状況下において、人的資本が農家自身のみであると仮定すると、

専業、兼業問わずすべての農家の利潤πは以下のようになる。 

π = P × Q −生産コスト (60kgごと) 

(ここでP:価格、Q:生産量とする。また、単位は円。) 

しかし、小規模農家たちはπ < 0となっていることが先ほどから判明している。これに経

営を安定させ、生産力を堅持する目的で政府は所得補償を行っている。ここで政府が直接支

払い交付金のみを行うと上式は以下のようになる。 

π = P × Q −全算入生産費+ 850 

850 円は、10a あたりの交付金額が 7500 円であることと 10a あたりの平年収量が 530kg

であることから、60kg あたりの交付金を算出したものである。Pを全銘柄平均価格である

12481円とすると、所得補償があるなしの利潤は図 4のグラフにまとめられる。 

図 4 において、5ha までの農地を耕作する農家が赤字となっている。さらにコメの直接

支払交付金のみを行ったとしても、交付金額が少ないために赤字を解消できていないこと

がわかる。つまりこの制度は農地集積を進めるわけではなく、農家の赤字においてもそれほ

ど解消できておらず、有用性に欠けることがわかる。 

ここで兼業農家においては一般に平日に農業以外の仕事に従事し、休日に農業を行う。そ

のため農業はレジャーであるとも捉えることができる。すると労働費が生産コストとして

算出されているのは不適切である。労働費を除いた利潤で見ると、1ha以上の作付面積を持

つ兼業農家は正の利潤を得ることができる。所得補償制度はこの利潤を増加させることに

なっており、兼業農家が農地を手放さず、自ら耕作するインセンティブとなっている。 

そして所得補償が実施されることにより実際に苦しめられてしまうのは、国民である納

税者たちである。この経営所得安定政策は 4106億円の予算がすべての米・畑作物に使われ

ており、この予算を支払っているのは納税者たちである。 
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このように日本のコメ産業において大きな割合をもつ兼業農家は所得補償が行われた状

態でも赤字といえる状況であり、その所得補償は納税者たちをも圧迫することとなってい

る。 

 

図 4：経営規模別農家のコメ 60㎏ごとの利潤 

 

（出所：農水省「農産物生産費統計」より筆者作成） 
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第 2章 問題意識 

2.1 問題意識 

2.1.1 農地分散の問題 

 （1.2）でみたように、小規模の農地でのコメ生産は生産コストが全銘柄平均価格を上回

るため赤字経営となってしまい、効率性の低い生産に終始する。この状況を改善するために

農地の集積を行わなければならないのだが、赤字経営を行わざるを得ない農家が全経営体

数のうち約 97％も存在しており、なかなか進んでないと言える。 

 農地集積が進んでいない理由は様々あるが、本稿では以下の 2点に着目する。 

 

1. 農地保有のインセンティブ 

2. 農地保有のデメリット 

 

1つ目に農地保有のインセンティブである。農地保有のインセンティブとなり得る要因

は 1）現行の所得補償制度、2）農地転用から得られる期待収入（以下、「転用収入」とす

る。）の 2つが考えられる。 

現行の所得補償制度については前述したとおり、ナラシ対策と直接支払交付金の 2種類

が行われている。ナラシ対策は販売収入と標準的収入との差額の補てんを、直接支払い抗

交付金は一定の土地単位ごとに補償を行っている。そのため農地を手放すことにつながっ

ていないのではないかと我々は考えている。所得補償については次項で詳細に言及する。 

農地の転用収入については神門(1996)(2006)で、農地を住宅、道路等に用途変更する場

合、農地は周辺の宅地に近い価格で取引される。転用目的での農地価格が耕作目的にて取

引される農地価格に比べ高額であるために、小規模農家であっても農地を容易に手放すと

は考え難い、と指摘している。つまり農地転用機会が存在すれば莫大なキャピタルゲイン

を得ることができ、また多くの小規模農家は転用を期待しているのである。また農地の譲

渡に際する所得税の特別控除制度も転用収入を増やす一因となっている。農地の転用収入

は次のように表すことができる。 
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 転用収入 ＝取得価格−譲渡費用−耕作目的時の期待収入  

転用目的での譲渡の場合、譲渡所得税から 5000万円の控除を受けることになる。そうし

た場合、譲渡費用が大幅に削減され、集積目的で譲渡するよりも多額の控除を受けられ、

自らの利潤を大きくすることができるのである。 

2つ目に農地保有のデメリットである。通常、土地を所有している際のデメリットとい

えば固定資産税があげられるであろう。しかし多くの農地にかかる固定資産税は宅地にか

かるそれと比較するとかなり低く設定されている。よって農地を保有する際のデメリット

が少ないために所持し続けるといった側面も存在するのではないか。 

以上の 2点のために農地集積が停滞しているのではないかと考える。 

 

2.1.2 所得補償制度の問題 

 現行の所得補償制度は作付面積の規模に限らず、全経営体に一律に交付金を与えてい

る。そのため赤字経営を行う小規模農家もコメの生産さえ行っていれば交付金を受け取る

ことができる。確かに零細な専業農家または第 1種兼業農家11には赤字を補てんし、生活

を手助けする補助金は必要であるかもしれない。しかし現状は 5ha以下の農地を経営する

農家においては第 2種兼業農家12が多くの割合を占めている。兼業所得のほうが多い第 2

種兼業農家は、多少の赤字が発生しても兼業の農外所得で補うことが可能なはずである。

それにもかかわらず、政府は第 2種兼業農家に対して専業、第 1種兼業農家と同様に補助

金を交付しているのである。よってこの交付金を受け取ろうと兼業農家たちは自らの農地

で稲作を行うため、細かな農地を手放さず、農地集積を停滞させている。 

 現行の所得補償制度は、小規模な兼業農家たちの農地保有を促す結果となっているので

ある。 

 

 

 

 

                                                   
11 農業所得の方が兼業所得よりも多い兼業農家 

（農水省 HP http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/pdf/z_1_yogo.pdf）  
12 兼業所得の方が農業所得よりも多い兼業農家（同上） 
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図 5：水田作付面積規模別専兼業農家数 

 

（出所：e-stat政府統計の総合窓口「2010年世界農林業センサス」より筆者作成） 

 

2.2 目指す将来像 

以上の問題点を踏まえ、農地集積を進展させるために農地の賃貸借市場の整備を主な解

決策とする。 

本稿では、農地の賃貸借がより活発に行われるよう制度を整えることを目指す。これによ

り、小規模な兼業農家は農地供給者としての新たな役割を担うことになる。小規模農家は大

規模農家に農地を貸し出してそのレンタル料を得たり、大規模農家に雇われて労働者とし

て賃金を得たりすることで生計を立てることを理想とする。またこの貸し出しの際に制約

となってくる制度の改変及び改革を図る。 
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この問題を解決することで、自由貿易が開始された際にも外国産のコメの流入に屈する

ことなく、自国の生産力を堅持及び向上させ、日本のコメの国際競争力を高めることが可能

になると考える。 

農地集積を進めることによって成長が期待される大規模農業経営者がより効率的にコメ

生産を行うことが可能になり、生産コストを低下させることができる。また、ある一定規模

以上の農業経営の実現はブランド米としての認知など他商品との差別を生み出すことにつ

ながり、自由貿易の際には生産者、消費者ともに余剰が拡大する。これらの問題解決を通し

て、供給者だけではなく、消費者の利益も向上するであろう。各農家の競争力が上がり、市

場が活性化することによって、より高品質かつ低価格なコメが市場に出回ることとなる。そ

れによって消費者は予算制約の幅が広がり、より効用が高い消費点を選べるようになるの

である。 

また、農家の競争力上昇によって、日本コメ産業の復活も可能であると考えられる。これ

は国際市場において競争力をもつことで、新たな需要を海外に作ることが可能と考えられ

るからである。日本のコメは国際市場において、最高品質の評価を得ている。しかし価格が

高いために、輸出を拡大させることができていないという現状がある。ここでコメを低価格

が実現すれば、需要を増やすことが可能となり、日本のコメ産業規模拡大につなげられるだ

ろう。 

現在、農業は衰退産業として捉えられることが一般的である。しかしその中でも今後の成

長が見込める部分は存在し、いかにその部分を育成していくかが重要であると我々は考え

る。零細な兼業農家のように農業全体の成長をも妨げうるような点をうまく処理しつつ、成

長が期待できる大規模農業経営体などの育成にコストをかけることで、農業全体に好影響

を与えることが可能であり、そのような産業形態こそが理想であると我々は主張する。 
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第 3章 先行研究 

3.1 先行研究 

 今回の論文の執筆に際し、山下(2010)と有本・中嶋(2010)を先行研究として主に参照した。 

  

山下(2010)では、まず日本の農政の現状や我が国の食料安全保障の現状について説明があ

り、その後外国で行われている農業政策の例を交えながら、日本の農家の問題点、及びそれ

を解決するための構造的な改革の方法を提言している。著者は日本の戦後農業政策の特徴

として、高い農産物価格、特に高米価で農家所得を維持しようとした点を挙げており、この

ような高米価政策が原因となって非効率でコストの高い零細な兼業農家が依然として農業

を続け、結果主業農家の規模拡大が阻害されてしまっていると指摘している。さらに戸別所

得補償制度政策の導入により、零細な兼業農家は農地を貸して地代をもらうよりも米を作

る方が儲かると考え、今まで主業農家に貸していた農地を貸し剥がすという事態まで生じ

ていると主張している。また減反政策についても、米の生産を減らして高米価を維持すると

いう、他の業界では決して許されない生産者のカルテルそのものだと批判している。このよ

うな観点から、筆者は「今必要なのは、減反の廃止、関税の削減と EUのような大規模主業

農家に限定した直接支払い政策である。」ということを主張しており、この有用性について

需要供給曲線をはじめとした経済理論を用いて証明している。この主張は最初から最後ま

で一貫して述べられている主張であり、著者が非効率的な政策を廃止し、主業農家がより発

展出来るような政策の導入を求めているということを理解することが出来る。 

  

 有本・中嶋(2010)では農地集積の原動力として、規模の経済性と労働市場に注目した研

究を行っている。この論文で筆者らは様々な研究を挙げ、規模の経済性が農地集積の要因

となり得ることを示した。しかし一方で農外労働市場の拡大については必ずしも十分な経

済的根拠がなく、集積の要因となるとは言い難いとしている。また、規模の経済性が集積

の要因であると証明されているにもかかわらず遅々として集積が進まない理由として、農

地の持つ様々な特質をあげている。1つ目は、農地のもつ場所的不動性、及び集団化の経
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済13である。これらが存在することにより、農地が取引される場合に価格を唯一の媒介と

して需給を均衡させる市場メカニズムが効率的に機能するとは限らないとしている。2つ

目は、土壌改良のための借入地への投資に伴うホールドアップ問題14である。この問題に

よって、農地に十分な投資が行われない場合は農地の借入に慎重になり、逆に投資をした

農地に対する売却や貸付には応じにくくなってしまう。3つ目は、農地に転用期待が存在

していることである。農地を保有する人々は農地転用による利益を得ることでキャピタル

ゲインを手に入れることができるため、これが零細農家を含む人々の農地を保有するイン

センティブとなっていると指摘している。またこれら 3点以外にも、筆者らが指摘してい

る農地の特質として賃貸借の際の取引費用や、農地の分散錯圃15等を列挙されている。 

 

3.2 本稿の特質 

 本稿では自由貿易が開始した際の自国米の国際競争力の維持・向上を目的として、現行

の農地集積に関わる諸制度の改革、並びに農地の賃貸借市場の整備を試みる。 

 先行研究から、農地集積の停滞及びそれに伴う生産コストの低下が阻害されている理由

として、現行の制度の存在が関係していること、また農地が一般の財とは異なった特殊性

を持つこと等が分かった。 

 現行の制度と農地集積の関係性について、山下(2010)の記述から、我々は特に所得補償

制度との関係性に注目した。つまり農地集積が進まない原因として、兼業農家のような小

規模な農家が所得補償制度を目当てに農地を手放さないという現状が問題であると考え

た。このように、現行の所得補償制度は農地集積を進めるにあたって適切な制度であると

は言えない。そこで本稿では分析を通して、農地集積の進展を妨げず、むしろ促進させる

ことのできるような所得補償制度の在り方を示し、所得補償制度と農地集積の問題を両面

から解決できる政策提言を目指す。 

                                                   
13 等面積であっても団地化した農地の方が利用効率が高くなること 有本寛・中嶋晋作（2010）「農地の流動化と集

積をめぐる論点と展望」『農業経済研究』第 82巻 第 1号 26項 

14 借入地への投資はその土地と一体で、貸借契約期間の終了後に持ち運びしがたい特殊な投資である。投資の回収が
終わらないうちに貸し手に土地を取り上げられる可能性が存在すると投資水準は過少になる。（同上） 

15 農地が数ヶ所に分散し、それが他者の農地と混在している。 
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また、我々は農業に関する現状分析を行う中で、農地に対する課税制度にも問題がある

と考えた。現在行われている農地に対する課税制度では農地の転用収入を高めることとな

っている。これは有本・中嶋(2010)でも触れられていたことであるが、この転用収入の高

まりが農地を保有するインセンティブとなっており、現行の課税制度のままでは我々の考

える農地集積が進むとは考えがたい。そこで本稿では、小規模農家の農地保有のインセン

ティブを低下させ、かつ農地として貸し出してもらえるような課税制度を分析により導き

出し、課税制度改革の政策提言を行う。 

加えて、本稿では有本・中嶋(2010)で述べられている農地の場所的不動性についても言及

した考察を行う。我々は農地が場所的不動性持っているために、すべての農地を一つに集め

て耕作を行うといったことは現実的に難しいと考えた。それに対応した策として、巨大な農

地を経営するような大規模農地経営者の育成を想定するのではなく、集落程度の規模の農

地経営を想定する。コシヒカリやひとめぼれといったかなり広い範囲で作られているもの

でなく、あくまでイメージだが「○○さんの作った○○米」といった程度の差別化財を作るこ

とを目指しているのである。こういったコメを作るための集積であっても、生産コストを低

下させ、効率的な生産を可能とすることができるのである。また、差別化されたブランド米

の生産は、多様な消費者のニーズにも対応できるとも考えている。 

 

以上のことを踏まえ、本稿では農地の持つ特殊性を考慮した農地賃貸借市場について、独

占的競争モデルを用いた理論分析を行う。この農地賃貸借市場とは、大規模農地経営者を土

地需要側、兼業農家を土地供給側と考えたものである。この農地賃貸借市場について、所得

補償制度の有無や転用収入の減少、税制度の変化が行われた場合における分析を行い、地代

の決定及び農地の配分にどのような影響がもたらされるかを示すことで、それらが実際に

農地集積を阻害しているかどうかを考察する。さらにこの分析をもとに、効率的な農地集積

に必要な所得補償制度及び農地に対する課税制度改革の政策提言を行い、農地集積を進め

るに適した体制を整えることを目指す。また、独占的競争モデルを用いることで、差別化さ

れた財の生産に関しての言及が可能となり、ブランド米についての考察も可能となる。 
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第 4章 分析 

4.1基本モデル 

  この章では独占的競争モデルを用いて、どのようにして農地集約が行われ、差別化され

た製品を生産していけるかについてみていく。この節では大規模農地経営者と消費者の基

本モデルについてみていく。 

 

4.1.1 大規模農地経営者（土地需要側の性質） 

まずは大規模農地経営者の生産した財を消費する消費者から考える。この(4.1.1)を執筆

するにあたって、大規模農地経営者と消費者のモデル設定には、中西ら(2003)が独占的競

争モデルを分析する際に用いたものを採用した。[5] 

ある国が、𝑋財（差別化製品。ここではコメ）と𝑌財（価値尺度財）という 2財を生産・

消費している。𝑋財部門では差別化された製品が生産され、市場構造はチェンバレン型の

独占的競争環境にあるとする。以下においては、𝑋財部門で生産される差別化された個々

の製品を「バラエティ」と呼ぶことにする。一方、𝑌財については、差別化されていない

単一の財が完全競争市場で取引されていると仮定する。 

自国で消費される差別化製品のバラエティ数を𝑛として、消費者の社会的効用関数を次

のようにおく。 

 𝑈(𝐷𝑋 , 𝐷𝑌) ≡ 𝐷𝑋
𝛼𝐷𝑌

1−𝛼, 0 < α < 1 (1.1) 

ここで、𝐷𝑌は同質財の消費量、𝐷𝑋は差別化製品についての消費量である。この数量指数𝐷𝑋

は、個々のバラエティについての消費量を代替弾力性一定型関数としてまとめたものであ

り、一般にディキシット・スティグリッツ型効用関数と呼ばれている。 

 
𝐷𝑋 = (∑ 𝑥𝑖

(𝜎−1)/𝜎

𝑛

𝑖=1

)

𝜎/(𝜎−1)

, 𝜎 > 1 
 

(1.2) 

ここで、𝑥𝑖は第𝑖バラエティの消費量を意味する。差別化製品の第𝑖バラエティの価格を𝑝𝑖, 

自国の所得水準を𝐼とすれば、各財に対する需要関数は次のようになる。 
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 𝐷𝑌 = (1 − 𝛼)𝐼 

𝑥𝑖 = 𝑝𝑖
−𝜎𝑃𝜎−1𝛼𝐼 

(1.3) 

(1.4) 

ただし、 

 
P ≡ (∑ 𝑝𝑖

1−𝜎

𝑛

𝑖=1

)

1/(1−𝜎)

 
 

(1.5) 

であり、これを多数のバラエティからなる差別化製品の価格指数と見なせる。これらの需

要関数から差別化製品の第𝑖バラエティの需要の自己価格弾力性がσとなること、価値尺度

財と差別化製品全体との間の代替弾力性が 1に等しく、また差別化製品内におけるバラエ

ティ間の弾力性はσとなることがわかる。バラエティ間の代替弾力性が、価値尺度財と差

別化製品間の代替弾力性より大きいこと（σ > 1）は、各バラエティが相互に密接な代替材

である場合に対応している。また、以下では、所得水準𝐼を一定とする。 

 以上のことを踏まえて、消費者の需要関数から、大規模農地経営者の土地需要関数につい

てみていく。 

差別化製品の各バラエティを生産するために、一定の限界費用𝑐、差別化製品を生産する

ための最小限の土地単位を𝑓、一単位と土地を借りるのに必要な地代を𝑟とすると、各バラ

エティを生産するための総費用関数は次のようになる。 

 𝐶(𝑥𝑖) ≡ 𝑐𝑥𝑖 + 𝑟𝑓 , 𝑖 = 1 , … , 𝑛 (1.6) 

ある特定のバラエティはただ一つの企業のみによって生産されており、その企業を第𝑖 企

業と呼ぶ。第𝑖企業は第𝑖バラエティに関しては独占であり、その利潤は次のように表され

る。 

 𝜋𝑖 ≡ 𝑝𝑖𝑥𝑖 − 𝐶(𝑥𝑖) (1.7) 

独占のときと同じように、第𝑖 企業の利潤最大化のための一階条件（限界費用＝限界収

入）は次のようになる。 

 
𝑝𝑖 (1 −

1

𝜀𝑖
) = 𝑐 

 

(1.8) 

ただし、𝜀𝑖は第𝑖バラエティの自己価格弾力性である。さきほどの需要の価格弾力性を考慮

すれば、σ = 𝜀𝑖なので、(1.5)は次のように書き換えられる。 

 𝑝𝑖 =
𝜎

𝜎 − 1
𝑐 

 

(1.9) 
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右辺は全てのバラエティに関して共通であるので、各企業の利潤最大化を通じて差別化製

品のすべてのバラエティに同一の価格がつけられることになる。 

以下では、すべてのバラエティに共通の価格を単に𝑝と表す。個々のバラエティの需要関

数に均衡価格を代入すると次式のようになる。 

 
𝑥𝑖 =

𝛼𝐼

𝑝𝑛
=

(𝜎 − 1)𝛼𝐼

𝜎𝑐𝑛
 

 

(1.10) 

個々のバラエティの均衡供給量もすべてのバラエティについて共通となる。これを𝑥と表

して、(1.10)を変形すると以下のようになる。 

 
𝑛𝑥 =

(𝜎 − 1)𝛼𝐼

𝜎𝑐
 

 

(1.11) 

(1.11)は、𝑛𝑥が一定であり、企業の利潤最大化条件を満たすバラエティ数と個々のバラエ

ティ供給量とが反比例にあることがわかる。 

この独占的競争モデルの長期均衡について考える。π = 0になるような点において、企業

の参入・退出が停止して長期均衡が成立するので 

 
𝜎𝑐

𝜎 − 1
𝑥 − 𝑐𝑥 − 𝑟𝑓 = 0 (1.12) 

となり、長期均衡における個別バラエティの生産量�̅�は次のようにできる。 

 
�̅� =

𝑟𝑓

𝑐
(𝜎 − 1) 

 

(1.13) 

これに先ほどの式を代入すれば均衡バラエティ数�̅�は次のようになる。 

 
�̅� =

𝛼𝐼

𝜎𝑟𝑓
 

 

(1.14) 

これを変形すると、以下となる。 

 
�̅�𝑓 =

𝛼𝐼

𝜎𝑟
 

 

(1.15) 

(1.15)において�̅�𝑓は総需要土地量を表しており、𝑟の減少関数であることがわかる。そして

これは大規模農地経営者と兼業農家の貸借市場における土地需要曲線を表している。 

以上の消費者と分析を図に表すと以下の図 6ようになる。縦軸は 1バラエティ当たりの

数量を、横軸にバラエティ数を測ったものである。所得水準𝐼の一定の仮定の下では、以下

の式は𝑛と𝑥に関する直角双曲線𝑙となる。 
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𝑛𝑥 =

(𝜎 − 1)𝛼𝐼

𝜎𝑐
 

 

(1.16) 

 𝐼同様に地代𝑟も一定だと仮定すると、差別化製品産業の長期均衡に対応する均衡供給量

と均衡バラエティ数は交点である𝑒より求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことからまずは大規模農地経営者側からについて考える。地代𝑟の増加は個別バラ

エティ数量�̅�を上昇させ、バラエティ数の減少（退出）があり、𝑟の低下は�̅� を減少させ、

バラエティ数の増加（参入）がある。𝑟の低下は大規模農地経営を行うことを促している

ことがわかる。しかし、𝑛𝑥 は一定であるので、効用は一定である。 

続いて消費者側について考える。所得𝐼が増加した場合、下の図 7における𝑙′となる。こ

の状態においてはバラエティ数の増加(参入)が発生している。また、バラエティ数のみの

増加は効用の増加につながっている。それとは反対に、𝐼 が減少すると𝑙 は左下にシフト

し、バラエティ数の減少がおこり、消費者の効用も減少する。 

 また限界費用c の変化も影響を与える。𝑐 の増加は𝑙 を左下にシフトさせ退出が、𝑐 の減

少は𝑙 を右上にシフトさせて参入が発生していることがわかる。これらが土地需要側の性

質である。 

 

4.1.2 兼業農家(土地供給側の性質) 

次に、独占的競争モデルにおいて兼業農家の持つ性質について考える。ここにおける兼

業農家は、兼業農家の 8割を占める農業所得を従とした第二種兼業農家として考える。 

𝑒 

バラエティ数 

個別バラエティ数量 

�̅� 

𝑙 

図 6 
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 彼らが土地を貸し出すための条件は、土地需要側である大規模農地経営者の支払い可能

な地代が、兼業農家の要求する地代より大きいことである。兼業農家の生産する X財は差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別化されていない財として考え、その消費量を𝑥𝑘(𝑘は集合𝑖に存在しない)とおく。すると

兼業農家の費用関数は次のように表される。 

 𝐶(𝑥𝑘) ≡ 𝑐𝑥𝑘 (1.17) 

また、その財の価格を𝑝𝑘とし、一単位あたりの固定資産税を𝑎とすると兼業農家の農業所

得は次のように表される。 

 𝜋𝑘 ≡ 𝑝𝑘𝑥𝑘 − 𝑐𝑥𝑘 − 𝑎𝑇 (1.18) 

兼業農家の持つ土地単位を𝑇とし、農地の転用によって得られる転用収入を𝑑とすると農地

貸し出しの条件は次のように表される。 

 (𝑝𝑘 − 𝑐𝑘)𝑥𝑘 − 𝑎𝑇 + 𝑑 < 𝑟𝑇 (1.19) 

これを変形すると以下となる。 

 {(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 < 𝑟 (1.20) 

(1.20)が兼業農家の土地供給関数である。 

 兼業農家は(1.20)の要求地代である左辺よりも、支払い可能地代である右辺が大きいと

きに貸し出しが行われる。ここでは兼業農家は土地を貸すか、貸さないかの行動しか選択

𝑒 

個別バラエティ数

�̅� 

バラエティ数 

𝑙 

𝑙′ 

図 7 
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しないとする。そうした場合、縦軸を地代、横軸を土地ととったときの土地供給関数は以

下の図 8のようにして表される。 

ここで変数が変化したときの兼業農家の行動の変化について考える。まず転用収入が変

化したときどのような影響があるかに見ていく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.20)からも判断できるように、転用収入𝑑が増加するとき、左辺の要求地代が大きくな

る。このとき土地供給関数は上にシフトする。また、転用収入が減少した場合、要求地代

は小さくなる。このとき土地供給関数は下にシフトする。 

 次に固定資産税𝑎が変化したときのことを考える。固定資産税が増税されたときは、要

求地代が小さくなることがわかる。土地供給関数は下へとシフトする。また、固定資産税

が減税されると要求地代は大きくなり、土地供給関数は上へとシフトする。 

 以上が土地供給側のもつ性質である。 

 

4.1.3 土地貸借市場の均衡 

先ほどまでの項では、土地貸借市場における需要側と供給側の性質について考えた。こ

の項ではこの 2つのプレイヤーの均衡についてみていく。 

 土地需要関数は(1.15)から求められた。これを変形すると次のようにできる。 

 
𝑟 =

𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
 

 

(1.21) 

土地需要関数は𝑟と�̅�𝑓つまり土地に関する直角双曲線である。 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 

土地量 𝑇 

図 8 
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次は土地供給関数の確認をする。(1.20)の左辺は兼業農家の要求する一単位あたりの地

代であり、右辺は大規模農地経営者の支払う地代である。これが満たされるときのみ兼業

農家は𝑇の貸し出しを行う。以下より土地貸借市場において、大規模農地経営者は元々土

地を保有していないもの、所得𝐼は一定であるとすると仮定する。 

これらの点を踏まえて地代𝑟を縦軸、土地を横軸とすると、この独占的競争モデルにお

ける土地貸借市場は以下の図 9と図 10のようにして表すことができる。図 9において、

土地貸借市場で均衡は達成しておらず土地の過剰供給となっている。こうした場合は取引

が成立しておらず、土地賃借市場は成り立たない。したがって社会的余剰も発生していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9とは違い、図 10は均衡が成立している状態を表している。この状態においては

四角形𝑂𝑇𝐴𝐵の大きさだけ、社会的余剰が発生していることがわかる。したがって図 9よ

りも図 10における状態が社会として望ましいと考えられるが、農地が分散している現状

からは、図 9の土地貸借市場が成立していない形がほとんどであると考えられる。以下よ

りは図 9が農地貸借市場基本形とする。 

4.2 所得補償制度が行われたときのモデル 

この節では所得補償制度が行われた際の土地賃借市場がどのように変化するのかについて

考える。 

4.2.1 経営所得安定制度が行われた場合 

現行の経営所得安定政策が行われている場合について考える。 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 

𝑟 =
𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
 

土地量 𝑇 

図 9 
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経営所得安定政策では 10a ごとに 7500円の所得補償を行っていた。それがこの独占的競

争モデルにどのような影響を及ぼしているのかについて考える。 

 土地一単位ごとに𝑒 の所得補償が行われているとする。そうした場合、兼業農家の農地

貸し出しの条件(1.20)は次のように書き換えられる。 

 (𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑 − 𝑎𝑇 + 𝑒𝑇 < 𝑟𝑇 (2.1) 

そしてそれは次のようにできる。 

 {(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 + 𝑒 < 𝑟 (2.2) 

この式から兼業農家の要求する地代が、𝑒だけ大きくなっていることがわかる。するとこ

の状態は次の図 11のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴 

𝐵 

𝑇 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 
𝑟 =

𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
 

土地量 

図 10 

𝑂 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 

𝑟 =
𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
 

𝑇 土地量 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 + 𝑒 

図 11 

𝑒 

𝑂 
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𝑒 の土地供給関数が上にシフトし、もとの状態よりも過剰供給になっている。このことか

ら経営所得安定政策は、兼業農家が土地を手放すことが少なくなり、農地が分散したまま

になることがわかる。社会的余剰も発生しておらず、所得補償の費用だけがかかっている

ことがわかる。 

 

4.2.2 大規模農地経営者にのみ直接支払い（生産補助

金）を行う場合 

次に大規模農地経営者にのみ対して行う直接支払い（生産補助金）が行われた場合につ

いて考える。政府は財を差別化できる製品を作るために必要な土地単位以上の土地を借り

入れるとき、土地一単位ごとに年間𝑔だけの生産補助金を与えるとする。そうした場合独

占的競争モデルにおける長期均衡(π = 0)(1.12)は次のように変わる。 

 
𝜎𝑐

𝜎 − 1
𝑥 − 𝑐𝑥 − 𝑟𝑓 + 𝑔𝑓 = 0 (2.3) 

すると、長期均衡における個別バラエティの生産量�̅�(1.13)は以下となる。 

 
�̅� =

(𝑟 − 𝑔)𝑓

𝑐
(𝜎 − 1) 

 

(2.4) 

土地の需要関数は次のようになる。 

 
𝑟 =

𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
+ 𝑔 

 

(2.5) 

この場合、土地の需要関数は𝑔 だけ上にシフトし図 12のようにできる。図 12からもわか

るように土地需要側の支払い可能地代が増え、均衡が達成していることがわかる。兼業農

家が持っている土地の大きさによっても変わってくるが、大規模農地経営者にのみ生産補

助金を行うことで、農地を集約化する機会が増えていることがわかる。このとき

四角形𝐴𝐵𝐶𝐷だけの補助金が必要となるが、四角形𝑂𝑇𝐷𝐶の分だけ社会的余剰が発生してい

るのである。 

4.3 税制度の改変が行われたときのモデル 

4.3.1 転用収入に変化があった場合 
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1章において、現在、転用収入がある土地に対して大幅な税額控除があり、農地集約化

を阻害しているということを説明していた。転用収入の減少が独占的競争モデルにどのよ

うな影響をもたらすかについて考える。 

 (1.20)よりわかることとして、転用収入𝑑の増加は兼業農家の要求する地代の増加があ

る。その時の土地供給関数は上にシフトする、そのときは図 11と似た形となり、均衡が

より成立しにくくなる。 

それに対して、𝑑が減少した場合では、土地供給関数は下にシフトし、以下の図 12のよ

うになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

均衡が成立しやすくなっていることがわかる。また図 13においては社会的余剰(四角形

𝐴𝐵𝐶𝐷)が発生している。これにより、転用利益の減少は農地の集約化を促していることが

わかる。 

𝐶 

𝐴 

土地量 𝑇 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 
𝑟 =

𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
+ 𝑔 

図 12 

𝑟 =
𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
 

𝑂 

𝐵 

𝐷 

𝐴 𝐵 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 𝑟 =
𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
 

土地量 𝑇 

図 13 

𝑂 
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4.3.2 固定資産税に変化があった場合 

次に固定資産税𝑎の変化があった場合の土地貸借市場に与える影響について考える。固

定資産税の増額が行われた場合、土地他貸借市場にどのような影響を与えるのか。 

 固定資産税𝑎の増額は（1.20）の要求地代を減少させ、供給関数を下にシフトさせ、

図 13と似た形になる。このときは均衡が成立しやすくなり、成立すると社会的余剰も発

生する。また𝑎の減少は要求地代を増加させ、供給関数を上にシフトさせる。これは図 11

と似た形になる。このときは農地の集約化は発生しにくくなる。これにより固定資産税の

増額もまた、農地集積を促すことがわかる。 

 

以上から、①大規模農地経営者にのみ行う直接支払い、②転用利益の減少、③固定資産

税の増額が農地の集約化に効果的であることがわかった。 

 

4.4 中山間地域における土地貸借市場 

4.4.1大規模農地経営者の性質（土地需要側） 

 先程までの分析で土地貸借市場の均衡について考えてきたが、それは集積する際の障害

を考えたものではなかった。実際には土地には様々な違いが存在している。そしてこの節

においては、中山間地域について考える。 

 中山間地域における耕地面積は、すべての農地の中では最も大きな割合を占める。し

かし現状として、現在行われている農地集積の中で中山間地域の農地は低い割合となって

いる。これには理由があると我々は考え、分析することにした。 

 中山間地域において、土地需要側のモデル設計にどのように影響するのか。それは圃

場整備に必要な費用が発生する点である。中山間地域は、平地と違い、高低差や移動にか

かる労力が大きくなるため、生産効率性が減少する恐れがある。そうした点を改善するた

めにも圃場整備が不可欠となってくるのである。それではこの圃場整備に土地一単位につ
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きℎの費用が発生するとする。すると、大規模農地経営者の費用関数は次のようにでき

る。 

 𝐶(𝑥𝑖) ≡ 𝑐𝑥𝑖 + (𝑟 + ℎ)𝑓 , 𝑖 = 1 , … , 𝑛 (4.1) 

そしてこのときの長期均衡(π = 0)となる点は次のようになる。 

 
𝜎𝑐

𝜎 − 1
𝑥 − 𝑐𝑥 − (𝑟 + ℎ)𝑓 = 0 (4.2) 

(4.2.2) と同様の導出から、土地需要関数は次のようにできる。 

 
𝑟 =

𝛼𝐼

𝜎�̅�𝑓
− ℎ 

 

(2.5) 

これは、土地需要関数がℎだけ下にシフトすることを表す。またこのときの𝑟を𝑟′とする。 

  

4.4.2兼業農家の性質（土地供給側） 

次は中山間地域における兼業農家は、モデル設計にどのように影響するのか。それは固定

資産税の変化である。中山間地域は評価額が減少するために、固定資産税の額が減少す

る。すると土地供給側にも変化が生じてくる。(1.20)の左辺が大きくなり、土地供給関数

は上にシフトするのである。このときの𝑎の値を𝑎′とする。 

   

4.4.3中山間における土地貸借市場の基本モデル 

(4.4.1)と(4.4.2)を踏まえると、中山間地域における土地貸借市場の基本モデルは、平地の

土地貸借市場のものと比べて図 14のようにして表すことができる。図 9と比べてみると

明確であるが、一般の土地貸借市場モデルと比べてより土地の過剰供給が進んでいること

がわかる。 

 また、このことからわかることがある。それは、先程の分析からわかった、農地集積を

促進させるための①大規模農地経営者にのみ行う直接支払い、②転用利益の減少、③固定

資産税の増額の効果が薄くなってしまう点である。以上から我々は、中山間地域におい

て、また別の政策を必要とするのではないかと考えた。 

 



 
 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5章 政策提言 

5.1 政策提言の方向性 

前章までの問題意識や分析、考察を踏まえて、我々は農地の賃貸借市場の整備を主な改

善策と考えている。 

政府は耕作放棄地への課税強化や、管理機構への貸し出しによる減税措置を検討してい

る。しかしこれは農地の貸し手に強制的に農地を手放させるだけであり、反発を招きかね

ない。また（1.1.1）で見たように、現時点では農地集積に対して管理機構は効果的に機能

しておらず、大半が従来の制度に基づいたものとなっている。にもかかわらず、管理機構

へ貸し出した農地に対してのみ減税を行うのは不公平感が拭えない。圧倒的に従来の制度

による集積が多い現状に対し、管理機構に費用を投入するのは疑問である。 

そこで本稿では農地の貸し手の農地保有に対するインセンティブを下げる政策に加え、

借り手、つまり大規模主業農家がより多くの農地を借り入れることへ向かう政策を導入

し、従来の制度をベースとした集積・集約の活発化を図る。小規模農家が自らの農地を自

𝑟’ 

地代 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎 
𝑟 

土地量 𝑇 

図 9 

{(𝑝𝑘 − 𝑐)𝑥𝑘 + 𝑑}/𝑇 − 𝑎′ 
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らで耕作することを諦め、大規模農家に貸し出したり、大規模農家の下で従事したりする

状況へと導く。これを念頭に置いて具体的に以下の政策を提言する。 

 

1.農地に対する課税制度の改変 

2.所得補償制度の改変 

  3.中山間直接支払の改善 

以上、1,2の政策を行うことで、農地集積を妨げ得る要因を排除し、円滑に集積を進め

る。また 3の政策により中山間地域での集積も進展させる。 

 

 

 

5.2 政策提言 

5.2.1課税制度の改変 

 現在の農地に対する課税制度が小規模兼業農家たちの農地保有のインセンティブを高め

る要因となっていると考える。そこでこの制度を改変することで、農地を手放すように誘

導する。 

 

【概要】 

 現在の税制度に関しては 2つのアプローチから提案を行う。 

1.固定資産税の増額 

2.転用期待の減少 

 

1つ目に固定資産税の増額である。厳密にいうと農地に対する評価額の引き上げであ

る。現在、農地と宅地の評価額には大きな差が存在する。そのため、実際の課税額が農地

として評価された場合は 10a当たり千から数千円、宅地並みに評価された場合は 10aあた
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り数万から数十万円となっている。このように農地の保有コストが低いために、生産性の

低い農家や耕作を放棄した農家ですら農地を所有し続けることができると考える。この評

価額を上げることで農地の流動化を図る。 

 2つ目に転用期待の減少である。農地を土地収用法等によって転用目的で売却した場

合、売却によって得られた所得に対して課せられる所得税が 5000万円控除される。これ

は集積目的で売却された際に控除される税額の約 3～7倍である。この特例は、土地利用

計画に即した利用への誘導の観点により認められている。一方、農用地区域内の農地を農

地利用目的で集積計画や農業委員の斡旋によって譲渡、または管理機構へ譲渡する場合は

800万から 1500万円の控除を受けることができる。この税額の乖離を見れば転用目的で

農地を保有する小規模農家が増えてしまうのも当然であろう。よってこの特別控除の金額

を集積目的のものと同額程度まで減額することで、農家の持つ転用期待の減少を図る。 

 

 

 

【実現可能性】 

コストの面では新たに費やされるものはないため問題とならないが、農家の負担は確実

に増加することとなり、固定資産税の増税は大規模農家ほど影響が大きい。しかし次項の

直接支払制度とうまく連動させることができれば充分に実現可能だと考える。 

 

5.2.2 所得補償制度の改変 

次に所得補償制度の改変である。本章までに何度も繰り返し言及しているが、現在の所

得補償制度の一番の問題点は面積規模に関係なく、専業、兼業問わず小規模農家にも大規

模農家にも同じ条件で補助金を交付している点である。 

そこで我々は従来の所得補償制度を一旦廃止し、大規模主業農家に限定した耕作面積に

応じた直接支払制度を提案する。 

 

【概要】 
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この直接支払制度は主業農家が所有、または借り入れて耕作している農地面積を対象と

した支払制度である。この制度によって主業農家の収入が増加するため、借入農地に支払

うことのできる地代も増加する。その結果、より多くの農地を借り入れることが可能にな

り、大規模主業農家が規模拡大を行うインセンティブとなる。直接支払により収入が増え

るため、従来では借り入れが避けられてきた中山間地域等におけるやや生産性の乏しい農

地の借り入れも増加すると予想できる。また小規模兼業農家は自ら耕作を行っても直接支

払を受けることはできないが、主業農家に農地を貸し出せば直接支払の恩恵を地代の増加

という形で受けることが可能である。結果として貸し出しが増加し、集積が進むのではな

いか。 

（1.3）で見たように、所得補償なしで利潤をあげることが可能な農家規模は 5ha以上

の農家である。さらに、一般に大規模農家と言われているのは 5ha以上の規模の農家であ

る。16したがって交付対象を 5ha以上の農地を所有する農家とする。 

 次に交付金額について検討する。図 13は補助金額に応じた農家ごとの利潤を表したも

のである。ただしこの利潤は収入から費用を引いたものであり、兼業農家から借り入れた

農地に対する賃料を考慮していない。したがって農地の賃貸借が進んだ場合、この利潤か

らさらに賃料が差し引かれる。2013年度における田の平均賃借料は 10aあたり 1.1万円17

である。ここで仮に農家が耕作する農地はすべて借り入れたものだと仮定する。すると支

払わなければならない総賃借料はそれぞれ 5haで 55万円、10haで 110万円、15haで

165万円である。補助金額が 10aあたり 1万円以上であれば利潤は正となるが、直感的に

利潤が大きければ貸し手に支払い可能な賃借料が増えるため、利潤最大化を目指す大規模

農家は借入農地を増やすと考えられる。よって補助金は可能な限り多額であることが好ま

しい。しかし後に詳述するが、10aあたり 1.5～2万円を交付するとなると財源的にかなり

厳しい。よって 10aあたり 1.25万円が現在の予算内で可能な範囲であると考える。 

 これは 2013年度を最後に廃止された規模拡大加算交付金18（以下「拡大交付金」とす

る。）の制度によく類似している。しかし拡大交付金では様々な要件を設定しているが、

耕作面積規模の制限はない。また生産数量目的を達成しない農家には交付不可としている

                                                   
16 一般に農業構造と農業経営を考慮した結果 5ha以上が妥当だとされている。 
17 総務省統計局（www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y0713000.xls） 
18 規模拡大加算の対象農地は、本制度の交付金の交付申請者が、農地利用集積 円滑化事業により、面的集積するため

に新たに利用権の設定が行われたもの。 

（農水省 http://www.maff.go.jp/j/seisaku/kobetu_hosyo/pdf/h23_seido_jissiyioukou.pdf） 
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が、その制限は設けないこととする。最大の相違点は、拡大交付金は新たに利用権が設定

された農地のみを対象に交付されていたのに対し、直接支払は支払対象農家が耕作する農

地すべてを対象としている点である。 

 

 

図 14：作付面積別別農家の利潤 

 

（出所：農水省「農産物生産費統計」より筆者作成） 

【実現可能性】 

 現在の日本の耕作面積は約 450万 haである。農水省はこのうち 8割を集積するという

目標を掲げており、目標達成まではあと約 130万 haの集積が必要である。ここで全面積

に対する田畑の割合はほぼ半々となっているため、田に関しては 65万 ha程度の集積を目

指す。 

生産補助金のコストは、現在の所得補償制度に費やされているものを充てる。2015年度

予算ではナラシ対策として約 802億円、コメの直接支払交付金として約 760億円、水田活

用交付金として約 2770億円が設定されている。このうちコメの直接支払交付金を廃止す

る。さらに管理機構による集積は全体の 1割強にすぎないことから、こちらに予算をつぎ



 
 

43 

 

込むのは効果的ではないと考え、管理機構を廃止しその分を補助金に回す。すると約 960

億円用意することができる。 

現時点で 5ha以上の規模の農家に交付すると、約 535億円かかる。残りの約 425億円

では 54万 ha分を支払うことができる。これはかなり目標に近づくことができる。 

よって実現可能性としては大きな問題はないと考える。 

 

5.2.3 中山間直接支払の改善 

 最後に中山間直接支払の改善である。先にも述べたように体制整備の取組として担い手

への農地集積・農作業委託を行う協定は 6%しかない。一方、集団的かつ持続的な体制整

備を行って、交付金を満額受け取っている協定が約 9割を占める。担い手への集積・作業

委託の割合を増やすことはもちろんのこと、持続的な体制としての集落営農が増加するよ

うな制度を整える。 

 本来、中山間直接支払は中山間地域での農業継続を支援する目的で行われており、集積

を進展させるためのものではない。しかしこの制度を集積にも効果的となるように改善す

る。 

 

【概要】 

 中山間直接支払は 2つの観点から改善を図る。 

1.規模拡大による加算措置の復活 

2.満額交付金を受け取るための要件の変更 

  

1つ目に 2014年度まで実施されていた規模拡大による加算措置の復活である。新たに

利用権の設定等又は農作業受委託契約を行った対象農用地について、５年以上の期間継続

して農業生産活動等を行う場合、10aあたり 750~1500円が交付金に加算される。この制

度によってより多くの所得を得たい者が大規模農家へ農地を貸し出し、農地集積を促進さ

せる。 

 2つ目に交付金の満額支払のための要件の変更である。2014年度では満額交付されてい

る協定数の 9割が C要件を選択した。現状維持の色合いが強い C要件を大半の協定が満

たしており、中山間地域の農業活動の維持という観点からは充分であると言える。 



 
 

44 

 

 そこで中山間地域の農業活動維持だけにとどまらず、更なる発展を期待できる制度へと

改善する。具体的には C要件を全協定必須の要件とし、加えて A要件または B要件のど

ちらか一方を満たすものに交付金を満額支払うというものに条件を変更する。 

 

【実現可能性】 

 体制整備単価における C要件は、平成 27年度から行われた第 3期対策より条件として

取り込まれた。この C要件は高齢者など農業の継続は難しいと感じている農業者であって

も、交付金の活動に取り組みやすくするために設けられたものであり、これは高齢化の現

状に即した要件であると言える。 

 しかし、中山間支払の協定役員の平均年齢は第 3期では 61.6歳と、第 1期での 54.8歳

からさらに高齢化が進んでいる。協定参加者全体の年齢の割合を見ても、第 3期では 71

歳以上が最も多く、30.4％を占めており、中山間支払の活動に参加する集落にとって高齢

化の問題は避けられないものであると考えられる。よって C要件のように、活動の将来へ

の継続を考えていくことはどの集落であっても必要であると言える。 

 また中山間支払を受けるためには 5年間以上の農業生産活動等の継続が条件として定め

られており、万が一 5年間の協定期間中に活動が行われなくなった場合には原則として交

付金は返還しなければならないとされている。そのため C要件を設定した上で A及び B

要件を実施するということは、集落にとって交付金返還のリスクを小さくすることができ

るため、C要件を必須とすることにはメリットがあると考えられる。 

 以上のことから、中山間支払に関する政策の改善は妥当性があると言える。 
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おわりに 

本稿では、コメの貿易自由化へ向けたコメの生産コスト低下と国際競争力の向上による

日本農業の更なる発展を目的とし、農地集積の現状とそこに付随する諸問題に着目した。農

地集積によってブランド米が生まれると仮定し、差別化財における独占競争モデルを用い

て分析を行った。その結果を根拠に農地集積を進めるための農地の賃貸借をより活性化さ

せる政策を提言した。 

 しかし、本稿では生産コスト低下や新規ブランドの創設に最適な農地面積規模の分析や、

新たな税制度の決定に対する、より詳細な分析、検証を行うことができなかった。そのため

最も効率的で効果的な政策を提言できたとは言い難い。これらは今後の研究の課題とした

い。 

 最後に本稿の執筆にあたり中西訓嗣先生（神戸大学）をはじめとして、稲葉千尋研究員（神

戸大学）、池上甲一先生（近畿大学）に多くの助言を頂いた。ここに記して御礼申し上げた

い。 

 本研究が農地集積進展、さらには日本農業の国際競争力強化の一助となることを願い、本

稿を締めくくる。 
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