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めに作成したものである。本稿の作成にあたっては、須賀晃一教授（早稲田大学）をはじめ、多くの方々から有益且
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の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 
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要約要約要約要約    

本稿の目的は、日本農業の競争力を高めることによって食料安全保障を達成するための政

策を、日本政府と農林水産省に対して提言することである。 
第 1 章では、世界と日本の食料事情を概観する。世界的な穀物価格の高騰や人口増加の

予測などの顕在的・潜在的な需給逼迫要因のため、食料供給については多くの不安が存在す

る。そうした中、我が国では農地の利用停滞、担い手の高齢化など構造問題が根強く残って

いる。このように日本農業には依然として課題が多いことを本章では明らかにする。 
第 2 章では、本稿の目的と、そのような目的に至った背景、そしてその意義を述べる。

日本農業は安全で良質な農産物を生産できる体制が整いつつある一方で、第 1 章でも述べ

るように依然として非常に非効率的な生産活動が行われている。そこでわれわれは懸案の課

題である日本農業の効率化を推し進め価格競争力を高めること、そして強みである品質面を

さらに強化し、非価格競争力も高めることを政策として提言する。 
第 3 章では、第 2 章であげた問題意識のひとつである日本農業の効率化について分析を

している。われわれは農業の効率化の要因を、技術変化と経営の大規模化による「規模の経

済性」と考えた。そのうえで、まず日本農業の技術進歩による効率化の進展の可能性を考察

した。その結果、技術の成熟した日本農業において「緑の革命１１１１」のような効率化を再び期

待するのは禁物であることがわかった。次に、土地の流動化すなわち農地の面的集約による

効率化の可能性について考察した。世界 136 か国について、「穀物自給率」を従属変数、「農

業人口 1 人あたり耕地面積」を独立変数とする回帰分析を行ったところ、経営の効率化を

図ることで競争力を高め、自給率を向上させることができる可能性を見出すことが出来た。 
第 4 章では、第 2 章であげた問題意識の 2 つ目の非価格競争力について分析を行った。

昨今、食の安全性を脅かす事件が多々生じる中、農産物に限らず消費者の食の安全性につい

ての関心が高まってきている。われわれはこのような背景から、消費者は、安全・安心な農

作物を得るためであれば、ある程度の額を余分に支払う意思があるのではないかと考え、リ

スクプレミアムの概念を用いてモデル化を試みた。このモデルでは食品には、健康被害の生

じる可能性のある、リスクのある食品と、そのようなリスクの存在しない安全な食品の 2
種類が存在すると仮定する。食料から得られる便益は金銭価値で表示できるとし、これを X
とする。そして消費者がその大きさに応じて効用を感じるとする。消費者はリスク回避的で

あり、効用関数は凸であるとする。このような前提を置いた上で実際のリスクプレミアムを

推定した結果 10％あるいは 20％だろうということがわかった。そしてこの程度の価格の上

昇であれば、高い安全性が付加価値と考えられることから、十分に競争力を持った農産物を

生産できるだろうとの結論を得た。 
第 5 章では、それまでの分析と考察をもとに日本政府と農林水産省に対して農地政策、

担い手政策、安全安心の観点から政策提言を行う。 
 
（1）農地政策 

《Ⅰ、優遇税制の見直し》 
日本の農地は税制面でほかの土地と比較して非常に優遇されている。そのため、零細農家

                                                   
１１１１ 緑の革命とは、1940年代から 1960年代にかけて高収量品種の導入やや化学肥料の大量投入などにより穀物の生産性

が向上し、穀物の大量増産を達成したこと。 
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でも農地を所有し続けることができ農地の賃貸借や売買が活発には行われていない。このよ

うに日本の農地は税制面での優遇が保有コストの低下につながり農地の流動性を阻害して

いる。われわれはこの状況を打破すべく保有コストを増加させるような政策を提言する。 
 

《Ⅱ、農地情報のデータベース化の促進と正確性・品質の向上》 
農業部門では他産業に比較して情報化が立ち遅れていることがとみに目立つ。近年、農林

水産省は農地情報の共有化を推し進めるために、農地情報のデータベース構築のための取り

組みを行っているが、われわれとしては流動化した農地を効率的に集約するためにこのデー

タベース化の取り組みを促進していくことを考えている。 
 
（2）担い手政策 
 農地の集約・拡大を図るにあたり、担い手として農業法人を設定する。したがって、現在

の農業法人が抱えている問題点を理解し、その問題点を解消しうるような政策の提案を行う。 
 
 《Ⅰ、最大の問題点としての初期投資および資金融通》 
 農林水産省の調査によると、農業法人が「参入にあたって苦労したこと・困難だったこと」

として最も多く挙げているのは「初期投資に必要な資金の融通」である。生産技術や機械の

確保以前に、それらの獲得にかかるコストを問題に挙げている。担保としての価値の低い資

産しか持ちえない農業法人が、会社設立当初から十分な融資を受けることは現状のままでは

難しいことが浮き彫りになった。 
 
 《Ⅱ、融資ではなく投資》 

初期投資のための十分な融資が受けられていないという問題点を解決するために、十分な

担保を設定する必要のある従来型の「融資」に代わってわれわれが考えたのが、事業計画や

運営状況などにも口を出すが、そのかわりに初期投資および運転資金として十分な資金も供

給する「投資」である。モデルケースとして「えひめガイヤファンド」を参照した。 
日本農業の競争力を高めるため、全国にモデルケースのような投資ファンドが設立される

ことが望ましい。そこでわれわれは、投資ファンドが農業法人に対する投資の対価として回

収するリターンに対して、減免税措置を実施することを政策として提案する。それによって

ファンドの設立を促進し、農業の競争力強化につなげようと考えている。 
 
（3）トレーサビリティの行政管理 
    《Ⅰ、消費者は安全性の高い食品を求めている》 
 消費者が安全性の高い食品を求めていることを、食品安全委員会のデータを使って示した。

消費者の心情として、食分野に対する相対的な不安の程度がかなり高い数値を示しているこ

と、食品の安全性確保のために消費者が最も改善が必要と考える段階は、生産段階であるこ

と、食の安全性に関する情報源の信頼度については、国や地方など公的機関の情報が一番信

頼をおけると考えていることを述べた。 
 
 《Ⅱ、日本の農産物は安全性が高い》 
 日本の農産物の安全性が高いことを、農薬の観点から、国内法の整備、さらには残留農薬

基準の国際規格であるコーデックス委員会のものとも比較をして示した。 
 
 《Ⅲ、具体的政策：トレーサビリティの徹底》 
 食品の安全性を保った上で、食品の安全面での付加価値（非価格競争力）を高めるには、

その食品が安全であるという「安心」を確かなものにしなくてはならない。その手段として、

行政が管理するトレーサビリティを義務化することを政策として提案した。具体的には、ト

レーサビリティシステムを管理する行政機構を設立する。その機構が生産段階で、生産履歴

の記帳に関する金銭的補助、実際の記帳の仕方などについて指導を行い、消費段階では QR
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コードを使うことによって消費者に効率的に生産履歴を示すシステムを管理する。これによ

り、消費者に公の機関が生産履歴を提供することになり、日本の食品についての「安心」が

確保できるとわれわれは考えている。
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第第第第1111章章章章    はじめにはじめにはじめにはじめに    

第第第第1111節節節節    世界世界世界世界のののの食料事情食料事情食料事情食料事情    
 2008年 2月 8 日に穀物価格の指標となるシカゴ商品取引所で小麦の先物価格が 10.93 ド

ルという最高値をつけた。5 年前では考えられなかった価格である。価格の高騰には投機マ

ネーの流入等さまざまな要因があると思われるが、世界の食料事情が抱える潜在的な不安要

因が顕在化したと見て取ることもできる。 
国連の予測１１１１では、世界の人口は増加を続け、2050 年には 90 億人を超えると見込まれて

いる。現在の人口は 69 億人であるからそれから 20 億人増える計算になる。それに伴い食

料の需要は増加を続ける可能性が高い。問題は人口増加だけではない。中国やインド等新興

国の経済発展が近年著しい。経済発展により豊かになるとともに、新興国で食生活が欧米化

し肉食化が進んでいる。これは肉生産に要する飼料作物の消費が増大２２２２することを意味する。

近年世界の耕地面積の増加率は低減傾向にあり、また品種改良などによる食料の増産にも限

界が指摘されている。さらに、オーストラリアの旱魃による大不作がニュースで大きく報道

されるなど、異常気象による生産の不安定化も今後の大きな課題になってくると考えてよい

だろう。 
食料問題は、安全性の観点からも問題が噴出している。記憶に新しい問題としては、2008

年の中国の毒入りギョーザ事件がある。これは、中国の工場で生産されたギョーザに基準値

を大幅に上回るメタミドホスが検出された事件である。この事件は、重症患者も出て大きな

社会問題となった。中国産の食料は、日本に多く輸入されているものの、残留農薬の問題や、

生産過程における違反などが多く見られる３３３３のも事実だ。日本産の食品に比べ、外国産、特

に中国産の食品に対して日本国民は大きな不信感を持っているのが現状である。 
 量的側面、質的側面の観点から海外の食品に対する不安は今後広がる一方であるが、現実

には現在日本の食料自給率は 41％４４４４であり、多くの食料を海外からの輸入でまかなっている。

このような現状のため、昨今は各方面から問題視する声が上がっている。 
 

第第第第2222節節節節    日本日本日本日本のののの食料事情食料事情食料事情食料事情    
日本の農業は、狭い土地に多くの手間をかける零細な経営が一般的である。背景としては

戦後の農地改革で自作農主義のもと地主から買い上げた土地を小作人に細かく分配し、かつ

                                                   
１１１１ World population prospects(http://esa.un.org/unpp/)より引用。11月 2日 
２２２２ 肉１kg を生産するのに、牛では８kg、豚では４kg、鳥では２,５kg の穀物が必要だといわれている。FAO の統計に

よれば、1990年から 2006年間に食肉一人当たりの年間消費量は世界平均 34,4kg→39.9kgに増えた。（柴田明夫著『飢

餓国家ニッポン――食料自給率 40%で生き残れるのか――』角川 SSC新書） 
３３３３ ほかの有名な事件としては、2008年に起こった汚染ミルク事件がある。 
４４４４ 食料自給率とはカロリーベースで何%日本で自給できているかを図る指標で、2008 年度は 41%だった。（農林水産省

HP http://www.maff.go.jp/より引用）11月 2日 
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農地法によって土地の流動化に制約がかけられたことで、土地の集約化がなされなかったこ

とがあげられる。さらに日本の場合、1 人当たり GDP の高さ１１１１からくる高額な人件費も問

題となる。規模の経済性が働かない農業構造、そして高額な人件費、この 2 つの相乗効果

によって価格競争力をまったく持たない日本の農産物が生み出されている。 
戦後しばらくは政府の国内農業保護政策により経営を維持してきた日本の農家は、近年の

自由貿易の潮流にのまれ衰退の色が濃くなっている。国際競争力のない日本の農産物は海外

の安価な農産物には太刀打ちができないというわけである。 
日本農業の衰退は、生産者の高齢化、耕作放棄地問題等を引き起こし、それがさらに日本

の農業を衰退させる要因となり、負の連鎖が現在進行形で続いている。 
 しかし、日本の農産物は海外と比べて検査体制が整備されており、また検査が確実に履行

されているため安全性は海外と比べて高いといわれている。実際に、最近の中国産の農産物

の問題発覚以降は、消費者はお金を多少払ってでも安全な国産品を買う傾向になっている。

これは、安全、安心という観点で日本産の農作物に消費者が価値を見出しているという結果

である。このように、価格面に関しては海外農産物と比べると太刀打ちできないが、安全、

安心の視点からは日本の農産物への需要は以前にも増して高まってきているということが

できる。 
  

                                                   
１１１１ 国民一人当たりGDPは2005年度で約423万円。（内閣府 国民経済計算http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/toukei.html

の GDP 値を元に計算）11月 2日 
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第第第第2222章章章章    食料安全保障食料安全保障食料安全保障食料安全保障にににに関関関関するするするする            

問題意識問題意識問題意識問題意識    

第第第第1111節節節節    本稿本稿本稿本稿のののの目的目的目的目的    
 
第 1 章で指摘した通り、世界の食料事情を取り巻く環境は人口の増加や新興国の経済発

展、気候変動、バイオエタノールなどをはじめとした様々な要因で日々劇的な変化を続けて

おり、食料の約 60％１１１１を海外から輸入している日本が今後も安定的に輸入量を確保できるか

どうかは非常に不確実である。また、輸入食品の安全性に対する消費者の信頼も大きく揺ら

いでいる。すると、日本国内で食料生産を担う日本の農業への期待が高まるが、国内に目を

向けてみると、狭小な国土に細かく分散された圃場において高い人件費からくる規模の経済

性の働かない非効率的な農家経営が行われており、担い手の高齢化も著しい。日本の農業ひ

いては日本の食の未来が明るいとは決して言えない。 
そこでわれわれは、食料安全保障の達成を目的に据え、（1）農業の効率化を進めてコス

トを削減しながら生産を拡大し、日本の農産物に今以上の価格競争力を持たせることと、

（2）消費者の安心度を高めるべく、日本の農産物の安全性を全面に打ち出して非価格競争

力を強化することの 2 本を軸にして分析および政策提言を行う。 
続いて、何をもって「食料安全保障の達成」とするかをここで明らかにしておく。 
われわれの考える「食料安全保障の達成」とは、「2050 年に食料自給率 71％」を達成す

ることである。現在、日本人が 1 日で消費しているカロリー数は近年減少傾向にあるもの

の 2,473kcal２２２２である。一方、人間が生命を維持するのに必要な 1 日当たりのカロリー数は

1,760kcal３３３３とされている。つまり、われわれ日本人は現在消費しているカロリーの「71％４４４４」

で生命維持が可能なのである。「食料自給率 71％」をもって「食料安全保障の達成」とする

と設定した背景には以上のようなデータがある。 
現在の食料自給率 41％と比較すると、食料自給率 71％の達成は夢のような数字かもしれ

ない。しかし、日本が人口減少社会に突入したことを忘れてはならない。2009 年 5 月 1 日

時点（確定値）での日本の総人口は 1 億 2752 万人５５５５である。それが 2050 年には 9515 万人
６６６６になると予測されている。41 年後には日本の人口は現在の 3/4７７７７になっている計算だ。こ

の人口推計に基づいて、現在国内で賄えている食料供給量を 41 年後も維持できていると仮

                                                   
１１１１ 農林水産省によると、平成 20 年度の日本の「供給熱量ベースの総合食料自給率」は 41％。ここ 10 年ほど 40％前後

で推移している。 
２２２２ 農林水産省「食料需給表（平成 20年度）概要」による。 
３３３３ 荏開津典生（2008）『農業経済学 第三版』（岩波書店）より。 
４４４４ 1,760÷2473≒0.71より。 
５５５５ 総務省統計局「人口推計月報」による。 
６６６６ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 18年 12月推計）」による。 
７７７７ 9,515÷12,752≒0.75より。 
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定すると、2050 年の食料自給率は 55％１１１１になっていることになる。日本を取り巻く諸条件

を考慮すると、日本産農産物の量的側面（価格競争力）と質的側面（非価格競争力）を強化

し、日本農業の競争力を高めていくことによって、「食料自給率 71％」を達成することが現

実味を帯びてくる。 
 

第第第第2222節節節節    意義意義意義意義    
 
食料安全保障の実現を目指すにあたってわれわれは、食料自給率を向上させることを重要

な要素として捉えている。しかし、ここでひとつ考えたいのが食料自給率を「上げる」こと

についである。 
 たしかに、食料自給率を「上げる」というのは食料安全保障の実現に向けた 1 つの選択

肢にすぎない。食料自給率を「上げる」ために限られた資本を農業分野に投入するのではな

く、「食料自給率は下がってもかまわないから、日本が比較優位を持つ第 2 次産業、第 3 次

産業に資本を重点的に投入して外貨を稼ぎ、それを元手に現在と同様に海外から食料を輸入

する」というのも 1 つの選択肢である。 
にもかかわらず、食料自給率を「上げる」ことを前提とした食料安全保障の実現をわれわ

れが目指すのは、自由貿易の実現に向け世界的にグローバル化の潮流が強まる一方で、現実

として輸出入をする際の国境障壁が近い将来になくなることはないと考えているからであ

る。 
国境障壁が無くならないということは、輸入国にとっては、海外からの食料供給がストッ

プする可能性が少なからずあると考えられる。また、食料が戦略物資化しつつある昨今の状

況を鑑みると、この可能性は今後高まっていくであろう。輸入がストップする可能性が考え

られる以上、少しでも国内における農業生産力を強化し、食料自給率を高めることが必要不

可欠で大いに意義があるとわれわれは考えている。 
 

第第第第3333節節節節    問題意識問題意識問題意識問題意識のののの整理整理整理整理    
 
以上、本章では、本稿におけるわれわれの目的と食料自給率を上げて食料安全保障を実現

することの意義を述べてきた。 
これらすべての根底に流れる問題意識として、「食料は人間が生きていく上で絶対的に不

可欠な財である」というわれわれの認識・価値観があるということをここで明確にしておく。 
 この認識・価値観に基づき、食料安全保障の実現に向けては 
 
（1）量的側面としての価格競争力 
（2）質的側面としての非価格競争力 
 
以上 2 つの軸に沿って本稿を展開していく。 
 

                                                   
１１１１ 41÷75≒0.55より。 



ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ政策政策政策政策フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００９２００９２００９２００９発表論文発表論文発表論文発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 11 

第第第第3333章章章章    先行研究先行研究先行研究先行研究    

 
本稿を執筆するに当たって、以下の先行研究を参考にさせていただいた。 
 
先行研究の内容は大きくに分けて 3 つある。 
（１） 農業法人について 
（２） 農地法（土地の流動性に関して） 
（３） 食品安全について 
 
【（１）農業法人について】 
農業法人の経営状況の把握のため以下の先行研究を参照した。 
 
・陳 延貴・大隈満「農業生産法人の経営展開および農業への役割に関する研究-愛知県を

事例として-」（『愛媛大学農学部紀要』、2003） 
 愛知県の 3つの農業生産法人を事例として財務データを用いて法人経営の現状を分析し、

3 つの法人が経営上の不安が残るも成長を続けることを明らかにした。さらに、地域農業が

法人経営の性格の形成に大きな影響を与えていること、農業法人が農地の受け皿の役割を担

っていることなど論じた。本稿で政策提言をするにあたり、農業法人が農地の集約化の受け

皿になることができるという実例・実態を参考にした 
 
・楊東群・秋山邦裕「南九州におけるＪＡ出資農業生産法人の展開と課題」（『鹿大農学術報

告』第 53 号、2003） 
この研究は宮崎県ＪＡ都城の（有）アグリセンター都城の事例を取り上げて九州南部のＪ

Ａ出資型農業生産法人の実態や特徴を分析している。経営が不安定なこと、ＪＡに対する全

面依存、採算性のことなど課題を論じた。本稿を執筆するにあたり、農業法人の現在抱える

問題点・課題を洗い出すために本論文を参考にした。 
 
【（２）農地法（土地の流動性について）】 
土地の流動化に関して、現状認識、論点の把握などを目的として以下の先行研究を参照した。 
 
・中川聡司・草刈仁「農地流動化と土地市場特性」（『神戸大学農業経済』、2007） 

大規模農家と小規模農家の間で生産性格差が存在したにも関わらず、農地の貸借が予想さ

れたほどには進まなかった理由を考察。転用期待、保有コストの小ささに加え、農地取引に

おける各種の取引コストの重要性を指摘。その軽減の必要性を説く。この先行研究で、日本

農業が抱える構造的問題を論文を執筆するにあたって再確認を行った。 
 

【（３）食品安全について】 

食品の安全性と安心、消費者意識の現状と信頼獲得に向けての理解のために以下の先行研究

を参照した。 
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・永田忠博「食品の信頼性：食品の安全と信頼」（『日本信頼性学会誌』<特集>身の回り

の製品の信頼性・安全性、2008） 

21 世紀に入り、食品関連の不祥事が続いた結果、食品行政がリスク分析１１１１の考え方を取り

入れたこと。フードチェーン２２２２の重要性、また消費者の信頼確保のため,リスクコミュニケ

ーション３３３３の重要性等について述べている論文。さまざまな食品の安全への方策がある中で、

トレーサビリティについての記述もあり、実際に論文を書くに当たっての食品の安全、安心

を達成するための方法論を考える上で活用した。 

 

食の安全・安心等についての消費者意識とその問題点」（『龍谷大学

経営学論集』、2005） 

 消費者の食品に対する安全、安心についてのさまざまな角度からの意識調査、そしてそれ

を踏まえての問題点を指摘している論文。消費者の安全性に対する意識を知るという意味で、

参考にした 

 

                                                   
１１１１ リスク分析とは、その悪影響の発生を防止または制御するための科学的手法で、リスクを科学的に分析する「リスク

評価」、「リスク管理」、「リスクコミュニケーション」から構成されている。（財団法人 食品産業センターHP より引

用 http://www.shokusan.or.jp/haccp/index.html）11月 2日 
２２２２ 食品の生産から消費までの一連の流れをフードチェーンという。 
３３３３ ここでは、食品を取り巻くリスクを関係主体間で共有し、意思疎通を図ることをさす。 
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第第第第4444章章章章    価格競争力価格競争力価格競争力価格競争力のののの観点観点観点観点からからからから    

第第第第1111節節節節    日本農業日本農業日本農業日本農業におけるにおけるにおけるにおける技術進歩技術進歩技術進歩技術進歩    
 
 経済学で使われる通常の生産関数を想定すると、技術進歩による生産量の増大はその生産

関数の右方（上方）シフトで表すことができる。我が国において農業分野における生産関数

がどのような特徴を持つのか、そして技術進歩の影響はどのようなものであったのかを、こ

の項で分析する。 
 
1）先行研究 
 この分野の先行研究として速水佑次郎ら（1975）がある。総産出額、総合投入額、総合

生産性（総産出額/総合投入額）などの諸指数を使った彼らの推計によると、技術進歩を表

す生産性の伸び率（年率）は 1880 年から 1970 年の 90 年間に 0.8 パーセントである。これ

を戦前、戦後で分けてみると戦前（1880～1935）は 0.8 パーセント、戦後（1945～1970）
は 1.4 パーセントであり、戦後の方が相対的に高く技術が進歩したといえる。 
 しかし、土屋（1997）は磯村（1965）の研究から、非農業部門の技術進歩率が 1919～1929
年；4.6％、1930～1939 年；1.1％、1940～1955 年；10.3％とし、非農業部門との比較で

日本農業の技術進歩が、速水・山田作成の資料から 1920～1930 年；0.7％、1930～1940
年；0.1％、1940～1955 年；0.4％と推計できるため、農業は非農業に比べ 1/5 にも及ばな

いほど低位だと述べている。 
 
2）単収増加率 
 単収の増加率への寄与は技術進歩だけではないが、過去の緑の革命などそれが大きな要因

として考えられる。そこで、例として水稲の単収の推移を概観して、現在の日本に農業技術

の状況を見ていくことにする。下図は上からそれぞれ単収の時系列推移、10 年ごとの平均

増加率１１１１を表したグラフである（データ出典：農林水産省作物統計より）。 

                                                   
１１１１ ｎを自然数としてΣ（ｎ/ｎ-1、ｎ+1/ｎ…、ｎ+9/ｎ+8）/10 を 10 年ごとの平均増加率とする。 
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図表 1 

 
（データ出典：農林水産省作物統計より 10/25） 
 
図表 2 

 
（データ出典：農林水産省作物統計より 10/25） 
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図表 3 

 
（データ出典：農林水産省作物統計より 10/25） 

図表 4 

 
（データ出典：農林水産省作物統計より 10/25） 
 
図表 2 のグラフで顕著であるが、単収に関しては年々増加率が逓減している。これは、

技術進歩による増加率が鈍化していることの現れであると推測できる。また、図表 3、4 か

ら見てとれるように、小麦や大豆などほかの農産物も同様の傾向を示している。さらに、

FAO１１１１のデータを用いて穀物単収の増加を見ると、1961～1963：1.41t/ha ⇒1971～1973：
1.93t/ha ⇒1981～1983：2.31t/ha⇒ 1991～1993：2.73t/ha ⇒2003～2005：3.24t/ha と

推移し増加率（年率）は 3.0％⇒2.0％⇒1.7％⇒1.3％と推移している。このことからも単収

の伸びは鈍化しており世界的に技術進歩の度合いも鈍化していることが推測される。以上か

ら今後農業の効率性の向上に関して技術進歩の度合いに過度に期待するのは禁物であろう。 

                                                   
１１１１ 国際連合食糧農業機関 FAO:Food and Agriculture Organization） 
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第第第第2222節節節節    土地流動化土地流動化土地流動化土地流動化効果効果効果効果のモデルのモデルのモデルのモデル分析分析分析分析    
 

技術革新が必ずしも期待できない中で農業経営の効率化を図るには、農地の流動化によっ

て、その売買・貸借を容易にし、大規模化を促進するのが有効であると考えられる。 
農地の売買・貸借が容易になり、農地面積の拡大が可能となると、耕地面積一定の下、労

働、機械の投入だけを変動させる場合よりも、効率的に生産量の増大に対応することができ

る。なぜなら各生産要素について限界生産力は逓減すると考えられるため、特定の生産要素

に偏るよりも、より多くの種類の生産要素を適切に組み合わせた方が、生産の増大に必要な

コストは小さくなるからである。逆に言えば、零細な規模のまま、機械や労働投入の調整だ

けで生産を増やそうとするのは、コストが割高で、非効率ということになる。 
 これを簡単に示したのが下記の図表 5 である。ここには農地流動化前の限界費用曲線 
MC₁ 、平均費用曲線 AC₁ と、流動化がなされた後の限界費用曲線 MC₂ 、平均費用曲線 
AC₂ が書き入れてある。農地の流動化が進み、耕作面積の調整が可能となると、農地面積

まで含めた最も効率的な生産要素の組み合わせを選択することができるようになり、農家が

生産を増やすのに必要な限界費用が低下する。その結果、限界費用曲線は傾きが緩やかにな

り、MC₁ から MC₂ に下方シフトする。すなわち、最適な経営規模を選択することが可能

となることで、生産を増やすのに必要なコストが低下する。 
長期的には生産者の参入・退出によって、生産物価格＝限界費用＝平均費用となり１１１１、各

農家は平均費用が最小となる「最適規模」で生産を行う。平均費用の最小点と限界費用曲線

の交点で表される各農家の「最適経営規模」は、X から Y に変化する。1 農家あたりの最適

生産量が増加すると同時に、大規模化によって平均コストが低下し、競争力が上昇する２２２２。 
 

図表５ 

 

                                                   
 
１１１１ 価格＝限界費用＞平均費用ならば、超過利潤が発生するため参入が起こり、供給が増えて価格は低下する。逆に価格

＝限界費用＜平均費用ならば損失が発生するため、退出が起こり、価格は上昇する。 
２２２２ この過程で農家の退出が起こっているため、農家数自体は減少している。 

AC１ MC₁  

MC２ 

費用 

生産量 

AC２ 

X 

Y 
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第第第第3333節節節節    日本農業日本農業日本農業日本農業のののの零細零細零細零細さとさとさとさと非効率性非効率性非効率性非効率性    
 
 日本の農業は経営規模が小さく、狭い土地に多くの労力をかける零細経営が主流である。

農林水産省の「農業構造動態調査」（平成 21 年）によると、経営規模が 1ha 未満の農家が

全体の 56％を占めており、3ha 未満の農家は全体の 91％に達する。農業人口 1 人あたりの

耕地面積は 1.3 ha であり、これはオーストラリアの 40 分の 1、アメリカの 23 分の 1 であ

る。イギリスやイタリアと比べても圧倒的に狭いということがわかる（図表６）。 
 

図表６ 農業人口 1 人あたり耕地面積(ha、2007 年) 

オーストラリア アメリカ フランス イギリス イタリア 日本 

51.9 30.5 12.6 6.4 3.2 1.3 
「FAOSTAT」より作成 

 
このような零細な経営は、第 2 節で見たように農産物のコストを上昇させ、価格競争力

を低下させる。図表 7 は、日本において最も主要な作物である米について、生産者価格を

諸外国と比較したものである。日本の米の価格がいかに高いかということがよくわかる。 
仮に現在日本の米輸入が完全に自由化され、国内に外国産の米が流通するようになったとし

たら、国産の米が価格の点で輸入米に対抗することは困難であろう。 
 

図表７ 米の生産者価格（1 トンあたり米ドル、2007 年） 

タイ アメリカ フランス イタリア 日本 

235.89 282 353.35 375.55 1848.17 
FAOSTAT より作成 

 

第第第第4444節節節節    大規模化大規模化大規模化大規模化効果効果効果効果のののの実証分析実証分析実証分析実証分析    
 

以上のように、零細な農業経営は非効率であり、規模の拡大を図ることで、競争力を高め

ることが重要である。大規模化によってより安く農産物を生産できるようになれば、国産農

産物への需要のシフトが起き、食料自給率は上昇すると考えられる。このことを実証するた

めに、世界 136 か国について、「穀物自給率」を従属変数、「農業人口 1 人あたり耕地面

積」を独立変数とする回帰分析を行った。「農業人口 1 人あたり耕地面積」は農家の経営

規模を表す。国によって農業形態はさまざまだが、経営規模の拡大が効率化につながるとい

う関係がある程度普遍的に成り立つならば、世界各国のデータを用いて分析しても、そのよ

うな結果を得ることができる。 
 各国の「穀物自給率」のデータについては、農林水産省の HP から推計値を取得した。「農

業人口 1 人当たり耕地面積」については、FAOSTAT１１１１から「耕地面積」、「農業人口」の

データを取得し、それを基に計算した。 
 われわれの仮説が正しければ、係数の符号は、プラスとなるはずである。経営規模が大き

いほど競争力が高まり、自給率上昇すると予想されるからである。 
OLS による推計結果は以下の図表 8 のとおりである。 
 
 
 
 

                                                   
１１１１ FAO（国際連合食糧農業機関）の統計データベースのこと。 
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図表 8 

「穀物自給率」を従属変数とする回帰分析結果 

サンプル数 136    

adjusted R² 0.279    

     

独立変数 予測 係数 ｔ P 値 

農業人口一人あたり耕地面積 ＋ 3.08 7.29 0.000 

（切片）   69.5 20.3 0.000 

 
「農業人口 1 人あたり耕地面積」については、1％水準で統計的に有意であり、係数は予測

したとおりプラスとなった。 
 以上より、経営規模が大きいほど競争力が高まり、食料自給率が向上するという関係があ

ることがわかった。 
 

この章の分析から、日本において農家の大規模化を図り、経営の効率化を図ることで競争

力を高め、自給率を向上させることができると考えられる。 
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第第第第5555章章章章    非価格競争力非価格競争力非価格競争力非価格競争力のののの観点観点観点観点からからからから    

第第第第1111節節節節    「「「「食食食食のののの安全安全安全安全」」」」にににに対対対対するするするする意識意識意識意識のののの高高高高まりまりまりまり    
 
農作物は、工業製品などと比べると製品の差別化が行われにくい財である。しかし差別化

が不可能ということはなく、高い品質を確保しブランド価値を生み出すことで、製品差別化

か試みられている。国産の農作物がたとえ価格の点で外国産に勝てないとしても、このよう

な付加価値をつけて差別化を図ることで、市場競争力を高めることは可能であると考えられ

る。消費者の「食の安全」に対する意識の高まりを考えると、安全・安心を追求することは、

その食品の市場競争力を大きく高める可能性がある。 
次に「安全・安心」を考えてみる。「安全・安心」は抽象的な言葉でその定義づけが非常

に難しい。しかし、この定義づけをしない限りどのように「安全・安心」を高めて非常競争

力を高めればいいのか、具体的な政策は出てこない。われわれは「安全」はデータに基づい

た客観的な視点、「安心」は安全であることを消費者が認める主観的視点と定義した。 

第第第第2222節節節節    「「「「安全性安全性安全性安全性」」」」のののの意識意識意識意識についてのデータについてのデータについてのデータについてのデータ    
 
 第 1 節で述べたように、消費者が「食の安全」に対して意識が高まっていることをデー

タで示す。 
1）食の安全性に対する不安度 
 

  「食分野の安全性に対する相対的な不安度の程度」 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
 

食品安全委員会HP http://www.fsc.go.jp/ 10/23 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成20年度調査

平成19年度調査

平成18年度調査

平成17年度調査

平成16年度調査

もっとも不安が大きい

比較的不安が大きい

中程度の不安

比較的不安が小さい

もっとも不安が小さい

無回答・無効回答

図表９ 
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0 20 40 60 80

1

生産段階（肥培管
理、農薬散布、収
穫人管理etc)

製造・加工段階

自然環境（水、土
壌、大気など）

流通段階

販売段階

 
 上のグラフは、食分野の安全性の相対的な不安を示したものである。中程度の不安まで合

わせると、毎年 8 割程度相対的に食品に対して不安と感じる人がいるという結果となって

いる。これにより、食品の安全性に対して消費者が高い関心を持っているということができ

るであろう。 
 
2）食品の安全性確保のために改善が必要なところ 

 
「食品の安全性を確保するために改善が必要と考える段階」 

食品安全委員会 HP http://www.fsc.go.jp/ 10/23 
 
2 つ目のグラフは、食品の安全性の確保のために改善が必要と消費者が考える段階をパー

センテージであらわしたものである。圧倒的に多いのが、生産段階と、加工段階となってい

る。特に、生産段階は、平成 20 年の調査に限らず前年度もトップで消費者の関心が最も高

い分野となっている。実際に、外国産の食品で健康被害が出ているのは主に加工段階に原因

があることが多いわけだが、消費者は生産段階の安全性をより注視しているのがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3）食品にかかわる情報についてどこまで消費者は求めているか？ 

図表 10 
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図表 11 「食品にかかわる情報について、消費者はどの程度まで知りたいか」 

0 20 40 60 80

1

すべて知っておきたい

影響の及ぶ恐れのあ
るものは知っておきた
い

重大なものだけ知りた
い

特に知りたいものはな
い

 
     農林水産省「安全・安心モニター平成 19 年度」http://www.maff.go.jp/ 10/23 
  

このグラフは、食品にかかわる情報について消費者がどの程度までの情報を望んでいるの

かを示すグラフである。「すべて知っておきたい」27,8%、「影響が及ぶ恐れのあるものは知

っておきたい」62,1%で、この 2 つを合わせただけで 89,9%となり、消費者が食品にかかわ

る情報を求めていることがわかる。 
  

2）信頼性のある情報源 
 
「食品の安全性に関する情報源の信頼度」 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               食品安全委員会 HP http://www.fsc.go.jp/ 10/23 
 
3 つ目のグラフは、食品の安全性に関する情報源の信頼度についてのグラフである。上位

3 つが国の機関、保健所等地方自治体、大学・国の研究機関と、公の機関で占められている。

これは、安全性に関する情報源は公の機関から発信されたものに対して消費者は信頼を置く

ということが現れている。                   

0 50 100

1

国の機関

保健所等、地方自
治体

大学、国の研究機
関

マスコミ

消費者団体

インターネット

食品メーカー

図表 12 
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第第第第3333節節節節    「「「「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心」」」」のののの金額金額金額金額のモデルのモデルのモデルのモデル化化化化    
 

消費者が「安全・安心」を得るために追加的に支払うことのできる金額は、食品の危険性

を健康被害の生じるリスクとして捉えることで、図表 13 を用いてモデル化することができ

る。 
 

図表 13 

 
 
食品には、健康被害の生じる可能性のある、リスクのある食品と、そのようなリスクの存

在しない安全な食品の 2 種類が存在すると仮定する１１１１。両者の違いは健康被害のリスクの有

無だけであり、その他の品質等は完全に同質的であるとする。食料から得られる便益は金銭

価値で表示できるとし、これを X とする。そして消費者がその大きさに応じて効用を感じ

るとする。消費者はリスク回避的であり、効用関数は上の図のように上に凸であるとする。 
図表 13 で食品から得られる純便益（便益―価格）は X１の大きさで表され、C 点の高さ

の効用を得る。しかしリスクのある食品では一定の確率で健康被害が生じ、損害が生じる。

このとき純便益は損害額の分だけ減少してX０となり、D点の効用を得る。そこで消費者は、

リスクのある食品の価値を、損害の発生する確率に応じて、期待効用で評価する。効用は例

えば A 点の水準となる。これは、食品消費自体から得られる効用は C 点の高さであるが、

リスクが存在することで食品による効用の大きさが A 点の高さまで減少してしまうという

ことである。このときの効用水準は、B 点と同じである。したがって消費者はリスクを取り

除き安全であるためになら、BE 間の大きさ、すなわち X₁ －X*分だけ支払う誘因があると

いうことである。このうち X’―X*がリスクを取り除くために支払ってもよい金額、X₁ －X’
が安全であるために支払ってもよい金額である。つまり安全な食品に対して合計で、X₁ －

                                                   
１１１１ 現実にはリスクが全くないような食品は存在しないが、ここでは単純化のためにそのように考える。 

X１ X０ X’ X* 

B 

A 

効用 

純便益額 

C 

D 

効用関数 

 

E 
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X’分だけの金額を支払う意思があるということになる。 
安全な食品に対して市場でどのくらい付加価値がつき、どれくらいの量が取引されるかは、

消費者の安全な食品に対する支払い意思額と農家の生産費用によって決まる。 
図表 13 における X₁ －X*の大きさは、1 人の消費者が安全な食品を得るために追加的に

支払うことのできる最大限の許容額であり、人によってその大きさは異なる。そのため縦軸

に付加価値額、横軸に安全な食品の取引量を取ると、安全な食品に対する需要は、図表 14
のような右下がりの曲線として描ける。一方、農家が安全な食品を作る場合にはそうでない

食品を作る場合よりも余計に費用がかかると考えられる。農家が利潤の最大化を図るなら、

このときの追加の限界費用が付加価値額と一致するように生産を行うはずである。限界費用

が逓増的であれば、この食品の供給は、右上がりの曲線として描ける１１１１。 
 市場は両曲線の交点において均衡し、安全な食品の取引量と付加価値額が決定される。 

図表 14 

 
 消費者の安全性に対する意識が高まり、安全な食品に対するプレミアム額が上昇すれば、

需要曲線は図表 14 のように右上にシフトする。また第 4 章で述べた効率化の過程で、安全

な食品の生産に追加的に必要な費用が減少すれば、供給曲線は右下にシフトする。 
このようにして消費者がより安全な食品を買うようになれば、多少割高であっても安全性

を追求することで、日本の農産品も外国産と互角に渡り合っていくことは可能である。 
 
 

                                                   
１１１１ 各生産者の供給曲線＝限界費用曲線が右上がりであれば、それらを集計した市場供給曲線も右上がりとなる。 

供給 

需要 

安全な食品の

取引量 

付加価値  
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図表 15 

            

    
第第第第 4444 節節節節    実際実際実際実際のののの付加価値付加価値付加価値付加価値額額額額 

    
より安全な食品に対する付加価値額は、「安全・安心」による付加価値の大きさである。

図表 16 は、有機栽培農作物の価格が、通常の農作物の価格と比較してどのくらいになるか

の実感を農林水産省が生産者に尋ねた調査結果をまとめたものである。どの農作物でも、通

常の農作物と比べて 1，2 割高いと感じている生産者が最も多く、ついで変わらないと実感

している農家が多い。すなわち「安全・安心」による付加価値は、おおよそ通常栽培の農作

物価格の 10％、あるいは 20％程度であると考えられる。 
ただ有機栽培農作物の価格が通常栽培のものと「変わらない」と認識している生産者も多

い１１１１。これは有機栽培がそもそも付加価値として正しく消費者に伝わっていない可能性を示

していると考えられる。この調査が行われたのが 12 年前であり、その時期と比べれば、「有

機 JAS マーク」２２２２の導入などにより消費者の認識は向上しているだろう。しかし食品の安

全性を付加価値としていかに消費者に正しく伝えるかということは、今後も重要な課題であ

ると考えられる。 

 

 

 
 
 

                                                   
 
１１１１ ここには「プレミアムは存在するが 10%に満たない」と認識する生産者も含まれると考えられる。 
２２２２ 農薬や化学肥料を原則使用せず、たい肥などの有機肥料によって生産された農産物や、その加工食品に付けられるマ

ークである（農林水産省）。 

供給 

需要 

安全な食品の

取引量 

付加価値 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

平均

果樹

茎葉菜類

根菜類

果菜類・施設

果菜類・露地

水稲

5割以上

3，4割

1，2割

同じ

安い

図表 16 

有機農産物の販売価格（通常栽培農産物との比較）回答割合（％） 

  5 割以上高い 
３，４割高

い 

1，２割高

い 
同じ 安い 

水稲 8 13 63 15 0 

果菜類・露地 1 6 39 44 9 

果菜類・施設 1 4 48 45 1 

根菜類 4 10 45 34 6 

茎葉菜類 3 8 45 38 5 

果樹 4 12 35 45 4 

平均 4 9 46 37 4 

農林水産省「環境保全型農業調査」1997 年 3 月による 
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第第第第6666章章章章        政策提言政策提言政策提言政策提言    

第第第第1111節節節節    土地土地土地土地のののの流動化流動化流動化流動化のののの促進促進促進促進    
 

前章までの分析の部分で見たように、土地の流動化が競争力の向上に資することは明らか

である。日本の農業は現在、土地に関して流動性が低く、その結果、非効率な生産活動が行

われている。世界的にみても農業の競争力は低い。欧米と比べて極端に狭い耕地面積、分散

錯圃、そして農地の取引コストの大きさがこの状況を生み出した大きな要因である。そこで

われわれは、この状況を改善し日本農業競争力を高めるべく、農地制度について 2 つの政

策を掲げる。 
 

第第第第1111項項項項 今回今回今回今回のののの農地法改正農地法改正農地法改正農地法改正およびおよびおよびおよびそのそのそのその効果効果効果効果とととと限界限界限界限界    

 2009 年 6 月 17 日農地法が大幅に改正された。平成 21 年 10 月公表の農林水産省資料に

よると改正の要旨は次の通りである。 
「第 1 条で農地が貴重な資源であること、耕作者主義１１１１を見直し所有から利用へと転換を図

り農地の効率的な利用を目指すことを述べた。そして農地を所有するものの責務規定を新設

し、農地有効利用の義務を課している。また、新たな担い手として目される農業法人への農

地の貸借が容易になり、農地の賃貸借の存続期間も民法規定の 20 年以内から 50 年以内へ

延長がなされた。さらに、農地の転用規制も強化され、病院や学校を設立する際に農地を転

用する場合は、以前の許可不要から協議制になった。」（農林水産省「農地制度の見直しの概

要」より） 
現行法では耕作者主義といい、「耕作する者が農地を所有する」という考えに基づき、農

地の権利移転を制限してきたため、所有権はもとより用益権（賃貸借等）によっても、企業

等が農地を大規模化し、経営を効率化することが困難であった。農地法が農業規模拡大の流

れを阻害し、我が国の農業生産性向上や国際競争力強化を事実上、困難なものにしてきた。

改正法で企業等が区域制限なく農地の用益権設定ができるようになり、賃借期間が 50 年に

延長されて農地賃貸借期間の長期化が図られた。このことは、長期事業計画に基づく農地改

良など農業経営の安定化に寄与するため、企業の参入が進む環境整備ができた。本改正で細

分化した農地が意欲のある担い手の元に集約され、耕作面積の大規模化が進むと、農業経営

が効率化し、生産性の上昇が期待できる。つまり今回の農地法改正は、われわれの目指す競

争力ある農業を生み出していくために非常に有効であったと思われる。 
以上より、今年の農地法改正は革新的なものであり、農地の集約化を十分に促進する環境

は整ったと考えられる。しかし、今回の農地法改正で農地の流動化が促進するとは思われな

い。なぜなら、農業が抱える２つの問題が依然解決されていないからである。 

                                                   
１１１１ 現行の農地法では農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めている。 
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それは、低い農地保有コストの問題と、農業分野における情報化の遅れである。保有コス

トが低いことで、零細経営の農家が農地を保有し続けることが可能になり、農地が取引の市

場に出てこなくなる。そして情報化の遅れは、農地情報を入手しづらくし、農地の買い手と

売り手、貸し手と借り手とのマッチングを困難にする。これらが農地の低利用の状況を生み

出しているのである。したがって、農地の流動化を促進し、農地を集約化していくためには

零細農家の保有コストの引き上げ、農地情報のデータベース化が必要だとわれわれは考え、

政策提言として掲げる。 
 

第第第第2222項項項項 税制税制税制税制についてについてについてについて    

 上述の土地の保有にかかるコストとしては固定資産税があげられる。固定資産税は、毎年

１月１日に、土地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資産」という）を所有してい

る人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納

める税金のことである。その税額の算出式は、以下のようになる。 
 
 
 
 
ここで重要なのが固定資産の評価額（課税標準額）である。土地の種類によってこの評価額

の算出の仕方が異なっており、税額に大きく影響するのである。固定資産税では一般的に、

評価額の目安として国税庁が公表する土地の公示価格１１１１の 7割を評価額としている。図表 17
は土地の種類によって課税標準が異なることを示している。 
          図表 17 

地目 単位当たり平均価格

（円/m2） 

一般田 100 

一般畑 31 

宅地 50,358 

（総務省, 平成 20 年度 固定資産の価格等の概要調書より 10/25） 
 表に記載されているのは単位当たりの平均価格だが、一見してわかるように農地の価格が

宅地に比べて非常に低い。これは、農地の課税標準額が宅地に比較して相対的に低く優遇さ

れている事を意味している。そのため、同じ税率を掛けても農地のほうが保有コストが低く

てすむようになるのである。 したがって、零細農家が農地を保有し続けるという現象が生

じ、大規模化、集約化を困難になっているのである。 
そこで、われわれはこの税制を改めるべきだと考える。具体的には、農業法人など大規模

農業の担い手には優遇税制を継続しつつ、零細農家などが保有する農地には宅地並み課税と

するべきことを提言する。農地保有コストを引き上げることにより、零細農家は農地を保有

しつづけることが困難になり、農地を手放すことになる。つまり土地の取引市場に農地の供

給が増えることになるのである。農地の供給が増えれば、これまで手頃な農地が無く大規模

化を図れなかった農業の担い手が、農地を集約化しやすくなる。一方農業法人には優遇税制

を継続する。これにより大規模化した農地を維持していくことができ、安定した経営に導い

ていくことが期待できる。 
 

                                                   
１１１１ 公示地価とは、法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が

一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す。 

固定資産税＝固定資産の評価額（課税標準額）×税率（1.4％） 
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第第第第3333項項項項 農地情報共有化農地情報共有化農地情報共有化農地情報共有化システムのシステムのシステムのシステムの促進促進促進促進    

農業は他産業に比較して情報化が遅れている。農業経営においては、土地がもっとも重要

なファクターであるということに異論はない。農地に関する情報、例えば、農地の面積・地

目・所有者・耕作者・賃借機関・賃借料・作付け状況・10a 当たり収量・農地の区画・農業

用排水路など・生産基盤の整備状況などの情報は、実際に現地に訪れない限り容易には入手

できない。このことが新規参入者の障壁の 1 つである。 
農林水産省は平成 19 年に公表した「農地政策の展開方向について＜農地に関する改革案

と工程表＞」で農地情報のデータベース化推進について言及している。下図は農林水産省が

示している農地情報データベースのシステム図である。 
 
出典）農林水産省 HP(http://www.maff.go.jp/) 10/25 

また、このシステムの整備のための工程表は、下図の通りである。 

図表 19 

項目 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平

成

22

年

度

～ 

○農地情

報の共有

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

出典）農林水産省 HP(http://www.maff.go.jp/) 10/25 
 

農林水産省は農地の流動化利用促進、農地の面的集約、耕作放棄地の減少を狙い、このよ

うな制度を構築している。 

農地情報図の

基盤となる地

図の整備 

農地情報図の

基盤となる地

図の整備 
 

農地関連データ

の付加 

点検・検証 

農地情報図の

基盤となる地

図の整備 
 

農地関連データ

の付加 

点検・検証 

図表 18 
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農地情報のデータベース整備は、農地取引の活性化に大いに貢献すると考えられる。農地

の貸借情報、売買情報を容易に得られるようになれば、貸し手と借り手、売り手と買い手の

マッチングが図りやすくなるからである。また農地のさまざまな情報が利用できることによ

り、土地の利用計画が立てやすくなると考えられる。 
ここで問題となるのが、このデータベースの情報を、どの範囲の人にまで開示するかとい

うことである。今後の有力な農業経営体である農業法人に農地を集約化することは有益であ

る。そこで、現在では農業関係者に開示されている農地情報を、経営規模拡大に意欲的な農

業法人など農業経営体に限って公開するべきだとわれわれは提案する。 

第第第第2222節節節節    農業法人農業法人農業法人農業法人のののの促進促進促進促進政策政策政策政策    

第第第第1111項項項項 経営主体経営主体経営主体経営主体としてのとしてのとしてのとしての農業法人農業法人農業法人農業法人    

 分析結果より、効率性を高めるには労働力や生産技術向上だけでなく、農地の流動化によ

る農地集約すなわち経営規模の拡大が有意であることが示された。農業の経営主体 1 個あ

たりの耕地面積を増加させるということだ。 
われわれは、増加する経営主体 1 個あたりの耕地面積を担う主体として農業法人を設定

する。その理由は 2 つある。まず 1 つ目としては、基幹的農業従事者数１１１１が減少の一途をた

どり、且つそのうちの半数以上に及ぶ 60.5％２２２２が 65 歳以上であるということである。知的

労働というよりも肉体労働的側面の強い農業において、サラリーマンであれば定年退職を迎

えているであろう 65 歳以上の割合がこれほど高い状態では、拡大する耕地面積を担うこと

は不可能であるといえる。2 つ目の理由は、農業法人が会社組織であるという点である。継

続企業たる「農業法人」であれば、「農家」と違って、事業継承をしていくために若い人材

を採用する。すると 1 つ目の理由で指摘した農業従事者の人口構成バランスの悪さも改善

されるに違いない。また、「農業法人」として法人格を持って農業経営するということは、

「農家」として経営するよりも金融機関からの融資が受け易くなる、すなわち資金調達力が

増す（初期投資は除く）ということを意味する。以上の 2 つの理由から、われわれは農業

法人を経営主体に設定して議論を進めていく。 
以下の節では「農業法人を促進するための政策」を提言する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
１１１１ 基幹的農業従事者とは、農業に主として従事していた世帯員（農業就業人口）のうち、調査期日前 1年間の普段の主

な状態が「仕事に従事していた者」のことをいう。 
２２２２ 農林水産省発表の平成 21年農業構造動態調査結果による。 
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新規参入または今後の経営改善に必要なこと（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60 70

参入手続きの簡素化

人材の確保（常雇用、臨時雇用）

技術的支援

希望にあった農地の提供

初期投資に必要な資金の融通

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）農林水産省「平成 21 年農業構造動態調査結果の概要」10 月 28 日 
 

第第第第2222項項項項 農業法人農業法人農業法人農業法人がががが抱抱抱抱えるえるえるえる経営課題経営課題経営課題経営課題    

第 2 項では農業法人が抱える経営課題について考察する。経営課題についてわれわれは

農業法人が「参入にあたって苦労したこと・困難だったこと」１１１１をもとに把握を試みた。そ

して、その課題を解決することこそが、農業の担い手として農業法人を促進していこうとす

るわれわれにとって不可欠であると考える。 
 農林水産省が実施したアンケートによれば、農業に参入した農業法人が「新規参入または

今後の経営改善に必要な支援」として挙げたものの第 1 位が「初期投資に必要な資金の融

通」である。そして「初期投資の使途」の内訳としては機械や肥料、施設整備などを抑え「人

件費」に割く割合が最も高くなっている。 
 

                                                   
１１１１農林水産省経営極構造改善課調べ（平成 18年 5月アンケート）より 10月 28日 

図表 20 

図表 21 
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初期投資の使途（％） 人件費

種、肥料、農薬などの生産資材
費

機械取得

施設整備

土地改良

農業技術管理のための研修費

農地、機械のリース料

その他

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ゆえに、農業法人を促進するために「農業法人に対する初期投資支援」を政策の柱に据え

ることにする。 
 
 

第第第第3333項項項項 初期投資支援初期投資支援初期投資支援初期投資支援のモデルおよのモデルおよのモデルおよのモデルおよびびびび政策政策政策政策    

 「農業法人に対する初期投資支援政策」を提言するにあたってわれわれは、愛媛銀行らが

設立した農林漁業及びその関連産業を主な対象とする国内民間初の投資ファンド「えひめガ

イヤファンド」をモデルとする。 
 この「えひめガイヤファンド」は、平成 1８年の 11 月に愛媛銀行、ひめぎん総合リース、

中小企業基盤整備機構等が出資し、地域に根ざした農林漁業及びその関連産業分野の事業体

を対象として投資を行い、その事業成長を継続的に育成・支援（ハンズオン）するファンド

である。投資ファンドの特徴を最大限に活かし、案件の初期の段階から経営基盤の安定化が

図られるまで、長期的な視野に立って業務内容を精査した上で出資し、最終的には投資先が

地域のコアとなる事業体に成長するよう、積極的な支援を行っている。農業生産法人の場合

は、農地法に基づく株式譲渡制限があるため、株式取得ではなく「社債引受」による資金援

助を行っている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表 22 
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われわれが着目したのは「社債引受」による資金援助という点である。 
農業法人が持っている資産と言えば農地と農業機械が主なものだが、これらは金融機関か

らすれば資産価値が低い。つまり、農業法人には融資の前提となる担保が十分になく、満足

のいく資金の借り入れができていないのが現状である。 
その点、農業という事業の特性と将来性を考慮し 5 年や 10 年といった中長期的なスパン

で「社債を引き受ける」という仕組みは、単年度の収支のみに追われて腰を据えて事業に取

り組めない農業法人に安心して農業に取り組める環境を提供するという点で非常に画期的

である。また、ファンドの出資者たる銀行や連携を取る TKC、大学をはじめとした農業研

究機関などが投資を成功させるために事業審査の段階から資金以外にも手厚い援助を提供

することでより早い段階での黒字化も実現可能であろう。 
したがって、「社債引受」を柱に農業法人に対して投資をする投資ファンドが全国各地に

できることを後押しする政策を提案する。そこでわれわれが考えたファンド優遇策は、「農

業法人に対する投資の対価としてファンドが回収するリターンへの減免税措置」である。農

業法人に資金が流れるように現在のお金の流れを変えるには、「農業法人に投資しよう」と

いうインセンティブを与えるかなり大きなインパクトのある政策が必要であるからだ。 
 

第第第第4444項項項項 投資投資投資投資によによによによるるるる機会費用機会費用機会費用機会費用    

 ここで問題になるのが、本来であれば農業以外の産業への投資に充てられていたであろう

資金が農業に充てられることで生じる機会費用である。 
 投資の規模やどの産業、どの分野に投資するかなど考慮に入れるべき点が多いため具体的

 
農業法人 

 

    

農業法人農業法人農業法人農業法人    
 

 

事業成長 

 

    投資投資投資投資    回収回収回収回収    

積極的積極的積極的積極的なハンズオンなハンズオンなハンズオンなハンズオン    

【【【【投資投資投資投資ファンドのファンドのファンドのファンドの概要概要概要概要】】】】    

注）えひめガイヤファンドのビジネスモデルを参考に作成 

関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化    
（ex）都道府県・市町村・政府系金融機関・ 
   大学・経済界・TKC など 
 
 

図表 23 
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な金額までは算出できないが、農業が他産業に比べて現時点で比較劣位にあることを考える

と、農業に投資して得られる直接的な収益は他産業に投資して得られる収益より小さいであ

ろう。 
 しかしながら、われわれの政策提言では、農地の流動化、集約化を図り、競争力を持たせ

る農業政策を提言している。現時点では、比較劣位であったとしても、長期的視点で見れば

他産業と比べて決して比較劣位にはならないとわれわれは考えている。 

第第第第3333節節節節    トトトトレーサビリティのレーサビリティのレーサビリティのレーサビリティの行政管理行政管理行政管理行政管理    

第第第第1111項項項項 日本日本日本日本のののの農産物農産物農産物農産物はははは実際実際実際実際にににに安全安全安全安全なのかなのかなのかなのか否否否否かかかか    

 第 5章の消費者の意識調査のデータより、「食品の安全性を確保するために改善が必要と

考える段階」は生産段階が一番多かった。実際に、昨今の食品問題は中国産の毒入りギョー

ザ事件や汚染ミルク事件など加工に関する問題が多かったが、日本の食品に「安心」を持た

せ、非価格競争力の面で優位性を持たせるのには、消費者が不安を感じているところを取り

除くのが最もよいと考えたので、生産段階の安全性について検証する。具体的には、食品安

全を確保するのに改善すべき段階は生産段階が一番多かったので、生産段階において食品安

全が最も阻害される要因とされる残留農薬について日本の農産物の安全性について検証し

てみる。現在日本の農薬については、農薬の規格、製造・販売、使用等を定める農薬取締法

がある。農薬の使用基準については食品衛生法がしっかりとカバーしている。特に、食品衛

生法についてはホジティブリスト制度が 2003 年の改正で導入され、さらに使用基準が厳格

になった。ポシティブリスト制度とは、基準が設定されていない農薬が一定以上含まれる食

品の流通を禁止する制度である。以前はネガティブ制度を採用しており、この場合だと日本

で基準が設定されていない農薬の場合はそれがいかに有害であったとしても、流通を禁止す

ることができなかった。こうしてみると、残留農薬に対してより厳格な制度になったという

ことができるだろう。さらにいえば、食品衛生法の定める残留農薬基準設定農薬数は国際基

準ともいえるコーデックス委員会１１１１で基準値が設定されている農薬数よりも多い。国際規格

に比べても日本の設定基準が厳しいものであることが分かる。 
 この法整備の運用状況に関しては、国内農産物については各都道府県が年間計画に基づい

て検査を実施している。実際検査結果としては、基準値を超えた残留農薬を含む食品は全体

の 0,01%程度２２２２にとどまっている。 
 このように、日本の農産物の残留農薬における法整備、運用状況を見てみると、非常に厳

格な法整備のもと運用がされていることが分かり、残留農薬の基準値を超えた食品のパーセ

ンテージからも日本の農産物は安全であるということが分かる。 
 

第第第第2222項項項項 食品食品食品食品のののの「「「「安心安心安心安心」」」」確保政策確保政策確保政策確保政策~~~~行政管理行政管理行政管理行政管理によるトレーによるトレーによるトレーによるトレー

サビリティのサビリティのサビリティのサビリティの徹底徹底徹底徹底~~~~    

 先に述べたように、日本の農産物の安全性は保たれているといってよいだろう。しかし、

先に示した、消費者は昨今の食品偽装問題や毒入りギョーザ事件等相次いだ食品事故のため

に、外国産の農産物よりは安全だとは思いつつも、国産品についても一抹の不安は抱いてい

                                                   
１１１１ 国際食品企画委員会。一般にコーデックス委員会といわれる。1962年に FAO（国際連合食糧農業機関）と WHO（世

界保健機関）によって設置された政府間組織。 
２２２２ 平成 16年度厚生労働省調査より 
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ると思われる。われわれは、国産農産物の「安全、安心」という付加価値が非価格競争力の

面で強みになると考えている。しかし、いくら安全性が保たれていたとしてもそれが消費者

に正しく伝わらなくては安心に結びつかず、購買意欲の向上にはつながらない。日本の農産

物は、「安全」であるわけだからいかにしてこれを消費者に伝えるかが、「安心」の獲得につ

ながるとわれわれは考える。安全であるという情報を消費者に伝える、これを言い換えると、

生産情報（生産者、生産地、農薬の使用、収穫日 etc）を消費者が知ることができる環境を

作るということだ。これを実行する手段としてわれわれが目を付けたのがトレーサビリティ

である。トレーサビリティとは、その商品について生産段階までさかのぼって履歴を調べる

ことができるシステムのことをさす。このトレーサビリティを徹底していくことが日本の農

産物の「安心」の獲得につながるとわれわれは考える。 
 ところで食品のトレーサビリティを考えるとき、生産履歴の側面と流通履歴の 2 側面か

ら見ることができる。生産履歴は、先にもあげたように生産者、生産地、農薬の使用、収穫

日等生産段階において発生する情報のことである。流通履歴とは、生産された農作物が集荷

され、卸売市場に流れ、そののち小売店に届くまでの流通の履歴のことを指す。われわれは、

消費者の安心性を求める視点が生産段階にあるという事実を鑑みて生産履歴に絞ってこれ

を消費者に伝えるための政策を打っていきたいと思う。 
 では、実際に農産物のトレーサビリティはどこまで浸透しているのか。現状を見ていきた

いと思う。農産物のトレーサビリティは、見えないところで案外進んでいる。大きな例でい

くと、JA グループの「生産履歴記帳運動」というものがある。これは、2002 年の 7 月よ

り運用が開始されていて、JA の 94％（2006 年度）で生産履歴の記帳運動に取り組んでい

る。ただ、これには各 JA により取り組み内容に大きな差があるのも事実である。生産履歴

記帳運動に取り組むJAのうち、「ほとんどすべてが実施」と答えたところは54パーセント、

「半数以上が実施」と答えたところは 13％となっており、これを合わせると半分以上の農

家が実施している JA は全体の 70％弱ということになる。１１１１しかも、記録しているといって

もその情報を消費者が確認できる体制がどこまでできているかというとあまり整っていな

いといってよいだろう。トレーサビリティにおいて先進的なのは、有機栽培を売りにした専

門の流通団体（「大地を守る会」「らでぃっしゅぼーや」２２２２等が有名）がある。ただ、このよ

うな専門の流通団体を使って農作物を買う会員数は 30 万人前後３３３３と言われており、決して

メジャーであるとは言えない。そのほかでは、大手のスーパーが力を入れている PB（プラ

イベートブランド）４４４４商品もその一つと言えると考えられる。いずれにしても、この現状を

みると、トレーサビリティは導入の努力は進んでいるものの、現在は政府のバックアップと

いうよりは業界団体の努力により進んでいると考えてよいだろう。 
 このような現状を踏まえて、以下食品の「安心」を確保するためのトレーサビリティに対

する政策提言を述べていきたいと思う。先に述べたように現在トレーサビリティに関しては

業界団体で動いているのが現状なので、われわれはトレーサビリティシステムを行政の管理

下に置き、義務化することを提案する。理由については、先にデータで示したように国民が

信頼できる情報源として公の機関があげられるためという点、一括して行政で管理するため

情報の統一が図られる、などを考えている。具体的な施策であるが、まず農林水産省の下の

独立行政法人として「トレーサビリティ管理機構」を立ち上げる。この組織は、全国の生産

者の生産履歴を集めるシステムを保持し、生産段階では生産履歴を記帳するためにかかるお

金の補助、基調のための具体的な技術的指導を行う。生産履歴をどのようにして消費者に伝

えるかだが、膨大な生産履歴を食品表示として示すのには限界がある。そこでわれわれが提

                                                   
１１１１ 山本謙二著『農産物トレーサビリティ（2）トレーサビリティの先に見えるものー農産物の未来』2006 誠文社新光

堂を参考にした。 
２２２２ どちらも、食材の宅配サービス。良質な食材を厳選して会員に配達している。 
３３３３ 注釈 1に同じ。 
４４４４ 従来のナショナルブランド（メーカー製造の商品）とは違い、小売店が独自に作った商品のことをプライベートブラ

ンドという。 
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案するのが QR コード１１１１を農産物につけ、そこから消費者が情報を入手するという方法だ。

このQRコードがトレーサビリティ管理機構の生産履歴を管理しているHPにつながるよう

になっており、そこに接続することによりその農産物の生産履歴を消費者が確認できるとい

うシステムである。このシステムにより日本の農産物が「安全である」という情報を消費者

に伝えることができるようになり、より食品の「安心」が高まり非価格競争力が増すと考え

ている。 
 最後にこれに係る予算について少し触れたいと思う。先に平成 22 年度の概算要求が出さ

れたが、その中で農林水産予算は 2 兆 4071 億円である。注目の戸別所得補償制度２２２２関連の

予算は約 5,500 億円となっている。農林水産予算の中には消費・安全対策交付金という項

目もあり、これは食の安全の確保対策でトレーサビリティの促進等も含まれており、これが

29 億円。ちなみに、世間を騒がせた BSE３３３３対策として始まった牛の個体識別システムの事

業費は 34 億円（平成 13 年度）４４４４であるから、農林水産予算全体からすればトレーサビリテ

ィ関連予算は微々たるものであることが分かる。それに農家の戸別所得補償はわれわれの政

策の方向性とは逆行するもので、われわれの政策が実行されるとすればこのような零細農家

支援関係の予算はつかなくなると考えてよい。こうしたことを踏まえて考えれば、政府とし

て農産物全体を管理する「トレーサビリティ管理機構」を作り生産履歴を一括して管理する

ことに係る予算は、決して重い負担になるとは考えにくいとみてよいだろう。 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                   
１１１１ 1994年にデンソーが開発したマトリックス型 2次元コード。白と黒の拡張子のパターンで情報を表す。 
２２２２ 民主党が提案する農業政策。主要農産物（米、麦、大豆等）を生産した農家に対し、生産費用と販売価格の差額を交

付金として農家に支払う。従来の大規模農家や集落営農に限られた農業保護政策とは逆行する形となる。 
３３３３ 牛海綿状脳症の略。日本では 2001 年に千葉県で初めて確認された。 
４４４４ 農林水産省 HP 参照（http://www.maff.go.jp/）11月 2日 
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《《《《参考文献参考文献参考文献参考文献》》》》 

・池内ひろ子・遠藤達哉他（2007）『日本の農業を成長産業へ』（明治大学齋藤雅己研究会） 

・今村知明（2009）『食品の安全とは何か－食品安全の基礎知識と食品防御－』日本生活協

同組合連合会出版部 
・梅村又次ほか（1966）『農林業』東洋経済新報社 
・荏開津典生（2008）『農業経済学 第三版』岩波書店 
・嘉田良平（1997）『世界の食品安全基準』農山漁村文化協会 
・川又新一郎（2005）『農業者への優遇：土地改良事業の特異性』（拓殖大学論文集.政治・

経済・法律研究） 

・岸野清孝（2007）『流通と物流 基礎から戦略・高度情報化まで』静岡学術出版 
・柴田明夫（2008）『飢餓国家ニッポン－食糧自給率 40％で生き残れるのか－』角川新書 
・生源寺真一ほか（1993）『農業経済学』東京大学出版会 
・食料・農業政策研究センター（2003）『食料安全性の確保』農山漁村文化協会 
・末松広行（2008）『食糧自給率の「なぜ？」－どうして低いといけないのか？－』扶桑社

新書 
・鈴木宣弘（2008）『現代の食料・農業問題～誤解から打開へ～』創森社 
・鈴木芳徳（2003）『取引市場の構造変化―中央卸売市場の場合―』（商経論叢） 
・陳 延貴・大隈満（2003）『農業生産法人の経営展開および農業への役割に関する研究-

愛知県を事例として-』（愛媛大学農学部紀要） 
・中川聡司・草刈仁（2007）『農地流動化と土地市場特性』（神戸大学農業経済） 
・中嶋康博（2004）『食品安全問題の経済分析』日本経済評論社 
・日本農業市場学会編（2008）『食料・農産物の流通と市場Ⅱ』筑波書房 

・福間洋介（1996）『青果物市場における流通経路と情報システムが果たした役割～小売業

態の変化による卸売市場の機能変還と情報システムの果たす役割

～』（マネジメント・レビュー） 
・山下一仁（2009）『農協の大罪「農政トライアングル」が招く日本の食糧不安』宝島社新

書  
・山本謙治（2006）『実践 農産物トレーサビリティ➁ トレーサビリティの先に見えるも

の－農産物流通の未来－』誠文堂新光社 
                                      
・楊東群・秋山邦裕（2003）『南九州におけるＪＡ出資農業生産法人の展開と課題』（鹿大

農学術報告第 53 号） 
 

《《《《データデータデータデータ出典出典出典出典》》》》 

・FAOSTAT (http://faostat.fao.org/) 
・農林水産省 HP  (http://www.maff.go.jp/) 
・United Nations Population Division “World Population Prospects 2008 Revision 

(http://esa.un.org/unpp/) 


