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1.問題提起

日本経済の国際化に伴い,農産物自由化要求は

コメにも執ように行われている。国内でもコメの

貿易自由化は無理としても,食管制度を廃止 し,

部分管理ないし,間接統制といった市場の原理導

入の主張も無視できない。

コメに対する消費者ニーズは,安全性,品質 ,

安定供給,安さ
,と

いったものである。国民の職場

労働,家事労働からの解放,生活の欧風化はコメ

の消費を減退させており,上記消費者ニーズをめ

ぐる売れるコメの要求が高まり,地域間競争は激

化 してきている。

本稿では,こ うした地域間競争における商品と

してのコメ生産に市町村 レベルでそれぞれいかな

る目標をもつべきかを明らかにすることを分析目

的とする。方法としてはもっとも消費者ニーズの

要求が生産に顕著に現われる北海道を取り上げ ,

卸 レベルからみた現行のコメの流通への不満,流

通上のコメの評価,いかなる特性を持ったコメを

それぞれの市町村が指向すべきか検討する。より

具体的には, 2.で 北海道における稲作の現況と

課題, 3.で 北海道におけるコメ流通の現状とし

て政府米,自 主流通米をターミナル制度との関連

でさらに流通上の問題を取り上げる。 4.は まず

需要サイドからのコメ評価を卸ごとに求める。そ

の方法にAHP(階 層分析法)を用いる。第 2に

北海道米の問題点,卸に対するヒアリングの結果

を明らかにする,そ して, 5.は卸の評価や米麦

改良協会による作付指標,等級指標,安定性指標

をもとに,ク ラスター分析により,商品としての

水稲の品質 と生産費による地域区分
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良質米地帯を求め,さ らに,市町村毎の相対コス

トを比較し,低 コスト地域と良質米地域をクロス

させた地域区分を行 う。

かかる研究は,単にコメにとどまらず,今後益

々激化すると考えられるわが国農産物の地域間競

争の中で,商品特性からの地域区分に 1つの方法

論的示唆を与えると同時に,地域農政展開上のフ

ァクト0フ ァィンディングに資するものである。

2.北海道 における稲作の現状 と課題

まず生産能力,経済規模,生産性 ,米質,収量

の不安定性の現状と課題を見るなら,第 1に生産

能力として,田の耕地面積は 258,100 haで ,全

国の 8.7%,都道府県中,第 1位 ,水稲作付面積

は全国―の転作を引き受けながらも, 7.1%,全

国一,そ して米収量 も7%,全国第 2位 (い ずれも

昭和60年 )である。また北海道における農業生産

額の約 1/4が米で,主産地,空知・ 上川の水稲

作付面積は,福島県や茨城県より多く,宮城県の

それに匹敵するし,地域農業の中での水稲の比率

は,宮城,秋 田,新潟,石川の諸県に相当するに

もかかわらず,日標転作率は,他より極めて大き

なものが課されている。

第 2に 経済規模としては,北海道の米の生産額

は59年で, 2,472億 円と埼玉や兵庫県,富山・石

川県などの農業粗生産額,さ らには山陰 。山陽の

飲食店年間販売額にほぼ相当する大きさで,地域

経済への影響力が著 しい。

第 3に 稲作の耕作規模は,一戸当たり平均水稲

作付面積が,都府県の 0.6 haに 対し3.l haと 5.2

倍,そ して 5 ha以上層は北海道の 73.3%に 対 し,
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都道府県はわずか 2.5%で しかない。またこの耕

作規模は拡大 しているが,その理由は借地よりも

土地購入によるものが多い。したがって離農者は

増加 しているが,都府県にくらべ,専業と一種兼

により担われている場合は30%と 北海道の生産構

造は専業中心と言えよう。

一方,単収は,都府県対北海道で,昭和40年が

405町対 389町 ,50年 産は 450降対 445町 , そ

して54年産が 466時対 470時 ,61年産で 484 町

対 487時と逆転 して相対的に高くなってきている。

それでは米のコス トはどうか。60時当たりで都府

県 19,540円 に対 し,北海道は 15,818円 と約20%

安 (昭和59年産)である。 しかも,都府県に対す

る北海道の米生産費の割合は,第 1図でみるよう

100り )
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資料 :農水省 F米生産費調査 』

第 1図 都府県に対する北海道の
米生産費率 (2次生産費/10a)

に,転作率の昇降に伴い,上下 しているが,昭和

51年の転作率22%か ら56年には45%と 2倍以上に

なっていながら, コス トは都府県より安い点が注

目される。このことは,59年産の米生産費で北海

道より73%も 高い和歌山はじめ51%高 い長崎など,

ほかに30%以上も高い二重,徳島,高知,鹿児島,

宮崎において,61年 目標転作率は,高知の32%を

除き,10%な いし20%台 と北海道にくらべ著 しく

低い状況で明らかである。

第 4に都府県から問題とされる米の品質につい

ては,生産調整の始まる前は,安定,確収に力を

入れてきたが,その後は,食味に重点をおいたも

のになり,第 1表でみるように,昭和50年代の良

食味品種の開発は極めて活発化,優良品種は 8品

にものぼっている。 しかも,こ れに加えて,その
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資料 :「 北海道立中央農業試験場」の資料にもとづき
,

北海道農務部が作成。

第 2図 北海道産米品種の理化学的食味特性

第 5に 収量の不安定性は, 3年に 1度の冷害と

よくいわれるが,変動係数では,昭和30年代が東
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第 1表 北海道における水稲優良品種
の開発状況 (う るち)

期 間

昭和10年代

昭和20年代

昭和30年 代

昭和40年 代

昭和50年代

注 :良食味品種は,キタヒカリを一応の目安として流通上の評価を勘案
して選抜 した。
資料 :北海道農務部

後,全国初の水稲紡培養品種「上育 394号」, 良

食味早生品種「空育 125号」が発表され,稲作技

術専門家筋では, ここ4～ 5年の間に,安価であ

りながら,ササニシキ級の米質のものにもって行

く可能性が高いこと,さ らに, 3～ 4年後に,昨
年まで最高の品質を誇る「ゆきひかり」級の品種

を全稲作地帯に普及 し,単品販売を増やす意気込

みを持っている。現在までの北海道産米の品種別

理化学的食味特性は第 2図にみるとおりで,かな

り改善されておリアミノグラム最高粘度は高いほ

ど,ま た,ア ミロース含有率は低いほど米質は良

いとされている。
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北 4.1%,北陸 2.8%,関東東山の 3.7%,そ し

て全国の 3.3%に対 し,北海道は 18.1%で あっ

た。それ力滋0年代は,こ れらの地域が 3.5な いし

4%と 30年代と大差ないのに対 し,北海道は17.2

%と低下,こ れが50年代になると,他の地域が逆

に東北など8.3%,全国でも5.7%に高くなる半

面,北海道は 13.6%へと下り,ま だ か なり都府

県の米生産地と差があるとはいえ,その差は著し

く縮まってきている。

要するに,かなり良食味の品種を増や してきた

が,安定性も極めて増し,コ ス トも減反率の高ま

っている割に,相対的に低 く保っているといえる。

したがって道産米に対する業者の評価も,60年

から新たに作付られた「ゆきひかり」は,日 本穀

物検定協会の食味ランキングで,初めてBラ ンク

に格付けされ,Bに も「巴まさり」,「キタヒカリ」,

「みちこがね」などが入っている。そこで道産米

に対する卸・ 小売業者の要望は,よ リー層,良質

で低廉のものということになる。

次に北海道産米の古米在庫や財政負担面の現状

はどうか。

第 1に道産米在庫は昭和55年当時,全国の古米

在庫 669万 tの実に19%, 126万 tを も占めた。

それが59年では,全国23万 tの うち 1万 tと わず

か 4%にすぎなくなった。

第 2に財政負担は,60時当たり売買逆さやで ,

3類 1等57年産で 1,047円 だったのが60年産で57

円に, 5類 1等が 1,447円から187円へと大幅に

減少 した。また自主流通米の財政負担に対 し,政

府米の財政負担 も,50年産の 1.8倍か ら59年産の

1.4倍へと,ま だあるが縮小 した。

それでは転作の現状はどうか。

第 1に 目標転作率は,都府県の実に 2.4倍 ,米

主産県の約 4倍にも達 しているし,転作面積は全

国の約 2割にも達 している。

第 2に 近年の転作内容は,計画生産がなく,粗

放的な小麦や大豆,耕作規模が小さかったり,自

然条件,労働力等に恵まれるところでは野菜の伸

びが著 しい。

第 3に転作の影響として,転作率が高まること

により,稲作機械の操業度が低下する一方,本来,

畑作物の栽培に無理な水田にまで転作が入りこん

でいる。

第 4に転作作物の収量は,既存畑作地帯の作物

にくらべ,自然,技術条件等からも,その10a当

たり収量が低い。てん菜や小豆で 4～ 5%,小麦

で約 1割 ,大豆で13%程度下回る。

第 5に転作の増大は既存の畑作に対 し,畑作の

過乗1生産, したがって畑作物価格の低下,畑作物

全体の計画生産をもたらすに至っている。中でも,

転作物の比重が,そ ばで74%,大豆48%,小豆36

%,たまねぎ35%,小麦34%に も達 し,既存の畑

作を大きく圧迫 している。

以上から稲作農家の経済概況をみると,都府県

対比 ,専業農家が多く,農業所得による家計費充

足率も高い。しかしそれでも都府県の稲作農家よ

り,安定 した兼業所得が少ないため,農家所得が

17%も 下回り,農家負債が多い (昭 和59年度)。

さいごに,「農業政策の経済効果」をマクロ計

量経済モデリレで共に検討 してきた阿部秀明氏の計測

第 2表 米生産調整割当が地域経済に与える影響

全  国 北海道

作付延べ面積

水稲生産額

農業総生産額

農業所得

農業従事者数

第 1次産業純生産額

第 2次産業純生産額

第 3次産業純生産額

道 (国)内純生産額

総合消費者物価

-000565

-10 25670

-1 13003

-0 43798

-0 00910

-0.28732

-0 09933

-0 03495

-0.07466

016867

-0 02696

-1 02244

-0 23482

-0 61056

-0 21571

-037263

0 01809

0 03598

0.01197

0 03356

注 :昭和45-58年 までの効果計測で,58年段階での他の政策変数は動か

さず生産調整面積割当分だけ10%機能させた時の理論値を最終テス

ト値から差引,最終年次の58年段階の値として表示 した金額と58年

の現実値に対する比率で示 してある。阿部秀明「北海道農業の非農

業及び道内全経済に与える影響分析― マクロ計量経済モデルによる

シミュレーション分析一」 (未定稿 )

結果によると,第 2表でみるように,水稲生産調整

の割当が地域経済に与えるマイナスの影響は,水

稲の生産額はもちろん,地域農業生産,第二次産

業,第二次産業,地域全体の各純生産消費者価格

のいずれに対 しても,全国平均より,北海道の方

が大きかったといえるようである。
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(単位 :%)
3.北海道米流通の現状

(1) 北海道の米消費

昭和44年に始まる自主流通米制度は,そ れまで,

消費のほとんどを道産米によって賄っていた北海

道の需給状況を一変 した。食味において格段に優

れる府県産米の道内への流通は,北海道を全国で

も有数の自主流通米消費地へと転換させたのであ

る。米消費の道産米・道外米比率は昭和55年度ま

で一貫 して低下 し50%を切る状況までなった,そ

の後全国的な米の需給逼迫により 5割 ラインを境

に推移 していたが,近年の過剰米の顕在化により,

再び道産米比率は低下 し,昭和61米穀年では55年

とほぼ同じ46.8%に なった。このように北海道は

日本第 2の米生産地でありながら消費のほぼ 5割

を府県からの搬入に頼っているところに大きな特

徴があるが,他方,それゆえに食管制度の変容が

与える影響を最も顕著に受ける地域でもある。

4年連続冷害による需給の逼迫は,道産米の需

要減少に一定の歯止めをかけたと言えるが,他の

要因も見逃すことはできない。第 1に ,自 主流通

米制度の下でも,欲 しい米が欲 しいだけ入っては

来ないため,各卸は購入希望量を満たすことがで

きないし,政府米は強制的に割り当て られる側面

を持つことにより,現行の制度のもとでは自主流

通米購入量にはおのずと制限が生 じると考えられ

る。第 2は品質基準の変更である。需給逼追によ

り,中米Ⅲまでしか認めてなかった 5類米の混入

を56年 2月 から中米 Iま で認め,60年 11月 からは

上米 Ⅱまで 4類米
1)の

混入を広げたことで道産米

の中米使用の枠を拡大 した。このような品質基準

の変更は標準価格米の消費減少に伴う道産米需要

の減少をある程度はカバーしたと考えられる。

(2) 米流通組織

北海道の米流通組織
2)は

,第 3表に示されるよ

うに全糧連系12社と農協系のホクレンによって構

成される。このうち食連は, 日高米穀・留萌地方

米穀・後志食糧の 3社が年間取扱糧 4,000t以下

のため,昭和59年に合併したものであるが,実際

の活動は以前と変わってはいない。全糧連系各社

各卸の間き
による。

の販売地域エリアはほぼ北海道の支庁管内と一致

するo函 館米穀は渡島・桧山,釧根食糧は釧路・

根室と2支庁管内をエリアに持ち,ま た同一管内に

複数の卸が存在するのは,後志管内の小樽米穀・

後志食糧,空知管内の南空知食糧・ 空知米穀であ

る。さらに政府米流通を規定するター ミナル制度

については,昭和61年 2月 に整理・統合され21の

ターミナルが13に なった。統合後のターミナルエ

リアもほぼ支庁管内に一致するようになり,卸の

エリアと同じようになったが,札幌を含むターミ

ナルのみは石狩,空知,留萌支庁の 3管内を範囲

に拡大されたことが特徴的である。しかし,実際

の政府米の購入市町村は旧ターミナル内とほとん

ど変化はない。このように卸の販売,政府米搬入

地域は支庁範囲とかなリー致し,明確に地域分割

されているため,卸間の競争関係がほとんど生 じ

ないが,反面,そのために地域的格差が強く現わ

れることが北海道の米流通構造の特徴として指摘

できる。卸のエリア内で米を全く生産 しないか,

あるいは生産量がわずかなのは,釧根食糧,そ う

べい,十勝米穀,ほ くべいの 4社であり,他の卸

はエリアを含むター ミナル内に生産地を持ってい

る。

販売シェアで見ると全糧連系68%,ホ クレン32

%であり,農協系の販売シェアは徐々に伸びては

いるが, シェア自体全国平均よりも際だって高い

わけではない。販売量 トップは札幌をエリア内に

持つ中央食糧で約17%を も占め,次いで旭川食糧 ,

釧根食糧の 6%台 と続き,最低はそうべいの 1.5

第 3表 流通組織の概況
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%である。言うまでもなく米の需要は人口に多く

を規定されるため,北海道の人口の不均衡がその

まま卸の販売状況に反映 していることになる。

販売に占める自主流通米 (特別自主流通米を含

む)の比率を表わす自主流通米率をみると,後志

食糧,旭川食糧,空知米穀,南空知米穀が50%以

下の低い割合であるのに対 し,釧根食糧,十勝米

穀,ほ くべい,中央食糧は比率が高い。前者はい

ずれも道内の米の主産地であり, しかも良質米産

地と言われる地域であるが,後者は米を生産 しな

い消費地もしくは大都市札幌の卸である。次に
,

卸に搬入される米のうちどの程度が当該ターミナ

ルによって賄われているかを管内搬入率によって

みると,やはり主産地である旭川,空知,南空知,

後志で高く,大消費地の中央食糧が低い。このよ

うに,全体としては自主流通米比率の高い北海道

ではあるが,主産地の卸は全国平均に近い比率と

なっている。

精米比率は全体で78%と 全国平均に比べかなり

高 く,販売量の少ない日高米穀,留萌米穀,そ う

べいは 100%精米で して卸 している。一方,旭川

食糧,空知食糧,南空知米穀,後志食糧のように

いわゆる主産地に立地 している卸は,精米比率が

小さくなっていることが分かる。精米比率が高い

ことは,小売店が零細であること,ま た店頭精米

を行う小売店が少ないことを表わすが,反面,格
上げ混米が少ないともいえる。

以上のように,卸が主要生産地域に基盤を置い

ているかどうかで卸の特徴がかなり区別されると

推測される。次いで,札幌のような大都市を含ん

でいるかどうかであるが,単に都市を有するだけで

は性格は明確にはならない。例えば,旭川,函館,

釧根はほぼ同じ人口を持つが卸の特徴はそれぞれ

異なっている。

(3) ターミナル制度の問題点

自主流通米制度発足以前,北海道に流入する府

県産米は青森,秋田,岩手産のわずかな量であっ

たが,現在ではすでにみたように50%以上をしめ

るようになっている。自主流通米が都府県に比べ

多 く需要されるようになった要因は,ま ず,一般

的に消費者の所得上昇,都市化の進展による良質

米指向があげられるが,そ れに拍車を掛けたのは

北海道産米の品質の悪さであった。消費者は域内

消費制をとる食管制度のもとでは品質の劣る道産

米を購入する以外に選択の余地は殆どなかったの

である。以上に加え,北海道米の品質格差とター

ミナル制度が影響 しているものと考え られる。戦

前より米の限界地北海道の中でも,良質と言われ

たのは,上川の旭川付近,北空知の深川付近,後

志の蘭越付近,桧山の江差付近である。逆に劣質

と言われたのは,十勝・ 網走・ 上川北部の限界地

と石狩,南空知の泥炭地である。域内流通制をと

るターミナル制度のもとでは需要を上回る生産が

ある地域では,如何に良質米があっても他のター

ミナルから米の搬入はできない。しかも,タ ーミ

ナル間の流通はLP計算により輸送費が最も安く

なるように決定されるため,消費ター ミナルは近

隣生産地から多く搬入されることになる。よって

搬入される政府米の品質が良くない卸ほど,標準

価格米の食味が悪くなるために,必然的に自主流

通米の比率を高める結果となる。釧根食糧は十勝,

上川南部,そ うべいは上川北部,ほ くべいは網走,

中央食糧は石狩の米をそれぞれ配給されるため政

府米の品質は著 しく落ちる。他方,旭川食糧,空

知食糧,後志食糧は良質の政府米を多く扱える。

品質を考慮 しない硬直的なターミナル制度は道内

における道産米売却の不振と自主流通米の流通増

大を招いた。消費ター ミナルに位置する卸は良質

の政府米ならば購入したいのであるが,それが制

度上購入できないのであるから,不満は大きい。

価格の安い 5類米は良品質ならばそれなりの評価

を受けているのである。

4.流通の米評価

米流通の特異性は,流通経路が整然と規制され

ていることにある。消費者は縁故米,贈答米を生

産者から直接購入することができるようになった

とはいえ,需要サイ ドの中心は卸にあると言って

よい。特に複数卸制が実施されるようになっても,

北海道のように,明確に地域分割がされ, しかも
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精米比率が高い卸は米消費の変化に敏感に反応し  便であることで,以下,そ の理論について簡単に

ようとする。現今の米過剰の もとでは,統制の  述べる4)。

程度が弱まれば,弱まるほど,生産サイドよりも   AHPに 用いるデータは,評価基準項目間の一

需要サイ ドの力が益々強 くなることは言うまでも  対比較である。一対比較は「項目 iは 項目 jに 比

ないが,その際,需要の中心たる卸が銘柄の選別, べどれぐらい重要か」を答えるもので, これによ

産地の選別を行うようになると考えられる。    り属性を無視できるし,評価基準相互の複雑さを

北海道の米生産者は府県に比べ政府米生産の割  回避 ことができる。いま評価基準項目が n個 ある

合が高 く,ま た,良質米生産の困難さのために,  として,項目 iと 項目 jと の一対比較値を aijと

需要を考慮 した対応が遅かった。昭和55年の特別  し,a ijを 要素とするn次正方行列を Aと する

自主流通米制度
3)の

発足は,よ うやく消費を意識   (但 し,aij=1,aii=1/aij)。 ここで,n個
した変化であったが,ま だ,生産者の対応は府県  の評価基準のウエイ トをベク トルで

に比べ商品を売るということに徹 していないとの     wT=(Wl,W2,・ ・・ Wn)    (1)
意見は根強い。本節では,道産米に対 し道内卸が  とすると,一対比較値は

どのような評価を行っているのかを検討する。       aij=wi/wj          (2)
ところで,卸がどのような基準でもって,産地  を満た しているはずである。Aの要素をこれで置

を評価 しているかについてはこれまで明確にされ  き換え,wを右か ら掛けると,

ていない。品質 (食 味)を重視することは知 られ     Aw=nwあ るいは (A― nI)w=0(3)
ていてもそれだけが評価の総てではないであろう。 が得 られる。(3)は nが Aの最大固有値で あって

,

例えば,良食味でも必要量がコンスタントに確保  ウエイ トベクトルはそれに対応する固有ベクトル

されないと,一定の需要に応えなければならない  :こなることを表わしている (但 し,Σ wi=1と な

卸としてはその産地の評価は低 くなると予想され  るように基準化する必要がある)。 このように
,

る。つまり,卸は意識するにせよしないにせよ,  評価基準のウエイトは,評価基準相互間の n(n
いくつかの評価基準を持ち, しかも,それぞれの  -1)/2個 の一対比較を行い固有 ベクトルを産

基準にあるウエイトを持つことによって評価を行  出することで,簡単に求めることができる。しか

っていると考えられる。このような評価の仕方は,  し,一対比較値 aijが必ずしもwi/wiを完全に

多くの意思決定の判断と全く同じである。     満た しているとは限らない。むしろ満たしていな

(1) 米の評価基準              いと考える方が妥当であろう。その場合一対比較

ある意志決定において,い くつかの評価基準に対  値に推移率が成立 していないことになり,最大固

しどのようなウエイトを持 っているのかを明確に  有値を スθとして
,

することは難かしい。それは,評価基準の属性が     えθ ≧ n

違っていたり, ウエイト自体を明確に意識 してい  という性質がある。算出したウエイトが妥当であ

ないからである。ここでは,最近 ORに導入され,  るかどうかは,一対比較が推移率を満たすかどうか

いくつかの適用が見られる,階 層分析法 (Ana‐  1こ よる。整合性を表わす指標としてこの性質を用

lytic Hierarchy Process以 下,AHPと 呼ぶ)を  いて整合度C.Iを
用いて評価基準のウエイトを求める。AHPは 意    C.I=(λ θ一n)/(n-1)
思決定問題において,代替案を評価するために開  と表わすことができる。一般に C.Iの値は 0.1

発された手法であるが, ここでは,代替案評価は  以下ならば整合性があると見なされる。

行わず,評価基準のウエイ トを求めるのに用いる。  米産地の評価基準として,ま ず北海道の卸の連

AHPの 特長は,①評価基準の属性を考慮 しなく  合会である北糧連において ヒア リングを行い, 1.

てよい,② ウエイトを定量化できる,③方法が簡  品質, 2.等級, 3.安定性 ,4.見づ ら, 5.歩留りの
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5基準を選択 した。品質は食味 (味 ,粘 り,硬 さ,

香り,炊飯上の外観を総合したもの)の ことで ,

外見上の等級,見づらとは区分される。また,安

定性とは品質,等級,量を含む総合的安定性と解

釈する。 5つの評価基準に関し,そ れぞれの一対

比較値を道内卸業者13社に対し回答を求めた。一

対比較値相互に整合性があるかどうかを C.Iに
よって判断し,整合性が無い場合には,再度―対

比較を試み C,Iが 0.1以下になるようにした。

第 4表  評価基準のウエイ ト

(単位 :%)

AHPに より算出した評価ウエイトを第 4表 に

示す。予想された通り,品質が最もウエイトが高

く,平均でほぼ 3割程度を占め,40%以 上のウエ

イトを持つ卸も6社にのぼる。 しかしながら,総

ての卸が品質を最重要とは考えてなく, 5社は品

質よりも安定性あるいは歩留 りを重要視 しており,

平均的に見ても安定性と歩留 りが約20%と 品質に

次てで重要視されている。卸は数種類ものブレンド

米や単品を年間通して一定の品質でもって販売 し

なければならないため,銘柄もさることながら,

安定 した品質,量を確保する必要があるためであ

る。また,道内のように精米比率の高い卸では歩

留りもかなり重視され,歩留りは卸の生命線との意

見もある。これらに比べ,生産者が重点をおく等

級はウエイトが低い。これは,必ずしも等級の良

い米が品質が良いとは限らないこと,ま た,同 じ

1等米でも地域により作柄により格差があり,内

容が一定 していないことへの不満を示 している。

(2) 道産米の評価

以上の評価基準によって,道産米を評価すると

かなり厳 しい評価となる。まず,品質に関しては,

良質米と北海道で呼ばれる品種はそれまで北海道

において作付された品種と比べて良質という意味

であって,府県の意味での良食味品種では無いこ

とに注意 しなければならない。良質米のエースと

して登場したキタヒカリは全卸において評判が下

がった。その理由は,本来中生品種であるのに早

生"晩生地帯に広がり全体として品質が下がった

こと。また,昭和59年に 4類に格上げになったが
,

4類の品質として充分でなかったことである。前

者は適地適作の原則が守られなかったこと,後者

は価格に品質が伴わなかったことによる。これは
,

生産者が多収を指向したことによって,品質を維

持確保する努力を怠ったためだといわれている。

価格と品質評価で言えば,道内の自主流通米であ

り,唯一の 2類 , 3類米である,巴まさり,ユ ー

カラの評価も卸業者には良 くない。 2類 , 3類 な

らば府県産の方が優れているといい,自主流通米

でも最下位の価格となっている。 もっとも,両品

種とも生産量は少なく,キ タヒカリ単品販売の混

米用に使われる程度である。昭和60年に,登場 し

たゆきひかりはキタヒカリよりも食味が良く, し

かも5類であるところから卸にも今のところ好評

を博している。昭和62年度作付面積では一躍 トッ

プとなったが,不適地まで作付が広がるとキタヒ

カリの二の舞になる可能性が憂慮されている。

安定性に関しては,北海道の気候特性上最大の

ウイークポイントである。単収,作況指数の変動

係数で見れば近年格差は小さくなったとはいえ ,

府県対比まだ変動は大きい。冷害年には 1等米比

率,品質ともかなり落ちることが認められる。

歩留りに関しては,見づら,等級と関連する。

見づらが悪い米,下位等級の米はどうしても歩留

りが良 くない。道産米は一般には見づらが良くな

く,歩留りを下げても白度が上がらないことが欠

点だとされる。また,等級についても 1等米比率

は府県に比べ著 しく低い (昭 和60年産で北海道30

%,全 国71%)こ とから歩留りも良 くない。

このように評価すると,道産米の評価はかなり

改善されたがまだ府県に比べ低いと言わさるを得

ない。さらに,キ タヒカリのばあい食味の点で上

級米の混米に充分ではないこと,卸にとって,政
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府米は自主流通米に比ベマージンが低いことを付

け加えるならば,道産米を扱うメリットは少なく

なってしまう。それでは,どの様に対処すべきか
,

地域差の大きい北海道では,良質米品種の適地適

作に心がける他はない, しかも,できるだけ価格

は抑えることが肝要である。幸いにしてゆきひか

りの食味,見づらの評判はよく,続 く空育 125号

の評価 も高い。米過剰時代において, しかも自由

化傾向が強まる中では,良質の米を低廉に供給す

るしか,府県との競争には勝つことはできないと

考えられる。

以上を,米需要曲線を描いた第 3図 によって確

Dl

D4

U:｀ D`l

D5
P4

P5

D4

Qc 数 量

第 3図  道産米の需要曲線

認しよう。仮定として,主食米のみで輸入は考えな

い。品質が価格に反映されるとすれば米の需要曲線

は品質ランクに応じ,図のように上から下にラン

ク順に位置していると考えられる。簡単化のため

に上位 ランク (コ シ,サ サ),中位ランク (3,4

類米),下位ランク (道 産米)に分ける。.需 要曲

線は 2カ 所で屈折 している。それぞれの品質に見

合った価格の範囲内では需要にそれほど変化はな

いが下限価格以下になると,需要が急激に増える

ことを示 している。但 し,劣質米になるほど価格

が少々下がった程度では需要の伸びは期待できな
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いため傾きは急である。一方,コ シ 0ササ級にな

ると価格はそこまで下が らないと考えられる。価

格が上限を超え上昇 した場合は,逆に,下位ラン

ク米ほど価格弾力性が大きく,需要が急減するこ

とを示している。現在の 5類価格をP5で表わす。

道産米の妥当な価格水準より高目なのは,卸が品

質に比べやや高いと判断しているためである。道

産米供給曲線を S5と するとQA QBの供給超過

となる。キタヒカリ4類格上げの不満は,価格は

P4と なったが,需 要曲線の上方 シフ トを殆ど伴

なわなかったため需要が Qcま で減って しまった

ことによる。ところで,道産米の現状では,価格

を低下させても需要の増加は余り望めない。需要

を喚起させるためには,品種の改良により需要曲

線を 4類米並にD4D4に シフトさせ,し かも コ

ス トを低く抑えることにより価格を Psの まま据

え置くことで,需要 QDに増大させるより他はな

いことが確認できる。

5.北海道稲作の地域区分

北海道では地域的な米の品質格差が大きいにも

拘 らず,売 り渡 し価格が一本であるため,良質米

地域とそうでない地域の区分を明確にし,品質格

差に応 じた価格設定を望む声は大きい。また,食

管制度の弾力化,自 由化傾向が強まることは,需

要サイ ドから生産地の選別 ,線引きが行われるこ

とを意味する。これ らを踏まえ,ま ず,北海道の

良質米地域を区分することを試み,次に,価格と

の関連から市町村ごとの生産費を推定 し併せて地

域区分を行う。分析単位はデータの関係上市町村

レベルとする。

(1) 地域区分 1

良質米地域を区分するために前章の評価基準を

考慮 し,卸評価指標,作付指標,等級指標,安定

性指標の 4指標を作成 した。

自主流通米がほとんど無い北海道では,市町村

単位で米の品質を客観的に評価することはかなり

の困難性を伴う。米の品質評価に関しては,立場

上,当該市町村の米を扱っている卸が最も詳 しい

と考えられる。そこで各卸に対し米を搬入してい

（
ヽ
）

D

QQ Q
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る市町村につき評価を 5段階で回答してもらった。

しか し,特別自主流通米がターミナルを越えて出

回っているとはいえ,各卸は全市町村の評価をす

ることができないために,卸ごとの評価基準は一

貫性に欠けることになる。なるべ く客観性を保つ

ためにデータに加工をほどこした。深川市を最高

点 5と してこれから0.5ポ イント刻みで点数を付

け,同一市町村で複数の卸の評価が異なっている

場合には平均点とした。深川を基準に空知支庁管

内をまず評価 し,次に,空知を基準に他の市町村

の得点を与えた。全評点を与えた後,再度整合性

を持つように調整 し,卸評価指標とした。

作付指標は適地を表わす指標である。「水稲地

帯別栽培指標」(北 海道米麦改良協会 ,昭和 62年 )

の市町村別,品種別作付目標データを用い,優良

品種の作付目標割合を加重平均した値とした。品

種作付は
(く

ゆきひかり ",“ キタヒカリ+空育 125",

tt上
育 393+上育 394''の 3分類として5),ゅ きひ

かり作付比率が高い所ほど適地と考え 6:3:1の

ウエイトを付けた。ウエイト付けにはAHPを 用

いたが,恣意性を避けるために一対比較値を動か

し安定 したウエイトを決定 した。

等級指標及び安定性指標は合成変数を用いると

し,主成分分析による得点とした。第 5表に選択

した変数と主成分分析の結果を示す。

以上の指標を変数として,ウ オード手法のクラ

スター分析を行 った。分析 結果を もとに卸・ 作

付指標を中心に第 6表のような地域区分をした。

A地域は道内の最良質米市町村でこれからも品質

的に十分生産を担っていける地域であり,B地域

第 5表 主成分分析結果

a)等 級指標因子負荷量 b)安 定性指標因子負荷量

第 6表 北海道良質米地域区分

地域区分 安定性指数

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

0 838

0 496

0417

0 064

-1 362

1等米出荷率      09491
1等米出荷率変動係数  -08356
1等米出荷率冷害年平均 08958

単収変動係数     -09714
単収冷害年平均     09491
作況指数変動係数   -09718
作況指数冷害年平均   09746
1等米出荷率変動係数 -07631
1等米出荷率冷害年平均 06113

変   数   第 1主成分    変   数   第 1主成分

注 :各指標値は基準化値の平均。

はA程ではないにしろ,それに次ぐ地域で,併せ

て41市町村が良質米産地と考えることができる。

地域的には上川中央部,空知北部,後志中央部が

多い。一方,E地域は全ての指標に関 して劣り,

今後,飯米用うるち米生産には厳しい状況の市町

村であり,地域的には十勝,網走,上川北部の限

界地である。D地域は全体としては評価が低い市

町村で,胆振地区に多い。C地域は中間地域と解

することができ,形態も3つ に分けれる。平均的

な中間市町村。晩生地帯のため良質米生産はあま

りできないが,安定性,等級の良い道南の市町村。

作付指標は高いが,泥炭地のため卸評価が低い道

央の市町村である。

(2) 地域区分 2

良質米地帯が区分されたとして,次に,どのよ

うな価格が設定されるかであるが,政府米価格が

基準となろう。政府米の逆ざや解消, 1,2類の

自主流通米への移行を考慮に入れるならば, 5類

価格の上昇は期待できない。さらに,特別自主流

通米の拡大は自主流通米としての確立を目指すも

のなので,品質に応 じた価格格差が要求される上

に, とも補償の増大は産地間の価格引き下げの格

差を伴 うであろう。61年産4類 1等の価格は,買入

れ 18,215円 ,売り渡し18,505円 , 5類 1等は同 じ

く17,905円 , 17,685円 であるが, とも補償300円

が実質的には引かれている。価格がどの程度にな

るかを予測することは難 しいが,卸の価格評価と

自由米価格が参考になると思われる。道産米価格

評価のヒアリング結果,最も多かったのは,最良

質米 17,700円 ,道産米一般 15,000円であっナも こ

の価格は 1類, 5類 の価格差より大きく,自主流

通米価格では庄内ササニシキ,むつほなみ程度の

寄 与 率 0 8004

寄 与 率    07825

注 :変数の期間は昭和50-59年 ,冷害年は昭和51,55,56,58年
資料 :北海道米麦協会。

市町村数 卸評価指数 作付指数 等級指数

■

ｍ

”

口

”

1.722

0 663

0 184

-0 383

- 1 235

1.046

0 820

0 445

-0 223

-1 244

0 910

0 629

0 240

-0 236

-0.991



価格差であることから,かなりの品質格差がある

とみている。また,自 由米市場の北海道米価格

(政府米)は 7, 8,9月 16,800円 , 10月 15,700

円となっていることから
。),良

質米で現行水準 ,

非良質米で厳 しい見方をすれば2,000円 程度ダウ

ンの価格差がつくと予想されよう。

良質米地域あるいは比較的質の低い生産地がコ

ス ト条件を満たすことができるかどうかを吟味す

ることは難 しい。ここでは,データの関係上コス

トの絶対水準ではなく相対水準について検討 し,

地域ごとにどの程度の市町村が比較的安価に生産

を行っているかを市町村単位の生産費を推定する

ことによって明らかにする。推定の手順は,ま ず

推定モデルを

inAC=α O+α l(ln T)+α 2(ln T)   (4)

但 し,AC;生 産費/60 kg

T:単 収 (kg/10a),

S;稲 作付面積 (a/戸 )

とし,生産費は単収と規模によって決定されると

した。他にも生産組織,基盤整備,土壌条件等の

要因が考えられるがデータの制約上除外 した。(4)

を生産費個表データを用いてOLSに より推定し,

次に,推定 したパ ラメータを使って(4)に各市町村

ごとの平均単収,稲作付面積を代入することによ

って市町村別平均生産費を求めた。

データは(4)式 推定には昭和60年北農中央会米生

費個表,市町村別生産費推定には,Sに昭和60年

センサス「稲を作った農家 1戸当り田面積」 (農

水省),Tに 昭和60年度「作物統計」 (農水省)の

反収を用いた。ACを第 1次生産費として7),(4)

式推定の結果は
,

ln AC=8.979-0.752(lnT)-0.120 CnS)

(25.970) (-8.668) (-4.425)

R2=0.379      (5)

但 し,カ ッコ内は t値,R2は 自由度修正済み決

定係数

パ ラメータは符号条件を満たし, 1%水準で有

意である。パ ラメータは弾力性であるので10%の

単収増加は 7.5%の 生産費を低下させ,10%の 規

模拡大は 1.2%の低下をもたらす。(5)式 により各

注 :1次 生産費の区分は 25%区 分である。

あり減反も少ないためコス トも低い傾向にあると

いえ,E地域はコス ト面からもかなり厳 しい選択

をせまられそうである。中間形態であったC地域

はコス ト的には半々に分かれ,比較的規模の大き

い空知,留萌,石狩の市町村がより低コス トで生

産を行っている。

最後に,以上を簡単にまとめ,各地域の展望を

述べよう。ただし,再度繰り返すがあくまで市町

村 レベルでの展望である。上川中部,空知北部 ,

後志中部,桧山北部の良質米地帯はこれからも道

産米生産の中心であって,良質,低価格による府

県に対し競争力のある地域である。一方,十勝 ,

網走,上川北・南部の限界地及び胆振の一部は品

質上飯米用うるち米生産は極めて厳 しい状況にあ

るといわなければならない。これらの地域は既に

過大な転作を強いられており,一部モチ団地への

転換も考えられている。良質米地域以外の上川 ,

空知,後志と留萌地域は品質は維持 しながら,よ

り低価格による販売を考えるべきである。道南地

域は小規模のため安価な生産には限度があるが
,

気候条件はよいため,晩生の優良品種の開発如何

によっては府県の 4類に対抗できると考えられる。

6.む  す び

本稿は,農産物貿易自由化に否応なく巻き込ま

れ,重大な局面に立たされる日本農業について
,

コメ流通上の品質,生産費といった重要な要素

を取り上げ,今後の地域農政展開上, 1つ の分析
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市町村の生産費を推定 した。さらに生産費を 4区

分し,良質米地帯区分を組み合わせると第 7表の

ようになる。やはり,良質米地域ほど米主産地で

第 7表 地域別 。生産費別市町村数

合 計

地域区分Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

1次 生 産 費 区 分

A D

1

5

10

5

11
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方法を呈示すると共に,今後,自 由化論議の高ま

るコメ流通上,重要な地域戦略に若干の知見を得

ようとしたものである。

まず,分析方法上の成果としては,農産物の品

質を地域区分する際,特に本稿では市町村単位で,

その特性を検討 し,区分する方法を呈示 した。そ

れは,特に従来,研究の乏 しい流通面からの評価

を ヒヤ リングし,そ れらの細分された評価基準に

ORで利用されるAHPの 方法を適用 したことで

ある。

AHPは 本来,ア メリカから日本へ 1985年に
,

その方法が紹介されたものであり,昨86年 ぐらい

からOR面で応用されるようになった分析のツー

ルである。しかし農業経済の面ではあまりまだ利

用されていない方法である。この方法は元来,代

替案評価のための評価基準のウエイトを付ける方

法であるが,こ こでは,コ メの食味,等級,安定

性,見づら,歩留りといった 5つの評価基準のウ

エイ ト付けに応用したということである。

こうした品質基準のほか等級とか安定性といっ

た指標は主成分分析で検討 した。そのあと指標を

変数に,ク ラスター分析を行ったということであ

る。 このようにして,地域の各指標によるそれぞ

れの相対的ランクが示される。それにより 1つの

農産物のたとえば品質別の地域区分がなされると

いうことである。

次は,コ メの地域戦略へのファクト・ ファイン

ディングについてである。第 1は ,現行食管制度

のもと,輸送費をLPによって最小にするコメ流

通制度は,近傍に良質の政府米がない地域の場合,

自主流通米への需要が多くなるということである。

したがってその地:なには政府米の在庫が増加する

ことになる。

第 2の知見は,新品種が急速に普及させられる

ばあい,同一銘柄であっても,品質に地域差が出

て,却 ってその銘柄をスポイルしかねないことに

なる。要するに同一銘柄であっても地域差が出て
,

それを価格格差に反映させなければ,需要は減退

するということである。

第 3の知見は,生産者の重視する等級を卸売業

者は重視せず,彼 らは歩溜 りだという。 しかし
,

この両者は大きな相関をもつという。すなわち上

位等級米は概 して歩留りも良ぃとぃぅことである。

第 4に は,良質米地域すなわち減反の少ない地

域が,かなリコストも安い地域だという。新 しい

品種で普及させようとするばあい,受取価格を早

くあげようとして格上げすることは良 くない。 し

ばらくは「安 くて良質」のメリットを消費者なり

業者に与えるべきだということである。

最後には,コ ストダウンに当たり,耕作規模拡

大か,単収増かということであるが,本研究のよ

うに比較的規模の大きい専業地帯などで,10%の

単収を上げるのと約60%の耕作規模拡大とが同じ

コス トダウンをもたらすということである。それ

は単収の上る可能性のあるたとえば気象条件の良

い地域では,単収増の戦略によるコス トタウンが,

逆に気象条件の相対的に良 くない地域 とか地価の

安い地域では規模拡大によるコス トダウンが相対

的に重要だということである。

以上を通 じて,今後の米作は国内流通自由化を

考えていかなければならないが,商培養などの技

術を利用するにしても,良質であれば概 してコス

トも安いから,やはり良質米の生産こそが重要な

展望だということになろう。

注

1) 昭和59年 8月 「キタヒカリ」は産地限定で 4

類格上げになった。

2) 昭和55年以前の北海道の米流通については ,

佐伯尚美『特別自主流通米一現状と展望―』 (農

政調査委員会,昭和56年)17～ 33頁。

3) 特別自主流通米制度については,佐伯尚美

『同上書』34～80頁 ,同『食管制度一変質と再編

―』(東京大学出版会,昭和62年 )198～ 202頁を

参照。

4) AHPに ついて詳しくは,真鍋龍太郎「階層

化意思決定法」『オペレーションズ 。リサーチ』

31巻 ,第 8号 (1986年),4～ 8頁 ,刀根薫『ゲ

ーム感覚意思決定法』 (日 科連出版,昭和61年 )

を参照のこと。



5) 「ゆきひかり」を最優良品種としたが,「ユ

ーカラ」「巴まさり」は卸の評価が低いために除

外した。

6) 5類米の自由米価格は常に政府価格を下回っ

ていることより,政府価格が上限になる可能性が

高い。佐伯尚美『米流通システムー流通としての

食管制度―』(東京大学出版会,昭和61年 )

230-252頁 。

7) 農水省生産費データに合わせるため,次の処

理を行った。①「租税公課」を コス トに含めな
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い。②農村雇用労賃は昭和60年度農水省『米生産

費調査』の北海道平均データから,農村雇用労賃

=家族労働費/(男子家族労働時間十女子家族労

働時間×0.8)で求めた。1次生産費としたのは
,

地代を農水省生産費のように類地小作料によって

評価できないためである。
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昭和62年 11月 30日

昭和62年 12月 2日 )
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