
  
  GARCH-M型モデルの適用による農地投資における可変リス

クプレミアムの検証

  誌名 農業経営研究
ISSN 03888541
著者名 松原,昌彦
発行元 全国農業構造改善協会
巻/号 52巻1号
掲載ページ p. 1-12
発行年月 2014年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1 

|| 研究論文 11 

〔農業経営研究第52巻第 1・2号，2014) 

GARCH-M型モデルの適用による農地投資における

可変リスクプレミアムの検証

松原昌彦*

I はじめに

1 不確実性と資産価格

農業は，不確実性注 1)を伴う生産活動である。

第 1に，農業は，土地を直接の生産手段とする

ため気象変動の影響を受けやすく，収量変動リス

クに直面しやすい生産上の特質を有する。第2に

1981年発足の第二次臨時行政調査会答申，いわゆ

る土光臨調を端緒に， 1993年のガット・ウルグア

イラウンド農業合意など， 1980年代以降は農産物，

とりわけ米の市場化，自 由化が大きく進展し

た(9)。このため，近年の農業経営は，価格変動

リスクにも強く左右されるようになり，不確実性

が一層増加している注2)。 このような不確実性の

存在は，農地の収益変動をもたらす結果，農地を

危険資産化注3)させているといってよい。そして，

こうした農業に付随する不確実性は，生産要素た

る農地の価格調整にも少なからぬ影響を与えてい

ると考えられるが，農地価格論でリスクプレミア

ムの存在を明示的に取り扱った研究は数少ない。

2 先行研究

主に1950年代から1970年代前半にかけて多くの

論者間で「農地価格論争」と称されるほど，戦後

の農地改革により出現した自作農体制下での農地

の現実売買価格の形成メカニズムに迫る豊富な研

* 沖縄県庁

究が行われた。しかしながら農地価格論では，佐

伯(17)が総括するように， 主として資本還元さる

べき分子となる経済的価値の大きさに問題が集中 ， 
しその経済価値を還元する際の分母となるべき

利子率については「細かい問題」に過ぎず， しか

も定期預金利率か農村借入率がよいかなと安全

資産利子率を中心と した検討に留まった。しかし

定期預金利率や農村借入率は，農地を安全資産と

仮定注4)するに等しく，不確実性を伴う農業生産

の本質が考慮されていない。その後，農地価格論

は， 1970年代半ば以降，次第に低調になり，転用

地価論や農地賃貸借論に席を譲り (11) 今日に

至っている。こうしたなか， リスクプレミアムに

関する実証分析の晴矢として，松原，山口，佐

藤(12)がある。松原らは ガット・ウルグアイラ

ウンド農業合意で，黄の政策に分類された農産物

価格安定化政策の削減に伴う価格変動リスクの増

大などが， リスクプレミアムを上昇させる可能性

を実証している。ただし松原らの研究は，リ ス

クプレミアムの存在を明示的に扱った点では斬新

ではあったものの，その内容はリスクプレミアム

水準に作用する要因の分析に主眼が置かれ，リス

クプレミアムが時間に関して不変か可変かなどの

時系列分析までは及んでいない。一方，米国の農

地市場を対象とした(時間に関する)可変リスク

プレミアムに関する草分け的な研究事例として

は， Hanson and Myers(7)がある。Myerset alは，

資産価格モデル (CapitalAsset Pricing Model) 

で問題となってきた「リスクプレミアムは時間に

関して不変で、ある」とする非現実的ともいえる仮
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定を検討-すべく， ヒストリカルな超過収益率がボ

ラテイリテイ ・クラスタリング注5)を形成してい

ることに着目して， ARCHモデルを利用して「時

間に関して可変的な リス クプレミアムが米国の農

地市場に存在するかどうか」の実証分析を行って

いる。

3 超過収益率の動向

ところで，第 l図は稲作単作経営が展開してい

る北海道，東北及び北陸における1972年から2011

年の40年間にわたる農地(水田)投資における超

過収益率の推移を示している。掲載されているい

ずれの農業地域でも 1980年から1984年あるいは

1992年から1996年にかけて超過収益率の変動が激

しい一方， 1984年から1990年にかけてのその変動

は穏やかになるなど異時点間で異なるボラテイリ

テイ・クラスタリングが観察できる。これは条件

付き分散を考慮した ARCHモデルないしは

GARCHモデルがボラテイリテイ・クラスタリン

グ現象を描写しうる可能性を示唆している。

本論では， Myers et alをモティーフに， ARCH 
モデルを一般化した GARCH型モデルを用いて，

可変リスクプレミアムの検討を行う 。また検討結

果を踏まえ，農地価格変動や農業経営に与える影

響に関する考察を行う。

(96) 
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第1図 農業地域別の農地 (水田)投資における超

過収益率の推移

注超過収益率=農地利回り 安全資産利子率

注 1)本論では，酒井(18)に準じて確率分布関数が朱

知である不確実性と確率分布関数が既知の危険

(リスク)とを区別しない。

注 2) このほか農業経営には経営費変動リスクも存

在する。なお，経営費変動リスクの定量化は，

天野(1 )なとなが行っている。

注 3)収益率が確率的に変動する資産を「危険資産J，
その収益率が一定で危険のない資産を「安全資

産jと定義する。詳しくは酒井(18)を参照。

注 4)農地を安全資産とする見解は，阪本(19)などに

見られる。また，この見解とは反対に，土屋(21)

は「農業の経済的，自然的不安定性を考慮した

資本還元利子率が適切である」と述べるなど，

農地が危険資産であることを前提とする見解も

ごく少数ながら存在する。

注 5)ボラティリティ・クラスタリングは，条件付

き分散不均一性ともよばれ，分散の変動が時期

により異なる現象をいう。

E データと分析方法

1 GARCH-Mモデルの定式化

(1) GARCH-Mモテゾレ

ボラテイリティ変動を捉える代表的なモデルに

Engel(4)によって提案された ARCHモデルを一

自主イヒした Bollerslev(2)のGARCHモデルがある。

ARCHモデルの条件付き分散注6)が，過去の誤差

の2乗のみに依存するのに対して， GARCHモデ

ルは，条件付き分散が，過去の誤差の 2乗だけで

はなく，過去の条件付き分散にも依存することに

より， (条件付き分散に関しで)自己回帰モデル

となる。Engel，Lilien and Robins( 5)は， さらに

条件付き分散を，平均方程式に明示的に導入する

GARCH-Mモデル注7)を考案した。GARCH-M
モデルでは，平均方程式がボラティリテイに直接

依存するように定式化されることから，時間に関

して可変的なリスクプレミアムの推定が可能とな

る。

次に， GARCH型モデルの構築に当たり必要な

定式化を行う 。



GARCH-M型モデルの適用による農地投資における可変リスクプレミアムの検証 3 

(2) 超過収益式の定式化

まず，超過収益率rを次のように定義する注8)。

E[Y，汁Ir-r]=E[R，II'-1] -F， (1) 

(1)式で¥超過収益率 E7は(-1期の超過収益率

を与件に形成され，その期待値は (-1期の収益

率を所与として形成される t期の期待収益率R，か
ら同期の安全資産利子率F，を差しヲIいた値に等

しくなるよう定義される。

本論で検討する期待収益率は，収益が変動する

農地投資を想定しているため，危険資産の期待収

益率となる。したがって (1)式右辺の期待収益率

E[R，IIr-r] と安全資産利子F，率との差は， リス

クプレミアムを表す。ここで. (1)式の期待値オベ

レーターをはずして.t期におけるリスクプレミ

アムを p，と表すと次式のようになる。

y，e=R，-F，=ρ'+'" (2) 

ここでめは予測不可能な誤差項を表す。

GARCH-Mモデルでは，農地投資におけるリ

スクの程度が，超過収益率の条件付き分散によっ

て計測されると仮定して パラメータ -dが統計

的に有意に正であれば，リスクプレミアムは超過

収益率の条件付き分散の増加関数となる。すなわ

ち，農家が危険回避的であれば，リスクが大きい

ほどその要求する不確実性等価としてのリスクプ

レミアムも大きくならなければならない(8J。こ

れを定式化すると，

p，=ω+δ偏，.δヰO (3) 

となる注9)。ここで ωは時間を通じて不変(定数)

のリスクプレミアムを • ð は危険回避度を • h，は
t期における超過収益率の条件付き分散(ボラ

ティリティ)を表している。

ところで¥松原らの研究によれば，農業所得へ

の依存度が高いほど，農家の要求するリスクプレ

ミアムも上昇することが示されている。そこで，

この影響をコントロールするため. (2)式に(3)式を

代入して，農業所得による家計費充足率 Cを外

生変数として加えた平均方程式(以下. I超過収

益式」という。)を，

ト ω+d仮 +φC+"， (4) 

と定式化する。

なお(4)式の誤差項めは常に非負の値をとる h，
と期待値O.分散1の過去と独立で同一な分布に

従う確率変数Z，との積として次のように表され

る。

"，=可瓦z，.z，~i.i.d (0. 1) 

(3) ボラティリティの定式化

本論では，分散方程式(以下.Iボラテイリテイ

式」という。).の定式化に当たり.EGARCH (1. 

1 ). G]R (1. 1)の二つのモデルを検討する。

まず GARCH(1. 1)モデルについて，その

条件付き分散h，は，前期の誤差項二乗値及び前例

期の条件付き分散値に依存するように次のとおり

定式化される。

h，=μ+sht-) +αE7-1 (5) 

なお(5)式が全ての tに対して非負となる十分条

件は， μ>0.s.α二三Oとなる。さらに全ての tに

対して h，<∞となるために α十戸<1が必要十分条

件となる。

ところで(5)式の GARCH(1. 1)モデルはラ

グ付き分散とラグ付き誤差項二乗値の規模の関数

として表されており，誤差項 "'-1の符号は関係な

い。このため分散の時系列変動は，誤差項 "'-1の

符号とは関係なく，前期までの超過収益率の上

昇・下落に影響されない対称性を有する。しかし，

現実の金融資産市場の取引では，負のショック

(bad news) は正のショック (goodnews) より

も将来の分散に大きな影響を与える非対称性の存

在が経験則として知られている。この非対称性を

考慮したモデルの一つがG]R-GARCHモデル注10)

である。

G]R-GARCH (1. 1)モデルについては，次

のように定式化される。

h，=μ+shr-r +α";-1+Y";-1Dん (6)

D，-=-， = P if "r-r<0 1 
1-1 l 0 otherwise ) 
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ここで， (6)式が非負となる十分条件は， μ>0，

s>O，α二:':0，α+y三0である。

(6)式に従えば，ボラティリティはめーIと0の場

合よりもめー1<0の場合に大きくなる。

したがって， G]R-GARCH (1， 1)モデルは，

y<Oであれば，予期せず超過収益率が下がった

翌期よりも，予期せず、超過収益率が上がった翌期

の方がボラティリティは大きくなるよう定式化さ

れている。

これまで見たように GARCH(1， 1)モデル

とG]R-GARCH(1， 1)モデルでは，条件付き

分散の非負性を保証するためパラメーターに符号

制約が課されていた。一方， EGARCH (1， 1) 

モデル注11)は条件付き分散を対数値にすることに

より，パラメーターに非負制約を課することなく，

次のように定式化される。

!og(九)=μ+s !og(ht-l) + yZ'_1 +αIZ'-II， 

Z'_I =8，ー/h，ーl (7) 

(7)式に従えば，ボラテイリテイは Z'-I<Oの場

合よりも Z'-I>Oの場合に大きくなる。したがっ

て， y>Oであれば，超過収益率が下落した翌期

よりも，超過収益率が上昇した翌期の方がボラ

テイリティは大きくなる注12)。

本論では，ボラティリテイの定式化を(6)式の

G]R-GARCH (1， 1)モデル， (7)式の EGARCH

( 1， 1)モデルによる場合，それぞれ， G]R-M 

モデル， EGARCH-Mモデルと呼び，さらにこれ

らのモデルを総称して GARCH型モデルと呼ぶ

こととする。

以上見たように，ボラティリティ式では，前期

の超過収益率の条件付き分散に関する情報が与え

られると今期の条件付き分散が決定される。

GARCH型モデルでは，こうした条件付き分散に

関する情報に基づき，農家が投資決定を行うこと

を前提とし，農家が危険回避的であれば， リスク

の増大が，条件付き分散の増大を通じて， リスク

プレミアムの上昇をもたらすように定式化され

る。

2 分析に当たっての仮定

GARCH型モデルの構築に必要な仮定として，

次の四つを置く。第 lに 想定される農家は稲作

単作経営を行っており，農地価格は稲作の収益性

を反映して成立しているものとする。この仮定に

現実性を持たせるため，本論で検討する農業地域

は，北海道，東北及び北陸とする。これらの地域

では冬季の積雪などのために裏作が困難であるた

め，西日本などの農業地域に比較して，水田利用

形態としての稲作単作経営が広く展開している。

第2に，農家は過去数ヵ年の収益性に基づき，期

待土地純収益の水準を決定しているものとする。

すなわち，本論で想定する農家は，静学的期待形

成を行っているものとする。第3に，農家は常に

安全資産の保有機会に直面しており，危険資産で

ある農地と安全資産聞には無裁定条件が存在する

ものとする。すなわち，農家が危険回避的であれ

ば，危険資産の期待収益率は，安全資産の期待収

益率に比べ， リスクプレミアムの分だけ高くなけ

ればならない(8)。第4に，農家は取得しようと

する農地については転売を目的とせず，安全資産

については満期まで保有するものと仮定する。す

なわち，キャピタルゲインは考慮しない。

3 データ

農地の期待収益率R，は，t一l年から (-3年に

おけるlOa当たり土地純収益の三年移動平均の t

年における農地価格に対する利回りとする。

ここで、lOa当たり土地純収益は，

10a当たり土地純収益=

粗収益 〔費用合計一家族労働費〕一資本利子

として定義する注13)。上式で，費用合計から家族

労働費を控除する理由は 機会賃金率をゼロと想

定した場合に，現実の農家の農地購入行動をより

よく説明できるとした生源寺(20)に依拠している

注14)。土地純収益を推定するために使用する諸係

数の資料は，すべて農林水産省「米生産費調査」

の調査農家平均による。

また，農地価格については，中長期の時系列

データとして全国農業会議所の「田畑売買価格等
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に関する調査結果J(以下「会議所調査」という。) 10(%) 

と日本不動産研究所の「田畑価格及び賃借料調」

(以下「不動産研究所調査」という。)がある。会

議所調査の都市計画法未指定・未線引き市町村の

農用地区域内における中田価格志不動産研究所

調査の普通品等田価格に比較すると，会議所調査

の方が高い傾向を示す。これは，会議所調査の方

が，ゾーニングが厳格に守られていない結果，転

用地価の影響や「公共目的」による農用地区域の

穴抜き転用の影響が，その農地価格水準にかなり

反映されている一方，不動産研究所調査のそれは，

転用の影響を厳しく排除しているからである[13)。

したがって，耕作目的の農地投資における リスク

プレミアムを検証するという本論の主旨を踏ま

え，農地価格データについては，不動産研究所調

査の普通品等田価格を採用する。ただし不動産

研究所調査を用いる際には. 1971年以前と 1972年

以降のデータが，厳密には接続していない点に留

意する必要がある。阪本[19)によれば. 1971年ま

での不動産研究所調査は，内々の規定により，一

定の額を超える報告は除外するなどして. I耕作

目的の田畑価格」が人為的に操作され，調査市町

村からの報告値より低く公表されてきた。しかし

このような処理法は1972年以降改められたとい

う。本論では，阪本の指摘に従い. 1972年以降，

米生産費の直近値が得られる2011年までを検討の

対象期間として設定する。これにより，各農業地

域の標本の大きさは，それぞれT=40である注15)。

安全資産利子率F，に関しては，正の安全資産

金利として国債利回りや貯金金利，負の安全資産

金利としては制度資金の金利が代表的である。第

2図は. 1972年以降の利付国債 (10年)の応募者

利回り，農協貯金金利及び負の安全資産金利とし

ての農地等取得資金 (2003年以降は経営体育成強

化資金)の貸付金利の推移を示している。

資料はそれぞれ，国債統計年報，農業協同組合

経営分析調査報告書における信用事業原価計算表

の約定利息(全国値)• 日本政策金融公庫資料で

ある。第2図に見るように. 90年代半ば以降，国

債利回りと農地等取得資金の金利水準に大きな違

いはないものの，それ以外の期間あるいは，農協

貯金金利との比較では金利水準が異なるなど，安

v>: 
農地等取得資金金利: ¥. ‘ 

2 +---~- ------~------~--- - - -~- - - - --\~句会1
農協貯金金利~ ¥f'1 

川 一

一年

第2図 安全資産利子率の推移
注 1) 2∞3年以降の農地等取得資金金利は 経営体育成強化資金

の貸付金利。

2) 2003年以降の農協貯金金利は資料廃止のため データが存 ' 

在しない。

全資産の種類や時期によって，その金利水準が異

なる。このため安全資産金利の選択に当たっては，

慎重な検討を要する。国債利回りについては， 一

般的な金融資産収益の分析では安全資産金利とし

て最も使用されている。しかしながら，農家の場

合は国債をあまり保有していない。農業経営動向

統計によれば，国債が含まれる有価証券の貯蓄計

に対する割合は.1970年で6.6%. 1980年で3.9%.

1990年で2.9%. 2000年で2.1%に過ぎない。また，

実際に農協の国債窓口販売が認められたのは1987

年からであり ，農家が身近な金融商品として国債

に接するようになってからの歴史は浅い。これら

の事実は，先述の「農家は常に安全資産の保有機

会に直面している」という仮定と整合しないため，

国債金利を安全資産金利として採用するのは現実

的ではない。また，農協貯金金利については，農

家にとっては最も身近な安全資産であるものの，

同金利は定期預金のほか普通預金の貯金金利など

一切の預金の金利データであるため，流動性の点

において農地とは相当異質である。つまり ，第2

図において国債金利と農協貯金金利の水準の格差

は流動性プレミアムに相当程度，説明を求めるこ

とができるであろう 。また，農協貯金金利につい

ては，何よりデータが2003年以降得られない問題

点がある。一方，農地等取得資金については，農
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地購入に際して農家によく利用される資金であ

る。平成5年度農地等取得資金・自作農維持資金

年報の地方農政局等別資金運用実態分析によれ

ば，自作地有償所有権移転面積に対する農地等取

得資金の利用により売買された農地面積割合は，

1984年で北海道が61.4%. 都府県が30.5%. 1988 

年で北海道が43.8%. 都府県が15.3%. 1992年で

北海道が38.9%. 都府県が14.0%となっている。

都府県での農地面積割合が低い点に課題は残るも

のの，国債金利や農協貯金金利に比較すると，安

全資産金利として用いるには最も適当と思われ

る。また農地等取得資金は，正の危険資産である

農地購入のため用いられる負の安全資産であるた

め，両資産聞には現実的にも無裁定条件が成立し

やすいと考えても差し支えない。以上により，本

論では安全資産金利として農地等取得資金金利を

使用する。

農業所得による家計費充足率 Cについては.t 

-1年から t-3年における三年移動平均の一戸当

たり家計費に対する t一l年から t-3年における

三年移動平均の一戸当たり農業所得の割合を用い

る。資料は. 1969年から1994年までの農業所得，

家計費は，ともに農林水産省「農家の形態別にみ

た農家経済J.1995年から2003年までの農業所得

は，農林水産省「農業経営部門別統計J.家計費は，

農林水産省「農業経営動向統計J.2004年から

2010年までの農業所得，家計費は， ともに農林水

産省「営農類型別経営統計」により，各農業地域

別の稲作単一経営(経営全体)の係数を用いる。

注6) ボラテイリイティ・クラスタリングを分析す

る場合. GARCH型モデルが適している。今，条

件付き分散h，を簡単な ARCH(l)モデルで表すと，

均r(s，II，-，)=h，=μ。+8，s;-， 

となる。ここで， μ。は定数項を. 8，はパラメー

ターを， E11はt一l期の誤差項の二乗を表す。

上式から明らかなように，条件付き分散h，は，
前期の誤差項Ei1を所与とした過程となる。この

ため，前期の誤差項E11が大きいほど(小さいほ

ど)今期の条件付き分散 h，は大きくなり(小さ

くなりに時間に関して可変的となる。これに対

して無条件分散は• E(s;) =μ。 +θ ，E(s~-I) から，

h，の定常性を仮定すれば，

E(s;) = E(~_ ，) = . f10 ̂ 
1-8， 

という時間に関して不変の値となり，ボラティ

リィテイ・クラスタリングの描写には不適とな

る。

株式収益率などのように投資から得られるリ

ターンが異時点間で変動する経済変数の場合，

条件付き分散は，投資リスクの大きさを表す情

報となる。

本論で考察する条件付き分散モデルは，農家

が，超過収益率の条件付き分散をリスクに関わ

る情報として重視しながら農地投資の判断を決

定することを想定している。そして農家が危険

回避的とすると農地への投資は，その期待収益

率が安全資産利子率を上回らない限り，すなわ

ちリスクプレミアムが獲得できない限り行われ

ない。

注7)GARCH型モデルについては，本論では紙数の

制限上詳しくは立ち入らないが，渡部(22)に詳し

し、。

注8)(1)式は合理的期待仮説を超過収益率に応用し

た効率的市場仮説に基づいている。

注 9)(3)式の超過収益式の右辺に条件付き分散その

ものではなく，標準偏差可瓦を用いる理由は，分

散を用いた場合. (4)式の多くの事前試算で収束

解を得られないためである。

注目)GJR-GARCHモデルは Glosten.J agannathan 

and Runkle(6)により考案され，共著者の頭文字

をとり GJRモデルと呼ばれる。

注11)EGARCHモデルは.Exponential GARCHの

略で. Nelson (15)によって提案された。ただし，

(7)式は Nelsonのオリジナルな定式とは若干異な

る。

注12)株価収益率を分析する場合. GJR-Mモデルで

は通常• y>Oを. EGARCH-Mモデルでは y<O

を想定するが，これは株価収益率がキャピタル

ゲインも含んで求められているためで，株価が

下がると株式収益率も下がるよう定式化される

からである。

注目)ここで、の10a当たり粗収益には. 98年産から実

施の稲作経営安定対策. 04年産から実施の稲作

所得基盤確保対策等の10a当たり純受取額を加算

している。

注14)定義式から分かるとおり，ここでの土地純収
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益は，土地純所得に近い概念となる。

注目)西埜及び大津留(16)は. EGARCHモデルを用

いて，標本サイズが300と100のそれぞれの場合

における，ボラテイリティ式の各パラメーター

推定量の比較・検討を行っている。結果. Iパラ

メータ-sとαに関しては，標本サイズが100程

度では絶対値にして過小のバイアスが生じやす

い」と指摘している。本論の場合，標本サイズ

が40しかないため，パラメーターβとαの推定

量が絶対値にして過小となる可能性がある。

パラメーターが絶対値にして過小となる影響

としては，パラメーターが絶対値にして過小と

なる一方で，標準誤差は標本サイズが小さくな

るにつれて，その値が大きくなる傾向があるか

ら，パラメーターの有意性が棄却されやすい点

などカ宝ある。

E 結果と考察

1 記述統計量と予備的考察

(2)式の超過収益式と既述したデータから求めた

農業地域別超過収益率の記述統計量を第 1表に示

した。

第 l表では，超過収益率の期間平均値は北海道

が約14.2%.東北が約 5%. 北陸が約3.6%となっ

ており，北海道の超過収益率が際立つて高い水準

となっている注目)。また，第 1表で注目すべきは，

分布の裾の厚さ表す尖度である。正規分布の尖度

は3となり，正規分布より裾の厚い分布の尖度は

3より大きくなるが，各農業地域の尖度は3を大

きく上回るほどの値ではない。一方，歪度と尖度

を用いて正規性の検定を行う ]aque-Bera検定量

によれば，北陸の超過収益率に関しては，有意水

準10%でも. I正規分布に従う」という帰無仮説

が棄却される。以上の記述統計量を踏まえ，

GARCH型モデルの推定に当たっては，誤差項に

は標準正規分布を仮定するが，標準誤差について

は，誤差項の分布が正規分布でない可能性も考慮

して. Bollerslev and Wooldridge(3)による疑似

最尤法の標準誤差を用いる。

2 分析結果と考察

EGARCH-Mモデルによる推定結果を農業地域

別に第2表に示した注17)。

西埜らに従えば. EGARCHモデルでは標本サ

イズが40程度の場合には，一部のパラメーター推

定量に絶対値にして過小バイアスが生ずる可能性

はあるものの. G]R-Mモデルでも整合的な推定

結果が得られること注18) また第2表の推定結果

は期待される符号条件を示すことなどから，合理

的な解釈は可能で、ある。

第2表によれば，まず各農業地域のボラティリ

テイ式の α及び戸は，概して 1%水準で有意であ

ることから，条件付き分散は，時間に関して可変

的であることが認められる。そして本論で最も問

宅医

第2表 EGARCH-Mモデルの分析結果

北海道 東北 北陸

超過収益式

0.0347申申事 0.0079* 0.0161桶*

αJ 
(0.0050) (0.0047) (0.0069) 

品
2.3582牢申申 4.6549* ** 5.7947申寧申

(0.4105) (0.6248) (0.0000) 

φ 0.1082* * * 0.0595牢本申 0.1220* * * 

(0.0087) (0.0122) (0.0249) 

ボフアイリ 7 イ式

-3.5616*場* -3.5728*木本 5.6931ホ**

μ 
(0.8720) (0.9049) (l.8973) 

-0.9127場申* 0.1922ホ*ホ 0.1150 
α 

(0.2242) (0.0546) (0.0715) 

β 
0.5214 * * * 0.6837** * 0.2737* * * 

(0.0854) (0.0845) (0.0736) 

1.1669*申* 0.4921申申申 0.4919* * * 
y 

(0.2222) (0.0932) (0.1764) 

Log likelihood 116.3791 156.3665 163.3852 

AIC -5.4690 7.4683 7.5237 

注 1) ( )は標準誤差を表す。

2)事$事は 1%有意水準，日は 5%有意水準，勺ま10%有意水

準をそれぞれ表す。

第1表 農地(水田)投資における超過収益率の記述統計量

問
一
日
一
日

]arque-Bera 

l.7314 

l.9138 

10.8064 



8 農業経営研究第52巻第 1・2号(通巻160・161合併号)

題にする超過収益式の危険回避度 6の符号は，各

農業地域において 1%水準で有意に正となってい

る。これは農家が危険回避的であると 同時に，超

過収益率のボラティリティ変動を通じてリスクプ

レミアムが変動すること，すなわち時間に関して

可変的であることを示唆している。

また. EGARCH-Mモデルで注目すべき重要な

パラメーターは，ボラテイリティ変動の非対称性

を表す yであるが，パラメータ -yの符号は，各

農業地域で有意に正となっており，ボラテイリ

ティ変動の非対象効果が存在する可能性を示す結

果となった。すなわち，ボラテイリテイは予想外

に下落した翌期に比べ，予想外に上昇した翌期の

方が増大し，リスクプレミアムが上昇する傾向が

認められる。

農業所得による家計費充足率 Cに係るパラ

メーターのについてはモデルを問わず，各農業

地域において 1%水準で有意に正であるため，家

計費充足率に応じて リスク プレミアムが変動する

ことが認められる。この結果から，高度経済成長

期以降の兼業化の深化に伴う家計費充足率の低下

は. 1)スクプレミアムの減少に作用してきたこと

がうかがえる。松原らの分析では，地域間の農業

依存度の違いとリスクプレミアムの水準には正の

相闘が確認されているが，本論の結果は，各地域

の異時点聞においても同様な関係が存在すること

を示唆している。このような関係は，超過収益率

のボラテイリティ変動リスクが，安定兼業所得に

より分散あるいは緩和されている結果と解釈でき

る。

以上の結果は，過去の超過収益率の条件付き分

散に関する情報に基づき 農家が投資決定を行っ

ていることを裏付けており，超過収益率のボラ

テイリティ変動がリスクとして認識され，その不

確実性等価としての要求するリスクプレミアムが

時間に関して可変する農家の投資行動を

EGARCH-Mモデルでt足えているものと思われる。

ところで，本論が依拠する Myerset alでは米

国の農地投資におけるリスクプレミアムの可変性

の実証に失敗している。その要因として. Myers 

et alは. I農家は農地と米国債のみに投資する」

という分析の前提条件が適当でないか，農地と

マーケット・ポートフォリオへの分散投資を前提

した場合でも，農地の超過収益率とマーケット ・

ポートフォリオの条件付き共分散がゼロであるこ

とから，そもそもシステマティックリスクが存在

しない可能性を挙げている。これに対して，本論

がリスクプレミアムの可変性の実証に成功してい

る要因としては. I負の安全資産として農地等取

得資金金利を用いて危険資産である農地を取得す

る」という前提が，現実をうまく捉えていると同

時に，米国の農家とは違い日本の農家は，農地と

マーケット ・ポートフォリオへの分散投資といっ

た高度なリスクマネジメントなどしていない結果

ともいえる。

3 農地価格下落の背景

次に， リスクプレミアムが農地価格形成にどの

ように作用してきたかについて考察を試みる。説

明力が最も高かった EGARCH-Mモデルに基づ

いて可変リスクプレミアムを次のとおり推定す

る。

t期における情報集合を Lとすると. (7)式より ，

E[hl+，IIJ =hl+111 

=μ。+s log(h) + yZI +αIZII (8) 

ここでは超過収益率の条件付き分散の予測が(8)

式に従うものと仮定し. EGARCH-Mモデルを利

用して1972年から2011年にかけてのリスクプレミ

(96) 
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第3図 農業地域別リスクプレミアムの推移
注 EGARCH-Mモデルを用いて推定。



GARCH-M型モデルの適用による農地投資における可変リスクプレミアムの検証 9 

アムを推定し，その結果を第3図に掲げた。

ところで， リスクプレミアムを，合理的期待形

成に基づく現在価値関係の式から定義すると次の

とおりとなる (14)。

した1982年から2011年にかけての推定リスクプレ

ミアムは約1.8パーセントの上昇，東北では農地

価格がピークを示した1985年から2011年にかけて

の推定リスクプレミアムは約0.4パーセントの減

少，北陸で農地価格がピークを示した1987年から

告IftJ中 Pt (9) 2011年にかけての推定リスクプレミアムは約0.4

ここで， rt， Pt， Ft， Ptは t期におけるlOa当た

り土地純収益，10a当たり農地価格，安全資産利

子率，時間に関して可変のリスクプレミアムをそ

れぞれ表す注19)。

(9)式の期待値オベレーターをはずし，Ptについ

て整理すると，

パーセントの減少となっていることから，北海道

では農地価格の下落にリスクプレミアムの上昇が

寄与していている一方，東北や北陸では農地価格

の下落をリスクプレミアムの変動では説明できな

い結果となった。ただし 東北及び北陸について

は，少し見方を変えると，今後何らかのきっかけ

によりリスクプレミアムが下落基調から上昇へ転

じた場合， さらに農地価格が急落する可能性があ

(1防る。

となる。

(10)式から，リスクプレミアムの上昇 (下落)は，

農地価格の下落(上昇)に作用することが分かる。

ここで農地(普通品等田)価格の1972年から

2011年にかけての推移を農業地域別に第4図に示

した。

第4図によれば，農地価格は北海道では1982年

を，東北では1985年を，北陸では1987年をピーク

にその後は，長期にわたり下落の一途をたととって

いる。

この期間のリスクプレミアムの動向を第3図に

そって見ると，北海道では農地価格がピークを示

。 1980 1985 1990 1995 20∞2005 2010年

第4図 農業地域別の農地(普通品等田)価格の推移

注目)松原らに従えば，地域聞の超過収益率の差異

は，農業所得への依存度の違いに求めることが

できる。

注17)G]R-Mモデルと EGARCH-Mモデルの AIC
を比較すると， EGARCH-Mモデルの方が，良

いパフ ォーマンスを示したので G]R-Mモデルの

推定結果の掲載は省略しているが，本論で問題

にするパラメータ -d及びyについて G]R-Mモ

デルと EGARCH-Mモデルの推定結果を比較し

たところ，符号と有意性に関しては整合的な結

果が得られた。

また，第2表の結果に関して，ボラテイリテイ

式に ARCH効果が残存していないかどうかを検

定する ARCHLM (Lagrang巴 Multiplier)テス

トを行った。結果，各農業地域のシリーズにつ

いて， iARCH効果は残存していない」という帰

無仮説は10%7.k準で、も棄却されず，モデルの定

式化が正しいことが確認された。

なお，本論で使用するソフトウェアーは

Eviews 7である。

注目)ただし西埜らでは G]Rモデルにおける標本サ

イズとパラメーター推定量のバイアスに関する

分析は行われておらず，標本サイズが本論程度

の場合，パラメーター推定量にバイアスが生ず

るかは不明で、ある。

注目)ただし(9)式は，左辺においてキャピタルゲイ

ンが考慮、されていない点で中村ら (14Jとの定式化

とは異なる。
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N まとめ

本論では， GARCH型モデルを用いて，北海道，

東北，北陸を対象にリスクプレミアムの可変性の

検定を行った。その結果，これらの農業地域では，

農家は危険回避的でリスクプレミアムは可変的で

ある可能性が高いこと，農家は農地投資に際して

超過収益率のボラテイリテイ変動をリスクとして

問題としていること，可変リスクプレミアムは，

ボラテイリティ変動に対して非対称性を有する可

能性が高いこと，超過収益率のボラテイリテイ・

クラスタリングを説明できるモデルとしては

EGARCH-Mモデルが最も適していることなどが

明らかとなった。

これらの分析結果から得られる示唆としては，

第 1に，資産価格モデル (CAPM) や割引現在

価値モデルで時間に関して不変と仮定されるリス

クプレミアムは，農地投資においては可変的であ

る可能性が高いことである。これは，資産価格モ

デjレや割引現在価値モデルを，そのままでは農地

価格評価には適用できないことを意味している。

第2に，農地価格の変動を検討する際のリスク

プレミアムの可変性を考慮する重要性である。農

地価格論では全くといってよいほどその存在を考

慮、されなかったリスクプレミアムだが，農地価格

の変動は，実はリスクプレミアムの可変性によっ

ても変動するため，土地純収益の動向のみならず

リスクプレミアムによっても変動しうる点に留意

すべきである。この意味において， i資本還元利

子率を細かい問題」とした扱った農地価格論は再

検討の余地があるといえる。

第3に，農地投資におけるリスクプレミアムが

可変的である以上，有償移動による農地需要もま

た，時間に関して可変である可能性がある点を指

摘したい。伊藤・天間(10)によれば，北海道稲作

地域における農地需要はリスクプレミアムの増加

関数であるとされる。つまり，リスクプレミア

ム注20)の高い時期には，農地需要が旺盛になり，

リスクプレミアムの低い時期には，農地需要が減

退する注21)。今日農地の権利移動は，賃貸借が

中心となっており，有償移動は北海道を除き，そ

のウェイトは/J、さいものとなっている。しかし，

今後特に都府県において再び、リスクプレミアムが

高まれば，有償移動による農地の権利移動が進む

可能性を示唆している。一方，農業経営の観点か

らこのような投資行動を見ると，リスクプレミア

ムの高い時期における農地投資は，高いリターン

が期待できる半面，農業経営を取り巻く不確実性

も応分に増大していると考えられるから，農地投

資に当たっては一層の危険管理が求められる。特

に，農地購入にかかる資金調達を借入金で賄う場

合，こうした不確実性は農業経営に直結する問題

となる。

第4に， リスクプレミアムの可変性は，担保価

値の変動へも影響する。例えば，負債処理のため，

リスクプレミアムの低い時期に購入した農地を，

リスクプレミアムの高い時期に売却する場合，そ

の分，担保価値が減価して負債償却が進まず，経

営再建に支障が出るケースも有りうる。特に，東

北と北陸において，今後リスクプレミアムが下落

から上昇基調に転じた場合，このような問題が顕

在化する可能性が大きい点を指摘して本論を閉じ

たい。

注20)伊藤ら (10)は「リスクプレミアム」ではなく「稲

作収益性の高さ」という表現を用いているが，

その内容は，本論で定義するリスクプレミアム

と同義である。なお，伊藤らは「稲作収益性の

高さを」を分散で基準化している。

注21) ただしリスクプレミアムが高すぎると定期

預金や国債などの安全資産への逃避が進むか，

資金の借入をためらうなどして農地投資が滞る

可能性はある。
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Testing for time-varying risk premiums reaped in farmland investment in J apan 

Masahiko MATSUBARA (Okinawa Prefectural Government) 

In farmland investment in Hokkaido， Tohoku and Hokuriku， there does appear to be some volatili 
ty-clustering in terms of excess returns， with the early 1980s， the mid 1990s， and late 1980s being 
comparatively tranquil periods. GARCH models can be applied to explain the empirical evidence of 
volatility-clustering observed over the four decades. 
This paper examines if there has been a time-varying risk premium in the returns to farmland 

(paddy fields) in the northeast parts of ]apan using the GARCH-in-Mean framework 
The results reveal that 1) rice-cultivating farmers tend to be risk averse， and 2) there has been a 

time-varying risk premium reaped in farmland in the areas over the four decades. Additionally， this 
paper finds significant time-varying volatility asymmetries in both the G]R and EGARCH models 
There are three implications based upon these results. First， the time-varying risk pr巴mlumIS 

found to be inconsistent with the traditional present value model of farmland pricing that assumes a 
constant risk premium over time. Secondly， although the presence of a risk premium in agricultural 
land has rarely been debated in farmland pricing theory in ]apan since the time of the agricultural 
land reform that began imm巴diatelyafter the Second World War， a time-varying risk premium must 
be highlighted as a part of a discount rate. Finally， the amount of total farmland transacted in ]apan's 
market has also varied over time， and/or will vary in the future because of time-variation. 
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