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農家の貯蓄行動の特質

一-r農家経済調査jデータによる分析一一

谷 イ有 古車場

要約:農家俊子苦における大きな特徴は，家計と経営が米分離な場合が多いという点である。そのことは，

幾家の貯蓄行動にも影響を与える O 本稿は，農家世帯における様々な貯蓄行動の特徴について，従来

の既存研究が指摘してきた論点がその後も継続されているかどうかについて，検証を行ったものであ

る。特徴の第 1として，農業依存度の高い農家は差是業経営の資金議備が必要となるため，そうでない

農家世帯もしくは勤労者殴殺に比べて貯蓄率が高くなると考えられる O さらに同じ農業依存度であっ

ても，施設等に要する費用や日々の運転資金が必要となる密主主農家役帯においては，耕穏Jk!k家世帯に

比べて貯蓄率がおいことが予想される。第2に，農家は一般的に農地を保有していることから，勤労

者世帯に比べて土地の売却を行うことが多い。 高額な土地売却代金は，そこから一定の消費が行われ

ることで農家世帯の貯慈性向に影響を与えると考えられる。そのような農家の貯議行動について，地

域別，および時系列による 5農家絞ii'T翻資jのデータを用いて検証した給条，上記の特徴が依然とし

て確認されるという結巣が得られた。

キーワード:貯蓄率，農業経営，貯蓄動機，農業依存度， i'i'iilifU良家，土地売却代金

1. はじめに

勤労者も農家も，様々な金銭的な支出に対応す

るために貯蓄を行っている O ただし農業や自

を営む世帯においては， しばしば家計と経営が

未分離であるという特徴が見られる O 家族経営農

家は，農業経営のための資金準備を家計内におい

て行う必要がある O そのため貯蓄面でも勤労者世

帯と農家世ー帯，あるいは農業依存震の高い農家と

低い農家， という比較において差呉が見られると

考えられる(加茂ー藤岡， 20回)。例えば肥料・飼料・

農機具など，農業経営に必要なものの購入のため

に資金を貯蓄しておくという動機の程度は，農業

依存度の高い農家ほど大きく，そのことは貯蓄率

を増加させるであろう O さらに農業依存度が間程

度の農家であっても，畜産農家と耕穂農家は経営

面において明らかに趣が異なる。例えば畜産農家

は他の作物と比べて，施設等に要する費用や日々

の運転資金が多くかかることから，耕種農家より

もいっそう貯蓄が必要となる O そのため農業粗収
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益に点める畜産収入の比率(以下では畜産比率とi呼

ぶ)が高い農家ほど，貯蓄率は高くなると考えら

れる O

これらのうち勤労者世帯と農家世替の貯蓄行動

の比較 (e.g野間・荏|おiネ 1965;加茂・篠田， 2002)や，

農業依存度の差から見た農家の貯蓄率についての

研究(力回全， 1981;荏防津， 1985)は今までにも行わ

れてきた。これらの文獄によれば，少なくとも仮

に可処分所得が同水準であるならば，勤労者世帝

よりも農家世帝の方が，さらに農家世帯でも農業

依存度が高いほど貯蓄率も高くなることが示され

ている九しかし貯蓄に関して畜産農家と耕種農

家を対比させた研究は非常に少なく，それに該当

するものは筆者の知る限り唯是 (1961)のみであ

る。

そこでは 1957年度の農家経済部査の偶表デー

タを用いることで，神奈川県・静偶県・兵庫県の

3県について業態別に出費関数が推計された。分

類は米麦二毛作・普通畑作・野菜作・果樹作・そ

の他とされたが，静岡県と兵庫県ではその他に分

される農家が多かったため，それぞれ茶作およ
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び諮農という涯分が追加されている。また農外所

得が 50%J)上の第 2種兼業農家は，それらの分

類に含まれず賃金・俸給・告営として分類された。

これらの分類に基づいて県別業態別に，所得を説

明変数とする雨対数形式の消費関数の推計が行な

われ所得弾性値が算出された。その結巣，兵庫県

酪農は所得弾性績が 0.33と，兵庫県自営の 0.32

についで、低く， ヒで述べたような事産農家の強い

企業的性格がうかがわれる O

しかし唯是(1961)の分析は. 3つの県のみに

ついて単年度のデータを用いて行われたものであ

る。しかも酪農が独立して扱われているのは兵庫

県だけであり，その農家数も 7戸とかなり少な

い。そのためこの結果がそのまま，一般的な苔産

農家・耕種農家間の貯蓄の違いに結びっくわけで

はない。そこで本稿では長期の全国的なデータを

用いても，畜産農家は~~t種農家よりも貯蓄動機が

強い， という結来が得られるか検証することを第

lの目的とした。

JJ、上では家計と経営が未分離であるという特償

に焦点が当てられたが，それ以外の農家世荷の特

徴のひとつが土地所有である。土地所有自体は農

家に限られるわけではないが，格対的にはそれは

農家世帯の特酸と言ってよいものであろう。消費

者行動の側面において土地所有が示す効果のおも

なものとして，土地売却代金が消費性向に与える

を挙げることができる(荏潟津. 1985) 0 土地

売却代金は臨時収入であるため. r農家経済調査j

において所得とは別の項目にされているが，実際

にはそこからの出費によって全体の消費額は増加

するはずで、あり，所得に近い効果を有すると考え

られる。すると土地売却代金が存在する場合には，

(貯議ム可処分所得)の計算において分子の

貯蓄(可処分所得一消費)は消費額の増加によって

減少し分母:の可処分所得は変化しないために，

貯蓄率が過小に評価されてしまう可能性がある。

このため農家の貯蓄を考える際には，土地売却代

金はひとつの重要な要素となりうる O しかしその

影響を鵠ベた研究は荏開津(1985)のみである。

そこでは 1967年から 1977年の農家の規模別デー

タを用いて泊費関数の推計が行われた O 説明変数

は農業所得，農外所得，被贈扶助，土地売却代金，

租税公課の 5つである。その結果土地売却代金の

i浪界消費性向は 0.088と極めて小さく，王子均的に

見れば土地保有ないし土地のキャピタル・ゲイン

は，農家世帯の出費行動に影響しないとされた。

しかしこのことは，臨時的な収入が他の資産

よりも容易に消費されやすい (arkes己tal.， 1994). 

という性質に反するようにも思われ疑需が残る O

そこで本稿は土地売却代金が農家の貯蓄に及ぼす

影響を再検討しその影響が本当に極めて小さい

と言えるのかどうか検証することを第2のg的と

した。先行研究からの変更点は，おもに 2つある。

ひとつは土地売却が都市近郊で、行われやすいとい

う地域差が存在することに着自し地域別データ

を使吊することにしたことである。もうひとつは

土地売却代金のみを扱うのではなく土地鶏入代金

も考慮の対象としこれらは相反する効果をもっ

として，その差額を説明変数として使用すること

にしたことである O

次のE章では使用する統計について説明が仔わ

れ.m章では貯蓄概念についての整理が示されて

いる。 N章では性格の異なる家計の貯蓄率につい

て，グラフを用いた比較が行われる。 V主主では地

域別時系列データによる分析に用いる推計モデル

についての説明がなされ.VI章ではそのモデルに

よる推計の結果が荏関津 (1985) と比較しながら

解説される。 VII意はまとめである O

立. 本稿で使用される統計データ

本稿で使用されるデータは，主に農水省?農家

経済調査報告(1995年から 2∞3年は f農業経営絞

また 2004年以降は 7経営形態別経営統

計(個別統計すjに名称が変更されたが，以下ではまと

めて f農家経済調査jと呼ぶことにする)に掲載され

ているものである。比較として勤労者世帯をとる

場合には，総務省 f家計調査jからのものが使沼

される。

使用するデータの期間はおもに 1967年から

2003年である o 1967年にそれまですべて農業経
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営費として されていた自動車に関する経費

が，家計費にも家言1-として使用した割合分だけ計

上されることになった。このことを理由として，

器開津(1985)は同年からのデータを使用してい

るO 本稿も向文献との比較を行うためにこれに倣

うことにした。 2003年までとする理由は. 2004 

年に調査体系の抜本的な見直しが行われたことで

ある O また，その年に家計費に関する調査が取り

やめられたため. f農家経済調査jによる貯蓄率

は2003年までしか計算することができない。例

外として3章で主副業別および畜産・耕種別のデー

タを用いる時には，データの制約上それぞれ 1995

年. 1997年からのものが用いられる o 1967年か

ら2003年までの間における比較的大きな変吏点

は. 1992 i!三以降については調査対象農家が販売

農家に誤られるようになったことと. 1995年から

はそれまで年度で調査されていたものが暦年に変

されたことである O しかしそれらは統計の不連

続として扱うほど大きな変更点ではないと判断し

て，本稿は特別な調整を行わないで分析を進めた。

データを時系列で比較するにあたっては，物価

指数による実質化が必要となる O 過去には農村消

費者物fllli指数という農家家計特有の指数が存在し

たが. 2000年に廃止されたため本稿では用いる

ことはできない。また勤労者世帯との比較を行う

にあたっては，そのデータを実質化することも必

要である。そのため代わりに消費者物価指数3)(持

ち家の帰属家賃を除く総合.2005年基準)を統一的

に用いることとした。ただし農家世ー帝については，

例年までは年度で許算された指数を. 95年以降

は暦年で計算された指数を.勤労者世帯について

はすべて暦年で計算された指数を用いて，実質化

が行われている。

m. 貯蓄概念の整理と貯蓄率

農家世帯と勤労者世帯の貯蓄率を考えるにあ

たって，それぞれフローの貯蓄概念についての整

理が必要で、あるぺ f家計調査jではフローの幹

蓄は黒字と呼ばれ.r可処分所得一出費支出Jと

は f農家経済余科j と呼ばれ. r可処分所得一家

計費」と定義されている。貯蓄率はこれらの貯蓄

の値の可処分所得に対する比率である O ただし家

計百J，1j査と農家経済調査では.r可処分所得Jゃ f消

費」の定義に違いがあるため，フローの貯蓄の定

義にも違いが生じる O

このうちもっとも重要な速いは，農家経済部査

において農業経営費と農外支出に • iJt&.佃i償却費が

含まれることである。減価償却費とは建物・告動車・

農機具等に隠して.r (取得{悩額残存価額) -;-全耐

用年数Jとして算出される伎である5)。すなわち

減価償却費は実諮の現金の出入りが伴うものでは

なく，それをフローにおける貯蓄の一部とする方

が妥当であると考えられる。そのためこれを経営

費に算入することによって，可処分所得も農家経

済余剰も実際より過小に評価されることとなる O

先行研究(加藤. 1981; 1'11沼津. 1985)は，減価{賞

去11費を費用に算入して計算した値には「純J.
入せずに計算した値には「粉j という頭文字を付

して，それらを区民している O ここでと「純j

どちらの値を集って分析をするのがよいのかとい

う問題が生じる O これに対して加藤 (1981)では，

ri:Jl.jの値を用いた推計の方が当てはまりがよい

(野泊・荏Ilf.Jijlt. 1965)ことから「粗jの{庖を用い

た分析のみが行われている。また接持i卒:(1985)は，

減価償却費の評価には客観的な規準は存在しない

ため，恋意性が混入する可能性を排除できないと

いう理由からやはり f粗」の値を用いている O 加

茂・藤田 (2002)では改めて「粗Jと「純Jの両

方の他を用いた分析が行われたが，やはり一般的

に粗概念で捉えた方が貯蓄関数の当てはまりが良

いという結果が得られている O

以上の先行研究による結果を踏まえて本稿l丈

粗貯蓄率と純貯蓄率についての長期のデータを用

いて「粗jと日むの違いを検討した。まず前提

として純貯蓄率の計算では減価償却費が貯蓄から

|徐かれるため，その分だけ粗貯蓄率よりも値が小

さくなる。実際に討ー算を行うと以下の関係が得ら

れる。経営費に関する減価損却費は分母にも加え

定義されている O f農家経済調査jではそれ られるが，それでも粗貯蓄率の方が必ず高くなる。
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全国平均での農家の純貯蓄率と粧貯蓄率の推移

が関 lに示されている O 確かに粗貯蓄率は，純貯

に対して 10%ほど高くなっている。また純

貯蓄率と粗貯蓄率の動きには違いが見られる。純

貯蓄率は. 1970年代の前半に急、激に上昇し，後

には逆に減少して 1980年代前半には一定の割

合を保ち. 1980年代の後半にはまた上昇すると

いうように，かなり変動が激しくなっている。こ

れに対して粗貯蓄率は，より変動が抑えられて

1963年から 1990年までおおよそ右肩上がりの動

きとなっている。

減価償却費の性費によってこのことを説明する

ことができる。減価償却費は，すでに購入した国

定資産の取得原備を規則的に各拐に配分して計算

されている。そのためお金の支払いとの直接の関

係がなく，農家が考えている費用の穏と減舗償却

費の額が異なる可能性が存在する。そのような費

用の額が幹蓄率の式の分母・分子から ~Iかれると，

その他の変動の影響が増幅されてしまうことにな

るO これが純計蓄率において籾貯蓄率よりも大き

な変動が見られる原閣であると考えられる O これ

らの論点を確認した上で 本稿では粗概念で計算

された値のみが用いられる O

lV. 農家の静蓄行動に隠する各{期間

(1) 勤労者世帯との比較からみた農家の貯蓄率

先の図 1には，勤労者世帯についても粗貯蓄率

と組可処分所得の関係が持系列的に示されているヘ

組貯蓄率では農家世帯は勤労者世帯よりも高く

なっており，平均で見るとその差は約 10%であ

る。農家世帯の方が粗1iJ処分所得が多いというこ

とはあるが，伺じ粗可処分所得の水準で比べたと

しても農家世帯が勤労者世帯を上田る。農家世帯

において農業減価償却費の程可処分所得に対する

割合が王子均で 7.5%にも上ることは， この差異の

説明のひとつになる O すなわち経営投資のための
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農業就業者がいる農家のうち農業所得が農外所得

より多い農家であり，準主業農家とは， 65歳未

満の農業就業者がいる農家のうち農業所得が農外

所得より少ない農家のことを指す。副業的農家と

は，主業農家事主業農家以外の農家である O

図2は，それら 3つの分類による農家について

桂貯蓄率と組可処分所得の関係を示している。

業農家と準主業農家を比べると，平均的な粗可処

分所得においては準主業農家の方がむしろ大きい

にもかかわらず，主業農家の方が貯蓄率は高く

なっている O このように主業農家の貯蓄率は他に

比べて高くなっており，ここから農業投資のため

により計蓄が行われている様子が窺われる。実

際に貯蓄を目的加に分けることはできないため，

代わりに減価償却費の組可処分所得に対する割

合古期間全体の王子均で見ると，主業農家は約

16%，準主業農家は約 7%，準主業農家は約 4%

となっており，これらと粗貯蓄率が対!之、すると考

えられる。

また主業農家と準主業農家の貯蓄率の差に対し

て，準主業農家と部業的農家の差があまりないこ

とは，期陪全体の平均で見た場合に，主業農家の

農業依存率が83.2%であるのに対して，準主業

農家は 14.7%，副業的農家は 4.7%であるという

農業依存度の差と対応させることができる O ょっ

j及2誌の貯議行動の特質

自己資金準備によって，農家世帯の貯蓄率が底上

げされていると考えられる。

時世帯の程貯蓄率の年次推移をみると当該期間

初期の 1967年から 1971年にかけて，農家世帝で

は可処分所得の増加に反して貯蓄率が低下してい

る。この現象は，勤労者世帯において貯蓄率が可

処分所得の増加にあわせて上昇していることと対

照的である O 接関i卒 (1985)はこれを農業依存度

の低下によって説明している O 実際農家世帯の農

業依存度は 1967年には 49.5%あったが， 1971年

には 30.5%と急落している。次の節ではクロス

セクション的に農業依存度と貯蓄率の関係を克る

が，このような時系列での農業依存度の変化が貯

蓄率に与える影響にも注意する必要がある O

(2) 主業農家と割業的農家の比較から見た農家

の貯蓄率

農業依存度は所得に占める農業所得の割合とし

て定義され，一般的にこの割合が高い世骨子はより

農家らしい家計であると考えることができる。こ

の農業依存疫を用いることで農家を区分した比較

を行うことが可能となる。『農家経済調査jにお

いて主業農家，準主業農家，部業的農家という区

分での統計が作成されるようになったのは 1995

年からであるためi) この館のデータは同年から

2003年までとなる。主業農家とは， 65歳未満の

家
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主業農家，準主業幾家と副業的農家の粗貯蓄率の比較

(L日ii'i)長芸家経済査袋詰l;i凋資; よりf存者{乍成。
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f 
;ダ
ヲメ

v 

て農業依存度は粗貯蓄率の水準を説明するための

重要な指標のひとつであることが確認される。

(3) 畜産農家と耕穫農家の比較から昆た農家の

貯蓄率

前節では，農業依存度の抵い農家から高い農家

まですべての農家のデータが扱われた。この節で

は農業依存疫の高い主業農家だけを対象にして，

作物の種類と貯蓄率の関係が検討される O そのた

めに現金でみた収入の割合が 1伎の作物船に編成

されたデータが用いられる O 区分は稲作，野菜作，

果樹作，工芸農作物，養採，酪農，肥育牛，の

7つである o r農家経済課査jにおいてこの統計

が設けられたのは 1997年からであり，また 2003

年には区分が変更されているため， 1997年から

2002年までのデータが使用可能である O

奇麗農家と耕種農家の貯蓄率を比較するという

目的に照らすと上記の区分は数が多い。そこで本

稿は，養豚，酪農，肥育牛の 3区分を統合した畜

産IR分とし稲作，野菜作，果樹作，工芸農作物

の41R分を統合して耕種区分として再設定した。

各誌分の値は，それぞれが示すもとの誌分の催を

単純平均することで算出されている o 6年開の農

業依存度の平均は畜産農家が約 82%，耕種農家

が約 88%と比較的近い僚となっている O 畜産農

家と耕種農家のそれぞれについて，粗貯蓄率と可

55 

京 50

鈴

喜45
吾容

40 

35 

処分所得の関係が図 3に示されている O 畜産農家

の方が彩j:種農家よりも粧貯蓄率の水準がかなり高

い位置にあることが分かる。ただし畜産農家では

組可処分所得も多いことから，この差にはその影

も含まれていると考えられる O それで、も農業減

価償却費の粗可処分所得に対する割合は，畜産農

家が平均で約 21%，耕種農家が王子均で約 14%で

あるため，畜産農家では回定資産に対する投資が

大きいことが分かる。

(4) 土地売翼キャッシュフ口ーの濃いによる貯

蓄率の差

土地売却代金は，農協計金において大きな

ウェートを占めている O 中島(1983: 107)には具

体的に農協貯金の増加額の財源別構成について，

1968， 1970， 1972， 1973， 1975 ~ 1980年の年次デー

タが示されているへそれによると土地代金の割

合は， I列島改造ブームJと呼ばれた 1972， 73年

では 40%にも達し，当該期間で最も少ない 1976

年でも 12.7%となっている O また農協貯金の財

源構成は，その月IT揺する地元の状況によって大き

く異なっている。先の文献によれば 1980年にお

いて土地代金の割合は，純農村ーでは 18，3%，都市

的農村ーでは 26.1%， 山漁村ーでは7.7%となってお

り，都市部では土地代金の割合がかなり高い。

農家は土地を売却するだけでなく購入も行うた

家

家
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粗可処分所得(千円)

図 3 資産農家と耕稜農家の粗貯蓄率の比較

(市ifr) 斉1麹ヨより祭者作成。



収入からも計蓄すれば.272蓄率は変わらない。農

家の粗貯蓄率は全国平均で見た場合は約 3割強で

あり，それよりも土地売買収入からの許蓄の割合

が多ければ，土地売賀代金を含めた貯蓄率は増加

する O

ここで注意しなければならないのは. r農家経

済調査jで、は資産売却収入は所得に計上されず，

また資産売却収入から支出した部分は消費として

計上されるという点である。

このとき貯蓄率は

31 jL2家のJ!J司議行!i(lJの特'i't

め，その両者と貯蓄率との関係を調べる必要があ

るO 荏開津 (1985)では土地の売却代金のみが消

費関数の推計に用いられていたため.そのことが

限界消費性向に影響を与えた可能性がある。本稿

は，土地購入代金 1単位が貯蓄率に対して土地売

却代金 1単位のちょうど逆の効果を貯蓄率に与え

ると考え，売却代金から購入代金を差し51いた債

として定義される土地売買 CF(キャッシュフロー)

Y… C-cα 
Y 

を用いた。

土地売買がなかった場合の貯蓄率が (y-C) 

/yであるとし土地の売買によって CFを得て

そこから Cαだけ消費したとする (CFはプラスと想

定されているんすると土地売禁 CFを含めた計蓄

率は，

となり • (Y-C)jyと比べると分母:の可処分

所得は変わらず分子の貯蓄は Ca>Oであれば減

少する。つまり土地売買収入を得てそれによって

出費が増加する場合，貯蓄率は高まるどころかか

えって1s:下することになる。ここまで示してきた

貯蓄率も， ヒ記のように土地売買収入を除いた形

で計算されているため，それが多額である時期に

は貯蓄率が過小に計算されている可能性がある O

上で述べたように土地売却代金には地域差が存

在する O そのため土地の売却が比較的多い地域と

少ない地域を比べることで，土地売却代金と籾貯

Y+CF-C-Cα 

Y+CF 

となる。こ~1.-らカま同じf直となるのは，

のときである O すなわち土地売貨がなかった場合

の所得に対する貯蓄の割合と同じだけ，土地売買

Y-C CF-Cα 

Y CF 

5000 6000 7000 
粗可処分所得(千円)

図 4 菊関東と北陵の粗貯蓄率の比較

(出所)込家経済資jより?義者作成。
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蓄率の関係を知ることが可能である。土地売却が

多い地域として南関東，それが比較的少なくかっ

粗可処分所得の水準が南関東に近い地域として北

陸がある。図 4はそれらについて粗貯蓄率と粗可

処分所得の推移を示している。同国を見るとデー

タのはじめの期間では南関東の貯蓄率は北陸より

も低いが，その後は近い水準となりデータの終わ

りごろからは南関東の方が高いという傾向が見ら

れる。北陸の貯蓄率がおおむね 30%前半で推移

しているのに対して，南関東の貯蓄率がこのよう

に大きく変動していることについて土地売買代金

斗

の影響が考えられる O

関5は土地売買 CFの粗可処分所得に対する比

(以下，土地売主主 CF比率と 11乎ぶ)を，南関東と

北陸について示したものである。これを見ると南

関東で土地売買 CFが 1960年代後半に多く，そ

の後はやや減少しさらに 1990年後半からは北陵

と同じく Oに近い値となっている O この動きは図

4の紐貯蓄率の変動の仕方にかなり似ている。そ

こでさらに図 6に南関東の土地売買 CF比率と貯

蓄率の関係を示した。全体として右肩下がりで

あり，土地売買 CF比察が高いときに貯蓄率が下



jj芸家の!狩遂行íIVJの特1~ 33 

がっていることがはっきり分かる。以上のような

実態を踏まえて.r主業・副業的農家(農業依存皮)j， 

f畜産と耕種の比率j，I土地売買 CFj，などによ

る計蓄率の影響を見るために，次の章はそれらを

説明変数とするモデル分析について説明してい

く。

V. 推計モデル

この章では f農家経済調査jの地域別時系弼

データ(1967 年~2003年)9) を用いた由帰分析の結

果が示される O 地域は東北，北陸，北関東，南関

東，東山，東海，近議， LLi陰，山陽，四国，北九州，

溺九州の 12であるO 金額で表されるものはすべ

て消費者物価指数によって実質化し千円単位の値

とした。推計には一般化最小ニ乗法 (GLS)による

ランダム効果推定法10)が用いられた。推計式は以

下のようになる (if.iえ字のa'土地域を.t は年を表す)。

SRa，t=a十β↓+仇t十万CFa，t-l+ DDa.t 
1. a，t 

十IIAa，t+ν'Ha，t+Ut十Ua+εa，t

被説明変数 (SR，)は貯蓄率(%)である。これ

は本稿では，貯蓄の絶対的な額ではなく，貯蓄の

割合が着目されているためである O 式中の αとF
x1/Y，tは貯蓄隠数における貯蓄性向と切片に相

応する。このことは貯蓄を Sとして貯蓄率関数

S/Y x 100=a+βx1/Y+…の両辺にYをかけると，

S x 100= s十日Y←ーとなることから分かる。貯蓄

性向は通常割合で表されるが，ここでは貯蓄率を

%表示にしているために日の億も Oから 100の

問の数値を示すことが予想される。ケインズ型泊

費関数のように切片がOでなく正の値である消費

関数を仮定すると，貯蓄関数では逆に切片は負の

億となるため，sの符号は負になることが予想さ

れる O ここでも通常の貯蓄隠数における値の 100

倍となっていることに注意する必要がある O

CFatとCFatぺはそれぞ、れ当期と前期の土地売

買CF比率(%)であり，lV章 (4)能で見たように

貯蓄率を減少させる効果をもっと考えられる。そ

のため予想される符号は負である。土地売買 CF

は各世帯で見ればかなりの金額であるため，前期

の額が引き続き当期の貯蓄率に影響すると考えて

前期の伎も説明変数に加えた。 推計式の荷辺に組

可処分所得をかけあわせた貯蓄関数の形で考え

れば分かるとおり，これらの係数は土地売買 CF

の限界活費性向にマイナスをかけたものになる O

Da.lは農業依存度悦)であり農業所得÷総所得と

して定義される o lV'i!詳 (2)鮪で見たようにこれが

高いほど貯蓄率も高くなると考えられる。そのた

め予想される符号は正である o Aa.tは畜産比察で

あり，畜産粗収益÷農業組収益として定義される O

問主主 (3)節で見たようにこれも農業依存度と同様

の効果を持ち，正の符号をもっと予想される。

Ha.t は世帯員数であるが，これが貯蓄率に及ぼ

す影響について 2通りの考え方ができる O 第 1は

表 l 使用する変数の地域別平均と標準偏差

組lヰ率 事立可処分所得土地う'éX~ CF 淡議依存度 E告一議比率 没者nl数
(?o) (千f11) i七:芋(ニf-fIJ) (%) (?o) (入)

!t[:jヒ 32.2 (2.5) 6399 (1009) 2.6 (2.8) 30.4 (13.0) 17.4 (2.5) 4.8 (0.3) 

北la 32.9 (2.0) 7234 (1308) 2守6(3.6) 19.0 (j0.3) 12.2 (2.5) 4.6 (0.2) 

北関東 33.8 (2.1) 6968 (1210)ι7 (5.5) 29.5 (9.)) 26.3 (4.8) 4.7 (0.3) 

1*1関東 32.3 (5.2) 7013 (ll51) 14.0 (13.7) 24.0 (8.2) 23.7 (4.9) 4.7 (0.4) 

}iiJ1J 32.0 (3.3) 6721 (1108) 4.1 (4.3) 25.2 (7.4) 17.2 (5.9) 3.9 (0.4) 

珠海 35.1 (2.7) 7567 (1290) 4.8 (4.2) 19.6 (6.7) 25.4 (5.8) 4.6 (0.4) 

近寄監 33.0 (3.5) 7587 (j223) 5.8 (6.7) 14.1 (6.5) 16.4 (4.0) 4.3 <0.3) 
!1IT;き 32.5 (ι0) 6274 (l148) 2.2 (2.5) 18.8 (llι18.3 (6サ1) 4.3 (0.3) 

ful;lI; 33.0 (2.5) 6507 ( 8ヲ3) 3.0 (4.3) 14.9 ( 8ム1l 23.1 (4.4) 3.7 (0.2) 

問国 34.0 (2.9) 6266 (938) 3.3 (3.5) 25.7 (7.6) 20.8 (ι9) 3.9 (0.4) 

北九州 33.0 (1.9) 6065 (932) 3.1 (3.0) 28.2 (8.6) 20.1 (2.1) 4.4 (0.3) 

1十i7L州 主1.4(3.5) 4945 (百60) 0.7 (3.4) 30.8 (8.5) 39.8 (4.9) 3.5 (0.4) 

(1品il'i)経清潔斎jよfJ表者f'l'flX:。

W'l ( )内は際準仮差。
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世帝員数が増加すると，その分だけ消費が増加し

て貯蓄率が減少するというものである。第2はi:!t

数が増加しても，世帯全体のなかで一定の貯

を維持しようとして消費を調整するために，

計蓄率は変わらないというものである O そのため

各変数を世帝員 l人当たりの俵に直すのではな

く，世帯員数を独立した変数として用いたo utは

年ダミーであり，オイルショックやバブルなどに

よる共通のショックの効果を取り除くために推計

に加えられている o uaは地域調有効果である。

lはこれらの変数の地域民平均値と標準偏差

を示している O どの地域においても粗貯蓄率が

30%を超えていることは，この賠間の勤労者世

帯についての平均である 23.8%と比較して，農

家世帯の粗貯蓄率が安定して高いことを示してい

る。南関東の粗貯蓄率の標準偏差が大きいことは，

土地売買 CFの標準偏差の大きさと関係している

と考えられる O また粗可処分所得が低いにも関わ

らず山陰の粗貯蓄率がそれほど低くはないことの

要閣として，農業依存度と畜産比率の高さによる

影響がうかがわれる。

VI. 推計結果

2は推計の結果を示しているll)。用意した

データすべてを用いた推計以外に，荏開津 (1985)

に合わせて 1967年から 1977年までのデータを用

いたものと，それ以降の期間のデータを用いたも

のの結果も合わせて示した。定数の値から世帝員

数が王子均的な場合における世帯員数の効果分だけ

差しヲ!いたものが.農業依存度等がOである場

合の限界計蓄性向 (96表示)に対応する。その僚

はそれぞれ約 45(全期間)， 39 (1967-1977年)， 49 

(1978…2003 ::9三)であり，接関津(1985)における

外所得の限界貯蓄性向の値である 43(96)に近い

債である12)。またl/Ya.tの係数を 100で割った

ものが貯蓄関数の定数壌にあたる。その値はそれ

ぞれの期間で 862，714， 1410 (千円)であり，荏開

津(1985)から推測される億13)である 696と比べ

ると，特に 1967-1977年の推計で非常に近い値と

なっている O 荏関津(1985)が規模別データを馬

いているのに対し本稿は地域別データを用いてい

るという違いはあるものの，両者の推計には整合

性があると言える。

土地売買 CF比率は予測どおりさ当期・前期ともに

負で有意で、あり，土地売却代金を得た農家は泊費

を増やしそれによって貯蓄率に影響を及ぼして

いることが確認できる。 CFa，tの係数が-0.15とい

うことは，土地売買 CFの限界出資性向が0.15で

あることを意味する。よって当期と前期について足

し合わせると土地売貿 CFの限界泊費性向は 0.298，

0.219， 0.217となり，これは荏開津(1985)の僚であ

る0.088よりもかなり大きい僚となっている O

斎産比率は 1967年 -1977年では有意傾向にと

どまるものの，他の 2つの期間では有意であり，

畜産農家が耕種農家よりも多くの貯蓄を行ってい

ると言うことができる O 全期開についての推計伎

が 0.086であるため，斎産比率が 10%上昇した

場合には粗貯蓄率は 0.86%上がると解釈される O

表 2 パネル分析の結果

会幼児 1967 -1977 1978-2003 

係委主 p 1[な 係数 p1i({ 係数 pl[(( 

定数 51.8'" 0.0∞ 52.6'" 0.000 58.3"・ 0.0∞ 
1/Y" (1/籾可処分所得) -86200山 0.000 -71408…0.002 141∞0"・ 0.0∞ 
CF" (土地うも:C1CF比率) -0.150向。。∞ 一日 136'・・ 0.000 …0.075'" 0.006 

CF，.-.OiiJWl土地うi*CY'lCF比率) -0.148"・0.0∞ -0.083'" 0.004 -0.142… 。。ω
D" (J災害3依存!支) 。148山 0.0∞ 0.200'" 0.001 。148山 0.001 

A" (蕊E塁上とと十ご) 0.086・・ 0.030 0.067 。147 0.151山 0.007 

H" (I!t':背J1委主) -1.51" 0.031 2.89山 0.005 -2.39" 0.012 

adjusted虫 0.538 0.614 0.417 

F 444  132 312 

(i主)・はおな水準10%未満はギ行政水準5%米l誇，山:ま有主主水準1%未満を去す。年ダミー(j:1手数
11隠分1'HJ:l.iむ絞すると領経になるためf白書告した。 pii!(の計$iには whiteの不均一分散に対し

て顔絵な祭i主;jt{去ををJjJいたO
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農業依存度の係数はそれぞれ 0.148，0.200， 0.148 

ですべて有意であり，これらの僚も荏間津 (1985)

から推測される値141である 0.164に近い。会期間

についての推計値は 0.148であり，農業依存度が

10%上昇した場合に粗昨蓄率は1.48%上がるこ

とを意味する。世帝員数の係数は負で有意であり，

世帯員数が増加すると世帯内の課整以上に消費が

増加して貯蓄率が減少することが分かる。

VlI. おわりに

本稿は畜産農家と耕穂農家という経営業態の違

いが粗貯蓄率に及ぼす影響.および土地売去11代金

の多寡が粗貯蓄率に及ぼす影響を検証した。

農家は施設等に要する費用や日々の運転資金が多

くかかることから，耕種農家に比べて貯蓄率が高

くなると考えられる O また土地売却代金からの消

費は，貯蓄率の定義から必ず貯蓄率を減少させる

効果を持つが，その大きさについては不明であ

るO 本稿は，先行冊究(荏lirJW，1985)が示して

いるよりもその効果がより強いのではないかとい

う仮説を設定した。まず農家の性格~Ijに粗貯蓄率

と粗可処分所得の関係の推移を示したグラフによ

り，これら 2つが貯蓄率に及ぼす影響が確認され

た。さらに地域剖時系列データを用いた統計分、析

によっても，それらの影響が有意に見られるとい

う結果が得られた。そしてその分析結果は荏際津

(1985) と全体的には整合性を保ちながらも，土

地売却代金が粗計蓄率に与える影響については，

それがより強いものであることを示しており上記

仮説を支持するものである。それで、もその結果は

土地売却代金の 7割強が貯蓄に匝されるというこ

とを示しており，特に高度経済成長期において土

地売却代金が，農協の金融事業における重要な原

資になっていたということ (rl"島， 1983: 107) と

は矛盾しない。

本稿は，従来の既存研究が指摘してきた論点が

その後も継続されているかどうかについて，検証

を行うことを自的とした。既存研究が行われた時

代に比べて日本農業は後退しており，農家の貯蓄

を議論する も薄まっているように思われる

かもしれない。しかし「農業・農村金融が図書!tな

状況に置かれている今こそ，従来のシステムを根

底から見蓋し，将来にむけての方向性を考える

チャンスでもあるJ(泉街. 2∞8・2)0 そのときに

農業金融市場における資金需要者でもあり，資金

供給者で、もある農家がどのような貯蓄活動を行っ

ているかについて，今日的視点を持って再検討す

ることが必要ではないか。

最後に本研究のおもな限界について述べる。本

稿では，農業依存度の高い農家や畜産農家は，経

営のための取引に備えてより多く貯蓄が行われる

と考えた。しかしこれらの貯蓄は比較的短期開の

うちに寵用され，その際に費用として処理される O

;fJE計¥上では l年間というまとまった嬬陪における

合計の額が，集計される一世帯の平均によって示さ

れるため，当該貯蓄は発生する費用によって打ち

治されてしまう可能性がある O そのような費用を

しiJ!いた結巣も重要ではあるが，農家の貯蓄行

動を考えるにあたっては，そもそもどれくらい貯

蓄されたかにも注冒する必要がある。そのために

は取引に関する費用を控除すればよいが，どの費

用を控除するかという点については;dJ!的になら

ざるを得ない。このように集計された統計ーデータ

を慣用して，農業経営に関する貯蓄をとらえるこ

とには困難がともなう。この問題を解決するため

には， illll票の分析や事例冊究の手法などを用いる

必要があるだろう O

また農家の貯蓄率に関する要因として，農業所

得の不安定性や農家の年齢構成が分析の対象とさ

れていないということも本稿の限界である。所持ー

が不安定で、あると，それに対処するためにより多

くの貯蓄を行う必要が生じる O ただし先述のよう

にデータが集計される世帯の平均によって示され

る限りは，偲々の世帯がどれくらいの不安定性に

直面しているかを測定することが難しいという問

題は存在する。また主業農家の年齢構成は低いと

いうことを考えれば，農業依存度が貯蓄率に与え

る影響の一部は，年齢構成によって説明されうる

可能性がある O
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注

1) ただしこれは粗概念(減価償却裂を含めない)で 稿はそこで用いられていない 1995年からの主副業

計算された伎を用いた場合である。粗概念について 別のデータを沼いることにした。

は後jiliされる。 8) データの出所については，はじめの 3年分は， (財)

2) I農家経済調資jのサンフ。ル農家は， 5年ごとに 幾付金融研究会による部資，残りは農林中金調査部

行われる農業センサスの農家を母集団として選定さ 訪日お信用卒業動向調査jによると記されている。

れる O このサンプルに関して， r上総偏若手jと「地 9) 土地究資 CF比率に関しては前郊の依も推計に用

域偏奇」が指摘されている(高山，高橋[2008])0 r上 いたため，これに関係する粒1可処分所得¥土地購入

層偏奇」とは，サンプルにおめる大規模農家の割合 代金土地売却代金消費者物価指数については

が実際よりも大きいことである。これはそもそも意 1966年のデータも使用している。

図的に大規模農家の率を高めようとセンサス識査が 10) 本稿の分析では，経済主体の異質伎を考慮してそ

計関されていることと，アンケート調査の協力率が デルの定数項がそれぞれの主体で異なっていると仮

大規模な幾家において高いことによる。「地主主偏奇J 定されている。定数項が俄号目的に回定的なものと考

は，サンプ)vに関する各地域の比率が，実際と異な える推定方法を矧定効果推定法と呼び，主主小2釆ダ

ることである。日本の各地域について網羅的にデー ミ一変数モデル (LSDV) と呼ばれる推定方法が周

タが得られるように調査が行われているため，農家 いられる。…7任定数壌が悶定的でなく，ランダム

数が多い地域におけるサンプルの比率は実際よりも に決まっていると考える推定方法をランダム効果推

小さくなり，幾家数が少ない地域のサンプルの率は 定法と呼び，ー絞殺小 2采法 (GLS) と呼ばれる捻

{eJJくなる。これらは， r積み上げ法J(経営耕地規模 定方法が用いられる。各主体に対して，ダミー変数

日立のデータについて，それぞれの規模にE号する農家 を割り振る必要がないため，推定における自由疫が

の戸数を考慮して加支王JZ均をとることで，全国王子均 間定効果推定法に比べて増加する。ただし個別主体

の値を求める方法)によって，ある程度解消できる 効果が説明変数と~眠中日開であるという仮定が必要で

が，本稿の釘的は地域別の成宮、な祭典を求めること ある。この仮定を帰無仮説としてカイ二乗検定を行

ではないため，特に調整は行われていない。 うのがHausmantestであり，帰無仮説が棄却され

3) 農村消費者物価指数と消費者物価指数を比較した ると潤定効果推定法がランダム効果推定法に対し

ところ，ほとんど蓬奨は見られなかった。 て正当化されることとなる(北村， 2003)。本稿で

4) 加茂・藤田 (2002)では，より詳しい設現が行わ は狂乱lsman検定で帰無仮設は楽却されなかった (3

れている。 つの推計すべてについて p>.lO)ため，ランダム効

5) 残存割合及び耐用年数は法定のものによる。また 果扱走法が正当化される O

農業と農業以外に兼用されているものについては11) 統計ソフトは Rを使用した。

その使用都合に応じて農業， EA外，家計授に配分し 12) それぞれの期間でili:帝員数の王子均伎は 4.38，4.73，

て計上されている。 4.23であり それにそれぞ、れの推計でL求めた世千百員

6) 勤労者世帯についての伎は年次データ(1~ 12月) 数の係数をかけた値を定数から差しヲiいて求めた。

に依拠しているが，農家世帯についての値は例年 荏関津(1985)では農外所得の限界消資性向は 0.57

までは年度データ (4 月~ 12月)に依拠している であるため.1 -0.57=0.43が限界貯蓄性向となる。

ため，多少のずれが存在する。 13) 荏関津(1985)における僚は 118であるが，これ

7) 農水省『農家の形態別にみた農家経済jおよび は世帯員 l人あたりの値でかつ 1980"1三基準の物価

『農家主主計費統計jを組み合わせることで農家主色 指数に恭づいているため，分析対象期間における平

計去を統計jが廃止される 1990ifまでは，専兼業別 均?世帯良数をかけて， 2005 "1三基準の物価指数に合

の貯議率を計算することが可能である。加茂・藤国 わせた依とした。

(2002)がそのようなデータを月?いているため.本 14) 往開津 (1985)では長業所得の限界消費位向は
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EZ外所得よりも 0.147だけ低い伎であった。分析対

象期間においてiiJ処分所得に対する総所得の比率は

約 112%であるため，総所得のうち 1%についてm

'lJi性向が0.147低下すれば， 112 x 0.01 x 0.147=0.163 

(%)粗貯答率が場加することになる。
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Characteristics of Farm Households' Savings Behavior: 

An Analysis of a Survey of Agricultural Households 

Yuuki KODANI (Hokkaido University Graduate School of Letters) 

One of the defining charact巴risticsof farm households is that their hous日holdfinances are inseparable 

from their manag巴ment， and they have to pr日parefunds for agricultural manag巴ment.Therefore， it is supposed 

that farm households who have higher dep巴ndencyrates on farming show a larger percentag巴ofsaving rat己S

Moreover， if their dependency rates are the same， it is likely that livestock farmers have higher propensities 

to save than crop farmers， under the condition that livestock farming needs more investment and operating 

funds. Another characteristic is that they generally own th巴irfarmlands and they often mak巴 aprofit by 

selling them. This could hav巴 animpact on their saving rates， b巴causethe profit is usually extraordinary 

r巴venue.These infer巴ncesare tested empirically using public statistical data and effects are con主rmedon 

saving behaviors under various characteristics of farm households. 

Key words : saving rates. agricultural manag己ment.savings motives， dependency rates on farming， livestock 

farmers， profit from selling land 
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