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米舗の不確実性の鑑減と米作の収益’控

住本雅洋（神戸大学）

草苅j 仁（神戸大学）

Rice Farmers' Benefits from the Income Support Direct Payment Program 

Masahiro Sumimoto and Hitoshi Kusakari (Kobe University) 

The income support direct payment program, 

which was introduced in FY 2010, mitigates the 

reduction of rice farmers' income caused by the 

recent downward trending price of rice. However, 

rice farmers participating in the program need to 

give up a part of their income from the rice produc-

tion adjustment. Therefore, the net benefit of the 

participation in the program has been defined as the 

工はじめに

米側は下落傾向にある． コメの安定供給を

割るためには，米側の不確実伎を低減し，米作淡家

の所得を安定化することは重姿であると考えられ

る．そのため，米作所得の安定化を関る制度の導入

は一定の合理性さともっといえる

そのような放策として＇ 2010年度より戸別所得

補償制度が採られている. 2009年の民主党連立政権

の成立に伴うものであり， 2010年度には戸別所得

モデル対策が実施され， 2011年度から

戸車I］月！？得補償制度となって実施されていたが， 2012

年 12月の政権交代後の 2013年度も

策と改称して，基本的に！勾じ枠組みのまま

されたり目

この制度に加入するためには，生産数量目擦に

従って生産することが必姿であるが，作付面積など

の規模姿件がない．そのため，この制度は米作の構

と整会していない可能性がある． これに関し

て，谷口（2010），藤野（2011），後間（2011）は， F米

を潟いた試算から，大規模！認ほど戸別

所得補償のメリットが大きく，：授模拡大のインセン

ティブとなることを指摘している．しかし米作農

家は，制度に参加することによって，生産調整のた

めに失った米作所得を機会費用として負担している

( 19) 

difference between the subsidy and the opportunity 

cost of the rice production adjustment. The objective 

of this study is to estimate the n己tbenefit by size 

class of rice acreage for FYs 2010 and 2011. The 

results show that the program is more profitable 

for the middle-size class (3.0-5.0 ha) than for the 

largest class (5.0 ha and over) farms, implying that 

the program deters expansion of rice farm size. 

ことになると考えられるが，先行研究における試算

れていないわ． したがって，経営所得安

定対策等の戸別所得補償の米作農家の収益性への影

生産潟整のために失っ

れる必要がある

米側が下落綴向にある中で，米側の不

目的に実施

されてし、る経営所得安定対策（戸別所得補償）が米

作農家の収益性に及ぼす効果について考察し，米作

ることを課題と

する．そのため，生産数量尽擦の達成による

府主ど制度加入の￥~尽とみなして，制度加入の収入と

の関係から，制度の効果について検討する．なお，

議論の簡単化のため，米作農家はりスク中立的であ

ると仮定して分析を進める．

2.経営所得安定対策の概要

2010主f-度から導入されたコメの戸ZJIJ所得補償制

度（2010年度は戸ZJIJ所得補依モデル対策， 2011年

度と 2012年度は農業者戸別所得補償制度）は，

の経営所得安定対策まで基本的に同じf'1ち

された．

経営所得安定対策の主食用米に関する交付金は，

米の直接支払交付金（2010年度は定額部分， 2011
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年度と 2012均三度は米の所得補佐交付金）と米側変

動補jJl!交付金（2010生F度は変動部分， 2011年度と

2012年度は米価変動在日填交付金）からなる.fliJ者は，

「標準的な生産費Jと「標準的な販売価格j の差額

に相当する交付金で，交付単価は全国一律 15,000円／

10 aである．後者は， f当年産の奴売価格j が

準的な販売価格Jを下回った場合に支払われる交付

金で，交付添｛罰if土全国一律で f当年度の奴売価格」

と「標準的な販売価格Jの差額であるが， 10a当た

りに換算して算出される

交付対象面積は，ともに，主食用米の作付面積か

ら，自家消費米般に紹当する面積として一律に IOa 

を波徐した面積となる．

交付対象者｛土，米の生産数量目僚に従って生産す

る販売農家・集落営農とされており，制度加入のた

めの経営規模要件がない．また交付金の主ji総liもj二記

のように，全ffilで一律であり，規模開の渓いはない．

米fjffi変動補境交付金（変動部分）の交付は，これ

まで， 2010生存度で実績があり， 単(i!]jは 15,100円／

10 aであった. 2011 ~‘度と 2012 年度については，

米価が基準となる「擦準的な奴売価絡jを上［i]_jった

ため，交付されなかった：ii. そのため， 2010年度で

は，定額部分と変動部分の合計である 30,100/10a 

(15,000円／10a+15,100門／10a), 2011年度と 2012

年度では米の所得補償交付金のみの 15,000門／10a 

を交付iji{i!tjとして，米f/Jo農家の所得補償がされたこ

とになる．

3. 分析方法

(1）分析の枠組み

経営所得安定対策への方！？入による収入と技用を比

較することにより，米作農家に対する経営所得安定

対策力Q入の効果について検討する．

1l首長自で述べたように，経営所得安定対策の交付対

象者は，米の生産数段悶標に従って生産することが

必要である そのため，米作農家は，経営所得安定

対策に加入する場合は，制限された作付郎総での米

作所得と交付金の合計を得る．すなわち，

IR(A。）＋叫ん－10)/10

ただし， I/A，） は生産数量目擦を達成するときの作

付溜積Aoでの米作所得であり， sは 10aあたりの交

付金単価であり，米の渡接支払交付金（定額部分，

米の所得補償交付金）と，米側が基準を下[Ci]った時

の米側変動補填交付金（変動部分）の合計である

下付き文字の Oは制度への加入時を表す．ここで，

労働と土地を酪定生産要素とする可変利潤から雇用

労賃と支払地代を筏徐した額が米作所得にほぼ対応、

する ・ll. そのため，米作所得は，

!R(A。）＝πR(Po，ι，Ao）一ω。Lo11一roAab

と表される ただしろは可変利i!MJであり， Poは

米側，可変要素価格からなる価格ベクトノレで、あり，

Aは労働の投入量， WOは賃金率， L舶は｝選別労働の

( 20) 

へは地代， A

一ブ1，経営所f寺安定対策に力日l入しないときl土，生

目標に従わない場合の米作所得を得る．ここ

では，作付面積の拡大に起因する米作所得の増加の

みを評価するため，米作所得は，労働の投入：litは一

定として，作付面積だけを鉱大する場合を想定する．

JR(A1）口冗R(Po,Lo,A1）一WoLoh 九A1b

ただし， Ai,A1bはそれぞれ，生産数鼓呂擦に従わな

い場合の作付而積と小作地の郎総である．このとき

の作付面積は経営耕地である阪の商務とする．

したがって，米作農家は，経営所得安定対策へ｝Jll

入する場合，米の直接支払交付金（定額部分，米の

所得補償交付金）と，米f1lliが基準を下閉ったときの

米側変動 ~ill填交付金（変動部分）の合計（s(A0-

10)/10）を収入として得る．その一方で，米fp1史家は，

生産調整によって失った米作所得（ι（A1)JR(A，戸を，
沼擦を達成することの機会資用として負担

していることになる．

この経営所得安定対策加入の収入と費用の差を経

営fiJr得安定対策力11入の純)lfrj守と定義し， 2010年度

と2011年度について規模階居間で比較することに

より， の効果について考察する．

(2）推計方法

経営所得安定対策力11入の純所得は， 0.5～ 1.0ha, 

1.0～ 2.0 ha, 2.0～ 3.0 ha, 3.0～ 5.0 ha, 5.0 ha以

上の 5階j習を対象、として挽計する．

まず， 2010年度と 2011~度の制度に加入する場

合の作付面積（A。）と米作所得（ι（A。））はそれぞれ，

農林水蔵省『米及び麦類の生産』「米の作付規模別

生産設」（都府県） (10 a当たり）から得られる 2010

年渡米と 2011年産米の作付面積と米作所得とする．
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ただし米作所得は，主産物と副産物を合わせた粗

i反主主から物財費，藤周労賃，支払地代の合計を控除

した額とする 5).

経営耕地面積まで作付した（制度に加入しない）

場合の米作所得 （JR(A，）） は統計ーからは得られない

そのため， 1j'i:苅・中Jll(2011）において計測された

可変利溜関数の推計結果 6）を用いて推計された 2010

年度と 2011年度の可変利潤（11)p0,L0, A1））から，

支払地代，その他の費用（土地改良及び

水利費，物件税及び公課諸負担，生産管理費）を控

除した額に，副産物の組収益を加算した｛直言r，経営

耕地面積まで作付した場合の米作所得（ι（A，））と

する．

推計には，農林水産省

の作付規模別生産費J（都府県） (10 a~たり）と農

林水産省 Wll造業物価統計itど用いた．経営耕地問fli

(A，）は，経営耕地面積の田の面積を用いた．作付

額積を経営耕地面積まで拡大したときの迫力詩的な支

払地代の算出に用いる地代 （r）は，支払小作料を

作付面積に占める小作地の比率で除して算出した 7).

このほかの推計に用いた各変数の作成方法は草；；：11・

中川（2011）に従った．

農林水産省 をみると，競

模i場｝習が大きいほど作付面積に占める小作地の説会

は高くなっている．しかし経営耕地面積の自作地

と小作地の内訳は不明であるため，制度に加入せず

に作付面積を経営耕地面積まで拡大する場合，追加

的な作付地のお作地と小作地の構成比がわからな

い．そのため，ここでは，作付部積の追加分が，自

作i也のみの場合と，小作地の場合のそれぞれについ

て，推計することにする．

4. 考察

f設計した経営所得安定対策加入の効果は，表 lの

とおりである．競；模階層関で比較するため，生産数

；量目擦を達成する場合の作付随積 lOa当たりに換

算した｛践を示した

まず，制度加入によって， 2010年度は定額部分

(15,000円／10a）と変動部分 (15,100円／10a）が，

2011年度は米の所得補償交付金（15,000円／10a) 

のみが支払われた. 1tU度加入の収入は，交付単価に

交付対象面積を乗じた額となる．作付聞積あたりの

交付金は，自家消費米用の 10aが交付対象から除

外されているため，作付額積規模が大きくなるほど，

わずかずつであるが，増加している．

つぎに，制度加入の費用についてみる．まず，各

年度の作付面積から経営耕地面積までの作付面積の

拡大が自作地のみでなされる場合について，規模

表工作付面積 10aあたりの経営所得安定対策への加入の効果

収入 m打 総i'li1~J.

交付金
~li'P也のみ 小ff.I也のみ lヨjp:l也のみ 小作i也のみ
によるJ広大 による拡大 による鉱大 による拡大

2010年度

0.5～1.0 ha 25,960 62,012 56,148 …36,053 -30 188 

1.0～2.0 ha 27,991 33 256 28,559 …5,265 …568 

2.0～3.0 ha 28,869 17,243 13,242 11,626 15 628 

3.0～5.0 ha 29,304 17,670 11,160 11,633 18 144 

5.0 ha以上 29,762 20,'144 14,519 9,318 15,244 

2011＂下l!f.

0.5～1.0 ha 12,917 71,376 64,916 一58,459 -51,999 

1.0～2.0 ha 13,964 37,430 32,243 -23,466 -18,279 

2.0～3.0 ha 14,398 22,477 17,877 -8,079 -3,479 

3.0～5.0 ha 14,617 21,492 16,767 ーら，875 2 151 

5.0 ha 以上 14,822 31,549 24,882 -16,727 一10,061

設 1)各ffm'のi'H、j会阪fl110a ~k. りに換＇fl. して表示

2）収入の交付金は， 2010年度は戸翌日所得者ll償モデノレ事業の定額部分と変動部分の合計であり， 2011年度は設業主号戸

J]IJ所得補償ililJI交の米の所得補償交付金である

( 21 ) 
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階層ごとにみると，作付面積 10a当たりの費用は，

2010年度， 2011年度ともに， 0.5～1.0ha溜が最も

大きく，次に大きい 1.0～2.0 ha踏の 2倍ほどとなっ

ている. 0.5～ 1.0 ha j習の費用が特に大きくなった

のは，制度に加入する場合の 0.5～ 1.0ha j認の米作

所得が負｛践となったためである． これらの次に費用

が大きかったのは， 2010年度， 2011年度ともに，

5.0 ha以上隠であった．最も費用が小さかったのは，

2010年度では 2.0～ 3.0ha j訟であり， 2011年度で

は3.0～5.0ha J＼ぎであった．

各年度の作付面積から経営耕地面積ーまでの作付而

磁の拡大がノj、作地のみでなされるj訪合についてみる

と， 2010年度， 2011年度ともに， 0.5～ 1.0ha J設が

最も大きく， 1.0～2.0ha｝習が次に大きかった．三

番目に費用が大きかったのは5.0ha以上躍であった．

最も技用が小さかったのは， 2010年度， 2011

ともに 3.0～5.0ha隠であった．

以とのように各年度の作付面五初ミら経営耕地図

強までの作付閥的のJ広大がお｛乍地によるか，小作地

によるかに関わらず，制度加入の費用は， 0.5～1.0ha 

f習が放も大きく， 3.0～5.0ha J1立 2.0～3.0ha屑が

特に小さくなっていた．

これらの授｝！？は， 2010年度よりも 2011

年度の方が大きくなっているが，これは 2011年度

フ択の·~ミ｛泌が 2010

めである．

の米frmよりも高くなったた

制度加入の純所得についてみる．自作地

以上層

以上より，経営所得安定対策は，米側下落時にお

ける米作農家の収益伎の改替に対して一定の効果を

もっといえる．しかし交付単備が規模｜湾で一律でト

あることから，「f付面積当たりの交付額の規模聞で

の差が小さく，また，生産数設釘擦の達成を要件と

することによって，大規模隠よりも中規模！留に手厚

い政策となっている そのため，経営所得安定対策

は米作の様造改革；こ逆行した政策になっていたとい

うことができる

以 i二のように，本稿の推計では，先行研究での大

規模層ほどメリットが大きいという結果とは奥なる

られた． これは，先行研究での試算では生

産調整のために失った米作所得を機会費応として考

慮していないためでゐる．

5. 結論

本稿では，米frffiが下落傾向にある中で，ヨ矢印Iiの不

目的に笑施されている経

（戸別所得tillffわが米作農家の収益

性に及ぼす効果について考察し米作の構造改革へ

の影響について検討することな課題とした．そのた

め，戸別所得補償モデ

il11JI支が実施された 2010年度と 2011年度を対象とし

て，制度力11入による交付金収入から制度加入の姿｛牛

目標達成の機会資rnの差を制度加入

による鉱大か小作地による拡大かさと1gJわず， 2010 生産数量目襟達成の機会費用は，

年度， 2011年度ともに，制度力ll入による純所得が べてに作付けた場合の米作所得と各年度の米作所得

絞も大きいのは 3.0～5.0ha F~i であった次に大き の差，すなわち，生産調整によって失った米作所得

かったのは， 2.0～3.0ha｝習であった．以下， 5.0ha と定義して， l'j[)tlj・中Jll (2011）の~hl!U結果を援用

以上！乱 1.0～ 2.0ha }•;;'), 0.5～1.0 ha庖と統いてい して推計した．その結果，制度加入の純所得は中規

る．このため，経営所得安定対策は， 3.0～5.0ha｝乱 模周（3.0～5.0ha隠）が最も大きくなっていた．

2.0～3.0 ha隠という中規模沼にメリットの大きい また，米側変動交付金（変動部分）が交付されるほ

政策となっている． ど米悩が下落している場合は，米fmi変動交付金が交

2010年度と 2011生ド！支を比絞すると，制度加入の 付されない場合に比べて，制度加入の純所得が大き

純所得は2010年度の｝Jが2011年度よりも大きくなっ くなっていたことがわかったーそのため，経営所得一

ている．これは， 2010年度では米側の下落が著しく， 安定対策は，米側下落u寺の米作農家の収主主役の改義：

変動部分が交付されて収入が増加lしたこと，また， に対して一定の効果をもつものの，交付単悩が規模

陪時に，生産数益段擦の達成による機会費潟が小さ 間で一律であり，生産主数設自擦の達成が加入要件で

くなったことによる その結果，制度加入の純所得 あるため，大規模熔よりも中波；模｝留に手厚い政策と

は， 2011年度ではすべての階層で負値であったが， なり，米作の構造改革に逆行する政策になっていた

2010年度では 2.0～3.0ha隠.3.0～5.0 ha I鼠 5.0ha ことが切らかになった．

( 22) 
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先行研究においては，戸別所得補償（経営所得安

定対策）は規模拡大のインセンティブとなることが

指摘されていた．一方，ヌド稿では，生遊説撃のため

に失った米作所得を機会費用として考A癒したことに

より，先行研究とは逆の結果となった．

付記 本稿は，科学研究費助成事業（学術研究助

成主主金助成金）（若手研究 (B）），課題番号 25850150

による研究成果のー郊である

注 I) 本研究は現行制度が米作所得の得失；こ及ぼす効梁

について分析したものである．一方，政府は， 2013

年11月26El の~林水産＂！（~・地域の活力創造本郊で，

経営所得安定対策の免疫し（米の夜緩支払うど付金

の2014年渡米からの減額と 2018"Fil€米からの疑

Ir.，米側変動総渋交付金の 2014＂ドjlg米からの廃止）

と， 51H交を！~Vi会にコメの ~I二度数量目標の配分さと

廃止することを決定しt：：.. 本研究ではこうしたi!llJ

度変廷の効果は考慮していない．

2) 1{i1'1) (1989）は，迫力詩的な減反によって及家が災

5たした米作所得を減反の機会~！（Jfj と定義して，減

反政策の綬済的二について分析している

3）交付の;J，~r~i となる It'Ri¥'ifl'J t丈販売制絡jl土2010年度

～2012 "F伎で共通の 11,978rrl /60 kgとされている－

4）機校を可変姿索としたのは，作業受委託などによっ

て， 7 口ーとしての機械m役の投入滋のIJIJ1li~が可

能であると三与えられるためてeある．

5）主主1'1J・1ヤJll (2011) ＇こ従って，物 lt1伐に含まれる

減価償却授は 1990年以前の系列iこ接続するよう鈎

( 23) 

会きしている

6）推計ブ1法とデータについては， Tム7日lj.''"Jll (2011) 

の（註 13）を委主j肢のこと

7) ここで算出した地代や小f乍i也の災努地代l主， i'Ff守扇i

干ii規模開iこ；絡去をがある．経営耕地凶駁すべてに作付

泌総を鉱大する場合，続段階｝認を移動することにな

るが，それに伴う Jl!lf~の潟主主は行わなかった．
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