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地域特性を考慮した効率的政策選択

藤本幸生・

Efficient Policy Selec土ionTaking R培 ionalCharacteristics inぬ Consider滋ion

Sachio Fujimoto. 

In the streams of decentralization， local governments are asked to think out 

their policy-making efficiently. On the other han孔 thecentral government has 

to select the national policies and to allocate the budget not by means of a uni-

form allocation policy， but based on the actual conditions of each region. 

The first purpose of this paper is to analyze the difference in efficiency when 

we change the combination and/or the weight of political categories， reflecting 

each region's productive resource stocks and characteristics. Secondly， the 

paper shows how we can optimize the fiscal allocation， considering each re-

gion's productive resource stocks and characteristics， using the results of calcu-

lation to determine the efficiency of agricultural investment. The results of 

these analyses show that the policy-making which ta註esregional characteristics 

into consideration is more efficient and rational than that of a uniform alloca-

tion policy. 

This analysis will be extended to include other policy selections in the na-

tional and local budgets excluding a pure public goods. 
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現在，中央集権の弊害，地方分権の捉進が世論

の大勢を占めている.面接大毘である米国や中国

などには及ばないものの，北緯26度から45.5震，

東経127度から146度までに拡がるわが邑は，北海

道から沖縄までその気候，風土や人口，産業構造

をはじめとする各種の地域特性は大きく異なって

いる.確かに，中央集権による全冨均一化政策は

ある意味で効率的ではあるが地域特性・地域ポ

テンシャルの異なる地域に再ーの政策を施行して

も，各地域で詩等の成果が得られる保証はないと

いう点で合理的とは言えない.中央政府として国

全体のレベルアップを留るためには，全国均ーを

E的とするのではなく 地域特性に即した効率的

かつ合理的な地域別政策選択 すなわち地域別予

糞配分を行う，立、要がある 1)

政策問題および政策選択へのアプローチは多様

である 2に各種の審議会を経た計画および内関や

各省庁において策定された政策E標を実現するた
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めには，いかなる政策・手段の組合せがあるか，

その政策選択において何を優先し，どのような基

準に則って予算配分すべきか，地域特性に却した

予算配分はどのような組合せが最適かなどについ

て，農業予算を事例として検討するのがこの研究

のE的である.

すなわち，農業生産は気象や士壌などの自然条

件;こ左右されることが多く，また，作自や品種の

選択自由度が大きい代わりに倍棒の変動揺が大き

いなどの特徴が為り，農業所得や生産性の高低は

農業者の経営意思決定や能意工夫に委ねられる部

分が多い.一方，農業政策(投資)は，長期的に

社会資本を整儲する農業基盤整信事業から，生産

効率を向上するための構造対策や作自問生産振興

政策，農業者の所得稽償的な価搭政策や金融政策，

農村生活向上のための福祉政策など，その政策手

段は多様である.これらの政策手段を全国一律の

画一的な投資ではなく，各地域ごとの農業生産資
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源のストック状況，地域の産業構造に占める農業

の位置付けや農業の活力などの実状を把握した上

で，地域毎の農業の将来講想、に即した投資配分の

組合せを検討する必要がある.

ところで，わが国の産業構造における農業の笠

置付けは低下する一方であるが，それに呼Eちする

ように国の一般会計議出に占める農業関係予算の

比率も昭和45年度の14.4%から平成 6年度の7.1

%へと四半世紀の聞に半減している.

また，わが国の農政は非常に幅広い行政目的を

持っているが，時代とともに農業予算に占めるこ

れらの政策ウエイトは大きく変化している(図 1). 

すなわち f農業の生産性の向上と農村の環境整備J

は昭和45年度の24.0%から平成6年度の51.3%へ，

また f農業構造の改善j は5.3%から 12.5%へと

倍増する一方， r舘格の安定と農業所得の確保J
は同時期に44.4%から9.4%へと急減している 3)
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これらの行政目的を複合的に勘案した結果とし

て農林水産省予算が策定されるが，このように複

数の，また効果の現れ方や受益者が異なる行政目

的を相互に勘案しながら，合理的な予算を組み立

てていく過程には，長年の経験と勘に支えられた

譲整作業を伴う 4にこれらの作業は，現在の社会

科学やコンピュータ技衡をもってしでも置き換え

ること泣難しい部分であるがコンピュータによっ
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て，作業を支援する情報を提侯することが可能と

なってきた.ここに示す地域別農業投資効果計測

モデルおよび地域別j農業投資最適化モデルもその

一環と考えられる.

1 分析の枠組み

1 -1 研究の概念

投資(予算配分〉は効率性，地域バランス，先

行性などに程意して行われるべきであるが，後進

地域への投資は一般的に投資効率が抵いために

効率性を強調すると先進地域への投資が主体とな

り，地域的なアンバランスを引き起こす原因にな

りかねない.地域格差の是正，国土利用の均衡な

どを自諜とする現在の地域罰発政策においては，

効率性と必要性(重要性，緊急性，継続性，位計

画との整合性など〉のバランスに十分配意して投

資配分を行う必要がある.しかし，必要性や先行

性には多分に政治的要素が含まれており，計量的

分析にはなじまない面がある 5に農業投資選択を

考える場合のスタンスとして，ここで辻効率牲と

地域バランスに主眼を置くこととする.

当研究の基本的な概念は次の 2段階のモデルか

ら構成される.

① 農業生産資源のストックや地域構造を話提

として，地域別に農業投資が所得や生産性な

どの成果指標にどのような影響を与えている

か，すなわち，投資が成果をどの程度制御す

るかを把握する(地域別農業投資効果計溺モ

デ lレ). 

② 個別の行政目的を達成するためには，地域

別にどのような組合せで農業投資を行うべき

かを検討する(地域別農業投資最適化モデル).

前者のアプローチは，単f立投資がどの程度

成果を制御できるかという観点で，政策選択

の主要なアプローチの 1つである f費用便益

分析jに通じるものである 6) 

後者のアプローチにおける個別の行政呂的

とは，例えば，全国の生産量を最大にすると

か，所得の地域格差を解消するなど，農業政

策の個7J1j目標にあたるものであり，上記の効

率性，地域バランスという観点から最適な投

資の組合せを地域別に誰計するものである.

1-2 地域区対の考え方

一般的な地域区分としては，地方圏域や都道府

県などの地理的・行政的区分があるが，このほか

にも，①経済発展段階による区分，②経済圏域に

よる区分，③生活圏域による区分，④気象や自然

条件による区分，など使用目的に定、じて使い分け

がされる7)

当研究における地域区分は，①入手できる統計

データの最小単位が都道府県である，②入手でき

る都道府県知政策目的別農業投資データは 5か年

である，③農業生産構造が同質的な地域に対する

農業投資が或果指標に及認す影響は同様と考えら

れる，などの理由から，過去 5か年の都道府県知

データをクロス・データと考えて. r同質'性」と

いう観点からいくつかの地域に区分することにし

た.すなわち，土地，労働，資本などの農業生産

資源の賦存量および地域構造を表すストック・デー

タ69系列を用いて主成分分析を行い，各主成分の

性質を検討した結果， r農業の規模J，r都事化の

進度J.r稲作の窺模jなどが地域区分の基準にな

ることが分かったので，グループのサンプル数を

勘案しながら，表 1に示す 5つの地域に区分する

こととした.なお，北海道の主成分得点は特異な

値を示すために対象から除外した.

1-3 分析手法の選択

農業投資額を地域部に配分する場合に，限られ

た慰j震をどのように配分したら最も効率的に農業

政策の目標を達成できるかという地域別配分理論

は部門別配分理論よりもさらに未開発な分野であ

り，実証的な研究事例は少ない.

地域別農業投資効果計測モデルにおいては，①

農業生産資源のストック・データおよび地域構造

データを用いて主成分分析を行い，その結果得ら

れる主成分緯点を算出し，②この主成分得点と農

業投資データを説明変数として 或果指標を被説
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表 l 主成分分析による地域区分の結果

地域名 農業規模 都甫イヒ度 稲作規模 代表的な都府県

地域A 大 fま 青森，岩手，秋田，山形，宮崎，熊本，鹿児島

地域B 大 高 茨城，栃木，群罵，新潟，長野，静岡，宮城，兵庫

地域C f丘 大 富山，五}"，福井， 一三重，滋賀，山口，徳島，香川

地域D fま 山梨，和歌山，鳥取，愛媛，高知，佐費，長崎，沖縄

地域E fZ可3 東京，神奈川，大阪，京都，岐皐，広島

明変数とする重回婦分析を行う，③その緊，説明

力の小さい変数から落としていく変数減少法を採

爵する.@また，符号条件をあらかじめ設定でき

るモデルとする，などを考憲して手法選択を行っ

た(弘下では，この手法を f主或分・ステップワ

イズ重回:培法Jという)8). 

一方，地域別農業投資最適化モデルにおいては，

伝統的な線形計画法9)を採局することとし，各種

の個別の行政E的に対定、しうる定式化を検討した.

2 地域別農業投資効果の計測

2-1 計測の手頼

地域別農業投資効果計測モデルは，複数の農業

政策{投資〉の組合せが執行された場合，その結

果として表される成果指標にどのような影響を与

えるかを地域別に計灘するモデルでるり 5つの

地域区分ごとに次の手頼で推定を行った.

①被説明変数(成果詣標〉と農業投資データ

を除く変数群を，地域区分で示した 5つの地

域別に土地関連，労働関連，資本関連，地域

講造の 4つのグループに分ける.

② 各グループに含まれるデータの特註を分析

して，除去すべきデータを取り詮き，基準化

を行う.

③ 地域別・各グループ毎に主成分分析を行い，

各主成分〈合成変数〉の因子負荷量および毘

有ベクトルを算出する.

@ 算出された因子負帯量を参考として，各主

成分の内容の意味付けを行う.

① 悪有ベクトルと元のデータとの義和である

主成分得点を各主成分ごとに算出する.

⑤算出された主或分の寄与率を参考にして，

採用する主成分の数〈次元〉を決定する.

⑦ 説明変数〈農業投資の 6項目と 4グループ

の地域特性データについて選定された主成分

得点〉の相互の相関係数を計算し，多重共線

性の弊害を取り除くために相関が高い変数を

除去する.

③被説明変数を選定し，⑦で採用された農業

投資データと主成分得点を説明変数とする方

程式体系を地域別に作成する.

③ 上記のように作成した方程式についてステッ

プワイズ重囲帰分析を行う.ここでいうステッ

プワイズは変数減少法に相当し，次の条件の

どれかを溝足した場合に打ち切る方法である.

ア) 自由度調整済み決定孫数が設定した値

を下回った場合

イ) すべての回婦係数の t検定植が設定し

た値を上富った場合

一方，上記の条件を溝たさない場合には，

次の条件によって変数を 1つ取り除いて，重

臣帰分析を続ける.

ア) 強制的除去条件〈例えiえ農業投資デー

タの回婦係数は負にはならないなど)に合

致した変数のうち t検定値の絶対値が最

大のもの

イ) 強制的除去条件に合致する変数が無い

場合には，それ以外の説明変数のうちで，

t検定笹の絶対催が最小のもの

⑮ 上記のステップワイズ重田婦分析を行った

結果は，打ち切り基準が的確であれば，一応、

有意であると判定できるが，さらに，符号条

件や残された変数について検討し，もし結果
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が悪かったり，精震の向上が期待できる場合

には，③へ戻ってやり重しを行い，最終的に

採用するモデル式を確定する.

2-2 説明変数の選定

主成分ステップワイズ重回帰法の特徴は，主成

分分析によって各地域特性データの主成分得点を

算出し，重回帰分析の説明変数に用いる点にある.

当研究における地域別農業投資効果計測モデルの

ように説明変数の候補が百系列を超え，どの変数

を説明変数として採用するかを明確にできない場

合には，何らかの方法で変数の持つ情報を減らす

ことなし少数個の変数にまとめる工夫をしなけ

ればならない.さらに，重毘帰分析では説明変数

は互いに独立であるという条件が必要であるので，

このような場合には主或分分析を用いて説明変数

を要約することが最適である.

主成分得点を説明変数として用いるために，土

地関連，労働関連，資本関連，地域構造データに

ついて. 5つの地域ごとに主成分分析を行い，各々

主成分得点および民子負荷量を求めたが，各デー

タ群の主或分の特設を示すと次のとおりである.

(1)土地関連データの主成分

土地関連データは22系列の変数からなり. 5 

地域に分割されたサンプjレを用いて主成分分析

を行った結果，累積寄与率が8割以上を目処と

して，地域Eは第 3主成分まで，その他の堆域

では第 4主成分までを採用することにした.

地域A.C. Eの第 l主成分は f田の耕地規

模jを，また，地域B，Dにおいても第 2主成

分が「田の耕地競模」を意味しており，これは

土地関連データにおける基本的な主成分である.

地域Bの第 1主成分は「緩傾斜jであるが，農

業規模と都市化度がともに大きい地域3では，

地域Aよりも普通知や樹園地の面積比率が大き

いなど穏作よりも畑作や果樹作が多いためと考

えられる.また，農業規模，都市化度，稲作規

模が共に小さい地域Dの第 1主成分が f普通知

規模jであるのも，地域Bと同様の理由による

ものと考えられる.

上記以外の主成分の性格としては[牧草地規

模J.r樹宮地規模J，r娼耕地規模J，r傾斜jな

どがあるが，これらについても各地域の特性を

的確に表現していると言える.

(2)労欝関連データの主成分

労舘関連データは16系列の変数であり， 5つ

の地域ごとに主成分分析を行った結果，累積寄

与率が8割以上を巨処として，地域A.C. D 

では第 3主成分まで，地域B. Eでは第 2主成

分までを採用した.

地域A，B. Cの第 1主成分は「基幹労舘力」

であり，地域D，E においては第2主成分になっ

ている.一方，地域D，Eの第 l主成分は「農

業従事者数jであり，地域B.Cでは第2主成

分，地域Aでは第 3主或分になっている.すな

わち，労欝関連の主成分は，農業労働力の量を

表す f農業従事者数j と，質を表す f基幹労働

力jが基本的な主成分であると言えよう.

この他の主成分として辻，労働力の質を表す

「高齢労働力J.r若壮年労働力jなどがある.

(3)資本関連データの主成分

資本関連データは37系列の変数であり， 5つ

の地域ごとに主或分分析を行った結果，累積寄

与率がs割以上を目処として，地域Eでは第4

主成分まで，その他の地域では第 5主成分まで

を採用することにした.

地域C.D.互の第 l主成分は「農業固定資

本規模Jであり，地域Aでは第 2主成分に，地

域Bでは第 4主或分になっている.その他の主

成分としては[建物・農機具資本J，r動物資本J.

「植物資本J.r岳動車資本j などが共通的に現

れている.農業規模が大きく都市化度が小さい

地域Aでは第 3主成分に「高馬力トラクターj

が入っている.

J:J.上のように，資本関連データの主成分は，

総題定資本，建物，農機具動物，植物などの

資本の大きさで構成されている.

{心地域構造データの主成分

地域構造データは66系列の変数であり， 5つ

の地域ごとに主或分分析を行った結果，累積寄
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与率が8割以上を呂処として，地域Eでは第4

主成分まで，その地の地域では第 5主成分まで

を採用することにした.

5つの地域すべてにおいて「都市規模Jが第

l主成分になっている..r都市規模j には，人

口，就業人口，総生産，地方財政などの要素が

含まれており，地域構造を示す基本的な主成分

である.その弛の主成分では「農林水産業費J，

f面積j，r所得j，r施設整情状況j，r財致力j，

r 1次産業j.r 2次産業j.r物値Jなどがあり，

各々の地域の特性に見合った主成分が入ってい

る.

以上のように，主成分分析による説明変数の

侯祷は，地域A. C， Dが17僅，地域Bが16偲，

地域Eが13個となった.このように， 141系列

あった元の変数の情報の 8割以上の情報量を保

ち，かつ互いに無相関な13~17個の主成分に置

き換えることができたことになる.

なお，上記の主成分得点について，多重共線

性を居避するために説明変数関の相関が高いも

のを取り除いた結果，地域AとBが151fQl.地域

Cが11倍，地域Dが12摺，地域Eが10債となっ

た.

(5)農業投資データ

農業投資データは致策変数であり，それぞれ

独立の説明変数として用いる点で他の説明変数

(主成分得点)とは異なっている.農業投資デー

タは，題の農業投資を主要目的別に分類した 6

項呂の金額データを実質fとしたものであり，そ

の内容(小項目〉は次に示すとおりである.

①農業生産の選択的拡大:畜産生産振興，圏

芸振興，米麦生産の高度化等，水国務用再編

対策，養蚕・議対策，②農業生産性の向上:

農業生産基盤の整講，@構造対策:農業構造

改善事業等の推進，農業者年金制度，農地保

存合理化の促進等 地域農業振興対策・農業

振興地域整備，④価格・流通・所得対策:米

麦管理制度の運営等，畜産物の倍格安定，野

菜の髄搭安定，果実の錨格安定，国産大豆な

たね保護対策，⑤農業従事者の福祉向上:生

活改善普及事業，過環地域等の援輿，山村振

興，農村地域定住促進対策事業等，⑤農林j鼻、

業金融の拡充:農林漁業金融公庫資金の拡充，

農業近代化資金・農業信用保護保挨制変，農

業改良資金

これらの農業投資データは，地域ごとに実覧

値を総農家数で除したものを用いることにした.

(6)成果指標の特性

地域別農業投資効果の計灘では， 5つの地域

ごとに準講された互いに独立な説明変数によっ

て，政策執行の結果としての或果指標を説明す

ることにより，農業政策(投資)の組合せが或

果詣標に及ぼす影響度を地域ごとに計挺する.

前述の地域区分ごとに代表的な成果指標の平均

笹および変動係数を表2に示す.

地域別の特徴は次のとおりである.

① 総農家数は，農業規模が大きい地域Aと地

域Bで大きい.

②専業農家比率では，農業規模，都市化震，

稲作規摸が小さい地域Dが17.1%で一番大き

く，次が農業規模が大きく都市化度が小さい

地域A (14.8%)である.一方，第 2種葉業

農家比率は，都市化疫が大きく農業規模が小

さい地域Eカ宅3.3%で一番大きく，農業規模・

都市化変は小さい古寺信作規模が大きい地域C

が82.8%で続いている.すなわち，果樹作や

動物が比較的多い地域Dや地域Aにおいて専

業率が高く，稲作が多い地域Cにおいて第 2

種兼業率が高いのは 労鶴力の投入量との関

係があると考えられる.

③ 農業程収益，農業所得では，農業規模が大

きい地域Aと地域Bおよび地域Dで大きいが，

農外所得，農家所得，農家可処分所得などで

は，都市住度が大きい地域主と地域B，およ

び農業規模・都市化震が小さく揺作規模が大

きい地域Cの方が大きい.すなわち，都市化

度が大きいか，または，稲作規模が大きい地

域ほど農業拡外からの収入が多くなっている.

このことは，農業依存度からも裏付けられる.

8 生産性についてみると，労働生産性と資本
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表2 代表的な成果指標の地域別平均値と変動係数

数笹:平均値， ()内:変動係数

地域A 地域B 地域C 地域D 地域E

総農家数(千戸) 117.1(21.4) 140.7(18.5) 71.8(23.(乃 65.4(25.8) 75.1 (n2.l) 

専業農家比率(%) 14.8(57.1) 11.0(28.6) 8.2(ちち.6) 17.1(28.0) 8.4(35.4) 

第2種兼業農家比率(%) 59.3(10.5) 71.3(10.7) 82.8( 8.2) 64.7( 7.4) 83.3( 5.7) 

農業組収益(千円/戸) 2，759.9(25.1) 2.710.8(24.3) 1.717.5(22.8) 2.223.4(20.8) 1.778.5(38.4) 

農業所得(千円/戸) 1.109.5(26.7) 1，073.2(27.5) 666.8(25.1) 949.4(23.5) 706.9(45.0) 

農外所得(千円/戸) 2，753.8(15.8) 4.f)41.1 (21.8) 4，405.8(18.2) 3.] 78.2(1位。)ち，067.8(18.1)

農家所得(千円/戸) 3.863.4(12.8) 5，114.3(15.1) 5.072.6(15.9) 4.127.6(16.8) 丘774.7(l7.G)

可処分所得(千円/戸) 4.224.1(13.6) ち，300.4(13.2)5，440.3(14.2) 4，4:30.7(16.9) ち.617.7(1 1 .8) 

借入金(千円/戸) 1，903.3(30.9) 1，379.8(40.3) 1，422.5(32.2) 1.6G7.8(27.3) 1，23G.1(l22.) 

労動生産性(円110ha) 丘305.5(31.7)5.ち52.7(17.9)ち，156.1(25.0)4，71)7.3(22.3) 4，750.2(21.4) 

土地生産性(千円110a) 92.4(25.3) 109.6(26.8) 88.4(33.1) 118.1 (28.2) 112.7(39.5) 

資本生産性〈円/千円) 440.0(31.4) 460.8(25.8) 407.0(29.7) 424.7(47.1)) 415.8(28. 1) 

粗生産額比率・米(%) 34.9(52.1)) 29.6(!12.1) 46.6(40.1) 18.~)(らG.9) 26.8(70.2) 

粗生産額比率・畑作(%) 9.1(56.4) 7.9(59.0) 6.2(17.4) 11.1 (89.1) 4.6( 44.7) 

組生産額比率・野菜(%) 12.1(30.6) 21.6(36.7) 14.3(4:3.7) ] 8.8(58.0) 25.8(45.4) 

粗生産額比率・果樹(%) 8.9(89.4) 6.5(81.3) 6.1 (63.1) 20.1 (72.6) 7.6(6G.4) 

粗生産額比率・畜産(%) 31.8(44.1) 28.8(23.5) 23.4(35.1) 25.8(:34.2) 30.7(29.1) 

作村廷べ面積(千 ha) 155.6(16.9) ] 41.5(29.3) 56.5(21.8) む2 ち(36.~1) 45.0(57.4) 

作付け面積・米(ha) 73，057(38.1) 70.451(49.1) 35，900(34.4) 20.511(ち8.5) 24，140(79.5) 

作付け面積・麦(ha) 5ヲ505(88.2) 8.910(99.7) 2.677(105.1) 4.850(119.4) 947(120.持)

作付け面積・畑作物命的 24，728(62.2) 22.399(ち4.4) 6，889(49.8) 13.307(80.1) 4，:309(G5.D) 

作付け面積・野菜(ha) 14，506(26.9) 23，05弓(45.1) 6.133(:33.7) 7‘818(26.:3) 8.121(2~).7) 

作ftけ面積・果樹(ha) 12，275(69.7) 8.309(71.1) 3.888(74.丹) 1:3，340(66.7) 4.519(70.7) 

作村け面積・踊肥料(ha) 26，440(52.0) 10，000(37.9) 2，588(70.6) 4，899(66.7) 2，856(95.0) 

みると次のようになる.生産性は農業規模が大きい地域Aと地域3が

大きいが，土地生産性は農業規模が小さい地

域Eと稲作規模も小さい地域Dで大きい，こ

れは蔀述のように，地域Dにおいては果樹作

が，また，地域Eにおいては施設霞芸が比較

的多いために労働集約型の農業が多くなって

いるためと考えられる.

① 各種の農家数，農業関係所得などでは，地

域Eのばらつきが一番大きく，これは前述し

た理由によるものと考えられる.

このことは，農業粗生産額や作付面積の講

或比においても示されている.すなわち，粗

生産額では野菜の比率が地域Eで25.8%，ま

た，果樹の辻率が地域Dで20.1%と最も多く

なっている.一方，作付面接でもやはり野菜

面積比率が地域Eで25.4%.果樹面讃比率が

地域Dで22.2%で最も多くなっている.

次に，変動孫数によってばらつきの程度を

② 特;こ，借入金のばらつきにおいて地域Eが

他の地域に比べて大きくなっている.

③作物部作付面積では 麦のばらつきがどの

地域においても大きくなっている.この傾向

は麦収穫量においても同様である.

以上のように，各データの地域lJlj特性が現

実の地域の状況を的確に表しており，地域区

分の方法が妥当であったと考えられる.

なお，以下の地域別農業投資効果の計測に

おいては，代表的な指標として農業所得およ

び労鶴生産性について計漉した結果を次に示
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す.

2-3 農業所得に関する推定結果と分析

(1)地域A[農業規模:大，都市北度:小]

① 農業投資変数では f構造対策J，r髄諮・流

通・所得対策J.r農林漁業金融の拡充Jが有

意であり，撞域Aでは価格政策や金融政築な

どの短期的な政策が農業所得の向上に寄与し

ている.これらの中でも「農林漁業金融の拡

充jの囲婦係数が一番大きく，寄与度も高い.

撞域Aは組の地域に比べて「農林漁業金融の

拡充」の平均値が一番大きく，融資が農機具

や資材の購入に充てられ，農業生産が活発化

し，その結果として農業所得の上昇に寄与し

ているものと考えられる.

②次に回婦係数が大きいのは「構造対策jで

あるが，地域Aは都市化が遅れた，いわゆる

農村地帯と言われる地域であるので，講造対

策の影響を最も受けやすくこの政策が良い方

向に反映しているものと考えられる.

③一方，有意な地域特性変数において，農業

所得を引き上げる方向に働いているのは，牧

草地震模，都市規模および若壮年労骨力(高

齢労働力がマイナスのため)である.地域A

は前述のように牧草地規模が他の地域に比べ

て大幅に大きい地域であることや，畜産経営

農家の所得が比較的高いことなどが影響して

いるためである.また，都市規模については，

地域Aは飽地域に比べて都市規模が小さいサ

ンプルの集会であるが，都市規模が小さい中

でも泊費地との関孫で規模が少しでも大きい

方が存利なためと考えられる.

④ 田耕地規模，緩傾斜，画定資本規模，高馬

カトラクタなどの農業生産資源が多いほど大

規模農業経営であり 通常は農業所得が多い

と考えられるが，これらの回婦孫数の符号が

マイナスであるということは，土地集約型の

畑作や稲作が多いために地域Aでは必ずしも

農業所得が大きくなるとは限らないことを示

している.

(2)地域B [農業規模:大，都市化変:大]

① 農業投資変数では「錨格・流通・所得対策」

と f農林漁業金融の拡充Jが有意となってお

り，農業規模が大きいという点で似ている地

域Aに近い.毘帰係数は f農林漁業金融の拡

充jが圧額約に大きい.r農林漁業金融の拡

充jの 1h a当たり投資額の平均僅は地域3

が一番小さいが，投資効果は大きいと言える.

② 地域特性変数では，急傾斜，動物資本，自

動車資本，財政力などが農業所得を増加させ

るように効いている.すなわち，地域Bでは

家畜などの動物を導入することが農業所得を

高めていると考えられる.

金一方，地方政府の農林水産投資がマイナス

で農業所得を引き下げるように効いているが，

これは単年度の投資額であり，最近の傾向と

しては農業が遅れている{投資効率が比較的

悪い}地域への投資が多いためと考えられる.

(3)地域c[農業規模:小，都市化度:小，稲作

規摸:大]

① 農業投資変数で有意なものは f価務・流通・

所得対策」だけである.地域Cは都市化度と

農業規模が小さいカ守話作が比較的多い地域で

あり，短期に効果が現れる[価格・流通・所

得対策Jが農業所得の向上に有効であった.

② 地域特性変数の中で農業投資を引き上げる

ように効いているものは田耕地規模，様居地

規模，基幹労動力，題定資本規模，建物資本，

稲作機械資本，第 l次産業などであり，規模

が小さい農業の中でも基幹労働力や資本が大

きい方が農業所得に有利に働いている.

③ なお， f也の地域では農業所得を引き上げる

方向に働いている畜産関係は，地域Cではマ

イナスに効いているが これは稲作規模が大

きし畜産が比較的小さい地域であるために

所得に結び付かないためと考えられる.

(4)地域D[農業規模:小，都市化度:小，稲作

規模:小]

① 地域Dも地域Cと同じく，都市化度と農業

規模がともに小さいが謡作が少ない地域であ
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る.農業投資変数でl土 地域Cと同じく「舗

格・流通・所得対策jだけが有意であり，短

期的政策が農業所得の向上に貢献している.

② 地域特性変数では，稲作が少ないという地

域の特徴を表しており，熔耕地規模，農業従

事者規模，農機具資本などが，農業所得を引

き上げる方向に働いている.

③ 高齢労働力は労働力の質を表しており，マ

イナスになっているので若壮年労動力が多い

方が農業所得を高めることになる.

(5)地域E[農業規模:小，都市化震:大]

① 地域Eは農業規模が小さいが都子有化度が大

きい，いわゆる都市型の地域である.農業投

資変数で有意であったのは「構造対策Jだけ

である.

② この地域i土地価が高いために野菜糧生産額

比率が25%以上であるように，労働集約型農

業が盛んであるので，基幹労働力や動物資本

が農業所得を引き上げる方向に効いている.

③ 地域Eの地域特性変数で特筆すべきは，土

地，労傍，資本，地域講造の第 1主成分であ

る司耕地規模，農業従事者規模，国定資本規

模，都市規模の間の棺関孫数が非常に高いこ

とである.これは サンプル都府県における

各農業生産資源の賦存量が農業規模に比例し

ていることを表している.また，これらの生

産要素は農業所得にマイナスに動いているが，

農業規模が小さい地域の中でも農業が盛んな

地域の方が生産効率が抵く，農業所得が少な

いためである.

(6)有意な農業投資変数

各地域別モデルにおいて 存意であった農業

投資(政策)変数の回帰係数をまとめると表3

のようになる.

表3 農業所得に有意な農業投資変数の回帰係数

地域A

農業生産の選択的拡大

農業生産性の向上

構造対葉 17.928n 

価格・流通・所得対策 1.7047 

農業従事者の福祉向一l:
農林漁業金融の拡充 37.6944 

'---

5つの地域を通じて 農業投資変数は l戸当

たり農業所得の向上に対して次のように効いて

いる.

① 地域Eを絵く全地域で「倍格・流通・所得

対策jが有意であり，農業所得の向上に最も

広く貢献している.

② 農業規模が大きい地域Aと地域3では「農

林漁業金融の拡充」が効いており，また地域

Aと地域Eで「構造対策jが有意である.農

業規模が大きい地域Aと地域Bで金融政策が

効いているのは，設存の農業生産資源のストッ

クをベースに融資を受けた資金によって農業

基盤を整犠し，さらに宥利な農業経営を実現

地域B 地域C 地域D 地域E

14.2932 

1.4901 2.4306 0.9871 

26.7267 

しているためである.

③ 農業所得に寄与する疫合いを留婦係数(当

該投資を l単f立増やした場合の非説明変数

(農業所得)の培分〉でみると「農林漁業金

融の拡充」が弛の農業投資よりも投資効果は

大きく， r構造対策jがその次に続いている.

「価格・流通・所得対策jが有意であった地

域は多いが，投資効果はそれほど大きくはな

しミ

④ なお， r農業生産性の向上jはどの地域で

も有意とはならなかった.この政策は，ア)

農業基盤整構事業などで 整備が完了するま

でに非常に長期詞を要する事業である.しか
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し，ここで、扱っているのは単年度予算であり，

事業の法んの一時期の投資額である.イ〉ま

た，これらの事業は申請事業であり，昭和30

年代から行われているので，現在対象となっ

ている地域は一般的に投資効率があまり長く

ない地域である.ウ)一方，事業の効果が成

果となって現れるまでには，相当長期のタイ

ムラグがあるので，現在現れている効果は，

過去のストックによる効果であると考えられ

る.以上のような理由により，現在の単年度

の f農業生産性の向上Jの投資が同年のフロー

の向上に結び付きにくいために，有意になら

なかったと考えられる.

2-4 労働生産性に関する推定結果と分析

労働生産性は，単位労動時間当たちの農業純生産

額であり，労偉力投入の効率性を見る指標である.

(1)地域A [農業規模:大，都市化度:小]

① 地域Aでは「講造対策j.r価格・流通・所

得対策j.r農林漁業金融の拡充jの 3つの投

資変数が有意である.これらの中で労鋤生産

性に一番寄与しているのは「農林漁業金融の

拡充jである.。地域特性変数の内で 3つの生産資諒変数

には労働生産性を向上させるものはない.地

域Aは土地集約型の農業が多いために，農業

規模が大きくても労管室生産性は上がらないこ

とを示している.

③ 労欝生産性にプラスに効いているのは，都

市規模と地方の農林水産投資であるが，都市

規模が大きいほど地錨も高くなり，労動集約

型農業が増えるためである.

(2)地域B [農業規模:大，都市北度:大]

① 農業投資変数で辻「農業生産の選択的拡大j.

「価搭・流通・所得対策J.r農林漁業金融の

拡充Jなどの短期的政策が労働生産性の向上

に寄与している.この中で，寄与度が大きい

のは「農株湯、業金融の拡充jである.

② 地域特性変数では，土地関連がプラス，資

本関連がマイナスに効いている.すなわち，

地域Bでは土地が大きいほど効率的な経営が

行えること，資本規模が必ずしも労働生産性

に寄与していないことを示している.

(3)地域c[農業規模:小，都市住度:小，揺作

規模:大]

①農業投資変数では「構造対策jと f価替・

流通・所得対策」が有意となっている.地域

Cは農業規模と都市化度が小さいために構

造改善事業などが労働生産性に臭い結果をも

たらしているようである.

② 埠域特性変数では，土地，労働関連の変数

がマイナスに効いているが，資本関連の建物

資本や自動車資本は労鶴生産性を向上するよ

うに働いている.

(心地域D [農業農摸:小，都市化度:小，稲作

規模:小]

① 農業投資変数では有意なものは lつもない.

6 地域特性変数では娼耕地規模，農機具資本，

揺作機械規模などがプラスに効いており，田

耕地規模，急傾斜などの土地関連変数が労働

生産性を下げるように効いている.

(5)地域E [農業規模:小，都市化度:大]

① 農業投資変数で有意なものはない.

② 地域特性変数では，穏作機械が労働生産性

を向上させるように効いている.一方，田耕

地規模，語物資本などは労働生産性を引き下

げるように働いている.

(6)有意な農業投資変数

各地域別モデルにおいて 有意であった農業

投資(政策)変数の囲婦係数をまとめると表4

のようになる.

5つの地域を通じて 農業投資変数は労動生

産性の向上i二次のように効いている.

@ 農業規模が大きい地域Aと地域Bでは. 3 

つずつの農業投資変数が労働生産性の向上に

効いているが，都市化度と農業規模が小さい

地域Dと地域Eでは投資変数が1つも有意で

はない.

@有意な投資変数の中では[農林損業金融の

拡充」の寄与度が一番大きい.
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表 4 労働生産性に脊意な農業投資変数の匝帰係数

地域A 地域8 地域C 地域D ffu1.或E

農業生産の選択的拡大

農業生産性の向上

構造対策 92. 912 
価格・流通・所得対策 8.075 
農業従事者の福祉向上

農林漁業金融の拡充 190.477 

3 地域別農業投資の最適化

3-1 地域別農業投資最適化モデル

(1)最適化モデルの構造

地域毎の農業生産資諒の斌存量や地域特性に

却して地域別に最適な予算配分をする場合に

①地域別の{地域jとは何をいうのか②予算

配分の f予算j とは何か，③最適化とは何を

「基準jにするのか，などを明確にしなければ

ならない.

① f地域J，ま，前述の地域区分においてデー

タ量の制約から河費性を有する 5地域を設定

したので，これを用いることにする.すなわ

ち，設定した 5地域の関で各地域の農業生産

資源のストック状況や地域構造を勘案して，

どの地域の予算を増やすか，減らすかを検討

することになる.

② f予算jについては，国の予算の主要8項

Eを対象とするが.r農業生産性の向上」に

ついては，単年度予算による短期的投資では

効果が現れにくい致策であり，ここでは除外

する.

③ 最適な予算配分を求めるためには何らかの

「評錨基準jが必要であるが，ここでは値崩

の行政目的(例えば全冨のある農産物の生

産量合計を最大にする)を基準として取り上

げる.これらの留別の行政自的一つ一つを達

成するためには，各地域別にどのような組合

せの予算をどの程変配分したら良いかを検討

する.

(2)地域別農業投資の最適化手法

14.286 

37.943 
11. 445 16. 156 

155. 254 

上記のような課題を解決する手法として線形

計画法 (LinearProgramming)を用いる.線

形計画法は，互いに関連するいくつかの活動に

ついて，総合的にみて最良の計画案を提供する

手法である.線形計画法を利用する場合の条件

としては次のような点が挙げられる.

① 巨的として，費用，数量など最適化すべき

ものがあり，それがある線形関数として表現

できるか，または，線形の関数で置き換えら

れる.

② E的達成の大きさあるいは震合いに制約が

あり，その制約が線形の等式または不等式で

表現できる.

@ 目的達成のための手設や方法は互いに独立

で，他に影響を与えない.

すなわち.r最適化すべき目的jが上記の

鑑別の行政目的に該当し f線形関数Jが次

に示す偲別の行政自的の定式化である.また，

「制約となる等式または不等式jは地域別農

業投資効果計測モデルおよび、各種の制約条杵

(例え試，投資経:額を前年度と同額以下にす

るなど)に該当する.

3-2 個別の行政目的の定式化

線形討画法を適用するためには，目的を掠形関

数として表現しておく必要がある.倍別の行政日

的は多種多様であるが ここでは典型的な行政日

的の定式化の例を示しておく.

(1)目的値の最大化

投資額一定のもとで農業所得，農産物の奴護量，

農産物の販売額などをできるだけ大きくしたい
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という目的であり 多くの行政自的がこの種の

問題に該当する.農業所得の最大化を倒に取り

上げると，次のように表現できる.

すなわち，地域別 1戸当たり農業所得に農家

戸数を掛けて，集計した植を最大にするもので

ある.このような最大化の問題では，できるだ

け効率の良い地域から頗次予算を配分していき，

効率の悪い地域には予算が配分されをいという

解が予想できる.

円以(N1山 川x2+ 的 Xn)=M2(川)

ただし， Ni =113i地j或の農家戸数

X1=第 i地域の民家 1j I 当たり民業19ff~J.

(2) 目的の平均値の引き上げ 大化の問題と再様に 次のように定式化できる.

E的の平均憶を引き上げる場合は，上記の最

ξm以 {(N)川*X] + ( N 2/ N )* X 2十 +(Nn/時 Xn)=maX2(Ni川*Xi

ただし N 全国の農家総数

しかし，行政呂的として「平均を引き上げるJ

という場合には，一般的には地域開に存在する

格差が縮小される方向で，かつ，平均を引き上

げることを意味している場合が多いので，次の

ような制約条件を付加する必要がある.

IX;* -X*I ~ IXj - XI (i =し・.，1l) 

ただし Xi=Xiの実績値

X=Xiの全国平均

(3)最低水準の引き上げ

上記の「平均値の引き上げjの場合と並んで，

最低水準にある地域を引き上げる問題も多い.

これは，地理的，社会的，自然的理由によって

立ち遅れていた地域への救済策が望まれる場合

などに該当する.この種の問題では，次のよう

F1=II18Xα 

すなわち，各地域において平均との格差が現

状よりも改善されると同時に，平均をヲIき上げ

ることができる.もし解が存在しない場合には，

そのような行致目的の実現は予算配分の再検討

では実現できないことを示している.

に定式化する.

この問題では，とにかく自的笹が最低の地域

を捜し，その地域に配分する.次いで， 2番目

に悪い地域まで回復したら 2地域に同時に配

分する.これを，資金が許すまで繰り返すこと

になる.

ただし， αは(X
1ラX2

，...，Xn)の最小のものである。

( 4)全体の格差を縮小

行政巨的によっては 必ずしも目的値が大き

くなる必要はなく むしろ格差がなく公平な行

政が行われることが望ましい場合もある.まず，

平均的に全体の格差を縮小する場合の定式化を

示す.
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この問題では，いずれかの地域で、搭差が縮小 すれば自的は達せられる.

九=min(!X1 -斗IX2-斗机一刻)

(5)最大格差の縮小

これは，格差が大きいものから頼次縮小して

いく方法で. (3)の定式化と似ている.

F" = rninα 

すなわち，格差が最大の地域から投資を始め，

2番目の水準. 3番目の水準へと配分の範囲を

広げていく方法である.

ただし， αは{Ix，-XI，IX 2ー云1，...，IXn- 斗の最大のものである。

このように，単一の目的を追求する場合には，

わざわざコンピュータの勤けを借りるまでもな

く，答えを知ることができるが，さらに，複雑

3-3 計器の手頚と前提条件

(1)計測の手順

地域別農業投資最適化モデルを線形計画法を

wyR=20u叫+シik*Uik + Cj 

ただし W j ;地域の農家数

な制約条件が付加される場合には，コンどュー

タの力を借りる必要がある.

居いて計溺する手頼は次のとおりである.

① 地域別農業投資効果計測モデルの推定結果

このモデルは次のような講造をもっている.

Yj=i地域の農家 1戸当たり被説明変数(成果指標)の前

aij = 1 地域の j農業投資の回帰係数

Ijj = ; 地域の農家 1戸当たり j農業投資額

btk=i地域のk地域特性の回帰係数

Uik=i地域の k地域特性の値〈主成分得点〉

Ci =if邑域のコンスタント

け患t或A， B， C， D， E} 

このうち，各地域特性の鐘が計誕期間を通じ

て変化しないと叡定すると，地域特性を含む項

Wi叱=2: a ij * 1 ij + Cj* ただし，

② 地域民モデルの定数項修正

上記の定数項を求める場合に，最新の地域

の生産資源のストックや地域構造の状態を哀

映させるためには 地域特性変数の最新年の

が定数となる.したがって，次のように書き換

えること会fできる.

Cj' = f hjk *Uik + Cj 

データを Ujk~こ代入して求めることが望まし

いが，農業投資効果計澱モデルは，既に述べ

たように 5か年のクロスデータに基づく，同

質性を有する地域ごとに推計したモデルであ
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るために，最新年のデータを代入しでも左辺

と在辺は等しくならない.そこで，次式のよ

ぐ=wf*γ-20u*ff

③ 目的関数と制約条件の定式化

倍加の行政目的を設定し，最適化などの自

的関数および必要な額約条件(傍えば，投資

2Wi*R → 最大イヒ

ただし Wi i 地域の農家戸数

うに変形して Wi，九九に最新年のデータを

代入することにより定数項を求める.

の或果指標(農業所得や生産性など)の最大

化jを取り上げた，

宍=20u*ん ( i 地域A，B， C， D， E) 

~・ i 地域の農家 1 戸当たり被説明変数(成果指標)の植

aij = 1地域の j投資項目の回帰係数

lij = i地域の j投資項目の農家 1戸当たり投資額

(2)計額の前提条件

[自的関数] 倍別の行政目的として， r全国

[制約条件 1]最近の財政事構に鑑み，全国の

総額がある一定の隈度額を超えないなど)につ

いての定式化を行う.

投資総額が最新年の実績を超えないこととした.

~~Wiホ Iij ~ T ただし T=最新年の農業投資総額の実績値

[制約条件 2]地域毎の成果指標の値が，現状 年を下回らないこととした.

よりも悪くなることは呂的に反するので，最新

~詮宅 ただし， K=i地域の成果指標の実績値

[棋約条件 3]地域毎の各投資項目毎の投資額

の対前年慶辻の実績値は，地域や項Eによって

若干の梧違はあるが 数パーセント程変である.

また，急激な投資額の変動は現実離れしている

ので，変動揺を上下 5パーセント以内とした.

0.95*んさん~1.05*/i; ただし， Iu=i地域の j投資項許の実績値

lij三 0， Ii;注 O
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3-4 地域別農業投資最適化の計測結果の見方 地域現農業投資の実誤額;土 表5のとおりである.

表 5 地域別農家 1戸当たり農業投資額の実績値〈千円/戸)

地域A 地域B 地域C 地域D 地域E
農業生産の選択的拡大 119.87 78.78 71.49 79.63 58.32 

携造対策 42.50 30.49 30.96 38.92 19.90 

価格・流通・所帯対策 201.92 117.50 100.0fl 83.56 78.2] 

農業従事者の福祉向上 7.52 7.60 9.88 13.65 7.88 

農林漁業金融の拡充 36.65 21.72 25.57 28.55 17.98 
〈注) r農業生産性の向上」は，有意なモデルがなかったので除外してある。

以下では，各成果指標ごとに言問1結果を示すが，

表 6，7の見方は次のとおりである.

① これらの計溺結果は，制約条件の下で或果

指標の全富加重平均値を最大にするために，

農業投資変数の個々の項目に関して，地域別

にどのように配分すべきかを計測した結果で

ある，

② 農家戸数構は，各地域の最新年の総農家戸

数を示しである.

③ 成果指標欄の上構は成果指標の最新年の実

績値を示している.一方，下摘は線形計画法

により最適化を行った結果の地域別の計灘債

を示してある.

④ 成果指標の全国加重平均値の需は，上述の

地域別の実績植と計測植に関して，農家数に

より加重して全国平均値を求めたものである.

⑤投資変数標は，線形計画法によって最遥化

を行った結果，各投資項目に関して最適な投

資額を示してある.

@記号は次を意味する.

0...この地域には当該政策(予算)を増

額させることにより最適化が得られるもの

A." .この地域には当該政策(予算)を減

額させることにより最適化が得られるもの

⑦ 投資変数捕で，空棟になっている致策は地

域別農業投資効果計測モデルで有意にならな

かった投資項目で，最適化には寄与していな

いことを示している.

以下では，各成果指標ごとに，実績鐘と計

測値の変化およびその特徴を示すことにする.

3-5 成果指標を農業所得〈千円/戸〉とした

場合

農業所得最大化の結果を表6に示しである.こ

れらの特徴を示すと次のようになる.

① 地域別農業投資効果計測モデルでは[農業

生産の選択的拡大jと「農業従事者の福祉向

上jは5つの地域すべてにおいて有意でなかっ

たので，残りの 3つの政策項目について計測

した結果である.まず，投資総額をみると，

最薪年の実績笹と最適化の計測値が誌ぽ再額

であり. [制約条件 1]が満足されている.

② 1戸当たり成果指標僅では，地域Dの実績

笹と計測植が等しいほかは，すべて実績値よ

りも計調値の方が大きく [制約条件 2]も

講足されている.特に 地域Aでは実績値が

109万円に対して，計測値は 264万円と 2.5

倍にも達しており，投資効率の良さを表して

いる.

③ 地域別投資稔額の割合を比べると，投資総

額は実績値，計測笹ともほぼ同額であるが，

地域別投資総額をみると，地域Aと地域Cで

培額，他の地域では減額することによって全

体の投資効率が最大になることを示している.

特に，地域Aの「錨格・流通・所得対策jへ

の投資は農業所得の向上に有効である.

3-6 成果指標を労動生産性〈円/10時間)

とした場合

労働生産性最大化の結果を表7に示しである.

これらの特徴を示すと次のようになる.
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表6 農業所得の最大化

成果指 標 農業所得〈千円/戸〉

地域区分 地域A 地域B 地域C 地域D 地域E

農家戸数〈戸〉 785，3901 1，912，6901 538，6701 496，500 673，750 

成果指標〈最新年の実績値) (1，091)1 (1，098)1 (635)1 (967)1 (584) 

〈最適fヒの計灘値) 1 . 2.6351 1.1211 6471 9671 5981 

成果指標〈全匡加重平均値) 1，236(947) 

投農業生産の選択的拡大

資構造対策 o 44.631 .. 29.42 企 29.41 企 36.971 0 20.90 

変値格・流通・所得対策 0215.171 "113.241 0105.05 企 83.311 .. 74.30 

数農業従事者の福祉向上

① 「農業従事者の福祉向上jが有意でなく，

4つの政策項自によって最適化が行われた.

しかし，地域Dと地域豆では，すべての投資

項目において減額となっており，投資が有効

に働かないことを示している.ただし，減額

しても成果指標の値は変わらず， [制約条件

2 ]は溝足されている.

② 実績値と計測値の投資総額はほ;玄関額であ

り， [制約条件2]は満足されている.地域

関投資総額の変化をみると，地域Bと地域C

で増額，他の地域は減額となっている.地域

Aは「構造対策j と f農林漁業金融の拡充j

が有意であったが，その回帰係数が/J、さいた

めに減額になったと考えられる.

③ しかし，地域Aは投資額は減少しても，成

果指標 (10時間当たり労働生産性)は実績値

よりも2，125円上昇しており，一番投棄効率

が良いことを示している.また，地域主では

1，715円，地域Cでは909月上昇している.

表7 労働生産性の最大化

成果指標 労働生産性(丹//1 0時間〉

地域区 分 地域A
農家戸数(戸〉 785，390 

或果指標(最新年の実績積〉 (5，141) 

〈最適化の計測値〉 7，266 

成果指標(全国加重平均値〉

投 農業生産の選択的拡大 "113.88 

資 構造対策 o 44.63 
万タ宣ζ言f語格・流通・所得対策 企196.34

数 農業従事者の福社向上

農林漁業金融の拡充 o 38.48 

3-7 地域開農業投資最適化のまとめ

①全体を通じて 地域Dや地域Eの投資を減

額し，その分を地域Aや地域Cに投入するこ

とによって，わが国全体の農業所得や生産性

が向上することになる.このことは，農業規

地域B 地域C 地域D 地域E

1，912，690 538，670 496，500 673，750 

(5，909) (4，37(ち (4，586) (4，741) 

7，624 5‘281 4，586 4，741 

6，598(5311) 

o 82.72 .. 67.92 企 75.65 企 55.'10

企 29.42 o 32.51 企 36.97 .. 18.91 

0123.38 0105.05 .. 79.38 企 74.30

o 22.81 .. 24.29 .. 27.12 .. 17.08 

模が小さい地域Dや地域Eにおいては，相対

的に農業生産資源のストックが少ないために

単年度の農業投資を増やしても，成果の向上

には結び付きがたい状況にあることを示して

いる.一方，農業規模が大きく農業生産資諒
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のストックが大きい地域Aや地域B，および

農業規模が小さくても労働力をあまり必要と

しない稲作が多い地域Cにおいては，農業投

資が成果の向上に結び付きやすい状況にある

といえよう.

② 農業現得や生産性の向上に比較的貢献して

いる政策項目は「価格・流通・所得対策J，

f農林漁業金融の拡充J，r農業生産の選択的

拡大jなどであるが，これらの政策は比較的

短期的効果を狙った政策である点を勘案する

と，対象年の農業投資の傾向が各種の生産対

策や倍格安定政策などの補助政策に金額的ウ

エイトが強かったと考えられる.

③ 現状の政策選択においても当然に地域特性

を考憲に入れた投資配分が行われていると考

えられるが，上記のように地域毎の生産資源

ストックや地域特性を勘案し，これらに適応

するように政策聞の投資配分を変えることに

よって，より効率的な予算配分を行うことが

できることを示している.

4 おわりに

この研究の巨的は，全国一律の投資配分ではな

く，地域別の実慣に即した投資配分の最適化計画

を提棋することである.まず第一に，地域に賦存

している生産資源ストックおよび地域特性の違い

によって多様な政策組合せの効き方(効果}が異

なることを農業投資を事例として計量的に示した.

第二には，地域別農業投資効果の計測結果を用い

て，生産資源ストックや地域特性を考憲した最適

な政策選択(予算配分)が可能であることを示し

た.その結果，全国一律の政策よりも地域特性を

勘案した政策選択を行う方が効率的かつ合理的で

あるという結果が得られた.

今後に残された謀題は以下のとおりである.

① 地域別農業投資効果計測モデルの改長

農業投資には.農業基盤整備事業，構造改

善事業や新技術・新システムの導入による習

熟のようにその効果が現れるまでに長期間を

必要とするもの，儲格政策や金融致策のよう

に効果が単年度に現れるものなど効果の現れ

方が異なるものがあるので，待問ラグをモデ

ルに取り入れるなどの工夫が必要である.

② 地域別農業投資最適化モデルの改良

地域別農業投資最遥化モデルは隷形計画法

を黒いているが，線形計画法では中には現実

には有り得ないような極端な状況(飼えば，

最も効率が良い地域に全投資額を投資してし

まうなど)が解として提示される場合があり，

その信頼性に疑問を持たれる場合がある.こ

れはこれで意味はあるのだが，もしこのよう

な状況を回避したい場合には，有効に働く制

約条件を開発する必要がある.また，このモ

デルは個別の行政目的を最適化することを課

題として開発してきたが複数の行政目的を

同時に溝足するような定式化についても今技

研究する必要がある.

5む非線形な政策効果の扱い

農業の生産サイクルは通常 I年単位であり，

マクロ的にみた生産環境の変化は徐々に現れ

る.すなわち，急激な構造改変を短期間のう

ちに起こすような農業投資が行われる場面は

過去においてはあまり多くなかったが，現実

の政策選択においては なんらかの原因に基

づく新しい政策の影響を予測する場冨が数多

くある.

当研究で開発した 2つのモデルは，農業投

資の影響が線形近鉱できる範囲(投資を徐々

に変更することによって，状況を漸次改善し

て行くような場面)に適用しうるモデルであ

り.政策の大幅な改廃といったドラスティッ

クな非線形の場面には向いていない.あくま

でも，現状の延長線上で，投資の配分を変化

させた場合にどうなるかをみる子段である.

④ 最軽的行政目的と個5j1J行政目的

農政の最終吉的は，農業生産性の向上，農

業所得の確保，農村環境の改善，食料の安定

的供給など非常に幅広いが，これらの最終目

的は多くの個知行政目的が護合的に欝きかけ



108 地域特性を考憲した効率的政策選択

た結果として現れている.一方，個別の行政

E的は，労働生産性の平均値を上昇させる，

農業所得の全国格差を縮小する，などよち具

体的な目的である.一穀的に最繋目的は政策

的判断や也の致策との謂整作業の結果として

出てくるもので，その事j断基準は効率性以外

の要素が主体である.これに対して個別の行

政目的は，具体的会課題が多いために経済的

効率性を判断基準として使用できる範轄にあ

り，経済分析になじみやすいという特設があ

る.それ喰え，当研究において爵発したモデ

ルは後者の個々の行政吉的を対象としたもの

である.

上記のような課題が残るものの，この考え

方は，事傍とした農業予算ばかりではなく，

地域別の各種産業致策 さらには純公共射的

予算を除くすべての国家予算あるいは地方自

治体予算においても敷街することができると

考えられる.
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