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は じめに

近年農地価格は都市近郊における上昇傾向と

純農村地域での下降傾向にみ られるように、二

極化現象をみせている。全国農業会議所 「田畑

売買価格等に関す る調査結果」によれば、農地

価格の上昇理 由としては 「宅地化の進行」 、

「公共買収」、 「資産的保有」等農業収益と無

関係の理由が大部分を占めているのに対 し、下

降理由と しては 「生産調整」、 「農産物価格が

低い」、 「生産意欲が減退」等農業収益と密接

な関係をもつ理由が大部分をしめている。

農地価格は もはや農業収益からはるかに離れ

た高い価格で成立 してお り、すべて農業的採算

のいかんにかかわ らぬ土地価格になったとする

説 さえある。果た してわが国の農地価格はその

ような状況になっているのであろうか。 もしそ

うだとすれば、全国農業会議所調査に現れた農

地価格の下降理由の大部分を占めた農業収益と

密接な関係を示す理由は何を示す ものであろう

か。むろん農業収益ではもはや説明が不可能な

農地価格 しか存在 しない地域が相当広がってい

ることを否定するものではない。

本槁では、農業収益で説明 しうる農地価格が

成立する地域の広が りはどのようになっている

か、その場合に農地価格を規定 している農業収

益とは何か、を地域および時系列で検討す るこ

ととしたい。

1.農 地価格をめ ぐる最近の特徴的な動き

まずは じめに最近の農地価格をめ ぐる特徴を

整理 しておこう。表1、2、3を み られたい。

第1は 農地価格は宅地需要等農地転用価格に

影響される面が依然として強 く、土地利用計画

の区域区分によってその水準 と上昇率に大きな

差があることである。都市計画の線引 きのない

市町村の農用地区域の田の価格 を基準として他

の区域の田の価格をみると、昭和63年 で市街

化区域で20倍(上 昇率7倍)、 市街化調整区

域の農用地区域外で7倍(同6倍)、 同区域の

農用地区域内で4.5倍(同5倍)と なっており、

地価水準及び上昇率において格段の違いをみせ、

その格差はますます拡大 している。

第2は 地域により差が出て きていることであ

る。かつては地価は上昇の一途を辿って きたが、

最近になって下降する地域がでてきている反面、

依然 として高い上昇率をみせている地域 もある。

北海道で6年 連続 して下降 しているのをはじめ

として、東北、九州では2年 連続下降とかつて

なかった現象をみせている反面、東海、近畿、

関東、北陸等で依然として上昇をみせる等農地

価格の二極化現象をみせている。

第3は 下降市町村が増加 しているとともに、

横ばい市町村 も増加 していることである。この

理由として前述 したような 「農産物価格が低い」、
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表1土 地利用計画の区域区分別農地価格(全 国平均 ・田)の 推移

資料:全 国農業会議所 「田畑売買価格等に関する調査」
注:カ ッコ内は対前年上昇率(%)。

「生産調整」等農業収益 と密接な関連をもつも

のが大部分を占めている。

2.農 業収益による採算地価の算定の考え方

農業収益と密接な関連を示す理由の基礎となっ

ている採算地価 とは何か。まず農業収益採算地

価の算定の基礎 となる農業収益の検討か ら始め

たい。 ここで検討する農業収益は現実に農地価

格に影響を与えているものでなければならない。

それは政策 として何が適当であるかということ

とともに、農家の意識 としてどのように考えら

れているかという視点も必要である。農家の意

識 としては、たとえば、米100使 分などといわ

れるような農業粗収益 もあ り、農業所得、農地

純収益、小作料 もあ り、農地転用を意識 した考

え方 もあるが、生産手段と して農業経営が行わ

れその収益を基 にした農地価格を考えるとすれ

ば、購入する農地 からあがる収益が基礎 となる

とみられる。 このような観点か ら以下では農地

純収益を基本 として検討 したい。

まず第一に考えられるのは平均農地純収益で

ある。これは次の式によって もとめられる。

粗収益-費 用合計(家 族労働費を含む)-

資本利子

この平均農地純収益は地代負担力を示す もので

あ り、農業者として取得できる利潤を含んでい

る。この利潤は企業者利潤 として控除すべきで

はないかとの見方 もあるが、農家の意識からみ

れば、利潤は控除 しないほ うが現実に近いと考

えられる。 また家族労働費の評価をどうするか

という問題 も重要である。都市均衡労賃、地場

の他産業労賃、農村臨時雇賃金等が考えられる。

費用合計に占める割合が大きいだけに評価をど

うす るかは重要である。また資本利子について

も自己資本利子をどう扱 うか、農家の意識から

みれば借入れ資本利子のみを控除するほうが現

実に近いと考えられる。

第二に考えられるのは限界農地純収益である。

わが国における農地の購入面積は1件 当た り都

府県で15a(北 海道は298a)と 小さく、いわ

ば地片の購入であり、購入農地に対する追加投

資は農業機械については行われない場合いが多

く、一般的な農業者の農業採算の考え方には農

業機械の減価償却は既存の経営農地で行 うとす
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表2地 域別の農地価格の推移

(都計法未線引き市町村の農用地区域内・田)単 位:10a当 たり千円、%

るものが多い。勿論 この考え方が農業政策とし

て推奨すべ きものと言 う訳ではないが、農業者

が規模拡大を行 うために農地を購入す る場合の

考え方に合致する場合が多い。この考え方を限

界農地純収益 として式に表せば次のとお りとな

る。

粗収益-費 用合計(家 族労働費を含み、農

業機械の償却費を含まず)-資 本利子

以上に述べた2つ の農地純収益は、昭和30

年代 までは作付け規模による差は小 さかった。

それが昭和40年 代 に入 り農業機械の導入が進

んで くるにつれ、作付け規模による差が大 きく

なり、どの作付け規模をとるかによって農地純

収益が異なって くる。となると農地価格に影響

を及ぼす農地純収益とはどの作付け規模による

かが重要なこととなるが、農地価格との関係で

いえば、農地の売買における買い手の中心となっ

ている階層、つまり価格形成にもっとも影響を

及ぼす階層の農地純収益 といえよう。

以上のような前提の もとに農業収益採算地価

を算定 してみたい。ここではわが国の農地にもっ

とも普遍的に作付けされている稲作を もとに し
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表3農 用地区域内中田価格の上昇、下降傾向別旧市町村数割合 ●

た田の価格を算定する。農業収益の算定には、

地域分析や時系列分析が可能なものとして農林

水産省 「米生産費調査」を用いる。 この調査で

は 「家族労働費」の評価は昭和50年 までは農

業臨時雇賃金で行われていたが、それ以降はそ

の地方におけ る農村雇用賃金で評価されている。

この算定 における家族労働費の評価では、米生

産費調査 は調査時の農村 における労働事情を反

映 したものとみて原資料のままと し、評価替え

は行 っていない。また粗収益算定に当たって裏

作をどうするか、転作をどうするかとい う問題

が残 る。裏作 については収益の実態からみて必

ず しも一般に考慮する必要はなく、地域の実情

によると思われ るが、転作については全国的な

問題 となっており、農家の農地購入に少なから

ず影響を与えていることは否定できない。 しか

し転作率は各地で異なり、転作作物も異なって

お り、これを収益算定に算入することは技術的

に難 しく、本稿では諦めざるを得ない。また資

本利子については原資料をそのまま用いてお り、

資料の関係か ら自己資本利子と借入資本利子 と

を区別 していない。 この限 りで この算定は一定

の限界がある。

以下の農業収益採算地価の算定は農業収益を

一定の利子率によって資本還元 したものとして

次式により求める。

農業収益(平 均農地純収益、限界農地純収

益)÷ 利子率

還元利子率に何を用いるかによって結果は大

きく異なる。利子率の考え方にはい くつかある。

機会費用的なものとして定期預金の利子率 とす

るもの、農地購入の際に利用される農地取得資

金の金利(3.5%)、 農地購入の際の資金調達の

実態からみて農地取得資金と借入金の併用の利

子率等である。 この算定では資金調達の実態か

らみた利子率 を用 いる。 つまり農地取得資金

(金利3.5%)が80%,借 入金(金 利6.2%)が

20%と みて、その加重平均値の4%を 用いる。
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3.農 業収益採算地価の算定

まず平均農地純収益および限界農地純収益を

全国について時系列でみてみよう。昭和35年

を起点と して5年 間隔でみたのが表4で ある。

ここで特徴的なことは、第1は 昭和40年 まで

は作付け規模による差がほとんどなかったが、

45年 以降その差 が大き くなり、規模の大 きい

層での収益性が大 きくなっていること。たとえ

ば昭和35年 には0.3ha未 満層に比べ3ha以

上層の農地純収益は平均収益で1.29倍 、限界

純収益で1.17倍 であったものが、50年 には平

均収益で2.99倍,限 界純収益で2.Ol倍 に拡大

し、その後 もさらに拡大 している。第2は 平均

農地純収益 と限界農地純収益との差が50年 以

降拡大 してきていること。特に規模の小 さい層

で平均農地純収益がマイナスになっているなか

で、限界農地純収益は比較的高い収益をあげて

いることである。

このような農地純収益を基 に4%の 利子率で

資本還元 した農業収益還元地価は表5の とお り

で、農地純収益と同様の特徴がみ られ、作付け

規模により大きな差がみ られる。たとえば昭和

63年 をみ ると、平均農地純収益の収益還元地

価では1ha未 満層でマイナスとな り、1ha以

上層でようや く地価が算定で き、4～5ha層

で10a当 たり135万 円と最高額 を示す。一方

限界農地純収益の収益還元地価では、すべての

階層で地価の算定ができるが、10a当 たりで0.3

ha未 満での28万 円か ら4～5ha層 で213万

円までの幅がある。

このような現象は地域による差 も加わ り一層

複雑になる。表6に 地域別の収益還元地価を示

した。この表にみられるように東北、北陸、九

州の作付け規模の大きい層で比較的高い収益還

元地価が算定 されるのに対 し、東海、近畿等で

は低い収益還元地価 しか算定で きない。

このような幅の広い収益還元地価の中で何が

農地価格を規定するものであるかを検討 しなけ

ればならない。2で 述べたように農地の売買に

際 して買い手の中心になっている階層が価格形

成にもっとも影響を与えているとみることがで

き、その階層の収益還元地価を農業収益採算価

表4 平均農地純収益と限界農地純収益の推移(全 国、10a当 たり)
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表5 収益還元農地価格(4%還 元、全国、10a当 たり)

格とみるのが妥当と考える。

表7は 農地の 自作地有償所有権移転について

経営農地規模別に譲渡、譲受の面積を整理 した

ものである。 この表を基に農地価格形成にもっ

112



表7自 作地有償所有権移転の経営農地規模別構成
(都府県)

とも影響を与えている階層を検討 したい。例を

昭和62年 にとってみると、譲受け階層でもっと

も多いのは1～1.5ha層 の2.645haで あるが、

この階層は譲渡が多 く、全体 として譲渡階層 に

なっている。 このため全体 として譲受け階層で

あって しかも譲受け面積が多い階層がもっとも

影響を与 えている層とみるのが妥当であり、こ

こでは1.5～2.Oha、3.0～5.Ohaの2つ の階

層が該当す るが、影響を与えるためには一定の

量が必要であることを考慮すれば1.5～2.Oha

層が影響を与えている下限とみてよいと考える。

このように して各地域で農地価格形成 に影響を

与える階層 を求め、そこでの収益還元地価を求

めることにより以下の検討をすすめる。

4.農 地の価格水準別の面積試算

農業収益採算地価で説明しうる農地価格が成

立する地域 の広が りを試算する前提 として、農

地の価格水準別面積の試算を行わねばならない。

試算には全国農業会議所 「市町村別田畑売買価

格一覧表」及び農林水産省 「耕地面積統計(市

町村別耕地面積)」 を用いた。

まず試算に当たっては市町村を最小単位 とし、

市町村別の農地価格は転用 目的の価格の影響を

可能な限 り排除す るため市街化区域内の農地価

格は除外 した。その上で旧市町村毎にまず市街

化調整区域外の農用地区域内の田の価格 を採 り

それが無い場合には市街化調整区域内の農用地

区域の田の価格を採 り、それ らを単純平均 して

市町村の農地価格 とした。また市町村別 の田の

面積は耕地面積統計の数値をそのまま用いた。

このためこの試算には資料の制約から一定の限

界があることは否定 しえない。たとえば市町村

毎に市街化区域内の田の面積が把握できないた

め市町村の面積から除外 していないこと、市町

村の価格算定にあたって旧市町村毎の対象面積

加重平均を行っていないこと等である。 しか し

それは全体の傾向を歪めるほどのものではない

であろ う。

以上のような方法により試算 した結果は表8

のとうりである。 これによれば全国では10a

当た り100万 円未満の田は全体の27%、300万

円以上 のものが24%、 うち500万 円以上の も

のが11%と なっている。地域別にみ ると大 き

な差が見 られ、北海道では100万 円未満が全体

の99%を 占めているのに対 し、南関東 ではわ
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表810a当 た り田の平均価格別の市町村の田面積の構成(昭63年)

ずかに3.1%に す ぎず、300万 円以上のものが

43%を 占める等である。

このような農地価格の広が りが時系列でみた

場合にどのように変化 してきたかを東北と東海

についてみたのが表9で ある。この両地域では

農地価格の上昇テンポと水準の違 いが明確に読

み取れる。すなわち東北では10a100万 円未満

の農地の面積 は昭和40年 では100%で あった

ものが、50年 では80%に 、63年 では21%と50

年から63年 にかけて急速 に減少 しているのに

対し、東海では10a100万 円未満の農地面積は

40年 には90%で あったものが、50年 では28

%に 、63年 では7%と40年 から50年 にかけ

て急速に減少 し、63年 には100万 円未満の農

地は極めて少なく、300万 円以上の農地が過半

を占めるようになっている。

5.農 業収益採算地価を下回る農地面積

農業収益が現実の農地価格にどの程度の影響

を与えうるかは、現実の農地価格が農業収益で

説明しうる農業収益採算地価の範囲内にどの位

の割合で存在するかと関連す ると考 えられる。

まず農業収益採算地価を下回る田の面積割合

を都道府県別に図示 してみ ると図1、2の とう

りである。ここでの農業収益採算地価は図3で

示 した中で規模拡大意欲が旺盛な1.5～3.Oha

層の全国平均の平均農地純収益 と限界農地純収

益を4%で 還元 した10a当 たり80万 円と180

万円を用いる。 これによれば平均農地純収益の

還元地価80万 円を下回る田の面積割合が80%

を超 えるのは北海道、沖縄だけで、他は中国及

び九州の一部で比較的高い割合を示 しているも

のの島根を除いて5割 に達せず、農地価格が比

較的低いとみられる東北では2割 に満たない。

一方限界農地純収益の還元地価180万 円を下回

る田の面積割合は、北海道では100%、 東北、

山陰、南九州で高い割合を示 しているのに対し、

南関東、東海、近畿で低い割合となっている。

これを図4に 示 した昭和63年 の中田の価格

(都市計画の線引 きのない市町村の農用地区域
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表9田 の価格水準別にみた市町村の田面積及び市町村数の推移(試 算)

(面積)

内)の 対前年比での上昇、下降の状況と対比 し

てみると、平均農地純収益の還元地価とは十分

検証ができないが、限界農地純収益の還元地価

とでは傾向が類似 している。すなわち限界農地

純収益還元地価を下回る田の面積割合が高い道

県で田の価格の下降がみ られ、逆に面積割合が

低い都府県では農用地区域内であっても田の価

格の上昇がみ られる。ここに農業会議所調査に

み られる最近の農地価格の下降要因としての農

業収益性の悪化 との関連が出てくる。

なお参考までに収益還元地価を全国一本では

なく、地域別に求めてそれを下回る田の面積を

求めた ものを表10と して揚げて置いたが、傾

向は図1、2と 同様である。

つぎに東北及び東海について同様の方法で時

系列をみたのが表11で ある。年によ り収益還

元地価が異なってお り、それを下回 る田の面積

割合 も変化 しているが、総 じて言えば東北では

50年 までは平均収益還元地価で十分説明でき

るものであったが、63年 には収益還元地価の

低下と50年 以後の農地価格の上昇 もあって、

平均収益還元地価ではもはや説明で きる田の面
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図-1収 益還元地価(平 均農地純収益)

一全国平均10a当 た り80万 円未満の市町村の田の面積割合-
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図-2収 益還元地価(限 界農地純収益)

一全国平均10a当 たり180万 円未満の市町村の田の面積割合-
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図一3田 の農業収益還元地価 と実勢地価(昭 和63年 全国)

積は2割 に満たないものとなり、限界収益還元

地価ではじめて説明できるものとなっている。

一方東海では40年 までは平均収益還元地価で

説明で きた ものが、50年 にははや くも平均収

益還元地価で も限界収益還元地価で も説明でき

ない農地価格 となってお り、63年 では限界収

益還元地価で説明できるものはわずかに1割 弱

にすぎない。 このような東海にみ られ る農地価

格の急上昇は、農業収益の悪化がもはや農地価

格に影響を与えない状況を創出していると言え

よう。

むすび

以上を要約すれば次のようになる。第1は 最

近のわが国の農地価格、とくに田の価格の動 き

を見 ると、一方で宅地化の影響を受けて上昇傾

向を依然続けている地域 と他方で農業収益の低

下の影響を受けて低下傾向に転 じた地域 と横ば

い状態の地域がある。かかる現象か らみると、

すべての農地価格が土地価格化 した という説が

ある中で、いまだ農業収益を基礎とした農地の

採算地価の範囲内で取 り引きされ る地域が十分

あるとみることができる。

第2は 農業採算地価 としては平均農地純収益
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図一4昭 和63年 の農用地区域内の中田価格(都 市計画の線引 きのない市町村)

の対前年上昇率
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表10地 域別にみた収益還元地価を下回る田の面積割合

の還元価格での説明が可能な地域は北海道、中

国、九州の一部に限られ、むしろ農機具の償却

費をコス トとみない限界農地純収益の還元価格

での説明が可能な地域が北海道、東北、中国、

九州等を中心 に全国で過半の面積を占めている

ことである。

第3は 農業採算地価の範囲内での取 り引きが

される面積が多いほど農業収益性の変化が農地

価格に影響を与えやすいことである。それは限

界農地純収益の還元地価の範囲内で取 り引きさ

れる面積の多い北海道、東北、中国、九州で農

地価格が低下 していることに象徴 されている。

以上のことからみてわが国の農地価格はすべ

て農業収益からかい離 して土地価格化 したとみ

ることは早計であるといわざるをえない。いま

だ限界純収益で採算可能とす る地域 が過半も残

されているとの認識が必要である。 このような

地域 こそ今後農地価格施策が必要である。構造

政策を展開してい くうえでは宅地化の影響を農

地価格の面でどのようにして遮断 してい くかが
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表11東 北、東海での収益還元地価を下回る田の面積割合の推移

重要である。農村の活性化が叫ばれ農村での農

地転用や リゾー ト開発がすすめられ る場合に、

これらの売買価格がかつてのように農地価格 の

引 き上げにつながることのないような対策が必

要である。
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