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１ はじめに 

「耕作放棄地」1の拡大が続いている。最新の農林業センサス（2015）によれば、耕作放棄

地面積は全国で約 42 万ヘクタールと、前回調査（5 年前）から約 3 万ヘクタール、1 割近

く増加している。この状況が続くと、農業生産力の低下だけでなく、病害虫・鳥獣被害の

発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障等周辺地域の営農環境への悪影響、さらに、

土砂やゴミの無断投棄、火災発生の原因となる等地域住民の生活環境への悪影響も懸念さ

れる。 

本稿は、日本において耕作放棄地が発生する要因について担い手および経営の現状にも

                                                   
1 定義は「農林業センサス」（農林水産省）参照。「以前耕地であったもので、過去 1年以上

作物を栽培せず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地（現況が森林原野となっ

ている土地は含めない）」と定義される。 
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とづく整理を行って、この解決のために農地の集約化と企業参入が寄与することを確認す

ると共に、より適切なリスクシェアを可能にするファイナンスの成立について考察するも

のである。 

 

２ なぜ、耕作放棄か？ 

（１）担い手の現状 

① 農業版人口ピラミッド 

 図表１（農業版人口ピラミッド）は、農業の担い手の長期的な動態を「人口ピラミッド」

に擬えて表したものである。以下に説明するように、本稿ではこのグラフが担い手問題を

凝縮して表現するものと位置付けている。公表データの制約で、29歳以下と 75歳以上はま

とめてある。 

 

     

図表 1 農業版人口ピラミッド 

（出所：農業構造動態調査にもとづき著者作成） 

  

形状をみると、いずれもつぼ型である。むしろ、逆ピラミッド型に近い。これは、若年

層の極端な薄さを反映する。 

総人口の動態を描く通常の人口ピラミッドには、ベビーブームに対応するふくらみが顕

著に現れることがよく知られているが、農業従事者のみを描いたピラミッドにはこれ（と

りわけ昭和 46年～49年の第 2次ベビーブームに対応するふくらみ）がみられない。この事

実は、図表 1が示す逆ピラミッド型の形状が、出生数の増減のみでは説明できないことを

示唆している。出生数の変動（ベビーブーム＝増加方向）を打ち消すほど大きなマイナス

の影響が働いているために、農業版の人口ピラミッドは、総人口のそれと相似形になって

いない。 

そして、これほど深刻な若年層の営農志向の低下は、農業版人口ピラミッドを描いて初

めてわかる。原因を明らかにして、その解消を図らなくてはならない。直観的には、経済

的インセンティブの欠如あるいは不足がこれに当たる。結論が先になるが、次節（２）の

数量的考察は、この直観を支持する経営面の実際を明示する内容になる。 
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② 年齢別構成比 

図表 2（農業の担い手の年齢別構成比）は、担い手の高齢化を議論する際に広く用いられ

る一般的なグラフである。本稿では、高齢の担い手と若年の担い手を年齢層でグループ化

して、着色により、そのバランスを視覚化した。図表 1 と同様に、公表データの制約によ

り、29 歳以下と 75歳以上はまとめてある。 

 

 

    
 

図表 2 農業の担い手の年齢別構成比 

（出所：農業構造動態調査にもとづき著者作成） 

 

図表 2 左の「自営農業に従事した世帯員数のグラフ」で構成比の傾向をみると、75 歳以

上の担い手が 20%と最大である。これに 65 歳以上を加えた割合は 49％と全体のほぼ半数

を占める。一方、若年層の担い手は、39 歳まででみても 13％（うち 20 歳代は 5％）であ

る。若年層と高齢層は、明らかにバランスしていない。 
そしてこの現状は、仮にすべての高齢層が農地の引継ぎあるいは継続利用を望んだとし

ても、物理的にみて、その実現が不可能なことを示唆している。企業に課されてきた参入

上の制約は、賃借方式に関しては撤廃済であり（平成 21 年農地法改正）、政策面のトレン

ドは企業参入を促進する方向にある。それでも、「耕作継続率」2が 0.25 (25%) となり、4
人に 1 人しか後継者がみつからない現状は補えない。担い手当たりの規模拡大は必須であ

る。 
                                                   
2 本稿でいう「耕作継続率」は、「高齢層の担い手のうち、後継者がみつかっている担い手

の割合」を概数で表したものである。図表 1 および図表 2 のデータを用いて計算し、耕作

継続率＝0.25（25%）を得た。算式は、耕作継続率 = 39歳までの担い手の数

65歳以上の担い手の数
 とした。39 歳まで

の担い手を若年層、65 歳以上の担い手を高齢層と仮定して、高齢層は若年層から後継者を

探すものと考えて式を立てている。後継者がいるのであれば、同じ土地は継続して耕作さ

れる。この点を簡略化して、「後継者がみつかっている状況」を「耕作継続」と捉えている。

ただし現実には、仮に「後継者がみつかっていない状況」にあったとしても、賃借等を通

じて現在の耕地を有効活用してもらうといった対応も考えられる。そのため後継者がみつ

かっている場合のみを「耕作継続」とする考え方は、悲観的な強い前提に依拠するものに

はなるが、起こり得る耕作放棄の将来について最も悪いシナリオを推し量るのに適した簡

易な考え方である。実際面への適用も容易である。 
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③ 必要集約規模 

本稿では、さらに「集約によって目指すべき担い手当たりの耕作規模（農地集約をどれ

だけ進めるべきかの目安）」を「必要集約規模」として算出する。「必要」とは、少なくと

も現在耕作されている農地を減少させないため―言い換えれば耕作放棄地を物理的に増や

さないため―に「必要」な規模という意味である。また、「目安」とするための概数の計算

になる。計算プロセスは脚注 3 に記すとおりであり、3そのプロセスを整理して得る算式（必

要集約規模）は次のとおりである。 
 

必要集約規模（担い手当たり）＝
平均耕地面積（担い手当たり）

耕作継続率
 

 
計算プロセスの整理には、「どの農家も現状においては、日本の担い手の平均耕地面積

（2.54 ヘクタール）に等しい規模で営農している」との仮定を用いた。また、後継者不在

で耕作放棄地予備軍として存在する農地は、後継者がみつかっている担い手に均等に分け

られるものと考えた。これらの下で、算式から得られる必要集約規模は、10.13 ヘクタール

になる。 
この 10.13 ヘクタールの値は、しばしば言われる目安 10 ヘクタールを小規模であるが上

回る。後継者のいる 1 人の担い手が規模を拡大し、少なくとも 10 ヘクタールの耕地で営農

することは、耕作放棄地を物理的に増やさないための条件になる。 
以上の計算は、耕作継続率さえわかっていれば、直観的説明で置き換えることもできる。

先の考察において算出した耕作継続率は 0.25（25%）である。言い換えれば 4 人に 1 人し

か後継者がみつかっていない。この 1 人が、他の 3 人の農地（耕作放棄地予備軍）を追加

的に担うと考えれば、必要集約規模を求めることができる。すなわち、平均耕地面積の 4
倍の約 10 ヘクタールが必要集約規模になる。 
必要集約規模は、地域毎の数値を使ってカスタマイズすることもできる。必要な数値は、

地域毎に異なる「平均耕地面積（担い手当たり）」と「耕作継続率」である。この 2 つの数

値を、脚注 3 の計算プロセスに代入すれば求められる。地域固有の必要集約規模の値は、

                                                   
3 まず、現在耕作されている農地を減少させないためには、将来の農業の担い手（後継者と

なるべき若年層）が、後継者不在の「耕作放棄地予備軍」を分けて担わなければならない。

もちろん、担い手数は参入により増えることも考えられるが、数の上での参入は減少する

担い手に比して遥かに小さいという現状を鑑み捨象する（脚注 2 参照）。考え方を式に直す

と、必要集約規模（1 人当たり）＝後継者が現在耕作している面積（1 人当たり）＋耕作放

棄地予備軍の面積（1 人当たり）となる。この式に、「どの農家も現状においては、日本の

担い手の平均耕地面積（2.54 ヘクタール）に等しい規模で営農している」との仮定を反映

すると、右辺第 1 項は「平均耕地面積」と置き換えられる。さらに、右辺第 2 項は、耕作

放棄地予備軍の面積（1 人当たり）＝[65 歳以上の担い手の人数×(1-耕作継続率)×平均耕

地面積]÷39 歳までの担い手の人数を使って置き換えられる。ここで (1-耕作継続率) は「耕

作放棄率」の意味をもつ。 
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政策の現場では、農地集約の地域目標を策定することに役立つ。 
歴史を遡れば、日本の農業は、戦後の農地改革など複雑な経緯を経て現在に至る。零細

錯圃に特徴があり、均質性が高い側面と、地域に備わる多様性が生かされた側面が共存し

ている。本稿における必要集約規模は概数としての限界はあるが、地域指標への拡張が可

能である。戸別だけでなく、全国（あるいは地域）を俯瞰する視点により計算される指標

であり、長期において、農地の最適アロケーションを考えるための指針になる。4 
（２）経営の現状 

① 損益分岐点 

図表 3（米生産の規模別損益）は、平成 27 年産米について、作付け規模別に損益を試算

したものである。公表データの制約により、作付け規模そのものではなく、それを階級に

分けた「作付け規模階級毎の試算」となっている。 

無印の数値は利潤（黒字）を表し、印▲の付いた数値は損失（赤字）を表す。この計算

には、米 60キログラムの生産にかかる費用（全算入生産費）と、その売り上げから得られ

る卸値ベースの収入（相対取引価格）を用いた。図表 3 の数値は、収入から費用を差し引

いた値である。 

 

 

図表 3 米生産の規模別損益（米生産 60kg当たり）単位：円 

（出所：農業経営統計調査、米穀の取引に関する報告にもとづき著者作成） 

  

注意すべきは、収入として用いる相対取引価格の銘柄毎の隔たりである。隔たりの程度

によっては、平均値の解釈を変える等の調整が必要になる。農林水産省「米穀の取引に関

する報告」によれば、魚沼産コシヒカリ（高級品種）のみが突出して高価であり（20,730

円）、その 5 割から 7 割の水準の価格帯（11,000 円から 14,000 円）に、他のほぼ全ての銘

柄が分散している。5さらに魚沼産コシヒカリの特徴は、銘柄（コシヒカリ）に加えて、魚

沼という、地域固有の米生産に適した気候と土壌が生み出す濃厚芳醇な味わいにある。こ

れは他地域での再現生産は不可能なものである。そこで本稿では、米生産の収入値の設定

の際に、通常の分類（全銘柄の平均）に代えて、高級品種（魚沼産コシヒカリ）と平均品

種（魚沼産コシヒカリを除く全銘柄平均）による分類を行った。6 

                                                   
4 長期において、農地の最適アロケーションを考えることの必要性は、経済理論によっても

支持される。経済理論は農地を、短期的には「固定的」な生産要素に分類するが、長期に

おいては「可変的」であり使用量の調整が可能な生産要素に分類する。 
5 平成 27 年産米の相対取引価格。 
6 試算は、高級品種（魚沼産コシヒカリ）を 20,730円とし、平均品種（魚沼産コシヒカリ

平均 0.5ha未満 0.5～1.0 1.0～2.0 2.0～3.0 3.0～5.0 5.0～7.0 7.0～10.0 10.0～15.0 15.0ha以上

高級品種
（魚沼産コシヒカリ）

5,340 ▲ 4,829 ▲ 114 3,991 5,818 6,453 8,870 9,061 8,804 9,336

平均品種
（魚沼産コシヒカリを除く平均）

▲ 2,372 ▲ 12,541 ▲ 7,826 ▲ 3,721 ▲ 1,894 ▲ 1,259 1,158 1,349 1,092 1,624
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以上の下で図表 3 の考察を行うと、傾向として、規模拡大が利潤拡大につながることが

明確にわかる。損益分岐点は、魚沼産の高級品種で 1 ヘクタール、平均品種で 5 ヘクター

ルである。現在の日本の担い手の平均耕地面積は 2.54 ヘクタールであることから、魚沼で

あれば、平均でみて黒字である。しかし、全国的には 60 キログラムの生産につき、2,000
円近い赤字である。7この現状が世代を問わず、担い手の営農志向を削ぐことは明らかであ

る。 
図表 3が示す損益分岐点は、別の解釈もできる。前節では担い手の現状からみた必要集

約規模を算出したが、本節における損益分岐点対応の耕地面積（平均品種の作付けで階級

5.0～7.0 ヘクタール）は、いわば「経営面からみた必要集約規模」に相当する。少なくと

も、平均品種の作付けで 5ヘクタール超え―現状の平均耕地面積の 2倍―への規模拡大が、

最低限の営農インセンティブ確保には必要である。8 

② リスクに見合うリターンがあるか？ 

 損益分岐点に関する考察は、リターンの側面を強調する。この考察を、リスクの側面に

対照させて焼き直せば、現在の日本の農業について「リスクに見合うリターンがあるか？」

を判断することができる。結論からいえば、「無い」になる。 

図表 3は、端的に、平均 2.54ヘクタールの日本の耕地は規模の面で不十分であることを

裏付けている。少なくとも、赤字経営を解消しなければ、農家が農家として自力で存続し

続けることはできない。リスクの面を考えるまでもなく、財政の手厚い補助が無ければ、

損益分岐点以下で営農する小規模の担い手はやがて廃業を選ぶ可能性が高い。利潤が上が

りにくい状況が常態化しているとすれば、農業経営上許容されるリスクも低位のままにな

る。 

農業には一般に、干ばつや疫病など確率的ではあるが必ず実現することが見込まれてい

る自然由来のリスクがある。このリスクをうまく分散すれば、最悪の状況が生じる確率を

縮減できる。すなわち、すべての作物が壊滅する可能性は、耕地分散や作物分散を通じて

縮減可能である。しかし、平均 2.54ヘクタールの耕地においては、リスク分散の程度にも

限界がある。 

言い換えれば、現在の日本の農業は、高いリスクを縮減するための前提が不完全なまま

である。加えて、リターンも低い。このようなハイリスク・ローリターンの構造を修正す

るための「リスクとリターンの適切な設計」は必須である。そうでなければ、ファイナン

                                                                                                                                                     
を除く全銘柄平均）のそれを 13,018円として行った。いずれも 60キログラムあたり相対

取引価格。 
7 2.0～3.0 ヘクタールの階級（▲1,894）にもとづく。 
8 概数でいえば、平均的農家は現在、売り上げ 13,000 円に対して 2,000 円の赤字に直面す

る。一方、5ヘクタール超えの農家の利潤は安定している。データの制約で米生産の例にな

るが、図表 3 は端的に、赤字経営は農地集約で解決できることを示す他、前章（１）に示

した直観―農業経営における経済的インセンティブの欠如―を支持する数値データを示し

ている。  
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スも成立しにくい。9 

③ 新規参入企業の実際 

 新規参入企業の実際は、「リスクとリターンの適切な設計」を行うための先進的な例にな

る。規模拡大が既にできていて、耕地分散と作物分散が十分可能になっている。零細錯圃

による従来型農業から前進した新しい形態であり、リスクとリターンの設計も容易になっ

ている。 

図表 4（新規参入企業の実際）は、このイメージを視覚化したものである。代表的新規参

入企業のひとつであるオリックス株式会社が参画している農業事業の実際にもとづき描い

ている。  

担い手は、耕地分散を基礎に複数種類の作物を複数の地域で栽培している。10植物工場な

どの施設利用型農業と露地栽培やハウス栽培を組み合わせるタイプの分散もある。地域に

よって、出資比率やパートナーは異なっている。リターン確保はもちろんのこと、リスク

の面でも、それをもっとも上手に管理できる主体がリスクを負担する形態である。結果と

してリスクは小さくなっている。農地は有効活用されて、現状よりも耕作放棄地の減少を

図ることができる。11 

   

                                                   
9 政策支援としてのファイナンスを除く。純粋な民間金融は成立しにくい。 
10 りんごなど単一種の作物を生産する場合でも、様々な標高の耕地を束ねて霜の害による

全滅を避ける方法もある。英王室農園など世界的に採用される方法のひとつである。 
11 先の②の考察参照。営農上直面するリスクは、通常の事業会社が直面するリスクと比べ

て、天候など担い手（事業者）のコントロールが効かない要素が多いとされる。そのため

あらかじめ可能な限りの分散を行って、確率的に生じるリスクを縮減しておくことが経営

の基礎になる。仮に、あらゆる可能性を考慮に入れた期待利潤が同じであったとしても、

最悪時の損失を抑えることができる。この点は、後に説明する農業六次産業化が生み出す

事業上のアップサイドにも継続的に貢献する。結果として、（地域の諸事情や農地毎の条件

など様々な課題があり、一概には耕作放棄地解消には至らないと思われるが）農業活性化・

農地利用の向上を期待することができる。 
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図表 4 新規参入企業の実際 

（出所：オリックス株式会社の農業事業にもとづき著者作成 12） 

  

この例は、農業利潤の確保の先に、二次および三次産業を含めた農業六次産業化による

アップサイド―食・農全体の新しいバリューチェーンの構築―を見据えている地域を含む。

農業が活性化されれば、耕作放棄の原因である経済的インセンティブの欠如あるいは不足

も解消トレンドに変わる。13 

この例にはまた、水耕栽培施設の敷地に廃校を利用するなど、公共施設マネジメントに

貢献する営農もみられる。利潤動機に従う企業行動の結果として、副次的ではあるが、現

状よりも耕作放棄地の減少を図る効果につながっている。 

 

３ ファイナンスの成立とリスクシェアの適切化 

（１） 与信の成立 

ここまでの考察を前提とすれば、農地の集約化と企業参入はリスク分散を可能にする。

そして以下に説明するように、ファイナンスも成立する。14 

図表 5（大規模生産者・事業者向け融資のポートフォリオ）は、このモデルケースを描い

たものである。焦点を農業融資に絞り込むために、現実にはあるそれ以外の融資等は捨象

している。  

                                                   
12 白地図は CraftMap http://www.craftmap.box-i.net/ を使用。 
13 第 2 章（１）の①の考察参照。 
14 第 2 章（２）の②の考察参照。脚注 9 参照。 

 

 

  
 

 

http://www.craftmap.box-i.net/
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図表 5 大規模生産者・事業者向け融資のポートフォリオ 

 

ここで銀行は、大規模生産者・事業者のマネジメント能力に着目した融資を行っている。

貸し出し先の事業・生産地のポートフォリオが分散されているので、銀行としても与信が

しやすくなっている。前提として、農地集約化が達成されている。 

図表 5 は、企業参入がなされている現状にも対応する。大規模担い手が育っていれば、

銀行は、多様に分散された農業融資をプールできる。このようなプーリングを通じて、銀

行は、信用リスクを理論的に縮減する。 

集約はそもそも、象徴的にリターンを上げる方策である。また、企業参入は、マネジメ

ント能力の高い担い手の誕生とみることができる。さらにリスク分散は、万が一の場合に

担い手が被りうる最大リスクを縮減し、農業経営の継続性を担保する。損益分岐点を超え

るまとまった規模で営農することは、リスクとリターンの適切な配分につながる。 

このように、農地集約化と企業参入は、これまで資金の出し手を尻込みさせてきた「日

本の農業のハイリスク・ローリターン構造」を修正する効果をもつ。リスクを下げてリタ

ーンを上げることを通じて、農業はミドルリスク・ミドルリターンという「リスクに見合

うリターンが与えられた産業」に転換し、ファイナンスも成立する。 

（２） 貸付債権の証券化とトランチング 

前節（１）のように与信が成立すれば、より適切なリスクシェアにつながる貸付債権の

証券化を考えることができる。15図表 6（貸付債権の証券化とトランチング）は SPC（特別

目的会社）を利用した証券化スキームであるが、トランチングによって、投資家から調達

する資金に返済順位の違いを設けている。金融技術を活用して、リスク・リターンの選好

                                                   
15 農地法を回避するため、農地そのものの証券化や信託受益権化は考えない。本稿にはカ

バーされないが、農地法の下では、農地信託の受託者となれる経済主体に制限がある（農

協等）。そのため農地 REIT の開始には、法改正を含めた条件整備が必要となっている。農

地 REIT の開始に必要な具体的な条件については、塩澤・芦谷（2016）参照。 
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が異なる多様な投資家のニーズに応える仕組みである。その視野には、アップサイドへの

期待が高い投資家も低い投資家も入っている。結果として、通常よりも多額の資金調達を

見込むことができる。 

リスクテイクの柔軟性も、前節（１）で考察した与信成立時と比べて高い。図表 6 は、

与信を通じて銀行が負ったリスクを「より上手に管理できる他の主体（投資家）」に移転す

るモデルケースとも解釈できる。図表 5 と同様に、前提として、農地集約化が達成されて

いる。資金を調達する主体は、規模の経済を追及して、投資家の期待するリターンの向上

を図る担い手である。 

すなわち、貸付債権の証券化は、銀行の視点で言い換えれば、リスクヘッジの手段にな

る。与信を膨らませた銀行は、貸付債権を証券化することによって、自らの抱えるリスク

を投資家に移転できる。2017 年 12 月に合意された新たな自己資本比率規制（バーゼル 3）

は、リスク資産の査定について、その手法の厳格化を求める内容となっている。この点に

は留意が必要であるが、銀行は、証券化によりリスク資産を圧縮することができる。 

また、農業に対しては、安全であれば資金を提供したいと考える投資家もいると考えら

れる。このような投資家であれば、リターンが必ずしも最大化されている必要はなく、リ

スクに見合う適正レベルであるかどうかが投資判断の基準になる。16図表 6に照らせば、次

のように考えられる。 

まず、農業のリスクをコントロールできる投資家がメザニン資金を提供する。土壌に関

する研究にも注力する農機会社など、関連する事業会社等が該当する。相対的に安全なシ

ニア部分は証券化して、リスクを好まない投資家に販売する。ローリスク・ローリターン

の金融商品であれば、小口の個人投資家にも対応できる。投資家のすそ野は広い。エクイ

ティ資金の提供者には、農業利潤の提供者であり資金調達者でもある大規模担い手を想定

する。担い手であり、出資者でもある大規模生産者・事業者は、持ち分に対して合理的な

リターンを期待できる。信用補完が十分であれば、いずれのトランシェにも大口の資金流

入を期待できる。 

 

                                                   
16 農業そのもののアップサイドは、現状考察の延長で言えば、規模の経済の追及の範囲に

限られる。一方で、第 1 章に記したように、周辺地域の営農環境や地域住民の生活環境へ

のプラスの影響を伴う。このようなリターン以外の社会的影響を重視する投資家にとって

は、農業は、優先順位の高い投資先になると考えられる。 
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図表 6 貸付債権の証券化とトランチング 

 

（３）クレジット・デリバティブの活用 

与信が成立する場合には、クレジット・デリバティブを活用して、より適切なリスクシ

ェアにつなげることもできる。図表 7（クレジット・デリバティブの活用）は、このモデル

ケースを描いたものである。図表 5、6と同様に、農地の集約が前提となっている。 

銀行は、自身の持つ農業融資のポートフォリオからクレジット・リスクを切り離し、対

価を払って、それを「より上手に管理できる他の主体（投資家）」に移転する。17この投資

家には、リスク許容度が高い投資家が該当する。契約にもとづき、リスクの取り手は、ロ

ーンのデフォルト時に返済を代行する。そのため、銀行側は、予定したキャッシュフロー

が得られなくなるリスクから解放される。 

 

                                                   
17 リスク移転に要する対価の形態は、契約あるいは商品によって異なる。クレジット・デ

リバティブのうち、最も代表的な商品であるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の

場合は、リスクを外す側の銀行（プロテクションの買い手）が、保険料に相当する手数料

（フィー）を支払い、リスクを取る側（プロテクションの売り手）はフィーを受け取る。 
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図表 7 クレジット・デリバティブの活用 

 

クレジット・デリバティブはローン返済に保険をかけるのと似た仕組みであるけれども、

保険とは異なっている。保険ではないために、保険会社が通常受ける規制とは無縁である。

大きなメリットは、リスクを取る側（カウンターパーティー）の資格条件に制約が無い点

で、仕組みの柔軟性は高い。 

別の利点もある。農業融資から派生するクレジット・デリバティブには、他の分野への

融資にはない投資上の優位性がある。農業融資の借り手（農業の担い手）には、政府によ

り、その所得変動を抑えるためのセーフティーネットが手厚く用意されているためであ

る。18農業資金の返済は、いわばデフォルトの確率が政策的に抑えられたものとなっており、

この点を強気に考える投資家は、プロテクションの売り手になる。彼らはプロテクション

を売ってフィー（プレミアム）を稼ぐことを期待する。 
                                                   
18 現行のセーフティーネットとして代表的な農業災害補償制度の目的は、農家の所得の変

動を抑えることにある。また、平成 31 年 1 月 1 日から開始される収入保険制度も、現在ま

でに公表されている情報によれば、保険制度ではあるが「補償」の性格が強い。これらの

もとでは、少なくとも所得を減らした農家がその翌年に廃業するといった極端な変動を抑

える効果が期待される。 
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金融派生商品としてのアップサイドも期待される。前節（２）で考察した証券化のケー

スと同様に、農業そのものへの成長期待は「適正レベル」になると考えられるが、デリバ

ティブの原資産に投資する場合と比べて厚いプレミアムが得られるのが通常である。一般

に言われるクレジット・デリバティブ市場の売り手（投資家）は、保険会社に加え、銀行

そのものや、保険、年金、事業法人など機関投資家の広範囲にわたる。 

バーゼル 3など、関連規制のトレンドも、証券化のケースと同様に留意すべき点になる。

バーゼル 3 は、金融危機後の 2010 年 11 月に送付で行われた G20 サミットにおいて提起さ

れ、7年を経て合意された。それだけ難しい金融規制を含んでいる。クレジット・デリバテ

ィブの主な活用者であった銀行は、同デリバティブの今後の活用に際し、以前と比べ、よ

り厚く資本を積み増すことが必要とされている。19 

  

４ おわりに 

以上の通り、本稿では、農地の集約化と企業参入によりリスク分散が可能となり、ファ

イナンスも成立することを示した。ファイナンスには、資金調達だけでなく、農業に関す

るより適切なリスクシェアを実現させる効果がある。リスクシェアが適切化すればリスク

自体も小さくなり、これが農業に流れ込む投資資金を増加させて、産業としての農業を支

える役割も期待される。 
制度改革により、農地の権利移動にかかわる制約を柔軟化すれば、「いいとこどり」とな

るかもしれないが、一層の企業参入を図ることや、農地そのものの証券化などの新しいフ

ァイナンスへの道筋を描くこともできる。そして発展的に、民間金融とその派生分野を媒

介にした「市場型契約による経営統治」も可能になる。利潤動機に従う企業行動の結果と

して農業が活性化されれば、副次的ではあるが、現状よりも耕作放棄地の減少を図ること

ができる。 

ひとつ留意すべきは、政府の役割は無くならないという点だ。市場活用型のリスク管理

が浸透すれば、零細錯圃場のまま後継者に引き継いでいく農家についても、相互に連携し

て（あるいは大規模農業法人への委託により）リスクを分散できる可能性が生じる。しか

し、そうした連携にあたっても、行政の役割は大きいであろう。 
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19 バーゼル 3 の背景には、契約相手の破綻リスクをより慎重にみるべきとする考え方が存

在する。クレジット・デリバティブの仕組みは柔軟である反面、それがリスクにもなり得

る点への配慮も求められている。 
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