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農業における地域的投資の経済効果指標に関する考察   

岬投資基準指標としての「投資効率」と「事業費所得指数」を中心として－  

安   味  宏  

1 は  じ  め  に  

地域的投資の増加と投資基準検討の要請  

近年のわが国農業投資については，次の2点を重要な特色として指摘できよう。第1は，地  

域一括的・総合的投資とも呼ばる′べき形での投資の増加である。すなわち，従来の農業投資は，  

そのほとんどが個別農家の投資決意による，個別単独的・小規模投資であった。しかるに最近  

は，農業経営の集団化・地域化と相使って，個別農家は地域的範囲で集合し，農業投資もかか  

る地域的集合下での投資決意による地域一括的・大規模投資という形態をとるようになってき  

た。しかもこれらの投資は，その投資対象種目の構成も極めて複雑になってきた。従来の個別  

農家による単独投資が単一対象種日投資であったのに比べて，土地基盤整備投資，生産施設投  

資，流通施設投資など生産から流通にわたる種々の投資対象種目が，相互に有機的関連を保ち  

ながら絵合的に取り扱われるようになってきたのである1）。   

第2には，公共的投資の増加である。従来の個別農家単独投資は，単一対象種目投資であり  

比較的少額投資であった。そして，その投資効果の及ぶ範囲も直接的で極めて狭くしかもかな  

り測定可能であった。したがって，その投資は個別農家単独による投資決意と資金負担で可能  

であった。しかるに，最近の地域一括的・総合的投資となると，その投資額は極めて大きく，  

投資め経済効果範囲も極めて広くかつ非可測的部分が大きい。加えて，投資効果の受益者およ  

び受益内容・程度も極めて確定・計測不可能な部分が多くなってきた。ここにおいて，地域一  

括的・総合的投資は，その投資決意と資金負担を個別農家で担当することが不可能となり，替  

って，国，地方自治体あるいは団体など公的主体が登場することとなってきたのである2）。   

ところで，かかる地域一括的・総合的投資の増加とその公的主体による投資担当の増加は，  

次の3点から，投資基準の設定と投資効果の計測範囲・方法に関する新たな検討を要請するこ  

ととなってきた。第1ほ，投資額規模が極めて大きいこと。高額投資ということばそれ自体投  

資の経済的効果と資本の採算性に関する厳しい吟味を要請するが，投資規模の大なることはそ  

れだけ経済効果の及ぶ範囲を広める。かくして，とりわけ効果計測範囲と計測方法が重要な問  

題となってきたのである。第2には、，投資が公的主体によっていること。公的主体による投資  
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は，公経済的観点一限られた資金量の最適利用－からの何らかの投資基準の設定とそれに  

よる投資順位の決定を必要とする。しかるに，投資規模の大きいことばそれだけ投資効果を大  

ならしめ，したがって，投資基準をどう設定しそれをどう計測するかば投資順位の決定に大き  

な影響を与える。第3には，大規模総合的投資であること。投資種目が複雑イヒすればする程，  

しかも投資額が大規模であればある程，種目別投資効果の計測は困難となり，また投資種目の  

総合化による総合的効果部分は一層大きくなる。ここにおいて，種目別および総合された効果  

をいかなる範囲でどう計測するかが重要な問題となってきたのである。   

小論は，かかる地域一括的・総合的投資に関する投資基準と投資効果計測法の新たな開発を  

最終目的として，従来使用されてきた投資基準に関する今一度の理解と問題の検討をおこなお  

うとしたものである。すなわち，わが国では，従来，上述の如き公的主体による農業投資の  

投資基準指標として，いわゆる「投資効率」と「事業費所得指数」が採用されてきた。しかる  

に，かかる指標の地域一括的・総合的投資の場合への適用には，指標自体と計測範囲・方法と  

においてかなり問題があるように思われる。そこで小論は，特に「投資効率」および「事業費  

所得指数」という指標そのものの内容に問題を限定して，両指標の再度の理解と検討をおこな  

い，地域一括的・総合的投資の投褒基準指標設定のための手がかりを得ようとしたものである。  

かくして，以下，最初に「投資効率」について，次いで「事業費所得指数」についての理解と  

検討をおこなうき）。   

1）かかる投資の1例として，近年問題化しつつある「広域営農団地」の場合を挙げることができよう。   

2）投資の経済効果範囲の区分としては，通常，直接的効果，間接的効果，波及効果などがある。   

3）投資基準の設定と効果計測範囲の議論のためには，まずもって，投資主体，投資目的，投資額規模  

など投資の性格を吟味することが必要である。これについては，拙稿「地域農業計画における投資の  

経済効果計測怯に関する一考察」『農業計算学研究』欝5号 所収を参照されたい。  

2「投資効率」について  

従来よりわが国で採用されてきた公的主体による投資基準指標には2つある。すなわち，  

① 投資効率であり，⑧ 事業費所得指数である。   

（1）「投資効率」の意義の理解  

公的主体による投資といえども，投資のための資金量には限りがある。しかるに，かかる限  

られた資金量の最適投資利用のためには，第1に，その投下された資本が回収され得ること，  

欝2に，投下資本の回収の程度が，投資種目（事業）間で比較されて，最も効率的な種目（事  

業）が選択されること，欝3に，同一種目（事業）投資について最適投資規模が確保されるこ  

と，という条件が満足きれなければならない。かかる資本回収，最適投資配分，最適投資規模  

という3つの観点から，この統一投資基準指標として設定されたのが，とりもなおさず，いわ  
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ゆる「費用便益比率bene丘t－COSt－ratio」であり，これに基礎をおく「投資効率」であるといえ  

よう。そして，具体的には次式によって示される4〉。  

鼠  
111＝ 

（＿、  

鼠＝＋て吏＋…‥十 紡  

Bl＝Bz＝……＝B経 とすれば  

（1＋i）雅一1  
K＝Bl‡  

但し，m：投資効率  

鼠：妥当投資額  

C：予定投資額（事業費）  

Bl，B2，……，B池：第1，第2，……，第形年目の純増加便益   

費用便益比率とは，一般に，費用投下によって得られる便益（b）とその投下費用（c）との  

比率（‡）のことである0そして，この比率（‡）が「＞1」か，「＝1」か・あるいは「＜1」  
かによって費用投下の効率性を判定しようとするものである6）。投資効率もまさにこの費用便  

益比率に基礎をおくものなのであり，資本投下によって得られる純増加便益（投下資本への帰  

属分）とその投下資本量との比率を示したものにほかならない。   

それでは，かかる「投資効率」指標は，前述限られた資金量の最適投資のための前述3つの  

観点（条件）といかに関係するのか。   

1）資本の回収と投資効率の関係   

投下資本が回収され得るかどうかば，その投資によってあげられる，その資本に帰属するべ  

き年々の便益（純益）を現在価値に割引いた総額が投下資本額を上回るかどうかによって判定  

できる。しかるに，上式で示される投資効率では，その投資によってあげられる年々の便益（純  

益）を現在価値に割引いた練額としての「妥当投資額」，言いかえれば，・投資の上限額，資本  

回収可能上限額を示すところの妥当投資額を求めている。そして，これと投下資本額との比率  

を示したものである。つまり，投資効率は，まさに資本回収の可能性程度を示すものとなり，  

投資効率（m）が「≧1」か「＜1」かによってこれを表示しているのである。  

わ 最適投資配分と投資効率の関係   

限られた資金量の効率的利用のための投資種目（事業）間への最適配分，そのための投資種  

目間における資本回収程度の比較は，これを機会収益原理によって考えることができる。つま  

り，ある血走量の資本をA種目に投資するかB種目に投資するかという場合の，それぞれの  

投資機会であげられる便益の大きさの比較によってである。  
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第1図で，A曲線，B曲線ほ，それぞれ投資  

種目A，投資種目Bの便益の高さを示す。原点  

0からの45産直線Cは，横軸の投下資本額を縦  

軸に計ったものである。この図でいま，Clの資  

本量があり，これをA種目へ投資するかB種  

目へ投資するかの選択が必要であるとしよう。  

結局この選択は，  

bACl－bccl蓑bBCl－bccl   

によって判定きれる。ところで，上式両辺を  

転読iで除すると  

－1  堕－1要  
bccl  

塾生≧＿塾些＿  

）ヾぐl＝チー）（（、t         bccl  

投
下
資
本
額
・
便
益
 
 

C
 
 

2
 
C
 
 
 

3
 
（
し
 
 

○
 
 

摂下類本額  

帯1図 限られた資本の投資配分  

となる。つまり，投資種目（事業）間への資本配分ほ，その資本投下によってあげられる便益  

と投下資本額との比率を投資種目（事業）問に比較することによっても判定され得るというこ  

とである0しかるに，および  は前述の投資効率苦と同じであり，資本の効率  

的利用のための最適投資配分にほ，投資効率を判定指標として採用できるということになる。  

3）最適投資規模と扱資効率の関係   

単一投資種目に対する最適投資規模の決定は，その資本投下によってあげられる便益とその  

投下資本額との差を投下資本額と比較す  

ることによって可能である6）。   

第2図においてC直線およびB曲線  

は，第1図の場合と同様に，投下資本額お  

よび便益の高さを示す。この図で，投資  

額規模cl，C2，C3のうちいずれかを選択す  

る必要があるとしよう。結局，この選択は  

捏
下
東
本
額
・
便
益
 
 

Bc2－CヱC之′  Cc3－C3C3′   Acl－CICl′  

石訂’  c2C2′’  c3C3′  

のうちどれが最も大きいかによって判定  

転；  

され得る0いいかえれば，ニ                c2C2／I  O  C暮 C2  Cき  
■■  投下薫香額  

の大きさの比較によってである。  
第2図 投資規模の決定   
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しかるに・これら一，，は，それぞれ投資規模cl購における前述の投資効  
率（苦）  を示すものにはかならない。ここにおいて，投資規模の決定は，また，投資効率を判定  

指標として採用できるということになる。   

以上要するに，投資効率なる指標は，限りある資金量の最適利用のたあの3つの観点，①  

●●■●●●●●● 資本回収，⑧ 投資種目問最適配分，⑧ 最適投資規模，いずれにしても資本自休の収益性の  

最大化という微視的目標観点から設定された統一的指標ということができるのである。   

（2）「投資効率」の間毘点  

（苦）  

それでは，「投資効率   」なる指標が，資本収益の最大化，そしてこれを実現するための  

3つの観点，資本回収，投琴種目問最適配分，最適投資規模，からの統一的な微視的目標指標  

であるとしても，この指標で十分なのであろうか。次に，この指標「投資効率」に関して3つ  

の問題点を指適し検討しよう。   

1）投資効率と資本収益性  

（苦）  
投資効率   に関する問題点の第1は，これが資本の収益性に関する「平均」指標である  

ということである。   

教祖的観点での資本の収益性目標は，投下資本に帰属する超過純収益の最大化である。すな  

わち，前述投資効率式に従っていえば，「鼠－C」を最大にすることである。しかるに，この「正  

一C」の最大化のためには，資本の収益性に関する限界的指標が導入・計測されなくてはなら  

ない。  

単一投資種目での最適投資規模の決定は，  

R＝f（c）－C  

R′＝r′（c）－1  

但し， R：投下資本に対する超過帰属純収益  

r（c）：前述「投資効率」式における「妥当投資額」E＿。なお「妥当投資  

額」は投資規模の拡大にともなって逓減的に変化することを仮  

定する。  

C：投資額   

となる。すなわち，Rを最大にするような投資規模はf′（c）＝1の時となる。いいかえれば，  

資本の限界収益（限界妥当投資額）が1の時ということである。第2図でいえば，B曲線上で  

の接線が丁度45魔の時であり，この時の投資規模c2が最適規模ということになる。しかるに，  

この場合，上述の投資効率で求めた最適規模点clとはかい離する。  
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いくつかの投資種目間での投資配分問題も同様である。いま投資種目が2つの場合を考えて  

みよう。  

（3）  良＝（fl（c）－C〉＋‡ら（c。－C）－（co－C）‡   

＝ら（c）＋ら（co－C）一旬  

R′＝ら’（c）－ら′（co－C）  

但し R：（1）式に同じ  

c。：繚投資額（定数量）  

c：種目1への投資額  

q（c），ら（co－C）：（1）式に同じ   

（4）   

上式から，Rを最大にするような投資配分は打（c）＝ら′（co－C）の時となる。いいかえれば，  

投資種目第1の資本限界収益（限界妥当投資額）が投資種目第2のそれと等しくなる時という  

ことである。第1図で，総投資額をclとすればA投資種目にC2，B投資種目にc3の投資配  

分となる（c2＋c3＝Cl）。そして，これは，前述の投資効率による配分がA種目かあるいはB  

種目へかの二者択一的配分であったのと異る。   

いずれにしても，資本収益（妥当投資額）が投資規模の拡大にともなって逓減的に増大する  

過程を前提とする限り（実際に，これがより現実的ではあるが），投資の種目間最適配分および  

最適規模の決定のためには，資本の限界収益性こそが問題とされ計測されなければならない。  

しかるに，「投資効率（苦）」は，上述資本の限界収益性に対して平均収益性（！賢）を表示す  
るものである。平均収益性による投資規模の決定および種目問最適配分が限界収益性によるそ  

れと一致するのは特殊な場合のみである。したがって，平均収益性を表示する投資効率を近似  

的計測指標として使用可能であるとしても，厳密には限界収益性指標こそが使用・計測されな  

ければならないといえよう。  

2）投資効率と割引利子率  

（苦）」  
が「平均」概念であるということば，投資基準指標としての有用性に関  上述「投資効率  

する問題であるが，指標としての使用・計測の場合にも問題を含んでいる。その第1は，将来便  

益を現在便益に割引いて妥当投資額を求める場合の割引き利子率水準の設定についてである。  

投資効率（昔）は，  妥当投資額（K）をどう計測するかによって大きく異る7）。しかるに妥当  

投資額（鼠）は，いわゆる資本還元率（r）の大きさによって規定される。しかも資本還元率（r）  

は割引き利子率（i）によって変化する。   

第3図に，資本還元率（r）と割引き利子率（i）および耐用年数（n）の関係を示した。同園か  

ら分るように，資本還元率（r）ば割引き利子率（i）をどの水準に設定するかによって大きく異  
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第3図 資本還元率と利子率および耐用年数  

（但し，資根元率r＝  i（1＋i）氾  

る。ここでは，i＝0・05の場合とi＝0・09の場合について示した。しかもここで注目しなけれ  

ばならないことば，耐用年数（n）を長くとればとる程利子率（i）による資本還元率（r）への影  

響は大きくなるということである。  

（苦）  

いずれにしても，投資効率   は，割引き利子率（i）水準のとり方如何によって大きく異  

る性格をもったものなのである。したがって，その使用・計測には，割引き利子率水準の検討  

が重要な地位を占める。   

3）投資効率と耐用年数  

投資効率（苦）の使用・計測に醸する問題の第2は，耐用年数（資鯛収予定年数）（n）の設  
定についてである。すなわち，耐用年数（n）をどの位に設定するかほ，資本還元率（r）の水準に  

（苦）  

影響を与え，妥当投資額（鼠）を規定して投資効率   の水準に影響する。第3図で，割引き  

利子率もノ＝0・09および0．05のそれぞれの場合，耐用年数（n）をみじかくするに従い，資本  

還元率（r）がいかに急速に高くなるかが分る。いず輝こしても，投資効率  

をどう設定するかによって大きく変化する性格をもったものなのである。  

は耐用年数（n）   

以上要するに，「投資効率」は，その有野性について平均概念であること，その使用・計測  

に際して，割引き利子率および耐用年数の水準設定如何によって大きく変化する性格をもつも  

のであること，という点で，公的主体による投資の基準指標としては重要な問題を含んでいる  

のである。  

－104－   



安味 宏：農業における地域的投資の経済効果指標に関する考察   

4）投資効率式は，東海農政局編『土地改良事業経済効果測定の手引き』昭和46年農林省農地局『経済 
効果とその測定法に関する文献集』昭和38年などを参府   

5）伊藤善一著『国土開発の経済学』第4章 昭和38年 春秋社   

6）伊藤善一著『前掲書』   

7）土屋圭遺著『農業経済の計量分析』欝5章 動学書房 昭和37年 参照  

3 「事業費所得指敦」について  

さて，いまひとつの投資基準，「事業費所得指数」について理解と問題点の検討をおこなお  

う。   

（1）「事業費所得指数」の意義の理解   

公経済的観点に立って，所得の増大こそが国民の生活向上につながる，との考え方に立脚し  

た投資基準指標が，とりもなおさずいわゆる「投資所得比率」であり，これに基礎をおく「事  

業費所得指数」であるといえよう。   

すなわち，所得こそ国民・地域住民の目的であり，所得の増加は資本形成を可能ならしめ・  

資本形成は一層の所得増加を可能ならしめる・という形において所得増加率の上昇こそ目標で  

ある，というのである。ここにおいて，かかる所得増加率の上昇を目的として，これにいかに  

寄与するかによって判定しようとした投資基準指標が，とりもなおさず投資所得比率でありこ  

れに基礎をおく事業費所得指数にほかならないといえよう。   

いま，所得をY，投資をⅠ，貯蓄をS，そして一定期間の所得増加分をdYとしよう0する  

と，所得増加率はg＝と表わされる0しかるに・  

貯蓄率  S  

s＝す  

S＝Ⅰであるから  

I  

S＝マ  

Y＝ 上をg＝昔に代入すれば                       S  

オy         g＝T●S   

すなわち，所得増加率は，資本投下による所得増加分とその投下資本額との比に貯蓄率を東じた  

ものとなる。この芋がとりもなおさず，投資所得比率にほかならない0そして，貯蓄率sを  
一定とすれば，所得増加率gは正しく投資所得比率芋によって規定されるのである0した  
がって，投資種目の選択は，キをその判定指標とすることができるということになる0  
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なお，投資所得比率の計測については，投蛮Ⅰの固恵（耐用）期間全体にわたる年々の  

所得増加分を現在価値に割引た総額としての』Yを求め，このdYと投資額の比率として求め  

られることばいうまでもない。すなわち，  

芋＝‡（蓋十蕃 ト…＋蕃）  
オYl＝dY2＝……＝∠Yn とすれば  

芋ギ竿（喘謀－）  

但し，i：割引き利子率  

n：投資耐用年数  

オyl，JY2，…，JYれ：第1，2，…，n年目の増加所得  

としてである。   

ところで，「事業費所得指数」も以上の理解と基本的，内容的には異るものでない。すなわ  

ち，事業費所得指数は具体的には次式によって示される8）。  

事業費所得指数＝空室型墜迦車型螢×1，000   
事業費  

しかるに，年平均増加所得額は，基本的には，投資固定（耐用）期間における年々の増加所得  

を現在価値に割引き，その総額を固定期間に按分して求められる。そうであるならば，上述投  

資所得比率と基本的・内容的には異なるものでないということになる。   

ただ，事業費所得指数は，上述の所得増加率の上昇に対する寄与の程度とともに投下資本の  

償還の可能性程度をも同時に判定しようとしたものであるために，資本投下額に比較さるべき  

増加所得額を投資固定全期間に按分しているということができよう。すなわち，いま，償還を  

毎年おこなうものとして年債選率をα，年平均増加所得額を』Y，貯蓄率をs，事業費（投資額）を  

Ⅰとすれば，  

年必要償還額Ⅰ・α≦年償還可能額d菅・S  

些＞ヱ  Ⅰ＝s  

としてである9）0毎年償還するとすれば，事業費所得指数芋は年償還率と貯蓄率との比に等  
しいかより大でなければならない。しかし，この場合も，償還を投資固定期間の全期間に一括  

しておこなうとすれば，  

オys ≧Ⅰ  

竿≧1  
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となり，結局，上述投資所得比率g≧1と同じで，事業費所得指数は投資所得比率と基本的に  

は異らないことになる。   

（2）「事業費所得指数」の問題点   

事業費所得指数が投資所得比率と内容的には基本的に同じものであり，所得増加率の上昇に  

寄与する程度を示し，それによって投資判定をおこなおうとする場合の指標であるとしても，  

これには次のような問題点が含まれている。   

第1に，貯蓄率の問題である。前述した如く，所得増加率は投資所得比率と貯蓄率との積で  

ある。このことば，仮りに，投資所得比率が投資種目問で同一であったとしても，その場合貯  

蓄率の水準に相連があり，ために所得増加率の水準に格差を生じる場合があるということであ  

る。したがって，投資基準指標として投資所得比率を用いようとする場合は，貯蓄率が同程度  

の地域間かあるいは，同一地域内の異種投資種目間ではそれが有用であっても，その他の場合  

には有用でなくなるということである。   

第2には，投資所得比率の「平均」概念としての性格である10）。「投資効率」の場合にそう  

であったように，投資所得比率の場合にも，それが真に有用な投資基準指標であるためには，  

限界的指標の導入と計測がなされなくてはならない。すなわち，投資規模の拡大に伴って所得  

は逓減的に増化するものと考えられるが，そうであるとすれば，いま貯蓄率は一定として，投  

資所得比率による投資種目問への資本の最適配分は，限界所得が投資種目問に均衡する時始め  

て可能になる。このことは，投資効率の場合と同様である。いずれにしても，投資所得比率は  

平均指標でしかないということである。   

その他，投資所得比率のもつ重要な問題点として，増加所得の現在価値計測の場合の割引き  

利子率および耐用年数の水準設定の問題があるが，これは「投資効率」の場合と同様であるの  

で省略する。  

8）農林省農地局編『前掲書』  

農林省東海農政局編『前掲書』  

9）農林省農政局編『前掲書』   

10）C．キンドルバーガー著，坂本他訳『経済発展論上』第5葦 好学社 昭和43年 参照  

4 む  す  び  

以上，小論では，近年新しくでてきた農業における地域一括的・髄合的投資の経済効果の計  

測に関する新しい方式の開発を目標として，まず最初の手がかりに，従来わが国で用いられて  

きた投資基準，投資効率と事業費所得指数について理解を新たにするとともに若干の問題点の  

検討をおこなってきた。その基礎となる費用便益比率，投資所得比率ほかなり古く，かつ，投  

資効率および事業費所得指数なる指標も古いとはいえ；20年を経過して今日以然として使用さ  
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れ続けている。わが国の農業のあり方にもよるのであろうが，これらに含まれる問題点ほ多  

い。くりかえして言うならば，両指標が平均概念であること，割引き利子率，貯蓄率，耐用年  

数の水準の設定などの問題である。特に，平均概念であるということば，投資計画修正のため  

の事後的計測ならともかく，計画作成のための事前的計測のためには有用とはいえず，限界概  

念の導入が必要になる。いずれにしても，今後における農業投資に関する新しい問題を多く含  

んでいるといえる。  
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