
．はじめに

近年、地球規模での環境問題の顕在化と環境意識の高まりの中で、地域における環境の保

全と経済の自立的な発展との両立に対する関心も高まっている。こうした背景のもとで、地

域住民やその自治的組織を主体とした森林・流域といった自然資源の共同利用および管理に

関する研究がこれまでにも国内外で盛んに行われてきた。（地域住民をはじめとした複数の

経済主体による自然資源の共同管理制度、および共同管理の対象である資源そのものを以下

では コモンズ と呼ぶ ）。）コモンズの機能を高めることは、単に環境保全や産業振興に

資するだけではなく、自治機能の強化、また防災をはじめとした地域の安全保障にとっても

重要なことである ）。

わが国においても伝統的に利用されてきた水田や森林など環境資源の持つ多面的機能が再

評価され、その保全も目的としたさまざまな政策が実施されつつある。しかしながら、これ

らの政策の評価は重要であるにもかかわらず、十分な議論がなされてきたとは言いがたい。

そのひとつの原因として、地域の環境資源の管理に大きな役割を果たしている地域住民の行

動を規定する要因として 郷土愛 や 歴史性 、あるいはさまざまな 社会規範 といっ
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）この論文は、平成 ・ 年度大阪商業大学研究奨励助成 環境資源の共同維持管理の理論的・実証的研
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）わが国におけるコモンズ研究の最新の動向については、三俣・室田・森元（ ）で詳しく述べられて
いる。



た、いわば数値による評価が困難なものが多く含まれることにあり、住民の意識構造を十分

に明らかにするまでには至っていない。

そこで、本研究では、京都府南丹市日吉町において実地調査とアンケート調査を実施し、

共分散構造分析（構造方程式モデリング 、以下、 ）

を用いることで、 住民の協力度 や 子供への遺産保全 など従来の研究では見落として

きた視点を取り入れた、住民による持続可能な共同資源維持管理における意思決定構造を明

らかにすることをめざす。

．調査地の概要

本研究において調査地として選定し

た旧京都府船井郡日吉町は、 年

（昭和 年）にそれまでの世木村、五

箇荘村、胡麻郷村の ヶ村が合併して

誕生した。これら ヶ村は、大堰川

（桂川）水系の支流沿いに開けた地域

である。 年（平成 年） 月 日

をもって、同じ京都府船井郡に属する

八木町、園部町および北桑田郡美山町

と合併して、現在は南丹市の一部と

なっている ）。地理的には、京都府中

部の丹波地方にあり（図 ）、大半を

丹波山地が占め、その間に狭小な山間

盆地が存在している。また、町内には

太平洋側に注ぐ大堰川水系と日本海側

に注ぐ由良川水系の分水嶺を有してい

る。面積は で南丹市となった

旧 町の中で第 位の広さを持ち、人口は 万 千人である。気候は山陰内陸性気候に分類

され、年平均気温は約 度と比較的寒冷である。

現在の町内の主要な産業は、農業および林業という典型的な近畿地方の農村である。一方

で、この地域には縄文時代の相当早い時期から集落が存在していたことが明らかになってお

り（佐々木 ）、平安時代以降、農産物や林産物、水産物などの交易が京都との間で盛ん

に行われ、また明治時代には鉄道が開通していたこともあり、古くから人の交流は活発で、

従来から専業農家の占める割合はそれほど多くはないことが特筆されよう。

近年では、 年に日吉ダムの完成により旧世木村内の多くの地域が水没し、周辺地域も
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図 南丹市日吉町

白地図 にて作成

）当初は、これら 町のほか、北桑田郡京北町やさらには亀岡市なども加えた合併協議がなされていた
が、その後京北町は京都市へ編入合併され、現在に至る。
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含め大きな影響がもたらされた ）。また、減反政策の開始とともにその対策としての転作奨

励策として、いわゆる京野菜の生産に早くから取り組み、 丹波黒大豆 や 壬生菜 の生

産においては全国でも最高水準の評価を獲得している。農業補助政策については、京都府独

自の政策である 世紀型地域農場作り事業 の指定をいちはやく受け、これを発展的に継

承した国による 中山間地域等直接支払制度 ）の補助対象地域となっている。古くから

の特産物である松茸については、いわゆる 全山入札 を行ない、その収益の全額もしくは

一部を地区の公的な支出に充てるなど、興味深い慣行が今も残っている ）。近年では、森林組

合が中心となって間伐材の販路を積極的に開拓し、放置された人工林の整備を進めるなど、

その先駆的取り組みが注目されている。

現在では、特産のいわゆる京野菜の栽培を中心に都市部からの転入者による就業もみられ

るものの、全体としては少子化・高齢化が進み、耕作放棄地の拡大が懸念されるとともに、

シカやイノシシ、ヌートリアなどによる獣害が深刻化しているほか、 年（平成 年）の

台風 号では大きな被害を受けるなど、農林業を取り巻く状況はなお厳しいといえよう。

． ．住民調査の概要

今回の調査は、農地に隣接する場所の草刈りや水利確保、獣害の防止などの共同作業にみ

られるような共同管理主体の構成員の行動がどのような要因によって規定されているのか、

また、これらの共同作業に対して中山間地域等直接支払制度の実施が与えた影響について分

析することが主な目的である。この目的に対応した調査票の作成に際しては、各種分析手法

を検討した結果、 従来型のアンケート調査に加えて （

仮想評価法）および を用いることとした ）。

今回の調査は、 年（平成 年） 月を調査期間とし、町内の 地区 世帯を対象に

聞き取り調査とアンケート調査を実施した。なお、アンケート調査の回答数は 通で、回収

率は ％であった。なお、アンケートの回収は、 地区をのぞき地区代表者による回収を

実施し、残り 地区については郵送法によった。回答者のうち、 ％が男性で、平均年齢

は 歳であった。職業は第 種兼業農家がもっとも多く（ ％）、ついで専業農家

（ ％）、第 種兼業農家（ ％）であった。また、平均居住年数は 年、同居人数は

人（本人除く）であった。

． ． ．調査対象地区の選定

今回の調査対象となる地区の選定にあたっては、まず日吉町内の中山間地域等直接支払制

度の交付対象地区のうち、農地の多面的機能保全に関係する共同作業を実施している地区を

）この間の経緯については名和（ ）で詳しく紹介されている。
） 世紀型地域農場作り事業については京都府のウェブサイト（ ）に詳しい。
また、中山間地域等直接支払制度については、農林水産省のウェブサイト（ ）に
詳しい。また、山下（ ）なども参照されたい。
）京都府における松茸の全山入札制度については齋藤・三俣（ ）に詳しい。ここでは、京都府綾部市
を例に、全山入札の歴史的経緯や近年の森林環境整備について興味深い事例が紹介されている。京都府内
や兵庫県内の丹波地方一帯におけるマツタケの全山入札制度は、多少の差異を除けば、古くから見られる
ものであり、その収益金は学校整備や集落内の社会基盤整備に使われることが多かった。
） による分析の詳細は原田（ ）を参照せよ。



選択した。なお平成 年度における日吉町内の中山間地域等直接支払制度に関する集落協定

の概要は表 に示すとおりである。

中山間地域等直接支払制度においては、

従来の営農助成のみを主目的とした農業補

助政策と異なり、農業のもつ多面的機能の

増進が重視されその交付要件の つとして

あげられているが、日吉町内の各地区にお

いては、この制度の実施以前から農地の周

辺や河畔などの下草刈り ）などが定期的

に実施されていたため（図 ）、協定参加

農家の間ではこれらの作業が特に多面的機

能の保全・増進に該当するものと認識され

てきたわけではない。そのため、申請にあ

たってはこれらの共同作業が明記されてい

ない場合も多く、調査対象地区の選定にあたっては、聞き取り調査により、実際に実施され

ている作業を考慮した。

このほか、交付金額の規模（表 ）および地区の立地条件などを考慮して、最終的に代表

的な地区として 、 、 の 地区を調査対象地区として選定した。

． ． ．調査対象地区の概要

地区

この地区は、大堰川支流の比較的狭小な土地に小規模な 世帯の農家が点在し、さらに

上・中・下の つの小字に分かれている。中山間地域等直接支払制度への参加にあたって

は、交付要件の一つである勾配要件を満たさない緩斜面地を所有する農家も集落協定に交付

対象外農家として参加していることが特筆される。
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図 農地周辺林地の下草刈り（クロ刈り）

（筆者撮影）

表 調査対象地区の中山間地域等直接支払制度集落協定概要（平成 年度）

地

区

名

農家数

交付金額 交 付 金 使 途
多面的機能

活動内容
うち個人

配分額

農道・水

路整備

鳥獣被害

防止 ）

共同利用

機械

多面的機

能増進
その他

景観作物作付

周辺林地整備

周辺林地整備

（旧日吉町役場の資料をもとに筆者作成）

）この地方では農地や住宅の周辺の林地や河畔の草地を クロ と呼び、その所有権が誰にあるかに関わ
らず、農地や住宅の所有者が燃料や堆肥を得るために利用することが出来る。現在では燃料や肥料として
の利用はほとんどなされていないが、水田の日照の確保や病虫害の予防、獣害の防止を目的として、やは
り隣接する農地や住宅地の所有者によって定期的に手入れ（クロ刈り）がなされている。
）この他にも、有害鳥獣駆除に対しては町や府からの補助金が総額の 割を上限に交付されている。
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地区内には、代表的な農家団体である農家組合のほかに、任意の受託組織としての営農組

織などもあり、目的にあわせた組織が重層的に存在しており、地区内でのさまざまな作業が

共同で実施される場合が多い。交付対象外参加についても、水利も含めてこれまでも同一の

組織として農家は活動しており、特定の農家だけが不交付となり新たな活動に参加できなく

なることを防ぐために実施されている。また、これにより、交付金の使途がいくらか自由に

なることも大きな理由であった。

この地区では交付金の個人分配はまったくなされておらず、共同での水路の補修をはじ

め、全額が共同利用目的のために利用されている。

地区では、地区内を流れる河畔の草刈

（以下では、この地方の一般的な呼称であ

る 川刈り と呼ぶ）が非常に丁寧になさ

れている（図 ）。聞き取り調査による

と、かつては 水講 や お日待ち講 ）

と呼ばれる風習があり、農家にとって欠く

ことのできない、水や日照への信仰をあら

わす行事が重要な年中行事としてあったと

いうことである。さらに現在でも地域内を

流れる川は農業水利のほかにも消防水利と

して重要であり、住民の間では川を大切に

する意識が強いようである ）。

ほかにも、河畔には休耕田を転用した地区住民のための公園が整備されており、その草刈

りなどは、通常の共同作業に従事することが体力的に困難な高齢者も参加することで実施さ

れている。

なお、この地区には都市からの ターンによる新規就農者が 名増えたことも特筆され

る。

地区

この地区は、調査対象となった 地区の中では比較的奥地にあり、地区内に家はなく、す

ぐ近くの複数の集落の農家の所有する農地が広がっている。

この地区では、中山間地域等直接支払制度による交付により、かんがい用水の水源でもあ

る川での川刈りを制度実施以来、再開するようになった（図 ）。

ここでも、 地区同様に交付金の直接的な個人分配はなされていないが、交付総額が少な

いこともあり、さらに共同作業の報酬相当分についても、 年間の計画期間の間、共同作業

に従事した日数に応じて積み立て、すべての事業が終了したあとで支払う形を取っている ）。こ

図 地区内の河畔

（筆者撮影）

）講とは、同一の信仰を持つ人々による結社のことである。ただし、無尽講や頼母子講など相互扶助団体
の名称に転用されたり、共有名義の団体名に用いられるなど、 講 という名称で呼ばれる対象は多岐に
渡っている。
）この集落においては農業水利のほかにも、河川取水による消防水利も非常に明確に組織化されている。
）共同作業の報酬相当分の個人への支払いは中山間地域等直接支払制度におけるいわゆる個人分配分とは
異なる区分である。



れは、もし計画期間の途中において脱落する農家が出て事業の継続が困難になった場合に

は、交付金を返還する必要があるため、いわば逸脱のインセンティブを協定参加各農家が持

たないようにするための仕組みといえよう。同様の取り決めは、比較的交付金額の少ない他

の地区においても見られる。

地区

この地区は、東・中・西の各組からな

り、協定参加農家数、交付対象面積とも日

吉町内最大である。この地区においては居

住地ごとに分かれる各組と、各農家の保有

する農地が複雑に混在しており、これら

組での共同申請となった。この地区は図

に示すように比較的周囲が開けた盆地状の

地区であり、江戸時代にはこの一体を治め

ていた園部藩主に献上する米を生産してい

たといわれる。しかし、一方で地区内には

大きな河川がなく、水の確保には困難をき

たす地域であり、古くからため池灌漑が実

施されてきた。現在では昭和 年代に実施された圃場整備により、地区の入り口にあたる標

高の低い場所に新たなため池を建設し、ポンプによる揚水灌漑による農業用水の循環利用も

実施されている。現在においても、水をめぐる取り決めは徹底しており、緊急時における古

田優先などの明確な配水の優先権は、少なくとも現在においては規則化されていないもの

の、住民によって選出される水利委員のみがポンプ操作を行なう、などのルールが定められ

ている。また、地域内にいわゆる担い手農家が存在し、 世紀型地域農場作り事業 の指

定も受けていた。

この地区は、他の地区と異なり、交付金額も高額にのぼることから、その個人分配は交付

金の交付後ただちに実施される。これは、担当役員が長期間にわたって交付金を一括管理す
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図 地区における 川刈り 実施前後の比較

（ 地区役員撮影）

図 地区の景観

（筆者撮影）
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ることによって生じる住民間の不信感を防ぐためであり、交付金額が比較的小額の地域とは

まったくことなる状況がみられ、興味深い点である。

なお、この地区では地区内を流れる河川改修が圃場整備の実施とともに大規模に実施され

ており、水生生物をはじめとした生物の生息環境に与えた影響は非常に大きかったといえ、

後述する指標生物による環境評価の結果においても、如実にその影響が伺える。また、下流

部に産業廃棄物処理場が存在するなど、環境面での影響を心配する声も聞かれた。

．共分散構造分析を用いた自然資源の共同管理行為の評価

本稿において意思決定構造の分析に用いる共分散構造分析（ ）は、顕在化できない

変数を取り扱うことができ、複雑な因果関係を表現できるという長所がある。一方で短所と

しては事前になんらかの仮説を必要とし、それを検証する分析手法であるために、探索的な

分析には使えないこと、データにフィットしたモデルを構成することが難しい点があげられ

る。

ここでは、仮説設定のため社会心理学で用いられる （ ）の 合

理的行動理論 により非経済的要因を表現し、経済的要因と合わせて、個人の共同維持管理

行為実行に際しての意思決定構造解明を試みる。検討する仮説は、図 のとおりである。な

図 共同維持管理行為決定仮説

注） は因果関係を表し、矢印の先が結果を、根元が原因を表す。楕円は直接観察されない要素を

表し、長方形は直接観測可能な変数を示す。



お、推定には を利用した。なお、データはアンケート調査および行政資料か

ら得ている。また、無償労働である共同作業に対して、住民がどの程度の労働力を提供する

意思があるのかを示す奉仕労働量（ ）は、 を用いて推計

している ）。

共分散構造分析により推定されたモデルのパス図と係数をグラフィック表示したものを図

に、適合度指標および推計結果の詳細を表 で示す。

今回の の結果からは、中山間地域等直接支払制度による補助金は実際の共同作業参

加日数に対して統計的に有意な影響を与えていた一方で、各人の農業環境や社会規範などに

関する意識はさらに大きく影響していることがわかった。また、中山間地域等直接支払制度

の利用に際しても、地域における住民の協力度が有意に影響を与えている。つまり、今回の

分析結果をみる限り、調査対象の 集落においては、金銭的要因は重要であるものの、個々

人の農業あるいは土地等に対する意識や地域の共同性に支えられて、草刈りや川刈りなどの

共同作業が行われていると推察される。
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図 共同維持管理行為の意思決定構造

） による推計結果は、中央値で 日、平均値は 日（据切りなし）、 日（最大提示量で裾切
り）であった。このうち、ここでは最大提示量で据え切りをした平均値である 日を採用している。な
お、 による推計の詳細は原田（ ）を参照せよ。

注） は因果関係を示す。なお、有意な影響を示したものを実線で、有意な影響を示さなかったも

のを破線で示している。



共分散構造分析をもちいた水資源の共同管理行為の要因分析（原田・塩津）

表 適合度指標 ）および推計結果の詳細

説明変数 被説明変数 推定値 確率

病虫獣害 問題点

災害と草刈 問題点

他人の耕作放棄 問題点

自身の耕作放棄 問題点

圃場整備 問題点

農業の集約化 問題点

後継者育成 問題点

獣害深刻 責任

担い手不足 責任

行政支援 責任

高齢化 責任

中山間地 有効性

共同作業 有効性

集落協定参加難易度 有効性

住民協力度 有効性

ボランティアへの農地提供 有効性

遺産贈与 主観的規範

遺産保全 主観的規範

子供の農業後継 主観的規範

将来の居住地 主観的規範

農業継続 主観的規範

集落共同作業への認識 責任

集落共同作業への認識 主観的規範

集落共同作業への認識 問題点

集落共同作業への認識 有効性

集落共同作業としての用水

路掃除等参加日数

中山間地域等直接支払制度に

よる草刈・用水路掃除への補助金

集落共同作業としての用水

路掃除等参加日数
による

集落共同作業としての用水

路掃除等参加日数
集落共同作業への認識

住民協力度
中山間地域等直接支払制度に

よる草刈・用水路掃除への補助金

ボランティアへの農地提供 住民協力度

ボランティアへの農地提供
中山間地域等直接支払制度

による草刈・用水路掃除への補助金

は ％水準で有意であることを示す。



その一方で によって推計された は、実際の共同作業参加日数には影響を与

えていないことが分かった。この点に関してはいくつかの理由が考えられる。まず、そもそ

も各農家が周辺隣地や水路で行う作業は、特に今回の調査地のような小規模農地において

は、たとえそれが自身の所有する農地のためだけのものであったとしても、実際には周辺農

地との関係を無視して行えるものではなく、隣接する農地の農家などと共同で実施する作業

も少なくない。アンケートに対する回答を見ても、集落の公式な行事として、全員総出で行

なう草刈りなのか、共同体の義務として個人で行なう草刈りなのか、が回答者によって認識

に差があることがうかがえ、この点については、 の調査方法も含めて再検討したい。

また、個々の農家は、本当は で示しただけ共同作業の必要性を感じているもの

の、集落全体としての共同作業の日数は全体の合意のもとで行なわれるものであり、いわば

集落の取り決めが個々の農家の行動を規定している、ということも指摘できよう。現在で

は、調査対象地区においても兼業農家が増え、以前のように住民総出の共同作業を実施する

ことには、大きな困難を伴うことが少なくない。個々の農家は、共同作業の必要性を感じつ

つも、それが実際の集落行事として実現していないことが、今回のような結果として表れた

とも考えられる。

．おわりに

今回の調査では、従来の経済学による分析では、その解明が不十分であった共同資源維持

管理制度における住民の意思決定がどのような要因によって規定されているのか、定量的に

検証する手法の開発を目的として分析を試みた。

現在、日吉町内の各地区では、農業関連の共同作業は原則として地区内の住民を主体とし

て実施されているが、兼業農家の増加とともに、農業の機械化・合理化などの進展とともに

共同作業のもつ意味も大きく変容してきた。しかしその一方で、台風などの自然災害の増加

や、シカをはじめとした野生鳥獣による獣害の増加など、新しい問題が顕在化している。こ

のような中で、農業をめぐる補助政策も営農のみを目的としたものから、環境保全など複合

的な目的をもつものへと順次シフトしつつあるが、今回の調査からは、これらの制度の直接

的な影響よりは、従来からの慣行をもとにした義務的な意識が、実際の農家の行動を規定し

ていることが明らかになった。

環境問題の顕在化とともに、わが国の農村地域における環境資源の共同維持管理行為の見

直し論議がなされて久しいが、一方で有効な政策が実施されてきたとは必ずしも言えない。

その大きな理由の一つとして、今回の分析からも明らかになったように、これまで実施され

てきた政策が農家各個人の規範意識や義務感を十分に考慮したものとなっていなかったこと

が挙げられよう。農業者の高齢化、農家の減少など農業を取り巻く状況が厳しい中、担い手

育成や集落営農などの法人化、新規就農者支援など、新しい取り組みもなされているが、一
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） では、 と 値はモデルのデータ適合度を示し、 であれば、データがモデルにフィット
していると判断できる。また、 は での決定係数を、 は調整済決定係数を表す。

であれば、モデルは有効と判定される。
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部の大規模農業実施地域を別にすれば、わが国の多くの農地は中山間地などの、いわゆる条

件不利地に点在している。現在、都市部以上に急速に進む少子高齢化、あるいは地方財政の

逼迫化のなかで、農業を維持していくことはこれまで以上に困難が予想される。一方で農地

のもつ多面的機能の保全など、農業をめぐる問題は非常に複雑化しており、従来のような中

央集権的な農業政策では問題の解決は困難であり、集落の自治的機能を高め、地域の実情に

応じた柔軟な政策運営の重要性は高まっている。

現在進められている多くの農業政策は、農業振興のみならず環境保全も謳いながら、実際

には従来型の補助政策と変わらないものではないかという批判もある。本来の目的を達成

し、真に農村地域の経済振興に資する政策のためには、何をなすべきなのか、さらなる分析

が必要であろう。
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