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研究ノート

農村共有資源管理のための共同行動：滋賀県の農業集落を対象として
藤栄

剛

Collective Action for the Management of Rural Common-Pool
Resources: The Case of Rural Communities in Shiga Prefecture
Takeshi FUJIE
Research Center for Sustainability and Environment, Shiga University

Using rural community-level data from Shiga prefecture in Japan, we investigate the importance of community
characteristics such as group size and social heterogeneity in determining the management level of irrigation
channels and farm roads. We use the indices of diversity and fragmentation as a measure of social
heterogeneity in rural communities. Our empirical findings provide evidence that group size has a significant
negative effect on the management level of irrigation channels, and that social diversity has a significant
positive effect on the management level of irrigation channels and farm roads. The empirical results support
the contribution of social diversity to the management of common-pool resources such as irrigation channels
and farm roads, and imply that the participation of a range of different people in the management of such
resources should be considered when introducing a new policy for the conservation of farmland, water and
rural environments.
Keywords: common-pool resource management, group size, social heterogeneity, Shiga prefecture

１．はじめに

源管理に対する関心の低下によって、農村共有資源の管理

農業用水路、ため池、農道をはじめとする農村共有資源

水準の低下が危惧されつつある。こうしたことから、政府

は、長年にわたり農業集落の構成員によって管理されてき

は、農村共有資源管理のための地域ぐるみでの共同活動と

た。農業用水路などの農村共有資源は、排他性が低く、競

農業者ぐるみでの先進的な営農活動を支援する「農地・水・

合性が高い財であるため、一般にコモンズ（commons）と

環境保全向上対策」を2007年度より導入予定である。

も呼ばれる。また、農村共有資源は農業生産面で農家に便

ため池をはじめとする農村共有資源管理のための共同行

益をもたらすだけでなく、地域の資源環境を保全し、多面

動（collective action）について、近年、途上国農村をはじ

的機能を発揮することで、非農家に対しても便益を提供す

めとして、その管理メカニズムの解明を試みている研究は

る役割も果たしている。高度経済成長期を経て、わが国の

多数にのぼる。Ostrom〔21〕は、共有資源管理に関するこ

農村の多くは兼業化や離農の進展に伴い、農家と非農家の

れまでの研究を概括し、未解決の課題として、共同行動を

混住化が進んだ。また、近年では、高齢化や過疎化による

行う集団の規模と管理水準との関係や集団の社会的異質性

農村共有資源管理の放棄や兼業化の進行に伴う農村共有資

と管理水準の関係の解明が残されていることを指摘してい
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化が進展し、県南部は大阪・京都への通勤圏にあたること

る。
Baland and Platteau〔６〕は共有資源管理について、集

から、非農家の増加による混住化の進展や通勤兼業農家が

団規模と共同行動のパフォーマンスの関係に関する多数の

急速に増加した。その一方で、県北部では農業を主要な就

文献をレビューし、一般的に、集団の規模は共同行動の実

業機会とする集落も数多くみられる。こうしたことから、

施や組織化に対し、負の影響をもたらし、小さい集団の方

滋賀県の農業集落はその社会的異質性に関して、地域間で

が集団構成員間で協調的な戦略が生まれやすく、共有資源

大きなバリエーションを有しており、社会的異質性と共有

注1)

。しかし、

資源管理の関係を検討するのに適切な地域である。また、

Tang〔23〕や Lam〔14〕は、ネパールの灌漑システムの

滋賀県は集落形成の歴史が古く、自治会活動の盛んな集落

事例を用いて、集団規模と共有資源管理のパフォーマンス

が多いことから、農業集落の規範が強く保持されており、

の間に明確な関係は見いだせないことを指摘している。

共同行動の水準が比較的高い地域である。さらに、こうし

の維持管理が容易になると結論づけている

社会的異質性に関して、Ostrom〔21〕によれば、異なる
文化的背景を有する集団が特定の資源へのアクセスを共有

た強固な規範をもとにして、集落営農が大規模に展開して
いる地域でもある（滋賀県農林水産部〔22〕
、桂〔13〕
）。

しているとき、自己統治の成否に影響を及ぼす要因を検討

そこで、本稿では滋賀県の農業集落を対象として、農業

する際に重要となる論点は、資源の構造、権限の所在、管

用水路をはじめとする農村共有資源管理ための共同行動の

理ルールの解釈、信頼、互恵性に関して、複数の集団間で

成立要因を検討する。具体的には、農業センサス農業集落

共通の理解を有しているか否か、である。Baland and

調査の集落個票データを用いて、先行研究で一定の結論が

Platteau〔６〕では、利害の異なる集団どうしであっても、

得られていない集団規模や社会的異質性に着目して、分析

共同行動を成功させている事例が報告されている。また、

を行う。以下、次節では本稿で用いるデータならびに社会

集団間で利害が異なることを前提にして、集団内で独自の

的異質性を表す指標について述べ、第三節では滋賀県の農

ルールを形成し、円滑に共有資源管理を行っているケース

業集落における農村共有資源管理の特徴を集団規模と社会

も多数存在する。一方で、Varughese and Ostrom〔25〕

的異質性を中心に検討し、第四節では第三節までで得られ

はネパールの森林管理を対象とした分析において、こうし

た結果をもとに計量分析を行い、農村共有資源管理のため

た集団の社会的異質性それ自体が共有資源管理のための共

の共同行動の成立要因を検討する。そして、最後に結論を

同行動の成否に影響を及ぼすのではなく、むしろ社会的異

述べる。

質性が他の要因にどのように影響し、共同行動に参加する
人々の行動にいかなる影響を及ぼしているかに着目するこ

２．データならびに社会的異質性に関する指標

とが重要であることを指摘している。また、Alesina and



データ

LaFerrara〔２〕は、アメリカの州別データを用いて、社

わが国の農村共有資源（以下、共有資源）に関する全国

会的異質性が高まる条件下では、異文化・異民族間の社会

的な調査としては、農業センサス農業集落調査（以下、集

的相互作用（social interaction）が減少することを示して

落調査）がある。集落調査は、全農業集落に対して実施さ

おり、所得の不平等や人種の分化（racial fragmentation）

れる悉皆調査であり、農業集落に関するわが国最大の調査

と社会活動への参加との間に強い逆相関の関係が存在する

である。調査項目には、大きくわけて立地条件、農業集落

ことを示している。

の戸数、農業生産、農業集落の慣行、地域・環境資源の保

むろん、共有資源管理をめぐる問題は、途上国特有のも

全、農業集落の生活環境があり、農業集落の慣行や地域・

のではない。経済発展に伴い、共有資源の利用形態は変化

環境資源の保全などに関する利用可能な、大規模かつ詳細

するけれども、先進国においても共有資源は存在し、その

な調査は集落調査以外にはない。そこで、本稿では2000年

管理方法に対する社会的関心は高い。わが国においても、

集落調査における滋賀県の農業集落個票データを用いて、

農家形態の多様化と非農家の増加が進む中で、農村の社会

検討することとする。

的異質性は高まりつつあるとともに、都市への労働力流出

まず、集落調査を用いた分析としては、福田〔10〕や小

によって集落構成員は減少傾向にある。そして、それに伴

田切〔18〕
、個票カードを用いた分析として橋詰〔11〕、小

い、共有資源の管理水準が急速に低下しつつある地域が多

田切・坂本〔19〕、藤栄〔９〕がある注2)。これら研究では、

数現れている。こうしたなか、滋賀県は早い時期から兼業

集落内の農家率、都市までの距離、壮年人口の割合が農業

農村共有資源管理のための共同行動：滋賀県の農業集落を対象として（藤栄

集落の活動水準に影響を及ぼすことが指摘されている。し
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る。

かし、これらの研究の多くはクロス集計による分析や多変


量解析の適用にとどまっており、前節で指摘した共有資源
管理のための共同行動の成立要因に焦点を当てて、定量的
な検討を施した研究は少ない。
集落調査を用いて共有資源の管理水準を検討する場合、
候補となる指標として農業集落の寄合回数・議題に関する

この指数は１に近づくと、集落を構成する集団は大きく二
分していることを意味し、逆にゼロに近づくと集落内の集
団の分極化の水準は低いことを意味する。

質問項目、農業・生活関連施設等の管理形態を問う項目が

上記の二つの指数は、先行研究では、たとえば国家など

ある。このうち、本稿では農業・生活関連施設等の管理形

の特定の集団において、集団内の民族構成が紛争や公共財

態に関する質問項目について、分析を行う。これは、共有

供給に及ぼす影響を検討する際などに用いられている。

資源維持・管理のための出役作業は農業・生活関連施設の

様々なタイプの構成員から成立する集団は国家のみなら

管理であることが多いためである。

ず、農村共同体においても同様である。多くの農業集落は

集落調査において、農業・生活関連施設等の管理形態を

非農家、主に休日に農業を営む兼業農家や農業を主たる生

問う項目として、
「農道」の管理、
「農業用用排水路」なら

計手段とする専業農家などからなる。専業農家は農業が主

びに「集落共用の生活関連施設」の管理に関する三項目が

要な収入源であるため、農作物に対する配水や配水を行う

ある。これらのうち、本稿では「農業用用排水路」ならび

用水路の管理に多大な関心を払っている。これに対して、

に「農道」の管理を取り上げ、その管理水準と集団規模や

一般に兼業農家や自給的農家には、少量の市場出荷を除け

社会的異質性の関係に着目して、分析を進める。なお、分

ば、自給的な農産物の生産を行っている農家が多く、生産

析に際して、農家数が４戸以下の農家点在地については分

物の収量や品質に対して専業農家ほど敏感ではない。こう

析から除外する

注3)

。

したことから、配水や用水路の管理に対する関心も専業農
家ほど高くないことが多い。また、非農家は用水路管理に



社会的異質性に関する指標

参加することによって、地域環境や居住環境を改善するこ

次に、農業集落の社会的異質性を分析に用いるために

とができるという意味で、共同管理による便益を享受でき

は、農業集落構成員の多様性や構造を適切に反映する指標

るが、農家と比べると、管理によって得る便益は小さく、

を用いる必要がある。こうした指標として、集団の多様性

管理のための共同作業に参加するインセンティブは小さ

や分極化を表す指標がこれまでに開発されてきた。

い。つまり、共有資源管理に関して、管理実施によって得

まず、集団の多様性を表す指標として、Taylor and

る便益は農業集落の構成員間で大きく異なる。ゆえに、集

Hudson〔24〕によって開発された多様性指数があり、次式

落内の社会的異質性の増大は共有資源管理のための共同行

で表される。

動やその協力水準に何らかの影響を及ぼすと考えられる。


なお、si は農業集落内のグループ i の割合を表す。この指

本稿では、こうした利得の異なる様々な集団からなる農業
集落の社会的異質性を表す指標として、多様性指数ならび
に分極化指数を用いる。

数はゼロに近づくと大半の家計が同一のグループに属して
おり、集団の社会的構成がより同質的であることを意味す

３．農村共有資源管理のための共同行動

る。逆に１に近づくと、集落内の家計は多くの異なったグ



農村共有資源管理と集落規模

ループに属しており、集団の社会的構成が多様であること

まず、農村共有資源の管理形態と集落規模の関係につい

を意味する。この指数は Alesina et al.〔３〕や Easterly

て、滋賀県の農業集落を対象として整理した第１表を示

and Levine〔７〕などで広く用いられている。

す。表には共有資源として、農業用水路ならびに農道をと

二 つ め の 分 極 化 を 表 す 指 標 と し て、M o n t a l v o a n d

りあげている。また、管理形態として、
「管理を行っていな

Reynal-Querol〔15〕
〔16〕
〔17〕によって提示された分極化

い（非実施）
」
、「全戸出役による管理」
、「農家のみ出役に

指数がある。この指数は Esteban and Ray〔８〕の漸近ア

よる管理」
、「集落として非管理」の四形態を示している。

プローチの概念をもとに導出されており、次式で表され

非実施から順に、集落として非管理、農家のみ出役、全戸
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第１表

農村共有資源管理と集落規模の関係

非実施 全戸出役
［用水路管理］総戸数（戸）

農家のみ出役

集落として非管理

2
χ（3,1493）

p-value

125.7

170.2

293.9

272.4

6.48

0.0002

農家戸数（戸）

15.1

29.8

34.3

30.1

5.72

0.0007

非農家率（％）

76.1

62.5

69.8

66.1

14.05

0.0000

466.2

146.8

318.5

229.4

13.87

0.0000

農家戸数（戸）

21.9

30.5

35.4

29.3

8.41

0.0000

非農家率（％）

80.0

61.7

71.4

65.2

25.43

0.0000

［農道管理］ 総戸数（戸）

資料：2000年農業センサス農業集落調査

出役となるにつれて、集落での共有資源管理に対する協力

考え合わせると、集落規模は管理実施確率と逆 U 字型の関

水準は高まるものとみなせる。

係を有している可能性もあろう。他方、協力水準別にみる

表をみると、用水路管理について、管理を行っている集

と、用水路管理と同様に、全戸出役での管理は、他の管理

落の方が非実施の集落よりも総戸数、農家戸数ともに大き

形態と比較して、総戸数が最も小さい。このことから、集

い。共有資源の管理には一定の集落規模が必要とされる可

落全戸出役による資源管理への協力を得るためには、集落

能性がある。一方、協力水準別にみると、
「全戸出役」
（170

共通の規範や資源利用に対する共通認識の醸成が必要とさ

戸）は、
「農家のみ出役」
（294戸）や「集落として非管理」
（272

れると推察される。また、農家戸数は、非実施集落（22戸）

戸）よりも小さい。一定以上の集落規模になると、全戸出

よりも管理実施集落の方が大きく、非農家率については、

役のような協力水準の高い形態での管理は困難になること

管理実施集落の方が非実施集落（80％）よりも高く、用水

を示している可能性がある。また、非農家率についてみる

路管理と同様の傾向を確認できる。農道は農家の方が非農

と、非実施の集落（76％）の方が管理実施集落よりも高い。

家よりも使用頻度が高く、それゆえ管理によって得る便益

用水路管理の便益が小さい非農家を主とする集落では、共

は農家の方が大きい。共有資源の利用による便益の分布に

有資源管理が困難になりつつあることを示していると考え

偏りが生じる場合、資源管理に対する共同行動のあり方は

ら れ る。ま た、全 戸 出 役 を 行 っ て い る 集 落 の 非 農 家 率

便益をもたらす資源特性に依存すると考えられる。

（63％）は全ての管理形態のうち、最も低い。共有資源利


用者の資源に対する依存度が構成員間で類似している集落

農村共有資源管理と社会的異質性

ほど、管理に対する協力水準は高まる。ただし、非実施の

次に、農村共有資源管理と社会的異質性の関係を検討す

集落数は７と少数であることから、その点に留意する必要

るために、共有資源管理形態と多様性指数ならびに分極化

がある。

指数との関係について整理した第２表を示す。

次に、農道管理について検討する。まず、総戸数につい

まず多様性指数についてみると、用水路管理、農道管理

てみると、用水路管理とは逆に、非実施集落（466戸）の方

ともに管理実施集落よりも管理非実施集落の方がその値は

が管理実施集落よりも大きい。一定規模以上の集落規模で

低いことから、非実施集落の方が社会的に同質的である。

は資源管理に対する共同行動を行うことが困難になること

この結果は、同質的な集団ほど、利害関心の分布が類似し、

を示しているのかもしれない。用水路管理に関する結果と

共通の規範を有していることから、共同行動を行いやすい

第２表

農村共有資源管理と社会的異質性の関係

非実施 全戸出役

農家のみ出役

集落として非管理

2
χ（3,1493）

p-value

［用水路管理］多様性指数

0.35

0.45

0.38

0.41

15.42

0.0000

分極化指数

0.56

0.71

0.61

0.64

15.10

0.0000

［農道管理］ 多様性指数

0.27

0.46

0.37

0.42

29.88

0.0000

分極化指数

0.44

0.72

0.59

0.65

30.46

0.0000

資料：第１表に同じ。
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剛）

とする先行研究の結果 注4) と異なる。逆に、農業集落が多

が可能となるため、結果的に共同行動を継続できるのかも

様な集団によって構成されることで、構成員の利害が多様

しれない。
次に、分極化指数についてみると、用水路管理、農道管

化し、特定集団の利害関心と独立して共同行動を行うこと

第３表

農村共有資源管理と集落属性の関係
非実施

全戸出役

農家のみ出役

集落として非管理

［用水路管理］
経営耕地率（％）
経営耕地に占める田面積率（％）
耕作放棄地率（％）
耕作放棄農家率（％）
林野率（％）
寄合回数（回）
DID 距離
DID 距離30分以下
DID 距離30分〜１時間以内
DID 距離１〜1.5時間以内
DID 距離1.5時間以上
農業地域類型
都市地域
平地地域
中間地域
山間地域
地形
平野
盆地
高原
裾野
山間
峡谷
集落形態
散在
散居
集居
密居

17.5
17.4
9.4
28.1
52.3
10.4

37.0
35.3
2.4
14.3
26.3
12.7

32.4
30.9
3.3
15.1
25.7
11.0

31.7
29.6
5.4
18.8
33.3
8.6

57.1
42.9
0.0
0.0

81.5
18.5
0.0
0.0

84.0
15.2
0.7
0.1

81.0
18.1
1.0
0.0

14.3
0.0
71.4
14.3

18.7
53.6
21.0
6.5

28.0
42.3
19.7
9.2

22.0
38.1
23.8
12.4

28.6
0.0
0.0
42.9
28.6
0.0

79.2
3.2
1.2
9.5
6.5
0.4

74.2
6.6
2.3
7.9
7.6
1.3

63.8
7.6
1.9
11.4
14.3
1.0

0.0
0.0
85.7
14.3

0.4
0.7
93.1
5.8

1.6
1.5
79.0
18.0

1.9
1.0
85.7
11.4

経営耕地率（％）
経営耕地に占める田面積率（％）
耕作放棄地率（％）
耕作放棄農家率（％）
林野率（％）
寄合回数（回）
DID 距離
DID 距離30分以下
DID 距離30分〜１時間以内
DID 距離１〜1.5時間以内
DID 距離1.5時間以上
農業地域類型
都市地域
平地地域
中間地域
山間地域
地形
平野
盆地
高原
裾野
山間
峡谷
集落形態
散在
散居
集居
密居

34.2
33.1
3.1
12.7
18.0
13.3

37.1
35.4
2.6
15.1
26.0
12.4

32.8
31.4
3.1
14.5
25.3
11.2

30.4
28.6
8.1
16.8
31.7
8.8

81.3
18.8
0.0
0.0

87.9
12.1
0.0
0.0

81.7
17.5
0.6
0.2

74.6
24.4
1.1
0.0

46.9
21.9
25.0
6.3

17.0
55.6
22.5
4.3

30.5
40.0
19.3
9.5

20.5
43.5
20.5
14.5

81.3
3.1
0.0
9.4
6.3
0.0

76.8
5.4
1.1
9.2
7.1
0.4

76.9
6.9
1.9
6.6
7.5
0.8

67.5
3.5
3.2
13.4
9.9
2.5

0.0
0.0
59.4
40.6

0.2
0.9
94.2
4.7

1.3
1.3
78.7
18.8

2.8
1.4
83.0
12.7

［農道管理］

資料：第１表に同じ。
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理ともに管理実施集落は管理非実施集落よりも高い値を示

示した DID 距離をみると、管理実施集落では DID 距離が

している。専業的農家と非農家に二極化が進んだ農業集落

30分以下の地域に立地する集落が80％以上の割合で存在す

ほど共有資源管理のための共同行動を行う傾向にある。こ

るのに対して、管理非実施集落では、用水路管理について

の点は、先行研究において指摘されていない点である。二

は57％であり、また、農道管理についても若干低くなって

極化の進んだ農業集落では、利害集団間の合意形成や調整

いる。DID 距離の短い集落ほど市場との距離が近接して

を行うことが容易になるため、資源管理のための協力を得

いることから、農外労働市場が展開し、その影響の大きい

ることが比較的容易になるのかもしれない。ただし、多様

集落であるといえる。つまり、市場アクセスが良好で、兼

性指数、分極化指数ともに、出役形態の変化と指数水準の

業機会に比較的恵まれた集落では共有資源管理が実施され

間に一定の関係を見いだせない。

る傾向にある。この結果は、中国地域の農業集落について
同様の検討を行った藤栄〔９〕と異なっている。こうした



農村共有資源管理と集落属性

差異は、就業機会を得るために他出する農家が多くを占め

Ostrom〔21〕によれば、共有資源の管理形態に影響を及

る中国地域と通勤兼業による兼業労働力として集落にとど

ぼす要因として、利用者属性があげられている。ここで

まる傾向にある滋賀県との地域性の相違によるものと考え

は、用水路管理・農道管理と集落属性との関係を地形、集

られる。通勤兼業機会への accessibility は、共有資源に対

落形態、市場アクセスなどに着目して、整理する。第３表

する共同行動のあり方を規定する要因の一つだろう。

は用水路管理・農道管理と集落属性の関係を整理したもの
である。表より次の点を読み取ることができる。

四つめとして、集落の立地条件について、都市地域や平
地地域ならびに平野の地形に立地する集落では管理実施割

一つめとして、集落の土地利用の状況を示した経営耕地

合が高いのに対して、山間地域や裾野や山間の地形に立地

率、経営耕地に占める田面積率、耕作放棄地率、耕作放棄

する集落では、管理実施割合は低い。三つめの指摘と考え

農家率、林野率をみると、経営耕地率、経営耕地に占める

あわせると、山間地域では共同行動の実施を可能とする労

田面積率については、用水路管理、農道管理ともに管理実

働力の確保が困難であることから、都市地域や平地地域に

施集落の方が非実施集落よりもその値は高く、農業的土地

比べ管理実施割合が低いと推察される。また、集落形態に

利用の割合が高い集落ほど、共有資源管理のための共同行

ついて、管理実施集落の方が集居形態の集落の構成比率が

動を実施する傾向にある。一方、耕作放棄地率は経営耕地

高い。住民間の接触機会の多い集落の方が管理のあり方に

率、経営耕地に占める田面積率とは逆に、管理非実施集落

対する合意形成を図りやすいのかもしれない。

の方が管理実施集落よりもその値は高い。耕作放棄によっ

以上、農村共有資源管理と集落規模、社会的異質性なら

て共有資源の利用・管理に関心を失った農家が多く存在す

びに集落属性との関係について検討してきた。しかし、ク

る集落ほど、資源管理のための共同行動は実施されなくな

ロス集計による分析では、ある事象間の関係については検

る傾向にある。

討可能であるが、他の変数をコントロールして、当該変数

二つめとして、寄合回数をみると、
「集落として非管理」

が共有資源管理に及ぼす影響を検討することはできない。

を除く全ての項目で、管理実施集落の方が非実施集落より

そこで、次節では集落調査個票カードを用いた計量的分析

も大きい。寄合を行うことで集落構成員の結束を固め、こ

を通じて、農業集落による共有資源管理のための共同行動

れを繰り返すことで、集落内の規範を形成し、構成員に学

の成立要因を検討する。

習・浸透させることによって、集落の共同行動を容易にし
ていると考えられる。たとえば、Aoki〔４〕はゲーム理論

４．農村共有資源管理のための共同行動の成立要因

を用いて、共同体的規範の自己拘束性の成立条件として、

本節では、用水路ならびに農道の管理水準を被説明変数

村落共同体メンバーの同質性や社会的資本の生産に多くの

とする順序プロビットモデルを推定し、その結果について

共同体メンバーが参加するといった条件をあげている。こ

検討する。第４表に用水路の管理水準を被説明変数とす

の文脈に従えば、寄合は社会的資本の生産に寄与すること

る、順序プロビットモデルによる推定結果を示す。

を通じて、共同体的規範の形成・強化に寄与していると解
釈することができるだろう。
三つめとして、人口集中地域までの時間的距離について

まず、集落規模を表す総戸数についてみると、その符号
条件は負で統計的に有意である一方、総戸数の二乗項は正
で統計的に有意である。つまり、前節での整理とは逆に、

農村共有資源管理のための共同行動：滋賀県の農業集落を対象として（藤栄

第４表

用水路の管理水準に関する推定結果
変数

定数項
総戸数
2
（総戸数）

非農家率
耕作放棄地率
経営耕地率
DID 距離（60〜90分）

係数

剛）
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る石原〔12〕と異なる結果が得られた。市場アクセスが困
z値

−2.58 *** −8.29
−2.44E−04 *

−1.66

5.29E−08 *

1.65

難な集落は DID 距離が60分未満の集落と比較すると、用水
路の管理水準は低い。一定の就業機会を確保できる DID
距離の集落では、兼業農家が用水路管理に一定の役割を果

−0.59 *** −3.16

たす一方で、兼業機会に乏しい DID 距離の集落では、就業

−0.02 *** −3.72

機会を得るために、農業労働力が他出していると推察さ

−1.66E−03

−1.32

−0.50 *** −2.63

れ、こうした集落では一定の出役労働を確保することが困
難になるため、その管理水準は低下すると考えられる。

寄合回数

0.01 ***

2.61

農業経営規模に関する多様性指数

0.67 *

1.94

集落形態（集居）

0.16 *

1.90

意である。寄合回数が増えるほど共有資源管理水準は高ま

地形（盆地）

−0.35 *** −2.71

る。寄合を重ねることによって集落の規範強化が図られる

地形（山間）

−0.20

ことから、このことは、規範・結束力の高い集落ほど、共

地域類型（平地）
Log Likelihood

0.11 *

−1.49
1.65

−1310.055

Pseudo−R2

0.0377

Sample Size

1497

***、**、* はそれぞれ１％、５％、10％水準で統計的に
有意であることを示す。
 被説明変数は用水路管理形態が集落全戸＝３、農家のみ
出役＝２、集落として非管理＝１、管理が行われていない
＝０とする順序変数。推定には順序プロビットモデルを用
いた。
 管理形態のうち、
「雇用」による管理については、サンプ
ル数が２と少数であったため、分析から除外した。

注：

集落規範の強さを表す寄合回数の符号は正で統計的に有

有資源管理が容易になることを示す結果と解釈できるだろ
う。また、この結果は中国地域の農業集落の用水路管理水
準について同様の分析を行った藤栄〔９〕でも確認されて
いる。
農業経営規模に関する多様性指数の符号は、正かつ統計
的に有意である 注5)。大規模から小規模にわたって多様な
経営規模の農家が存在する集落ほど、共有資源管理水準は
高まる。農業や集落の共有資源に高度な知識を有する専業
農家と農外就業によって農業で獲得できないスキルを有す
る様々なタイプの兼業農家が混在することで、社会経済条

総戸数と用水路管理水準は U 字型の関係にあり、総戸数が

件の変化に対応して資源管理形態をフレキシブルに設定す

約2300戸（＝−(−2.44E−04/(2＊(5.29E−08)))）の時に管

ることができるのかもしれない。

理水準は最低になる。ただし、分析に用いたサンプルにお

その他の集落属性として、盆地地形、平地の地域類型や

いて2300戸を超える規模の集落は20集落ときわめて少数で

集居形態の集落を表す変数の符号はそれぞれ負、正ならび

あることから、ほぼ全ての集落について、集落規模の増加

に正で統計的に有意である。また、山間地形については統

とともに管理水準は逓減する。これは先行研究での指摘と

計的に有意ではないが、負の符号を示している。盆地や山

整合的であり、途上国における農村共有資源管理の局面の

間といった一定の傾斜を持つ地形や圃場を有する集落で

みならず、先進国においても、集団規模と管理水準の間に

は、平地の地形と比較して、水管理や用水路管理が困難で

負の関係が成立することがわかった。また、非農家率は負

あり、より多くの出役労働を必要とすることから、管理水

で統計的に有意である。混住化が進展し、共有資源管理に

準が低下傾向にある。一方、集居形態の集落は管理水準が

対する共同行動から得る便益の小さい集団が集落内で増加

高い。集落構成員の居住地が近接し、相互のコミュニケー

すると、共有資源管理水準は低下する。

ションを図ることが容易な集落形態では、集落内の規範や

集落の土地利用を表す耕作放棄地率についてみると、負

共有資源の資源特性に対する共通認識を醸成しやすいため

で統計的に有意である。耕作放棄地が増加すると、耕作を

に、管理水準を高めることが可能となるのかもしれない。

放棄した農家が用水路から得る便益は低下し、管理に対す

これら集落属性の他に、分極化指数についても含めた推定

るインセンティブは低下する。ゆえに、集落構成員が一体

を行ったが、統計的に有意ではなかったため、定式化の過

となった管理は困難になり、管理水準は低下する。また、

程で削除した。集落内の社会集団や経営規模の二極化は共

市場アクセスの条件を示す DID 距離について、DID 距離が

有資源管理に影響を及ぼしていない。

60〜90分の集落の符号は負で統計的に有意であり、都市へ

次に、農道について、用水路と同様、その管理水準に関

の近接度と用水路や農道管理との関連性は明確でないとす

する推定結果を第５表に示す。まず、用水路管理と同様、
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第５表

農道の管理水準に関する推定結果
変数

係数
−1.23 *

定数項

営規模に関しても同様に、様々な経営規模の農家から構成
z値

される集落の方が共有資源管理水準は高い。この結果は、

−1.73

用水路管理に関する推定結果と一致している。Alesina et

社会集団に関する多様性指数

0.73 ***

4.16

農業経営規模に関する多様性指数

0.79 ***

2.60

DID 距離（30分以内）

0.33 ***

3.91

先行研究において、社会的異質性は公共財供給や共有資源

地域類型（都市）

0.23 *

1.85

管理に負の影響をもたらすことが指摘されている。本稿で

地域類型（平地）

0.33 ***

3.02

は、こうした先行研究での結果とは逆の結果を得た。滋賀

地域類型（中間）

0.29 **

2.56

集落形態（集居）

0.27 ***

3.29

寄合回数
65裁以上の農家人口
Log Likelihood
2

Pseudo−R

Sample Size

4.62E−03

1.48

−0.20

−1.26

al.〔２〕や Okten and Osili〔20〕をはじめとする多くの

県の集落営農を対象とした分析で、桂〔13〕は農業構造改
善の進展に伴う農家の少数化によって、資源管理に対する
非農家の共感や協力が得にくくなることを指摘している。

−1625.725

言語や教育水準が比較的均質な社会においては、意思疎通

0.0348

に要する取引費用が相対的に低いため、多様なスキルと経

1490

***、**、* はそれぞれ１％、５％、10％水準で統計的に
有意であることを示す。
 被説明変数は農道管理形態が集落全戸＝３、農家のみ出
役＝２、集落として非管理＝１、管理が行われていない＝
０とする順序変数。推定には順序プロビットモデルを用い
た。
 65歳以上の農家人口は対数値を表す。
 管理形態のうち、
「雇用」による管理については、サンプ
ル数が９と少数であったため、分析から除外した。

注：

験を有する人材が共有資源管理に関わることで、管理水準
は高まる。なお、分極化指数についても多様化指数と同
様、推定に含めて分析を行ったが、統計的に有意ではな
かったため、定式化の過程で削除した。用水路管理に関す
る結果と同様、集落の社会集団構成や経営規模の二極化は
共有資源管理に影響を及ぼしていない。
その他の集落属性について、
「地域類型（都市）
、
（平地）、
（中間）
」や「集落形態（集居）
」の符号は正かつ統計的に

集団規模に関する変数として総戸数を含めた推定を行った

有意である。山間地域と比較して、都市、平地、中間地域

が、総戸数は統計的に有意ではなかったため、定式化の過

は管理水準が高く、平地の係数が最も高い。用水路管理と

程で削除された。農道については、集団規模はその管理水

同様、平地の集落は農業生産条件が他の地域類型と比べ有

準に影響を及ぼしていない。また、用水路管理に対して有

利であることから、農道管理によって得る便益は他の地域

意な影響を及ぼしていた、集落の土地利用に関する変数

類型よりも大きい。共有資源の利用によって得る便益が大

（耕作放棄地率）についても統計的に有意ではなかったた

きい地域ほど、その資源に対する管理水準は高まると考え

め、定式化の過程で削除した。

られる。また、
「寄合回数」は統計的に有意ではないが、

一方、DID 距離（30分以内）の符号は正で統計的に有意

その符号条件は正であり、用水路管理の推定結果と一致し

である。人口集中地域に近接する集落ほど混住化が進展

ている。集落の規範強化や日常的な意思疎通は、共同行動

し、農道が農外用途に使用されることが多くなる。それゆ

を実施するための取引費用の低減に寄与していると推察さ

え、農道は非農家や農業に対する関心の低い農家層に対し

れる。さらに、
「65歳以上の農家人口」について、統計的に

ても一定の便益を提供する資源特性を有することから、資

有意ではないが、その符号条件は負である。橋詰〔11〕や

源管理に対する協力を得ることが容易になると考えられ

小田切・坂本〔19〕などで指摘されているとおり、高齢化

る。また、人口集中地域に近接しており、農外就業機会を

の進展は共有資源管理に負の影響をもたらすと考えられ

確保しやすいため、出役労働の確保が比較的容易であるこ

る。

ともその一因と考えられる。

ここまで、用水路管理と農道管理に対する共同行動の成

集落構成員の多様性を表す、社会集団に関する多様性指

立要因を検討してきた。二つの推定結果に共通して観察さ

数ならびに経営規模に関する多様性指数の符号はいずれも

れる成立要因は、多様性指数、DID 距離、集落形態ならび

正かつ統計的に有意である。非農家、専業農家、第一種兼

に地域類型であった。集落の多様性は共有資源管理のため

業農家、第二種兼業農家、自給的農家の社会集団がそれぞ

の共同行動を促す。この結果は、開発途上国や多民族国家

れ一定の割合で均等に存在し、社会集団としての多様性を

における結果と異なる。他民族や言語の異なる部族が同一

伴う集落の方が共有資源管理水準が高まる傾向にある。経

集落に居住する途上国では、こうした社会的異質性は意思

農村共有資源管理のための共同行動：滋賀県の農業集落を対象として（藤栄

疎通のための取引費用を高め、資源管理に対する合意形成

剛）
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策の設計がのぞまれる。

のためのコストは相対的に高い。他方、わが国の農業集落

第三に、集落形態が共同行動に影響を及ぼすことがわ

では、混住化や農家の多様化が進みつつあるものの、意思

かった。集居の集落形態の場合、日常的な接触機会が多い

疎通のための取引費用はこうした国々と比較すると、相対

ため、村民間のコミュニケーションを図りやすく、集落内

的に低い。こうした条件の下では、意思疎通を通じて、多

の規範の形成・強化を行いやすい。このことは、共有資源

様な社会的背景を有する構成員から提供される共有資源管

管理に対する合意形成を容易にし、合意形成に要する取引

理のための知識やアイデアから得る便益が、意思疎通に要

費用を軽減する。共有資源の管理には合意形成に要する取

する取引費用を大きく上回っている可能性がある。このた

引費用が関与していることが示唆される。

め、様々な主体の参画が共有管理水準を高めていると考え

最後に、本稿では、集落戸数と共有資源管理水準が U 字

られる。また、市場アクセスが容易で一定の就業機会が得

型の関係を有すること、また社会的多様性が共同行動を促

られていることや合意形成を図る上で取引費用が比較的低

すなど、先行研究でこれまで指摘されていなかった点が見

い集落形態を有していること、また傾斜や形状等の面で管

いだされた。しかし、こうした関係が生じる理由について

理困難な資源システムを有していないことが共有資源管理

は明らかにすることはできなかった。今後、これらの関係

のための共同行動を促進していることがわかった。

が成立するメカニズムを明らかにする必要がある。また、
合崎他〔１〕が指摘するように、共有資源管理においては、

５．おわりに

近隣農家の共同行動への参加が周辺農家の共同行動への参

本稿では、滋賀県の農業集落を対象として、農村共有資

加要因になる。こうした社会的相互作用が共有資源管理に

源管理のための共同行動の成立要因を検討した。農村共有

果たす役割について、本稿では検討することができなかっ

資源として用水路ならびに農道を取り上げ、先行研究で未

た。さらに、本稿の推定結果には、たとえば用水路管理水

解決の問題とされている、集団規模ならびに社会的異質性

準が土地利用形態を規定する可能性を有するなど、その推

と共有資源管理の関係に着目した分析を行った。その結

定値に内生性バイアスが生じている可能性がある。こうし

果、得られた結論は次のとおりである。

た問題に対処し、推定方法に改良を加えることで、より頑

第一に、集団規模について、用水路管理では集落の総戸
数と共有資源管理水準は U 字型の関係を有する一方で、農

健な推定結果を得ることが必要であろう。これらについて
は今後の課題としたい。

道ではそうした関係は観察されない。共有資源の資源特性
に応じて、集団規模が共有資源管理のための共同行動に及
ぼす影響は異なる。
第二に、集落の社会的異質性について、集落構成員の多
様性は共同行動の実施と関係を有している。多様な社会的
背景を有する構成員からの知識提供が様々な状況に対応可
能な管理形態のあり方を可能にしていると推察される。他
方、集落の社会構成や農業経営規模の二極化は共同行動の
実施と関係を有していない。これらの点は、わが国の農業
集落について、これまで検討されていなかった点であり、
本稿のオリジナリティーである。この点に関連して、冒頭
でも述べたように、政府は2007年度より「農地・水・環境
保全向上対策」において、地域ぐるみでの共同活動を支援
する方針を示している。本稿の結果は非農家も含めた多様
な主体が適度なバランスで資源管理に参画することで、管
理水準が向上することを示唆している。ゆえに、今後実施
予定の「農地・水・環境保全向上対策」においては、非農
家の農村共有資源管理への参画をより促進する資源保全施

注
注１）ただし、Baland and Platteau〔６〕においては、小規模集
団であっても必ずしも共有資源管理に成功するわけではな
いことが指摘されている。
注２）福田〔10〕は、中山間地域では、農家率の低さが集落機能
を維持することの困難性と関係が深く、農道・農業用用排水
路管理といった集落の諸活動と都市への近接度や農家率は
関係を有していることを、小田切〔18〕は、壮年人口の存
在が共有資源管理のための寄合やその他の集落活動水準を
規定していることを指摘している。また、個票カードを用
いた分析として、橋詰〔11〕は、農家消滅集落の主な発生
要因が集落規模数、農家数の急激な減少、公共施設アクセ
スの悪さにあることを、小田切・坂本〔19〕は、農業集落
の集落活動は人口に依存し、特に30〜64歳までの人口数が
集落の活動水準と密接な結びつきを有すること、また活動
水準の低下の主要因は都市地域への人口流出にあることを
明らかにしている。さらに、藤栄〔９〕は中国地域の農業
集落における農業用用排水路管理を対象として、その管理
メカニズムを検討し、集落構成員の異質性がその管理水準
に負の影響を及ぼすことを明らかにしている。
注３）なお、集落調査における農業集落ならびに農家点在地の定
義ならびにその変遷については、橋詰〔11〕参照。
注４）たとえば、Okten and Osili〔20〕参照。
注５）なお、農業経営規模に関する多様性指数は、0.3ha 以下、0.3
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〜0.5ha、0.5〜1ha、１〜２ ha、２〜３ ha、３〜５ ha、５
ha 以上からなる７つの経営規模層からなるグループの構成
比率に基づき算出した値である。
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