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１．はじめに 

 食料・農業・農村基本法（新基本法）に

よる新しい政策として 2000 年度から中山

間地域等直接支払制度が施行された。この

制度は同法 35条第 2項の「中山間地域等に

おいては，適切な農業生産活動が継続的に

行われるよう農業の生産条件に関する不利

を補正するための支援を行うこと等により，

多面的機能の確保を特に図る」という理念

を根拠とし，農地の持つ多面的機能を外部

経済効果として評価し，農家に交付金を与

えるものである。支払いの対価として，農

家は条件不利地域での耕作放棄地の発生を

防止し，農地の果たす多面的機能を維持・

増進することが期待されている。 

個別での農業経営が困難な中山間地域で

は，集落の補完性・継続性を生かした共同

取組活動が重要である。直接支払制度の最

終目標は「集落機能の維持活性化」と，そ

れに伴う「多面的機能増進」にあり，国民

の合意を得るためにも，その二点を徹底し

て遵守すべきである。それゆえ交付金は制

度理念に基づき集落共同取組活動に優先し

て使用されることが理想であり，また交付

金の使用方法について集落内で話し合うこ

と自体が集落の活性化に繋がると期待され

ている。この制度が交付金の単なる“バラ撒

き”で終わるのではなく，長期的な計画の中

で，地域内で連携して農業生産活動を継続

していく活動が求められる。 

政府は，集落協定の締結時に，集落共同

取組活動に「交付金額の 1/2 を充てること

を目標」１）として指導している。しかし実

際には，交付金の過半を協定参加者に個別

に配分し，目標を達成できていない協定集

落も少なくなく，逆に交付金のほぼ全額を

集落活動に充てている集落もある。その差

は何故生じるのだろうか。 

交付金を単にバラ撒き型に配分するのか，

また話し合いによって集落の共同取組活動

に重点的に充てるのか，交付金充当割合は

協定集落の制度理念の理解度と，制度活用

の有効度を測る指標として極めて重要であ

る。そして，集落充当割合が如何なる要因

から影響を受けているかを明らかにするこ

とは，将来の制度改善を検討する上で参考

になると考える。 

本論では，兵庫県内の全協定集落を対象

として，交付金集落充当割合にはどういっ

た要因が影響しているかを因果分析法（パ

ス解析）によって定量的に分析し，より有

効な直接支払制度の改善方向を考察したい。 



 

２．制度の概要と分析データ 

 

2.1 制度の概要

直接支払制度の対象地域となるのは，地

域振興立法として，従来から中山間地域対

策を講じてきた特定農山村法をはじめとす

る８法の指定地域（通常協定）および地域

の実態に応じて都道府県知事が指定する地

域（特認協定）である。 

対象農用地は，急傾斜地(田：1/20，畑：

15度以上)および緩傾斜地(田：1/100，畑：8

度以上)で，両者の間には支払い単価に格差

がある。多面的機能を効果的に発揮すると

の観点から１ha以上の一定の面的まとまり

のある農用地区域内の一団の農地が基準と

されている。 

表１ 直接支払制度の交付単価 

 

象行為は，耕作放棄の防止等を目的と

す

対

る集落協定とし，それに携わる集落住民

が支払いの対象者となる。この協定では，

「農業生産活動（必須）」に加え，地域の中

で，国土保全機能を高める取組み，保健休

養機能を高め自然生態系の保全に資する取

組みといった「多面的機能の増進につなが

る行為（選択的必須）」が含まれる２）。協定

違反が起こった場合には，不可抗力の場合

を除き，交付金を返却する罰則規定がある。 

 

2.2 対象地域と分析データ 

対象地域は兵庫県下の協定集落である。

集落協定に関するデータは研究目的での使

用を前提に兵庫県農林水産部から提供を受

けた。このデータには，2003年度に兵庫県

下で直接支払制度の協定を結んでいる 49

市町村 607 協定集落について，協定参加者

数，交付金額，交付金の配分，交付金の使

用方法等，全 169 に及ぶ項目が記載されて

いる。他方，2000年の農林業センサス集落

カードデータ（兵庫県版）を用い，これら

２種類のデータベースで集落名（協定集落

名とセンサス集落名）が一致する 367 協定

集落のデータを結合した*。なお，一つの集

落から複数の協定が結ばれているもの，ま

た複数の集落が共同して一つの協定を結ん

でいるもの等は，それぞれの項目を合計及

び平均することでセンサスのデータと一致

させた。 

地　　目 区　　分 10a当たり単価

1/20以上 21,000円

1/100～1/20 8,000円

15度以上 11,500円

8～15度 3,500円

草地率（70%以上） 1,500円

15度以上 10,500円

8～15度 3,000円

15度以上 1,000円

8～15度 300円

水　　田

畑

草　　地

採草放牧
地

 

2.3 兵庫県における直接支払制度の状況 

1) 兵庫県下の協定対象農地の面積は合計

4,433haであり，うち水田が 4,272ha（急

傾斜水田は 3,986ha）と大部分を占める。

個別協定は西播磨の三日月町に 1 例存

在するのみである（この個別協定は今回

の分析の対象外とする）。県北部の但馬

地方に 259 もの協定集落が集中してお

り，中でも村岡町には市町村単位として

は県内で最大の 73 協定が存在する。ま

た丹波地域の篠山市には，兵庫県下で唯 

*  す
実際に名称が一致した集落は 374集落あったが，データの欠損値，他と比べて大きな外れ値が存在
る 7集落は分析から除外した。 



合して含まれている。 

県内の集落充当割合の度数分布を調べる

と，「努力目標」である 1/2，つまりちょう

ど50%に設定している集落が179集落あり，

群を抜いている（平均は 58%）。集落活動に

100%を充当している集落も多数見られる

が，逆に全く集落活動に交付金を充当して

いない集落もある。また，淡路島内の全協

定の平均集落充当割合は 50%を割っている。 

図１ 兵庫県下で直接支払制度の導入市町 

兵庫県を阪神北・西播磨・但馬・丹波・

淡路・中播磨・北播磨と７地域に分割し，

地域単位で協定集落の協定内容について比

較調査を行うと，結果として集落活動内容

にそれぞれ地域的特色が見られた。淡路地

域は先述したように他地域と比較して協定

参加者１人当たりの交付金配分が高額で

あり，また「農地の多面的機能増産」活

動にも積極的に取り組んでいる。また「担

い手の定着」にも活動の幅が広がり，こ

の地域の協定参加農家は，急傾斜の「条

件不利地域」といっても他地域と比べ，

さほど劣悪な営農条件ではない。むしろ，

個別経営の自立性が高いため，集落充当割

合の低数値化に繋がっていると推察される。 

鳥獣被害に悩まされている丹波や中播磨

地域は，多面的機能確保の前に安定した農

産物生産を優先することが第一であると推

察される。それが電気柵の設置といった協

定活動の内容にも表れている。しかし同じ

く鳥獣被害に悩まされている西播磨地域で

は，相生市と一宮町（宍粟郡）で景観作物

の導入が拡大している等，農地の多面的機

能増進にも注目した集落活動を行っている。 
   

 

３．パス解析による分析 

 

3.1 因果分析概観 

因果分析の一種であるパス解析法は， ２

変数間の相関の大きさを直接・間接の因果

に分解し，定量的に推定するための分析方

法である**。パス解析の手順は，まず結果

と原因となる現象を要素変数として取り上

げ，仮説に基づいて要素間の関係づけを行

う。それを因果モデルと呼ばれるアローダ

イアグラムに表現する。その一例を図２に

示す。同図のモデル内で他の変数から因果

効果を受けない（独立な）変数X1を外生変

数，他の変数から因果効果を受ける変数X2

及びYを内生変数と呼ぶ。RU とRVは残差あ

るいは誤差と呼ばれ，内生変数に影響を 

 

Y

X1

X2
PY1

P21

PY2

RV

PYV

P2U

 PY2

因果モデルの回帰方程式
 
X2= P21 X1+ P2U RU 
Y= PY1 X1+ PY2 X2+ PYV RV

RU 

図２ 因果モデルの例 

** 
３）
パス解析法は，H・B・アッシャー に詳しい。 



与えるが実際に測定されることのなかっ

た要素を示す。 

ここである変数iから他の変数jへの影響

力を示すウェート（重み）をPjiで表す。ア

ローダイアグラムは，その因果的結合があ

らわす方程式の集合に変換される。つまり

１つの内生変数が１つの構造方程式に対応

する。パス解析の原理は，モデル内で他変

数から因果効果を受ける内生変数を目的変

数とする逐次的連立回帰方程式を立てて標

準化偏回帰係数（β係数，パス係数）を求

めることにある。ここでパス係数の値は因

果的な関係の大きさを示す。またパス解析

法では，誤差も誤差変数として扱い，それ

にも係数をつけ，これを残差パス係数と呼

ぶ。回帰方程式の一般形式は次の通り。 

UXUBXBAXAX RPXPXPX +++= ....  

 パス係数の推定値を得るためには，内生

変数の各々をその内生変数に直接的影響を

与えている変数のうえに回帰すればよい。

残差パス係数の一般形式は，当該式の重相

関係数の二乗である決定係数R2をもって 
21 R− で表される。 

図２のモデルでは，目的変数YはX1及び

X2からそれぞれPY1，PY2の大きさの直接効

果を受けており，またX1がX2を介してYに

及ぼす間接効果の大きさはP21×PY2のよう

にパス係数の積で与えられる。直接及び間

接効果の和は全効果と呼ばれる。 

 

3.2 仮説の設定とモデルの構築 

交付金の集落活動への充当割合とそれを

規定する要因をモデル変数とし，対象地域

の特性を念頭においた仮説に基づいて，モ

デル変数相互間の関係を組み立てる*。 

構造化した因果モデルの全体像は図３の

アローダイアグラムに示すとおり。モデル

変数相互間に設定した仮説は次のとおりで

ある。なお，文中の番号は図中の番号に対

応している。 

 

・集落充当割合をめぐる仮説 

① X1：１人当たりの交付金額 → Y：充

当割合 

１人当たりの交付金額は，協定集落に支払

われた金額を協定参加者数で割ったもので

ある。この指標によって，制度導入により

支払われた金額がどの程度，住民にインパ

クトを与えたかを把握できる。いわば，制

度が当該集落の住民に及ぼす影響力を代表

する指標である。制度が協定集落の住民に

及ぼす影響が大きければ集落活動は活発化

していくべきであろうが，充当割合別に１

人当たりの交付金額を見てみると，充当割

合が 0%の集落の平均１人当たり交付金額

は 13万円とかなりの高額にのぼる。充当率

が 45%以下の集落は，それ以外の集落に比

べると協定参加人数が少なく，それゆえ人

数で割ると交付金額がやや高額になる。集

落活動の目標が不明確な状態で，少ない 

表２ 集落充当割合別にみた参加 
人数・交付金額 

１人当た
り交付金
額（円）

１００％ 118 18.61 1,009,753 60,101
５６～９９％ 91 21.74 1,420,814 75,381
４６～５５％ 309 22.17 1,700,220 72,278
１～４５％ 65 16.86 1,176,042 74,260

０％ 24 6.88 859,494 132,232

充当割合
集落
数

協定参
加人数

交付金額
（円）

*   星
因果分析法を用いた事例分析としては，星野敏，松尾雅雄，北村貞太郎（1988）４），駄田井 久，
５）
野敏，佐藤豊信（2000） などがある。 



参加者に高額の交付金が降りてきたとき，

制度本来の理念から逸脱して，不透明なバ

ラ撒きが起こる可能性がある（X1→Yの作

用がマイナス）。 

  

② X2：協定参加率 → Y：充当割合 

協定参加者率は，総協定参加者を集落内

の農家・非農家を含めた総戸数で割った値

である。もし，この割合が高ければ，各農

家は支払制度（および制度による集落共同

活動）に対して同一な条件下にあるといえ

る。逆に，この割合が低ければ，集落活動

は一部の協定参加農家のみの活動となり，

集落活動へのインセンティブは低下すると

予想される（影響はプラス）。 

 

③ X3：耕作放棄率** → Y：充当割合 

 ここで挙げた指標はセンサスデータから

算出した変数であり，営農土地条件に関わ

る指標である。耕作放棄地率は農地の荒廃

水準を示す。 

兵庫県下では協定参加者の大半は農家で

ある（協定参加者 12,286人中 11,589人が農

業者）。また，集落協定の対象となる行為は

「適切な農業生産活動」および「多面的機

能の増進につながる行為」と定められてい

る。交付金のうち，協定参加者への個人配

分額は「条件不利地域で農業を継続する上

での平場農業との収益差の補正」に充てら

れていると解釈できる。 

よって，営農条件（この場合は土地条件）

が優良であれば，収益差補正に必要な配分

額は減少し，集落充当割合は相対的に高ま

っていくと推察する。耕作放棄率はマイナ

スの因果影響を集落充当割合に及ぼす仮説

を設定する。 

 

④協定締結面積 → Y：充当割合 

 １人当たりの交付金額を，制度導入が協

定締結集落の住民個々人に及ぼす影響力を

** る

Y：交付金集落
活動充当割合 

X1：１人当たりの交付金額 X2：協定参加率

X3：耕作放棄率

X4：協定締結面積 

X9：農家人口
増減率 

X6：農業経営規模 

X7：協定対象
面積率 

X8：非農家率 

X10：DID地域までの時間距離 

X5：農業就業者 
生産年齢人口率 

図３ モデルのアローダイアグラム 

① ② 

③ 

④ 

⑤

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑬

⑭ 
農林業センサスの定義によると，耕作放棄地とは「過去 1年間以上作物を栽培せず，今後も耕作す
考えのない土地」のことである。 



表す指標としたが，集落全体に与えた影響

も考慮に入れる必要がある。 

 その指標に最も適するものは「制度交付

金の総額」であるが，これを変数としてモ

デルに使用すると，１人当たりの交付金額

と多重共線性の問題が生じる。そこで，そ

れに代わるものとして，協定締結面積を算

出しモデル変数として使用する。制度が集

落に多額の交付金をもたらせば，集落活動

にも充実が図られると推察され，プラスの

因果効果が期待される。 

 

⑤ X5：農業就業者生産年齢人口率* → 

Y：充当割合 

農業就業者生産年齢人口率は農業経営内

の労働力保有水準に対応する。生産年齢人

口層は，家計を支えるべき存在であり，少

しでも収益を上げる必要がある。この年齢

層の営農者はより多くの個人配当を求める

と推察し，農業就業者生産年齢人口率は充

当割合にマイナスの効果を与えると予想す

る。 

 

・１人当たりの交付金額をめぐる仮説 

⑥ X6：農業経営規模 → X1：１人当たり

の交付金額 

⑧ X7：協定対象面積率 → X1：１人当た

りの交付金額 

 日本の全地域で，支払いの対象地は大部

分が急傾斜水田地であり，兵庫県もその例

に当てはまる。それゆえ１人当たりの交付

金額を推定するのに重要となってくるのは， 

一農家がどれ程の規模の水田を所有し，そ

れがどの程度支払い対象となる急傾斜地に

位置しているかである。この２要素が相乗

的に１人当たり交付金額を高めている。 

 農業経営規模は当該地域の全農業経営面

積をその地域内での農家数で割り，一農家

が幾らの面積規模で農業を営農しているか

を算出している（Farm Size）。協定対象面積

率は協定対象耕地を地域内経営耕地面積で

割った値である。この２変数が共に１人当

たりの交付金額にプラスの因果効果を与え

ていると推察する。 

 

・協定参加率をめぐる仮説 

⑨ X7：協定対象面積率 → X2：協定参加

率 

⑫ X8：非農家率 → X2：協定参加率 

 協定対象面積率が高ければ，当然，対象

農用地を所持する農家数は多数存在する。

一方，非農家率（＝非農家数÷総戸数）は

都市化水準を代表する指標である。都市化

水準が高い（つまり非農家のシェアが高い）

集落では協定参加率が高数値を示すことは

期待できない。 

 よって，協定対象面積率はプラス，非農

家率はマイナスの因果的影響を協定参加率

に及ぼすと推察される。 

 

・耕作放棄率をめぐる仮説 

⑦ X6：農業経営規模 → X3：耕作放棄率 

⑩ X7：協定対象面積率 → X3：耕作放棄

率 
⑬ X8：農家人口増減率 → X3：耕作放棄
率 
⑭ X10：DID地域までの時間距離 → X3：

*   「 に

指

農業就業者」とは満 15歳以上の世帯員のうち，センサスデータ調査期日前 1年間に自営農業のみ

従事した人または自営農業とその他の仕事の両方に従事した人のうち，自営農業が主の人のことを
す。なお，生産年齢人口は満 15 歳以上 65 歳未満の人口である。 



耕作放棄率 

 経済的土地分級の研究成果によると，土

地条件の良否が経営規模の大小と相関して

いるという仮説がある６）。今回の分析にも

営農に関係する各条件を表現する変数に影

響を及ぼす要因として分析意義のあるもの

とし，耕作放棄の進行にはマイナスの因果

効果をもたらすと予想する。 

協定対象面積率は当該集落内の急傾斜地

割合を代表しており，農地の耕作条件の不

利性を測る指標として有効である。傾斜地

が多ければ，営農推進意欲の維持が困難に

なる。つまり協定対象面積率は耕作放棄率

にプラスの因果を与えると仮説を立てる。 

 集落内で農業者が少なくなれば土地利用

の方針も影響が出てくる。集落内で農家人

口が減少していけば，農地を保全管理する

農家の持つ営農継続に対する意欲欠如に繫

がり，更に離農者数の増加を促すことにな

り耕作放棄はますます進行していく。よっ

て農家人口増減率は耕作放棄率にマイナス

の因果を与えうるものとする。 

 都市近接性を表す変数として DID地域ま

での時間距離を採用した。DID 地域から離

れた土地では農産物の出荷等で営農に不利

な面が生じ離農が進むことが予想されるが，

逆に DID地域に近い集落では住宅地化，工

業化が進むことで農地転換が進行し，同じ

く耕作放棄が進む恐れもある。プラスかマ

イナスか，どちらの因果関係を持つかは直

ちに判断できないが，今回の分析が中山間

地域を対象としているのでプラスの要因と

考える。 

 

・X4：協定締結面積をめぐる仮説 
⑫ X7：協定対象面積率 → X4：協定締

結面積 

協定締結面積は制度導入が集落全体に与

えた影響を説明する変数として取り上げた

が，それは当該集落内の制度適応度を示す

協定対象面積率と強い正の相関を持つと考

えられる。協定対象面積率は協定締結面積

プラスの因果を与えると推察する。 

 

４．分析結果と考察 

 

4.1 重相関係数 

前節の仮説をもとに構築した因果モデル

を逐次連立回帰方程式で表現すると次のよ

うになる。 

117176161 RPXPXPX ++=  ・・・・(1) 

 

228287272 RPXPXPX ++=  ・・・・(2) 
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1010_39397376363
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XPXPXPXPX

+

+++=

              ・・・・(3) 

447474 RPXPX +=      ・・・・(4) 

YYY

YYYY

RPXP
XPXPXPXPY

++
+++=
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44332211

              ・・・・(5) 

 上記の方程式によるパス解析の結果を図

４及び表３に示した。各式の重相関係数（決

定係数）は以下の通り。協定参加率を除い

て，モデルの精度は必ずしも高くない。 

 

 １人当たりの交付金額：（1）式 0.423

（0.179） 

 協定参加率：（2）式 0.776（0.602） 



 耕作放棄率：（3）式 0.398（0.159） 

 協定締結面積：（4）式 0.301（0.090） 

 交付金集落活動充当割合：（5）式 0.369

（0.136） 

 

4.2 各アローダイアグラムのパス解析結

果について 

 Y：集落充当割合に及ぼす全効果の大小関

係は以下の通りである。 

 

X1：１人当たりの交付金額：|-0.215|＞X3：

耕作放棄率：|-0.162|＞X4：協定締結面積：

0.158＞X7：協定対象面積率：|-0.141|＞X5：

農業就業者生産年齢人口率：|-0.136|＞X2：

協定参加率：|-0.133|＞・・・ 

 

以下で更にその詳細について考察していく。 

 

１）「協定対象面積率」が「充当割合」に与

えた影響について 

 協定対象面積率は集落充当割合に対して

は直接効果を持たないが，間接効果のアロ

表３ 因果的効果 

 

ーダイアグラムを４つ持っており，それが

集落充当割合に対して多大の効果を与えて 

いる結果となった（協定対象面積率が集落

Y：交付金集落
活動充当割合 

X1：１人当たり交付金額 X2：協定参加率

X3：耕作放棄率 

X4：協定締結面積 

X8：農家人口
増減率 

X6：農業経営規模 

X7：協定対象
面積率 

X9：非農家率 

X10：DID地域までの時間距離 

X5：農業就業者 
生産年齢人口率 

-.215-.133

.158

-.162
-.136

RY .929 

.422 

.236 

R1
.906 

.552 

-.448

R2
.630 

-.186 

.128 
-.208 .153 

R3 .917

.301 

R4

図４ 因果分析の結果（パス係数） 

.953 

モデル変数 直接効果 間接効果
X1　→　Y -0.215

X2　→　Y -0.133

X3　→　Y -0.162

X4　→　Y 0.158

X5　→　Y -0.136

X6　→　Y -0.021

X7　→　Y -0.092

X8　→　Y 0.034

X9　→　Y 0.060

X10　→　Y -0.021

X6　→　X1 0.236

X7　→　X1 0.422

X7　→　X2 0.552

X9　→　X2 -0.448

X6　→　X3 -0.186

X7　→　X3
X8　→　X3 -0.208

X10　→　X3 0.128

X7　→　X4 0.301

-0.1530.153 

-0.141 



充当割合に及ぼす全効果の絶対値は|-0.141|

で全変数中第４位）。 

間接効果であるので，この影響について

解析前に仮説は設けてはいないので，この

結果から予測できる現象の考察を行う。マ

イナスの因果的効果であるので，このパス

解析結果は「協定対象面積が域内に少ない

集落ほど，集落活動充当割合は高くなる」

ということを意味している。協定締結面積

率が低いとは，傾斜地に位置する集落内の

経営耕地は少数ということであり，営農条

件は比較的優良であることを意味する。つ

まり「制度の対象となるべき条件不利地が

あまり存在していない集落で，交付金は制

度の理念に叶って使われている」という矛

盾がうかがえる。制度対象地域としての適

合性が高いと言える支払い対象地を広範囲

にかかえる集落ほど，制度理念とは逆に交

付金を個人にバラ撒いていることになる。 

協定対象面積率が充当割合に与えた影響

がマイナスとなっている原因について，全

効果を構成する４つの間接効果のアローダ

イアグラムに着目する。まず，協定対象面

積率は耕作放棄率にプラスの因果を与えて

いる（パス係数は 0.153）。モデル構築の際

に，耕作放棄率が集落活動充当率に及ぼす

因果はマイナスとの仮説を立てており（実

際にその解析結果も-0.162），つまり協定対

象面積率が高くなり，耕作放棄率が上昇す

ると，所得補償の意味合いから個人に配分

されるべき金額は増加し，結果として交付

金の集落充当率に負の効果を及ぼしている

ことが分かる。モデル設計時に立てた仮説

に従う結果であり，協定締結面積に対して

もモデル設計時の仮説は成り立っている。 

協定対象面積率が影響を与えた残り２つ

の変数である協定参加率と１人当たり交付

金額に関しては，耕作放棄率や協定締結面

積に及ぼすよりも協定対象面積率は大きな

効果を与えている（パス係数はそれぞれ

0.552と 0.422）。協定参加率と１人当たり交

付金額の２変数と集落活動充当割合との因

果関係に対して設定した仮説は，制度が協

定集落の住民に及ぼす影響力を表す１人当

たり交付金額ではプラスの因果効果が表れ

るべきであろうし，協定参加率では正負ど

ちらの効果が表れるか曖昧であるとモデル

設計時ではしていた。そして分析結果を見

ると，両者の因果効果ともマイナスという

結果となっていた。この点が直接支払制度

の構成上の大きな問題ではないかと考えた。

これについては次項で改めて検討したい。 

 

２）「協定参加率」と「１人当たり交付金額」

が「充当割合」に与えた影響について 

 協定参加率は集落内で協定に参加してい

る人数の割合を表している。仮説設定の段

階ではプラスの効果（協定参加率が高い→

大部分の農家が協定参加者となり，均質化

→集落共同活動に取組みやすい→充当割合

が高くなる）を仮定していたが，実際の検

証結果はマイナスの値（-0.133）であった。

制度理念に沿った仮説とは全く逆の結果で

あり，このような結果に至った背景には，

制度理念の普及が伝わっていない協定参加

者が多数存在することが予想される。 

 １人当たり交付金額に対しては２つのケ

ースを想定していた。多額の交付金が支払

われている集落ほど，少ない協定参加者間

で適当に配分する“バラ撒き”型になる。

*   「所得補償」という概念は日本型の直接支払制度でいうところの「個人への配分」に対応する。 



この場合，集落充当割合に対する１人当た

りの交付金額の効果はマイナスとなる。し

かし，「多額の交付金が支払われたからこそ，

集落活動に有効に活用していくインセンテ

ィブとなり得る」といった仮説も考え得る。

果たして，結果は-0.215とマイナスとなり，

前者の仮説が成立した。 

 ところで，パス解析の結果にそのまま従

うとするならば，「集落充当割合を高めるた

めには，１人当たりの交付金額を減らせば

よい。つまり交付金単価を現状より下げれ

ばよい」ということになる。 

現実的にそんな事があり得るのだろうか。

交付金の単価を下げれば，協定対象集落及

び農家は今より制度への取組みに消極的に

なることは容易に想像される。今以上に取

組みに消極的になって，交付金の集落活動

充当割合が高くなるわけがない。制度理念

の達成の為にもこのアローダイアグラムは

負から正に変える必要がり，その為には，

今以上に協定集落には制度理解を深めても

らう必要があるのではないか。 

以上の理由から，市町村及び国政府が行

うべき「制度啓蒙活動」がより重要になっ

てくると言えよう。 

 

３）まとめ 

 これまでの考察をまとめると，「制度対象

要件に対して適合性の高い集落では，交付

金の集落充当率が低くなり，制度本来の理

念は叶えられていない傾向がある。全体と

して，制度理念の浸透が不十分である」こ

とが推察できる。 

制度への適合性が高いとは，営農継続面

や集落活動面で不利な条件を備えた地域で

ある。日本の直接支払制度の先例である EU

諸国で 1975 年から実施されている条件不

利地域対策補償金の目的は「農地条件の厳

しい中山間地域での営農は生産性，収益性

が低いため，所得補償を行うことで域内の

離農と地域人口減少を食い止め，農村地域

基盤を守る」ことにある*。そこに農地多面

的機能増進や集落活動活性化は明示的に組

み込まれていない。他方，日本の支払制度

はそれらを対象行為として取り入れている。 

上述のように，先行事例である EU の条

件不利地域対策補償制度以上の目的が我が

国の支払制度には込められている。EU各諸

国では，1975年から長い年月をかけて，中

山間地域対策を欧米の農法に沿った形に改

善し，「適切な農業活動」を基準とした環境

支払いに着手している。我が国の場合には，

EU 諸国の中山間地域対策と比べると年月

が浅く，農家への制度理念の理解浸透がま

だ浅くしか達成させられていないという判

断を下せよう。その段階で，所得補償以上

の高度な理念を制度に組み込み，その達成

を望むことは，はじめから若干の無理があ

ったと言える*。 

パス解析の結果は，「制度適合性の高い集

落ほど集落充当割合の努力目標を達成し難

い」という結論を導き出した。これが本制

度の本質である。つまり我が国での直接支

払制度には，制度の構成上達成できうる成

果以上の理念が設定されており，そこに現

実とのギャップが生れている。 

 

4.3 残差パス係数についての考察 

*   直接支払制度について目的理念達成することの困難さについては，田代洋一ら７）が論文の中で指

摘している。 



 充当割合決定への残差パス係数が 0.929

と他の説明変数からのパス係数と比較して

高く，要素変数の抽出の不十分さを示して

いる。これについて若干の考察を行う。 

地域特性等を無視し，全協定に一定の充

当割合を定めている市町村が県内に幾つか

存在している。市町村内の全協定が一律に

交付金の集落活動充当割合を努力目標の

50%に設定しているのには，少し違和感を

覚える。協定集落の裁量に任されるべき交

付金使途だが，充当割合の決定要素として

市町村の指導方針が強い影響力を持ってい

ることが予想される。 

確かに同一市町村の協定集落では共通し

た地勢及び営農条件が拡がっていることは

多分に予想され，それゆえ交付金の集落充

当においても均一化した数値となっている

ことも考えられる。しかし「制度に対する

協定集落への市町村の指導方針」といった

要素を抽出し，モデルに組込むことができ

れば，より高い精度の分析及び方策提言を

行えることが期待される。今回用いたデー

タベースでは，その市町村の指導方針を適

切に要約し得る変数を選定できなかった。 

今後，より高い精度の分析を行える可能

性がある点として，市町村の本制度普及に

当たっている職員方にアンケート等の聞き

取り調査を行い，当該市町村の協定集落へ

の指導及び制度理念浸透程度を定量化し，

それらの要素変数をモデル内に集落充当割

合の説明変数として組み込むことが有効で

あるとする。 
 

５．おわりに 

 結果の考察の中で，本制度の先行事例と

なった EU の条件不利地域対策補償を引き

合いに出し，直接支払制度に設定された多

様な目的理念を達成することの困難さを指

摘し，今回の分析結果もそれを裏付けるも

のであることを示した。 
 分析を通して判明したことを以下にまと

めておきたい。 
 EUの場合も長い歳月をかけて，直接支
払いに環境保全的な性格を付加させてき

た。ヨーロッパ諸国で政治的または経済

的情勢の移り変わりに合わせて支払い制

度の形態も変化させ，支払い条件に「適

切な農業活動」を対象基準に設けていっ

た。同様に，日本でも今回の直接支払制

度導入を足がかりとして，今後に向けて

条件不利地域対策助成金制度を充実させ

ていくことが可能であり，かつ，極めて

重要である。 
 集落協定の締結による集落活性化の起

爆剤的な役割を取り入れた点は十分評価

できる。しかし現実には，条件不利地の

個人に交付金を支払うだけのバラ捲き的

な使途に留まっている。制度理念の実現

を可能とするには制度を構成する施策内

容に不十分な面が多々あると考えられる。 
 制度理念を遵守させるためには，「支払

い対象行為の条件として，この先の集落

全体の営農方針として環境保全型農業確

立を組み込むことである。それにより農

地の多面的機能保護を図る」，「努力目標

として 50%の交付金集落充当を行えてい
ない協定集落には何らかのペナルティを

与える」などの要件を制度に付け足す必

要があろう。 
 また，今後そのような制度改正が行われ

ないのであれば，集落充当割合に「目標」

を掲げること自体がナンセンスであると



言えよう。たとえバラ捲き的な配分であ

ったとしても，それは所得補償の観点に

基づく「集落機能維持活性化助成金」あ

るいは「地域資源管理費助成金」とみな

すべきであり，それでも域内の離農を食

い止め得る十分評価できる有効な価値を

持っている。 
 
最後に，兵庫県農林水産局農村環境課よ

り，集落協定に関するデータの件でお世話

になったことを付記し，同課の山根健吾氏

に謹んで感謝の意を表したい。 
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