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農家経済活動の多角化とリスク態度

一中山間地域を対象として一

The Diversification ofthe Economic Activities of Farming and Farmerダ RiskAwareness in HiIlyand 

Mountainous Areas 

井上憲一~藤栄 開iJ**.佐々 木宏樹***. ) 11崎賢太郎士会的・小糸健太部山枇

Norikazu別 OUE，Takeshi FUJIE， Hiroki SASAKIラKentaroKAWASAKI and Kentaro KOITO 

1. はじめに

近年，農産物加工，直接販売，観光農業など，農家経済活動の多角化(以下，多角化)が進展しつつ

ある(津谷 [14J)。その一方で，多角化を実施する農家(以下，多角化農家)は，従来とは異なる栽塙

技術の導入や酪品化の工夫などを通じて農産物の価絡形成や新たな経営部門の創出を実現する反面，習

熟していない技術の導入やサービス提供に伴う不確実性に直面していることが考えられるヘこのよう

な問題意識を背景として，多角化農家の特徴や，多角化とりスクとの関係について研究が行われてきた。

多角化農家の特徴に関する先行研究として，たとえば， Pope and Pres∞杭 [10Jは，経営規践の大きい

農家ほど多角化をi立iる傾向にあることを，捜井ら[l2Jは，千葉県安房地域を%換に，多角化農家ほど

経営耕地面積が大きく，畜産導入率が高く，売上高が大きい額向にあることを，樫井・横山 [13Jは，

問地域を対象に，多角化農家ほど地域組織の活動に参加する傾向にあることをそれぞれ街摘している。

不確実性にE正面する農家行動に関する先行研究としては，たとえばMoschiniand Hennessy [8 J広整

期されているように，農業生産とリスクに関する多数の研究蓄積がある。こうした農業生産に伴うリス

ク管理の一手段として，多角化によってリスクの軽減が図られることが従来から指摘されてきた (Heady

[5 ])。このため， リスクに対する農家の態度は多角化行動に何らかの影響を及ぼすことが推察される。

また，こうした農家のリスク態度は農業技術や環境慌で全型農業の採択といった経営行動にも影響を及ぼ

すことが，先行研究において明らかにされている叱さらに，毘内の9=J0J問地域を対象にした農業にお

けるリスクに関する先行研究として，保永 [15Jは，北関東中山間地域の農家を対象に，自家農業に限

らず，農外の地域労働市場のリスク要j友iも農業者の就業決定に影響することを指摘している。

以上のように，多角化農家は，経営規模が大きく，社会参加に積極的な傾向にあることや様々な農家

行動とリスク態度との関係が明らかにされつつある。また，中山間lt!ii或における農業者の就業決定とリ

スクについても実証的に明らかにされつつある。しかし，多角化農家の特徴については，一地域の事例

調査をもとにしたものが多く， 日本全国を対象に分析した研究はほとんどみられない。また，多角化の

実胞によるリスクの軽減は指摘されているが，農家のリスク態度と多角化行動どの関係を検討した研究

もほとんどみられない。

そこで，本稿では，筆者らが全国の中山間地域の住民を対象に行ったアンケート調査の結果を用いて，

農家の多角化行動とリスク態度との関係を定量的に検討することを白的とする。中山間地域を対象とす
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る意義として，中山間地域に立地する農家は，生産条件が不利であるために規模の経済性が発揮されに

くいことから，多角化を留ることで，範閤の経済性による収益性向上の余地が大きいことを指摘できる

(大江[9 J pp. 36-37)。なお，本稿で分析対象とする多角化は，大江 [9Jの整理を参考に表 1とする。

材高では，多角化に接合化を含めず，棲井・横山 [13Jと向様，観光農業を農業関連に区分する。

表1 本稿で分析対象とする多角化

車業
作自選択
(複合化)

謹互認

1t: 
cuZ接叛売，農産物加工，観光農業，レストラン他)

売所勤務他 I t笠常的勤務他

農業関通 非農業

註・大江 [9]p. 15のま芝をもとに作成。

2.仮説設定

ここでは，先行研究ならびに筆者らによる中山間地域における事例誠査の結巣をもとに，本稿で検証

する依説を設定する。

中山間地域の農家による多角化の意義や導入可能性を検討するためには，第一に，多角化による農産

物の価格形成ならびに観光農業などのサーピス提供が，経営成果としての売上高の潟加につながってい

るのかを検討する必要があると考える。捜井ら[12Jは，多角化の先進地域を対象に，多角化農家ほど

売上高が大きい傾向にあることを指摘しているが，全国の中1111南地域の農家を対象にした研究はほとん

どみられない。

第二に，多角化が経営成果に及ぼす影響を確認した上で，多角化実施の決定要困について分析する必

要があるものと考える。そこで科高では，以下のように，多角化実施の決定要悶として，複合イL環境

保全型農業および経営主の危険回避度に着目する。

斎藤[l1Jは，多角化を実I証する農業法人ほど，農業生産が複合化している傾向にあることを指捕し

ている。このことは，単一品目より複数品目の15が，直接販売やサービス提供などの点で有利となるこ

とを反映した結果と推察される。この点について，全国の中山間地域の農家を対象に分析した研究はほ

とんどみられない。中山間地域の農家で、は少最多品院生産の特徴がみられる一方， 2!t.大立作や露地野

菜作の栽培面での制約によって稲作の比重が大きく，斎藤 [1むと同様の傾向が観察されるか不明確で

ある。

農家が採択する代表的な栽培技備として，環

境保全型農業がある。環境保全型農業による営

農は，慣行農業による農産物と比較して収量が

低く，労働費'をはじめとする生産コストは高い

{項向にある(胡 [6]， 藤栄ら [3J)。したがっ

て，より高い付加価値を実現する手段として，

誼接販売をはじめとする多角化を実施する経営

行動が考えられるへつまり，環境保全型農業

によって生産される農産物の高付加価値化を実
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・農業経営部門
」一作回数(仮説2)

-環境保全型農業の実施(仮説3)

.経営主の危険関避皮(仮説4)

-経営主の年代
.経営主の主な機業

てシ
( 多角化の実施

現する手段のーっとして，藍接販売や農産物加

工を行い，多角化を鴎ることが考えられる。主義 国 1 多角化の実施と売上高に関する仮説
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者らによる中山間地域における事例調査の結果で、も，この傾向は観察されているが，全閣の中山間地域

を対象に分析した研究はほとんどみられない。

多角化の実施は，成功すれば収益向上につながり，リスクの軽減を図ることが可能となる (Heady[5 J)。

しかしその一方で，従来の農業生産活動に加えて経済活動に関する知識と顧客獲得能力が要求されるた

め，特に多角化実施初期において，農家間で多角化による収益件ーの違いが大きいことが考えられる。こ

のため，農家のリスク態度が多角化への取組に何らかの影響を及ぼすことが予想される。この点は，農

業法人を対象とした斎藤[l1Jの分析結果とも整合すると考える。しかし，この点を前提にして農家の

リスク態度と多角化行動との関係を分析した研究はほとんどみられない。

以上の整理をふまえ，本干高で検証する仮説を以下のように設定した。また，仮説の相互関係は図 1に

示すとおりである。

仮説 1 多角化農家ほど，売上高が高い。

仮説2:複合化を実施する農家ほど，多角化を実施する。

仮説3:環境保全型農業を実施する農家ほど，多角化を実施する。

仮説4:経営主の危険回避度が高い農家ほど，多角化を実施しない。

3.方法

本稿では，筆者らが 2008年2月に全国の中山間地域のtlt帯を対象に行った『食・農・環境についての

アンケートJの偲主主データを用いる。本アンケートの自己布先の選定方法は，中山間地域に区分される郵

便番号のうち， 1日5!地也域を無作為J抽山出することで

東 1，中部4，近畿 1，中閏 3，九州、13である。配布数は 3，043戸で，郵送法にて行った。田収率は 14.4%

で(回収票数438戸)，本稿における分析対象は，多角化実施の有無に問答した 136戸の農家データで

ある(間収票数の 31.1%)。

(1)危険回避度の把擦

本稿では，農家の危険昭避度をアンケートの由答から把握する。危険田避度の把握には， Barsky et al. 

[1]が用いた方法と同様の方法を採用した。兵体的には，関 2に示す，異なる月収の就業選択に関する

仮想的な設問に基づき，回答者の危険回避度を把握した。

設問ではまず r1.月l[又30万円が確定した仕事Jと r2.月収が 50%ずつの確率で、 20万円か 50

万円になる仕事」の選J尺肢のいずれをのぞましいとみなすかについて，回答を得た。さらにp 選択肢 rlJ

の自答者lこ対しては r1 Jの月収が 30 危険回避度不

万円から 25万円へと減少した場合につい

て，同様の選択を提示し，その回答を得た。

選択散はj の回答者に対しては r1 J 

における月収が 30万円から 35万円へと増

加した場合について，同様の質問を行い，

その回答を得た。田答者は2つの質問に答

えることから，関2に示すとおり 4つの

グループに分類することができる。ここで，

f月収 25万円が確定した仕事Jを選択する

回答者は，その確実開催額が4つのクツレー

月収30万円が

確定した仕事

or 

に今一 or
仕事A

(期待手Ij得35万円)

¥ l 月収35万円が月収が50%ずつ i
¥.縫定した仕事の確率で20万円か 1--"¥

50万円の仕事A I'--V，，--一一?と:
( 仕事A

(期待利得35万円)) 与す
期待利得35万円)
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図2 本稿における危険由避震

註:*f直が大きいほど危倹回避的。
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フ。の中で、最も小さく，確実関値額と期待値の主主が最も大きい。ゆえに， 4つのグループのうち，危険回

避度が最も高いグループoとして分類できる。開様に，危険回避浅が次に高いグループ。は，選択肢 11J 

を選択し 2つめの質問で、仕事Aを選択した回答者となる。このようにして 4つのクツレーフ。を危険回

避度の大きな)1療にOから 3までの順序変数を割り援り，これを回答者の危険回避度の指標とした。

(2)分析方法

仮説 1~4 を検討するために，多角化に関する仮説2~4 については，多角化部門数に関する)1頃序プ

ロビット・モデルな推定し，多角化と様々な農家属性，危険回避度や環境保全型農業の実施との関係を

検討する。売上高に関する仮説1については，売上高さと被説明変数とする推定式を OLSによって推定し，

売上高と様々な農家属性や多角化との関係を検吉村る。

4. 多角北部門と農家属性

(1)多角化部門

アンケート誠査票では，多角化

の設問において，①底接販売，②

農産物加工，@観光農業，@レス

トラン，⑤その他，に該当する項

目を複数選択可能な形をとった。

そこで¥本縞では，①~⑤を，そ

れぞれ1部門としてカウントして

いる。

整理の結果， 136戸のうち， 39 

戸(29%)が多角化農家であった。

多角化農家 39戸の部門数の内訳

は 1部門 34戸， 2部門3戸， 3 

部内 2戸であり 1部門のみの取

り組みが多角化農家の 87%を占

直接販売

十f没産物力日:ζ(1)

2部門〈直接販売

8% Iゃ観光f設業(1)

直接販売

やその他(1)

その他のみ(14)

36% 

佼後販売 1 
十}没足夏物加工 ;"3部\P~

) 5% 

図3 多角化農家の部門別の内訳

註 カッコ内はサンプノレ数をき受す。

める結果となった。多角化農家 39戸の部門別の内訳をみると(図 3)，直接販売のみが 41%を点め，

2部門以上の多角化農家5戸は，いずれも直接販売を実施している。つまり，多角化農家の多くが直接

販売を選択し，かつ，複数部門に取り組む絡も，直接販売を基礎にする農家が多い可能性を指摘できる。

この結果は，農業法人の多角化の事業展開を分析した斎藤 [llJや楼井ら [12Jの結果とも整合してい

る4)。

(2)農家属性

分析対象とする農家は，次の特徴を備えている(表2)。①農作物作付のべ面積の平均が 2.3haと大き

い。 @3作段以上の農家が約2害IJを占める。③環境保全型農業の実施割合が 5割を超える。つまり，分

析対象とする農家は，経営規模が大きく，農業部門のウエイトが大きい傾向を指繍できる 5)。

200万円で2グ、/レーブρに分けた農家属性をみると(表3)，売上高 200万円以上のグ、ループ。の多

角化実施率は 46.5%であり，売上高 200万円米満のグループの実施率 21.4%より有意に高く，多角化と

売上高に関する仮設 1の成立を示唆する有意差が検出された。また，多角化の実施有無でみた農家属性

をみると(表4)，環境保全型農業についての統計的な有意性は 10%水準とやや弱いものの，環境保全

(98) 
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型農業と多角化に関する仮説3，リスク態度と多角化に関する仮説4の成立可能性を示唆する有意差が

検出された。複合化と多角化に関する仮説2は，サンフ。ル数のfBIJ約から統計的な有意差まで、は検出され

なかったものの，仮説と整合する比率の差がみられた。

次に，環境保全型農業の実施年数別に4グループ。に分けて多角化の実施割合をみると([ぎ14)，環境保

全型農業を実施する農家は実施しない農家より，多角化の実施割合が高い。また，環境保全型農業を実

施する農家のうち，実施年数が長いほど，多角化の実施割合が高い。この結果の一陣として，まず環境

保全型農業を実施し，次のステップとして多角化を開始する農家が高い割合を占めていることが推察さ

れる。

さらに，危険田避度と多角化の関係をみると(図 5)，最も危険回避的である危検回避度3において非

多角化農家の割合が有意に高い。一方，最も危険愛好的である危険回避度Oにおいて多角化農家の割合

が有意に高いことから，危険回避度の高い農家は多角化を回避する傾向にある可能性が示唆される。

以上，クロス集計によって，i反説 1，仮説3，仮説4を支持する有意差が検出された。また，環境保

全型農業実施年数百iJ，危険回避度の水準別によるクロス集計によって，仮説3，仮説4が成立する可能

性が示唆された。そこで¥次に，計量分析によって，農家の多角化行動とリスク態度，経営内容との関

係、について，定量的に検討する。

表2 農家属世

農作物作付のべ面積 (ha)

農業経営部門(%)

7l<回作のみ

3作間以上

施設野菜あり

資産部門あり*

環境保全裂農業を実施(%)

経営・主の性}jIJ:男性(%)

経営主の年代(%)

49歳以下

50~59歳

60~69歳

70歳以上

経営主の主な職業(%)

2. 3 

37. 7 

19. 7 

6. 7 

9.0 

50.8 

77.2 

21. 3 

21. 3 

32. 4 

22. 1 

農林漁業 52.6 

会社員・公務員 22.6 

自営業(農林漁業以外 9.0

その他 15.8 

主の危険回避度 2. 1 

多角化を実施(%) 28.7 

売上高(百万河 5.7 

註 肉 牛繁媛1頭の農家，採卵鶏5羽

の農家は除く。

表3 売上高でみた農家属性

売上向(万円) 主主 200 <200 検定

サンプル数 45 59 結果

多角化を実施(%) 46.5 21. 4 本本

3作目以上(%) 36.4 13.2 キキ

施設野菜あり(%) 9. 1 0.0 本

畜産部門あり(%) 18. 2 3.8 キ

経営主の主な職業:農林漁業(%) 86. 7 39. 7 本牢

農作物作付のべ面積(a ) 555. 3 79.0 牢牢

註:1)図 1のうち，有意差がみられた属性を抜粋している。
2)比率の羨の検定ならびに平均値の室長の検定により，町村主

それぞれ 1%，5%水準で有意廷がある。
3)売上高の有効回答数は 104だが，個々 のクロス築言十の宥3i'JJ巨]

答数は，上から11僚に 99，97， 97， 97， 103， 85である。

表4 多角化実施の有無でみた農家属性

多角化の実施|あり なし |検定

サンプル数 39 97 結果

3作目以上(%) 27.0 16.5 

環境保全型農業を実施(%) I 63. 2 45. 7 I * 
危険回避度 1. 6 2. 3 I料

註 1)図 1にぶしたその他の属性は有意差がみられなかった。
2)比率の羨の検定ならびに平均値の笈の検定により，門事

はそれぞれ 1%， 10%水準で有意差がある。
3)多角化実協の有無の有効回2客数は 136だが，個々 のクロス

集計の有効回答:数は，上から111買に 122，130， 110である。

(99) 
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討::1)カッコ内はサンフツレ数を還をす。

2)独立性の検定により， 1%水準で有意主主がある。
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5.推定結果と考察

(1)推定モデル

前きîîで検討したとおり，仮説 2~4 における農家の多角化行動とリスク態度との関係ならびに仮説 1

における多角化行動と売上高との関係を計量分析によって，定量的に検討する。

まず，仮説 2~4 における危険回避度と多角化行動との関係を検討するために，(1)式で表す以下のモ

デノレを検討する。また，多角化部門数 DIVは)iI員序関係を有する離散変数であることから，(1)式の推定

には順序プロビット・モデルを用いる。

、、亀，，，，l
 

〆
'
1
、、

DIV* = β1Risk + Y1Z十 6'1

12， if μ2 <DIV宇奈∞

D1V = ~ 1， if μiく DIV*:::;μ2 

10， if -∞く DIV日仏

なお，DIV'勺ま多角化部門数の潜在変数，Riskは回答者の危験回避度，Zは複合化や環境保全製農業の実

施有無を表すダミー変数ならびにその俄の農家属性を表す変数ベクトノレ，s， Yはそれぞれ推定されるパ

ラメータ， εは誤差項を， μ1> μ2はそれぞれ開催パラメータを表す。なお，DIVには表5に示す多角化部

門数を用い，表S下設に掲げる変数を説明変数の候補とした。また，Risk には 3.(1)で述べた危険回避

度の指標を用いる。

次に，仮説 1における多角化行動と

討する。

との関係を検討するために， (2)式で、表す以下のモデルを検

SELL =α+ s2 DIV + Y2Z + 6'2 (2) 

なお， αは定数項を，SELLは売上高を表す。 (2)式の推定には OLSを用いるとともに，被説明変数SELL

として，表5に示す売上高を用い，表5下段に掲げる変数を説明変数の候補とした。両モデノレの特定化

は，候補説明変数を用いて推定した後 t伎の絶対値の低い変数から)1慣に削除し，対数尤度が最大とな

るよう行った。
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農家経済活動の多角化とリスク態度(弁:上・藤栄・佐々木・川崎・小糸)

(2)結果

(1)式の多角化部門数に関する推定結果は表 6，(2)式の売上高に関する推定結果は表 7のとおりであ

る6)。なお，多くの先行研究と同様に，本稿でも統計的有意性の基準を有意水準 10%として，以下，議

論を進める。また，推定には候補説明変数全てに対する回答が得られた 70サンフ。ルを用いた。

まず，多角化部門数に関する推定結果をみると(表 6)， 3作目以上ダミーの係数が 10%水準で有意

に正，環境保全型農業ダミーの係数が 5%水準で有意に正，危険回避度の係数が 1%水準で、有意に負で、

ある。 3作毘以上ダミーについて統計的な有意性はやや弱し、ものの，接合化の展開，環境保全型農業の

実施， リスク態度が多角化の実施を有意に説明している。このことから，仮説2，仮説3，仮説4を支

持する結果が得られた。表6に示す多角化部門数別の眼界効果は，説明変数が連続変数である場合，説

明変数の変化に対する多角化への取組確率の変化を表す。また，説明変数がダミー変数の場合は，ダミ

ー変数が 1ないしはOであるときの確率の変化を表す。ただし，ダミー変数に関する限界効果は，各説

明変数の平均値を用いて算出されている。このため，平均値の変化によって，限界効果が非線形に変化

する点に留意する必婆がある。眼界効果をみると，高齢者ダミーと者産部門ダミーを除いて，部門数0

と1の聞でリスク態度や経営内容に憶する限界効果は統計的に有意で、ある。一方，部門数 1と2の開で，

すべての変数について有意な影響は確認できない。

部門数1の眼界効果から，複合化，環境保全型農業および危険回避度は，非多角化農家が多角化(1 

部門)を図る確率(以下，多角化確率)に対じて…定の影響を及ぼすことがわかる。つまり， 3作目以

上である場合に， 2作目以下である場合との多角化確率の差は 23.1%ポイントであり，環境保全型農業

に取り組む農家は，取り組まない農家と比べて，多角化確率は 24.4%ポイント高い。また，危険回避度

が追加!的に 1単位低下することによって，多角化確率は 12.0%ポイント高まる。

次に，売上高に関する推定結果をみると(表7)，多角化部門数の係数が 5%水準で、有意に正で、あり，

多角化が売上高を高める結果が得られたことから，仮説 1を支持する結果が得られた。多角化部門数の

係数推定依から，多角化部門を 1部向上留やすことにより，売上高は平均的に 4，439千円増加することに

なる。

表5 被説明変数と候補説明変数

変数の内容・単位 平均 絞殺繍主主 主主小 最大

多角化来実路ココO 多角化部門数 1=1 
O. 37 0.59 。 2 

多角化部門数 2以上=2

百万円 4. 26 7.66 。 40 

ha 2.43 4. 95 0.01 26.04 

主な職業:農林漁業=1 他 。 O. 59 

70歳以上=1 他=0 0.21 

施設野菜ありここ1 なし=0 0.04 

畜産部門あり =1 なしヱニO 0.04 

3作段以上 1 fl出=0 O. 26 

環境保全型農業を実施=1 他 =0 O. 53 

変数名

被説明変数

多角化部門数

売上高

候補説明変数

農作物作付のべ面積

経営主就業ダミー

高齢者ダミー

施設野菜ダミ一

議足立部門ダミー

31字同以上ダミー

環境保全型農業ダミー*

危険回避度* I 2. 16 1. 14 0 3 

註 1)推定には，全農家サンフソレ 136の5ち，上記変数データを完備した 70のサンプル (51.5%)を用いる。
なお，比率の差の検定ならびに平均値の差の検定により，全農家サンプノレと 70サンプルの上記変数の
有意差を検定した結果，すべての変教において帰無仮説が 10%水準で楽却されなかった。つまり，推
定に用いるサンプルは，全長是家サンブラノレに対して偏りがみられなかったO

2) *多角化部門数の推定にのみ{吏用する。
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(3)考察

表6 多角化部門数に関する推定結果

係数 ZfI直
限界効果

部門数=1 部門数=2

農作物作付のべ面積 -0.136* -1. 764 -0.040* O. 004 

経営主就業ダミー O. 703* 1. 895 O. 195** O. 022 

高齢者ダミー 0.615 1. 380 -0.160 -0.015 

施設野菜ダミー 1. 023 -1. 202 -0.209* -0.014 

五fig表部門ダミー 0.998 0.953 O. 287 O. 089 

3作沼以上ダミー O. 770* 1. 749 0.231* 0.041 

環境保全;!lf!農業ダミー 0.876*本 2. 392 0.244*ネ 0.031 

危i食間i態度 -0.411科卒 -2.757 -0.120料 -0.014 

関値パラメーク μ1 0.364 O. 729 

関悠パラメータ μフ 1. 955**ネ 3.417 

サンフ。/レ数 70 

実l数尤度 -40.614 

McFaddenの擬似決定係数 0.248 

設:1)説明変数が連続変数である場合の11.浪界効果は，説明変数のサンプノレ平均値から変化
したときの多角化部門数の選択確率iこ及ぼす変化を表す。多角化部門数の各カテゴ
リーの選択確率をPr(DIV = k)(k立 0.1.2)とすると限弊効果は次のように表される。

笠並立とこ旦 ~I ニ主主ìlfi 笠星空とニ旦 ~Ii弘二三~Ll位二三~ìl久
O:C ス σ JIσox 1 'lσJべ σJIσ'

oPr(DlV ~ 2) I jμ2 -"Y1β) Iι 
ゐ 1'¥σ ハσ

なお， 申(・)は標準正競密度関数，Xjはi番目の説明変数， <J1土捺準lEJ;Ji.分布関数
の様準偏差である。また，説明変数がダミー変数である場合のダミー変数ろの限界
効期ま， Pr(即刻zj21)-PrωIIV=klzFO)であり，ダミー変激の限界効巣の算出こ
は，各説明~激の平均値を用いた。

2)料料，キはそれぞれ， 1 %， 5%， 10%水準で有意であることを示す。
3) VrF (v鋭部ceinflatiol1 facωIr) Iまし、ずれも 3以下であり，説明変数院に多震共線生

がゑじている可能性は低い3

1)経営内容 表フ 売上高に関する推定結果

係数 t11直
農作物作付のべ間程i O. 766*料 6.024 

経営主就業ダミー 2.801料 2.473 

資産部門ダミー 6. 393** 2. 302 

3作自以上ダミー 3.902*料 2.938 

多角化部門数 4.439*料 4.712 

表 7~こ示した (2) 式の機定結果より，多角化によ

って 1部門当たり 4，439千円の売上高増加の効果

が確認された。農家の売上高に対する所得の割合

会，生産農業所得率の 2007年全国平均と同じ

36.6%とすると(農林水産省「平成 19年生産農業

所得統計J) ，多角化1部門の導入による農家所

得の増分は 1，625千円となり，農家経済に大きな

定数項 2. 168料 -2.470 

サンプル数 70 

対数尤1支 199.948 

影響を及ぼすことがわかる。分析対象とする農家 Aのが 0.670 

の多くは，多角化の実施により，農産物の高付加 設:表6の脚註2，3に|持じ。

価値化ならびに新たなサーピスの付加を実現して売上高の増加につなげているものと考えられる。中山

間地域に立地する農家は生産条件ならびに市場環境が不利であることから，この結果は，収議性の向上

をはかる手段としての多角化の有効性を裏付ける結果といえる。

一方，表6の推定結果より，統計的な有意性は 10%水準とやや弱し、ものの 3作間以上の農家ほど，

多角化を実施する額向がみられた。限界効果をみると 2作目以下の農家と比べ，多角化確率は 23.1%

ポイント高まる。これは，より多くの品目の農産物を販売するために多角化が積損的に図られている実
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態に符合した結果といえる。こうした実態から，多角化農家の多くが経済活動に関する知識の習得に加

え，より多くの栽培校討すの習得に直面していることを推察できる。

また，潔境保全型農業を実施する農家ほど，多角化を出る傾向がみられた。特に，多角化確率は，慣

行農業のみを実施する農家と比べ， 24.4%ポイント高い。環境保全型農業による営農は，低収量，生産

コスト高の傾向にあるため，より高い付加価値を実現する手段として，臨接販売をはじめとする多角化

を闘っているものと考えられる。筆者らによる中山間地域における事例調査では，環境保全型農業を実

施する多角化農家の多くは，環境保全型農業を実施後，数年してから直接販売を中心とする多角化に着

手していた。藤栄ら [3]は，環境保全型稲作の導入において，小面積の試験栽暗から開始し，稲作全

体に占める環境保全型稲作の作付比率を徐々に高めてし、く農家の対応を明らかにしている。また，本稿

のクロス集計結果では，環境保全型農業を実施する農家のうち，実施年数が長いほど多角化の実施割合

が有意に高い傾向にあった(凶 4)。これらの点から，環境保全型農業を実施する多角化農家の多くは，

環境保全型農業が一定の栽培面積に達して習熟度が高まった段階になってから，高付加価値化の実現の

ために多角化を開始しているものと推察されるc

2) リスク強度

6に示した(1)式の推定結果より，経営主の危険閉避度が低い農家ほど，多角化を実施する傾向がみ

られた。たとえば，危険回避度が迫力詩的に 1単位減少すると，多角化確率は 12.0%ポイント高まる。こ

れは，農家出のリスク態度の相違が多角化への対応を変化させることを示す結果であるとともに，多角

化実施に伴うリスクの軽減が多角化の取組を促進することを示唆する結果と考えられる。したがって，

中山間地域において多角化を振興する際には，非多角化農家に対して経済活動に関する知識とノウハウ

を提供する機会を増やし，多角化実施初期の農家lこ対してフォローアップ。を充実させるなど，多角化実

施に向けたりスクの軽減を図る対策が重要となるであろう。そのひとつとして，多角化への取り組みに

対する収入保険が考えられるc このフォローアップが現場に浸透することにより，危険回避度が高い農

家弘多角化に取り組みやすくなることが期待できる。

6.おわりに

農家経済活動の多角化は，近年，生産条件が不利な中山部地域において，その重要性を噌しつつあるO

しかし，全国の中山開地域を対象に，多角化農家の特徴を， リスク態度を含めて定量的に分析した研究

はほとんどみられない。また，農家の不確実性に対する態度と多角化行動との関係に言及した実証研究

は数少ない。そこで，本稿では，全国 15地域の中i1l問地域の住民を対象に行ったアンケート鵠査の結果

を朋いて，多角化と様々な農家属性，危険回避度や環境保全型農業の実施との関係について定量的に検

討した。検討の結果，多角化の実描と売上高に関する次の4つの仮説を支持する結果が得られたc つま

り，①多角化農家ほど，売上高が高い。②複合化を実施する農家ほど，多角化を実施する。@環境保全

型農業を実施する農家ほど，多角化を実施する。窃経営主の危険回避度が高い農家ほど，多角化を実施

しない。したがって，中山間地域における多角化は，農家の収益性の向上をはかる手段として存効であ

る反面，多角化の実施に際しては，作釘数，環境保全型農業および不確実性の存在に着目する必要があ

ることが指擁できる。つまり，多角化は，複数品目において実施が容易となり，環境保全型農業によっ

て生産される農産物の高付加価値化を実現する一手段としての役割を来たしていると考えられる。しか

し一方で，多角化には，農業生産に関するより多くの知識と経験に加え，経済活動に認する知識と顧客

獲得能力も要求されるため，特に多角化実施初期において，農家間で多角化の収益性の違いが大きく，
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危険田避的な主体は多角化の実施を避ける額向にあると考えられる。また，推定結果等から得られたリ

スク選好と多角化行動との相関は，直観的にも妥当な結楽であるように思われる。もし，保険市場が完

備されているならば，農家は多角化に伴うリスクをへッジすることが可能となるため， リスク選好は多

角化行動に有意な影響を及ぼさないと考えられる。つまり， リスク選好と多角化行動との相関は，保験

市場の不完備の存在が農家の多角化を阻害していることを示唆している。

検討の結果から得られる政策的な合意として，農家の多角化に対する支緩を，栽培・加工技術面から

経済活動までの柄広い側面において実施する必要があることが指摘できる。また，保険市場の不完備が

i:tjlj開地域における多角化実施の姐害要関となっている可能性があることから，たとえば，多角化に伴

うリスクをヘッジすることのできる収入保険制度についても検討の余地があるものと考える。

ただし，本稿は，全閣アンケート調査結果をもとにした分析に止まっている。今後は，本稿で明らか

にした点私事例分析によって具体的に検証する作業が必要で、あるものと考える。また，本稿では，農

家グループによる多角化への取り組み，環境保全型農業の内容と技術水準，多角化部内部にみた特質に

ついて接近できなかった。これらは，本稿の残された課題としたい。

註

1)斎藤[11Jは，全出農業会議所が実施した農業法人の多角化アンケート調資結果をもとに，多角化

への取り組み希望一採算一効果の開にギャップが存在することを明らかにしている。

2)たとえば， Just and Zilbelman [7 J， Fed巴retal.[2Jや Gardebr・oek[4 Jを参照。

3)胡 [6Jは，環境保全喫稲作経営を実践に，度接販売の実施が農産物の価絡形成に寄与しているこ

とを明らかにしている。

4)斎藤[l1Jは，農業法人の多角化の事業展開をマルチパスに分解し，多くの農業法人が，ますご宜接

販売に取り組んでいる実態について指摘している。

5) この点に関して，本稿で分析対象とする農家は，中山開地域の全農家の特徴を代表する標本とはい

えない点に留意する必要がある。

6)多角化部門数に関する推定において，被説明変数を，多角化の実施ありと 1，なし=0とする二項

プロピット・モデルによる推定をテストしたが，式のE当てはまりは表6の方が良好であった。また，

売上高の推定において，売上高がゼロの農家を除いた推定をテストしたが，式の当てはまりは表7の方が

良好で、あったO
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Abstract 

The diversification of the economic activities of farmin!! is becominσmore imnortant in hillv and b u... ~_""'''''.L.L 'U'.b ..........."" .....t"'._，...........，，~ .... Jt.L.L.LJ，，; 

mountainous areas， where production and market conditions are disadvantageous. Several previous studies 

indicated that the diversification of such economic activities as participation in farmer's markets and the 

establishment of new farming enterprises increased value-added farm production. However， in many cases， 

tミuτn巴rsface uncertainties based on the shortage of skills for new activities. The relationship between the 

div巴rsificationofぬrmingeconomic activities and tおkawareness has never been studied. 

In this paper， we investigate the factors of the diversification of the economic activities of farming and the 

relationship beれveensuch diversification and risk awareness using questionnaire surveys of farmers in hilly 

and mountainous areas in Japan 

Our main resu1ts ar右 asfollows: (1) The diversification of economic activities increasesぬrmsales; (2) 

Multiple farming is as a means of promoting the diversification of economic activities; (3) The adoption of 

conservation farming leads to the development of economic activities through value-added fann production; 

(4) F armers' risk awareness is related to the diversification of economic activities. 
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