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Information N etwork Structure in the Communal Farming for Organization Management 

Haruko Ogasawara (Graduate School of Agricultural Science， Kobe University) 

Haruhiko Iba (Graduate School of Agricultural Science， Kobe University) 

In a communal farming situation， wh巴reproduction space 
overlaps with living space， informal communication within 
the organization plays an important role in supplementing 
information for the formal organization and facilitating the 
smooth operation of business. Noticing this feature of 
communication within the informal organization， this paper 
deals with the following two issues: first1抗 toanalyze the 
structure and characteristic of th巴 informationnetwork 
formed among th巴 organizationm巴mbers，and secondly， to 
investigate the way that the organization management of 
communal farming builds the structure characteristic of the 
information network. To approach these issues， the data， 
which show the relation among the m巴mbersbased on， 
were analyzed using the network analysis. 
The structure of th巴scale-freenetwork showed that most 

of the edges were conc巴ntratedon s巴veralhub 0伍cers
including the union president， and few巴dgeswere put on 
the general m巴mbers.To conclude， on the on巴 hand，the 
structure shows an e妊Icientinformation network for the 
general members; on the other hand， the load on the hub 
director increases. Moreover， the lack of the connection 
among the general members could cause loss of diversity 
within the organization. To optimize this aspect， we would 
like to suggest the following two points: first1y， it is neces-
sary to reduce th巴 leader's load so as to facilitate the 
acqumng of a successor to the lead巴rshipposition， and 
secondly， it is necessary to induce various forms of commu-
nication among members so as to enhanc巴 thediversity 
within the group for optimal business development 

1 はじめに

多くの地域で、高齢化を伴った農業労働力の減少が

進む今日，集落営農組織 1)は地域農業の担い手のー

形態として，生産現場だけでなく政策的にも確固た

る位置づけがなされるようになった このような位

置づけの下で積極的に集落営農組織の形成を推進す

る地方行政も急速に増加しており，集落営農組織の

数も着実に増加している 2) 多くの集落営農組織は，

零細な個別経営が単独では困難な大規模・高性能の

機械・施設の導入による省力化と規模拡大による生
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産費の低減を目的とする これらの取り組みは，個

別経営の営農を補完・代替するとともに用水路やた

め池などの地域資源を保全することにより，地域農

業の維持を図ることである.さらに近年では，事業

を多角的に展開することにより収益性を向上し，地

域住民に所得獲得の機会を提供している事例も見受

けられる しかし集落営農組織が必要であると考

えられているにも関わらず，その取り組みが進まな

い地域は多く，また，組織の形成後に機能不全に陥っ

ている事例も見受けられる

このような状況が解消されない要因として，第一

に，集落営農組織であるが故の合意形成の難しさが

ある.近年，経営面積や保有労働力の質と量，農業
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所得依存度等における農家聞の異質化は拡大化して

いる.一方で，集落営農組織はこのような農家聞の

共同活動を基本としている. この結果，組織員であ

る農家が組織活動への参加から享受できる誘因にも

格差が生じることになるからである.集落営農組織

はこのような環境変化に適応しうる組織管理が求め

られるのであり，組織管理技術の向上が課題となっ

ている

第二に，第一の要因とも関連して，農業経営に対

しての認識や関心度といった営農意欲酉においても

農業者聞の異質化が進展していることがある 集落

営農組織は同じ環境に長年生活している農業者が形

成する組織であり，組織の運営に当たっても組織員

聞に種々の暗黙の了解がある.しかし営農意欲面

での異質化はその了解にズレを生じさせており，結

果として組織員聞のコンフリクトの発生要因となっ

ている.このようなコンフリクトは合意形成に多大

な非効率を発生させ，その調整に多大な時間と労力

を要するとき，集落営農組織の組織運営は行き詰ま

るようになる.

組織員の暗黙の了解についてのズレを緩和する上

で重要になるのが，組織員問の共通認識の形成や情

報の共有を図るコミュニケーションであり，組織内

の情報伝達機能が集落営農組織の事業成果に大きく

影響する このことは，後述するバーナードにいう

ところの非公式組織の機能に関係し，農業経営と生

活が空間的・人間関係的に一体化している農村社会

内に形成される集落営農組織では，特に重要となる.

換言すれば，公式組織における情報伝達性能ととも

に，非公式組織としての組織内の情報ネットワーク

の機能が問題となるのである.

以上の問題認識に立ち，本稿では，集落営農組織

にある，非公式組織としての組織員聞の情報ネット

ワークに注目し，次の二つの課題を設ける.

第一に，事例とする集落営農組織の分析を通して，

その組織員聞で形成されている情報ネットワークの

構造と特性を明らかにする.その上で，第二に，情

報ネットワークの構造特性を組み込んだ集落営農組

織の組織管理のあり方を検討するこれらの課題は，

本稿の分析枠組みが集落営農組織の組織管理問題に

関する有効な接近方法たり得るかの実証を試みるも

のである.

なお. 2つの課題に接近する方法については，近

年発展が著しいネットワーク論を用いることで，集

落営農組織内に形成されているネットワークの構造

的な特徴を定量的に特定することを試みる.集落営

農組織における非公式組織の人間関係を情報ネット

ワークとして定量的に検証した研究はほとんど見ら

れない しかし，人と人のつながり方に着目しモデ

ル化を行なう本論文は，新たな知見を導き出しうる

ものと考えられる.

2. 集落営農組織の組織管理と非公式組織

集落営農組織における組織の管理問題に関しては，

これまで様々な視点から接近が行われてきた例え

ば，高橋[l2J は，組織間関係論の視点から集落営

農組織聞の重層性を明らかにすることをとおして，

地域全体としての効率的な営農体系の形成の論理を

明らかにしている.また伊庭 [6Jは，農家間の多様

性・異質性の増大が集落営農組織内の機会主義的行

動を産み出しうる状況を形成していることを実証

し，その非効率の低減に向けた組織管理の必要性を

明らかにしている. これらの研究は環境変化に直面

しての組織体や組織員の行動原理を明らかにしよう

とするものであり，バーナード [3Jにおける「公式

組織」に関わる管理問題への接近である.すなわち，

共通目的，貢献意欲，伝達(コミュニケーション)

という組織の構成要素毎の性能を視点、とした組織運

営のあり方を基本的な分析枠組みとする.本稿が注

目する情報伝達に関しても，公式組織における情報

伝達性能に着目しての構造機能分析による検討が

行われてきた.

( 2 ) 

本稿はこれらの既存研究を基礎としつつ，公式組

織の運営に影響を与える非公式組織としての情報

ネットワークを視点、とし，集落営農組織の組織管理

問題に接近することを目的とする.

経営管理において非公式組織の重要性を指摘した

のがバーナードである 一つの組織に所属する人々

が公式組織によって規定される活動とは関係なく，

他人と接触し相互作用を行うことが頻繁にある.バー

ナードはこのような接触，相互作用，あるいはそれ

らに基づく集団形成には，特に意識的な共通目的が

明確に存在しないが参加する個人の経験，知識，態

度，そして感情に影響を及ぼすと注目した そして

個人的な接触や相互作用の総合，あるいはこれらに

よって自然発生的形成された集団を非公式組織とし
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てとらえている.

非公式組織は公式組織の制度を補強することも

あれば，対立関係を生じて相互に他方を修正しあう

作用が生じることも有る C7J公式組織における非

公式組織の一般的な機能として以下の三点があげ

られる.第一に，公式組織の伝達経路を補う伝達機

能である.公式組織を流れる情報は組織目的をフィ

ルターとする合目的的な内容に制限されるが，非公

式組織では公式組織の情報に更に，ある人の私的な

意見であったり，アドバイスであったりといった付

随的な情報も同時に流れ，情報は徐々に補完されて

いく.第二に，貢献意欲や客観的権威の安定を調整

することによって公式組織の凝集性を維持する機

能である.組織の団結力は公式組織から発生するも

のではない.個人の抱く感情が貢献意欲となり，そ

の組織員聞の貢献意欲が非公式組織上で調整され，

公式組織の目指す方向と一致する時，組織として初

めて団結する.そして第三に，公式組織の中で非個

人化された人聞が自律的人格保持の感覚，自尊心お

よび自主的選択力を維持する機能である効率性だ

けを重んじられ，自分自身を組織の中の一部としか

感じない場合よりも，組織の中の自分の存在意義を

再認識することは，生産性の向上にもつながる そ

して，その認識は公式的な組織からよりも，非公式

組織にいる個人の感情などから発生することが多

く，自らの選択でその場にいることの意義を補強す

る働きがある.このように非公式組織が公式組織を

補強するとき，組織は活性化し生産性の向上につな

がるのである.

集落営農組織の特性に照らせば，以上の非公式組

織の機能は極めて需要である しかし，集落営農組

織の組織管理問題に対して，明示的に非公式組織と

して接近した既存研究は見あたらない この点で本

稿の試みは理論的にも実証的に高い意義があるとい

えるのである.

3. ネッ卜ワーク分析の概要

Granovetter C9， lOJを嘱矢とする社会ネットワー

ク論は，ネットワークに埋め込まれた (embeddedness)

個人や組織の行為から，個人間の相互作用が存在す

る社会関係を明らかにすることを目的とする.ネッ

トワークのモデルはノード(行為者)およびノード

( 3 ) 

問の結びつきであるエッジを構成要素とし，ノード

とノードのつながり方に着目することによりそれら

の関係性から社会ネットワークの性質を追及する.社

会ネットワーク論におけるスモールワールドの最大

の機能は，ネットワーク内にショートカットを作るこ

とによって特定の場所に偏在していた情報を遠くの

ノードへ効率に伝達することである.スモールワール

ドの特性を持ったネットワークは，よく結合してい

る，のであり，情報や知識の伝達や交換，濃縮，新し

い知識の生産の効率を高めることが可能となる.

また，スケールフリー・ネットワーク 3)に関する

研究も近年のネットワーク分析の成果の一つであ

る.スケールフリー・ネットワークは，パラパシに

よって明らかにされたノードの次数(他ノードから

のエッジの数)分布がべき分布に従っているネット

ワークのことであり，大多数のノードはわずかなエッ

ジしか持たないが，ハブと呼ばれる比較的少数のノー

ドは大量のエッジを持っているネットワークのこと

である.スケールフリー構造のネットワークはラン

ダムにノードがダウンしたとしても代替経路の存在

によりノード聞の接続を維持でき，系全体の平均経

路長(平均最短距離)もほとんど変化しない.その

一方で，次数が高いハブがダウンすると系全体の平

均経路長は増大する つまりノードへのランダムな

攻撃に対する高い強健性と，ハブへのピンポイント

の攻撃に対する脆弱性という特性を併せ持つ.

社会ネットワーク分析では，あるネットワーク上

の複数の行為者の社会的相互作用によって生じる創

発特性(派閥，影響力，中心性など)を，ネットワー

クの構造特性に関わる指標(=構造指標)を用いつ

つ見つけ出すことが中心となる ネットワークの構

造指標にはネットワーク密度，集中化，グラフの直

径などがある.ネットワーク密度 (networkdensity) 

は， Iネットワークにおいて行為者同士の関係が， ど

のくらい密接であるのかの程度を示す指標である4)J 

集中化は， Iネットワークの内部の行為者の中心性が

どの程度分散しているかを示す指標である 5)J.また，

ネットワーク上の 2つのノードを結ぶ最短経路に含

まれるエッジの本数を測地線の距離と言い，その

ネットワーク上の測地線の最大値をネットワークの

直径という.通常，直径が大きくなるほど，ネット

ワーク内の情報伝達の効率性は低下する
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4. 事例分析

(1)事例の概要

本稿では，兵庫県 A市 B集落に設立された M営

農組合を事例とする.A市は京阪神への通勤時間が

約 1時間という社会条件下にあり，優良な兼業機会

を有する 一方で，中山間地帯に位置することから

圃場条件は決して良いとはいえず， A市の中央部に

位置する B集落も同様の条件下にある.また， B集落

では高齢化(高齢化率35%)が進んでおり，農業労

働力の高齢化と減少が同時進行している 全世帯数

は56世帯であり，内農家は 33世帯 (59%)である.

主業的農家は無く，平均経営面積は 1haである.

B集落では，平成2年に8名の有志によってM営農組

合の前身である農機具共同利用組織，共同事業改善

部会が設立されたこの 8名が中心となり平成 11年

に集落営農組織， M営農組合として再編された そ

の後，平成 12年には法人化(農事組合法人)に至り，

特定農業団体として認定されている. B集落内の集

落営農組織として設立された営農組合であるが，平

成 20年4月には隣接する C集落の生産者 10名が加

わり，現在の組合員数は 35名である理事は7名で

内， 3名が組合設立に関わった有志8名以外の組合員

である

M営農組合の経営面積は 40haであり，内，水稲

24 ha，黒豆 5.5ha，野菜他管理転作 10.5 haであ

り，主な活動は作業受託である 現在は，集落内だ

けでなく近隣集落からの受託も増加している 作業

のオペレーターは理事を中心とし機械操作のでき

る組合員が担当している.また，ひょうご安心ブラ

ンド認証を取得したコシヒカリや黒嬬米の栽培・販

売，農産物直売所への出荷，パス会社と提携した黒

同
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間
間
同
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日
間
山
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川
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⑮
同
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削
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図1. M営農組合組織図

豆の枝豆刈りツアー，神戸大学農学部の現地フィー

ルド受け入れなど多彩な事業を展開しており， これ

らの事業には高齢組合員や女性組合員が積極的に参加

している.図 lは， M営農組合の組織図であり， 7名

の理事が各々に事業を担当している.各事業には組合

員が(重複も含めて)配属されているが，組織活動に

対する認識の程度には差がある.

(2)調査方法

M営農組合員 35名の内，実際その集落に居住して

いない，あるいは一時的に他出している組織員 4名

を除く 31名を対象に対面法によるアンケート調査を

行った また，アンケート調査と平行して補足的な

聞き取り調査を行った.アンケートは，基本的属性

項目(年齢，就農年数，経営面積)，ネットワーク関

連項目(農業と自治のそれぞれに関しての情報収集

相手)，集落外に有する情報源についての項目からな

る.ネットワーク関連項目抽出のための質問項目は，

質問①「農業や営農組合のことについて知りたいこ

とがあった場合，どなたに聞きますかJ，質問②「自

治会のことについてよく情報交換をするのはどなた

ですかJ，とした.各組織員の情報収集相手について

は，全組織員の氏名を記載した名簿の中から上位 3

名を回答してもらった.

(3) M営農組合の情報ネットワーク構造

図2は，質問①に関して回答のあった 3名全ての

エッジを示したものであり，組織内の非公式組織と

しての農業情報ネットワーク(以下，農業ネットワー

クとする.)を図示したものである各ノードは理事

(bi) と組織員 (mi) を区別して番号を付し， c集落

m24 

m23 

m22 

図2.農業情報ネットワーク (1~ 3番目に聞きに行
く人全員)

( 4 ) 
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の組織員は (b6• b7• ffi18 ~ ffiZ4) である.

アンケート結果にみる M 営農組合の農業ネット

ワークの特徴は，組織の理事である 3 名 (b 1 • b3• 

bs)に集中してエッジが張られたことである(以下

では，この 3 名の理事 (b1 • b3• bs)をハブ理事と

呼ぶ) 具体的には，表 2にみるように，ハブ理事

とその他理事とでは入次数および次数中心性に大

きな差があり，ハブ理事がネットワーク内における

特定の情報提収集先として機能していることがわ

かる 6) とくに，営農組合長である b1に最も集中

してエッジが張られている また• b6は C集落に

居住する理事であり .C集落内の組織員から集中的

にエッジが張られている.一方，理事以外の一般組

合員聞には集落を問わずほとんどエッジが張られ

ておらず，ハブ理事と個々の一般組織員との聞の直

接的な情報伝達が，農業ネットワークの基本的な構

造となっていることがわかる.このように.M営

農組合の農業ネットワークはスケールフリー・ネッ

トワークとしての性質を有するといえる.また，図

3は各組織員が農業ネットワークとして最も重要と

する l名だけを示したものであり，図 2が示す農業

ネットワークの基礎的な部分を示すとものといえ

る.同図からは，営農組合長であるハブ理事 b1に

B集落・C集落を問わずほとんどの組織員のエッジ

が集中しており，情報源が一元化されていることが

分かる.

次に.M営農組合の農業ネットワークの構造特性

を定量的に把握するため，ネットワーク分析で定式

化されている構造指標を計算したのが表 1である.

表 lでは，比較のために自治情報ネットワーク(以

下， 臼治ネットワークとする. )の指標を載せてい

る.まず，ネットワーク密度は 1人当たりが持つ最

大エッジ数が3であるため農業ネットワーク， 自治

ネットワークともに高い値である. しかし，集中化

は，農業ネットワークがO.93と高く，ある特定の人

図3. 農業情報ネットワーク(第一位の相談相手)

に集中してエッジが張られているのに対し，自治

ネットワークは O.48と低い値であるこれは 2つの

集落によって自治会が異なるためであるが.B集落

だけの自治ネットワークの集中化をみてもO.70と農

業ネットワークより低く，エッジがより分散して張

られていることがわかる

また，ネットワークの直径に関して， 自治ネット

ワークの直径は 5(集落 Bにかぎれば 4)であるの

に対して，農業ネットワークの直径は 3であり情報

伝達性能が高いことわかる.

(4)ハブ役員の概要

表 2は，図 2において多くのノードが連結するハ

ブ理事 3名とそれ以外の理事について，属性および

連結の程度に関する指標値を示したものである 7)

まず，各属性の値から，ハブ理事の特徴として経営

面積が大きいこと，集落営農組織外にもより広い情

報網を有していることがわかる.その他理事との平

均を比較すれば，経営面積ではハブ理事1.61 ha.そ

の他理事 0.69ha. 情報収集相手先数ではハプ理事

42.3. その他理事 6.8である 以上のことから，ハ

表1.ネットワーク構造の指標の比較

農業情報ネットワーク

自治情報ネットワーク 2)

ノード数

31 

31 

ネットワーク密度

0.92 

0.85 

じ
vい，Al

・-、〈
J

内
ば
コ

中
一

a
A

集
一

0

0

グラフの直径

3 

5 

注:1)それぞれの項目について上位3人を選択する方式だが，どうしても 3人選べない人は.1位または 2位までの選択
になっている.

2)自治情報ネットワーク図については，紙幅の都合で掲載せず 調査結果から計測した数値のみ表している.

( 5 ) 
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表 2. M 営農組合理事の属性および中心性

水稲面積 営農組合外部の 農業情報 自治情報 農業情報 自治情報
(ha) 農業情報源数 入り次数 1) 入り次数 次数中心性2) 次数中，心性集落年齢

b1 (ハブ理事 B 65 2.00 100 29 16 0.97 0.53 

b3 (ハブ理事 B 67 1.35 22 21 9 0.70 0.30 

b5 (ハブ理事 B 68 1.49 5 18 11 0.60 0.37 

b4 B 69 1.62 14 7 6 0.23 0.20 

b6 C 66 0.20 7 5 5 0.17 0.17 

b7 C 64 0.45 4 2 9 0.07 0.30 

b2 B 69 0.50 2 。 1 0.00 0.03 

組合平均 66.5 0.68 7.2 2.1 2.5 

注:1)入り次数(in-degree) とは，特定のノード Aに向かつてネットワーク内の他の点から入ってくるエッジの本数
2)次数中心性 Cd(ni)とは，特定のノード Aが持つエッジの数 d(ni)からそのノード Aの中心性をみたもので，そ

の数が大きいほど中心性が高いことがわかる.本稿では，入り次数中心性を次数中心性とし.1つのノードが最大
で持つことのできるエッジ (g-1)に対して，実際に持っているエッジの割合を算出し標準化した次数中心性を表
している (0壬Cd(ni) -'" 1). Cd (ni)二 d(ni)+(gー1) [13] 

ブ理事は，農業経営規模が大きく，農業に関しての

情報収集活動が活発で、あることにより，農業経営に

熱心な理事として他の組織員から情報収集先として

評価・信頼されていることが指摘できる このこと

は，ハブ理事の一人である b5理事は組織設立に取り

組んだ最初の 8名ではなく設立後に参加しているこ

とからも，上記の特徴は単に組織設立の経緯に関連

してのものでないことが分かる

5. 考察

(1) M 営農組織の情報ネットワーク構造と特性

農業ネットワークの特徴は，組織の理事である 3名

(b1. b3. b5) に集中してエッジが張られていること

からスケールフリー・ネットワークの性質を有する

ことである 8) 少数のハブ理事にその他のほとんど

の組織員が直接にリンクしており， とくに営農組合

長が組織内の一元的な情報源として機能している.

このことにより非公式組織を流れる情報は同質化さ

れ，また正確かつ迅速に伝達されることが可能とな

る.さらに，情報の量と精度は，営農組合長を含む

3名のハブ理事がそれぞれ農業経営についての高い

知識と情報源を有していることにより担保されてい

る.以上のことは，少数のハブが非公式組織におい

て大きな負担を抱える一方でト，一般組織員が効率的

に情報収集を行うことを可能としている.すなわち，

探索費用を掛けずに少ない費用で，必要な情報だけを

収集するという，農業労働力が高齢化・減少してい

( 6 ) 

る農家の事情に合致した情報ネットワークが形成さ

れているのである.

しかし， このスケールフリー・ネットワークであ

ることの性質に注目してみると，次の二点が組織管

理上の問題として指摘できる 第ーは，ハブの機能

維持に関わっての人材育成の必要性である.一般組

織員は，情報力を有するリーダーが継続して有用な

情報を提供することを求めているのであり，そのた

めには，現在のリーダーが次のリーダーを育てるこ

とが不可欠となる. このことは，非公式組織だけで

はなく，公式組織としての M営農組合の存続に直結

する問題である.現在の理事の平均年齢は 67才であ

るが，若年世代の積極的な参画がない状況下で，世

代交代時の組織の崩壊が危慎されている.スケール

フリー構造を有する非公式組織における情報ネット

ワーク機能の低下は，公式組織の崩壊の契機となる

と考えられる.

第二に，少数のハブの影響力が極めて強いことと

一般のノード聞の情報的連結が少ないことにより，

組織内の多様性や創発性が損なわれる危険性であ

る.つまり，グラノベッターの言う「弱い紐帯の強

さj を備えていない状態であることである 組織が

環境変化に直面しつつその機能を充足するため，ま

た組織としての成長・発展を図るためには，多様な

組織員聞の創発的な交流が必要である.あるいは，短

期的には負の影響を及ぼすような摩擦やゆらぎも，

長期的には組織の成長・発展の原動力となる この
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ような組織の成長・発展の原動力となるような要素

を欠いた組織においては，意図的な組織の活性化策

が公式組織において実施されることが必要となる.

(2)情報ネットワーク構造と組織管理

上記の農業ネットワークに関する考察結果を踏ま

え最後に非公式組織としての情報ネットワーク構造

から集落営農組織の組織管理に関わる検討を行う.

まず，これまでの分析および考察の結果からは，

組織員聞の情報の不活性化と，情報伝達の中心とな

るハブの持続性の問題を指摘することができる. こ

れらの問題は直接・間接に集落営農組織の機能の充

足や組織の維持に負の影響を及ぼすものであり，組

織管理としてその低減を図る必要がある.

前者の問題に対しては，非公式組織における組織

員聞の活発な交流や情報交換が必要と考えられる

現在の M営農組合においては，作業受託事業のオ

ペレーターとして積極的に営農組合の運営に携わる

組織員と，少数ではあるが作業委託を主目的とした

一般組合員との聞の運営に対する関わり方に大きな

格差がある.特に，高齢農業者や小規模農家は組合の

事業において役割を見出し難いのが現状である. し

かし，組織の活性化を図る上で多様な組織員が組織

の事業に参加し活動を行うことが望まれることか

ら，より多くの組織員がそれぞれの個性を活かした

活動に参加できるような事業展開が必要である.現

在， M営農組合が中心的な役割を担って取り組んで

いる農地・水・環境保全向上対策事業や枝豆狩りツ

アー事業の活用，さらには野菜や花き等の生産，生

産品を利用しての加工・販売，直売所への出荷等の

ように，集落内の多様な住民が参加できる事業運営

が有効と考える 9)

次に，後者の問題に関しては，既述したように後

継となるリーダーの育成が不可欠で、ある.そのため

には，組織員農家の若年者を積極的に役員登用する

等の人事管理が必要となる.聞き取り調査では， I若

い内は本業の会社勤めが忙しく，営農組合の活動に

参加できないJI組合長の仕事が多すぎて，とても白

分にできるとは思えない」等の意見が聞かれた. し

かし後継者の育成は組織の死活問題であり，若年

者の負担を軽減する等の工夫により，まずもって組

織への参加を促す必要がある 組織への参加におい

て初めて組織が人を育てることが機能するのであ

る この点については農業面に限らず生活面を含め

( 7 ) 

た地域社会全体の問題でもあり，若年者の社会参加

を図るような制度の策定が望まれる.

6. まとめ

最後に，前節までの考察を再度整理することによ

り本稿のまとめとする

まず，事例とした集落営農組織の非公式組織とし

ての情報ネットワークに関して，その特性としてス

ケールフリー・ネットワーク構造を有していること

を明らかにした. このことは，効率的な情報伝達を

可能とする一方で，その機能の持続性と，情報交換

を通した公式組織の活性化に問題があることそ意味

する. このようなネットワークの特性は，公式組織

の運営に対して短期的にはマイナスの効果を与える

ものではない しかし，長期的な機能維持の脆弱性

や組織の不活性化から，公式組織の弱体化の引き金

になることが考えられる.

次に，上記の情報ネットワークの構造特性を組み

込んだ組織管理として次の 2点を提起する.

第一に，情報ネットワークの機能維持には，同組

織の後継者となるリーダーの育成が不可欠であり，

このことは公式組織の維持問題と一体である 次の

世代がなるべく早い時期に組織に参加しうることが

重要であり，そのためには若年者の負担を軽減する

ような措置・制度も検討されてしかるべきである.

第二に，非公式組織の活用という視点から，地域

に根ざした営農組合として，より多くの地域住民が

地域農業に関与するような事業展開が望まれる.事

業の多角化には今以上の労力や負担が理事や一般組

織員に求められ，抵抗感が強いというのが現状であ

る. しかし，より多くの地域住民が参画できるよう

な事業展開を図ることは，今後の組織の維持・活性

化のために検討に値すると考える.

以上，本稿の到達点として，組織の非公式組織で

ある情報ネットワークの構造特性を視点に組織管理

問題への接近を図り，その成果から分析枠組みとし

てネットワーク分析が有効であることを一定程度，

実証し得たと考える.

付記

本論文執筆にあたり，ご協力いただいた営農組合の

組合長をはじめ，組合員のみなさまに感謝の意を表し

たい.
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注1)本稿が対象とする集落営農組織は「概ね集落を単位とし

て形成される農業経営に関しての共同のための組織で 引用文献・参考文献

あり，かつ，組織員の多くが組織の活動に何らかの役割 [1 J A.L. Barabasi and R. Albert，“Emergence of Scaling in 

負担を担っている，あるいは参加している組織」である RandomNet羽IOrksぺScience，Vol. 286 (1999)， pp. 509-512. 

2)平成 20年2月1日現在の集落営農数は 13.062であり [2J安藤益夫「地域型生産組織の管理運営方式 兼業・高

前年対比 8%の増加である また. I集落内の営農をー 齢地域におけるーJ.W中国農業研究報告』第 6巻第 1

括管理・運営している集落営農」に限っては 3.505の 号 (1990). pp.I-21 

集落営農があり，前年対比 16.8%の増加と，集落営農 [3J C.Lバーナード著，山本安次郎・回杉 競・飯野春樹

の高機能化傾向が伺える. (W集落営農実態調査l農林 訳『新訳経営者の役割l ダイヤモンド社， 1956 

水産省，平成 20年3月 [4JD.]. Watts and S.H. Strogatz，“Collective d戸lamiCSof‘sma11-

3)スケールフリー・ネットワークの発現は「ネットワーク world' networks"， Natu陀，Vol. 393 (1998)， pp.必0--442

の成長」と「エッジの優先選択jという 2つの要因に [5J 稲垣保弘『インフォーマル組織と排除のメカニズム~ . 

よってもたらされることが明らかにされ，時間とともに 経営志林. 1993. 10. pp.73-82. 

ネットワークが進化するというメカニズムが明らかに [6J伊庭治彦『地域農業組織の新たな展開と組織管理1農

されている (Baraba'siら 01]による).現実世界の多く 林統計協会， 2005. 

のネットワークがこれにあたることがしられている [7] D. Krach紅白 andH. Je佐ey，“InformalNetworks: The 

4)安田 [13Jによる Company Behind the Chart"， Harvard Business Review， 

5) Freeman [8Jによって提唱された Vol. 71 (1993)， pp. 10ι111 

6)ハブ理事とその他の理事の区分として，農業情報入り [8J L.C. Freeman，“Centrality in Social Networks Conceptual 

次数 10を基準とした Clarification"，Social Networks， Vol. 1 (1978)， pp. 215-239 

7)各回答者で 1~ 3位の順位に関わる重要性が一様でな [9J M. Granovetter，“The Strength of Weak Ties"， A抑制C仰

いため，重み付けを外し，各エッジを等質のものと仮 ]our官alofSo口'ol~ω" Vol. 78 (1973)， pp. 1360-1380. 

定して分析を行った [lOJ M. Granovetter，“Economic Action and Social Structure 

8)集落営農組織は閉鎖的な組織であるため，ノードの無 The Problem of Embedde伽ess"，TheA制 erw仰 ]ournalof

限的な増加を意味する「スケールフリー」概念を適用 Sociology， Vol. 91 (1985)， pp. 481-510. 

することには限界がある しかし，スケールフリー・ [llJ R. Albert， H. Jeong and A.L. Baraba'si，“Error and attack 

ネットワークが形成されるもう一つの要因であるエッ tolerance of complex networks"， Nature， vol. 406 (2000)， 

ジの優先選択について，その概念の適用が可能と考え pp.378-382 

る なぜなら，理事を中心とするメンバーにより形成 [12J高橋明広『多様な農家・組織問の連携と集落営農の発

された M営農組の農業ネットワークは，新規で、加わっ 展一重層的主体間関係構築の視点から~ ，農林統計協

た組合員が先発する理事達に対し優先的にエッジを伸 会. 2003. 

ばすことにより成長したネットワークだからである[l3J安田 雪『実践ネァトワーク分析 関係を解く理論と

9)このような事業展開に関しては伊庭 [6Jを参照 技法l 新曜社， 200l. 

(受理日:2009年8月22日)
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