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Multi Agent Simulationによる農業参入企業の定替要因分析

平良に
l山 野 敏*ネ

Analyses of the Retention Factor of Agricultural Market Entrants by 

Mu1ti-Agent Simulation 

Ryohei Yamashita (Faculty of Science and Technology， Tokyo University of Science) 

Satoshi Hoshino (Graduate School of Agriculture， Kyoto University) 

With the revision of th巴 AgriculturalLand Act in 2009， 
there has been an increase in the enむyofind臼strialcorpora-

tions into the agricultural business. The purpose of this 

research is to evaluate the retention factor of such agricul-

tural market entrants by Multi-Agent simulation which is an 

acc巴ssiblemethod to predict some dynamics of social sys-

tems based on a virtual model of society. In this analysis， we 

predicted the impact of s臼chagricultural entrants in terms 

of agriculturalland conservation and economic efficiency. 

As a result， the following points w巴resuggested. First， 
such agricultural market entrants do not contribute strongly 

to th巴 dissolutionof f呂llowpaddy fields. S巴condly，unless 
the withdrawal of agricultural market巴ntrantsfrom the 

area is forbidden， it is hard to avoid the early withdrawal 
of industrial corporations based on corporate decision-

making. Thirdly， when employment costs and other fixed 

costs can be covered by the non-agricultural sectors of the 

company， such agricultural market entrants may be able to 

gain su百icientprofits 

As mentioned above， it is thought from the aspect of 

sustainability and economic efficiency that the practice of 

the farm management by a private industrial corporation 

is not easy. However， the analytic model， used in this 
research， is based on the restrictive situation. 
So， it should become possible to achieve the clarification 

of more realistic retention factors by improving this model. 

1. はじめに

(1 )研究背景と目的

地域農業の新たな担い手の可能性として，企業の

農業参入(以下，企業参入と目前己)に関心が寄せら

れている 企業参入に閲しては， 1992年の「新しい

食料・農業・民村政策の方向Jにおける民業生産法

人制度の制定を端緒として， 2001年の民地法一部改

正， 2005年の農業経営基盤強化促進法の改正を契機

に段階的に枠組みが整備・拡張されてきた.そして，

2009年に施行された改正農地法により，企業や NPO

ネ }n京理科大学理工学部
京都大学大学院政学研究科

が直接民業経営を行う場合の貸借規制が大幅に緩和

され，借り入れ可能な農地が耕作放棄地もしくは放

棄地化する恐れのある農地から条件付きで実質自由

化された.また同時に，農業生産法人への出資制限

が民商工連携事業等の条件付きで上限 5害1)まで引き

上げられ，企業が農業市場に参入する機会が急速に

j広大している.

上記の関係法令の展開とともに、既に多くの参入

事例の評価が行われており，その効果と課題が報告

されている.例えば大仲[lJは，参入の経緯の違い

に着目し，特定法人貸付制度 (2009年 12月廃止)と

農業生産法人制度の参入経路の相違が経営に及ぼす

影響と実態調査を踏まえて整理している.また，地

域中小建設業に焦点を当てた被谷は， 70社へのアン

( 35 ) 
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ケートから参入動機や経営方針等を整理し(渋谷

(2J) ，業種特性別の営農形態の傾向を切らかにする

ことによって，耕作放棄地解消の可能性に言及して

いる(渋谷 (3J).あるいは山本らは，建設業以外の

業穣も含めた35社に対する窃談調査から参入形態と

経営実絞を整理し(山本ら [4J)，さらに受け入れ地

域側の行政担当者が有する不安を分析対象としたう

えで(山本ら (5J)，参入地域が導入していた農業施

策との連携効果を定設的に析出している(山本ら

(6J) その他，企業参入の代表的な産業である食品

分野と建設分野の参入特性の業稜間比較を行った大

仲(7]，松下・秋山 (8J，中西・桂 [9J等の報告も

見られる.

これらの経験的知見からは有益な示唆を汲み取る

ことが出来るが，何れも農地法改正前の参入事例で

あるために，参入企業と担い手農家や集落営農組織

など地域由来の経営主体との間の農地選択を巡る相

互影響を直接分析対象とはしていない 改正農地法

体制下では企業が優良農地を取得しうることを前提

とすると，他の主体との農地利用を巡る鋭合や衝突

も十分に想定され，依然として企業側にも受け入れ

る地域側にも不安材料は多い.

この現状に対する「新たな担い手として企業参入

に期待をするならば，主体問の相互作用を具体的に

したうえでその有効性や課題に闘して議論すべ

きであるよという問題意識が本研究の着想である.

そして，本研究の自的は，経営主体として企業が地

域に定着するための条件を検討することにある 方

法論として，主体問のi鶏係性やネットワーク構造に

着尽してシステム全体の変化過程在記述し，外部か

ら観察することが可能な MultiAgent Simulation (以

下， MAS)を適用する.MASは，分析対象となるシ

ステムな構成する主体特性，空間情ー報，社会条件等

を投影した仮想社会モデlレによる社会シミュレー

ションの技法である.

(2)対象地域

本研究では，神戸市西区内に実在する隣接した 6

集落群をモデル化の対象地域とした. この範囲を対

象とした理由は主に以下の 3点である.

l点目は，対象地域内もしくは近隣には認定農業

者や農業生産組織，特定法人貸付卒業により既に参

入した企業など多様な主体が存在し各々の主体に

対して実態把握が可能なことである これにより.

(36 ) 

地域特性を踏まえた Agentの構築が可能となる. 2 

点目は，地域内の全農地面積の 2割程度の農地が遊

休化しており，その管理が問題となっているなかで，

外部からの企業参入の余地があることである つま

り，現場の課題が本研究g的に対して適篠で、あると

いえる.3点目は， 6集落を総合して出入り作が非常

に少なく，利用権と労働力の取引がこれらの領域で

ほぼ完結しているため，モデル空間のシステム境界

の設定が容易なことである，これは， MASのモデル

設計において極めて重要な要件である.

以上より，本稿では， r地元水間経営農家と集落内

の農業従事者有志から構成される農業生産組織が活

動するj という対象地域の状況に対して，外部から

企業が参入するという仮想的な構躍を考える1) こ

こでは，多様な参入企業の形態を考えるために，地

域と関係が強く，実際に既に参入している企業(以

下.地域企業と略称)と，新たに農業分野に卒業開

拓をして参入した地域外部の企業(以下，外部企業

と略称)を仮定する.そして，受け入れ側の農家の

意図，企業の経営行動や撤退の論理を不確実要素と

考え，地域と企業の松互影響過程を明示的に考慮し

た:JE業参入の定義条件を解明する

2. MASの概要

MASは，実夜の意思決定主体の意思や閥的に沿っ

て振る舞う自律的な仮想主体 (Agent)の行動や主体

問の相互作用が系金体 (Systems)の秩序を決定して

いくというボトムアップの考え方に基づく理論であ

る Schelling (lOJによる近隣自己主1:会形成モデル

が今日のMASの起源といわれ，後に]oshuaM. Epstein 

(l1Jが民族関の対立や協調等の社会現象の動態モデ

ルとして知られるSugarscapeを提示したことにより，

概ねシミュレーションの技法として確立したとされ

る コンピュータ性能やインターブエースの向上に

伴い，社会現象や人間活動の分析・予測に捺して，

を総出して再現した仮想社会モデルによ

る実験的研究手法として，現在では広範な適用が試

みられている

MASにおいて，外生的要素となるのは，現実社会

から観察可能な Agentの基本性質(景・特性)，

決定機構，そして，モデル内で考慮する環境(社会)

の物理特性や社会経済条件である.他方，内生的要

素は， Agent聞の相互作用や環境(場)の状況によっ
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て変化する Agentの内部状態である.そして，あた

かも実際の社会の時間軸が進むように Agentが行動

する状況と， Agentの相互作用に起関するマクロな

現象の因果関係を観察することで，複雑な問題の発

見や解決を図るという研究手11援をふむ.MASは，構

築した仮想、社会モデルの部分的要素・全体像そのも

のが経時的に観察可能であることから，実証が悶難

な政策評価や計闘の事前検討段階で有益な示唆さと提

供しうる手法である 2)

3.分析モデル 3)

(1)空間構成

対象地域の白地図から集落の形状を再現して，対

象地域の情報を数潔的に表現し，制御できるモデル

惣間を構築した. このモデル内では，各 Ag巴nt含む

全ての空間構成要素を点として扱い，対象地域の農

地基本台帳(以下，台l阪と略記)をままに 2009年の値

である農家数 291性信¥領域総窃積 8，21km2，総農

地面積 244.3ha， 数 2，173に合わせられている.モ

デル内に点在する個々の農地は， i立霞情報として固

有の座標ぼy)が割り当てられており，属性情報と

して，面積，地区作業性心，作付け状況，休耕年

数等を含む.

さらに，実際に個別農家が居住する集落と合致す

るように Agent_農家 5)が点在し，シミュレーショ

ン初期の付帯情報として，偲々のAgent_農家は2009

年時点の所有農地頭績や借地面積，世議員を有して

いる.土地持ち非農家も存在し，農地の貸し手とし

て重要な役割を担うが，モデル内では f特に3三体的

に農業経営を行わない経営体j として流動化にのみ

関与する農家の一形態として扱うため，農地転用や

売郊等の行動は7JIJ途定義しない.同様に，集務毎に

当該集落内の農業従事者有志から構成されるAgent_

農業生産組織も点在し，それら Agentと農地は，所

有権や利用権の所在，あるいは機械作業受託による

作業従事によって間有に関連づけられている.ただ

し，モデル内には不在村地主が所有する農地は存在

しないと仮定する.

(2)農地利用に関する概念定義

1)作付体系及び経営行動の基本構造

モデル内の初期の作付体系は，台I娠に基づく 2009

年農地利用実績から個人単位で再現した結果，全体

としては水稲作付け本が 57%，転作農地及び不作付

( 37) 

け地が 43%となった.生産調整を与件として水稲作

付額績はこの水準をよi浪に設定し，現実にはごく僅

かながら存在する二毛作は捨象する.また，水稲作

の中核的な担い手となる Agent_農家及び Agent_農

業生産組織による転作作物は小麦のみと仮定する

(企業の取り組みは後述).なお，平成 20年度耕作放

棄地全体調査では対象地域内に著しい荒廃地(原野

化した土地)が認められなかったため，全ての農地

が利用可能な状態とした.

次いで，各 Agent共通の農作業体系を含む年間の

ρ)4 I )-'，刀 l
ヌ'0 I 

f動 I'(τi 
f}: I 側「

孟ーイ 担 | 
l 、

性凶 L
熔|綴

露し銭 作業時刻計算(繁単佼・経営全体)

! 【②経営評価1

次年度室長主主労働力の磁認(過不足を計鋒)

幾三送機械の災新確認(更新しない場合は作業委託)

! 【③内部情報更新】

図1.年間の基本的な農業経営の工程
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綬営行動を図 1のように繋理する この意思決定の

枠組みでは.Agentの自身の状況により経営拡大行動

(!Zl1④内の左枠)と経営縮小行動(開右枠)が選択

されるため，他の主体の行動に基づいて自身の経営

拡大の手段(対象)となる遊休地や作業受託の行動

が決定される.つまり，各 Agentが!順次意思決定を

行うことで相互作用が生起する構造となっている.

二期作は無く，会て作付け作物に関する作業工程が

単年度で完結する構造であるため，各 Agentが一通

りの意思決定を終えた持点でその年度が終了する6)

以下で，図 lの①から告の各主要局面における処

理構造を説明する.

2)圏場作業の構造

モデルで考慮する一連の盟場作業は，耕起，田植

え(水稲)もしくは播種(転作).水管理や草刈り等

を包括した管潔作業全般，そして，刈り取り(水稲)

もしくは収穫(転作)である.耕起は汎用トラクタ

によって，国植え・播種は悶植機・播積機によって，

刈り取り・収穫は汎用コンパインによって行われ，

これらの農業機械を完備する Agentは自身ですべて

の機械作業を行う.他方で，一部もしくは全ての機

械を所有しないAgentは当該作業を他者に委託する.

委託される作業は lつとは限らないが，複数の作業

を委託する場合でも全て同じ Agentに委託するもの

とし作業毎に異なる Agentが受託するという状態

は無いものとする.また，委託されるのは機減作業

のみであり，水管理作業を含めた全作業を所有者以

外のAgentが担う場合は農地貸借として処環される

3)経営評価

モデルでは，作付けについての収益や費用，ある

いは必要な作業時間を農地 1筆毎に割り出しある

Agentの経営全体での合計は，そのAgentが関係する

農地に対して上記の数値の総和と考える. この処理

を原則として，間 lの踊場作業の構造に基づいて各

作業にかかる持簡を以下のように定義する

まず，座標(x，lウにある農地(XYl7)に対して，

全ての行程を利用権者が扱う場合の作業時間

(W二hour(Xゎ)は，線形式(1)によって表される.

りou~x，Y)={富山ら)+え叶
xS川 mベS44U)

(38 ) 

ここで h (耕起…1.出植・播種…2.

刈り取り…3)あるいはその作業に相当する農業機械

自体(汎用トラクタ 1. 部植機・播種機…2. 汎用

コンパイン…3). Tmk: 1aあたりの作業hの作業時

間(h/a). Cd:作付判別夕、ミ一変数(水稲 O. 変…

1). Tc: 1aあたりの管理E・間接作業時間(h/a).S C<. y) : 

農地面積 (a). d (X. y) 通作距離 (m). Zjk:作業 h

を行うための通作回数.Z2:管理作業そ行うための

通作自数 V:移動速度(m/h)である.

さらに. (1)式から派生して作業受委託の場合を

定義すると，作業hに関する作業時間の項が受託殺

に移る構造となる(式は割愛) また，作付けをせず

に遊休地の保全管理のみを行う場合の作業時間は，

以下の (2)式のように表される.

研二hou~x，Y)=T，;l (Cd )xd(X.Y)x2x( Zf )/V (2) 

Tm1 (0) は水稲作付け用水田として• Tm1 (1)は

転作聞としての保全管理であり，行う作業は何れも

耕走塁のみである.

次に，所有者もしくは借り手が全作業行程を担当

して，農地じ引っを利用することで得られる利潤

CA ]rol (X Yl)を線形式 (3)のように定義する

げ 1・O¥X，y)=S(x，y)X¥Yiα叫叫叩)凶叫

3 ，、l

xRんd一凸(Cdωd)ト一2エ=lPMk/(伊D"(伶S品制d)ドxM科t)f ) 

-LC(Sd)xW_hou取.Y) (3) 

ここで• Yi C<.Y) :農gg物の収益 (kgla)8). PC:農

産物価格 (yen!kg). Cv:.変動費 (yen!a).PMk:機

械h価格 (yen).Sd: Agent種別ダミー変数 (Agent_

農家…O. それ以外...1) • n":機械 hの耐用年数

(year) 9). Mt:経営商積総計 (a).I(χY) 突勢地代

(yen). Rd:自作地・借地判別ダミー変数(自作地…

O. 借地…1).LC:労賃 (yen/h)である.

また，休耕地を借り入れる場合は，初年度に限り

休耕年数に応、じた復悶費用がかかるものとする 10)

さらに. (3) 式から派生して，農地所有者が機械

kを有しない状況で作業hを委託した場合の利潤の計

算式を定義する.つまり. (3)式から委託した作業

hに用いる機械hのt期滅fillH設却額が除かれるととも

に実勢地代Icx.Ylの支払いが無くなり，作業委託
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表1. ::l三な変数のデータセット

項殴 変数名 設定ii責

ヨE収数

水稲JVZ:盤

:'til在者米側(期主主の{庖)

51 (kgla) 

36 (kgla) 

210 (同!kg)

150 (円!kg)

6， 000 (F9 !a) 

3，500 ([弓!a)

2，500 (千丹)

1，500 (千円)

2，500 (千円)

1，000 (千円)

18 (年)

8 (年)

15 (年)

8 (年)

15 (年)

8 (年)

18 (王手)

8 (年)

f iX，YJ (0) 1，350 (F9 !a) 

f iX，YJ (l) 550 (門/呂)

川
一
川
一
山

ft波立号変{鮒(転作奨励金内iffi化) PC (1) 

水稲作変動焚(燃料終・肥料後等) Cv (0) 

きさ作変動焚(燃料後・nI<;料授与事) Cv (1) 

トラクタ際準価総 PM1 

凶綴軽量燦準11m格

コンパインj票率鮒務

綴滋機擦準{出I格

トラクタ;j'1j例年護士(Jl!!~ま)

トラクタ附周年数(その他)

EB綴機利f晃年委主(農家)

凶級機附周年数(その他)

コンパイン和JIll年数(後家)

コンパイン溺周年数(その他)

綴樋機利用年数(後家)

f議後機i耐用者三数(その他)

水田水綴!'I'小作料

Ji:!'1'小作料

緋起it会主料金(秋務 2 閲~+)

E日燃え作菜料金

13り耳元り!'I'菜料金

水害需緋主主作業時限(秋春2問ijrJ

麦!'f銚i包作芸室長寺IMI

水稲rnl筑え!'f.桑時刻(予子商込)

三去作総務i作業時間(育商込)

水稲刈り取り作業時間

変収穫作会主I時間

水稲管政(作業時間(乾燥?均整込) Tc (0) 

麦管理i'1'~長時間(詰安出荷込Tc(l)

1，200 (門 !a)

1，000 (f守 !a)

1，500 (門 !a)

1.2 (昨年間!a)

0.4 (r寺rt司!a)

0，5 (時路!a)

0，3 (時間!a)

0，7 (丹羽11]!a) 

0.3 (草寺i百l!a)

19 (待問!a)

0.1 (fl寺rlJl!a) 

家族労笈見綴高責(Jl!!2支)

rF梁労災(農家以外)

緋1匂j丞{乍箔i数

任i紛えは番弱D丞i'f.回数

メ11りJ&り(J間建)逸i'fIti]数

管攻作業通f下回数

(Jig総 3km以上)

徒歩移動速度 (~E綴 3km 未満)

LC (0) 0 

LC (1) 1，200 (円/時誌の

3 (問)

1 (問)

1 (問)

Z2 00 (回)

V 30 (km/時間)

V 1.5 (km/時間)

料金んk (門 la)が受読者に支払われる構造となる

(式は割愛)• ここでは作業委託は水稲のみとし，転

作用地において播稜のみ他 Agentに委託するような

状況はないとする.

以上で示した一連の定義式で渇いた変数のデータ

セットを表 1にまとめる これらのうち，農地利用

権や機械作業委託に対する価格は，実擦に対象地域

でおおよそ取引される倣格を参考に決定した.また，

農業機械価格や生産者米価等の水準，あるいは内容

別作業持鶴については，王子成 21年度農林水産省農業

経営統計調査及び農業物倣統計調査に基づく全調平

均値を代用した 11)

4)内部情報の更新

各 Agentは構成員の加齢等ーにより毎年労働力の総

量が更新される そして，当年度に喜きした作業時間

の総計と次年度の労働力総設を比較し次年度の経

営面積の調整を行う， Agent 4訟で労働力構成が異な

り，その更新の構造も異なるため，次項で詳述する.

また，保有する農業機械hが耐用年数に達した時

点、で，更新;意思を有する Agentは新規に購入するが，

更新しない Agεntは機械作業hを他の Agent

することになる.そして，委託希望の農地は他の

Agentが経営拡大な忍的に作業受託する対象となる.

なお，機械更新に捺する新品と中古の選択基準につ

いては緩めて多くの要因と絡んだ、動機を考慮する必

要があり(野口ら(14]).本研究の数理モデルでそ

の意思決定を正確に捉えることは弱難である.よっ

て，本稿では明示的にや定機械な規定せず. 11凶格や

耐用年数に稲を設けることによって同一機械種内の

多様性を表現しそれらを更新の際にランダムに決

定する

5)次年度の経営計蘭

余剰労働力があり，経営拡大の意思を有するAgent

は， 自身が望む条件に適合する遊休地や他者の作業

委託に応じることによって経営を拡大する.その際

比労働生産性 12) の期待値が最大となる条件，つ

まり (4)式の条件を満たす農地を借り入れるか，あ

るいはその農地での機械作業受託を選択する.

k'IA]叫X.ηI
maxbibh0141(4) txYí~ L / vy _nourrx.Y)J 

農地貸借の契約期間は所有者(貸し手)の意向で

ある α年 (α を外生的な確率変数)に定められ 13)

(39 ) 
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表 2 各Agentの設計にf'f-うとアリング対象とその傾姿

Agent種別

農家

調査方法

アンケート

実施期間

2009年 1月

j長業生産組織 ヒアリング 2009年 11~ 12月

地域食業 ヒアリング 2009年 11月

α年未満で借りそ子の都合により管理が閤難になった

場合は所有者に返却される. (4)式について補足す

ると，農地までの移動時簡を計算する際には，宅地

~農地問と近隣の農地問のうち小ざい方を計測して

当該農地に割り振るアルゴリズムを採服している.

そして，各 Agent は合計 30 分~1 時間という時間制

約 14)の中で、の最小移動距離を移動するよう考える

ため，農地の集団化の程度により，幾地の有利不利

が変化する よって.通常の利潤最大化の公壌では

なく，作業時間あたりの利潤最大化を仮定した.

ただし現実社会と同様に全ての場合で借地や作

業受委託が成立する訳ではなく，双方の選好関係が

合致する場合にのみ成立する.例えば農地所有密で

ある Agent_農家がAgent_農業生産組織との借地契

約を希望していない場合，あるいは借り手が保全管

理されている状態を条件にしているにも関わらず，

面積的・地理的に好条件であったとしても所有者が

保全管理していない場合等は，条件の不一致により

取引は成立しない.

他方，労働力減少や赤字の影響から経営を縮小さ

せる際には，漸次規模を縮小し最終的には離農(撤

退)へと進む.ただし経営縮小に関しては Agent

種別によって大きく行動が異なるため，次項以降で

詳述する.

(3) Agentの構築方法

現況に即した経営主体の行動様式をモデル化する

ための情報収集方法を表2に示す.Agent_外部企業

については，かねてから懸念される早期撤退の影響

を考慮するために多様な振る舞いを仮想的に設計す

るが，他の Agentについては現地から取得した各種

情報をモデルに実装することで，当該地域における

各主体の特性を反映させたAgentの行動を仮定する.

調査方法の概要は以下の示す通りである

まず，農家の特性を調査するため，神戸市全域の

耕作放棄地所有農家を対象に悉皆アンケートを実施

した 15) 平成 20年に神戸市全域で実施された耕作

( 40 ) 

調主主対象

緋{乍放楽地所有者(河市内全主主対象)

B営農組合(対象地域と向じく農業地主主の同市北区に拠
点，活動)・農業生産法人G (対象地域内に拠点，活動)

(株)T (悶市内に本社対象地域内で農業参入)

放楽地全体調査の結果を受けて，市の協力の下に耕

作放楽地所有農家と判定された会 314戸に配布し

回収数は 199(回収率 63.4%)であった.アンケー

トは，個別農家の属性項目に加えて，農業機械の所

有状況，農地貸借や作業受託の選択基準，遊休地保

全管理の意欲等の農業経営行動の特徴を抽出する内

容で矯成されている.2010年度農林業センサス概要

(慨数値)16)によると，神戸市の農家戸数は 3，754戸

であり，その内 61%が対象地域を含む西区に居住し

ていることから，アンケートの回答傾向が f対象地

域内において耕作放棄地な有する農家がとる一般的

な経営行動jを表すとみなした.その他の農家につ

いては. 2005年度農業集落カード兵庫県版(以下，

農業集落カード)による借入農家数，貸付農家数，

所有機械台数等の集計値をJ百貨援用して，振る舞い

の特徴を再現する

次いで.Agent_農業生産組織を設計ーするにあたり，

地元住民によって機成される地域の中核的な担い手

である B営農組合(同市北|玄)及び農業生波法人 G

(対象地域内)の協力を得てヒアリングを実施し対

象地域の農業生産組織特有の活動方針，借地選択主主

労働力構成，労働報関!i等の実態を把握した.こ

れらの調査によって浮き彫りになった特性が当該地

域の農業生産組織に特有であると捉えて， Agent特

性として反映させる.

他方， Agent一地域企業については，当該地域で平

成 18年から農産物生産を行う(株)Tに対して，作

業人員や緩営計臨等を問うヒアリングを実施した.

参入時の農地取得やや営農指導等の函において農業

委員会が適切に関与しており，金業論理と公共意識

が共存する Agent_地域企業の経営行動には，地域と

の繋がりが強いが故の科点や制約が生じているとい

う仮定を念頭において調査内容を設計ーした.

(4) Agent種別毎の主体特性

1) Agent_農家

Agent_農家数は，対象地域内の実在農家数と同数
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である 291戸であり，台帳において世帯員情報が不

詳の 11戸な除いて，表3に示す現況の世帯長構成を

代入する.年齢に関する情報が無い Agent_農家につ

いては， これらの情報を乱数により決定した仮想的

なエージェントとして生成する.各農家の世帯員の

農業従事状況については，農業集落カードにおける

対象地域の「就業状態別世帯員数J及び r(年鰐従事:

日数別)農業従事者数Jを利用して，表 4に示す確

率変数 P及びyによって決定する.なお，現実的に

は Pとγ，或いは 1Bあたりの作業時間の開には関

連性があると推察されるが，本稿では単純化のため，

便宜的に次のように仮定する.

毎年俄々の世帯員に対して表4の出現確率によっ

て当該年度の就業状況戸が定まり，それが 1(自;営

農業だけ従事)ならば 1Bあたりの作業時開は 8時

間. 2 (自営農業が主)ならば 6待問. 3 (その他の

仕事が ならば4時間，それ以外の場合は O時間

とする.そのうえで，同じく表 4の出現確本によっ

表 3. Agent 農家の経営ヨ三年齢と世帯員数

経営¥主¥主手i始!笠¥司¥法及数
1人~ 4人 ~ 7人~ 合長|

3人 6人 9人 (戸)

30 歳~ 39iIt<. 2 。 3 

40 自主~49 歳 8 8 1 17 

50 歳~ 59歳 20 45 2 67 

60 歳~69 歳 43 37 8 88 

70歳以上 54 41 10 105 

合計 127 132 21 280 

表 4. 枇務員の農業従事状況

変数 就染状態/年間j良薬従事日数 出現総塁手

1. 自営j災去さだけに従事 33% 

2. 自営際業が主 4% 

P 3. その{也のi:l:司王がヨミ 37% 

4. その他の仕事だけに従事 11% 

5. {:!:3jf.に従事しなかった 15% 

1. 59日以下 67% 

Y 2. 60 ~ 149日 20% 

3. 150日以上 13% 

て年間の従事日数 γが定まり， その積がきち該世情員

の年間農作業時間の上限と考える. したがって，世

帯員の農作業時間のよ|浪の総計が，その農家の

年度の農作業時間の上限となる.各世帯魚のリタイ

ア年齢は，農林業センサスによる農業従事者数が急

激に減少する 80歳以上とした.

各 Agent_農家の農業機械の所有状況は，初期の時

点で遊休地を所有する場合はアンケート結果を利用

して， トラクタ，悶横機， コンパインを所有する割

合をそれぞれ 66%. 62%. 50%とした 他方，集落

全体での所有割合はそれを下回らないと仮定し更

新判断比農林業センサスに基づく j畠去の所有機械

集溶総計のトレンドを参考にした.機械の不足分は

作業委託で裕うが，居手ぎの選好関係に基づく限定的

な範囲でのみ農地貸借や作業受委託が行われる.つ

まり，たとえ自身で管理が閤難である場合において

も望まない相手には農地を貸し出さないという行動

も取りうるうえ，条件として提示する地代水準も

倍々に異なる 17)

また，労働力減少の影響から経営を縮小させる捺

には，まずは直接的に利益を生まないその持点での

遊休地保全管理を通作距離が長い館所から停止す

る.次いで¥転作農地を上記と同様に通作距離が長

い箇所から遊休地化する.さらに単年度収支が赤字

となり，経営縮小の必要性がある場合には，借地や

作業受託の中から前年度の実績を元に労働生産性最

小の農地(作業)を割り出し，所有者(委託者)と

の契約を解i徐する(式は割愛).それでもなお経営縮

小の必要がある場合には，保有する農業機械そ順次

売却し部分的に作業委託に切り替えて，最終的に

は農地貸付を行うか，こと地持ち非農家となる.

全ての農地を貸し付けて，経営面積がゼロの状態

(モデル内では離農と同議)になると，所有する農業

機械を全て売却し保全管理能力を失う.

2) Agent_農業生産組織

各Agent_農家が手ぎする労働時間の一部を組織構成

員としての労役に充てることでAgent_農業生渡組織

が結成され，その収益から時給 1，200円程度の労働

報獄|を分配する.つまり，集怒毎の組織活動参加率

と農家毎の労働力拠出ネの差異により 6築港で総別

注)出現総本は.2005年のデータの説会に蕊づいて決定 に結成される農業生産組織の態様が決定する.ここ
しているーなお，詳細な記録は割愛するが，過去 20年
間これらの割合は殆ど不変であるため，本稿において では， ヒアリング対象の営農組合と農業生産法人の

もこれらの{総本は一定とする 実情を反映させて，築港内の 1割程度の農家の参加

( 41) 
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による組織として Agent_農業生産組織を考える.そ

して，参加者が供する労働時間の偶人差を想、定して，

偲人の年間作業時間の3割から 8割程度をAgent_農

業生産組織の労働力として分配すると仮定した 18)

農業生産組織にとっても労働力は有限であり，農

地までの移動時間も含めた作業時間が農地選択行動

の大きな制約条件となっている.それ放に借り入

れる農地の条件は，集落内であれば荒廃が進行した

耕作放棄地でも許容するが，集落外の場合は保全管

理された好条件の農地のみを借地対象とする.

経営規模拡大の際に見られるAgent_農業生産組織

の特徴的な経営行動としては，借地や機械作業の選

択基準として労働生産性の期待値によって判断せず

に，限界利主主が正である限り綴織の労働力の範関内

で逐次規模拡大を行うという点である さらに，経

営主体である以上は経営状況により総織の解散もあ

りうるが，水稲作や転作を積極的に担うことで耕作

放棄地の受け皿となっている側面を勘案して，米側

の下務に対しても，操業停tl:点を下回るまではj百毅!

を続けるように設計した.

3) Agent_地域企業

従業員が常時lO名前後である(株)Tを参考にし

たAgent_地域企業は，白菜やキャベツ，白ネギ等の

4種類の露地野菜を開場単位で I種類毎に作付けす

る 19) 作業日数も現況と IEJ じく半日勤務が半数と~

g勤務が半数であり，報器i!水準は時給1，500円である.

また通作距離の短ざと農地の管理状態を新規借

入の条件として，活動拠点から 1km以上遠方の農地

は選択しない.つまり，地域内の優良農地を積極的

に借り入れて拡大していくことはなく，現状の借り

入れ農地近辺で着実に借地展開をする意向である.

他方， CSRの経営理念や撤退による企業イメージ

の悪化を懸念し採算性が芳しくない状況下におい

ても容易に撤退は選択できず;既に借りている農地

を手放し好条件の農地に転々と移ることも信頼関

係の崩壊に繋がるために行わない 具体的には，近

隣の農地の借り入れは，参入時に借り入れた農地を

全て作付けしている状況でのみ可能とした 20)

この状況を踏まえて，単年度の経営収支に依らな

い Agent一地域企業の撤退の論理を定義する.つま

り，単年度の収支によって判断するのではなく， 1) 

を外生的な縫ネ変数として過去8年間を考え 21)そ

の開の総収入が総費用に等しくなる損益分岐点を下

(42 ) 

回っている場合に Agent_地域企業は撤退する.

4) Agent_外部企業

特定の企業を対象とせず，便宜的に上記の Agent_

地域企業と同等の規模(従業員数)の Agent_外部企

業を仮想的に設計する.労働報紛れま，平成 21年度厚

生労働省勤労統計調査 22)による建設業及び製造業

を参考にした.

農地の借り入れについては，初期時点で最も遊休

地左手が高い築港を参入エリアとして(拠点;形成)，よ

り企業的な経営を指向するため，常に労働力制約の

中で設大科j閣を上げるための会潔的行動として「借

入農地ののりかえ (Agent_地域:企業は行わないと

仮定)を行うものとする.つまり，その時点で借り

入れている農地よりも好条件の農地に対しては，現

状の借地を手放してでも借り入れる行動を取る.

また， Agent_地域企業と同じ種類の作物を作付け

する仮想、営農環境そ設計するが，採算性が高くない

農業経営には執着せず，参入の際に撤退が制限され

る年数 Eを外生的な確率変数としてお s生存経過後

は単年度収支で利潤が負(損益分岐点を下回る)の

場合には即撤退する.

4. ケーススタディの設計とその合意

Agent_外部企業の新規参入が地域農業に及ぼす影

響を予測し，地域に定着するための条件を考察する

ため，分析の枠組みとなるシナリオを表 5のように

設定する.また，各 Caseの予測結果としてのシナリ

オから以下の作業仮説を検証する.現段階では農地

配分に対する公約機関の介入を考えず;所有者が貸

し手として容認しない場合や上記で仮定した Agent

性震ーとの自定規制を除いては，地元主体，企業とも

表 5. ケーススタディのためのシナリオ

分類 シナリオの内符

Case 1 

Case 2 

Case3 

Case4 

Case 5 

Agent_地域企主主の徹退を強制的に禁止する

Agent_外部:iE業の撤退を強制約に禁止する，

Agent_，地域会議及びAgent_外部食業の搬送を禁
iとする

Agent3H支は農地貸借相手を限定せず.Agent_地
域企業及びAgent_外部企業の撤退を1禁止する.

Agen仁1"家は農地貸借総予を限定せず，両方の企
業の従業員への労働報機iを無償から最低資金水
療の悶で決定する(撤退はあり)
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に自由に借り入れられる状況を想定した

① 法改正により参入企業の取得農地の制約を廃

しても，撤退を直接禁止する規制を設ける以

外には定着の有効な策はなく，収主主部でも王位

業自身や地域内に及ぼす好影響は高く見込め

ない.

② 参入企業が農業以外の本業の収入から作業報

酬を補填し，農業収支として計上する労賃そ

限りなく低く見積もるならば，早期撤退は遊

けられる

以上の 2点の仮説の検証することによって，参入

金業が定着できる条件を検討する.なお，特に言及

がない場合比現地調査の結果をそのままモデルに

入力し，各 Agentの意思決定やその他の環境情報に

操作を加えない.

Case 1は， Agent_地域金業の撤退を強制的に禁止

し， Case 2では Agent_地域企業の撤退を認める反

甑 Agent_外部企業の撤退を強制的に禁止する.そ

してCase3ではそれら両方の食業の撤退を強制的に

禁ll:するシナリオである， Casel~3 の比較によっ

て，参入時の早期撤退規制の強制力を強めることが

企業に如何なる経済的負担を強いるかを洞察し，作

業仮説①を検証する.なお， Case 1 ~ 3は，アンケー

トに基づく現実的な主体問の選好関係が反映されて

おり，貸し手(遊休地所有者)が許容する属性の主

体との綴み合わせにおいてのみ農地貸借や作業受委

託が成立する.

Case4は，農地貸し付けに対する Agent_農家の選

好調係を廃したうえで肉食業の撤退を禁止するシナ

リオである.農地貸借における選好関係を廃すると

は，アンケートによって把握した Agent_農家による

貸付希望相手に関する限定を無くすことであるが，

借り手としての Agentの行動特性は調査結巣を踏ま

えてモデルで仮定した状態である.さらに Case5は，

Case4と同様に農地貸し付けに対するAgent_農家の

選好関係を廃したうえで¥労働報闘を農業収入に依

存しない状況を想定し，農業収支として計上する作

業報欄を便宜的に O(完全なボランタリー)から 2010

年兵庫県最低賃金の水準 (750円程度)の間で決定

するシナリオである.なお， Case 5では雨企業の撤

退行動は禁じていない

作業仮説①の検証は，参入する企業に対して示唆

的な分析である.つまり，地域との事前協議や自社

(43 ) 

の経営方針ーにより，当額は経営悪化による撤退そし

ないという前提で農業参入するにあたり， どの程度

の経営収支の後移を想定すべきかという点を評価す

る.評価指標は各 Agentの経営頭積，経常収支，及

び定着・撤退状況である.

作業仮説②の検証では，農業従業員への作業報醗

が保証されるという，卒業採算性に関するリスク対

策(余力)が食業にある状況での影響を評価し評

悩指標は作業仮説①と同様である.

なお，シミュレーションは各 Caseに対して 1，000

田実施し分析ではその平均値を用いる

5，シミュレーション結果と考察

表6はCase1から Case5までのシミュレーション

結果の一覧である.本研究で定義した収支計算式や

経営行動，及び撤退の論理に規定された結果である

ことを部捻として， これらの結果からは以下の点が

-;(fj守される.

まず Case1から Case3に関して， Agent_農家の

王子均経営蔚uliの推移やや核的な水稲作・転ff'の担い

手であるAgent_農業生涯組織の生産者余剰の予測i哀

を参照する限り， Case需の明確な相違は見られないー

つまり，農地貸借等に関する現況の選好関係な前提

としたならば，参入企業の特徴が地元主体に及ぼす

影響の差は大きくないと判断できる.

他方，新規参入した Agent_地域企業や Agent_外

部企業に関する将来予測では， 1000回のシミュレー

ション全てにおいて雨企業の利潤が正に転じること

なく，撤退判断の評価年数(前述 8)や参入時の撤退

規制年数(前述 s)とほぼ同時に撤退したことが確認

された経営収支の実綴と撤退行動が機械的に関連

づけられているため，やや強識された結果であると

も推察されるが，企業が撤退していない状況は，各

企業の撤退行動を強制的に規制した場合のみであ

るなお，企業参入直後は，全 Caseに共通して Agent_

農業生産組織の生産者余剰が一特急落し，企業撤退

後に徐々に持ち直しているものの，企業参入前の水

準には達していない 24) よって，本稿で構築した金

業的意思決定の下では企業の撤退は不可避であり，

経営面で評価しても Agent_農業生産経織に及ぼす影

響は大きいと半IJI1fTでき，作業仮説①が支持される.

また，企業利i閣の予測値をみると雨方の企業と

もに撤退を規制された場合の方が規制されない場合
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よりも低いが，特に Case4における Agent_外部企

業の利潤が最も低く推移している. この状態は撤退

の規紛がなければ既に撤退している状況ではある

が， Agent一地域企業ではなく Agent_外部企業の利

潤が著しく低下した要因として，現況においては地

域との信頼関係を意識して積極拡大を'漠む地域企業

とは異なって，擾良農地に積極的に経営を拡大した

結果として人件費等の費用が嵩んだためと推察され

る その推論の根拠として， Case 4に対して大幅に

人件費を低額に見積もった Case5では，大きく黒字

経営を達成しており， 20年後まで企業が定着し続け

ている. したがって，経営頭積を拡大するほど高い

人件費が経営を庄迫している反面，人件費等に関し

て外部資金による補填が十分に計算できる場合に

は安定した経営が可能であると解釈できる.つま

り，作業仮説②が支持される.

これらの分析結果から，企業が農業に定義する困

難さと問題点が浮き彫りになったと考えられる.

まず;企業が農業に参入して，数年間で初期投資

(国定費)を回収するという想定は成立し難いといえ

表 6. 各種 Agentの経営面積指標と経営収支から評価した企業参入が地域に及ぼす影響

1¥¥~¥¥-..............¥¥¥~¥1¥  

経過年数:毎の結果

参入預年 4年後 8年後 12年後 16年後 20年後

Case 1 63.11 62.70 64.13 64.38 62.18 57.65 

Agent_農家 Cas巴2 63.08 62.72 64.16 64.45 62.40 57.79 

平均経営面積 Case3 62.98 62.72 64.15 64.44 62.26 57.66 
(a) Case4 65.76 76.74 80.94 77.32 68.77 60.35 

Case 5 65.81 76.71 81.04 77.56 68.94 60.70 

Case 1 163.20 164.66 149.81 142.64 146.64 147.10 

Agent_地主主 Case2 163.89 62.53 。(撤退) 。(撤退) 。(撤退) 。(撤退)

:企業王子均経営磁穏 Case3 162.82 161.82 147.07 143.84 146.60 146.02 

(a) Case4 194.64 179.22 151.58 144.39 147.60 150.46 

Cas巴5 193.98 178.08 149.83 149.17 147.42 151.58 

Case 1 183.58 122.72 41.85 。(撤退) 。(撤退) 。(撤退)

Agent_外部 Case 2 183.54 193.19 184.15 176.79 213.18 269.80 

企業平均経営商務 Case 3 183.34 186.57 178.20 174.96 209.94 269.73 

(a) Case4 1365.75 1186.05 1038.45 999.54 1000.13 986.15 

Case5 1，369.44 1，183.32 1，058.94 1，027.43 1，019.43 1，004.85 

Case 1 1，316.45 796.12 906.57 949.60 995.62 1，033.71 

Agent_'良薬 Case 2 1，305.82 740.88 881.15 918.80 956.00 984.54 

生皮組織生産者余剰 Case3 1，308.80 774.42 869.79 930.50 968.41 1，000.52 
(千円) Case4 1，557.88 1，528.13 1，454.03 916.71 680.97 717.62 

Case 5 1，564.22 1，531.55 1，466.65 961.61 753.17 792.38 

Case 1 -575.67 一761.20 -679.07 …634.28 -628.26 629.28 

Agent_地域 Case2 584.86 -279.22 。(撤退) 。(撤退) 。(撤退) 。(撤退)

企業利i的 Case3 -631.17 一796.11 -685.54 -620.77 -651.67 628.69 

(千円) Case4 -409.97 -650.44 -555.63 -576.17 一602.57 -573.36 

Case5 2，304.10 2，002.99 1，543.10 1，451.79 1，497.63 1，470.23 

Case 1 2，125.24 -1，275.34 -361.74 。(撤退) 。(搬送) 。(撤退)

Agent_外部 Case2 -2，082.29 -1，909.86 -1，666.94 …1，440.90 -1，776.02 一2，215.41

企業幸IJ潤 Case 3 2，136.81 -1，958.26 -1，696.40 …1，478.81 -1，822.34 -2，220.09 
(千円) Case 4 -13，648.81 -10，780.88 -8，466.83 一8，138.97 -8，310.71 7，790.63 

Case 5 15，756‘72 12，600.44 9，624.67 9，307.67 9，567.41 9，271.42 

主主釈)生産者余剰は. (3)式(=利i悶)から協定資の項そ減じた綴を用いる

(44 ) 
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る.特に高付加{凶{菌作物等の収益性が高い作物を栽培 謝 辞

する場合や，高い利益還元本が見込まれる確突な販路

がある場合以外では，農業以外の本業からの資金補

壌が盟難な場合はさらに状況は厳しいものとなる.

現実的には，農業分野と関連が少ない他産業から参

入する際には，販路不足による販売不振やノウハウ

欠如による農作業の非効率化というリスクも存在す

る.つまり，農業面での収入のみによって宙定費を

回収することは困難であるという前提で企業は農業

参入を行うこと，そして，受け入れ地域は企業の早

期撤退が地域に及ぼす影響をあらかじめ提示して，

十分な協議の下に合意を進めることが重要である

また， Case 4や Case5では， Agent_農業生産組織

の生産者余剰がその他のCaseよりも{尽く予測されて

いることから，企業の定着が地域の中核的担い手で

ある集務営農等の組織の科益を低下させる可能性も

示唆される.この点について，地元主体と新規参入

:企業の共存が地域の調和であると考えるならば，そ

の実現は容易ではないことが危倶される.

6. 結論

本研究では，仮想社会モデルによる突験的な農業

参入状況のシミュレーションに優位なMASを適用す

ることにより，今後増加すると見られる農業参入企業

の定着条件についての考察を行った神戸市関区の突

復の集務を対象地域に設定して，地元主体や地域とI*l

係が強い企業の現実的な行動特性を細かに反映した

モデルそ熔築したことにより，過去の参入や撤退事例

からの経験的知見に限定されていた企業参入の情報

源に，将来予測という新たな視点を提示した

ただし本研究で想定した地域農業環境は，あく

まで限定的な状況を前提としたものであり，今後起

こりうる企業参入に伴う問題や摩擦を必ずしも網羅

的に捉えたものではない 具体的には，企業参入対

抗して地元主体は意思決定の枠組みを根本から変化

させることも考えられる.また，本来的には農家の

家族労賃見積額が経穏'行動に影響すると考えられる

が，本稿ではその点における議論を捨象しているな

ど，モデルの改良の余地も大きい. したがって，本

稿は首長苦手的研究段階ではあるが，今後の改良次第で

より現実的に求められる定着条件に言言及することが

可能になると考えられる.

(45 ) 

研究過程でご協力頂いた京都大学農村計額学研究室

関係各位，審査過程で建設的なご指摘をI長いた 2名の

資読者に対して，ここに燃して謝意を表する なお本

研究は，科学研究費補助金(諜題番号:20380134)及

び平成 22年度悶土政策関係研究支援事業による成果の

一部である

注J)開地化した耕作放粂二地に企業が参入し，そこで自社の

言十在留内で後主義経i遣を行うという機関ならば，考えるべ

き問題は企業内の絞首'問題が中心となる 本格では遊

休地が顕在化しつつも，依然として地元主体が活動す

る状況において，参入:iE茶室との競合を考祭するため，

このような地域を1限定したモデル化を行った

2)類似の概念に MicroSimulationがある.Micro Simulation 

は特定の喜gj祭(主に没者?や企業)の状態遷移とそれ

に付随する現象変化を織率的に連動させたゴド祭昔iモデ

ルである‘対して MASは，子，測される社会現象の変化

の望書民として，主体戸]二!二の;紛!i作用が明示的に扱われ

る 本総の場合では，農薬絞'~.:t体同士による土地・

労働力等の貸借を通じた協)J.非協力がそれに当たる.

3)分析モデルは. artisoc Version 2.6 (株式会社縦波計

関研究所)によっておも築した

4)例えば調n川・内閲[12]によると. 1lli1場の形状が('F~長

fl寺前}に及ぼす彩ーミ警は燃ね2害IJ程度の羨であることから，

j災地を利用する係に作業時間に綴かる重みとしてラン

ダム変数を設け。作業性の優劣の去を~IJ化を考i援する

5)以隊現実の主体にt割当するモデル内のAgentをIAgent_

主体名j と表記する 外部会主ミはそれ自体が怒定であ

るが.モデル!今で扱う場合は共通の形式としてIAgent… 

外務余業j と表記する.

6)絞委主の AgentのAf-恋、決定のJI慎序は， シミュレーション

実行毎にランダムに決定される. Agentは， 自身の状

況と自身の怒怒、決定のタイミングでのj司郎の遊休f災地

の自主鼠そして紛互作用の対象となる約手との関係伎

によって怒忠、決定の条{牛分岐での判断を決定する

7)以降，変数に下付き添え字 (X.lうが付されているもの

は• f，基地(X，lうに関係する及、数であることを怒tl沫する.

また問機に，下付き添え字けま，モデルによるシミュ

レーションが開始されて tJt!J隠 (t年後)の悠をおす.

8)細かな鋭合は書IJ愛するが，過去のトレンドにさ毒づいて

炭産物程Ii絡が下手喜する機造を組み込んでいる

9)三若者らは，複数地主主で約 1000t止幣の後2まに調査した紘一

泉から.農家{立法定耐周年数を大総;こ趨えて農業機械

を利用し続けるという経験約仮説を~i.iEしている こ

の点な反i映させて，本モデルでは.Agent_ Jl塁家につい

ては実質の「利用王手数j を代用する したがって，年

減悩償却額も{尽く見積もられる.
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10)有E自ら[l3Jによると，級生の処怒.阪場}認の整耳IL

霊長富手の造成4手作会長により己主露きした緋i1放還さ地を再生す

るには，放棄土手数lこ応じた'I!i:}干]が必空きであることが実

証されている放棄後 10年程度まで単調増加し，統ね

350，000 (河/lOa)怒皮に収束するという既往研究の知

見を援賂し，モデル内の復EB~奇形を定義する

11)詳細は林水産省絞Hr~í替i を著書照のこと (http://帆，V\v.

ma百.go必I/j/tokei!kouhyou!kensaku!bunya3.html)

12)労働生産伎の定義は従芸室長 1人あたりの生産主鐙:である

が，本モデルでは，占災家絞営単位の労働力を時間主主害事

で-j話するため，使3主約に労働時rmあたりで考えた

13)シミュレーション過程では 1~5 年を総主主とした

14)この符潟総約l之 E息地&tj遂でのとアリングの緩に「妓ね

1図の1'1'主義時限!としての限界ii1iJと回答した侍立主である.

15)災施手続き段階でf自民約のアンケート調まをと問時に災

絡せざるを得なかったため.五七三務に関する調査として

はやむを得ず記えまの対象範閲とした

16)隊第【{僚の詳絡は。兵庫県 Websiteを参照のこと (http:/

/web.pref.hyogo.jp/contents/OOO 167901.xls) . 

17)アンケートで(複数問答)は，放浮きi也の袋{寸相手とし

て't;t後組織等の地元主体を挙げた筈1)合は 18%. 企粂や

NPOを挙げた溺合は 13%守知人や綴類、を挙げた割合は

6%. その他と|号]f~ した筈1)合は 24~b. 死去[J希懇の寄1)合

は 17%であり，貸さずにm孝子を希望する害1)合は 58%で

ある また，燥地貸付に際して謹む地代収入(択一)

について，際機在員以上。 1採準額程度，有告をの総額で傑

察官夏以下，帝王僚でも良いとおi答した初会は， それぞれ

8%. 49%. 18%. 25%である

18)ヒアリング対象の集落営後経織への参加人数は 7人

後業生隊法人の従3定員数lま常時 5人程皮であり， とも

に祭主喜内の余農薬従事者数の 1制緩皮であった.また，

{iiJれの終成員も自家経営との完売任である.

19)各E室長長物のsZ収や阪売側役作付け作業待問は，農林水

長まも、農芸室経営統計調査品目別経銭'統計 (h枕p://v柄引"'.maff

go.jp(ytokei!ko吐lyou/noub叫llia，のから援用する。

20)これらの特徴は， ヒアリングにより実際に企業の取り

緩み、汰況を観察した泰三郎こ基づく

21)シミュレーション過程では 3~5 年を総後とした

22)厚生労働省による平成21王手線月翠!J労統計認査特別議Hを

総5誌の絡j元 (http://帆~.mhlw.go.jp/toukeiJitiran/roudou/

monthly/tokubetu/09/mk21maitoku.ht凶)を参郊のこと

23)シミュレーション過程では 1~ 10年を範i或とした

24)その苦言淘の可能伎としては.ie芸きが参入することに

よって農地利用秩序に苦しれが生じたことが考えられ

る.つまり，企繋が撤退後に Agent_m家の平均経営商

務が土台加していることから， 長室tt主祭E廷による効再三イヒが

溺られるはずの幾桑生長室組織の経営に彩認を及ぼした

と縫察される

(46 ) 
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