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数理計画法と GIS を用いて，都市地域，平坦地域，中山間地域における，農地･農業経営の空間的
配置からもたらされる集積の利益や外部不経済，および，それぞれの農地･農業経営がもつ地力や労働
効率といった非同質性を考慮に入れた地域農業計画の策定手法を提示した。また，そのために必要な
データの収集方法を提示した。さらに，同種の地域における実証分析によって，政策的知見や規範分
析とのかい離の要因を提示した。
問題の所在
数理計画法を地域農業計画に応用しようという視点は遅くとも 1960 年代には存在していた。すな
わち，いま複数の地区・プロセスを含む地域全体の所得もしくは利益をπとすれば，最大化すべきπ
は，π=r・x として表記でき，制約式は Ax≦b となる。ただし，x は地区別・プロセス別の稼働水準
ベクトル，r は利益係数ベクトル，A は技術係数行列，b は資源の制約量である。しかしながら，それ
ぞれが非同質的であり，相互に連なり，動かすことが出来ないという農地の利用方法をこのようなモ
デルで最適化しようとすると，いくつかの大きな課題に直面する。
一つめの課題は，非同質的である農地それぞれについての，利益係数や技術係数の現実的妥当性で
ある。従来，農地の生産性は，農家は経験的に認識しているので，実態レベルで分析する必要は無い
し，
農業者に質問したところで圃場ごとの生産性は把握できないという認識が支配的であった。
また，
かりに圃場の生産性を扱う場合でも，特定の経営体における記帳や実験圃場データにもとづく統計的
資料や，聞き取り調査に基づくものが主流であった。しかしながら，農業経営の規模拡大が進展する
ことにより，耕作する圃場の生産性を，経営者が完全に認識することは困難であるという事態が，す
でに生じている。また，個々の圃場の生産性が把握できれば，地域農業計画の策定に役立てることが
可能となる。さらに，1980 年代以降より，地理情報システム（Geographic Information System：
GIS）が普及し始め，圃場の区画面積や立地，種々の地理的特性を把握し解析することが容易となり，
実態レベルにおいて圃場の生産性把握に役立てることが可能な条件が整っている。とはいえ，2000
年代においてさえ，農業における GIS の適用それ自体が，新規性のある研究としてしばしば公表され
るという状況にあることも否定できない。
二つには，外部不経済，移動効率，共同利用施設効率といった，農地の空間的配置に伴う問題であ
る。例えば，ある地片とある地片の間に外部不経済が存在すれば，これを考慮しない最適化結果は，
望ましい計画案でない可能性が高い。とくに，分散錯圃制が支配的である日本農業の場合，かりに，
個々の区画の特性を正確に知りえて適地適作を進めることが可能だとしても，面としての土地利用を
経営や地域の観点から見た場合に，そのような計画は非効率となる可能性が高い。たとえば，いま図
１のように２種の土地分類（Ⅰ，Ⅱ）が存在する場合の作付計画を考えたとき，例１のように，土地
利用および所有関係が整然と分布している状況であれば，ⅠとⅡでそれぞれの土地利用を割り当てる
計画案を提示することが出来るが，分散錯圃の場合には，計算された結果が，例２のように入り組ん
でしまい，地域農業の観点から見て最適とはならない。また，図２のように，地区ⅰと地区ⅱを灌漑

するためにαとβのような用水路が必要な場合には，土地利用の最適化だけでなく，水路網のネット
ワークも考慮したモデルが必要となる。
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図１ 分散錯圃下での地域農業計画論の課題に関する模式図
出所）八木（2005）
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図２ 水田利用と付随する水利施設の関係の模式図
出所）八木（2005）

以上が，本研究に取り組む以前の問題の所在であった。以下に，これらの問題への接近方法および
地域農業への具体的適用について述べる。
農地・農業経営の個別特性の把握
特色のある地域おいて，地域内に存在する農地
や農業経営それぞれについて，土地生産性や労
働生産性を把握することが最初の課題となる。
たとえば，都市農業においては，露地野菜を市
場出荷する農業経営や，多品目の野菜を直売す
る農業経営において，圃場の細分化や宅地との
近接を考慮した場合に，どの程度の労働投入が
必要であり，どの程度の収益が得られるのかを
明らかにした（八木（2002），八木（2005），
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まず，都市地域，平坦地域，中山間地域など，
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図３ 移動時間の改善可能性「仮にすべての圃場が自宅に隣接
していた場合」との比較（多品目野菜直売経営）
出所）八木（2002）

Yagi（2006））（図３）。都市近郊の平坦地域
では，土地改良区を通じたアンケート調査およびヒアリングによって，地区別の水利施設および水田
の収益性を把握した（八木他（2005））。中山間地域においては，農家調査によって圃場別の収量サ
ンプルを把握して，地域全体の水田の土地生産性を推計するとともに，タイムスタディによって圃場
区画と作業時間との関係式を導出し，地域全体の水田の労働生産性を推計している（八木他（2004））。
空間的配置を考慮した地域農業計画モデル
次に，前節で求めたような農地・農業経営の個別特性の情報を用いて，その空間的配置を考慮して，
地域全体の計画案を提示する方法論が求められる。たとえば，耕作放棄地と隣接する農地は，病虫害
や雑草対策などの追加的費用を要したり，宅地と隣接する農地は，日照不足により作物の生育が阻害
されるといった，外部不経済が存在する。また，圃場間の移動や，圃場を結ぶ水路網も考慮する必要
がある。これらの問題については，数理計画法に「外部不経済制約」という制約式を設けたり，水路
網を整数計画法で示すといった対応により，モデル内に明示的に取り込む方法を提示し，地域農業へ
の適用を行った（八木（2005），Yagi（2008））。例えば，図４において，左図は労働時間 1 時間
当たりの収益という観点から見た，圃場個々の生産性の推計結果であり，右図は耕作放棄による外部

不経済，移動時間，水利施設の維持を考
慮した場合に，
一定の労働投入において，
地域の農業所得を最大化する耕作範囲を
示したものである。左図の圃場個々の生
産性が，まだら模様に入り組んでいるの
に比して，右図は，より面的な耕作範囲
の決定が重要であることを示している。
地域を対象とした実証分析
さらなる課題は，地域農業計画の範囲

図４ 圃場個々の生産性（左）と最適化結果（右）との比較
出所）八木（2005）

と同様の空間レベルにおける実証的知見
の提供である。これまで，全国レベルの統計を用いた生産関数分析や，地域内の特定の経営体を対象
とした生産費の分析は数多くみられた。また，地域属性と農業経営の特性との関係性を示した実証的
研究も多い。しかしながら，地域属性がどのような技術的・経営的構造を通じて，地域農業の持続性
に影響を与えているかという視点が軽視されていたため，地域レベルを対象とした規範的分析や地域
農業計画との相互比較が困難であった。すなわち，地域の農業関係主体にとって，操作可能，あるい
は何らかのアクションが可能な形で実証的見地から情報提供がされているとは言い難い状況であった。
そこで，日本の中山間地域を対象として，農業センサス集落カードデータを用いて，土地利用別の労
働投入の推計を行った。また，集落営農における収益分配の仕組みについても明らかにした。その結
果，最適化の結果では大規模経営が成立する可能性があるにもかかわらず（八木・永木（2004）），
現実には労働多投型の水田農業が中心であり，地代分配率の高さが，若い農業者の定着を阻害してい
る可能性が示された（森田他（2008），八木（2010））。さらに，イギリスの条件不利地域において，
デカップリング型の直接支払が，規模拡大と粗放化を促進する一方で，農業経営者の創意工夫の減退
を招いていることを，計量分析と経営実態分析の双方から示す試みも行っている（Yagi and Garrod
（2008），八木（2009））。
地域農業のグランドデザイン
グローバリゼーションが進行する一方で，地域の持つ個性を生かし，独自の取り組みを進めること
により，経済的にも環境保全的にも農村が持続性を保つことが重要となっている。こうした中で，地
域農業の将来像を空間的かつ経済的に提示し，実証的根拠を示すことは，農学に課せられた重大な使
命であると考えられる。農業経営学では，実態から法則性を導き出す実証的分析論と，規範的な方向
性を示す規範的管理論とが相互に対話しつつ，農業経営がかかえる課題に応えていくべきであるとさ
れているが，今日において両者の連携は必ずしも円滑では無い。また，近年は GIS だけでなく，リモ
ート・センシング，人工衛星による位置把握，クラウド・コンピューティングなど，地域空間を扱う
情報科学の進歩も目覚ましく，こうした技術が地域農業にもたらす影響を吟味し，技術普及にも携わ
りながら，
進取性をもって社会科学研究に取り入れていく必要がある。
これらの喫緊な課題に直面し，
与えられた時間を総動員しても，なお足りないと感じるところである。
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