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1.農 場経営の変容とEDP

アメリカ合衆国では1960年代以降農業改良普及

組織を中心に個別経営に対して EDP(ElectrOnic

Data prOcessing)を 適用するための試験研究とそ

の普及活動が興隆し,個別経営による利用が増大

してきている。例えば1962年 ニューヨーク州を中

心とする北米東部12州 で農業改良普及事業として

はじめられた農場簿記の EDP利用の一つである

ELFAC(Electronic Farm Accounting)に 参加して

いる農場数を例にとると1964年で 726戸1)で
あっ

たものが1971年 には12州 の一つであるバーモント

州だけでも7,200戸2)に
増えている。また, ミシ

ガン州立大学ではじめた TELFARMの事例では

1964年■,260戸 3)か ら19764「約6,0004)テゴにゼ雰‐加農

場が増加している。

このような EDP利用は経営管理の機能的側面

からみれば計数的処理あるいは記録計算機能の分

化としてとらえることができる。更らに EDP利
用を経営分析,計画まで発展させた形態において

は評価,計画機能の分化といえる。

EDPの利用によって経営管理の計数的処理,

分析,計画の精度を従来のものより向上させるこ

とができるとともに,将来予測の困難性に対 して

も確実性を高め得ることから経営者の適正な意思

決定を補佐することができる。加えて,高速度で

データを処理できること,農場経営者がプログラ

ムそのものを理解できなくともそれが可能である

こと,すなわち処理目的に合ったデータ様式さえ

記入できれば^EDP利用ができることが EDP利
用の普及につなが つている。しかし,普及が進展
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してきている背景には上記の理由とともにアメリ

カ農業そのものの変容があることも事実である。

特 くに経営管理機能の分化を生起させた理由の

一つには農場経営構造そのものの変容に伴い経営

管理機能が急速に複雑化 してきていることに関連

していると思われる。すなわち,農場経営構造の

変容を要約的に示めすと第 1表の生産要素の投入

価額割合の推移に明らかなように労働に代替して

資本集約化が進み,他方で農場規模が急速な階層

分解を通して拡大 してきていることである (第 2

表),しかもこの階層分解は 分解基軸を 年々上層

に移行 しながら DynamiCに 展開して きて いる

(第 3表 )。 農場経営のこうした構造的変化は近代

的農場 Mo“m Farmingの 形成過程ともとらえ

られるが,高所得農業の追求一→規模拡大一 施

設 。設備の近代化―一→資本導入の増大といったシ

ェーマが そこに示めされて いると いえよう。 し

第 1表 生産要素の投入価額割合の推移

1940

1972

19∞ (推計)

資料 :Farm Financial DecisiOn― marking

第 2表 農場数,農地面積, 1戸当り平均農場

面積規模の推移
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第 3表 農場所得規模別構成割合の推移

農 場 所 得 規 模

年  次
000 平均

(中通)

2,875

4,119

6,773

10,432

資料 :Agricultur」 Statistics

たがって,個別農場がスケールメリットの追求に

展開方向をおかざるを得ないとすれば資本導入の

増大に伴う財務的 リスクの増大,それに随伴する

収益の制限,専門化等の経営問題に対 して先きゆ

きの展開方向のみきわめと経営管理の適正化が従

来以上に農場経営者の主要な職能となってきてい

る。中就,plan―dO―Seeと いった農場経営サイク

ルの諸過程における意思決定の的確性が経営を支

配するといっても過言ではないであろう。

第 2には,近代的農場の形成に伴う高度な研究

教育,訓練の要請が存在することである。特 くに

商業的農場など先進的農 場 経 営 者,後継者の教

育,訓練や普及員,教師,大学における研究教育

等専門教育を必要とする実践的要請が EDP利用

の普及に伴って高揚 してきていることである。

勿論こぅした EDPの利用に先だってコンピュ

ータ産業,OR手 法をはじめコンピュータを媒介

とする計量的分析,計画手法の発展があったこと

も事実である。

注

1)war“ n H.Vincent, Report, communica―

tians alnd coordination in state farnl lmanage―

ment extension programS enユ ploying electronic

data prOcessing metl10ds, June 1965.

ELFAC参 加州としては Newyork,Vermont,

Maine, New IIampshire, Massachusetts, Con―

neticut, Rhode lsland, I)elaware, Maryland,

Nevada,Coloradoな どである。

2) Inventory of EDP progralns used in Agri―

cultural Extension, :Extension Service U. S.

IDepartlnent of Agriculture, WVashington I).C.

May 1973よ り,但 しこれはバーモント大学の実

働数である。

3)Warren H.Vincent,Reportに 同じ。

4)聴取調査 (1976年 7月 )に よる。但しこれはミ

シガン州内だけである。TELFARMは 他の州で

も利用されている。

2.EDP利 用の現状

既に述べたように個別農場の大規模化に伴い経

営管理・計画 Business Management and plan―

ning;財務管理・計画  Financid Management

and planning,部門管理 Enterprise Management

等の適正化が急務となってきているが, EDPの

試験研究の方向は概ね二つの範時か らなり,そ の

第 1は農場財務管理の側面に属す るものであって

専 ら農場簿記 Farm RecordSの 処理に関するもの

である。この分野のものは部門分析,減価償却 ,

貸借対照表,税対策,家計費,農場経営分析等から

なり所得と失費といった比較的簡単な CaSe-low

分析から発展した経営情報 :Management lnfo‐

mation packagesで ある1)。 このための農場簿記様

式は一般に単式簿記に適用される場合が多いが ,

複式簿記にも適用されている。

第 2の試験研究の方向は,農 場 簿 記 をベース

に,あ るいは新たなデータ・ベースにもとづき農

場経営管理面に重点を置いた経営分析,設計そし

て最終的な意思決定のための補助 Aidsの開発で

ある。これは EDP packageSの 中では特定なもの

として研究開発が進められてお り,近年の動向と

してはこの分野の研究が可成 り進んできている。

1973年 の USDAの調査結果によると38大学の

改良普及組織とその教育プログラムに使用されて

いるコンピュータ設備は約36台である。設備をも

たない大学もあるが,多 くの大学では普及事業に

関連 した専用設備を設置している。機種の容量

的には中型程度のものが多 い。メーカー別では

IBM∞.4%,CDC 2.2%,そ の他8.2%と IBM

が主流を占めて い る。プログラム言語は,主に

１
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４
．

２
．

■
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農場経営一般

小  計

(線型計画含費用最小線型計画 )

農
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んき

酪

肉

豚

家

畜産一般

′Jヽ 計

うち重複しているもの

差  31(除 重複)

HFl : flnventory of EDP programs used in Agricultural
ExtensionJ Extension Service, U.S. Department of
Agriculture, Washington D,C. May 19?g },Do

Fortmn,cOb01,PL/1,そ の他 (Basicな ど)の言

語を使用しているが,Fortmnが 比較的多くその

中でも FOrtran Ⅳ が中心である。

EDPのためのコンピュータ・プログラムの開

発状況は38大学で552の プログラムを開発し実際

に使用しているが,こ の中には試験段階のものも

若干含まれている。開発状況を第 4表によってみ

ると以下のようである。
~~丁

函爾理訂島罰募医
:営
学

~関

係i不蚕:体両お西函蓼石苫

め研究開発の中心になっている。この中でも一般

的なプログラムが多く農場経営学全体で 299プ ロ

グラムのうち177(59.2%)が これに相当する。次

いで財務と税関係72(24.1%),農場簿記50(16.7

%)と なっている。この農場経営学関係の中には

線型計画63(21.1%),最小費用線型計画 Least cOst

Linear prOgramming 30(lo.o%)等 の線型計画

2`θ

次に畜産学関係が全体で 128(23.2%)プ ログラ

ムで農場経営学関係についで開発数の多い分野で

ある。内容的には畜種別プログラムで酪農関係が

最 も多 く48(37.5%),肉 牛 32(25.0%),養 豚 16

(12.5%),養 鶏16(12.5%),畜 産一般16(12.5%)

である。

植物学関係のプログラムは全体で29(5.3%)と

比較的少ないが内容的には農学16(55.2%),植 物

病理学および園芸学関係11(37.9%),林 学 2(6.9

%)と な つている。

この他にマーケティング関係 29(5.3%),農業

工学関係29(5.3%),4-Hや 農村開発,家政学関

係 5(o.9%), その他 33(6.0%)と 総計 552の コ

ンピュータプログラムが開発され 実 働 状 況にあ

る。 しかし,こ れらのうち 129(23.4%)のプログ

ラムが重複 しているので実際には 423プ ログラム

が特定目的のためのプログラムといえよう。

研究開発状況は各大学によって異なるが,開発

数の多い大学としてはバージニア大学49を筆頭に

ミネソタ大学44, ミシガン州立大学44,マ サチュ

ーセッツ大学36,パデュー大学25,ウ ィスコンシ

ン大学25,コ ーネル大学24な どである (第 5表 )。

個別プログラムの実働状況は各大学の普及事業へ

の取組みや教育的対応によって様々であるが38大

学でみれば総計で約67,848本 ru郎 と公表されて

いる。

552プ ログラムの中で単一の プログラムとして

最 も多量に実働しているのは先にも触れたバーモ

ント大学の ELFACプ ログラム ELFAC Tran―

saction List, ELFAC Operating statement,EL

FAC cash F10Wの各々で7,mO本 mnSである。

次いでイリノ イ大 学 の Data pr∝esng(1)2)

6,600戸,同 Data pЮ cessing(2)3)5,300戸 であ

る。これらのプログラムはいずれも農場簿記をベ

ースにした EDP利用にもとづ く処理プログラム

である。

こうした農場簿記をベースにしない単一プログ

ラムで最も実働数の多いものには ミシガン州立大

学の酪農経営における費用最 小 問 題 プログラム

アメリカ農場経営におけるEDPの利用と適用問題

第 4表 SOftWa“ の開発状況       プ ログラムが含まれている点が注 目され る。

農場経営学

畜 産 学

植 物 学 農

マーケティング

農業工学

その他 (牛H,農 村開発,家政学)

その他 (含統計学)

合   計
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０

７

９

リ^

７
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１７
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(54.2)

(23.2)

(5.3)

29  (5.3)

29    ( 5.3)

5  (0.9)

33    ( 6.0)

552   (100.0)

学

植物病理学及び園芸学

・６

・１

２

２９

学

計

林
　
小

璃
　
欄
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第 5夢 EDPの開発と実働数の概要

実  働  数
大   学   名

Alaska

Auburn

Clemson

Colorado

Connecticut

Cornell

Florida

Georgia

Hawaii

Illinois

Iowa

Kansas state

Kentucky

Maine

Massachusetts

Michigan state

MiDBesota

Missisippi state

Missouri

10

355

10～15

622

200

650

2,219～ 29

1,236

1,549

90

4,497

22

398～ 403

128

22,766

1,638

30

51

395

資料 :前掲に同じものから作表した。

注:1)Virginia Polytechnic lnstitute and State Univ.

2)第 4表のプログラム総数と本表の数値とに若干相違がある。実働数においても同様である。

Least―cOst Dairy Rationで 3,886本があげられ  ログラム処理料金をみると80～ 150ド ルの範囲で

る。                      ある。しかし農場簿記関係の処理料金は他のプロ

大学によって実働プログラム数と開発数とは必  グラムに比較し相対的に高い傾向を示めしている

ずしも正比例していないが,それは開発時期とも  のが特徴である。勿論,簿記処理には相当の時間

関係している。例えばミネソタ大学の場合,開発  と労力を必要とすることも高費用の原因である。

数が多い割には実働数が 800本 と比較的少なく,   農場簿記以外のプログラムで高料金をとってい

これは開発が1970～72年に集中しているためでぁ  るものとしてはペンシルバニア大学の線型計画プ

る。しかし年々利用が増える傾向にある。     ログラムで 150ド ル相当である。線型計画プログ

各大学でもつプログラム全体の実働数の多い大  ラムでもオクラホマ大学の LP―Farmの場合は80

学をみるとバーモント大学22,766本 , ミシガン州  ドル程度で大学によって処理費用に差 が み られ

立大学6,966本 ,パデュー大学4,497本,ク リムソ  る。勿論,線型計画の内容を吟味しなければ一概

ン大学3,704本 ,オ クラホマ大学2,229本などであ  に費用比較できないが,相対的に高度なあるいは

る (第 5表 )。                  複雑なプログラム程高費用となっているのが実情

こうした農学全般にわたる EDPプログラムの  である。

実行に必要な費用 (利用料金)は総体的には必ず   こうぃぅた EDPの 利用者の多くは農場経営者

しも高いとはいえないが,一プログラム当り処理  でぁるが,大学教育,高校教師,普及員,銀行員

料金の範囲は零から190ドルである。この中で最  などによって利用されている。

も高い料金をとっているものとしてはペンシルバ

ニア大学の財務簿記プログラムFinancial Re∞ ←   注

dsで 190ド ルである。他大学における簿記関係プ   1)sydney c.James and Everrett Stoneberg,

プログラムの
開 発 数大   学   名の

数
プログラム
開 発

実  働  数

２

　

ｍ

６

１

３

・８

９

・０

２５

４

２

５

１１

お

■

２

２５

Montana state

Nabraska

New Hampshire

North Carolina

North Dakota state

Ohio state

Oklahoma state

Oregon state

Pennsylvania state

Puerto Rico

Purdue

South Dakota state

Tennessee

Texas

Vermont

vPt & su (1)

Washington State

West Yirginia
'Wisconsin

10

814

3,704

1,277

82

1,997

150

662

79

12,207

120

220

150

310

1,250

6,966

794

306

245

５

１１

８

３

２４

１

９

８６

４

４４



EDP利用の有効性が 認識されるにつれてその

利用が増加する傾向にあるが,実際的に問題がな

いわけではない。例えばミシガン州立大学の TE
LFARMの利用者 (農業者)に対する調査結果と

して次のような問題が提起されている1)。

(1)時間をとる           33%
(2)複雑である           26%
(3)費用が高い           16%
に)報告書の送付が遅い       9%
(→ 誤差がある           9%
(6)個人的サービスが不充分     7%

計             loo%
(444人の協力者による)

これらの問題点は,ソ フト・ウエア Softwa“ ,

情報システム,配送システム,費用等に関係する

EDPシ ステム全体の問題点としてとらえられる。

そこで以下これらの諸点について若干の考察を加

えると次のようである。

(1)ソフト・ウエア開発上の問題点

EDPは農場経営に関する調査研究, 普及事業

や個別経営データの処理,分析に対 してきわめて

大きな実用性をもっている。しかし普及事業や個

別経営に EDPを適用する場合に多 くの制限要因

があることも事実である。その中で最も大きな制

限要因となっているものはコンピュータ・プログ

ラムである。すなわち,調査研究などにおける間

題解法に対してはきわめて理想的な形で適用が可

能であるが,「 日々ベース」で行われる実際の農

場経営の実行過程における意思決定やそれを補助

する普及員の職能に対 して役に立ちにくいといっ

た点が指摘される2)。 換言すれば調査研究等で要

アメリカ農場経営における EDPの利用と適用問題               245

Farm Accounting and Business Analysis,IOwa  求されるソフト・ウエアと普及事業等で要求され

State University Press,Ames.Iowa 1974,   るソフト・ウエアとの間にギャップが存在すると
p.lЮ°                  いうことである。このようなギャップの原因は間

2)農場財務簿記と生産記録帳をもとに減価償却予  題をとりあげる視点の相違に起因する3)。

定を作成。                   そこで,普及事業や個別経営に対 してソフト・
の 農場財務簿記と生産記録帳をもとに財務計画,   

ゥェァを開発する上で必要なことは次の三点であ
経営分析のための報告書を作成°

          る4)。

3.EDP適 用上の諸問題
1.情報の明確化

2. スピー ド

3.信頼性 (確実性)

情報の明確化は inp載―o■putの両方に共通す

ることで利用者 (農業者)が理解できる「用語」に

関する問題を解決することである。次にコンピュ

ータ自体は大量のデータを高速処理するがデータ

の inp載 までの準備的時間, inpu←outp世 の所

要時間, outputデータの伝達時間を必要とする

ために利用上これらの時間的短縮化をいかに可能

にするかといった問題が生ずる。そこで次ぎのよ

うな点の解決が主要である5)。

1.デ ータ受入からデスパ ッチするための標準

的記入手順

2. データ 。パ ンチとコンピュータ 。タイムの

優先

3.デ ータ・パ ンチの面当

4.ハ ー ド・ウエアの信頼性

5.プ ログラムの複雑性

更 らに合理的な経営情報システムの確立,コ ン

ピュータ設備 (あ るいはセンター)と利用者間にお

ける合理的配送システム Deliverly Systemを シ

ステム・デザイン SyStem Designの面から検討

することが重要視されている。

(2)経営情報システム

ソフト・ウエア (プ ログラム)の利用に際しては

農場経営問題等の分析的枠組に対 してソフトウエ

アを供給する経営情報システム (Mana"ment ln―

fOrmatiOn SyStem)を 確立することである6)。 この

システムはデータ 。バンク Data Bankと ソフト

・ ウエア (プ ログラム)か ら構成され,個別経営の

内部データおよび外部データ(市場情報,利率他)

をデータ・バンクに貯えるとともに分析,計画手
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法に関するプログラムもデータバンクに貯え利用

者の要求に応じてそれらの処理を実行 し得るシス

テム設計の必要性が指摘されている。このシステ

ムは配送システムとともに重要なシステムの一つ

である。

(3)配送システム

配送システム (Denverly system)に は利用者の

情報収集からinputデ ータの作成,データ処理 ,

Outputデ ータとその伝達までのプロセスが含まれ

るといえよう。したがって,配送システムはハー

ド・ウエア,ソ フト・ウエア,利用目的,普及組

織の地域性などによってデザインの仕方が異な つ

て くる。 しかしこの配送システムは EDPの 適用

において最も重要なシステムの一つである。特く

に利用者の情報をコンピュータに inputす るまで

の段階と Outputを 農業者に伝達する部分過程が

強調され る点 で あ る。Time―Sharing system,

TOuch■one phone System,Remote Terminaユ

SyStemな どは上記の強調点に深 く関係 したシス

テムである。この物的システムと人的システムと

をいかに合理的に調整 し協同させるかといったこ

とが配送システムの要になっている。例えば,ミ ネ

ソタ大学の事例
7)では配送システムの実際の担当

者は普及員や地域の agentsで これらの人達によ

って機能 している。しか しこれらの人達は単に配

送システムを構成する一員にすぎないというわけ

ではなく, ミネソタ大学 Extension Farm Mana―

gementで 開発 した EDPプ ログラム (Computer

Decision Aids)の 開発と発展に密接な関係をもっ

た人々である。そこで Computer DecisiOn Aids

を農場経営において有効に機能させるためには普

及組織が農場経営者の意思決定を Computer De―

cislon AidSに よって補助 するといった共通の目

的にしたがって機能することが重要である。普及

員や地域の agentSは 普及組織の中では現場の小

作業グループを形成し配送システムの重要な一系

統の位置にある。そのために州 (及び大学)と地

域の小作業グループとの間においては Computer

DecisiOn Aidsの 普及に当って COmputer D∝ i―

sion Aidsの方向づけや普及上の目的に対 して共

通の目的を得ることに努め, Computer Decision

Aidsが真に農場経営の補助手段として 機能する

ために利用者と供給者 (USer―Teacher)間 に合法的

で,且つ創造的な自立配送システム (Self Sustain―

ing Deli“ rly System)と もいうべきものを組織的

に動かすことに努力が払われている。

第 2に は,上記の配送システムを 更 らに地域

(郡ベース)の農場経営と密着させるために Remo―

te Terminal System化 をどのように進めるかと

いった問題である。この先駆者的役割を演じてい

るミシガン州立大学
3)の

場合は普及組織の現地事

務所 (郡ベース)を コンピュータ 。ター ミナルにす

る試みである。勿論,こ うした事業には財政問題

がつきまとうことから TOuCh― tone TelephOneと

Teletypewriterに しぼって経済性の検討を加えた

結果,後者はinpu←Outp■ が複雑で高費用 (月 間

リース料約70ド ル)であること,前者は比較的経済

的(同 10ドル)で あることからター ミナルはTOuCh―

tone′I｀elephone lこ するとともに Andio―response

Unitに している。 しかし,こ のタイプのター ミ

ナルの実践性について若千の問題が提起されてい

る。それは当初問題視された inp載―outputの 許

容量に関する問題ではなく,農業者の情報が限ら

れていることと,input様式が比較的複雑なため

農業者と age並Sに とっては様式を完了するため

に多少の時間と努力を強制するので受け入れられ

にくい傾向にあるということである。この点を改

良するために inp■ データの精度の向上と農業者

と agentsの フラス トレーションを最少限にする

ために Telplanプ ログラムのデザインに取組まれ

た。この課題を達成するために前述のソフト・ウ

エア開発上の問題点の中で指摘された同質的内容

である用語問題があげられている。つまり,農業

者と agentsが inp直 様式に関する専門用語を読

んで容易に理解できる様式にすること,経営の広

範囲にわたって使用できる様式をデザインするこ

とに努力が払われていることである。この後者の

点は次のプログラムの統合化に関連する問題点で

もある。

(4)プログラムの統合化
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ソフト・ウエア開発においては オ ク ラホマ大  増の負担をもたらすようなシステムであってはな

学, ミシガン州立大学,イ リノイ大学,マサチュ  らないということからシステムを設置,拡張する

一セッツ大学,ミ ズー リ大学,ミ ネソタ大学,そ の  に当っては当然のことながらシステム,デザイン

他の大学においても同様であるが,特定目的の解  面か らの比較検討をする必要がある。こうした点

法あるいは処理のためのプログラムを開発するこ  が EDP普及上の一つのネックともなっている。

とから出発 している。 しかし,実際の農場経営に   注
おける意思決定は特殊な問題に限定されているわ   1)A.McMiilan,H:Werth,J.Doneth,Agri―
けではなく,む しろ農場経営分析,計画など農場     cultural EcOnOmics Report,No.38,Depart―
経営全般にわたっている。したがって,特定目的    ment of Ag.Ec.Michegan State Univ.,East
のプログラムを農場経営全体に対 して斉合性のあ    Lansing,1966,p.8.
るものに統合化する必要がある。 しかも各プログ   2),3),め ,5)Wilfred Cundler,Mich¨ l Bochl―

ラムはら虫立目的の処理, 解法に実行
｀
できることが      je and Robert SuathJ, Cmttuter So■ ware

汎用性を高める上で重要である。このような方向    おr Farm Manarment Extellsion,American

での統合化も進められているがオクラホマ州立大     Journal of Agricultural Economics,1970,

学
9)の

場合をみると,上記のようなシステム設計    p.71～ 72.

をしている。そこでは三つの基本的システムから   6)Earl I.Fuller and Hasbargen,Seminar On
・. .                                                    “Current Use and 1111lnediate I)。 tentia1 0f]Re―
構成されており,各々のシステムはサブプログラ       ⌒ .. ._  ._   .._、

mote lerminals in ExtenslOn rrOgra=is・ ´
 v「_

ムを下位システムとしてもっている。第 1の シス    I&su.Blacksbu餃 ,Vittinia.1971.
テムはEDP農場簿記プログラムであって,Cash-   7ヽ EarI I.Funer.:Farm Manttement Decaids
nOW,部門簿記,減価償却計画,農場全体分析'     Foundementals of Their Deve10pment and Use,
部門分析等が含まれる。第 2システムは費用収益    Univ.of MinnesOta.
バヂュットである。このバデュットは作日,畜種    8)Stve Harsh,The Application of Minimum―
別 ,そ の 他 に 適 用 さ れ る 。 そ の た に デ ー タ・ バ ン     Data Voice― RespOnse PrOgrams tO Manage―

クには農場簿記ベースのデータとともに価格等の    ment Problems,North Central Farm Manage―

経営外の情報が貯えられ,価格等の変化に伴 うデ    ment ExtensiOn WOrkshop,Michigan State
―夕の変更ができるようにデザインされている。     Univ.,1973.
また,LPFARMデ ータ 。バ ンクにはバデュット    9)William L.Brant,Design and ApplicatiOn

(作物,家畜等)の ス トックも行われるが,非デー    °fa Pr° gram SySte'fr° m Budrts to Farm

夕・バンクによるバデュットも混合 しており,利     Plans,North Centml Farm Management Ex―

用者の特定目的に対 し修正できるシステムとなっ
 1。 、

tl‡

l「liliPポft複13yllil皿
ている。第 3シ ステムは農場全体計画を行うため    

´

Terminal as Teaching Aids in Extension Ma―
の LPFARMプ ログラムを 設定 していることで     nagement EducatiOn,North Central Farm
ある。以上の三つのシステムは統合化されていて    Management Extension WOrkshop,Mechigan
各システム及びサブプログラムはそれ独自として     State Univ.,1973.そ の他の文献による。
機能させることができる。

最後に,コ ミュニケーション費用 Communica―   あとがき

tiOn∞Stや リモー ト・ コントロールの場合のコ   本稿ではアメリカにおける農場経営にどのよう

ミュニケーション費用をいかに還元するかといっ  に EDPが適用されているかということについて

た費用問題も指摘されている10)。 EDPの 設置,  近年の試験研究と普及動向を概観 し,フ レームワ

拡張に際する費用効果問題である。利用者に費用  ―クの整理を試みたものである。
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