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II報告論文 II

農作業ナレッジと作業効率

山本淳子・梅本雅

I 課題

高齢化による農業労働力の減少が進む中で、

熟練した農業者のリタイアも進展している。特

に近年では専業経営でも後継者がいないことが

多く、そのため、農業に関わるナレッジ（知識

• 技能）をどのように次世代へ受け渡していく

かが大きな課題となっている。

また、後継者を確保した場合でも、従来のよ

うに時間をかけて「親の姿を見て覚える」ので

はなく、早期に能力養成を行っていくことが求

められる。さらに、多数の雇用を導入する法人

経営においても、経営内の知識• 技能を従業員

へ伝承することを通した人材育成が必要になっ

ている。

一方、これまでの研究では、農業に関わるナ

レッジ、特に農作業のナレッジには経営あるい

は圃場に固有のものが多く、それらの伝承を一

般的な研修会等で完全に代替するのは困難であ

ることが指摘されている（山本ら [2])。これ

はすなわち、後継者・従業員の能力の向上には、

まずそれぞれの経営内でナレッジを形式知化

し、確実に伝えていく必要があることを示して

いる。しかし、ナレッジの形式知化とその獲得

が、後継者・従業員の能力養成に対して具体的

にどのような効果を持つのかは、これまで十分

検討されていない。

そこでナレッジ獲得の効果の把握に向けて、

本稿では機械作業における作業効率に注目し、

ナレッジを十分に保有する者と相対的に保有し

ていない者との比較によりナレッジの保有状況

中央農業総合研究センター

と作業効率との関係を検討する。

JI 方法

1 分析対象と分析方法

本稿では、水田作経営の経営者と後継者を対

象に、それぞれが持つ農作業ナレッジ（知識・

技能）を摘出するとともに、作業時間や作業精

度を比較する。

分析対象とするのは、茨城県C市の S経営と

H経営である。これらはいずれも大規模な水田

作経営で、後継者が 4~5 年前に就農しており、

後継者へのナレッジ継承が重要な課題となって

いる。また、同じ作業を親子 2世代で実施して

おり、本稿の分析に好適である。

対象とする作業は、代かき作業と大豆収穫作

業とした。どちらの作業も熟練を要するとされ

ており、ナレッジと作業効率の関連を比較分析

するのに適していると考えられる。なお、代か

き作業についてはH経営の経営者と後継者、大

豆収穫作業はH経営及び S経営の経営者と後継

者を分析対象とした。

また、代かき作業には、後述する様々な種類

のナレッジが幅広く存在するが、大豆収穫作業

はそのうちの一つである感覚運動系技能の割合

が高く、この 2つの作業は異なる特性を持つ（山

本ら [2])。この点を踏まえ、以下ではまず、

農作業ナレッジの保有状況（ナレッジ数、ナレ

ッジの種類別構成比等）の経営者・後継者間の

違いを代かき作業で確認する。次に、各種ナレ

ッジのうち、機械作業において特に重要である

と考えられる感覚運動系技能に注目して、代か
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き及び大豆収穫作業を対象に、経営者及び後継

者の持つ感覚運動系技能の内容を比較する。そ

して、代かき及び大豆収穫の作業時間や大豆収

穫の作業精度（刈り取り高さと収穫ロスの量）

の計測結果をもとに、保有する農作業ナレッジ

と作業効率との関係について考察する。

対象事例の経営概要については、第 1表に示

す通りである。

第1表 H経営およびS経営の概要
H経営 S経営

作付け面積 水稲23ha、麦llha、大 水稲27ha、麦36ha、大
豆13ha 豆36ha

労働力
家族4(経営者52オ、 構成員10(経営者57
妻・後継者29オ、娘） オ、後継者27オ）

後継者の 1代かき 4年目
経験年数 1大豆収穫 3年目 1年目

作付け体系 水稲→水稲→麦→大 水稲→水稲→麦→大
豆(3年4作） 豆(3年4作）

機械 1代かき 73psトラクター
1大豆収穫 汎用コンバイン 汎用コンバイン

土壌条件 灰色低地土 灰色低地土
水利条件 コンクリート開水路 コンクリート開水路
注：聞き取り調査により作成

2 本稿におけるナレッジ概念と摘出方法

本稿におけるナレッジの概念及びその摘出と

整理・分析の方法は、梅本ら [l]及び山本ら

[2] に基づく。

ナレッジの概念と各種ナレッジの摘出方法等

は第 1図に示す通りである。詳細な説明は省略

するが、農作業ナレッジは、作業の方針や内容

を示す定型的知識（さらに一般的知識と経営固

有知識に区分できる）、状況を感覚器官や身体

で把握し意図したように操作する感覚運動系技

能（感覚系技能と運動系技能に区分）、手順•

方法を計画し修正する知的管理系技能に分類で

きる。

ナレッジの摘出は、代かき作業については図

2に示したように、視野映像等を用いて対象者

の発話を得るという方法で行った。なお、大豆

収穫作業については、調査が作業期間中だった

等の理由から、作業効率を計測した際に、その

圃場の作業の終了時に圃場脇で聞き取り調査を

行った。したがって、大豆収穫作業のナレッジ

については、第 2図の手順は取っていない。

調査対象者から得られた発話データは、山本

ら [2] と同様に次の手順により整理した。①

発話記録データを意味的にひとまとまりになる

よう区切って、それを 1つのデータ（ナレッジ）

とした。② 1データごとに内容を読み取って、

その内容をもとに「ナレッジ項目名」を付与し、

③ 1データごとにナレッジの種類を判定した。

なお、①～③の各作業は複数名で別々に行い、

結果をつきあわせて再度検討し、決定した。

く 知っていること(knowing) ) 

f内容を知っている
(knowing that) 

→←やり方を知っている (knowing how) —> 
定型的知識 感覚運動系技能

知的管理
一般的 経営固有 運動系技能感覚系技能 系技能
知識 知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

教科書的な
経営条件や機械等を意感覚により 手順・方法
経営者の考え図したように作業の状況を計画し修定式化され 方に応じて蓄操作する技や状態を把正する技た知識 積された知識能 握する技能能

作業の方針・やり方、作業の 実際の作業場面におけるやり方内容

;国ノニII~= I:: 悶~~三;:),If{ヒ

ノウハウ説明 共同作業
実践

第1図農作業ナレッジの種類と摘出・受け渡し方法

ビデオやCCDカメラで作業時の状況や作業者の視野映
像を記録する。作業終了時に聞き取り調査を実施

視野映像等を提示し、作業者に質問して発話を得る（作
業中にどこを見ているか、何に気を付けているか、作業手
順等）

: (映像がない場合）

作業のポイントとなる項目を提示して、自
分のやり方について発話を得る

他の経営のやり方・考え方を提示すること
により、発話を得る

発話記録から、作業の進め方・考え方・留意点等を「ナ
レッジ表」に整理

ナレッジ表を農業者に提示しながら、作業の仕方の理
由等について再度聞き取りを実施（状況に応じて他の
作業者のナレッジ表を参考情報として提示）

第2図圃場内機械作業ナレッジの摘出方法
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III 結果

1 代かきナレッジの保有状況

H経営の代かき作業について、摘出されたナ

レッジ数を整理した（第 2表）。経営者の方が、

後継者よりもナレッジ数が多く、特に「作業中」

のナレッジ数に大きな開きがある。ナレッジの

種類別では、経営者と後継者で構成比にあまり

違いは見られないものの、どの種類のナレッジ

も経営者の方が多く、また、後継者からは作業

の段取りに関わるナレッジである知的管理系技

能が摘出されなかった。

このように、経営者の方がナレッジを多く保

有していることが確認された。

2 感覚運動系技能の保有状況

圃場内の機械作業では、作業中の的確な状況

判断とそれに応じた緻密な操作という「感覚運

動系技能」が重要な意味を持ち、その違いは作

業効率にも影響すると考えられる。そこで次に、

ナレッジのうち感覚運動系技能に注目し、経営

者と後継者の違いを把握する。なお、ここでは

保有するナレッジの数ではなく、ナレッジの具

体的な内容を比較する。

第 3表に、感覚運動系技能に関するナレッジ

のうち、同じ事柄（ナレッジ項目）についての

発話の内容が経営者と後継者で異なるものを整

理した。

代かき作業の「ポジションレバーの操作」で

は、 H経営の経営者が視覚に加え聴覚も活用し

ているのに対し、後継者は視覚のみに頼ってい

た。また、① 「コース取り」では、周囲は 2周

の方が本来作業効率が良いが、後継者は自分の

技能ではかえって効率が悪くなると考え、あえ

て 3周している、②「走行位置」について経営

者が用いている目安（水の泡）が後継者は活用

できていない、③畦際の代かき時には、経営者

は複数の箇所を確認するが、後継者は 1箇所の

みであるとしている。これらの発話は、いずれ

も経営者の方が高い技能を有しており、後継者

は経営者ほどには感覚運動系技能を習得してい

ないことを示すものといえる。

大豆収穫作業についても、どちらの経営も、

経営者は汚粒を出さず、かつ刈り残しを減らそ

うとしている。一方、後継者は刈り残しがあっ

ても汚粒を出さないことに集中する、あるいは

機械のセンサーに頼っていることを示す発話を

行っており、代かき同様に経営者の方が高い技

能を有していることが伺える。また、後継者は

現段階で持つ技能のレベルに沿った作業を実施

しようとしていることがわかった。

3 経営者及び後継者の作業効率

続いて、経営者と後継者の作業時間や作業精

度（大豆の刈り取り高さと収穫ロスの量）を計

測し、そこから保有するナレッジと作業効率の

関係について考察する。

第4表に示すように、代かき作業では、経営

者は土寄せにより多くの時間をかけながらも、

後継者に比べて 10a当たり作業時間が 7%少な

い結果となっている。

また、大豆収穫作業では（第 5表）、分析し

た 2事例とも、同一経営で比較して、経営者は

後継者に比べ 10a 当たり作業時間が 6~19 % 

少なく、また、刈り取り部の高さはほぼ同じで

あったが、 S経営の後継者は、作業速度が経営

者と近似していた分、収穫ロスが多いという結

果になった。

このように、後継者は機械作業に関して保有

しているナレッジ数が少なく、また感覚運動系

技能は経営者と同程度には達していないのに加

え、作業効率が経営者よりもやや劣っているこ

とが明らかになった。

- 71 -



第2表作業者によるナレッジ数の違い(H経営・代かき）

区分別のナレッジ‘‘ 種類別ナレッジ'

l経路 ：作業中l作業中l 一般的 j: i経営固;; i ヽj： i・' ; i；'知的管 " 叶
基事本項的；： ・（コース!(直進 !(その lその他

知識 'l：＇ ・有知識'i'： ; ' ： ' ： 理能系技＇ 取り） 時） l他） ： 
j j j j 4, 32, 13, g, 6 64 

H氏（経営者） 12, : • 10, ： .24, : '17, : ' (6.3)! (50.0)! (20.3)! (14.1)! (9.4) (100) 
j j j j 3, 20, 7, 7, 0 37 

後継者 g, 7, lli ： 9: ： 
(8.1)! (54. l)i (18.9)! (18.9)! (0.0) (100) ! ! . . 

注：かっこ内は構成比を示す（単位：％）

第3表感覚運動系技能に関わる経営者と後継者の発話内索

ナレッジ項目 経営者の発話内容 後継者の発話内容
両者の違いの

ポイント

（ポジションレバ の）操作は、雨が
降っているようなザーという叩いている

経営者は視覚以外
ポジションレ

音吝間いてする。その音がたくさん聞こ 後ろの様子吝屏てちょっと高くしたり当然

バーの操作
えたり少なかったりする。浅くするとサー します。臨機応変にやらないと、水もので

の感覚（聴覚）も活

と軽い音、深くするとザーッとなります。 すので本当に。
用。後継者は視覚の

も中っすと深くなりますとエッジが唸ったりし
み。

自分はだいたい周囲は3周n2周だけだ

と，虫の左の位かまヱ旋回丈るとまに 周囲は2周の方が本

土を寄せる作業が必要ない場合は、最
ちょっと狼炉て笠りにくいというか，喘まで 来作業効率が良い

コース取り 初に周囲をぐる一つと2周まわって、そ 臼かなぐ文はならない。あまり端圭て行き が、後継者はそれで

れから中をまわる。
たくないんです＾正直ぶつけたりするとき はかえって効率が悪

代
もありますから、それを考えると周囲は3 くなると考え、あえて

か H経営
園回っヱしまった左が効里いいしリ2'必2 3周している

き
1スl、ヤマ去ス

走行位置（隣
仕上げの時はやはり若干だぶらせます

（父には）水が多くても水の泡で分かるだ

接の処理済み
ろうと言われるけど、泡なんて風で流され 経営者が用いている

部分との位置
ね。 lmぐらい。水が多い汰態文もぼ 工しまいま丈から（分からない）。見えると 目安は、後継者は活

関係）
ぶら辻文いる蝠I店）,lsQ;i泡ヱ分かる きはやはり50cmからlm重ねるぐらいでな 用できていない

いと平らにはならない

ミフ でハロ ~;ii; 端Q匝と，あと前
輪と畦との間隔を見ま主。それから、ス

畦際の代かき
ピードを落としますから、その分だけ サイドミラーに映ったハローの先っぽ吝屏

経営者は複数の箇

時の注意事項
ちょっと持ち上げて、士をあまり動かさ 圭主。だからミラーはそこに合わせている

所を確認するが、後

ないようにします。そのために、畔際は から、（ミラーで）後ろなんか全然見えない
継者は1箇所のみ。

前の段階で(1回余分に）ぐるっと歩い

て斤おl -rいキてふ_,、まI .-,,,あま,+-あ出来上がった状態

刈るとき見てるのは（刈り刃の）品さ 5 経営者は汚粒を出さ
センチぐらいと思っているが寝てる状態 地面が若千でこぼこしているので、（土 ず、かつ刈り残しを

H経営 収穫時の視点
で刈るとどうしても高くなる。あと、でこぼ の）どこが高いのかだIが見ている，泥が入 減らそうとしている
こしてて土が入りやすいので、土辺具 らないことが一番。寝ているのとか溝の方 が、後継者は刈り残
金。もう少し低く刈りたいが土をかきこん に倒れている豆は思い切って捨てる しがあっても汚粒を
でしまう 出さないことに集中

向こう側に倒れているときはやりやす ーちらに倒れ文いるときは雖しい。寝てい

大
い。起きてこない方向（＝手前に倒れて る大旦がうまく刈り刃の上に来れば刈れる 経営者は手間はか

倒伏時の刈り いるとき）は雖しいというよりめんど女さ が、下に入ったりする。大豆が斜めになっ かるが難しいわけで

豆 H経営
方 込。向こうに倒れているときはリールを ていると（大豆の下の方でなく）真ん中を はないという評価。

収 前に出す。こちらに倒れているときは 切ってしまったりとかもある。リールの回転 後継者は難しいと感

穫 リールも手前に戻して刈っている。 を早くしたりコンバインのスピードを遅くす じている
l:z、
刈り取り晶さは「すれすれ」のイメージだ

大豆の各畝を見て、すべて高い位置か が、今は握械の自動設定ヱ笠つ工いる。 経営者は手動で、汚

ら豆がついているか、低い列がないか
自動である程度までやってくれるので、目 粒を出さず、刈り残し

S経営刈り取りの高さを確認する。それで低い万I[があったら で見てこれは土だというときは当然少し高 のないように操作。

そこに合ねせて辻屈を食うか食わない
くして、（大豆が）寝ててこれでは引き上が 後継者は機械の自

かすれすれの位罹で刈る らない時は少し落とす。それぐらいはやる 動設定（センサー）に

Iが半、分まにだな主っ動てと1ま竺うっかない。スピードが 頼っている
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第4表作業時間の比 較(H経営・代かき） 第5表 作業時間・作業精度の比較（大百収稽作業）

経営者 後継者
H経営 S経営

経営者 後継者 経営者 後継者
23.6 25.4 作業時間計（分/lOa)

(93) (100) 作業時間計（分/lOa) 9.7 12.0 12.5 13.3 

3.1 2.8 
(81) (100) (94) (100) 

うち土寄せ

うち旋回・移動 3.7 2.6 うち隅刈り時間 0.9 2.6 1.0 1.2 

うち攪拌・均平 15.5 20.0 うち隅刈り以外の作業時間 8.7 9.4 11.5 12.1 

うち隣接圃場の水管理等 1.3 0.0 うち刈り取り時間 7.4 7.9 10.3 10.2 

圃場面積(a) 29.4 40.6 うち旋回・移動時間 1.3 1.5 1.2 1.9 

刈り取り部の晶さ(cm) 12.0 13.8 10.6 10.9 

収穫ロス(g/0.25対） 8.8 7.6 11.0 24.4 

圃場面積(a) 24.0 41.0 34.9 53.4 

栽培方法 浅耕播種栽培 不耕起狭畦栽培

注：大豆収穫作業時間に大豆のコンパインからの排出時間は含まない。刈り取り
部の高さは圃場内20カ所の平均値。また、収穫ロスは圃場内の5ケ所(50cm四
方区画。 0.25面）の平均値である。

w 考察

以上のように、代かきに関するナレッジ数の

比較では、経営者の方が多くのナレッジを保有

していた。分析対象とした後継者は、代かき作

業を担当して4年になり、かつ毎年約20haとい

う大面積での作業を経験しているが、定型的知

識や感覚運動系技能など、どの種類のナレッジ

も経営者より少なく、特に知的管理系技能は摘

出されないという結果であった。

また、代かきおよび大豆収穫作業における感

覚運動系技能の内容の分析からは、後継者の感

覚運動系技能は経営者と同程度には達していな

いことが示された。

一方、経営者の方が後継者に比べて、作業時

間が短く、作業精度もやや高い傾向が見られた。

これらのことから、ナレッジを多く保有して

いる者は作業効率も良いことが明らかになっ

た。したがって、ナレッジをあまり保有してい

ない者に対して、その作業に関わるナレッジを

伝え、習得させていくことが作業効率の向上に

つながると考えられる。また、そのようなナレ

ッジの継承は、コストの削減（省力化）にも貢

献できるものといえる。ただし、感覚運動系技

能や知的管理系技能を習得するには一定年数の

実践が求められる。

なお、本稿では、圃場内機械作業におけるナ

レッジを対象とした分析を行ったが、具体的に

どのようなナレッジの獲得が作業効率の向上に

どの程度の効果を持つのか、また、それにより

どのくらいのコスト削減に繋がるのかといった

ことまでは十分に検討できなかった。

さらに、ナレッジの継承という観点からは、

作業全体に関わるナレッジの整理が必要となる

とともに、その際にはそれら個々の作業ナレッ

ジが相互にどう関連するかを示す構造図の作成

が求められる。

また、定型的知識、感覚運動系技能、知的管

理系技能などナレッジの種類に適合した継承方

法の構築も必要であり、体系的なナレッジの継

承及びその受け渡し方法について引き続き検討

を行う必要がある。これらは今後の課題とした

し‘
゜
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