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【報告論文】

水田作経営における最小適正規模の上昇の可能性に関する一考察
一茨城県南西地域を想定して一

松本浩 一

（農研機構中央農業研究センター）

I 目的と方法

1 背景と目的

わが国の農業は、近年、農家数の急速な減少

に伴い、担い手農家への農地の集積が図られて

いる。 2015年農林業センサスより規模の大きい

経営体への集積状況をみると、経営耕地面積（経

営面積と略称する）は、 lOha以上層に約 50%、

50ha以上層に 20%、lOOha以上層に 8%集積し

ている。今後とも農家数の減少が続くとみられ

るため、担い手農家は、経営面積のさらなる拡

大が求められるであろう。

しかし、現行の技術水準を前提にした場合、

労働力の確保・限界の問題から、担い手農家に

よる農地の集積には限界があると考えられる。

そのため、地域の農地の活用や農業生産力の維

持を図るには、限られた労働力でも、より広大

な面積を耕作できる技術を取り入れた農業経営

の確立が必要である注 1)。これは、平均費用の

減少が限界となる耕作面積（最小適正規模注 2))

が上層にシフトすることを意味する。つまり、

これまでよりも最小適正規模を拡大した農業経

営が求められる。

そこで本稿では、茨城県南西地域い）の水田

作地帯を想定した上で、水田作経営における最

小適正規模の上昇の可能性を解明する。

なお、関東地域の平坦水田作地帯においても、

近年、農地流動化が加速し、 lOOha規模の水田

作経営体が多数出現してくる中で、雇用等の労

働力確保は大きな問題となっている。茨城県南

西地域は、このような現象が具現化している一

つの地域であり、その特徴は次のとおりに整理

できる。まず、この地域では、 1枚当たり 30a

~ 1 ha区画の水田が平坦に展開している。また、

離農の進展に伴って担い手農家へ水田が集積さ

れた結果、 lOOha以上の経営体が出現している。

さらに、水田の土地利用は、主に水稲・麦・大

豆の水田輪作が実施されている。

2 分析方法

本稿では、求められる最小適正規模の水準を

推計した上で、その最小適正規模の達成の可能

性を、線形計画法によるモデル分析を活用して

解明する。

まず、求められる最小適正規模の水準を推計

するために、茨域県南西地域の水田作地帯にお

ける農地流動化の予測結果を用いて、担い手農

家が将来に求められる経営面積を推計する。ま

た、推計された経営面積に基づいて、実現すべ

き基幹的農業従事者 1人の耕作面積（「オペレー

夕耕作面積」と略称する）を提示する。

次に、最小適正規模の達成の可能性を解明す

るために、線形計画法に基づく水田作経営のモ

デルを構築し、「オペレータ耕作面積」の拡大可

能性をシミュレートする。その際、「オペレータ

耕作面積」に影響を与える技術の設定が重要と

なる。そのため、技術導入による「オペレータ

耕作面積Jへの影響を解明するとともに、求め

られる「オペレータ耕作面積」の達成に向けた

課題を検討する注4¥

II 最小適正規模の上昇の必要性

- 71 -



1 担い手農家の経営面積の推計方法

本項では、担い手農家が将来に求められる経

営面積を解明するために、2030年における担い

手農家に求められる経営面積を推計する。この

推計には、 2015年農林業センサスのデータを

「農地流動化推計ツール（仮）」 注5) (「農地推

計ツール」と略称する）を用いて分析する。

「農地推計ツール」では、まず、各種条件に

基づいて、販売農家を担い手農家、営農継続農

家、離農予備農家、離農家に分類する。次に、

離農家に分類された販売農家の経営面積を、担

い手農家へ均等配分することで、担い手農家の

経営面積を推計する。

販売農家の分類は、第 1図の判定チャートに

基づく 。担い手農家の条件は、第一にトラクタ、

田植機、コンバインの農機 3種を保有している

こと、第二に経営面積が lOha以上であること 、

第三に後継者がいるか、もしくは世帯主年齢が

60歳未満であることである注6)。また、営農継

続農家の条件は、第一に農機 3種を保有してい

ること、第二に後継者がいること、第三に経営

第1固担い手農家等の判定チャート

注：朕機 3種はトラクタ、田植機、コンバインである。

第1表分析対象市町の概要

市町名 水田率 地域内シェア率
桜川市 64.4 % 4.9 % 
筑西市 73.0 % 11.7 % 
下妻市 69.2 % 4.0 % 
常総市 76.8 % 6.7 % 
つくばみらい市 80.7 % 6.6 % 
取手市 88.9 % 4.3 % 
利根町 93.l % 2.0 % 
龍ケ崎市 83.7 % 3.1 % 
河内町 96.9 % 4.5 % 
稲敷市 91.1 % 12.8 % 
10市町計 80.0 % 60.6 % 
茨城県南西地域 64.0 % 100.0 % 
資料 ：朕林水産省「2015年農林業センサス」
注： 1)水田率は、胎地面稼に占める田の面栢の

割合である。
2)地域内シェア率は、茨城県南西地域の田
の而租合計に対する割合である。

面積が lOha未満であることである。以上の担い

手農家と営農継続農家に分類されなかった販売

農家は、離蔑予備農家へ分類される 注7)。 さら

に、 75歳以上に達した離農予備農家が離農家へ

分類される。

なお本稿では、茨城県南西地域の水田作地帯

として、第 1表の 10市町を具体的な分析対象と

する。これら 10市町は、農地に占める田の面禎

の割合が地域平均 (64%) よりも高く、かつ地

域内に占める田の面積の割合が比較的高いとい

う特徴を持つ。

2 推計結果

10市町に対して「農地推計ツール」を用いた

推計結果が第 2表である。

10 市町における 2015 年の販売農家数は

第2表分析対象市町の推計結果

2015年 2030年

担い手蔑家数 199戸 199戸

経営面和 5,009 ha 24,090 ha 

シェア率 15.1 % 72.6 % 
平均面積 25 ha 121 ha (4.8倍）

全体 牒家数 13,735戸 4,566戸(66.8%) 
経営面籾 33,164 ha 33,164 ha 

注 ：1) 販売殿家を対象にして、第 1図の殷家類型
を基づき、「f器地推計ツール」を用いて 2030
年を推計した結果である。

2) シェア率は、全体の経営面積に占める担い
手蔑家の割合である。

3) 平均面租の 2030年の（）内は、 2015年に
対する 2030年の倍率である。

4) 全体の殿家数の 2030年の（）内は、離農
率(2015年の阪売殷家数に占める 2030年の離
牒家数 9,169戸の割合）である。
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13,735戸であり、その経営面積は 33,164haで

ある。販売農家のうち担い手農家へは 199戸が

分類され、その経営面積は 2015年で 5,009ha 

である。その結果、担い手農家の平均面積は

25haとなる。

2030年までの離農家数は 9,169戸（離農率；

66. 8%) と推計され、そこから今後 15年で

19,0Slhaの農地が流出するものと推計される。

この農地を担い手農家ですべて引き受けると仮

定した場合、担い手農家の経営面積の合計は

24,090haとなる。その結果、担い手農家の平均

面積は 121haと推計される。これは、地域内の

耕地面積を維持するためには、 2015年からの今

後 15年間で担い手農家 1戸当たり経営面積が

平均的に約 4.8倍に拡大される必要があること

を示している。

現在、担い手農家における基幹的労働力は、

平均的に 1.5~2. 5人である。そのため、担い手

農家の経営面積が平均 25haである場合、「オペ

レータ耕作面積」は 10~15haになる注 8)。すな

わち、この面積が、現行の技術水準での最小適

正規模と考えられる。

前述したように、地域内の耕地面積を維持す

るためには、担い手農家 1戸当たり経営面積を

平均的に 4.8倍に拡大することが求められる。

これを「オペレータ耕作面積」で考えた場合、

求められる規模は、 50ha強と推計される。その

ため、今後は、それを実現できる技術開発が必

要になるものと考えらえる。

III 最小適正規模の上昇の可能性

1 線形計画モデルの前提条件

本項では、前項で推計された将来に想定され

る「オペレータ耕作面積」 50haについて、現行

で想定できる技術水準での実現可能性を検討す

る。このために、現状において茨城県南西地域

で主流である大規模家族経営を想定にして、線

形計画法によるモデル分析を活用する。

主な前提条件は次のとおりである（第 3表）。

第3表線形計画モデルの前提条件

労働カ オペレータ（基幹的労働力）2人、
補助者1人（時給1542円）

経営面積 水田 100ha 

農地条件 30 a~lha区画、排水性は比較的に良好、
面的集積

機械等装備 Iトラクタ、田植機、コンバイン等の主要機械
2セット体系、乾燥調製施設

部門構成 I水稲 乾直コシヒカリ 413kg 4上~9中
乾直早生多収 540kg 4上~9上
乾直晩稲多収 680kg 4上~9下
移植コシヒカリ 459kg 5上~9中
移植早生多収 600kg 5上~9上
移植晩稲多収 680kg 5下~10上

小麦 さとのそら早播 481kg 11上~6上

さとのそら 481kg 11中~6中

さとのそら遅播 433kg 11下~6中

きぬの波 496kg 12上~6中

きぬの波遅播 446kg 11中~6中

大豆 リュウホウ 206kg 7中~10下

タチハガハ 197kg 7上~11下

納豆小粒 184kg 7中~11中
里のほほえみ 198kg 7中~12上

フクユタカ 223kg 7中~12中

作付体系 I水稲、小麦、大豆の水田輪作

注： 1)部門構成の品種等の直後の列は 10a当たり収
量であり、それ以降の列は「播種・移植の作業
旬～収穫の作業旬」である。

2)作物生産に対する交付金は 2017年産の数量払
の金額（平均）のみを設定する。

3) 部門構成では表中以外に水稲で 1旬早い早
播・早植、 1旬遅い遅播・遅植の作型もある。
ただし、乾直の収穫の作業旬は、播種時期に影
響されずに同じである。

4) 本表の部門構成や作付体系等は後述するベー
スシナリオの前提条件である。詳細は、本文及
び表 4にあるような設定シナリオにおいて、一
部輪作体系の緩和や連作障害回避のための新規
作物導入などにより変更されることに留意する
必要がある。

第一に、労働力は基幹的労働力であるオペレー

タ 2人に加え、管理・運搬等の補助的な作業者

（補助者） 1人とする。第二に、経営面積は分

析目的に即してオペレータ 2人で水田 lOOhaを

目標に設定する。第三に、士地条件は 30a~ 1 

ha区画で比較的排水性が良好であるとする。ま

た、農地の面的集積が図られているものとする。

第四に、主な機械施設装備は、この労働力構成

で作業可能なトラクタ、田植機、コンバイン等

の主要機械 2セット体系を保有する。また経営

内で乾燥調製施設も保有する。第五に、水稲で

は可能な限りの作期分散を図るため、家庭消費

用、業務用、飼料用の用途を考慮して、品種及
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び移植や乾田直播（乾直と略称する）注 9) を組

み合わせる。また、小麦はさとのそらときぬの

波の早播きと遅播きも加えて播種期が分散でき

るようにし、大豆はフクユタカや里のほほえみ

等の収穫期が分散できる品種を設定する。第六

に、作付体系は水稲、小麦、大豆による水田輪

作の実施を前提とするする。

2 分析シナリオ

本稿では、作付制約と前後作等を考慮した生

産物プロセスの設定によって、次の 3シナリオ

を分析する（第 4表）。

最初の分析シナリオは、基本となるベースシ

ナリオである。このシナリオの基本的な作付体

系は、「乾直水稲→移植水稲→小麦→大豆」の 3

年 4作である。この作付体系の実現に向けて、

線形計画モデルには次の作付制約を課している。

第一に、移植水稲の後作には、乾直水稲は作付

けない。第二に、乾直水稲の後作には、小麦や

大豆の畑作物を作付けない。第二に、大豆の後

第4表作付制約と生産物プロセス

ベース 制約緩和 子実c導入

シナリオ シナリオ シナリオ

基本的な作付体系 3年4作

採用を認めない 移植→乾直

前後作 乾直→小麦

生産物プロセス

乾直→大豆

小麦→小麦

大豆→小麦

大豆→大豆

2年3作 5年6作

水稲→子実c
小麦→子実c
子実C→子実c

移植 4月下ー5月 8プロセス 同左 同左

水稲 6月移植 ー 3プロセス 同左

乾直移植前 9プロセス 同左 同左

水稲移植後 一 6プロセス 同左

小麦水稲後 5プロセス 同左 同左

稲遅収後 ー 3プロセス 同左

大豆後 ー 5プロセス 同左

小麦後 ー 5プロセス 同左

子実C後 一 5プロセス

大豆小麦後 5プロセス 同左 同左

大豆後 ー 5プロセス 同左

子実C後 ― - 5プロセス

子実C大豆後 ― - 3プロセス

注： 1)稲遅収後は 10月中旬以降に収穫する水稲の後
作を意味する省略表記である。

2) 第 3表の単位収量に対して、小麦の大豆後と
小麦後、大豆の大豆後のプロセスで 2割、大豆
の小麦後のプロセスで 1割の収量減が起こると
仮定する。

3) 子実Cの 10a当たり収量は 800kgである。

作には、小麦を作付けず、また大豆の連作もし

ない。第四に、小麦のみの転作をしない。

ベースシナリオでは、水稲、小麦、大豆の水

田輪作を暗黙裡に強要している。しかし、水田

輪作の制約は、各作物の作付面積の拡大に対す

る阻害要因となる場合もある。そこで、二つ目

の分析シナリオでは、この水田輪作の制約を緩

和したシナリオ（制約緩和シナリオ）を分析す

る。そのために、基本的な作付体系は、「乾直水

稲→移植水稲」という作付順序を緩和した「水

稲→小麦→大豆」の 2年 3作とする。また、ベー

スシナリオで課した作付制約は、すべて解除す

る。これにより、このシナリオでは、大豆から

小麦への作付けや、小麦や大豆の連作も可能な

線形計画モデルとなる注 10)。なお、畑作物の連

作には、地力低下の問題が懸念される。これに

対応するために、畑作物で連作する生産物プロ

セスは、連作しない場合よりも単位収量が減少

するものと仮定している。

畑作物の連作による地力低下への対応の一つ

に、緑肥作物の導入等が考えらえる。そこで、

近年、水田作での生産に注目が高まっている子

実トウモロコシ（子実Cと略称する）を対象と

し、それを緑肥作物として位置づけて導入する

場合のシナリオ（子実C導入シナリオ）を分析

する。このシナリオの目標とする作付体系は、

「水稲→小麦→大豆→子実C→小麦→大豆」の

5年 6作である。そのため、子実Cは、必ず大

豆の後に作付けるという制約に課している。

3 規模拡大のシミュレーション結果

分析結果の要約は、第 5表のとおりである。

まず、 3年 4作を基本に作付制約の厳しい

ベースシナリオでは、概ね 3年4作体系の作付

構成によって、経営面積で 38.9ha、作付のべ面

積で 52.0haの耕作が可能である。この時の「オ

ペレータ耕作面積」は 26.Ohaであり、これが現

行の技術水準における水田輪作を前提とした場

合の最小適正規模と考えらえる。つまり、水田

作経営における最小適正規模は、平均的に 10~
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第5表規模拡大のシミュレーション結果

経営面積(ha)

作付のべ面積(ha)

水稲

移植

乾直

小麦
うち子実c後

大豆
うち連作

うち子実c後
王

「オペレータ耕作面積」 (ha)

作付体系別面積(ha)

乾直ー移植ー小麦ー大豆

水稲ー小麦ー大豆

水稲連作
大豆連作

ベース制約緩和子実c導入

シナリオ シナリオ シナリオ

38.9 51.3 61.0 

52 0 71.0 77 8 

25 8 25.4 25 0 
13.1 13.7 13.7 
12.7 11.7 11.3 
131 19 8 16 9 

7.9 
131 25.8 28 0 

6.0 11.1 
7.9 
7.9 

26 0 35.5 38.9 

38.1 16.8 27.0 

0.8 28.4 
8.1 

6.0 11.1 
子実Cー小麦ー大豆 ― - 15.8 

限界利益（万円） 2,884.3 3,542.9 3,578.9 

注： 1) 「オペレータ耕作面積」は作付のべ面積をオペ
レータ 2人で除した面積である。

2) 作付体系は、各作物の作付面積から可能な組
み合わせを再構築した結果である。

3) 作付体系別面積は経営面積である。
4) 「乾直ー移植ー小麦ー大豆」もしくは「水稲ー小麦
ー大豆」の後に「子実Cー小麦ー大豆」が組み合わ
さる作付体系も解釈できる。

5) 限界利益から固定費を控除した金額が農業所
得である。

15haと考えられるが、乾直水稲や品種・作型等

を組み合わせることで、 lOhaの上昇を潜在的に

期待できる。他方、水田輪作を維持する作付制

約は、面積拡大を阻害していることもわかる。

これは、水田輪作内の特定作物、具体的には水

稲がボトルネックとなり、作付面積拡大の余地

がある作物の面積も制約してしまうためである。

それに対し、制約緩和シナリオでは、経営面

積で 51.3ha、作付のべ面積で 71.Ohaまで耕作

が可能となる。水稲において、乾直と移植で明

確な作付順序を制約していないが、ベースシナ

リオと同様に 3年 4作の作付体系を考慮すると、

それが 16.Shaと見込まれる。他方、乾直と移植

を問わない水稲、小麦、大豆の 2年 3作が

28.4ha、大豆連作が 6.Ohaとなる。これにより、

畑作物が経営面積の半分を占めるため、その連

作に対する収量や品質の低下等が懸念される。

畑作物の面積拡大による地力低下への対応の

一つに、緑肥作物の導入がある。子実Cを緑肥

作物に位置づけた子実c導入シナリオでは、経

営面積 61.Oha、作付のべ面積 77.Shaまでの耕

作が可能となる。制約緩和シナリオと比較して、

経営面積で 9.7haが拡大され、その主な要因が

子実C (7. 9ha) にある注 11)。また、子実Cは小

麦の前作の選択肢を広げるため、 3年 4作の作

付体系については、制約緩和シナリオより拡大

が可能となる。

4 最小適正規模の上昇の阻害要因

本稿のシミュレーション分析より、現行で想

定できる技術水準では、「オペレータ耕作面積」

は 38.9haが上限となり、目標とする 50haにま

では到達できない。この原因は、主に各作物の

播種・移植及び収穫・乾燥調製といった特定の

作業及びその時期がボトルネックとなっている

ためである。

第 2図は、オペレータのみが実施する作業を

対象に注 12)、その作業時間を整理したものであ

る。この結果より、以下の点が指摘できる。

第一に、水稲について、ベースシナリオでは、

収穫及び乾燥・調製作業が 9月の各旬で労働

ピークを形成させている。この傾向は、制約緩

和シナリオでも同様であるため、収穫及び乾

燥・調製作業が水稲の作付面積拡大に対するボ

トルネックになっていると考えられる注 13)。

第二に、小麦について、制約緩和シナリオで

は、収穫及び乾燥・調製作業が 6月上中旬で労

働ピークを形成させている。播種作業 (11月上

旬と 12月上旬）には、比較的に余裕がみられる

ため、小麦についても、収穫及び乾燥・調製作

業が作付面積拡大のボトルネックになっている

と考えらえる。

第三に、大豆について、播種作業は 7月上中

旬に集中するが、比較的余裕がある。また、収

穫及び乾燥・調製作業は品種の組み合わせで 10

月下旬から 12月中旬に分散できる。そのため大

豆は、連作を前提に作付面積を拡大する余地が

残されていると考えられる。ただし、大豆の収

穫及び乾燥・調製作業は、小麦の耕起及び播種
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ロ小麦 ロ大豆 日子実c ロその他

第2図

1)論点を明確にするために、水稲の育苗及び以
下の作業がある旬のみを抜粋している。
水稲；直播、代かき、田植、収穫、乾燥 ・調製
小麦と大豆 ；播種、収穫、乾燥 ・調製
子実C;播種、収穫

2) その他はオペレータのみが実施する凡例以外
の作業であり、主に耕起や防除等である。

3) 縦軸は作業時間（時間）であり、各旬のオペ
レータの上限時間は 160時間である。

作業との競合によってボトルネックが形成され

る点に留意する必要がある。

今後、「オペレータ耕作面積」の拡大を屈るた

めには、以上のようなボトルネックを回避する

ための技術が必要と考えられる。

N まとめ

本稿では、茨城県南西地域の水 田作地帯を想

定した上で、水田作経営における最小適正規模

の上昇の可能性を解明することを目的とした。

そのために本稿では、まず、「農地推計ツール」

を用いた 2030年における担い手農家の経営面

積の推計から 、最小適正規模の上昇の必要性を

検討した。その結果、茨城県南西地域の水田作

地帯では、2015年からの今後 15年間で担い手

農家の経営面積を 4.8倍に拡大することが必要

であることを示した。 これは、現行の技術水準

で、「オペレータ耕作面積」が 10~15haである

のに対して、15年後のそれは 50ha強の水準が

求められるものと言えた。

この結果を踏まえて 、次に、線形計画モデル

を利用して、最小適正規模の上昇の可能性を検

討した。その結果、水稲 の品種 ・作型等を組み

合わせて播種・移植期及び収穫期を拡大したり 、

緑肥的な位置づけとなる子実 Cを組み込んだ畑

輪作等の導入することで、「オペレー タ耕作面積」

が約 40haへ上昇する可能性があることを示し

た。他方で、目標とする 50haには到達できな こ

とも示した。 この原因は、労働ヒ ー゚クを形成す

る播種や収穫等の作業がボトルネックとなり 、

「オペレータ耕作面積」の拡大を阻害している

ためであった。そのため、目標とする 50haの達

成には、ボトルネックとなる作業に対して、よ

り高速処理できる体系を確立していくことが求

められる。加えて、作型等のさらなる組み合わ

せを可能とする技術開発が求められるであろう 。

最小適正規模の上昇は、離農が進展する中で、

地域の農業生産を維持するために必要である。

ただし、その実現には、最小適正規模を上昇さ

せる技術を導入 した上で、農業経営体の収益性

が維持 ・向上される必要がある。 これについて

は、水田利用に対する政策支援等も影孵し、流

動的な側面も残されているため、今後の課題と

したい。

注 1)農研機構中央農業研究センタ ーが実施した

茨城県 ・千葉県において代表的な水田作経営

の経営者に対するニーズ調査の結果によれば、

地域農業を維持していくには、将来的に基幹

的農業従事者 1人で 50haの耕作が可能にな

る技術開発を求めている。

注 2)本稿の適正規模は、一定の技術水準下で平

均費用が最少となる面積規模と定義する。稲

作経営では、10a当たり生産費が lOha程度か

ら、ほぼ水平的な曲線を描ける ことが梅本 (2

014)等で指摘されている。最小適正規模とは、

この水平的な曲線が開始される費用逓減の限

界と考えられる面稜規模である。

注 3) 具体的には、気象庁の府県予報区の二次細

分区域であるの茨城県の県西地域と県南地域

が対象である。

注 4)線形計画法の解法には農研機構が開発した

XLPを用い、粗収益から変動費を控除した限
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界利益の最大化を目的関数としている。なお

得られる限界利益から固定費を控除すること

で農業所得が算出できる。

注 5) 「農地流動化推計ツール（仮）」は、門間 (2

016)の一部である「担い手経営の特定とその

規模拡大プロセス予測モデル」をベースに 20

15年農林業センサスデータヘの対応等の改

良を図った MicrosoftExcelファイル上の

ツールである。

注 6) 担い手農家の条件となる世帯主年齢は、任

意に設定できる。本稿では、 2015年から 15

年後の 2030年を推計するため、世帯主年齢の

基準を、 2030年に離農年齢に設定した 75歳

に達しない 60歳未満に設定している。

注 7) 離農予備農家の条件は、農機 3種を保有し

ていない、世帯主年齢が 60歳以上でかつ後継

者がいない、経営面積が lOha未満でかつ後継

者がいない、の一つ以上を満たす。

注 8) 最小適正規模が 12.5ha前後であることは、

梅本 (2014)等の先行研究や、生産費統計デー

タを用いた解析からも同様の結論を導くこと

ができる。

注 9) 乾直の栽培は、中央農研が開発した汎用型

播種機を用いた方法である。

注 10)実際の線形計画モデルでは、前後作関係を

考慮した生産物プロセスの設定によって、作

付けを制約している。そのため、作付制約が

あった生産物プロセスを追加することで、そ

れを可能にしている。

注 11) ただし、子実Cに関して、緑肥効果とその

費用補てんのあり方に関する明確な知見はな

く、これらは今後の課題である。そのため、

本稿では暫定的に畑作物の連作によって単位

収量の減少が子実Cの導入によって解消され

るものと仮定する。

注 12)オペレータのみが実施する作業とは、トラ

クタ運転のように特定の技能が必要なために、

補助者では実施できない作業を指す。

注 13)子実c導入シナリオでは、水稲の作付面積

が拡大されている。これには、 10月以降の収

穫する作型等が貢献している。
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