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□ 
果樹農業が直面する課題を踏まえた機械化

技術の経営的評価

徳田博美

（名古屋大学）

Managerial Evaluation of Mechanical Technology on Fruit Farming in Consideration of the Present 

Situation of Fruit Farming (Hiromi TOKUDA) 

I はじめに

わが国の農業は，農業者の高齢化，減少により，

耕作放棄地の拡大，生産の縮小が大きな問題とな

っている。その中でも，機械化が遅れ，労働集約

性が高い果樹農業は深刻であり，省力的技術の開

発は喫緊の課題である。そのため，農林水産省で

は，果樹栽培での機械化，ロボット化を目指した

プロジェクト研究「AIプロ・機械化樹形」（以下、

本研究という）を 2016年度より実施している。本

研究では， 2年目の 2017年度までに開発技術の普

及可能性とその効果に関する経営的評価を示すこ

とが求められたit1)。研究で目指す技術は，自動化

された機械とともに，機械化に適合した樹形であ

る。果樹農業で機械化が難しい要因の一つに樹形

を含めた植栽様式がある。既存の果樹園では樹体

が整列して植えられてなく，機械走行に適してい

ない場合が多い。また着果部位などの作業位置が

複雑な場合が多いため，機械操作も難しい。開発

技術の導入は，機械導入とともに，主に改植によ

る樹体改造が必要であり，大きな固定資本投資を

ともなう。そのため，開発の早い段階から導入可

能性を評価する経営的評価が求められたと考えら

れる。

本稿は，本研究が目指す果樹機械化技術の経営

的評価の結果を示す注 2)。その際，後述するように，

担い手の減少や雇用労働力の確保難など，果樹農

業は様々な問題に直面しているが，果樹機械化技

術がこれらの問題に貢献しうるのか，その意義と

課題を検討する。

注 1) 本研究の応募条件に 2年目の経営的評価が

設定されていた。

注 2) 果樹農業においても機械化と園地整備によ

り，大規模経営が経営的に優位となり，規模

拡大が進展することは示されている（徳田 [2])。

しかし，現状の機械化は，防除でのスピード

スプレーヤーや運搬車などに限られている。

II 果樹農業の直面する課題

まず果樹農業が直面する課題を整理しておく。

周知のように，わが国の農業経営は急激に減少

している。その一方で大規模経営の形成が進み，

離脱した農業経営の農地を集積することで，農業

経営が激減する中でも，ある程度の農地は維持さ

れている。しかし，労働集約性の高い果樹農業で

は，大規模経営の形成は遅れている。そのため，

離脱した農業経営の農地が集積されず，農業経営

の減少と合わせて果樹栽培面積が減少している

（第 1図）。 2000~15年で果樹経営数は 33%減少

しているが，果樹栽培面積も 30%減少しており，

農業経営数にほぼ比例して減少している。しかし，

その一方で樹園地の流動化面積は増加している。

果樹農家の樹園地借地率は， 2000年には 6.0%で
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第1図 果樹栽培農家数と果樹栽培面積の変化

注： 1)図中の数値は，センサスの年次を示している。
2)201碑は、農業経営体に関する数値である。

資料：農林水産省『農業センサス』

あったが， 2015年には 11.5%に上昇した。しかも，

果樹栽培面積が大きいほど，樹園地借地率が高ま

る傾向が顕著である。総体としては，果樹農業に

おける担い手への樹園地集積は遅れているが，

徐々に進行している。別の見方をすれば，果樹農

業において樹園地集積は喫緊の課題となっている。

果樹栽培面積の減少にともなって，果実生産量

も縮小している。2000~15年で果実生産量は 24%

減少した。その結果，果実価格は上昇基調にある。

2017年の果実全体の平均卸売価格は， 2006~10年

の平均価格と比べて 34%上昇している。かつて果

実価格の低迷による果樹経営の収益性の低さが間

題とされたが，現状では価格上昇による果実消費

の抑制が懸念される状況となっている。

もう一つ指摘しておきたい点は，雇用労働力の

確保難である。労働集約性の高い果樹農業では，

収穫や摘果などの労働集約的な作業で，臨時雇用

労働力は必須である。しかし，農村地域での過疎

化，高齢化の連行などにより，果樹農業に限らず，

農業での臨時雇用労働力は減少しており，その確

保は難しくなっている。果樹農業において臨時層

用労働力の確保は，最も大きな問題となっている。

III 経営モデルによる試算結果

1 開発技術の特徴

本研究では，機械が直線的に走行できる並木植

えで，作業位置が単純化できる樹形として，ジョ

イント樹形，双幹形，主幹形が取り入れられてい

る。これらの樹形は，省力型樹形として，小面積

ながら，普及が始まっているが注 3)' 機械化を図る

ことで，その特性をより活かすことが期待できる。

開発を目指す機械は，主に防除と除草での利用

を想定している無人走行の自動走行車と収穫ロボ

ットである。対象とする樹種は，落葉果樹から柑

橘など多岐にわたる。自動走行車は，対象とする

すべての樹種での利用を目指しており，収穫ロボ

ットは， リンゴ， 日本ナシ，西洋ナシのV字型ジ

ョイント樹形のみを対象としている。本稿では，

すべての樹種を対象とする自動走行車を導入した

技術体系で，その経営的効果を検討する。

2 データと評価手法

本研究の経営的評価で使用するデータは，各樹

種の開発担当者が，当該県で作成されている農業

経営指標注 4) に開発初期段階の試験結果も踏ま

えて期待される労働時間の削減と機械費用の増加

などを加味して作成したものである。比較対象と

した慣行技術のデータは，元となっている各県の

農業経営指標を使用した。したがって，本研究が

計画通りの成果を達成した場合の効果を示してい

るが，実際の最終的な成果を評価するものではな

い。しかし，果樹農業における機械化技術にどの

ような効果が期待できるのか，あるいは技術普及

のためには，どの程度の開発水準が必要であるの

かを検討する上では有益と考える。

樹種ごとの技術指標の概要は第 1表に示した。

労働時間は，慣行技術と比べて全体で概ね 3割程

度の削減が想定されている。作業別にみると，自

動走行車を使用する防除と除草で削減率が高いが，

収穫や整枝・せん定でも高い削減率の樹種が目立

つ。これらの作業では，運搬などでの機械化の効

果とともに，省力型樹形への樹体改造による効果

も大きい。省力化の効果は，防除，除草で削減率

が裔いが，労働時間は短いので，実削減時間では，
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~ilf i~!iIFll• / 
第2表樹種別の開発技術と慣行技術の経営指標

士地10a当たり 労働1時間当たり
生産物 1kg当た 生産物 1kg当た
り費用（労働費 り費用（労働費

付加価値額（円） 付加価値額（円）
除く）（円） 込み）（円）

温州ミカン（早生マルチ） 251,831 (284, 363) 1,895 (1, 594) 162.0 (151. 1) 209.2 (216. 6) 

中晩柑（せとか） 637,730 (779, 980) 3,287 (2, 84 7) 265. 7 (260. 0) 362. 7 (369. 6) 

かき（富有） 409,354 (460, 371) 3,397 (2, 716) 172.6 (144. 2) 252.9 (257. 2) 

モモ（あかつき） 561, 145 (572, 559) 3,649 (2, 369) 294. 0 (220. 7) 355.5 (352. 6) 

プドウ （シャインマスカット） 1,869,444 (1, 635, 612) 6, 190 (3, 726) 361. 4 (477. 7) 562. 7 (807. 0) 

クリ（丹沢） 26 770 (32 681) 2 159 (1 075) 260.0 (239. 0) 335.0 (422. 0) 
注： 1) 生産物 1此当たりコスト（人件費込み）の人件費は、 1,200円／時で計算した。

2) 前の数値は，開発技術の数値であり，後の（ ）内の数値ば慣行技術の数値である。
資料：各県担当機関試験研究結果、各対象県農業経営指標

収穫，整枝・せん定の方が大きい。機械費用は，

開発機械を導入する分，大きくなる。自動走行車

の価格は，けん引する防除機，除草機も合わせて

550万円と想定している。また省力樹形では，棚

用の支柱などの園内施設の費用も大きい。

試算は，線型計画法により，その最大所得で評

価した。比較対象として開発担当県の対象樹種の

農業経営指標を用いて，関発技術による所得向上

効果を算出した。本来であれば，園地条件など，

具体的な経営条件を設定すべきであるが，開発目

標値による事前評価であり，基本的な導入可能性

を検討するものであるので，細かな経営条件は設

定していない。試算は，温）小1ミカン経営，中晩柑

主体経営，カキ経営，モモ経営，ブドウ経営，ク

リ経営で行なった。さらに果樹農業が直面する

様々な問題への効果を検討するため，栽培可能面

積や果実価格などの経営条件を変化されたシミュ

レーションを行い，それらの変化による所得水準

などへの影響も検討した。

3 開発技術の経営的特性

第 2表は，慣行技術と開発技術の経営指標を比

較したものである。士地 10a当たり付加価値額で

は，プドウを除いて，開発技術ば慣行技術を下回

っている。機械化そのものは，単位面積当たり労

働時間の削減により，労働生産性を向上させるが，

基本的には単位面積当たり生産量を変化させるも

のではない。その一方で，機械費用が新たに発生

するので，土地生産性はむしろ低下する。ブドウ

では，樹形改造により単位面積当たり生産量の増

加を見込んでいるので，開発技術が上回っている。

しかし，労働 1時間当たり付加価値額は，労働

時間が削減されるため，すべての樹種で開発技術

が慣行技術を上回る。樹種による違いはより大き

く，温州ミカンは 2割程度の増加であるが，クリで

は2倍にまで増加している。

一方，生産物 1kg当たり費用は，労働費を除い

た物財費では，ブドウを除いて開発技術の方が高

い。これは，開発技術が土地生産性では劣ってい

るためである。しかし，労働費 (1,200円／時で計

算）を含めた生産物 1kg当たり費用では，モモを
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第3表開発技術と慣行技術の所得均衡面積と栽培上限面積

所得均 慣行栽培上限 開発技術栽培上限 栽培上限比率（倍）

樹種 樹形 衡面積 所得 面積(a) 所得（万 面積 所得
選択可能な品目・品種

(a) 面積(a)（万円） 円）

温州ミカン双幹形 190 259 455 359 530 1.39 1.16 温州ミカン（極早生，早生，早生マルチ，普通）

中晩柑 双幹形 167 268 851 340 1,032 1.27 1.21 温州ミカン（極早生，早生，普通），いよかん，不

知火，ぽんかん，消見，せとか
カキ ジョイントV字 190 196 698 311 1,032 1.59 1.48 西村，早秋，秋王，宮有，富有冷蔵

モモ ジョイントV字 165 214 1,118 255 1,326 1.19 1.19 
モモ（あかつき，川中島白桃，ゆうぞら），リンゴ

（ふじ）

ブドウ V字 13 40 620 50 744 1.24 1.20 シャインマスカット，シャインマスカット以外

クリ 密植主幹形 837 676 477 1,438 602 2.13 1 26 クリ（丹沢，筑波，石鎚），水稲(lOhaに固定，表
・ 中の栽培面積には含まないl_

注： 1)雇用労働力の上限は3人(72時間／人・旬）とし、雇用労賃は800円／時としている。

: 2)所得均衡面積とは，開発技術と慣行技術で実現可能な所得が同等となる面積であり，それ未満であれば慣行技術の方が，それより

大きければ開発技術の方が扁い所得を得ることができる。

的な開発技術の方が大きい。樹種による違いは大

きいが， 1.2~2. 1倍程度の差がある。開発技術は，

技術面から果樹農業における規模拡大の可能性を

広げるものとなる。栽培上限面積での所得を比較

すると，栽培面積と比べて差は縮小するが，開発

技術が慣行技術より 1~5割上回っている。

以下では，温州ミカン経営に絞って，栽培面積

や果実価格などの変化によるシミュレーション結

果を示す。第 2図は栽培面積による所得の変化を

示したものである。開発技術の方が栽培面積の上

4 開発技術と慣行技術による栽培面積と農業 限が大きく，グラフは右上に伸びている。注目す

所得の比較 べきことは，慣行技術でも可能な栽培面積までは，

同じ面積であれば，両技術間の農業所得の差は小

この点を線型計画法による試算で確認したのが さいことである。栽培面積 200aでば慣行技術の方

第 3表である。固定費用である機械費用の大きい が農業所得は高く，栽培面積 250aでほぼ同等の所

除いて，開発技術の方が低くなる。モモでも，開発

技術と慣行技術の差はわずかである。

開発技術は，労働生産性を高めるが，土地生産性

はほとんどの樹種で向上しないので，同じ栽培面

積であれば，労働時間は削減できるが，所得の増加

は，省力化による雇用労賃の削減分しか期待でき

ない。しかし，労働時間の削減により，規模拡大の

条件は広がるので，その条件を活かして，規模拡大

が実現できれば，所得拡大につながる。

開発技術は，小面積では不利であり，栽培面積が拡

大するほど有利性は高まる。第 3表では，開発技 600 

術と慣行技術で実現し得る農業所得が均衡する栽

培面積と，それぞれの栽培上限面積と農業所得を

示した。労働集約性の高いプドウと粗放的なクリ

を除いた 4樹種で，所得均衡面積は 160~190aで

ある。 2015年農業センサスでは，果樹栽培農家の

中で，果樹栽培面積 150a以上の農家は 11.4%で，

その栽培面積シェアは 40.9%, 果樹栽培面積 200a

以上の農家は 6.5%, 栽培面積シェアは 28.7%で

ある。現状の果樹農業構造では，開発技術導入が

経営的に有利となる農家は，せいぜい 1割程度で

あるが，栽培面積シェアでは 3~4割に達してお

り，ある程度の普及可能性があると評価できる。

栽培上限面積を比較すると，当然ながら，省力
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第2図温州ミカンの栽培面積規模別所得

注）雇用労働力の上限は3人(72時間／人・旬）として

いる。
資料：試験研究結果、福岡県農業経営指標



得となり，慣行技術の上限である 259aでも，農業

所得の差は 2%程度である。慣行技術での上限面

積規模では，開発技術導入による所得拡大はわず

かであり，開発技術導入で所得を拡大するには，慣

行技術での上限面積を超えて規模拡大する必要が

あることが，線型計画法の試算で示された。

現在，果樹農業では生産者の減少に合わせて栽

培面積が減少している。今後も，生産者の減少は

避けられないと考えられる。その中でも果樹栽培

面積を維持するためには，残った生産者が栽培規

模を拡大させることが必要である。開発技術は，

技術面からこの課題に応えるものである。逆に言

えば，現在の果樹農業では，開発技術を活かす上

で必須の規模拡大を実現する条件が広がっている。

5 雇用労働力と価格変化の影響

第 3医は，温朴Iミカン経営で臨時雇用可能人数

による所得の変化を示したものである。当然なが

ら，雇用可能人数が増えるほど，規模拡大が可能

となり，所得は増加する。その増加率は，開発技

術よりも慣行技術の方が高い。雁用可能人数 2人

では，開発技術の農業所得は，慣行技術を 14%上

回っているが，雇用可能人数 6人では両技術間の

差はなくなってしまう。これは，省力化が進んだ

開発技術よりも，慣行技術の方が雇用労働力の必

要性が高いためである。現在，臨時雇用労働力は

650 I 

600 
.ヽ.. 

550 ヽ

” ヽ三： 500 ヽ
ヽ，，， ft:; ， 

~ 芝宰 ・1 5 0 ，ヽ，， 
ヽ

~ ~ 100 

‘‘ "' 一令ー慣行技術 一＊ー開発技術350 

300 

2人 3人 4人 5人 6人

屈用可能人数（人）

第3図温州ミカンの雇用可能人数による所得変化

注）栽培可能面稼は300aとしている。

資料：第2図と同じ
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減少しており，その確保が大きな課題となってい

る。そのような状況においては，開発技術の効果

はより大きなものとなる。

ただし，農作業全体の中で，どの時期の作業で

労働時間の削減が大きいのかによって，雇用労働

カ条件の影響は異なってくる。労働ヒ°ークの労働

時間削減率が，全体の労働時間削減率と比べて大

幅に小さく，時期別の労働の繁閑が大きい場合に

は，雇用可能人数が多い方が，開発技術導入の所

得効果は大きくなる場合がある。

第 4図は温州ミカン価格の変化による所得の変

化を示したものである。この図から果実価格が上

昇するほど，開発技術の所得拡大効果は大きいこ

とがわかる。現行価格では，慣行技術と比べて開

発技術の所得は 9%高いが，果実価格が 10%低下

すると，所得の差は 4%に縮まる。逆の果実価格

が 10%上昇すると，その差は 13%に拡大する。

開発技術は機械費用が追加されるため物財費が

大きくなり，その分，付加価値率は低下する。そ

のため，果実価格の変化による付加価値額，さら

には所得の変化は，開発技術で大きくなる。果実

価格が低下すると，開発技術の方が所得の減少は

大きく，果実価格が上昇すると，開発技術の方が

所得の増加は大きくなる。既述のように，現在，

果実価格は上昇基調にあるので，現在の果実市場

は開発技術にとって有利な方向に変化している。

以上のように開発技術は栽培面積の拡大を可

800 
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:::::: 600 

D 500 

~100 

300 I V 

一令ー慣行技術一士ー開発技術

200 
10%! ヽ`落 現行価格 10%上昇

第4図温州ミカンの果実価格変動による所得変化

注）栽培可能面積は300aで，雇用可能人数は3人として

vヽる。

資料：第1図と同じ
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能とし，そのことで所得を拡大することが，主要

な効果である。また雇用可能人数が少ないほど，

果実価格が高いほど，その優位性が高まる。現在

の果樹農業では，生産者が減少する中で，残った

生産者による規模拡大が求められている。その一

方で雇用労働力不足は深刻化している。その結果

として果実価格は上昇基調にある。このような果

樹農業が直面している課題を踏まえると，開発技

術の意義はより大きくなる。

注 3) 省力型樹形の普及動向については，中央果

実協会[l]を参照。

注 4)機械そのものの開発は，大学および民間企

業が担当しているが，樹種ごとの樹形および

機械を導入した技術体系の開発は，公設研究

機関が担当している。

IV 開発技術導入のための経営的

課題

樹体改造，機械化を主体とした開発技術が経営

的に効果を発揮するためには，開発技術に対応し

た経営規模への拡大が重要な課題となる。もう一

つの重要な課題は，機械化に対応した園地への整

備である。ここまでの開発技術の評価は，機械化

に対応した園地が整備されていることを前提とし

たものである。一部の樹種で既存園の樹体改造に

よるものもあるが，開発技術のほとんどは新植に

よる園地整備を前提としている。

ほとんどの樹種で開発技術が優位となるために

は，栽培面積 150a程度は必要であるが，改植は一

定期間，収入を途絶えさせることになるので，短

期間にそれだけの面積を改植・整備できる果樹経

営は少ない。広島県にある日本ナシで 50ha規模の

果樹経営で機械化に対応したV字型ジョイント栽

培園 3haの改植を 2017・18年で進めている。これ

だけの栽培規模を有する果樹経営は，全国的に数

えるほどしかない。

一方，開発技術が想定する省力型樹形の中で最

も普及しているのは， 日本ナシでのジョイント栽

培である。日本ナシのジョイント栽培の普及が比

較的進んでいる鳥取県で，その普及状況をみると

注 3)' 導入農家 87戸中面積不明の農家を除いて，

30a以上が 7戸， 20~30aが 14戸， 10~20aが 33

戸， 10a末満が 29戸であり，最も大きい農家でも

40aである。しかも，ジョイント栽培での品種は，

新たに振興されている「新甘泉」に偏っている。

このような省力型樹形の普及形態のままでは，開

発技術のような省力型樹形を活かした機械化技術

の普及は容易でない。開発技術を普及していくた

めには，それに対応した改植・園地整備の方式を

考える必要がある。

鳥取県では， 100a程度の園地で複数農家による

共同での改植・整備の事例がある。このような複

数農家共同による改植・整備と，そこでの共同作

業あるいは機械の共同利用が，開発技術普及の一

つの方式となると思われる。いずれにしても，開

発技術の普及では，それに対応した園地での改植・

整備のあり方が重要な経営的な課題となる。

注 3) ジョイント栽培の普及に関して，栽培面積

に関する調査はあるが（中央果実協会[!])'導

入農家に関する調査はない。鳥取県の普及担

当者は導入農家の実態をデータベース化して

おり，それが最もまとまった導入農家に関す

るデータである。本研究の記述も，普及担当

者への調査で得た情報に依拠している。

付記：本稿は生研支援センター「革新的技術開発・

緊急展開事業（うち人工知能末来農業創造プロジ

ェクト）」の支援を受けて行った研究成果の一部で

ある。
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