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農地集積に伴う圃場間移動の巡回セールスマン間題の検討

- 2-opt法を用いたシミュレーションによるアプローチー
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要旨

本研究では，米生産の管理作業に付随する日常的な圃場巡回時間に関するシミュレーションを行う．今後も農地貸借

による集積が進むと考えられる場合，圃場の場所によっては圃場間移動時間による作業ロスが増す可能性があり，経営

計画を策定するうえで十分検討する必要がある．そこで，担い手として農地集積の期待がかかる経営体を事例として，

段階的な経営拡大シナリオの下で，最適な圃場巡回を行った場合の総移動距離と総移動時間の増加傾向を読み解く．シ

ミュレーションの結果，ランダムに農地集積した場合には，新規借入農地数に連動して増加する総移動距離の増加傾向

は逓減する一方，本シミュレーションの条件下では総移動時間は異なった増加パターンを示すことが明らかとなった．

基礎的な分析であるが，将来的な農地集積が進展した際に予想される状況に関する有用な知見が得られた．

キーワ＿ド：農地集積米生産費，巡回セールスマン問題，圃場間移動，最適経路

一 はじめに

1. 1研究背景と課題

減反政策の廃止が目前に迫り，我が国の水田農業経営は

変革期を迎えている．近年の米消費量の減少傾向に加えて，

TPP交渉の妥結可能性による米の市場価格の下落予測を踏

まえると，コスト削減による生産性向上と販路拡大やブラ

ンド化等による競争力強化は不可避となっている． したが

って，限られた労働力を有効活用した，収益性の高い水田

農業経営の確立が，以前にも増して重要な課題として位置

づけられている．

以上の背景の下，単独では経営継続が困難な農家が多い

地域では，今後も中核的な担い手への農地集積が進むこと

が想定される．本研究では，農地集積に伴って増加するコ

スト要因とその程度を，農地集積の進展度合い別に予測す

ることに焦点をあてた特に，水稲作の多くの作業工程に

付随する，圃場巡回の移動時間に着目する．圃場間の移動

時間は全作業時間の20~40%程度という実証データもあり

（梅本， 2010),頻度が高い除草や水管理等に付随する日常

的な圃場巡回を加えると，さらにその割合が高くなると予

想される．そこで，農地集積のシナリオを考え，それに伴

う圃場間の移動時間の増加に関するシミュレーションを行

う．

本研究は農地集積を進める実際の農業経営体に対する調

査に基づくものであるが，その中でも作業時間の大半が水

口の開閉や畦畔除草のための圃場巡回行動であることが示

されている（詳細は後述）．これらの移動に要する時間を節

減するためには，訪問すべき箇所（個別の農地）を可能な

限り合理的に巡回し，移動にかかる距離あるいは時間の最

適ルートを導出する必要がある．

この問題は巡回セールスマン問題 (TravelingSalesman 

Problem: 以下， TSP) と呼ばれ，迅速な巡回行動を評価す

る分野において応用研究が進められる（村上ら， 2013;藤

垣ら， 2014).農地集積にあたり，ある程度想定される圃場

巡回時間の増加をシミュレーションによって事前に把握す

ることは，農業経営者の経営計画策定にとって有益な指針

となる．担い手の減少及び高齢化に加えて，農業経営者が

依って立つ政策が大きく変動する時代背景の下で，担い手

自身が経営計画の指針やリスク予測として容易に参照しう

る研究が必要であると考える．

この問題については，かつて農業機械学分野において，

圃場巡回の最適化が議論されたが（大土井・笈田， 2001),

この研究で実験的に考慮した訪問地点数（仮想的な農地）

が上限 100と，今日の広範な農地集積の実態から考えると

若干少ないといえる．

また，圃場巡回の最適解という規範的議論とは別に，異

なる経営規模の経営体を研究対象として，農家行動の移動

時間を GPSによって精緻に実測し，それぞれを比較した報

告もみられる（前掲：梅本， 2010). この報告では，分散圃

場間の巡回にかかる非効率性が大きいことを実証的に論じ

ている．農作業の各工程に要する時間の計測自体が，調査

の負担から容易ではない中で，本調査結果が示すデータは

この研究論文は， J-STAGEではカラーにて掲載しています．
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極めて有益である． しかし，同一経営体が農地集積をした

状況を想定する分析枠組みではないため，ある経営体が将

来的に農地集積を計画する場合の巡回時間の推移を模索す

る余地は残されている．

以上の問題意識に基づき，面的にランダムに発生した借

地によって段階的な農地集積が進んだ場合を想定し，圃場

巡回時間のシミュレーションを行う．

1. 2本稿の構成

2章では，圃場巡回を TSPとして分析するための， 2-opt

法を用いたシミュレーションモデルのアルゴリズムについ

て概要を説明する. 3章では，実際に地域水田農業の受け

皿として機能しており，本研究対象とした石川県羽咋市の

経営体について，経営面積及び圃場配置，作業時間に関す

る現況を説明する.4章では，分析の枠組みとして，対象

経営体に農地集積が進んだ場合のシナリオを提示した後

に，シミュレーションによる圃場巡回時間の予測結果を示

す．以上の分析結果を踏まえて， 5章でシミュレーション

結果の社会実装を念頭において，本研究成果が現場で活用

されるために不足する分析条件や機能について総括する．

I DRE Journa I 

出典：グラフ理論の基礎・基本（織田・佐藤， 2010)

Fig.1 ハミルトン閉路を示す太線の多角形

Polygons described by thick line meaning Hamiltonian path 

体は可能であるが，通常はある程度の妥協点を設定した最

適解であるヒューリスティックな最適解 (heuristic

optimization) _を導出することが多い．特に本研究のような

研究成果の実践面での利用を念頭に置く場合は，ある程度

制約付きの収束条件の下でシミュレーションを実行するこ

とにも，一定の妥当性があると考える．

そこで本研究では，全訪問地点数を nとして，以下のよ

うな比較的シンプルなアルゴリズムでシミュレーションを

行う．この方法は局所探索法の一種で， 2-opt法と呼ばれる．

まず，便宜的に全地点に通し番号を付して，最初の点か

ら次の点までの直線距離を連番で全て計算し，通算した数

TSPとは，原理的にはグラフ理論の範疇で論じられる最 値を仮の最短経路と措定する．この総移動距離を min_Oと

適経路探索に関する問題である*I. グラフとは，いくつか して，最終的に求めたい最短距離 Minの初期値とする．

の点の集合とそれを結ぶ辺によって形成される図形を基本 次の 1回目の改善案の計算で，地点番号 O,..:,nの間で任意

として，距離や方向などの位置関係の含意を数学的に説明 の区間をランダムに切り取り，その区間の最小の地点番号

する理論である．グラフ理論自体の歴史は長く，コンピュ をm,最大の地点番号を M とする．暫定的な初期の最短経

ータの性能が飛躍的に向上したこともあり，より複雑な事 路（移動距離Min_O)は， 0(スタート地点）から mを経由

象を理論的に追求するだけではなく，実社会への応用も進 し，さらにMを経由して nに到着する経路を意味する．改

んでいる． 善案の計算では， m-1番目の地点の次は mを訪問せず，強

本稿では，いわゆる一筆書きの最短経路探索に関する解 制的に Mを訪問するようにして，そこから区切られた m~

法を援用する．平面上に散在した複数の点の中のある 1点 M区間を Mから m方向に移動する．最終的に m に到着し

からスタートし，全ての点を 1度ずつ経由し，一筆書きで たら，初期の経路を引き続き進むために，地点番号M+lを

スタート地点に到達する時に描かれる閉じられた経路を， 訪問する．この計算の基本構造を Fig.2に示す．この任意

グラフ理論では「ハミルトン閉路」と呼ぶ (Fig.1参照）． のm~M区間を切り取って逆行させるという計算の内容を

そして，最短のハミルトン閉路を求める問題が TSPである． —簡潔に示すならば，区間 m-I~m と，区間 M~M+l が交差

TSPとは，セールスマンが全ての訪問地点を最短距離で経 している場合，その交差が解消されることを意味する．も

由して基点に戻ることに例えた呼称であり，人の巡回行動 し交差が解消される場合は，最短距離が更新されることに

を分析する際には極めて親和性が高い方法論である． なる．

大規模な水田農業経営の状況を想定するならば，経由地 そして，

点，つまり各圃場の用水ポンプの開閉の数は数十から場合

によっては数百にのぼる．これらの条件下で考えうる全て

の経路を列挙して，その中で最短距離を選択する方法は，

「力ずく法 (bruteforce method)」と呼ばれるが，ある程度

以上の訪問地点数に対して，制約条件を考慮しつつ最適解

を導出することは実質的に不可能である．それでも，数学

的に議論するならば，膨大な時間をかけて計算すること自

2. TSPとは

*1 グラフ理論の全体像はあまりに広いため，本研究では必要な
部分のみを援用するが，最も基本的な原理原則を理解しようとす
る際には，例えば織田・佐藤 (2010)等を参照されたい．，

m-1 

更新された経路において，

＼
 

m-1 

再度スタート地点か

m 

Fig. 2 改善案を探索する計算の概念図

A concept figure of the calculation to seek an improved root 
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ら訪問順に次点との直線距離の総和を通算し，総移動距離

min_! とする.min_lとMinとの大小関係を比較した結果，

Min>min_lである場合は Minをmin_!に更新する．

2回目以降の計算も同様のルールで実行し，この計算を

最大 10,000,000回繰り返した後の最終的な Minを求める． ，

この Minが示す全地点の訪問順序が， 2-opt法で探索的に求

められたヒューリスティックな最短距離を表すハミルトン

閉路である．

なお，研究では実際の圃場図面を GIS上で再現し，圃場

の重心座標を用いるほか，移動は農道上ではなく重心間の

直線距離を考える現実的な農家の移動経路と異なる部分

や，重心間距離に応じた移動手段の選択に関するモデルと

しての補正方法は，4章にて説明する．

3. 研究対象経営体の概要

3. 1経営概況

研究対象とした経営体は，石川県羽咋市で水稲作を中心

に農業経営を行う農業法人 N(以下， N法人）である．本

研究の実施にあたり ，2014年から 2016年にかけて複数回

のインタビュー調査と生産費に関する資料収集を行った．

現経営主の N氏は現在 50歳代後半であり， 1989年に専

業農業者として就農したことを契機に農業に携わった．当

時は約 15haの経営面積を現経営主の父が代表として管理

していたが， 1998年に経営移譲で経営主になり ，その翌年

に法人化した 2015年現在の従業員は先代の経営主である

父，そして現経営主夫婦に臨時雇用 5人を加えた 8人であ

る．経営面積は約 42haで，登記上の筆数では約 200弱であ

るが，畔抜き等で大区画化されている農地を含め，Fig.3 

に示す分布の農地を管理する.Fig.3の農地分布の図面を再

現する際，筆毎に描かれた紙ベースの資料と併せて，最新

の航空写真を照合して修正した結果，N 法人管理の農地数

は，畔抜き済農地を含めて 147となっている．筆数では，

約 9割が水田での水稲作である．

所在地の集落で最も大きい 50a区画のエ リアは，水捌け

が悪い沼地質であり，必ずしも大区画の圃場の作業性が良

い訳ではないという特異な農地条件である．そのため，離

農者や経営面積縮小に伴う貸付希望の農地が必ずしも小区

画の農地から手放す訳ではなく，地域全体で農地面積に関

係なく休耕地が発生する状況にある．そして，N 氏自体も

経営維持のために農地集積は必要と考えるが，借地の際に

大区画圃場へのこだわりは特にない

3. 2圃場管理時間と生産費抑制の必要性

近年の米価の下落や担い手の高齢化，後継者不在の状況

を考慮すると，耕作放棄地が急速に顕在化する可能性は高

く，その点では N氏も同様の見解であった現在，集落内

の約 JOOhaの水田を， N氏を含む 12人 (65歳以上が 4人，

55~64歳が 3人， 54歳以下が 5人）の担い手のみで管理し

ている状況にあり ，組織化はしていない．貸付地が生じた

場合，12人で話し合い，引き受け手を決定するが，その時

A~ 
亡コ他者の農地

■■ 滋人経営農地

I
 km 

[N法人経営殿地の

面積規模別割合】

50a区画 ：約40%,

30a区画：約 50%,

!Oa区画 ：約 10%

注!)地図上中央あたりの＊はN法人の作業所，機械置き場であ

り，農作業の起点となっている．

Fig. 3 2015年における集落内の農地分布

Distribution of paddy fields at the rural community in 2015 

の余力や最初にその情報を得たという点が単純に重視され

る場合もあり，特に計画的に農地の団地化を進めていく訳

ではないしたがって，N 氏も散在した農地を借り受ける

可能性は十分にある．

また，現在 N法人では，臨時雇用労働者が担当する作業

は主に育苗と田植えであり，管理作業には一切関与してい

ない年間の総作業時間約 5,000hのうち約 1,200hを費やす

管理作業 (2013年度の実績）は，全て家族労働力でまかな

っている状況にある.N氏には現在後継者はいないが，今

後加齢による家族労働力の減少を臨時雇用によって補填す

ることは，雇用労働費がかさむだけではなく ，作業の習熟

の観点からも積極的ではないよって，管理作業の頻度を

落とすことは想定しにくく，作業時間の節約を図るうえで，

極力巡回行動を効率的にすることは十分に意義がある .N

氏は，生産資材や農業機械の価格による経営の圧迫を強く

懸念するが， Table1から，管理作業時間のシェアが大きい

ことは明らかであり，労働時間削減の点から，幾分か経営

の効率化が図られる可能性がある．

4 分析結果及び考察

4. 1モデル内の巡回時間の計測方法

スタート地点及び終着地点を N法人の作業所として，全

ての農地を 1度ずつ経由してハミルトン閉路を描く行動を

考える計算は， 一般的に広く普及した MicrosoftExcelの

マクロ機能を利用した

シミュレーションの状況を簡便化するため，実際は総農

地面積の 1割ほどが畑地であるが，作目は水稲のみとして
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Table 1 N法人の作業別労働時間

Labor hour of each operations in the case ofN-corporation 

作業内容

種子予措

コザ
目田

耕起整地

基肥

田植え

管理

うち畦畔除草

うち水管理

防除

刈取・脱穀

乾燥

生産管理

合計

10aあたり【h】 60kgあたり【h】

O.D7 

3.12 

1.86 

0.40 

2.37 

3.33 

2.38 

0.95 

0.06 

1.63 

1.04 

0.57 

14.44 

0.01 

0.36 

0.22 

0.05 

0.27 

0.39 

0.28 

0.11 

0.01 

0.19 

0.12 

0.07 

1.69 

出所）臨時雇用への聞き取りを含む 2013年度の実績を基に 2014年

にN法人が作成した資料

全ての農地を無差別に扱う．また， Fig.3に示した農地の図

面は現実の対象地域と対応しており，全て実際のスケール

で座標が付与されている．探索法によってヒューリスティ

ックなハミルトン閉路を求める際には，各農地の重心座標

を用いて距離を計算し，直線距離を最短で移動するものと

仮定する．

この点に関しては，当該集落は圃場整備済で比較的曲線」

の農道が少ないとはいえ，道路上を移動する現実社会の距

離とは乖離が生じる．そこで，農地間の直線距離が長いほ

ど実際の農道に沿った移動時間との乖離が生じると考え，

移動時間計算段階で Table2のように距離に重み付けを行

った．直線距離 100m以下は， Fig.3の圃場整備済農地で隣

り合った圃場への移動や，ごく隣接した小規模の農地間の

移動が考えられ，重心間距離と実際の移動距離が実質的に

あまり変わらないという想定に基づく設定である．

他方，直線距離 300m以上の移動は，重心間を斜辺とす

る直角 3角形の辺上を移動するという最短距離の経路と近

似できない，非直線的な農道を通る場合も十分にありえる

という想定の下で，便宜的に重みを 1.5と仮定した*2.

なお，本研究ではハミルトン閉路の最適化の基準を，総

移動時間ではなく総移動距離を最小化とするため，経路を

Table 2 移動時間ロスを考慮した直線距離に応じた補正の重み

Supplementary weight with direct distance considering a loss of travel time 

直線距離 100m未満 100~200m 200~300m 300m以上

重み 1.00 1.10 1.25 1.50 

Table3 追加的借入農地数を指標とした7Caseの内容

Contents of7 Cases which were used as an index of the number 

of additional rented farmlands 

対現在管理 借入農地数 借入農地数

農地数比 理論値 計算値(Ave, SD) 

Case 0 

Case I 

Case 2 

Case 3 

Case4 

Case 5 

Case 6 

Case 7 

土〇

+10% 

+20% 

+30% 

+40% 
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+75% 
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確定したうえで総移動時間を計算する*3.

さらに，移動距離が短い場合は徒歩，長い場合は車利用

という移動手段の使い分けを考慮するため，移動距離が

100m未満の場合は徒歩（平均時速 2km), 100m以上の場合

は車（平均時速 30km) での移動をするものとした．

4.2農地集積シナリオ

Fig. 3で濃色網掛けのポリゴン (147箇所）が 2015年段

階で N法人が管理している農地で，白抜きのポリゴン (399

箇所）がそれ以外の農地である．この白抜きの農地を追加

的な借入対象農地として， Table3のように 7つの段階的な

農地集積シナリオを設定した．現状を表す Case0以外は各

Caseとも 10回のシミュレーションを行い，総移動時間の

平均値を考察対象とする．

Table 3の追加的借入農地数の計算値の内容は，以下の通

りである．まず，各 Caseの理論値 (t とする）を用いて

「t/399」％の確率で新規農地を借り入れるというルールを

設定する．次いで，全借入対象地に対して O~lの範囲で一

様乱数を発生させて，「t/399」を下回った場合には借り入れ

る．これを 399全ての借入対象農地で繰り返すと，理論値

に近似することになる．そして， 10回のシミュレーション

結果，借り入れた農地数の平均値及び標準偏差を表記した

*2 参考として，斜辺以外の 2辺の長さが等しい直角 3角形の場

合，斜辺と残る 2辺の和の比率は 1.4:2となり，重みは約 1.4と

なる．直線距離が 100~300mの重みについては，その中間をとっ
たものである．

*3 実際の農家の移動手段は多様かつ不確実であるため，現段階

では移動速度の再現については暫定的な設定に留まっている．ょ

って，客観的に説明が容易な最短距離を求めるアルゴリズムを採
用したが，今後のモデル改良において重要な論点である．

！
 

,9 
一
•• 

—, 

＇ 
ーて

＇ 

I _248 



r;y-;, 

農業農村工学会論文集 I DRE Jou ma I No. 305 (85-2), pp I _245-I _251 (2017 12) 

ものが計算値である．このため，全 Caseとも偶発的に一部

分が集団化される状況も起こりうるが，複数回の平均をと

ることで，基本的にはランダムな場所の農地を借り受ける

状況を想定した．

4. 3シミュレーション結果

シミュレーション結果として，各 Caseで描写された最適

なハミルトン閉路を Fig.4に例示する．そして，具体的な

数値解として，各Caseの総移動距離及び総移動時間と ，Case

0と比較したそれぞれの増加割合を Table4にまとめた

Table 4には，各 Caseにおいて全訪問地点間の移動距離の

平均値，総移動距離を総移動時間で除した移動速度の平均

値も併記した．

まずモデルの精度を確認すると， Case0の結果から，全

作付農地を 1通り巡回するために 2.67hを要していると計

算された他方，Table1に示す N法人が圃場管理に要する

作業時間の内訳によると lh/!Oaであるので，全経営面積

42haのうち 40ha弱をしめる水田全体では年間で約 400hと

概算できる．田植えから刈り取りまでの期間に， 実際に N

法人が行っている各農地の水管理頻度は，聞き取りから年

間 50~80回 (2~3日で 1周．年によって変動あり）であ

ることを確認済であり， 1周あたり約 6h程度を要している

Fig. 4 ハミルトン閉路の例

Example of Hamiltonian path in each case 

Table4 総移動距離と総移動時間の増加に関する予測結果

Predicted results for the increase of the total travel distance and total travel time 

総移動距離 【km】 訪問地点間距離 総移動時間 [h] 移動速度

対 Case0比 平均値 [km]
対 Case0比

平均値 [kr11/h】

Case 0 15 139 士0 0.103 2.67 土〇 5 67 

Case l I 6.847 (0.817) +11.3% 0 104 2.87 (0.115) +7.6% 5.84 

Case 2 I 8.760 (0.46 I) +23.9% 0 105 3.15 (0.179) +18.0% 5 96 

Case 3 19.707 (0.509) +30.2% 0.100 3.59 (0.146) +34.5% 5.50 

Case4 20 293 (0.554) +34.0% 0 096 3.82 (0.162) +43.2% I 5.31 

Case 5 21 138 (O 549) +39.6% 0.094 4.15 (0.185) +55.3% 5 09 

Case 6 23 036 (O 546) +52 2% 0.088 4.78 (0.185) +78 9% 4 82 

Case 7 24.508 (0.411) +61.9% 0.082 5.52 (0.243) +107.0% I 4.44 

注 I)カッコ内はシミュレーション 10回試行結果の標準偏差
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ことになる．よって，そのうち半分弱の時間を移動に費や

していると解釈できる．ここに，移動時間の削減が経費節

減による経営効率化にとって重要な意味合いを持つことが

改めて理解できる．

総移動距離の特徴について，まず Case3から Case5にか

けて一旦増加傾向の鈍化が確認できる．さらに， Case6か

らCase7にかけては，設定した増加農地数の割合である 75

~100%との乖離が大きくなっていることが見て取れる．そ

して，訪問地点間の距離は，農地集積の割合が相対的に小

さい Case1及び Case2では若干増加し，集積が進むにつれ

て地点間距離が縮小している．

Case 3以降にみられる傾向の解釈として，現況の管理農

地の配置を基準とした場合，初期は既存の作付地近辺で新

規借入農地が発生しづらく，一時的に非効率が発生するが，

自然に集団化が進んだ結果，農地間の移動距離が逓減して

いったと推察できる．

他方，総移動時間の特徴については， Case1から Case2 

にかけて増加傾向に若干の鈍化が見られるが，その程度は

僅かでり，概ね借入農地数の増加割合に比例して増加して

いる．本シミュレーションでは，総移動距離のような，農

地集積が進むにつれて移動時間の増加割合が逓減していく

傾向はみられない結果となった．

総移動距離と総移動時間の増加傾向が連動しないという

結果は興味深いが，結果の解釈には注意が必要である．特

に移動時間に限定すると，規模の経済性があまり働いてい

ないと解釈できるが，本シミュレーションにおいては，圃

場間の移動方法を簡便な方法で仮定しているため，圃場近

辺の細かな動作を含む移動方法やその速度，用排水路の物

理的構造をより厳密に再現することで，結果が変動する可

能性も考慮しなければならない．その点において，本シミ

ュレーション結果から考察できる範囲には限界がある．

以上を踏まえたうえで，当面は農地集積が緩やかに進ん

でいくとみられる研究対象事例に対して，以下のような示

唆を提示することができる．

まず，現場の状況では， 1度借り受けた農地を他の担い

手と交換することは行っておらず，非効率的な借地関係を

小刻みに修正していくことは実質的にできない状況にあ

る．よって，地縁・血縁関係の農地取引に基づく農地集積

の結果，管理作業にかかる時間が大幅に増加することは，

当法人経営に大きな影響を及ぼす．本稿では圃場巡回のみ

を考慮した簡易的な分析をしているが，実際には全ての圃

場内作業には農地間の巡回行動が付随するため，その影響

は本研究で予測したよりも広く波及する可能性がある．

したがって，例えば本研究で用いたシミュレーションを

ツールとして，今後どの位置にある農地を借り入れるべき

かを戦略的に検討することは，限られた経営資源の有効活

用という点で大きな意味を持つ．

5. おわりに

5. 1得られた結果の整理

本研究は，国際競争の激化や消費低迷による米価の下落，

農業労働力の減少という状況に対して，我が国の水田農業

の存立可能性を堅固にするために，生産コストの削減に着

目した．その中で，農地集積と圃場巡回の複雑性の高まり

の関係を数量的に予測するため， TSPとしてこの問題を捉

えてシミュレーションを行った．

本稿の事例研究の結果から，主に以下の 2点が示された．

まず l点目は，借地面積の増大により圃場間移動距離も併

せて増大するが，その増大率は逓減するという点である.2 

点目は，本研究のシミュレーションモデルで仮定した移動

方法を採る場合，借地面積の増大に伴う圃場間移動時間の

増大率は逓減しないという点である．移動距離の増加はト

ラックのガソリン代・維持費などのコストに直結し，移動

時間の増加は人件費に関係すると考えられる．よって，農

地集積に際して，借入面積の段階によって経営者がどの部

門のコスト増を想定すべきかという示唆が汲み取れる．

ただし，これらの差の程度や要因は，モデル内の移動方

法を修正する段階で傾向が変化する可能性がある．モデル

を精緻化していく段階で，パラメータの感度分析等によっ

て解明する必要があるため，その点で本研究結果の知見は

限定的である．

5. 2経営計画策定への応用可能性

本稿は農地集積に伴う圃場間移動ロスの定量的分析を目

的としているが，用いた TSPのシミュレートツールは経営

計画策定へ応用することも可能である．ただし，実用性の

観点から以下の技術的課題が残っている．

モデルの構造的な点では，圃場巡回の人員が 1人である

こと， 1度に作業できる時間に制約が設けられていないこ

となど，重要な改善点である．また，シミュレーションに

おいて新規借入農地の場所を計画的に選択できたとすれ

ば，「遠くても集団化できていれば十分検討に値する」とい

う経験的な農家の行動規範が，どの程度合理的であるかを

検証することができる．さらに，作業人員を増加させると

いう状況が再現できれば，労賃の増加を指標に入れたより

現実的な作業計画が導出できる．

技術的な課題とは異なるが，本研究ではランダムな農地

集積を前提として予測を行ったが，実際には多様な集積パ

ターンが見られることは明らかである．そのような現実的

な集積パターンを想定した場合に見られる移動時間や移動

距離の増加傾向と比較することは，今後の本研究の展開を

考えるうえで重要な論点となる．
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Considering Traveling Salesman Problem on Traveling Across the Farmland 
Associated with Farmland Concentration 

- Approach by the simulation using 2-opt method -
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* Faculty of Bio-resources and Environmental Sciences, Ishikawa Prefectural University, 1-308 Suematsu, Nonoichi, 

Ishikawa 921-8836, JAPAN 
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Abstract 

The complexity of having an optimal route for traveling across a farmland may increase depending upon the 

expansion of farm management area. Such a problem is called the traveling salesman problem and should be 

considered when farmers propose management plans. Therefore, we analyzed increases in the total travel distance 

and time taken for observing the paddy fields under a simulated situation offarming area expansion. 

The results of this study revealed that the increase pattern of the total travel distance diminished gradually 

compared with the additional number of paddy fields by renting them randomly, and that the total travel time showed 

a different increase pattern to the total travel distance. In particular, the total travel time corresponded approximately 

to the increase pattern of additional number of paddy fields under the setting of this simulation analysis. Thus, our 

basic simulation provided some useful information about the situation, necessary for the development of future scale 

expansion. 

Key words : Farmland consolidation, Cost of rice production, Traveling sal£;sman problem, Traveling across the 

farmland, Optimum path 
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