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十勝畑作における技術ニーズとその改善方向
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4)今後予想される技術開発

1 .はじめに

経済社会のグローパル化とともに農業の国

際化が進展する一方、中核となる農業者の減

少や高齢化が必至となる情勢ですが、我が国

農業の持続性を確保するために、既に、法人

経営において大規模な土地利用型農業経営を

営んでいる者だけでなく、規模拡大を志向す

る担い手が将来展望を持てるよう、海外との

比較において脆弱なコスト競争力を大幅に強

化した農業技術モデルを提示していくことが

求められています。

大規模畑作経営において機械作業技術の開

発は、大きな役割を果たしてきましたが、さ

らなる低コスト化に向けて革新的な技術開発

が求められています。

ここでは、従来の機械作業技術の開発につ

いて整理するとともに、大幅な低コスト化を

目的とした技術開発の動向と先進的農家事例

を紹介します。

石田茂樹

4. 低コスト化を目指したプロジェクト

5. 北海道畑輪作地帯に対応した技術開発

(担い手プロ)の概要

6.担い手プロの目標

7. 先進的事例

1)えだ豆の機械化栽培体系

2)小麦生育情報を利用した小麦適期収穫支援

システム

3)大規模畑作農家

2.機械化の効果

機械化の効果を下記の4つの要素に分けて

整理する。実際の機械開発には各要素が複合

しているが、ここではあえて要素別に評価す

ることで方向性を明確にする。

1)高能率化

時間あたり処理面積の拡大を目的とし、従

来の機械化や大型機械化のターゲットに相当

する。大幅なコスト低減には作付け面積、経

営面積の拡大が前提となる。

2)省人化

面積あたり投下労働時間の減少を目的と

し、従来の稲作機械化などのターゲットに相

当する。経営体における農業従事者の減少、

雇用労働者確保の困難に対応するが、規模拡

大や他の高収益性作物の導入などがなければ

コスト低減になりづらい。
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3)軽労化

作業者の負担軽減、重量物ハンド リングの

解消、作業姿勢の改善を目的とし、近年の高

齢化、女性化に対応した技術開発で、安全化

と結び付く場合が多い。所得増加に結び付き

難い。むしろコストの増加を招くことが多い。

しかし、近年、「快適な農業Jr魅力ある農業」

などを目指した研究事例が多く、ある程度の

機械化が確立した栽培体系では、要望が生じ

る必須の技術開発である。

2)機械化進展期における技術開発

「個別作業の高能率化・ 省人化(主に収穫作

業の機械化)J 

従来の栽培様式を変えずに、機械化を図り、

高能率化 ・省人化を実現した。(主に管理作

業機械は作物共通)機械投資の増大、コス ト

増が指摘される。

3)現在における技術開発

「進展期における技術開発の継続と、あら

たに軽労化・高度化を重視した技術開発J(作

4)高度化 業機械の複合 ・汎用化、 主に収穫作業と管理

栽培技術の改善を目的とし、具体的には作 作業における高品質化 ・減資材)。

業精度や均一性の向上、増収、 高品質化、安

定化を図る。近年は消費者 ・実需者からの安 4) 今後予想される技術開発

全 ・安心 ・環境問題に対する要望が多いが、 「海外の大型機械を利用したコントラ方式

生産側がそのコストを負担する場合が多く、 によるコス ト削減と精密農法J

これに関連した低コスト化を図る機械開発が 従来の栽培様式の変更も含む(作物ごとに

行われている。 畦幅が異なり、 専用機のコントラ利用が主

体)。

3.機械作業技術開発の経過

1)機械化初期における技術開発

「資材多投入型高能率化(主に耕転 ・整地 ・

施肥 ・播種作業)J

耕深の拡大、砕土率向上など、作物生産の

条件改善を大型機械により 高能率に作業可能

とした。肥料農薬の役人により、収量増と同

時に高能率化を実現した。

一方で機械投資の増大、コスト増が指摘さ

れる。

現状における機械化の達成度を作物別に整

理した私案が表 1です。。の評価根拠はてん

菜の移植機械の精度、小麦の収穫乾燥機械と

作業の組織化です。ムの評価根拠の主なもの

はてん莱の育苗 ・苗のハンドリング、大豆 ・

てん莱の除草、ばれいしょの収穫です。

表 1 30ha規模の家族経営としての機械化達成度の評価

てん菜

高官E率化 O 
省人化 O 
軽労化 ム

高度化 I @ 

大豆ばれいしょ 小麦 様菜類葉菜類

O f::， @ 0 f::， 
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4 低コスト化を目指したプロジェクト

農林水産省は新たな食料 ・農業 ・農村基本

計画(平成17年 3月25日決定)の「農業経営

の展望Jにおいて、今後10年間に定着が見込

まれる技術体系に基づく農業経営モデルを提

示しています。畑作においては、てん莱の狭

畦直播栽培導入等の技術の進展を見込んで試

算を実施し、経営規模は、家族経営において、

畑作4年輪作 ・3年輪作で36ha、主たる従事

者 1入当たりの年間所得は600"-'950万円とし

ています。

さらに、農林水産省は、限界まで、の低コス

ト可能性を追求し、これらの農業を低コスト体

系に変革していくため、現状の生産コストを 5

割削減した超低コスト生産体系モデ、ル開発(通

称:担い手プロ)に取り組むことになりました。

5.北海道畑輪作地帯に対応した技術

開発(担い手プ口)の概要

北海道畑作は、すでに生産者及び指導機

関が協力して、生産コストの削減に取り組ん

できており、ある程度の効率的な生産システ

ムが構築されており、現状の輪作体系(小麦

一てん莱一大豆一ばれいしょ)では、平均経

営面積30haで、 4作物の平均10a当たり生産

費用は64，851円、 10a当たり労働時間10時間、

農家総労働時間は約3，000時間となっていま

す。

そのような状況で、やや遅れている生産技

術 ・システムとして

① 作業受託組織による超高能率大型機械

の効率的運用

② てん莱の直播栽培

表2 農業経営の展望 (農林水産省公表資料より引用)

営農類型 畑 作

経営形態 家族経営
法人経営

(構成農家3戸)

作付体系 畑作4年輪作 畑作3年輪作 かんしょ作 茶業 さとうきび作

栽て培ん、莱早の鋸狭適畦性直播の 栽て培ん、菜早の掘狭適畦性直播の かんしょベ挿ス苗タ機等・
小型ノ、ー

乗用機型械摘採化機一等貫体に
よる

全出茎管理式機植付に機よる・株省

あるでん粉原料用 あるでん粉原料用 による機械化一貫 系、早中生品種の カ化、ハーベスタ
ばれいしょ品種、 ばれいしょ品種、 体系 組合せによる年間 等による機械化ー

導入を見込んだ技術体系 豆用コンパイン、 GPSを活用した 5回摘採 貫体系
GPSを活用した 麦用コンパインの
麦用コンパインの 効率利用
効率利用

36ha 36ha 8.0ha 4.6ha 40ha 

麦 9 ha 麦 12ha かんしょ 8 ha 

経営規模 豆類 9 ha てん菜 12ha 野菜 3 ha 

てん菜 9 ha ばれいしょ 12ha 

ばれいしょ 9 ha 

組収益 2，800万円 2，800万円 1，750万円 2，100万円 4，700万円

経営費 1，850万円 1，900万円 1，000万円 1，500万円 2，700万円

主たる従事者
1，850時間 1，850時間 1，950時間 1，600時間 1，850時間

1人当たり労働時間

主たる従事者
950万円 950万円 750万円 600万円 650万円

1人当たり所得

生産性 (北海道畑作平均との対比) (全国平均との対比) (全国平均との対比)

lOa当たり収量
1苦手l減 2苦手l噌 1割減 2割増

2~申|糟 1 'NlJ増
(てん菜直矯) (麦) (てん菜直播) (麦)

lOa当たり労働時間 7割程度 8割程度 5割程度 2割程度

10a当たり費用合計 9割程度 9割程度 9割程度 6'NlJ程度

注 生産性の各平均値には作物統計及び生産費統計を使用。10a当たり労働時間及び費用合計は、作物別の値を面積で加重平均。
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③ 簡易耕起

④ 圃場マップによる効率的肥培管理

などが考えられます。これらは難しい技術

開発を含んでおりますが、その導入を図らな

ければ、より一層のコスト削減は困難である

と考えます。

そこで本プロジェクトでは作業労力がかか

り、規模拡大の限定要因となっているてん菜

の移植作業とばれいしょの収穫作業の効率化

を主ターゲッ トとして取り組みます。すなわ

ち、てん菜では育苗、移植等一連の春作業を

不要とする直播体系を開発するとともに、狭

畦栽培により収量性の低下を 6%程度にとど

めます。また、多畦収穫機導入により収穫作

業時間を 4割以下まで短縮します。

ばれいしょについては、全粒種いも等を利

用した省力播種作業や高精度な播種床造成に

より、作業時間を 4割以下まで減じるソイル

コンディショニング栽培を導入します。あわ

せて、小麦と大豆についても収穫機械等の効

率的利用と肥料等資材の投入量削減に有効な

衛星画像等に基づく 1T管理調整技術を開発

します。

これらの研究開発は、北海道農業研究セン

ターを中核機関とし、公立試験研究機関、大

学法人、民間の開発部門及び他独法との連携

で実施しています。

6. 担い手プロの目標

欧州並みの土地生産性の実現に向けて、こ

れらの技術の組み合わせにより、現状の経営面

積30haを60haまで拡大可能とし、lOaあたり生

北海道畑輪作体系

。大規模畑作地帯の5年5作(小麦→てん菜→豆類→lまれいしょ→緑肥)における4割削減を目標

現状

-小麦計画的収書慎重量システム
.大豆の織機収額適性品種導入

、しょのソイルコンディショニング裁士宮に

経営面積

ωha/一戸

生.コスト
3羽s

11 

資材費 :3ω0.8似42円

償却費 3.1市50円

労.働励費 4，12幻1円

図1 プロジェクトの概略説明
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目標

不耕起狭畦

直播により

てん菜の育

首移植を省

略。耕起整

地の労働時

聞を45%削
減、燃料消

費量を30%
削減。

研究内容

不耕記検鮮直矯の確立②

+ 
霊童回避且コーテイング種子③ 10

+2.  
褐斑病の殺菌剤散布量削減① i5 

+ 
金監血聾支援システム⑫

15 

項目

てん莱

移植 直播

てん菓裁培の作業労働時間

。

大豆は狭畦

密植により

除草剤使用

量半減。

てん菜、大豆汎用矯種機の
ための繰り出し部分

てん菜、大豆の迅盟撞重撞②

+ 
盈監蓋量による雑草制御⑮

+ 
小麦虫重盛の大豆への週且到且⑮

旦大

ソイルコン

ディショニン

グにより労
働時聞を 4
割までカッ

ト

全粒種いも生産のための

原種いも増殖技術⑧
種いも生産体系⑨

+ 
日本型ソイルコンディショナ
省力高精度矯種機⑥

+ 
全粒種いもを用いた
栽培技術⑤

ばれい

しょ

+ 
多畦処理ポテトハーベスト⑦

衛星情報 G
I S 利用に

より小麦の

収穫 適期を

推定し水分

含量 を揃え
て効率的に

収穫 。 乾燥

経費20%削減

衛星画像を利用した

小麦収穫システム⑩

圃場マッピング手法⑪

圃場情報のb眺技術⑬

4 
GIS活用営農改善システム⑫

小麦

IT活用
早い

衛星データによる子実水分に
基づいた小麦生育早晩マップ

緑肥を利用

した肥料や

農薬の低減

対抗植物等資材低減型緑肥作物の選定⑭緑肥

担い手プロの技術開発の概要

A叫

A

F
同
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産費を6割程度まで、単位生産物当たり生産費

では7割まで削減できるモデ、ル体系を構築しま

す。開発技術体系は生産現場における現地試験

を通じ、その低コスト性を農家の経営データに

基づいて実証します。また、作業の効率化と低

コスト化を支えるコントラクターについて、経

営管理とその存続性を解析し、将来の畑輪作シ

ステムの動向を提示します。

表3 農家の生産費用などに関する現状と開発目標

現状における

一平均的な生産
モ見デ込ルむ体生系産で

b/ a 

単位 コス(aト)等 コス(bト)等 (%) 

輪作品目計

作付面積 a 3，000 6，000 2.00 

10a当費用合計 円 64，851 38， ¥13 0.59 

資材費 円 36，349 31，168 0.86 

償却費 円 12，380 2，824 0.23 

労働費 円 16，122 4，121 0.26 

副産物価額 円 624 686 1. 10 

10a当労働時間 時間 10.06 2.54 0.25 
10a当収量 kg 2，337 1，876 0.80 

単位生産物当費用計 円 1，665 1，219 0.73 

経営当費用合計 円 19，455，270 22，867，991 1. 18 

経営当組収益 円 27，861，331 47， 112， 159 1. 69 

経営当労働時間 時間 3，018 1，526 0.51 

本プロジェクトにおいて開発した技術は、

遅滞なく、農家ほ場においてその有効性を検

証することが義務づけられています。そうは

いっても、 5作物全てを同時に取り組み、か

っlOha以上の面積を提供し全作業の日誌記帳

を引き受けてもらえる農家は容易に見つから

ないと予想していました。ところが ]A芽室

町のご尽力により、 50haを経営する農家がそ

のうち30haを提供して、実証試験に協力して

いただけることになりました。実証農家に対

する収益補填はできないという条件の中で、

新技術を導入することによる減収のリスクを

負いながらも、将来に向けての省力化、低コ

スト化への挑戦に賛同して協力いただけるこ

とに感謝するとともに、期待に添える成果を

出さなければならないと肝に銘じています。

7.先進的事例

大型機械の作業受託組織、運用システムの

導入により低コスト化が実現された事例を紹

介します。いずれも日本農作業学会シンポジ

ウムで発表された事例です。

1)えだ豆の機械化栽培体系

N農協で導入したコントラクタ事業で、 10

aあたりの労働時間は、大型ハーベスタによ

る委託収穫により 9.0時間削減されたにも関

らず、利用料(反別割)は、従来の 1畦用ハー

ベスタよりも低料金となった。

2)小麦生育情報を利用した小麦適期収穫

支援システム

衛星画像を解析して得られた小麦生育早

図3 上畦用ハーベスタ 下・大型ハーペスタ
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表4 生産指標 (JA中期計画より)

収穫方法別 アーサーリフト ハーベスター

粗収
生産量 600kg 600kg 

kg単価 180円 180円
入 収入金額 108，000 108，000 

種苗費 2，808 3，155 

肥料農薬費 9，055 9，335 

生産資材費 2，640 。
生 賃料料金 13，000 7，500 
産
費 諸負担金 1，080 1，200 

動力光熱費 2，669 1，929 

減価償却費 8，817 8，817 

費用合計 40，069 31，936 

所得額(円) 67，931 76，064 

所得率(%) 62.9 70.43 

単位労働時間 14.23 5.17 

損益分岐点収量 223kg 177kg 

晩情報マップ(町内全域、集団単位)を各集団

に配布した。各集団では、集団単位のマップ

を用い、集団内の収穫順位決定の参考に利用

したほか、町内全域のマップで当該地域の相

対的位置付けを認識することができた。これ

までは収穫数日前に集団毎に巡回調査が実施

され、集団毎にまちまちな尺度で収穫順位が

決定されていたが、これらマップの活用によ

り、各集団で一律の尺度を共有することがで

きた。システムの導入により、収穫水分の均

一化、コンパインの効率稼動、乾燥施設の効

率利用が実現した。

表 5 コンパイン稼働実績

コンパイン 1日当り l日l台当り コンパイン稼働時間(1台当た り)

年次 台数 稼働台数 収穫量 収穫 移動 整備 言十

(台) (台/日) ( t /台/日) (h r) (%) (h r) (%) (h r) (%) (h r) (%) 

平成11年 50 42.1 47.4 126 69.8 20 11. 0 35 19.2 180 (100) 

平成12年 50 43.5 59.7 129 73.7 16 9.1 30 17.2 175 (100) 

平成13年 50 45.5 57.3 124 70.2 16 9.1 36 20.7 176 (100) 

平成14年 50 43.9 72.4 124 73.1 18 10.4 28 16.5 169 ([00) 

平成15年 50 42.9 58.0 135 73.4 17 9.2 32 17.4 184 ([00) 

平成16年 48 41. 3 73.5 137 80.0 13 7.9 21 12.2 171 ([00) 

3)大規模畑作農家

経営面積は73ha。農業粗生産額は約8，000万

円であり、 10a当たりの作物ごとの反収は小

麦が8，6万円、立類11.9万円、ばれいしょ11.4 

万円、てん莱10，6万円、ニンジンやスイート

コーンなどの野菜が7.1万円、農業機械の減

価償却費は約1，000万円で粗生産額に占める

割合は13%。夫婦二人の家族労働で対応して

います。繁忙期には、近隣農家の雇用労働を

利用し、春作業で50人、秋作業で70人です。

小麦の収穫作業は、営農集団を組織し 2台の

直流コンパインで100haの面積を収穫し、 19基

の乾燥機を活用して、家族労働の削減に努め

ています。また、ニンジンとスイートコーン

の収穫作業は外部委託をしているので専用の

収穫機などは所有していません。中耕除草や
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防除作業は夕食後も深夜12時まで行うことも

あります。ばれいしょ収穫は二人での作業は

困難であり、雇用労働力を必要とし、その後

のてん菜収穫は問題なく家族労働で対応でき

ます。

播種や移植、収穫作業では機械による完全

な自動化が完成 していないことや資材補給、

収穫物の選別、運搬などを伴う作業では、 雇

用労働力を利用せざるを得ません。

したがって、大規模畑作でも農作業の内容

を分析し，労働力を うまく 利用することで超

省力的農業生産が可能になると考えます。

表6 事例農家の領益計算書

借入 金額(円) 貸 入 金額(円) 面積(ha)

種苗費 4，475，604 小麦売上高 22，375，842 26.0 

肥料費 7，407，910 豆類 11 8，333，203 7.0 

農薬費 6， 101，936 ばれいしょ 11 15，389，014 13.5 

動力光熱費 2，309，656 てん菜 11 14，808，459 14.0 

材料費 917，915 野菜 11 8，908，013 12.5 

雇人費 1，397，950 期間外益 6，341，545 
減価償却費 10， 168，476 雑収入 4，145，142 

業務運営費 266，542 
公 課 2，789，361 

負担金 2，097，519 
修繕費 2，341，268 
共済掛金 2，051，416 

保険料 580，023 
賃借料 7，796， 182 
その他 1， 170，804 

当期利益金 2，420，656 
給与 23，500，000 
土地賃貸料 2，508，000 

28，428，656 

合計 80，301，218 80，301，218 73.0 
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付表 技術開発ニーズの整理表

技術開発一一ズ 備 考

-てん菜全層施肥技術 -基本的に現行体系で十分という認識。

-直播てん莱の整地 ・婿種システム -直播栽絡も現状では限定されたもの。

てん菜 -育苗管理のセンター受託作業の拡充 -多条収穫機に関するニーズはない。

-ポットの軽量化

-前期直送むけ早出し品種

-選jjlJがし、らないばれいしょ栽培シスアム -ばれいしょ新収穫シスァムについては十勝農業に合わせ

-品種特性・土嬢を見定めた栽培システムの見直し た採種ー栽倍ー加工の工程全体を含めた見直しが必要と

-中開業者向けの品種 いう認識。

l:ftt-し、しょ
-ばれいしょの収量停滞の改善 -コス ト面での課題も大きい。

-天然物での萌芽抑制

-線虫抵抗性の多収澱原いも品種

-倍土からチヨツノ4ーまで一連のものとしたばれいしょ技術

体系のマニュアノレ化

-小麦の述作回避技術 -産地としてはホクレンの評価が向い。

-小麦の品質安定化のための施肥伎術

-キタノカオリの次のグレードの品種

ノl、 麦
-多用途向け品種

-低収地域の千粒重向上技術

-混麦流通のための混合技術・品種開発

-安定した春小麦品種

'17年産からの買入基準への対応のための栽培管理技術

-生産安定化技術 -安定生産が厳重要課題。

./ト表前作にむけた熟期の早い品種 -菜豆・小豆のピックアップ収穫は品質面での課題指摘があ

-収量性向上 るもののその評価は高い。

-小豆の素材開発

豆類・雑穀
-そばの高収量化 (3俵)

-豆類の高水分時の収穫技術

-小豆畦開表播種

-ピ化変ット収のクと穫改のア汎伎善ッ用術プ体の系での莱豆のわれや傷やしわでない品質

リ劣クl、 ため普通型コンハインによる大豆ダイレ

-葉もの野菜の拡大のための技術開発 -省力化が進まない割に収益性が低下し、インセンティプは

.~臨もの野菜の共同育苗体制 低下している。

-ト ラクタ直装型キャベツ収穫機、多畦処理キャベツ収穫機 -闘場ベースの省力化は一定程度進展した。

-キャベツ収穫機刈 り取り部の高さ調整センサ一機能 -北海道型の高能率収穫体系の開発.水田野菜複合大規模法

-輸送コスト低減技術 人でも緊急のニーズがある。

-加工需要はあるがコス トダウンが課題 -育苗や共同選果・貯蔵流通に閲する技術開発ニーズ。

野菜類
-冬場の需要対応のための雪中貯蔵法 -ニーズに対応したきめ細かな技術開発に基づく製品提案ロ

-皮をむかずにすむ短い長ネギ品種 -端境期の安定供給も重要課題。

-力日工レタスの場合鬼策をむいて堆肥化するシステム

-ダイコンの紫先を切り取った後の葉柄部を整える技術

. v、つでも一番取りと同等の食味のニラ栽培法

-選巣場のくず・泥の処理法

-イチゴ苗の栽繕技術体系

-アスパラの施肥体系の見直し

-ノト麦過作回避のためのてん菜・ばれいしょの省力化 -小麦の過作回避が課題。

-コストの回収できる緑肥作
作 付 体系 -小麦前作種物の確保(早生菜豆・小豆畦開播種・早生ばれい

しょ品 ・春小麦)

-有機物の必要性を明確にする土岐診断技術 -安全・安心に関しては振り回されているとし、う懸念。

安全安心・ -物理性・微生物性を含む総体としての土壌診断技術 -土作りでは実際に有効利用できるシステムへの要望が高い。

環境保全・ -農薬ドリフト回避技術 -バイオマス利用に関しでも積極的な意見は少ない。
っち作り -全制巴の石をとる方法

'7 ノレチ・廃プラの回収技術

-交換耕作の推進 ' 50~60ha以上は現状の技術体系では困難だが、それまでは

-大規模経営の技術体系 現行体系で対応可という考え。

-農家のファームダンプの有効利用のためのシステム化 -大規模畑作経営の支媛システム確立が今後重要。

経 営 -労働力支援における建設業との連携の制度的課題
-コントラオベレータ能力の信用確立のためのマイスター
等のシステム
-道内加工メーカとのタイアップ方法

-畑l作コントラの成立条件

資料 北海道農業研究センター総研部股村システム研究室 ・動向解析研究室作成
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