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北海道畑作経営における技術開発ニーズの把握と開発方向

一十勝地域を対象としてー

細山隆夫・若林勝史

、、

1.課題

2.対象地域における農業構造の動向解析

3.農協を対象とした技術開発ニーズの把握・整理

4. AHP分析による大規模経営体の技術開発ニーズ把握

5.結語

1.はじめに

今日まで道東十勝畑作地域では離村離農と

専業的担い手による跡地取得=経営規模拡大

が進んできた。そこでは 1つに政府管掌作物

(加工用 ・原料用作物) =てん菜、ばれいし

ょ、小麦、豆類=4作物基幹による大規模輪

作体系が1980年代初頭に確立され、高品質の

畑作物生産も実現されてきた。 2つに大型機

械化体系の普及により、普通畑作物の多くは

生産が低コスト化、省力化されてきている。

また、 1980年代後半以降の野菜作導入により、

収益性が改善され自家農業の維持も安定性を

増している。

しかし、 1990年代以降では後継者不在農家

の高齢化、リタイアを含めて全体としては農

地受給構造の緩和=農地の供給が進み、再び

規模拡大が進行している。こうした下、特に

大規模経営では小麦過作による作付け体系の

粗放化が見られる反面、将来としても離農発

生と農地供給が見込まれ、いっそうの大規模

化が不可避な状況にある。あわせて、生産抑

制的な品目横断的経営安定対策の下、担い手

経営としてもいっそうの規模拡大、またコス

ト低減が必要となっている。従って、輪作体

系秩序の維持を促すとともに、いっそうの大

規模化にも対応可能な省力的、かつ低コスト

な技術開発が求められている。

以上を踏まえ、本報告の目的は十勝畑作地

域を対象として、農業の構造変化、規模拡大

動向の解析を行い、先進的 ・大規模経営体に

おける技術開発ニーズを解明し、その開発方

向を明らかにすることである。

具体的には①十勝中央部から帯広市、芽室

町、周辺部から鹿追町、山麓部から新得町を

代表地域として取り上げ、農業センサスデー

夕、及び個票組み替え集計を利用して大規模

化の到達点を明らかにする。②十勝地域にお

l ける複数農協の営農指導関係者を対象として

面接調査を行い、畑作4品目に関する技術開

発ニーズを解明するとともに、地域に共通す

るニーズを抽出する注1)。③共通ニーズを基

として、十勝中央部、山麓部の大規模経営を

対象としてAHP分析を行い、多様な技術開発

ニーズの重要度=優先順位判定を行う。

(細山隆夫)



2.対象地域における農業構造の動向

解析

1 ) +勝農業の地帯構成と対象地域の概要

道東十勝地域は農業の地帯構成として、気

象 ・土壌条件良好で生産力の高位安定地域で

ある中央部 ，(集約畑作)と、気象条件に劣り

生産力の低い周辺部(大規模畑作)、さらに

山麓部・沿海部(大規模畑作+酪農)から構

成されている。

そこでの畑作4品目の動き、地域性(品目

横断的経営安定対策対象にも関連)としては

次の点が指摘される。根菜類として、①てん

菜には作付けの格別な地域差が見られないも

のの、 ②ばれいしょはでん原用から食用、加

工用にシフトしてきている下で、その動きは

特に中央部において強まっている(中でも加

工用ばれいしょは十勝全体として主力と化し

つつある)。 ③小麦は最も省力的かつ高収量

(高収益)であることから、経営規模拡大が

進む下で増加を続けているが、これも中央部

に向かうほど強く過作状態にある。同時に、

④豆類の中でも、大豆は中央部において作付

け面積を増す傾向にある。

こうした地帯構成の下、本報告では対象地

域として、中央部から帯広市、芽室町、周辺

部から鹿追町、山麓部から新得町を選定して

いる。

中央部の中でも帯広市、芽室町は最優等地

として知られ、十勝畑作の代表的存在である。

そこでは中央部に共通する特徴であるが、畑

作経営の規模は相対的に小さいものの、各畑

作物の単収は高く、集約的な畑作が営まれて

いる。小麦は過作状態にあり、ばれいしょは

加工用が支配的となっている。同時に、野菜

作も定着しており、産地ブランドである長い

もを始め、かぼちゃ、ニンジン、ゴボウが作

付けられている。

周辺部の鹿追町、山麓部の新得町では、よ

り大規模な畑作が展開しているものの、作物

単収は低位な状況にある。特に小麦の収量が

低く、そのため同作物に特化した作付け拡大

は行えず、全作物トータルとしての作付け拡

表 1 畑作物収量水準の地域性
(単位 :lOa当たりkg) -

十勝
(中央部) (周辺部) (山箆部)

帯広市 芽室町 鹿追町 新得町
品目

17年産 18年産 17年産 18年産 17年産 18年産 17年産 18年産 17年産 18年産

てん莱 6，330 5，360 6，550 5，890 6，600 5，840 6，220 5，110 6，200 5，030 

ばれいしょ 3，850 3，520 3，650 3，430 3，790 3，630 3，570 3，270 3，980 3，270 

小麦 500 447 573 480 513 475 382 385 458 404 

大豆 282 255 287 270 285 268 272 243 、 283 183 

小豆 278 277 288 288 289 290 295 273 275 237 

業豆類(手亡 298 263 316 282 294 252 286 231 244 200 

(金特) 229 177 251 200 235 184 214 169 221 122 

資料 ・北海道農林水産統計年報
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大=土地面積拡大によりカバーしてきた経過

がある。同時に、酪農経営の展開も活発であ

り、畑作ι酪農が混在している状況にある。

野菜作としては前者でキャベツ、後者ではニ

ンジンが有名な存在である。

あわせて、確認の意味で最近の畑作物収量

水準について示したのが表 1である。最近の

十勝では気象条件不良が影響して小麦収量が

低下気味であったが、 より天候条件が不良で

あった2006年は全般的に著しい被害を受け、

各作物の収量水準は低下している。そうした

中でも、中央部の帯広市、芽室町では小麦を

中心に収量水準が相対的に維持されている。

対して、周辺部の鹿追町、山麓部の新得町で ー

は打撃が大きく、宝ての畑作物収量水準が低

下し、ことに元々低い小麦の収量はさらにダ

ウンしている。このように気象条件不良年の

場合、中央部と周辺部、山麓部の聞には生産

力上でより大きな格差が生じるのである。

2 )農業構造の変化と経営大規模化の動向

中央部=帯広市、芽室町と周辺部三鹿追

町、山麓部=新得町とでは農業構造の変化に

違いがあり、後者の地域では生産力に劣るこ

とから、 より農家数減少と大規模化の動きが

著しい状況にある(表 2)。

1つに、我が国の高度成長終鷲期の1970年

代後半から、低成長の1980年代末期までの動

向である。 1970年代の動向として、 1戸当た

り経営面積では帯広市、芽室町が新得町を凌

駕していたが、鹿追町では当時から大規模層

が展開する状況にあった。だが、それ以降、

1980年代末にかけて農家数減少が帯広市、芽

室町では沈静化する一方(鹿追町も同様)、

新得町では激しさが維持されいたことが示さ

れている。そのため、徐々に両地域における

経営規模の格差も縮小傾向に向かう。 一方、

鹿追町の農家数減少に関しては新得町よりも

低いが、帯広市、芽室町よりも概ね高く推移

していた状況にある。

表2 農家数減少ー規模拡大の動向

十勝支庁
(中央部) (周辺部) (山箆部)

帯広市 芽室町 鹿追町 新得町

年次 総農家農家数 1戸当 総農家農家数 1戸当 総農家農家数 1戸当 総農家農家数 1戸当 総農家農家数 1戸当
減少率たり経 減少率たり経 減少率たり経 減少率たり緩 減少率たり経

(戸) (%)営面(積a) (戸) (%)営面(積a) (戸) (%)営面(積a) (戸(%)営面(積a) (戸) (%)営面(積a) 

1975年 12，790 21.2 1，498 1.359 25.7 1.379 1.060 17.2 1，706 482 28.9 1，992 417 23.8 1，013 
1980年 11，705 8.5 1，719 1.238 8.9 1.581 1，010 4.7 1.859 453 6.0 2，104 360 13.7 1.229 

1985年 10，923 6.7 . 1.938 1，152 6.9 1，809 966 4.4 2，009 440 2.9 2，264 291 19.2 1.533 

1990年 9，954 8.9 2，180 1，071 7.0 1，973 917 5.1 2，151 408 7.3 2，413 248 14.8 1.854 

1995年 8，681 12.8 2，485 956 10.7 2，244 838 8.6 2，309 352 13.7 2，783 206 16.9 2，166 
2000年 7，582 12.7 2，808 874 8.6 2，386 745 11.1 2，595 305 13.4 3，193 156 24.3 2，529 
2005年 6，740 11.1 3，125 811 7.2 2，466 671 9.9 2，858 277 9.2 3，505 127 18.6 2，914 

-ーーーーーーーー司司'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーー・ーーー ー・・ーーーーーーーー・・ーーーーーーー・・ーー--ーーーーーーーーー 圃ー司ーー圃・・ー・・ーーーーーーー・
農業経営 6，879 - 3，411 773 - 2，822 675 - 2，882 296 3，897 143 - 3，764 
総体数

資料:各年次農業センサス
注 :総農家の数値であるが， 2∞5年では参考として農業経営体総数の値も示している。
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表3 階層構成別の農業経営体割合と経営面積シェア
(単位:%) 

(中央部) (周辺部) (山麓部)
十勝

帯広市
階層構成

経営体 面積 経営体 面積
害IJ合 シェア 割合 シェア

lha未満 3.8 0.02 2.8 0.03 
1 ~5ha 4.2 0.3 6.6 0.6 

5~10ha 4.6 1.0 4.7 1.2 

1O~20ha 12.4 5.6 12.8 7目1

20~30ha 22.9 16.9 29.2 26.4 

30~50ha 37.2 41.4 39.2 49.8 

50~100ha 13.5 24.4 3.9 8.3 

100ha以上 1.5 10.4 0.8 6.6 

(参考 50ha以上) (14.9) (34.8) ( 4.7) 04.9) 

il-垂ロt 100目。 100.0 100.0 100.0 

資料:2∞5年農業センサス

注 :農業経営体総数で示している。

2つに、我が国農業において、昭和一桁世

代のリタイアが開始された 1980年代後半以

降、特に十勝に即して言えば1990年以降の動

向である。同時期以降、十勝では再び農家数

減少が激化してきでいるが、上記で見た地域

差は受け継がれたまま推移してきでいる(た

だし、全体的に2∞0-----2005年期の減少率はや

や鈍化している)。即ち、農家数減少率は帯

広市、芽室町において各々 1990年代前半、及

び後半に10%超を示し、 1970年代以来の離農

多発となっている。だが、新得町における農

家数減少はいっそう激しく、 1990年代後半期

だけで4分の 1が減少しており、 1970年代の

状況をも上回っている(鹿追町も1990年代は

13%台の高い減少率を示している)。

こうした離農発生の違いの下、最近では経

営面積規模の大小格差も逆転し、新得町が帯

広市、芽室町を凌駕する状況にある。同時に

鹿追町の拡大は著しく、上記3地域を上回る

大規模化が実現されている(新得町、 鹿追町

芽室町 鹿追町 新得町

経割営合体 面積 経割営合体 面積 経割営合体 面積
シェア シェア シェア

2.7 0.01 5.7 0.01 10目5 。目09

1.9 0.2 3.0 0.2 5.6 0.4 

2.1 。目5 1.7 0.3 8.4 1.6 

13.6 7目7 5.1 2.2 9.8 3.8 

35.3 30.8 20.9 13.8 18.2 12.6 

39.6 49.3 45.9 45.7 25.9 26.7 

4.6 10.2 15.5 23.7 16.8 27.7 

0.3 1.2 2.0 14.2 4.9 27.2 
(4.9) (IL4) (17.6) (37.9) (2L7) (54.8) 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

における大規模化に関しては酪農経営展開の

影響もある)。

従って、現在の階層構成にも相違が生じて

いる(表 3)。これは農家ではなく、少数な

がらも協業経営法人も含む農業経営体で示し

ており、大規模層の動向がより明陳に示され

るものである。

それを見ると、中央部=帯広市、芽室町で

は20-----30haの中間的階層、30-----50haの上層が

厚いものの(本来、 30~50ha層は30~40ha層、

40~50ha層として区分されるべきであり、同時に

前者の階層を上層と捉えるのは問題がある。だが、

2005年センサスでは区分されないため、 やむなく

ここでは一括して上層として示している)、大規

模階層である50ha以上、特に100ha以上の層

は極度に薄い状況にある。対して、周辺部の

鹿追町で、は50ha以上の諸階層が厚く、さらに

山麓部の新得町になると階層構成が両極分化

しており、50ha以上の諸階層もいてヨそうの厚

みを見せる。この新得町の動きは注目される

-4-



表4 階層構成別の農家割合と経営面積シェア (畑作農家)
(単位:%) 

十勝
(中央部) (周辺部) (山麓部)

帯広市 芽室町 鹿追町 新得町
階層構成

農割合家
面積 農家 面積 農家 面積

農割合家
面積

農割合家
面積

シェア 割合 シェア 割合 シェア シェア シェア

5ha未満 6.8 0.5 8.2 0.6 2.7 0.2 6.1 0.3 18.2 1.3 
5~10ha 4.8 1.2 5.0 1.3 2.4 0.6 2.0 0.5 10.6 2.6 

1O~20ha 14.7 7.9 13.4 7目8 14.0 8.0 9.5 5.0 13.6 7.0 

20~30ha 27.8 24.2 29.1 27.5 37.1 32目6 24.5 19.8 19.7 19.1 

30~40ha 25.6 30.4 29.6 36.8 31.3 37.1 31.3 33.8 10.6 13.6 

40~50ha 12.0 18.3 11.0 17.7 9.0 13.4 17.7 24.4 12.1 20.5 

50~60ha 5.1 9.4 2.4 4.7 2.2 4.2 5.4 9.1 6.1 11.6 

60~70ha 1.6 3.5 0.9 2.2 0.5 1.1 2.0 3.9 4.5 10.8 

70ha以上 1.5 4目6 0.3 1.3 0.8 2.7 1.4 3.2 4.5 13.5 
(参考回回以上} ( 8.1) ( 17.5) (3.6) (8.3) (3.6) (8.1 ) (8.8) ( 16.3) ( 152) (35.9) 
合計 100.0 100目。 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料 :2∞5年農業センサス組替え集計利用による。

注 :畑作農家は①畑地面積/経営耕地総面積注60%、かつ②畜産物販売額/総販売額<20%と

規定し、切り出している。

ものであり、面積シェアとして中間層、上層

の突出は見られず、逆に上層と同じ厚みをも

って50ha以上の大規模層が展開しているので

ある。具体的には50ha以上層に 5割超の農地

が集まり、階層別に見ると50'""100ha層に

27.7%、100ha以上層では僅か 5%の経営体

に27.2%の農地が集中している。

あわせて、 表4は農業センサス個票の組み

替え集計により「畑作農家」を抽出し、その

階層構成を示したものである。

これは先の農業経営体と異なって協業経営

法人は示されないが、利点として①純粋な

「畑作農家」を対象にできること、②階層構

成も自在、かつ詳細に区分できてモード層も

確認できることがあり、分析の深化が可能で

ある(農業経営体による大規模階層は50'""

100ha層、 100ha以上と大くくりであり、特に

後者の区分では酪農経営を多く含むことにな

る)出)。こうした下、当表では畑作農業の実

状を考慮し、最大階層規模を70ha以上として

集計している。

そこでは第 1に帯広市、芽室町では組み替

え集計によっても、依然として中 ・上層が厚

く、 より大規模な経営体の形成は遅延してい

る。そこでは農家割合、面積シェアともにモ

ード層が3O'""40ha層にあり(芽室町の農家割

合を除く)、しかも概ね30%を超えて分厚い

構成にある。同時に、 1ランク下位の20'""

30ha層も大きな差を見せず、厚い層をなして

いる。対して、 40ha叫上の層では農家割合、

面積シェアともに40'""50ha層が10%台と一定

の厚みを示すものの(芽室町の農家割合を除

く)、 50ha以上の大規模諸階層になると極端

に層が薄まり、合計しでも10%に満たない水

準にある。

第2に鹿追町、新得町では階層構成に違い

を含みつつ、大規模層が展開しており、それ

は特に後者で著しい。まず、鹿追町ではモー

ド階層として農家割合、面積シェアともに30

'""40ha層が30%台と厚いが、 40'""50ha層、

-5-



表 5 技術開発ニーズの整理表

作業技術 品種 栽培・資材・支援システム

てん菜 。 ・安定した直播栽培技術の開発 。 ・病害抵抗性品種の開発 。 ・育笛ポットの軽量化

。 ・不耕起栽培技術の開発 -移植作業のコントラクタ化

。 ・ハーベスタの高速化 -収穫作業のコントラクタ化，収穫機の

-低コスト技術の開発
共同化

-収穫物を直接ダンプへ入れる方法

-肥料の散布回数を減少させても，収
量が低下しない技術開発

ばれいしょ 。 ・歩留まり向上のための栽培技術開発 。 ・線虫，:1ウカ病抵抗性品種の開発 。 ・安全な枯調剤の開発

。 -打撲・損傷の少ない高速ハーベスタ 。長期貯蔵技術(品種開発) 。 ・長期貯蔵技術(萌芽抑制技術)
の開発 -多収品種の開発(チップ5トン，フレ -野良生え対策技術の開発

-省力栽培ンステムの開発。ソイノレコン ンチ6トンは必要)。
-土壌診断(Nスコア)に基づく施肥技術

ディショニング体系のコントラクタ委託 -線虫抵抗性があり、かっ多収のでん -収量向上に向けた茎密度の制御方

-切断消毒機能を持った精度の高し、 原用品種の開発
-均一な種芋が必要

カッティングプランター -ストロンが伸びない品種 -種竿の少量消毒銭術の開発

-噌収技術の開発 -中生品種の開発 -収穫作業を請け負うコントラクタの複

-低コスト技術の開発
数育成

-肥料の散布団数を減少させても，収
量が低下しない技術開発

小麦 。 ・連作回避技術の開発(前作の確保) 。 ・安定した春小麦品種の開発 。 ・品質向上のための施肥技術の改善

。 ・低収地域に適した品種の開発 。 ・収量向上のための施肥袋術の改善

-熟期の早い品種

-キヂノ;カオリは穂発芽や低アミロが問題

豆類・雑穀 。 ・汎用コンバインによる大豆ダイレクト 。 ・収量の高い品種の開発 。 ・汚粒防止技術の開発(大旦)
収穫技術の開発

。 ・収量の安定した品種の開発 -莱豆類の乾燥技術

。 ・高水分時にも可能な収穫技術の開 -大豆早稲品種(衰の前作，または寒 -菜豆類における汚粒発生の防止技術
発(菜豆) 地対応)

-大豆汚粒取りの良好なコンバイン -着きょう位置の高し、小豆(大型コンパ
イン・ダイレクト収穫に対応した品種)

野菜類 -築物野菜拡大のための技術開発 -皮を事1かずにすむ短い長ネギ品種 -輸送コスト低減技術

-トラクタ直装型キャベツ収穫機，多嵯 -エダマメ(早生かつ低温体制のある -選果場のくず・泥の処理法
処理キャベツ収穫機 品種)の開発 -町内で加工して消費地への輸送に

速度の早いキャベツ収穫機の開発 耐えられる加工・愉送技術(品質保持
のための輸送技術)システムの形成。

肥料・農薬 土嬢診断 施肥法

安環境全保安全心・・ -農薬ドリフト回避技術(個場境界用陣 -有機物の必要性を明械にする土壌 -土壌病害虫対策の確立

壁作物の開発) 診断技術 -土壌診断(Nスコア)に基づく窒素施
土づくり

-明渠に流出する硝酸態窒素の回 -物理性・微生物性を含む，総体とし 肥法の確立

収，または脱蜜技術の開発 ての土壌診断伎術

-薬剤の少量散布(希釈倍率は閉じ) -残法物の処理技術(圃場での分解促

の効果を明らかにしてもらいたい 進)

'IPM実用化技術

低コスト・省力化 酪農経営との連携 地域差への対応

経営 -コントラh要ク(タ大(規全模作畑物作)のシ成ス立テ条ムの件支は
-し、っそうの交換耕作推進 定-中着央部=第5の作物としての野菜作

特に重 -餌代高臓により，周辺部では畑作経
援システム確立) 営に青刈りトウモロコシを作ってもらう -周辺部=耕畜連携の推進

- てん~，小麦は緑ゲクを喰わないよ 動きがある。畑作農家も堆肥を入手で

う，晶代と黄ゲタで(コストを)賄ってい きる

く

資料 :2∞7年 8~ 1l月 に実施した JA4機関よ り のヒアリング。
注 :0調査対象はJA中核団体2機関，中央部の JAl機関、周辺部のJAl機関である。

2) r~J 印は十勝地域に共通するこーズとして抽出したものである。

3)てん菜については，ハーベスタの高速化が潜在的ニーズとしてあ り，また2∞6年度よ

りの政府受託 「担い手の育成に資する 1T等を活用した新しい生産システムの開発J
においても重視されている技術開発であることから、抽出した。

-6一



50ha以上の諸階層も厚みを見せている。次い

で、新得町ではここでも両極分化した階層構

成となっている。モード層は農家割合で見る

と他地域より 1ランク低い20""30ha層、面積

シェアでは逆に 1ランク上の40""50ha層にあ

り、しかもいずれもモードとしては薄い。対

して、 50ha.以上層は厚く、面積シェアは各階

層ともに10%台の高水準を示す上、合計すれ

ば30%台半ばとなって実に町農地の 3分の 1

強を占める状況にある。

以上のような農業動向は次のように整理さ

れる。

中央部=帯広市、芽室町では相対的に離農

発生が緩慢に推移してきたため、供給農地は

不足し、突出した大規模層の展開が遅延して

いる状況にある。そこでは中 ・上層が肥大

化=相対的に等質的な階層構成が形成されて

いるのである。

対してJ周辺部=鹿追町、山麓部=新得町

の中でも特に後者では離農が著しく進んでき

たことから、供給農地の受け手も相対的に減

少し、そのためにより大規模な階層へ向けて

農地が集中してきでいる。そのため、両極分

化型の階層構成が形成されているのである。

(細山隆夫)

3.農協を対象とした技術開発ニーズ

の把握・整理

表 5は十勝畑作農業における技術開発ニー

ズを把握 ・整理したものである。

そこでの技術開発ニーズはてん菜(春作業

の問題)、加工用ばれいしょ(収穫作業の能

率、歩留まり率の問題)に重みがあり、省力

化が進んだ小麦、また豆類に対しては少ない

状況にある。こうした下、各作物について 5

項目の共通ニーズを抽出している。あわせて、

個々の具体的な諸ニーズ、実態に関しては付

表 1を参照されたい。

1) てん菜

てん菜の共通ニーズとして、「安定した直

播栽培技術の開発J、「不耕起栽培技術の開

発」、「ハーベスタの高速化J、「病害(渇斑病)

抵抗性品種の開発J、「育苗ポッ トの軽量化J

が求められている。

ここでは品種問題も指摘されているが、む

しろ作業面、特に春作業の省力化が重視され

ている。同作物は普通畑作物の中では唯一育

苗、移植を要する移植体系が支配的であり、

特に移植時ではばれいしょ植え付けとの作業

競合(より大規模な経営における)も発生し

ている状況にある。そのため、直播栽培確立

等による春作業の省力化が重視されているの

である。

作業技術面として直播栽培安定化、不耕起

栽培技術、ハーベスタの高速化が求められて

いるのは以下の点が作用している。

直播栽培の安定化は将来技術であると言え

る。まず、現状では移植体系自体に格別な問

題は生じていない。即ち、育苗センターによ

る播種受託が進み、ハウス管理も自動化によ

り省力化が図られ、高性能の全自動移植機も

導入されてきている。一方、直播栽培は省力

化 ・低コスト化につがなるものの、風害、霜
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害によって収量も低下する実状にある。だが、

徐々に経営大規模化が進む下、最近では70ha

超の家族経営の展開も既に珍しくなく、そう

した大型経営ではばれいしよとの競合を回避

するためにも、直播栽培が適合的なのである。

同時に、将来的にも離農発生と大規模経営体

の増加が進むことは確実であり、それを見据

えた場合に直播栽培の安定化が要請されてい

るのである。

不耕起栽培技術は省力化に加え、昨今の原

油価格上昇に基づいても要請されている。即

ち、燃料代の高騰から可能な限りトラクター

稼働を抑制し、それによってコスト上昇も抑

制させていくことができないかという要請で

ある。

ハーベスタの高速化は経営的な要請に基づ

いている。元来、同作物の収穫期には競合作

物がなく、長期にわたる収穫が可能であるこ

とから、格別な問題は発生していない(打撲、

損傷は問題とならないことから、収穫速度も

速い)。だが、品目横断的経営安定対策の下、

経営としてコストを低下させていく上ではハ

ーベスタも個別装備ではなく、コントラクタ

化、共同所有化の方向によって投資負担を抑

制していくことが求められる。同時に、その

下ではハーベスタも高速化が必然的に求めら

れることになるのである。

栽培・資材面として、移植体系における育 '

苗ポット軽量化の要請は直播栽培に対する保

険的意味合いもある。特に、山麓部における

直播栽培は低温による被害を受けやすく、リ

スクも大きい事情が作用し、いっそうの移植

体系省力化=ポット軽量化が志向されてい

る。ポット軽量化は様々な取り組みが行われ

つつも、完全には実現していない状況にあり、

そのために依然として課題化されているので

ある。

2 )ば.れいし ょ

用途として食用 ・加工用、でん原用と分か

れるが、ニーズの比重は主力である加工用ば

れいしょにある。そこでは共通ニーズとして、

「病害(ソウカ病)抵抗性品種の開発」、「収

穫時における歩留まり率向上」、「打撲損傷の

少ない高速ハーベスタの開発Jに加え、「安

全な枯調剤の開発J、「長期貯蔵技術の開発J

が求められている。

加工用ばれいしょで問題となるのはロッ

ト、及び品質であり、そのために新品種育成、

歩留まり率の向上、安全性、貯蔵性に関する

技術開発が要請されている。ここでは海外諸

国産の加工用ばれいしよとの競争関係が強く

意識され、それが作用した状況にある。同時

に、畑作物の中では最も省力化が遅れている

ことから、経営大規模化に伴つての作業技術

面、支援システムに関する要望も多い。そこ

には品目横断的経営安定対策に影響されない

作物として、いっそう期待が高まっている事

情も作用している。

作業技術面から見ると、歩留まり率向上の

ための栽培技術、打撲損傷の少ない高速ハー

ベスタのニーズは一体の関係として捉えられ

る。

即ち、ソイルコンディショニング体系への

。。



期待である注3)。元来、同作物は収穫時に石

レキ、土塊による損傷を受けやすく、選別作

業も必要なことからハーベスタの走行速度が

遅い実態にある。その解決方法として、春先

に石レキ等を除去するソイルコンディショニ

ング体系が念頭に置かれている。これは歩留

まり率向上とともに、選別作業を減少させる

ことから、高速ハーベスタ導入も実現させて

いる。同時に、この行き着く先として要請さ

れているのがハーベスタ自体の高性能化=打

撲損傷を低下させ、高収量をもたらす高速ハ

ーベスタの開発である。

ただし、ソイルコンディショニング体系は

基本的にコントラクタ組織の下での作業遂行

が前提であり、その組織形成も課題化されて

いる。そもそも、同体系の導入は投資負担が

大きく、個別経営では定着困難であることか

ら、コントラクタ組織の形成が求められてい

る。だが、前述のように同作物は収穫作業の

進め方によって、品質が左右されるため、コ

ントラクタ化が進みにくい状況にもなってい

るのである。

品種面ではソウカ病抵抗性に加え、収量性、

貯蔵性(萌芽抑制)に優れた品種開発への期

待も大きい@前者に関しては実際の闘場場面

においても、ソウカ病発生地は8年近く作付

けが停止され、依然として有効な対策がない

実情が反映されている。後者については海外

産物と競争していくために、高収量、かつ長

期貯蔵可能な品種が要請されているのであ

る。また、作業適期の短い周辺部(山麓部も

抱える地域)では中間型品種開発への要望も

見られる。

栽培 ・資材面としては安全な枯調剤、長期

貯蔵技術の開発が期待されている。前者に関

してチョッパーをかけた場合、タイヤで踏み

つけてしまうことも多く、これにより緑化、

打撲が増加すること(歩留まり率の低下)、

同時に現在の枯調剤では枯れる速度が遅いた

めに疫病を誘発しやすいといった事情が作用

している。後者に関しては先の品種開発に加

え、倉庫内で萌芽を抑制していく技術開発の

方向も要請されているのである(例えば薬剤、

ホルモンによって萌芽を抑制していく方法)。

3 )小麦

小麦の共通ニーズとして、「連作回避技術

の開発(前作確保)J、「安定した春小麦品種

の開発」、「低収地域に対応した品種の開発」、

「品質向上のための施肥技術の改善J、「収量

向上のための施肥技術の改善」が求められて

いる。

小麦に関してはニーズが少なく、連作回避

の問題は指摘されているが、専ら品種開発、

施肥技術に限定される状況にある。

これは 1つに作業技術面として、同作物は

収穫作業を中心に最も省力化が進んでいる実

情が反映されている(それもあって、作付け

が増加してきでいる)。収穫作業に関して言

えば、以前から各地では地域支援システム ・

集団的対応=農協の収穫システムを中心に農

家のコンパイン集団、共同作業等が展開し、

個別経営の展開を支えている実態がある。従

って、残るは経営大規模化に伴って不可避的
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に発生する小麦過作化、連作化の問題であり、

そのために輪作体系の確立が重視されている

のである(最大の問題)。

2つに品種面のニーズにも連作回避問題が

関連している。即ち、安定した春小麦品種の

開発が重視されているが、それは前作確保に

よる連作回避を念頭に置いてのニーズとなっ

ているのである。ただし、秋小麦品種にして

も、中央部(気象条件良好な優等地)を念頭

に育成されてきていることから、周辺部に適

合的な(高収量 ・高品質、‘さらに熟期の早い)

品種開発が望まれている。

あわせて、施肥技術面として、いっそうの

収量・品質の向上が要請されているが(山麓

地も抱える周辺部を含め)、既に中央部では

収量 ・品質が限界レベルに達する状況にあ

る。中央部に関して言えば、やや過大な要求

と思われるが、それだけ同作物に関するニー

ズが少なく、「あえて要請するならば」とい

う点が反映されていると思われる。

4 )豆類

豆類の共通ニーズとして、「汎用コンパイ

ンによる大豆ダイレクト収穫技術の開発J、

「高水分時でも可能な収穫技術の開発(菜豆

類)J、「収量の高い品種の開発」、「収量の安

定した品種の開発J、「汚粒防止技術の開発

(大豆)Jが求められている。

豆類(作付け自体は減少してきでいる)も

技術開発が進んできていることから、ニーズ

はさほど多くなく、品種面と作業技術面が重

視され、じかも概ね特定化されている(これ

には除草剤、カルチベータの性能向上により、

除草問題が徐々にではあるが縮小してきでい

る点も作用している)。

作業技術面では収穫作業にニーズが特定化

され、作物としても大豆、菜豆類が対象とな

っている。大豆では普通型コンパインによる

ダイレクトd穫が要請されているが、これは

小麦との汎用が前提であり、効率化・低コス

ト化の狙いが根底にある。菜豆類では降雨の

影響により色汚れも発生することから、品質

低下抑制のために高水分時でも収穫可能な技

術(乾燥技術)の開発が要請されているので

ある。

品種面に関しては収量向上、生産安定化技

術が依然として重要であり、そのための品種

開発が要請されている。特に、大豆に関して

言えば、周辺部(山麓部も抱える地域)では

収穫が雪の下になることもあり、早生系(か

つ多収量等)品種が要請されている。また、

中央部にしても各市町村の範囲は広く、気象

条件に劣る生産力の低い地域もあることか

ら、熟期の早い品種開発が要望されるのであ

る(霜害回避のため)。

最後に、大豆における汚粒防止技術の開発

が指摘されているが、これは依然として汚粒

発生が大きな問題となっている実状が反映さ

れている。そして、これに対しては汚粒取り

の良好な機械の開発、効率的な汚粒取り技術

開発等が要請されている。

(細山隆夫)
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4. AHP分析による大規模経営体の技

術開発ニーズ把握

前節では、農協への聞き取り調査から十勝

畑作農業における技術開発ニーズを抽出 ・整

理した。本節では大規模畑作経営の展開に向

けた技術開発の方向性を検討するために、大

規模畑作経営における技術開発ニーズを明ら

かにする。具体的には、 AHP(階層分析法)

を適用して、前節で抽出された技術開発ニー

ズに対する大規模畑作経営の評価(重要度)

を分析する。

1 )調査対象

分析の対象として、畑作4品目を基幹作物

とする 3経営を選定した(表 6)。それぞれ

の特徴は以下のとおりである。

芽室町のA経営、 B経営は労働力 3名(オ

ペレーター 2名)の家族経営である。経営面

積規模はA経営が45ha、B経営は65haであり、

それぞれ町における階層構成の上層、大規模

層を代表する経営である。とくに、適正な輪

作を前提とすれば、 B経営は家族経営レベルに

おける作付限界規模を超える水準にある削)。

従って、今後の大規模家族経営の展開を検討

するうえで注目すべき経営であるといえる。

また、立地・圃場条件に関して、 A経営は一

部通い地に高台を抱えるが、それ以外は典型

的な十勝中央地域の環境下にある。逆に、 B

経営は同じ中央地域に立地するものの、その

ほとんどは高台・傾斜地であることから、ど

ちらかといえば十勝周辺地域に近い条件にあ

る。

新得町のC経営は雇用型法人経営である。

経営面積は142haに到達し、大規模層が厚く

展開する町の中でも最大規模の経営体であ

る。同時に、雇用型経営であることから、家

族経営の作付限界規模を大幅に超えるも適正

な輪作が確立されている注5) C経営のよう

な超大型の法人経営は、条件の厳しい周辺地

域や山麓地域において今後主要な担い手とな

りうるものと期待される。

表6 調査農家の概要

A経営 B経営 C経営

地域 十勝中央 十勝中央 十勝山麓

経営形態 家族経営 家族経営 農事組合法人

労働力(常勤) 3人 3人 7人

(うちオベ) (2人) (2人) (4人)

立地・圃場 一部通い地に
高台地帯 山麓地帯

条件 高台地帯

経営規模 46 ha 65 ha 142 ha 

作てん菜 7 ha 12 ha 36 ha 

付馬鈴薯 8 ha力日 12 ha食・加 39 ha食・加・澱

面小麦 15 ha 24 ha 39 ha 

積豆 類 8 ha大・小 6 ha小・菜 16 ha大・小

資料.農家聞き取り調査 (2∞7年)

注 :馬鈴薯「加J、「食」、「澱」はそれぞれ加工用、食用、澱源用を、豆類

「大J、「小J、「菜」は大豆、小豆、菜豆を表す。



2 )技術開発ニーズの評価階層構造

一般的に農業生産技術は品質や収量の向上

による収益面の改善と、作業性の向上による

省力化をもたらす。ただし、収益の改善と省

力化を同時にもたらす技術もあれば、どちら

か一方を改善するかわりにもう一方を犠牲に

する(トレード・オフの関係)といった技術

【問題・目標] [評価基準]

小麦の

作付拡大

もある。このことから技術の評価には収益性

のみ、または省力化のみといった一元的な評

価ではなく、その両者を考慮した評価がなさ

れなければならない。

そうした観点から、ここでは技術開発ニー

ズの評価方法としてAHPを適用する削)。

AHPとは不確定な状況や多様な評価基準を

[代替案(開発を望む要素技術))

①安定した直播技術

②育苗ポッ ト軽量化

③褐斑病抵抗性品種

④不耕起栽培技術

⑤ハーベスタの高速化

①そうか病抵抗性品種

②長期貯蔵技術(萌芽抑制技術、品種開発)

③歩留り向上のための栽培技術

③安全で効果の高い枯凋剤

⑤打撲損傷の少ない高速ハーベスタ

①連作回避技術(前作の確保)

②品質向上のための施肥技術の改善

③収量向上のための施肥技術の改善

④低収地域に適した品種

⑤安定した春小麦品種

①収量の高い品種

CZ収量の安定した品種

③高水分時にも可能な収穫技術

@汚粒防止技術

⑤汎用コンパインによるダイレク ト収穫技術

図 1 大規模畑作経営における技術開発ニーズ (AHP分析結果)

司
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必要とする場合の意思決定支援手法で、選択

肢(代替案)に対する意思決定者の主観的評

価を定量的に分析することができる。

具体的な分析手順としては、はじめに「問

題」および選択のための 「評価基準」、そし

て「代替案Jを設定し、意思決定問題の評価

階層構造を整理する。第二に、すべての評価

基準のペアについて一対比較を行い、各評価

基準の重要度(ウェイ ト)を求める往7)。第

三に、評価基準毎にすべての代替案のペアに

ついて一対比較を行い、評価基準毎の代替案

の重要度を求める。そして最後に評価基準の

重要度および評価基準毎の代替案の重要度か

ら各代替案の総合評価を求める。

このように、 AHPは複数の評価基準をも

っ評価階層構造を前提とすることから代替案

の多面的な評価が可能であるといった特徴が

ある。さらに、 一対比較による調査方法を用

いる ことで評価対象となる代替案が多い場合

でも、正確な評価データの収集が可能である。

ただし、代替案があまりにも多いと一対比較

の回数が膨大となるため、回答者に過度の負

担を強いる危険性がある。このことは回答の

精度低下にもつながることから、 一般的には

代替案を 7つ以下にすることが多い。

ここでは、技術開発ニーズをてん菜、馬鈴

薯、小麦、豆類の 4作物についてそれぞれ評

価するものとし、各問題の階層構造を図 1の

ように定式化した。各作物の「作付拡大Jを

目標に、「収益性向上Jと「省力化Jの二つ

の評価基準から各代替案を評価する階層構造

である。 また、前章で抽出された技術開発ニ

表 7 大規模畑作経営における技術開発ニーズ (AHP分析結果)

A経営 日経営 C経営

総合 評価基準別のウェイト 総合 評価基準別のウェイト 総合 評価基準別のウェイト

評価 収益性 省力化 評価 収益性 省力化 評価 収益性 省力化

①安定した直播技術 29 06 23 09 .06 03 05 01 04 

て ②育笛ポットの軽量化 09 02 07 14 13 .01 .37 .06 31 

ん③褐斑病抵抗性品種 .41 .12 .29 .35 .27 .08 25 06 19 

菜 ④⑤ハ不耕起栽t音技術 16 04 12 31 21 .10 .05 01 04 

ーベスタの高速化 04 01 03 11 08 03 .27 02 25 

①そう治す丙抵抗性品種 .28 .17 .12 49 42 07 43 .30 .13 

馬 ②長期貯蔵技術 07 04 03 12 10 02 06 .05 .02 

鈴 ③歩留り向上のための栽矯技術 .22 .08 .14 .22 .18 .05 10 07 03 

薯 @安全で効果の高い枯凋弗l 05 02 03 09 07 02 25 24 02 

⑤打撲損傷の少ない高速ハーベスタ .38 20 .19 08 06 01 15 .10 .05 

①連作回避技術の開発 12 06 06 08 .01 07 09 04 05 

i、②品質向上のための施肥技術の改善 06 05 01 26 .07 .19 .22 目21 01 

麦 ③収量向上のための施肥技術の改善 23 22 01 42 04 .39 11 10 01 

④低収地域に適した品種 45 42 03 13 03 10 .38 .34 04 

⑤安定した春小麦品種 .14 13 01 !o 02 08 20 14 06 

①収量の高い品種 .33 24 .ω 08 07 01 .31 .30 .02 

②収量の安定した品種 18 11 07 23 19 04 .11 .10 01 

長 ③高水分時にも可能な収穫技術 06 03 03 27 22 05 .22 .13 .08 

@汚粒防止技術 13 07 07 07 06 01 .22 .13 .09 

⑤汎用コンバインによる収穫技術 .30 .06 24 34 29 .05 .14 .09 .05 

資料 :表6に同じ

注 : AHP (階層分析法)を用 いて収益性および省力性の面から重要度を推計した結果である.総合評

価 のウェイトの作物別合計値は 1になるも

そのことから総合評価のウェイトが0.2以上(平均以上)のものを太字で示した。

-13-



ーズのうち共通性の高いものを作物別に 5つ

ずつピックアップしで代替案としている(付

表 2)。

3 )大規模経営における技術開発ニーズ

表7にAHPの分析結果を示した。

( 1 )てん菜

てん菜についてみると、いずれの経営にお

いても「褐斑病抵抗性品種」の総合評価が高

く、ニーズが大きいことがみてとれ石。総合

評価を収益性と省力化の二つの評価基準に分

解した場合も、他の技術開発ニーズと比べ高

い値を示している。すなわち収益性と省力化

の両面から評価されていることを意味してい

る。褐斑病抵抗性品種の導入が可能となれば

防除回数の減少によって省力化を図ることが

可能となり、同時に薬剤費や燃料費等の節減

につながるという期待があるためである。

また、規模拡大への効果的な技術と考えら

れている直播技術は、 A経営においてのみ省

力化の面から評価されているが、気候条件の

不利なB経営やC経営では風霜害による収量

リスクへの不安が大きく最も低い評価となっ

ている。それらの経営では、直播よりも，r育

苗ポット軽量化Jといった移植での省力化が

望まれている。その他、 B経営では「不耕起

栽培技術」の評価が高いが、「作業工程が逆

に増えて省力化や低コスト化に結びつかない

のでは (A経営)Jという指摘もあった。

収穫作業に関わる「ハーベスタの高速化」

については、 A経営やB経営ではあまり必要

とされていない。てん菜収穫作業は競合する

作業がないうえに、作業可能な期間も長いこ

とがその理由である。一方、 C経営はてん菜

の収穫面積が40ha近くに及ぶため収穫スピー

ドの高速化に対する関心が高くなっている

注 8)

( 2 )ば、れいしよ

ばれいしょでは、「そうか病抵抗性品種」

の開発がB経営、 C経営で0.43、0.49と非常

に高いウェイトを示し、 A経営でも二番目に

高い0.28となっている。そうか病の発生は、

収益の低下に直結し、馬鈴薯栽培農家で深刻

な問題となっている注ぺ 同時に、収穫時に

おいては機上選別作業の煩雑さが増し、収穫

効率の低下という問題も引き起こしている。

そうか病抵抗品種の開発はばれいしょ生産の

収益改善や作業の効率化において最も優先さ

れるべき課題のひとつであるといえる。

また収益面や収穫効率の改善に関わって、

「打撲損傷の少ない高速ハーベスタJ(A経営)

や 「歩留まり向上のための栽培技術J(A経

営、 B経営)へのニーズ、も大きい。調査農家

ではソイルコンディショ ニングやオフセット

ハーベスタの利用経験があるが、それら以上

に規格外品を減らすことのできる栽培技術や

収穫機の開発・改善が求められている。また

質問項目には挙げられていないが、打撲に強

い品種の開発を要望する経営もあった。

そのほか、‘気候条件の不利な C経営では

「安全で効果の高い枯凋剤」の開発が望まれ

ている。枯凋剤として速効性の高いレグロ ッ

-14-



クスの使用が禁止されたため、現在ではそれ

よりも処理効果の劣るデシカンが使用される

ケースが多い。気候条件の良いA経営やB経

営では、デシカン散布とリーフチョッパーを

併用することでそれまでと同様の効果をあげ

ているが、 C経営のような条件の厳しい地域

では短期間のうちに完全に枯らすことができ

ず、塊茎腐敗の発生によって歩留り率の低下

を引き起こしている。

( 3 )小麦

小麦は他の畑作物と比べ、栽培技術や機械

化の最も進んだ作物であるといってよい。そ

のため、ここで挙げた小麦の技術開発ニ一ズ

は他の作物のニ一ズに比べ全体的に小さいも

のと考えられる注旧ω)

各技術開発ニ一ズの重要度を比較した場合

の特徴的な点としては、以下の三つが挙げら

れる。ひとつは、通い地に気候条件の不利な

圃場を抱えるA経営や山麓地域の C経営で

「低収地域に適した品種J開発へのニーズが

大きい点である。これまでの主力品種は条件

の良い地域を基準に育成されてきた経緯があ

る。そのため、熟期など低収地域(気候条件

の不利な地域)に適した品種の開発が求めら

れている。

二つ目に、 A経営やB経営で「施肥技術の

一改善」への要望が大きい点である。その理由

について伺ったところ、極端な気象条件の変

化によって19年産小麦の収量や品質が期待ど

おりに得られなかったことが影響していた。

また、調査農家では小麦の収量や品質はほぼ

限界に達しているという認識が強い。これら

のことから、「施肥技術の改善Jとは収量や

品質の向上よりも、天候リスクへの対応を指

しているといえる。

三つ目に、農協等が強く望んでいる「連作

回避技術(前作の確保等)Jへのニーズはそ

れほど大きくないという点である。調査農家

では2年連作が行われているが、その程度の

連作は収量等にさして影響がなく、許容でき

る範囲であると認識されているためである。

関連して、連作回避に寄与すると考えられる

春小麦や大半の間作栽培は、連作回避よりも

実需ニーズ拡大による収益性の向上や(春小

麦)や省力化(大豆間作)といった点に期待 i

が寄せられている。

( 4 )豆類

豆類では、収益性の向上に向けて高収量品

種 (A経営:大豆、 C経営:大豆、小豆)や

収量の安定した品種 (B経営:菜豆)の開発

を要望する声が依然として大きい。今後も収

量性の向上に重点を置いた品種改良が望まれ

る。

また、収穫作業に関わって「汎用コンパイ

ンよる収穫技術Jや 「高水分時にも可能な収

穫技術J、「汚粒防止技術」が求められている。

A経営では省力化の面で汎用コンパインによ

る収穫技術を評価しているが、 B経営やC経

営では収益性の面で収穫技術の改善を望んで

いる。この背景には、収穫時期の降雨が影響

しているといえる。 A経営(大豆)では収穫

時期に降雨にあたることは少ないが、 B経営

戸
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(菜豆)や気候条件の異なる C経営(大豆)

では収穫時期に降雨にあたることが多く、色

流れや汚粒によって品質の低下を招いてい

る。とくにC経営では十分乾燥するまで収穫

できないため、大豆の作付拡大を制約する大

きな要因となっている。作付構成のバランス

を維持しつつ経営規模を拡大していくため

に、高水分でも可能な汎用コンパイン収穫技

術の開発が求められる。

(若林勝史)

5.結語

以上、本報告では十勝畑作地域を対象とし

て、農業構造の変化、規模拡大の動向を明ら

かにするとともに、先進的・大規模経営体に

おける技術的問題点を把握し、その開発方向

を提示してきた。

その意義は次のように整理できる。即ち、

農業構造の動向解析によって中央部、周辺 ・

山麓部における最先端、かつ直近の大規模化

の動きを示し、同時にAHP分析の適用によ

って先進的 ・大規模経営体における技術開発

方向の優先順位も示すことができた。この意

味において、本報告は今後の畑作農業研究

経営、技術の両面に関わってーの方向性に大

きな示唆を与えると思われるのである。

ただし、もとより、ここで明らかにしたこ

とが十勝畑作農業の全てを体現しているわけ

ではない。 1つに、全市町村にわたる農業構

造の動向解析を行ったわけではなく、その点

で地域全体の動きを示したものではない。2

つに、先進的・大規模経営体を対象としたA

HP分析巳おいても、その活用に関しては調

査サンプルとの相違(地域、作物構成等)に

留意が必要である。従って、こうした点に関

しては今後さらに検討を深めていくことが求

められると言える。

最後に、次の点を指摘しておきたい。1つ

に我が国おける畑作(近代農業)農業の歴史

は本場ヨーロッパ(さらにアメリカ)に比べ

て浅く、技術体系にしても未だ流動的な面も

多い。 2つに我が国畑作にとって、それら海

外諸国の農産物は競争相手でもある。反面、

我が国では生産抑制的な品目横断的経営安定

対策が実施されている状況にある。従って、

海外と競争していく上でも、本報告で検討し

た省力的、かつ低コストな技術開発、さらに

畑作物の高品質化を促すような技術開発が要

請されるのである。

(細山隆夫 ・若林勝史)
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<注>

1)こうした技術開発ニーズの把握と整理の方法

に関しては天野 (2∞5) に倣っている。

2)協業経営法人に関しては実態調査によって解

明し、個票集計に組み込んでいくことが有効な

方法と思われる。

3)加工用ばれいしょのソイルコンディショニン

グ(播種床造成法)はイギリスで一般的な体系

であり、近年の北海道畑作地帯において注目さ

れている新技術である。

これは高畦を形成するベッドフォーマ、播種

床から土塊、石を除去、走行路により分けて膨

満な畦を形成するセバレー夕、播種床に深植す

ると同時に培土も行うポテトプランターから構

成される。効果としては緑化いも減少に加え、

石れき ・土塊の減少による①規格歩留まり率の

向上、 ②収穫時における選別作業の減少=機上

選別人員の削減(労働時間と労賃の削減)、③

選別作業の減少から収穫速度の向上が可能とな

る。

同体系、及びその効果に関して詳しくは細

山・若林 (2007)、若林・細山 (2007)を参照

されたい。

4)平石 (2006)は家族経営を対象として、畑作

4品目による適正な輪作を考慮した場合、その

作付け限界規模は50ha前後と指摘する。

5) 3経営の労働力および労働負担の大きいてん

菜、馬鈴薯の機械装備を比較すると、 A経営、

B経営は家族労働力 3名(うちオペレーター 2

名)で、機械装備lセット、 C経営は構成員 6

名+従業員 1名(うちオペレータ-4名)で、

機械装備はほぼ2セット(馬鈴薯収穫機械は2

畦ハーベスタ 1台)となっている。オペレータ

-1人当たり、または機械装備 1セットあたり

の面積で比較すると、 A経営はやや小さく、 B

経営とC経営がほぼ同じ水準にある。このこと

から大規模家族経営と雇用型法人経営との間で

技術的な効率性に大きな差はないものと考えら

れる(ただし、労働負担の少ない小麦や豆類の

播種機等についてはC経営でも 1台のみであ

り、それらの稼働率という点では規模拡大によ

るメリットを得ているといえる)。

6) AHPについて詳しくは万根 (1987)を参考に

されたい

また、農業経営経済分野においてAHPを適用

した分析事例としては、住民意識構造の分析か

ら集落計画目標の体系化を試みた 浅井ら

( 1991)、切花の品質評価を行った河野 (1994)、

肉牛肥育技術の評価に適用した門間(1988)等

がある。

7)各重要度は次のようにして求められる。

まず、「ひとつ上の階層の要素に対して要素

Aと要素Bのどちらが重要ですかJといった質

問を回答者に尋ね、同一階層内の要素聞につい

て比較評価を行う(一対比較)。そのときの回

答選択肢は、「どちらでもないj を中心に 7段

階(または9段階)の選択肢を設定する。また、

「どちらでもない」を 1とし、 AのJ方が重要な

ほど 7、5、3、逆にBが重要な場合は、その

逆数1!1、 115、113として各選択肢を得点化する。

n 個の要素がある場合、 n(n-1)/2個のぺアについ

て上の質問を実施することになる。

A 
tJl 

B 
が

門
/



次に、こうして得られた回答から各要素の

重要度を求める。端的に言えば、各要素の重

要度は一対比較によって得られた行列(一対

比較行列)の固有値問題を解くことで求めら

れる。

要素 iに対する要素 jの重要度内をとする

と、 1式のような一対比較行列Aを得る。

炉ト )
 

-(
 

ただし、

aij=l， aij =l/a
ij 

(2) 

このとき、各要素に対する回答者の重要度

ベク トルをW(Wi，…，Wn) とすると一対比較

行列Aは、

WdW， ・ W，/Wn

A= [aijJ = I : (3) 

Wn/W，・ Wn/Wn

で表される。さらに、両辺に重要度ベクトル

Wを掛けて変形すると、

(A-n./) . W=O (4) 

となるが、このときW宇OであるのでnはAの

固有値にならなければならない(固有値問題)。

行列のランクは 1であることから、 Oでない固

有値んをただひとつだけ得ることができる。そ

の固有値んに対する固有ベク トルが重要度ベク

トルWとなる(ただし固有値に対する固有ベク

トルは定数倍の任意性があり一意に定まらない

ことから、総和が 1となるよう正規化する)。

8)てん菜の高能率収穫機として自走式ハーベス

タ「テラドス」が注目されている。しかしテラ

ドスはもともと直矯用に開発されたものである

ことから、 C経営では移植用向け収穫機械で

の高速化を望んでいる。

9) B経営でのそうか病は深刻な問題である。圃

場によってはそうか病が原因で 1~2 割程度歩

留りの落ちるケースもある。

10) AH  Pによって求められた重要度は総和が 1

になるよう正規化されているため、その絶対値

は意味を持たない(代替案間の比率にしか意味

がない)。そのため表 7の結果からはこのこと

を直接的に把握することはできない。

nδ 
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付表 1ー 1 技術開発ニーズの実態

JA中核団体:A機関A氏 JA中核団体:B機関B氏

作業技術 品種
栽培・資材・支援

作業技術 品種
栽培・資材・支援

システム システム

てん菜 -現行の移植体系 -早出し品種?→ -少数ながら全自動 -移植機(2陛)も -育苗ハウス管理
で困ることはない。 糖業が品種を持つ 4畦移植機も導入さ 高性能であり.1 も箱並べ，散水等
直播栽培は不安定 てくるので，研究 れている。今後は移 日で作付けできる の自動化が進み，
なので，その展開 分野でどうなると 植コントラクタ委託 面積も大規模化。 相当省力化されて
は無理。 も言えない。 という方向もある。 いる。 もう作付け

-直矯導入はlOOha 拡大のネックとは
を超える規模等に ならない。
なるか…(導入は経
営面積規模による)。

ばれいしょ -切断消毒機能を -多収品種の開発 -茎密度向上によ -長期貯蔵可能で良 取土の技術も向上
持った精度の高い (ポテトチップ 5 る種芋重の上昇。 品質な品種の開発 している。
カッティングプラ トン，フレンチフ
ンター ライ 6トンは;e，長9. -天然物での萌芽

抑制は大変重要。 -長期貯蔵技術の
-線虫抵抗性の多 -種芋の少量消毒 開発。

-省力栽繕システム 収でん原品種 技術の開発
の開発:ソイルコン -線虫・ソウカ病抵 -野良生え対策技
ディショニング体系 抗性品種 術の開発

s のコントラクタへの -貯蔵性向上技術。土
委託が必要となる。 壌診断(Nスコア)に

基づく施肥技術
-チョ ッパーをかけ
ると，タイヤで結構
踏みつけてしまう。
これは緑化いも，土 -貯蔵性向上として，
塊を発生させてし 薬・ホルモンで萌芽
まうので，本来は逆 を抑制する方法も
行した作業。

7品種毎に種芋の
.t首収技術の開発。 密度，茎密度によ

り，規格歩留まり -
を上げる技術開発
(茎が広くなる方
が収量向上)。

小麦 -キタノカオリの次 -連作回避技術 -十勝は秋小麦なの
のグレードの品種(キ で，キタホナミをど
タホナミは平成21~) -収量向上のため

r 

う導入していくか(需
の施肥技術 要の動向にもよる)

-安定した春小麦品 -低収地域の千粒
-小麦の品質に関して，全く問題がないという訳ではない。種(前作問題として) 重向上技術(山麓，

→パン用で開拓 沿海} 逆に，タンパクが低すぎると言われたりもする

豆類・雑穀 -小麦との汎用の -収量性向上(やは -安定生産が鰻重 -にお積みがなく
ため普通裂コンパ り大きい→品種開 要課題 なった。
インによる大豆ダ 発を)
イレクト収穫技術
(汚粒防止)。 -豆類に関しては収量水溶も問題ないか・・・。



中央部の JA:C氏 周辺部の JA:D氏

栽培・資材・支援 栽培・資材・支援
作業 技 術 品種

システム
作業技術 品種

システム

ただし，移植作業 -病害(カッパン病) -ポットの軽量化は -不耕起栽培の実 -収穫物を直接ダン
が高速化した分， 抵抗性のある品種。 籾殻を使うなどの 現化。燃料代が高 プへ入れる方法。燃

菌とり作業の負担 技術がすでにある。 い→ トラクターを 料出費が嵩u上に持ち
が大きく・・・ 動かさずに済む栽 しが大変，かつ土

-収穫時期は競合作 培方法の確立。 場を作ると畑も‘痛め
-直婚は収量の安定 業がないので，特に るので，ショベルを
性が改善されない限 改善すべき問題はな -直矯栽繕は当町 使わない方法。
り必要とされない。 いが。経営的には個 では寒さで春先に -ポットの軽量化

別農家の投資負担を 被害を受ける(リ -肥料の散布回数

抑えるためにコント スクが大きい) を減少させても，

ラや共同所有といっ 収量が低下しない

たシステム化も。 -低コスト技術の 技術開発を。

~ 開発。

-収穫:コントフク -ソウカ病抵抗性が -貯蔵性に関して -打撲損傷を受け -品種は晩生種が多 -貯蔵技術の見直
タを複数形成して あり，トヨシロ並の は萌芽抑制技術を ず，収量が向上し， く，中間型が少ない しも必要。
いくしかない。収 収量，かつ貯蔵性の 開発していく方向 面積もこなせるハ が・・・後者の品種が
穫作業で品質が決 ある品種開発。 もある。 ーベスターが欲し 欲しい(町では適期 -肥料の散布回数

まるので，てん菜 い(収穫はネック が短いため)。 を減少させても，

よりコントラクタ -収量向上に向け， となり，面積拡大 収量が低下しない
化が難しい。 茎密度等の制御が が難しい。また 2 -貯蔵性良好でチ 技術開発

-業務用・加工用向 求められるが、その 畔ハーペスターで ップカラーが劣化
けに幅広く品種が ためには均一な大 は打撲の危険性が しない品種を要望 -ソウカ病の問題
ほしい きさの種芋が必要。 大)。 の解決を。

-ソイルコンディ -ス トロ ンが伸び

-種芋:グラムでは ショニングは 5~ ない品種が欲しい

なく，何ミリ~何 6年前に一度導入 (長いと，緑化いも

ミリとに、大きさ されたが，コスト が生じやすく，収

別に単価が変えら がかかるもので・"。 穫時に踏んで損傷

れるのが理想。 させてしまう)。

-低コスト技術の

-安全な枯調剤lの関 開発。

発。(チョッパーで

》 は緑化，打撲等が増

え歩留まりも低下

する。また，現在の

枯調剤では枯れる

速度が遅いため疫

病が発生しやすい)

-キタノカオリは -連作回避の技術 -気温が低い山麓

穂発芽や低アミロ (前作として，ばれ 地域に適合的な"""
が問題となること いしょ ，金特程度 品質・収量の上が

から，作りたくな しかない)。 る品種開発を望む
い。また品種が堵 (耐病性も)。

えると乾燥施設で

対応が大変。 -まず，熟期の早い

品種が欲しい
-大豆:汚粒取りの -小旦・大型コンパイン -手亡，金特:小旦で開発 -手亡，金時・どう

良好なコンパイン によるダイレクト収撞 したピックアップ体系 しでも高水分が問
が欲しい。 に対応した品種を要望(着 を利用しているが，汚粒

題術"':kがと豆必な:要早り。乾燥技きょう位置の高い品種) が発生しており，これを

-小豆・また高収量の品 発生させない収穫技術 稲系，多
種が欲しい.町も地域範 が必要となる. 収性，かつ寒地で

囲が広いので1 熟期の -そば:新しい収機技術の も白目が栽培でき

早い品種を要望。 開発(コンパイン利用だが， る品種。
液樹が残ったままだと選

r -大豆・麦前作にもなる
別の網目が詰まる.また風

-そば:収量が安定
が吹くだけで実が落ちる

早生の品種が欲しい.
ので早期収穫も). する品種も必要。
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野菜類

安全安心・
環境保全
土づくり

経営

付表 1ー2 技術開発ニーズの実態

JA中核団体:A機関A氏

作業技術 品種
栽培・資材・支援

システム

-薬物野菜拡大の 卜皮を剥かずにす 卜輸送コスト低減
ための技術開発。 Iむ短い長ネギ品種。 |技術。

-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。

-選果場のくず・泥
の処理法。

-品目横断に対応
した第5の作物(畑
作型野菜)。

-有夜扇あ必要性を明確にする土嬢診断長編。
・物理性・微生物性を含む，総体としての土漉診断技術。
・農薬ドリフト回避技術(圃場境界用障壁作物の開発)。
・万一，ドリフトしでも大丈夫な農薬を。
-土壊診断(Nスコア)に基づく窒素施肥法の確立。
.土壊病害虫対策の確立。

-硝酸態窒素に関する筈性の検証。
-明渠に流出する硝酸態窒素の回収，または脱窒技術の開発0

・残澄物の処理技術(圃場での分解促進)。バイオはダメ(高コ

スト)。
-窒素が蓄積されてきている→窒素のコントロール技術。
.IPM実用化技術もお願いしたい。
-畑作コントラ(全作物)の成立条件は特に重要である(大規
模畑作システムの支援システム確立)。

-品目横断対策の下ではコストを下げる→コントラクタ委託
の方向となるが，農家にどう踏ん切りを付けさせるか，そう

した研究を。

-生育状況(病気等も含め)の管理方法として，センサー，無人
カメラによるロポット化の方向。

資料:付表 1に同じ。
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JA中核団体:B機関B氏

n= 栽培・資材・支援
作業技術 | 品種 | 

| | システム

・十勝中央部では品目横断的経営安定対策に影響されない
方向で，野菜を生産していくことが必要。

-酪農家の餌代が高くなり，周辺部では畑作経営に青刈りトウ
モロコシを作ってもらう動きがある。畑作農家も堆肥を入手
できるので得となる。

-今後の畑作経営は堆肥の有効活用を考える必要。

11， 



中央部の JA:C氏 周辺部の JA:D氏

作業技術 品種
栽培・資材・支援

作業技術 品種
栽培・資材・支援

システム システム

-枝豆:早生で低温 -キャベツ収穫・ト -問題となるのは
耐性のある品種が レーラーシステム (流通)システムで
欲しい(加工工場 は能力が低い。 あり ，最大のネッ
等の稼動率に関す クは輸送賛。
る問題から収穫期

の異なる品種が欲 -町内で加工して消
しい)。 費地への験送に耐

えられる加工・輸送
技術(品質保持のた

めの輸送技術)シス
テムの形成。

-薬剤IJQ)少量散布(希釈倍率は同じ)の効果を明らかにしても -欧米型の少量施肥技術=高濃度散布技術を活かしていくべき
らいたい。 ではないか。投入量自体も減少させることができる九

-散布量を減少させたい。大型経営では問題(水をくむ時聞が -交換耕作をいっそう推進していく必要があり，耕畜連携の最も
大変)。 簡単な手法である。当町は全国一の搾乳地域であることから，

-少量散布となることで，防除の作業効率が上がる(給水間隔
堆肥利用も糞尿処理対策になる。

が長くなる)。

-交換耕作のいっそうの推進。
-てん菜，小麦:緑ゲタを喰わないよう，品代と黄ゲタで(コス トを)
賄っていく，こうした技術開発が必要。

《 -第5の作物=畑作農業として導入可能な大型野菜が必要。



付表2 AHPのための一対比較調査票 (てん菜)

てん莱の技術開発方向 軍要
やや

同じ
やや

重要
かなり

重要 重要 室要 重要

収益の向上安定 I7 5 3 1/3 115 日 |省カ化

収益の向上・安定のために望む技術開発Iか重な'要り 重要
やや

同じ
やや

重要
かなり

r ノ〆 重要 重要 重要

①安定した直格技術 I 7 5 3 113 115 1/7 I ②育苗ポット軽量化

①安定した直矯技術 3 .113 I 1/5 I 117 I ③褐斑病抵抗性品種

①安定した直播技術 3 1/3 I 115 I 1/7 I ④不耕起栽培技術

①安定した直播技術 3 1/3 I 115 I 1/7 I ⑤ノ、ーベスタの高速化

②育苗ポット軽量化 3 1/3 I 115 I 117 I ③褐斑病抵抗性品種

②育苗ポット軽量化 3 1/3 I 1/5 I 1/7 I ④不耕起栽培技術

②育苗ポット軽量化 7 5 3 I 1/3 1/5 117 ⑤ハーベスタの高速化

③褐斑病抵抗性品種 7 5 3 1/3 115 1/7 ④不耕起栽培技術
・ーーーーーーーーーーーーー，ーーーーーーーー --ーー ー司ーー ーーー ー ーーーー ーーーー 司ー'ー 司ーーー ーーーー ーーーーー・・曲ーーーーーーーーーーーーーー -_. 

③褐斑病抵抗性品種 7 5 3 1/3 115 117 ⑤ハーベスタの高速化

③不耕起栽矯技術 7 5 3 1 1/3 115 1/7 ⑤ハーベスタの高速化

省力化のために望む技術開発
かなり

重要
やや

同じ
やや

重要
かなり

重要 重要 重要 重要

①安定した直播技術 7 5 3 1 1/3 115 1/7 I ②育苗ポyト軽量化

①安定した直播技術 3 1/3 I 1/5 I 1/7 I ③褐斑病抵抗性品種

①安定した直播技術 3 113 I 115 I 117 I ④不耕起栽培技術

①安定した直播技術 3 113 I 1/5 I 1/7 I ⑤ノ、ーベスタの高速化

②育苗ポット軽量化 3 1/3 I 1/5 I 1/7 I ③褐斑病抵抗性品種

②育苗ポット軽量化 3 113 I 1/5 I 1/7 I ④不耕起栽培技術

②育首ポット軽量化 1.13 I 115 I 1/7 I ⑤ノ、ーベスタの高速化

③褐斑病抵抗性品種 5 I 3 1/3 I 1/5 I 1/7 I ④不耕起栽培技術

③褐斑病抵抗性品種

③不耕起栽培技術

3 1/3 I 1/5 I 117 I ③ノ、ーベスタの高速化

3 1/3 I 1/5 I 1/7 I ⑤ノ、ーベスタの高速化
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