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4.畑作新生産システムの現段階

1)実証試験農家および実証試験の概要

し はじめに

今後、北海道畑作地帯においては離農の進

展が予想され、地域農業の維持には担い手の

いっそうの規模拡大が必要とされる削)。さ

らに、平成19年より施行された品目横断的経

営安定対策(現:水田・畑作経営所得安定対

策)によって、北海道畑作地帯における担い

手農家は二つの面で経営の大きな転換を迫ら

れている。

一つ目は、価格政策から直接支払いへの移

行により、収量の向上が甚接的に農家の所得

に反映されず、多投入多産出からの方向転換

が必要な点である。また、ニつ目として、国

臨イ七の進展はいっそう進むものと考えられ、

輸入農産物に対抗しうる価格競争力の強化が

求められている。

こうした点から、今後の畑作技術開発にお

いて求められるのは、単に所得確保を目的と

する規模拡大型(多投入・省力型)の技術開

発だけでなく、生産性(投入量に対する産出

若林勝史・縮山隆夫

2)新生産システムの労働時間

3)新生産システムの生産コスト
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1)技術評価に関する課題

2)機械投資に関する課題

3)与件変化に関する課題

6.摘要

量の割合)を高め、生産コストの大幅な低減

を可能とする低投入・省力型の技術開発目標

を据えることである。

そうしたなか、北海農業研究センターでは

生産コストの大幅な低減と省力化を可能とす

る新たな畑作新生産システムの開発を開始し

た(プロジェクト研究「担い手の育成に資す

る 1T等を利用した新しい生産システムの開

発J(平成19'""'23年、以下 f担い手プロJ)。

そこでは、将来的な規模拡大を見据え、 60ha

規模の家族経営をターゲ、ットに想定し、それ

らの労働時間及び生産コストを大幅に低減す

ることを目標とする。また、そのための新技

術として、一般的な畑作4品一一小麦、てん

菜、馬鈴薯(加工用)、豆類(大豆)一…に

休関緑肥を含めた 5年5作体系、さらに馬鈴

薯ソイルコンディショニング栽培技術やてん

菜直播栽培技術、簡易耕起技術等の導入を想

定している。

本報告の第一の目的は、この「担い手フ。口

円ベ
U



で開発中の畑作新生産システムについて、実

証試験データをもとに中間的な経営評価を行

うことである。また、第二の目的として、今

後の技術開発改善方向や導入条件の解明に向

けたモデル分析に関する課題について予備的

な考察を行うことである。

以下、まず第2節において、統計データを

もとに現在の畑作技術の生産性について整理

する。それを踏まえつつ、第3節では「担い

手プロj で想定する畑作新生産システムの具

体的内容と特徴、またその意義について整理

する。続く 4節では、「担い手プロ」におい

て開発段階にある新しい生産システムについ

て、労働時間や生産コストの面から評価を行

う。 5節では、新生産システムの経営評価に

向けた経営モデル分析の課題と今後の対応に

ついて予備的な考察を行う。

2.北海道畑作の生産性

平石 (2006)は、統計分析および詳細な実

態分析を通じて、北j毎道畑作の構造(生産要

素の結合形態)の変化と収益性の特徴につい

て整理している。そこでは、①機械化体系の

導入により省力化が図られてきたが、その程

度は限界に近づき、停滞する傾向にあること

(最終的な結論として、輪作体系を維持しな

がらでは50ha強が家族経営での限界規模であ

ること)、②費用問、収益面において大規模

層の優位性が縮小しつつある点などが指摘さ

れている。しかしながら、以上の分析は技術

の収益力、所得形成力に規点を当てた分析で

あり、生産技術そのものの生産性(家族労働

力を含めた生産力)を分析対象としたもので

はない。生産者側から見れば、経営全体で見

た所得形成力を検討することは重要な点であ

るが、後述する「担い手プロj の目標、すな

わち生産コスト低減(経済全体からみた効率

性の追求)という目標の下では、技術全体の

生産性が問題となる。

本節では、統計データをもとに畑作技術の

生産性の特徴について整理する。なお、平石

(2006) の分析とは、以下の点で異なる。第

一に、近年の特徴を整理するために、生産性

の計測期間を1997-2006年とする。第二に、

生産技術そのものの生産性を分析対象とする

ために、家族労働力も含めたかたちでの検討

を行う。第三に、生産コスト低減という目標

にあわせ、経営全体の生産性ではなく品目毎

の生産性に着目する。

1) 10 a当たり労働時間および匡定資本額

図 1は、各畑作物の10a当たり労働時間お

よび回定資本額について過去10年間の作付規

模別平均値を比較したものである。加工用馬

鈴薯については統計数値がないため、参考ま

でに澱原用馬鈴薯の数値を示した(ただし、

加工用馬鈴薯と澱原用馬鈴薯では作業体系が

大きく異なるので、加工用局鈴薯の指標を表

していないことに留意する必要がある)。

まず、lOa当たり労働時間についてみると、

どの品自においても作付規模が大きくなるに

つれ、比例的に省力化が進む傾向がみてとれ

る。ただし、規模拡大による省力効果は品目

によって異なる。小麦を除く品目では、最小
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図 1 作付規模別10a当たり労働時間および固定資本額 (97-06平均値)

資料:農林省「米及び麦類の生産費」、「工芸農作物等の生産費J各年度版

注 大豆の2.0~3.0haおよび5.0ha以上は02-06の平均値。

規模暗層に対する最大規模階層の労働時間が 必ずしも作付規模に関して比例する動きを見

約60%'"'-'70% (品目によって規模階層の幅が せていなしミ点である。また、その動きも品目

異なるため正確な比較はできないことに註 によって異なっている。小麦や澱原用馬鈴薯

意)であるのに対し、すでに大幅な省力化の では、作付規模の増大とともに減少する傾向

図られている小麦では83%に留まっている。 をみせたのち、最大規模で増加に転じる。ま

一方、 10a当たりの囲定資本額をみると、 た、てん菜や大立は概ね減少傾向にあるが、

労働時間とは異なる特徴がみてとれる。まず、 中位の規模措層において増加するケースもみ
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られる。こうした動きの背景を統計数値から

読み取ることは国難であるが、転換点となる

規模階居においては、それまでの規模階層と

は異なる機械体系が導入されていることが予

想される。

2 )労働生産性および鷺本生産性

技術の生産性をみるには、生産物と生産要

素投入量との関係を検討する必要がある。生

産要素投入量が少なくても、生産物の量が少

なければ、効率的とは言えないからである。

一殻的に、こうした生産性を図る指標として、

労働生産性(生産物/労働投入量)や資本生

産性(生産物/資本ストック)が用いられる。

図2は品目ごとの作付規模別労働生産性、

資本生産性を見たものである。

まず、大豆については作付規模の拡大にと

もない労働生産性、資本生産性ともに上昇し

ている。すなわち、それぞれの生産要素の利

用効率が高まっていることが示されている。

一方、小麦、てん菜、澱原馬鈴薯は、作付規

模の拡大にともなって労働生産性が上昇する

が、資本生産性は常に上昇鎮向を示していな

い。てん菜では一定または減少で推移したの

ち最大規模階層で上昇、逆に小麦やj殿原用馬

鈴薯では上昇で推移したのちに減少、という

傾向がみられる。ここで、とくに注意すべき

は、労働生産性が上昇するにもかかわらず、

資本生産性が減少する点である。こうした階

層では、労働生産性の上昇が国定資本の投入

増を犠牲に成り立っていると考えられ、全体

として生産性が向上していない可能性がある。

3 )全要素生産性

以上の指標は、労働または資本といった

生産要素の一部のみしか考慮しておらず、要

素聞の代替が生じた場合(小麦、てん菜、澱

原馬鈴薯のケース)には、それぞれを過大に

評価してしまうという問題がある。そうした

問題を呂避するために、すべての生産要素を

考慮するTFP (全要素生産性、または総合

生産性)という指標がしばしば用いられる。

TFPは、生産物の集計指標を Y、生産要

素の集計指標をXとすると、以下のように定

義することができる。

TFP=~ 
X 

、‘，ノ
噌

g
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これを計測する方法としては、生産関数の

推計に基づく方法や、ノンパラメトリックな

指数モデルにより計測する方法がある。ここ

ではサンプル数の制約等注2)から指数アプロ

ーチを採用してTFPを計測する。

また、指数アブローチでは YおよびXの集

計指標をいかに導くかが問題となるが、ここ

では経済統計等でしばしば用いられる

Tornqvist指数を使用した以下の式により計測

する。
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図2 作付規模別労働生産性および資本生産性 (97-06平均値)

資料:農林省「米及び麦類の生皮費J、「工芸農作物等の生産費j 各年度版

投 大豆の2.0~3.0haおよび、5.0ha以上は02-06の平均値。

なお、 Yitは t期の当該生産プロセスの下で

生産されるi番目の生産物、勾fはその時に必

要なj番目の生産要素、 Sit、Sjtはそれぞれ収

入シェア、コストシェアを表す。

この式において、左辺はTFP成長率、右

辺の第一項はアウトフット成長率、第ニ項は

インフ。ット成長率を示している。すなわち、

TFPはアウトプット成長率のうち、インプ

ット成長率では説明できない残差であり、技

術進歩や規模の経済性、固定資本装備の稼働

率等として解釈される。

さらに、 Tornqvist指数はトランスログ型生

産関数上で費用最小化行動をとっている生産

者の生産性と同じ意味をもつことが証明され

ウー



ている。

以上の指標は、間一主体での時間変化を計

測するものである。異なる主体間 (k)でT

FPを比較する場合は、仮想的なユニット

(主体)を作り出し、それとの差分を表す以

下の式によって計測できる。

TFP'. 'r""'I 1 . .. V， 
ln-iz〉;-(Sr十丸)ln千ι

TFp' 'i' 2 ' K U  Y)t 
(3) 

一手記j(νRち引S)t)1川)1山ln

/パT一(一)またはハツト(< )のついた変

数は、それぞれ全主体の算術平均(…)また

は幾何平均仁)で、仮想的ユニットの変数

を表している。

また、パネルデータの場合は、上記の 2

式、 3式を組み合わせた、以下の式で計測

される削)。

ln TFPkt = ln TFPkt TFp' ... TFP; 
n一一一 =ln-一一一一一一一一一・・・一一一一
TF~ TFlうTFp，_1 TF~ 

=zjいkil十九)lnf

午j(S川 Jl号
451(LA)i守

(4) 

号jhA)inTi

以下、 4式で示される指数式を用いて畑作

物のTFPを計測する。言十髄期間は1997年か

ら2006年までの10年間で、変数および使用し

たデータは表 1のとおりである。

国3は品目ごとに作付規模別の平均TFP

成長率 (96年仮想ユニットを基準)を示した

ものである。

まず、どの品目についても中位の規模階層

までは作付規模の拡大にともなってTFPが

上昇している。すなわち、中位階層までは規

模の経済性が存在しているものと推察され

る。しかし上位の規模に行くほどその傾向は

異なる動きを見せている。最も顕著なのは大

豆で、最大規模層であるlOha以上層において

7 ----..10ha層よりも低い生産性しか示していな

い。また、小麦や澱原用馬鈴薯では 5ha以上

でTFPがほぼ横ばいとなっている。てん菜

は他の品目と異なり、全階層である程度の生

産性向上がみられるが、それでも最大規模層

である10ha以上層ではその成長率が停滞する

傾向にある。本節冒頭で示した収益面、費用

(経営費)面における大規模麗の優位性縮小

という先行研究の結果と同様に、生産性とい

う冨においても大規模層の優位性が縮小、停

滞、さらには減少ということが本節の分析か

ら示された。

表 TFP計測に用いたデータ

コストシェア 数量

産出物 主産物数量

投入婆素 肥料 肥料費 肥料費/肥料備格指数

農薬 農薬剤費 農薬剤費/農薬剤価格指数

労働 労働費 労働時間

間定資本 償却費 固定資本額

その他 それ以外のコスト コスト/農業生産資材(総合)指数

口
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15.0 

以上の点から、規模拡大だけでは必ずしも 技術の開発が必要となる。たとえば、高能率

生産コストの低減にはつながっていないとこ なだけでなく精密作業を可能とするような機

とが指摘できる(さらに言えば、労働から機 械体系の導入によって品質または収量の向上

械への代替による経費増大、所得率の低下、 を図る、また、栽培方法の見直しによって収

価格リスクの増大という可能性さえ生じる)。 最性を維持しつつも生産資材投入量の削減を

そのため、今後の技術開発方向としては、生 図る、といった方向が目指されるべきである。

産性向上を図る栽培技術をともなった省力化
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3.熔作新生産システムの目標と特徴

平成19年度より始まった「担い手プロ」は

北海道大規模畑作の将来的な展望を踏まえ、

次の目標を掲げて、新たな生産システムの開

発に取り組んでいる。

第一に、畑作経営の規模拡大動向を踏まえ、

今後主要な担い手となりうる60ha規模の家族

経営の再立を可能にするために、労働閣の制

約となっているてん菜および加工用馬鈴薯の

大幅な労働時間削減を目指す。

第二に、国産畑作物の価格競争力強化を自

的に、lOa当たり生産費を 6割程度、単位生

産物当たり生産費を 7割程度までに削減する

ことを目標とする。

こうした目標を実現するために、さまざま

な新技術導入を検討している。表 2にはその

主要なものを整理した。

まず、品目全体に及ぶ技術として、リアル

タイム土壌センサーの利用、休関緑肥の導入、

簡易耕起法の導入がある。リアルタイム土壌

センサーは土壌中の水分、有機物、 PHなど

を高能率に収集する技術で、一般的に利用さ

れる土壌分析よりも高密度な臨場分析マップ

を作成することで、関場への肥料および、土壌

改良剤投入量の適正化を留り、把料費削減を

目指す。イ木関縁肥の導入は、緑肥鋤き込みに

よる把料費削減、および土壌病虫害軽減によ

る農薬剤費投入量の節減を目標とする。また、

経営耕地の一部を休閑緑肥とすることで、大

規模経営における適正な輪作体系の確立を目

指す。なお、休閑緑肥を導入した場合の輪作

体系は、てん菜一大豆一加工用馬鈴薯一休閑

緑肥一小麦で、緑把の入らない圏場では従来

どおり、てん菜…大立一加工用馬鈴薯一小麦

となる。簡易耕起法については、プラウ耕に

かわりサブソイラーを導入することで労働時

間の削減と燃料費削減を目標とする。

また、てん菜についてはヨーロッパ型の

(簡易耕起)狭畦密植直播栽培技術を導入す

る。これにより従来規模拡大のボトルネック

となっていたてん菜青苗作業、移植作業を省

略し、大幅な労働時間削減、育苗資材を中心

とする資材費の削減を目指す。また、狭畦栽

培(畦間45cm) にあわせ、ヨーロッパ型の

表2 担い手フ。口における新技術導入とその効果

品目 新技術

労働 収最
肥料費農薬剤l燃料費資材費機械費
削 減 費削減刻減 削減 削減 待問 品質

削減 向上

リアルタイム土壌センサー O 
全体 休閑緑ME 0 0 

簡易殺起 o 0 
直播栽培技術 O 

てん菜狭理主君主植栽培 O 
自走式多唆収穫機(委託 o 0 

大豆 狭滋密犠栽培 O 
小麦コンバインの汎潟化 o 0 

加工用ソイノレコンディ、ンョニング裁縫 o 0 
潟鈴薯全校稜子の手~ 0 

傷患画像利用による適撤収穫 O l、変
多収新品種の導入 O 

nu 
q
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多畦収穫機の導入と収穫作業の外部化を導入

することで、労働時間の削減と機械の効率的

利用を図る。

大豆については、てん菜同様、畦間45cm

の狭畦栽培を導入し、雑草抑制効果による除

草剤使用量の節減を国る。また、収穫は狭畦

栽培であること、また労働時間節減を目的と

してコンパイン収穫を導入する。なお、その

とき使用する機械は、機械費節減を考麗し、

小麦コンパインの汎用化(小麦収穫とともに

作業の外部化を想定)を目指す。

加工用馬鈴薯については、ボトルネックと

なる収穫作業の省力化を図るために、土塊・

石撲を除去するソイルコンディショニング栽

培の導入と作業効率の高いオフセットハーベ

スタを導入する。このソイルコンディショニ

ング栽培は、馬鈴薯栽培に適した播種床を造

成するため、規格内収量の向上効果も期待で

きる。さらに、ソイルコンディショニング栽

培において、全粒種子を使用することで、春

の種いも切り作業の省力化を図る。

小麦では、衛星闘像を利用した収穫システ

ム、また多収新品種 fきたほなみ」の導入を

進める。衛星画像収穫システムでは、衛星画

操より小麦の水分量を計測し、適期収穫を関

ることで乾操費用の節減を屈指す。

以上が「担い手プロ」における導入新技術

であるが、その特徴をまとめると以下の通り

である。

第一に、適正な輪作体系を維持した規模拡

大の制約、すなわち、てん菜の育苗・移植作

業、加工用馬鈴薯収穫作業において大幅な省

力化を図り、家族経営の限界規模を超える

60ha経営の実現を目指す点が挙げられる。

第二に、規模拡大を見据えた省力化にとど

まらず、導入する技術がそれぞれ生産性向上

にも寄与するという点である。具体的には、

土壌センサーや休関緑肥、さらにてん菜や大

豆の簡易耕起一直播一密樺栽培はそれぞれ投

入資材の適正化、軽減により生産性の向上を

目指す。また、加工用馬鈴薯ソイルコンディ

ショニングPや小麦新品種の導入は、収量性や

品質の向上により生産性の向上を目指してい

る。「担い手プロJで開発の進める新生産シ

ステムは、大規模層における生産性向上の限

界を打破する技術としても設計されているの

である。

4.畑作新生産システムの現段階

「担い手プロj では、 20年度より現地実証

試験を開始した。本節では、その現地実証試

験のデータをもとに新生産システムの現段階

について、労働時間および生産コストの面か

ら中間的な評価を行う。

1)実証試験農家および実証試験の概要

「担い手プロJでは十勝中央部芽室町A経

営において現地実証試験を実施している。表

3はA経営の概要である。労働力構成は、経

営主と親夫婦の 3名である。経営耕地面積は

45.04haで、うち自作地は38.33haである。十

勝および芽室町の畑作農家モード層が30"'-'

40haの経営規模であること(細山・若林

(2008) の試算)を踏まえれば、やや規模の
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大きい経営群に属する。また、経営者は30代

と若く、今後いっそうの規模拡大も予想され

る。作付品目は、てん菜、加工用馬鈴薯、小

麦、大立といった畑作物を中心に構成され、

十勝地域における典型的な畑作経営であると

いえる。

表 3 実証農家の概要

労働力構成 経営主 30代

父 60代

母 60代

地域 芽室町(土質沖積土・黒色火山性土)

緩営耕地面積 45.04 ha 

自作地 38.3 3 ha 

借地 6.71 ha 

作付構成 てん菜 10.43ha 

加工用馬鈴警 7.94 ha 

小麦 15.01 ha 

大豆 7.40 ha 

休閑緑肥 1.60 ha 

カボチャ 0.95 ha 

スイートコーン 1.71 ha 

反収 てん菜 7.0t 

(2007年産)加工用馬鈴薯 3.7 t 

小麦 10.4俵

大豆 4.5俵

資料:農家聞き取り調査より作成 (2008年実績)

なお、実証試験導入以前の技術体系は、以

下の通りである。てん菜は移植栽培を行い、

その際に全自動の 2畦移植機を使用してい

る。また、加工用馬鈴薯は現地で一般的なロ

ータリーヒラーを用いた早期培土を行い、収

穫にはインローハーベスターを使用する体系

を採用している。大豆は慣行66cmの畦間で

栽培し、収穫は農協のコンパイン収穫を利用、

また、小麦は自家で収穫と乾燥を行っている。

実証試験の概要を表4に整理した。

てん菜直播栽培の試験面積は6.08haで:あ

る。その他については慣行の移植で栽培を行

った。産播栽培の使用機械については、播種

機に不耕起用の輸入機をレンタルで使用し、

収穫機も輸入の誼播用 6条多畦収穫機を使用

した。収穫は外部オペレーターが作業し、本

稿ではコントラクターへ委託したものとみな

して分析を行う。

加工用馬鈴薯は、試験用の慎行毘15aを除

く面積でソイルコンディショニング栽培を導

表4 実証試験の概要

試験箇積 主な導入技術 ヨ三な使用機械 委託・手間替等

(作付面積) 機械:機種(メーか) (人数)

608a 簡易耕起直播 播種機:Optirna (Accord) 収穫機op(l)

てん菜 (I043a) 狭畦 (45crn) 収穫機:TerraDo s (HoIrner) 運搬(-)

多陛収穫 施肥 ・プEードキャスタ(東洋農機)

779a 全粒種子 へ'ッドブオーマ・BF(Grirnrne) セハ。レーダop(l)

加工用 (794a) ソイノレコン セハ。レーダ・ CS(Grirnrne) 橋種機op(l)

馬鈴主事 デ、イショニング 播種機:GL (Grirnrne) 収穫補助(1)

収穫機 :TOPl(東洋農機) 運搬(ー)

1501a (衛裏利用 播種機:Sirnulta (J叫ckari) 堆肥散布op(l)

小麦 (1501a) 収穫システム) 収穫機:Clayson (NewHolland) 収穫i霊搬

乾燥補助(1)

710a 簡易耕起、 播種機:Optirna (Accord) 奴穫op(l)

大立 (740a) 狭陛 (45crn) 収穫機:Lexion (Cla田)

コンバイン収穫

休閑 160a 播種機:Sirnulta( Junkkari) 

緑肥 (160a) 
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入した。ただし、一部国場においては田産の

セバレーター(播種床の土塊を除去する機械

い)の試験や畦聞に関する栽培試験等に供試

した。分析では輸入機を使ったソイルコンデ

ィショング栽培のみを対象とし、植え付け、

収穫では町内の農家コントラクターを利用す

ることを想定する。

小麦の2008年度の試験では、衛星画像に基

づく収穫、新品種「きたほなみ」は導入され

ていない。そのため分析では簡易耕起のみが

評価の対象となる。また、収穫・乾燥作業は

自家で行われたが、ここでは一般的な経営に

あわせ、共同で作業するものと想定して分析

する。

大豆については、対照とする慎行30aを除

く面積で簡易耕起密植栽培を試験した。使用

機は、播種にてん菜と問機の輪入播種機を供

試し、収穫は汎用コンパイン(試験で想定し

ているコンパインとは異なる)を使用した。

なお、収穫作業は外部オペレーターが行い、

分析でも収穫をコントラクターに委託するも

のとみなして評価を行う。

休閑緑肥の試験面積は1.60haである。試験

ではブロードキャスタで播種する試験毘とド

リルシーダーで矯種する試験区を設けたが、

ここではドリルシーダーを使用した場合のみ

を対象とする。

2 )新生産システムの労働時間

表5は、実証試験と慣行における直接労働

時間(家族)を比較した結果である削。なお、

てん菜以外の慣行については、実証試験実施

前 (2007年度、および2005年度)の数値を用

いている。

表 5 実証試験と慣行における直接労働時間(家族)
(hr/lOa) 

てん菜 加工用馬鈴薯 小麦 大.R 休関縁日巴

試験 '演行 試験 慣行 試験 慣行 試験 慣行 試験

痕播 移植 ソイルコン早期培土 街易務起 プラウ耕 簡易耕起 プラウ耕

2008 2008 2008 2005 2008 2007 2008 2007 2008 

育s3・種子準備 4.32 34 1.18 

耕起・整地 12 .61 16 .44 .25 63 16 .33 

基肥 22 .51 .10 10 

移植・播種 .21 2.41 .84 1.06 30 30 .20 47 .19 

除草 1.90 1.76 .08 .08 .37 1.40 

追月巴 .05 05 03 

防徐 .52 .38 .58 66 29 29 .34 28 

収穫・乾燥 03 1.43 3.89 8.86 1.17 1.17 07 .06 

その他 15 .06 06 1.33 .23 .23 04 .16 

生産管理 14 .14 20 ー20 .02 02 

合計 3.29 11.61 6.15 13.81 2.41 2.78 1.18 2.58 .34 

慣行比 28.3% 44.5% 86.6% 45.7% 

資料:実証農家作業日誌 (2008年、 2007年、 2005年)

注 :1)慣行の生産管理は試験の労働時間と同ーとした。

2)てん菜慣行および加工用馬鈴薯慣行の収穫作業は自家収穫。

3)小麦慣行は耕起・整地作業のみ2007年度のデータを用い、それ以外は2008年度試験と同ーとした。

4)大豆の収穫作業は試験、慣行ともに委託を想定。

円ぺ
U

?ω 



新技術を導入した結果、全ての品自につい

て大幅な省力化が閣られた。

とくに、てん菜直播栽培の労働力削減効果

は非常に大きく、慎行の28.4%にまで削減さ

れた。その要因としては、育苗作業 (4.32hr

→O.OOhr)、移植作業 (2.41hr→0.21hr) にお

ける省力化の影響が大きい。それ以外にも、

簡易耕起(耕起・整地作業:0.61hr→0.12hr)、

全層施肥(基肥作業:0.51hr→0.22hr)、収穫

作業の外部化(収穫作業:1.43hr→0.03hr) 

によって大幅な省力化が図られていることが

確認できる。ただし、除草作業については、

適切な捺草剤散布ができなかったため手取除

草を要し、慣行よりも労働時間が増加する結

果となった。除草剤散布体系については、今

後の改善が求められる。

加工用馬鈴薯では、ソイルコンディショニ

ングの導入とオペレータ一作業の外部化(機

上選別作業は家族労働)により収穫作業の労

働時間が、 8.86hrから3.89hrに大きく減少し

た。その他にも、全粒種子の利用により種い

も切り作業が不要となったこと(種子準備作

業:1.18hr→0.34hr)、セバレータ一、プラン

ターオペレータ一作業の外部化(耕起・整地

作業:0.44hr→0.16hr、播種作業:1.06hr→ 

0.84hr)、培土作業の省略(その他作業:

1.33hr→0.06hr) などにより、全体として慣

行の44.5%にまで省力化が図られた。

大立では、簡易耕起および高速な輸入播種

機の導入により耕起・整地作業、語種作業の

労{勤時間が半減した。また、除草作業も密植

栽培の雑草抑制効果と除草剤散布、機械除草

により、大幅な省力化が図られている。結果

的に、全体で慣行の45.7%まで省力化が歯ら

れた。

経営全体での省力化効果を見るために実証

農家の作付構成比率をウエイトとした加重平

均労働時間を比較すると慣行の42.4%まで削

減される(表 6)。担い手プロで想定してい

る新生産システムは非常に省力効果の高い技

術として評価できる。

3 )新生産システムの生産コスト

表 7は、実証試験と慣行における生産コス

ト(利子、地代は含まない)を比較した結果

である。

全体としてみれば、新技術による生産コス

トは微減または増加という傾向にあり、期待

されるほどの結果は得られなかった。

てん菜については、密植栽培により種苗費

が増加 (2，006円→3，285) したものの、直播

栽培によって諸材料費が減少 (3，171円→541

円)、さらに減肥によって肥料費が減少

(30，631円→24，847円)した。また、収穫作業

の委託や播種機のレンタルによって、農機具

表 6 経営全体の加重平均労働時間 (h此 Oa)

試験 慣行 慣行上七

力日重平均
3.03 7.15 42.4% 

労働時間

(参考)
5品医作{寸 4品目{乍付 2008年

構成比率 構成比率 作付庖穣

てん菜 24.6% 25.6% 10.43 

馬鈴薯 18.7% 19.5% 7.94 

小麦 35.4% 36.8% 15.01 

大R 17.5% 18.1% 7.40 

緑肥 3.8% 0.0% 1.60 

資料:表 5に同じ
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費を21，243円から 13，626円までに抑えること

ができたが、それ以上に賃借料が増加した

(533円→13，329丹)。最終的に、 10a当たり

生産費は慣行の85%にまで減少し、収量が

88%の減少で留まったことから、生産物 1t 

当たりの生産費も96%に削減することができ

た。ただし、家族労働費を除く経営費では新

技術の優位性は失われる。

加工用馬鈴薯については、ソイルコンディ

ショニングおよびその作業外部化により農機

具費(14，004円→12，627円)および家族労働

費 (21，757円→9，686円)が減少するが、それ

以上に賃借料および料金が増加した (77円→

22，296円)。土壌改良剤の関係で肥料費が減

表 7 実証試験と慣行における生産費
(河110a)

てん菜 加工用潟鈴馨 ノj、麦 大豆 休閑紋~[I;

試験 慣行 試験 慣行 試験 慣行 試験 慣行 試験

直播 移嫡 ソイルコン早期培土 簡易耕起 プラウ緋 在E易耕起 プラウ耕

2008 2008 2008 2005 2008 2007 2008 2007 2008 

種s'i袈' 3，285 2，006 15，033 15，033 2，081 2，081 5，643 3，529 2，730 

肥料費 24，847 30，631 9，624 15，728 11，300 9，894 2，961 5，642 705 

l設業薬剤費 10，720 9，138 9，442 9，965 5，976 4，573 6，626 5，269 。
その他諸材料費 541 3，171 51 51 29 29 21 21 。
光熱動力毅 5，276 5，728 6，805 6，396 3，335 3，833 3，705 3，749 383 

震{昔料及び料金 13，329 533 22，296 77 21，095 22，405 14，038 9，030 。
物件税・公課諸負担 2，809 2，809 2，396 2，396 4，844 4，844 1，455 1，455 23 

土地改良水平Ij費 。 。 。 。 。 。 。 。
主主物!sJ: 2，309 2，309 2，456 2，456 2，039 2，039 1，956 1，956 。
自動車望者 1，412 1，412 1，668 1，668 1，283 1，283 1，668 1，668 128 

燥機具費 13，626 21，243 12，627 14，004 7，731 7，705 6，626 6，741 726 

生産管理費 596 596 634 634 526 526 505 505 。
物対費 78，749 79，575 83，032 68，409 60，241 59，213 45，202 39，565 4，6ヲ6
家族労働費 5，188 18，304 9，686 21，757 3，799 4，385 1，858 4，067 542 

雇用労働費 。 906 。 。 。 。 。 。 。
費用合計 83，937 98，784 92，718 90，166 64，040 63，599 47，060 43，632 5，237 

品IJ濯物評価 。 。 1，883 2，021 2，377 1，876 。 。 。
生産費 83，937 98，784 90，835 88，145 61，663 61，723 47，060 43，632 5，237 

'tl¥t行比 85.0% 103.1% 99.9% 107.9% 

単収 (kg)

単位ー生産物当たり生産費

俊行比

5，445 6，1641 2602 2，4251 557 6211 294 306 

15，415 16，0261 34，910 36，3521 6，642 5，9611 9，604 8，546 

96.2% 96.0% 111.4% 112.4% 

資料:実註農家作業日誌および経営データ (2008年、 2007年、 2005年)

注 :1)作業に関する前提は表5に従う。

2)慣行において試験と向ーとみなされる費尽については試験の値を用いた。

3)加工用馬鈴薯慣行のl収量は、試験健に2005年度のソイルコンデイショニングおよび早期培土の規格内収量比率

を乗じて求めた。

4)単位生産物当たり生産費について、百甘菜および力日工用馬鈴薯は生産物lt当たり、小麦および大豆は生産物60kg

当たりの数値。

5)加工期馬鈴薯ソイルコンディショニングおよび収穫料金は実証試験地農家コントラクタの料金、てん菜主主播お

よび大豆箔穏機のレンタル料金は 1日当たり 50，000円、多時収穫機を利用したてん菜収穫委託料金は樋口ら

(2008) を参考に推計した値を用いた。
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少したものの、結果的に10a当たり生産費は

103.1 %と増加した。ただし、ソイルコンデ

ィショニングによる規格内収量が増加するも

のと想定すれば生産物 1tあたりの収量は

96%と減少する。

大豆については、密植栽培により種苗費が

増加 (3，529円→5，643円)、また播種機のレン

タルによって賃借料が増加 (9，030円→14，038

丹)した。減肥等により肥料費は削減

(5，642円→2，961円)できたものの、lOa当た

り生産費でみれば108%と増加する結果とな

った。また、本年度は一部圏場で収穫ロスが

あったため、生産物60kg当たり生産費はさら

に増加することとなった。

小麦については、耕起法の違いによる生産

コストの差異が小さく、lOa当たり生産費も

慣行とほぼ間程度にとどまった。生産物60kg

当たり生産費は、前年よりも収量が低くなっ

たことから増加する結果となった。

今後の低コスト化に向けた課題として、現

在の機械体系やその利用形態を前提とするの

であれば、いずれの作物においても収量の向

上または肥料や農薬剤投入量の節減を留り、

生産性を高める必要がある。

5.経営モデル分析に向けた予嬬的考

察

本節では、今後の新生産システムの経営評

価および導入条件の解明に向けたモデル分析

の課題について整理する。

1)技術評価に関する課題

(1)評偲指標について

「担い手プロj の最終的な目標は低コスト

化と省力化である。しかしながら、それらの

目標が必ずしも生産者にとって最良の技術と

は限らない。生産者にとって最良の技術とは、

経営所得を最大化(収入と経営費の差額)す

る技術にほかならないからである。よって、

農家の所得最大化を実現することが、新技術

の普及・定着、そして低コスト・省力化を現

実のものとするための必要条件となる。

また、「担い手プロ」で想定している技術

体系は複数品目に及ぶ。そのため、各作物に

おける技術選択の最適化が、必ずしも経営全

体の最適化に結びつくわけではない。たとえ

ば、ある品目における新技術の導入が新たな

労働競合を生み、他の品自で新技術の導入が

図れない場合も考えられるためである。

以上の 2点を踏まえると、 rm.い手プロ」

の新生産システムを評価するに当たっては、

経営所得の最大化を目標に据え、経営全体の

技術選択の最適化を図る数理計画法を用いる

ことが適切である。さらにその分析を踏まえ

た上で、「担い手プロJのプロジェクト目標

および特徴にあわせ、以下の 2点について評

価する必要がある。

第一に、低コスト、省力化という目標への

達成度を検証するために、数理計画法によっ

て求められた最適解をもとにコスト低減効

果、省力化効果を計概する必要がある。その

結果、もしも自標が達成されない場合は、後

述するように数理計画モデルに立ち戻り、技
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術の改善方向を提示する必要がある。

第二に、「担い手プロj では 5品目全てに

新技術を導入することを想定しているが、実

際の営農場面を考えた場合、全ての技術を導

入できるとは限らない。地域条件や経営臨有

の条件などによって一部技術の導入が困難な

場合もある。たとえば、条件不利地における

てん菜甚播栽培や採種農家における大豆コン

パイン収穫などである。そうしたケースにお

いても、導入可能な技術の効果を検討するた

めに、悟別技術、またはそれらのうちいくつ

かの組み合わせを導入した場合の評価を行う

ことが必要になる。また、こうした一部新技

術導入による効果を測定し、全ての技術を導

入した場合の効果と比較することで、各技術

開の相乗効果を計測することが可能となる。

( 2 )技術改善方向の提示

新技術の改善方向は、数理計画モデルをも

とに検討されるべきである。そのとき、技術

改善の方向はいくつかのケースに分類するこ

とができる。

①慣行技術よりも経営費、労働時間が少ない

場合

この場合、慣行よりも新技術が選択される

であろう。それでも目標に達成しない場合は、

単純にコストおよび労働時間を削減する改善

方向を打ち出せばよい。

②慣行よりも経営費は抵いが、労働時間が多

い場合

この新技術が導入されるかは、ボトルネッ

クとなっている作業の労働時間に規定される

であろう。改善方向としては当該作業の労働

時間を削減するか、または競合する他品目の

労働時間を削減することである。また、経営

費が許せば、作業の外部化という方向が考え

られる。

③経営費が慣行よりも高い場合

コストが低くとも、経営費が高く(所得率

が低く)、結果的に選択されないケースも考

えられる。この場合の改善方向としては、経

営費の削減、または品質や収量向上による収

益性の改善が考えられる。また、②のように

労働時間を削減することで作付面積を拡大さ

せ、収益性を改善することである。この場合

は、機械の稼働率が向上するのでコスト低減

にもつながる。

( 3 )生産支援システムの条件提示

「担い手プロj では、コントラクタ一等の

外部支援を前提とする技術もある。よって新

生産システムの導入条件を検討するにあたっ

ては、そうした地域生産支援システムの形態

(出役等の条件)や経済的条件(料金や負担

金)についても検討しなければならない。細

山・若林 (2007)では、経営計画モデルをも

とに、加工用馬鈴薯ソイルコンディショニン

グ栽培導入に関わるコントラクターの料金条

件を推計したが、開様の方法により「担い手

ブp口Jにおける支援システムの条件を提示で

きるであろう。また、コントラクタ一利用に

より収量や品質が影響を受けるならば、その

影響を反映したモデルを構築し、条件を提示

する必要がある注目。
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2 )機械投資に関する課題 中から最適な投資計画を提示する必要がある

「担い手プロj では多くの投資を必要とす 注6)。

る。不耕起用播種機、ベッドフォーマー、セ

バレーター、オフセットハーベスター等々、

さらには品目によって畦幅がことなることか

ら、場合によっては専用のカルチやスプレー

ヤーを必要とする。ただし、本プロジ、エクト

の新技術は品目ごとにある程度独立している

ことから、必ずしも一度にすべての技術を導

入する必要はなく、品目ごとに新技術を順次

導入することも可能である。そのため、新生

産システムの普及定着を考えるに当たって、

必要機械の導入プロセスについて検討してい

く必要もある。当然のことながら、コントラ

クターの利用やレンタル等を使用すればこう

した投資問題も回避できるが、委託やレンタ

ルといった選択肢と一緒に自己所有という選

択肢を評価しなければならず、そこで自己所

有が選択されるようであれば、投資の問題に

ついて具体的な検討を踏まえる必要がある。

もしここで、すべての機械を自己所有する

ことが最良の選択鼓であるとした場合、経営

のボトルネックを解消する技術が最初に導入

されると考えられる。そして、それ以外の新

技術については、キャッシュフローとの関係

を考麗しながら、順次導入していくであろう。

また、最初に導入を保留された技術は、委託

やレンタル等を利用しながら暫定的に導入す

る場合、または全く導入しないという選択肢

が想定される。よって、新技術の数と所有形

態の種類の組み合わせによって新技術の導入

プロセスは多岐に渡る。こうした選択般にの

3 )与件変仕に関する課題

(1)水罰・畑作経営所得安定対策への対

応

水田・畑作経営所得安定対策施行以降、

それに対する農家行動をいかにモデルで表

現するかという問題がある。政策の性格に

従えば、固定払部分は固定収入として扱わ

れ、品代+成績払のみがモヂルの利益係数

に含まれることになる。そのため、政策施

行前と後で品目毎の利益係数の値は異なり、

モデルの最適解(作付構成)も施行前と後

で大きく異なってくる。対象品目の利益係

数は大きく減少し、非対象品目の優位性が

大きく増すためである。しかし、実際の経

営行動を見た場合、現時点ではモデルで求

められる最適解ほど劇的な作付構成の変化

が見られない場合が多い。

これにはいくつかの理由が考えられる。

第一に、過去の生産実績見直しへの期待が

存在していることである。現行の対策では

2004年から2006年の生産実績をもとに回定

払の水準を決定している。この生産実績に

関して、現地の農家では数年後に見直しが

かかるのではないかという期待があり、将

来にわたって固定払の水準を維持するため

に対策施行前の作付構成を維持しようとす

る動きが見られる。

第二に、農家の意思決定においてf貫性が働

いていることが考えられる。作付構成の劇的
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な変化は、年間の作業工程に大幅な変化をも

たらす。そのとき、農繁期における労働力に

十分なバッファーがなければ、天候リスクな

どの影響も含め、適期内に作業可能かどうか

といった不安(不確実性)が高まる。対策施

行による所得の変動が、そうした不確実性に

関する損失を上回るならば、それまでの作付

構成を維持していくものと考えられるし、ま

たその逆であっても、輪作体系や不確実性を

軽減するような対応から、徐々に作付構成を

変化させていくことが考えられる。

第三に、臨場条件による輪作体系の制約で

ある。一般的な経営モデルでは関場条件の違

いは加味されないが、実際には悶場一筆ごと

の条件が異なり、一部作物を作付できない場

合も蒋在する。そうした制約の厳しい経営で

は、作付構成が固定的となる場合がある。

以上、三つのうち第三の理由に対しては、

モデルとする経営の実態に合わせ厳格な輪作

(連作)制約を課すことで、現実の経営行動

との整合性を高めることができるであろう。

ただし、モデルを厳密にすればするほど、制

約式の本数が多くなり、モデルとしての自由

度が低くなったり(よって規模拡大や価格変

動の影響が作用しにくくなる、など)、モデ

ルの一般性を失うといったことが予想され

る。モデルの厳密性と自由度および一般牲は

トレードオフの関係にあり、モデルの構築に

当たってはその点に留意する必要があろう。

一方、一番目の理由に対するモデルの対応

策一一結果的にニ番目の理由に対するものと

同等であると考えられるが一ーはより複雑で

ある。なぜなら、現実の農家意思決定行動に

将来の期待利益が影響しているからである。

この課題に対し、川崎 (2008)は非常に有

用な概念を提示している。その論文での分析

手法はSupplyResponseモデルであるが、品自

横断政策に対する回定払水準見直しの期待を

f更新期待度j という変数を導入することで

モデル内に表現している。この「更新期待度」

とは Oから 1までの連続した植をとる変数

で、基準が更新されるとみなす場合は 1、更

新されないとみる場合はOをとる。そして意

思決定に影響を及ぼす比例利潤を、(成績払

単価+品代) x反収十吏新期待度×閤定払単

価一反当費用、としたのである。

このような考え方は、数理計画モデルにも

容易に適用可能であろう。各プロセスにおけ

る利益係数を上記の式に書き換えることで、

将来の期待利益を加味した意思決定モデルと

することが可能となる。

ただし、そのモデルから推計されるプロセ

ス純収益は将来の期待利益を含めた所得であ

るため、現実に形成される所得とは異なって

くる。導出された最適解から再度その時点の

利益係数を乗じて所得を計算する必要があ

る。

また、更新期待度をどのように特定化する

かといった問題点もある。更新期待度は主観

的なものであり、数値化することは非常に罰

難である。しかしながら、更新期待度につい

て感度分析を行えば、さまざまな農家の思考

について検討が可能であるし、また品日横断

政策の施行された現在では、現実の作付構成
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と最適解を比較することで更新期待度を事後

的に決定することも可能である(技術評価で

は新技術導入前と後で品目横断政策の与件は

変化しないため、事後的に決定された更新期

待度を導入したモデルを用いることに問題は

生じない)。

( 2 )生産物、生産資材価格の変動

開発中の技術が将来を見据えたものである

のならば、当然のことながら、将来における

生産物および生産資材の価格変動リスクを加

味した評価を行うべきである。

一般的に経営計画モデルによる分析の場

合、価格変動の影響は利益係数をパラメトリ

ックに変化させた感度分析によって行われ

る。このとき注意すべきは、その価格変動が

現実的かどうかという点である。すなわち、

分析結果が意味をもつかどうかは、感度分析

において描くシナリオが現実的に妥当性を持

っかどうかによる。そのため、生産物や生産

資材の価格変動の背景を事前に解明する必要

がある。

また、それぞれの価格変動は有機的に連動

している。近年の金融危機に端を発する原油

高騰は、燃料費のみならず、各種加工コスト、

輸送コストに影響を与え、把料価格の高騰、

小麦や大豆の生産物価格上昇を生んだ。また、

中国などの経済新興国における急激な経済成

長は国際的な食糧需給の逼迫をもたらしてい

るが、それらは生産資材価格の需給バランス

をも変化させることにもなる。価格変動の分

析では、そうした連動性についても考慮した

シナリオを想定し、感度分析を行う必要があ

ると考えられる。

6.擁要

1)北海道畑作物における生産性を計測した。

その結果、各品目において10a当たり労働時

間は作付規模の拡大にともなって減少し、労

働生産性も大きく向上することが示された。

しかし、 TFP (全要素生産性)は必ずしも

向上しない。いずれの品自においても、最大

規模層では優位性が低下、停滞、さらには減

少するという結果が得られた。大規模層の今

後の展開にとっては、省力化のみでなく、資

材投入量の節減や収量または品質向上など生

産性の向上をともなう技術開発が必要であ

る。

2) I担い手プロ」において現在開発中の新

生産システムは、省力化のみならず、肥料や

農薬財の節減、または収量や品質の向上を目

指す技術であり、家族経営の限界規模である

50haを打破する技術として期待される。その

新生産システムに関して現段階の評価を労働

時間および生産コストの面から評価した。そ

の結果、家族労働時間は慣行の50%以下と大

堰な省力化を図ることができた。しかしなが

ら、生産コストについては期待されるほどの

削減効果は得られていない。いずれの作物に

おいても新しい機械体系の導入(賃借または

委託による導入)は、労働費等の節減をもた

らしたが、逆に賃借料及び料金等が増加する

ことで、生産性の向上には明確に結びついて

いない。それらの機械体系を用いて低コスト
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化を臨るのであれば、資材投入量の削減や収

量または品質向上に結びつく技術の改善が必

要である。

3)経営モデルによる新生産システムの技術

評価に当たって考慮されるべき課題として以

下の点について考察を行った。

CI低コスト化、省力化の評価に先立ち、農家

の所得最大化を前提とすること。

②問時に、技術の改善方向についても経営モ

デル分析に基づき検討を行うこと。

③新生産システムの導入条件を検討する際に

は、生産支援システムにおける運営形態や料

金条件等について検討すること。

④導入機械の投資計画について検討するこ

と。

⑤水田・畑作経営所得安定対策に対する農家

行動を表現するモデルを講築すること。

⑥今後の価格変動リスクの影響を分析するこ

と。そのために現実妥当的なシナリオを前提

とすること。

これらの点を踏まえ、今後は畑作経営モデ

ルの構築、さらには精轍化を図り、新生産シ

ステムの経営評価と導入条件の解明を進め

る。
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付表 2008年度実証試験の実績

ビート直播 6.08 ha 

作業名 期間 備考 自家労働外部労働 使用機械 稼働時間

融雪剤散布 03-02-03/03 0:49:21 融雪剤散布機 0:49 

簡易耕起整地 04/07-04/08 0:14:48 トラクタ7号車コンヒすプラウ 0:14 。:39:28 トラクタ7号車ジャミネーター 0:39 

鎮圧 04/08 0:19:44 トラクタ7号 車 ケンブリッジローラー 0:19 

施肥・えん麦播種 04/07 1:04:09 トラクタ5号車ブロードキャスター 1:04 

播種準備 04/15-04/16 0:39:28 

播種 1:23:53 トラクタ7号車(試)真空矯種機 1:23 

トラックl号車 肥料分配機 1:23 

中耕・除草 06/04 0:04:56 トラクタl号車狭畦カノレチ 0:04 

手取り除草 06/12-09/11 6回(③)、3回(⑩) 18:54:52 

I極水 05/03-05/04 l回 0:27:05 トラクタ5号車 0:13 

1放水機l号車 7:26 

追肥 05/14 0:14:48 トラクタ5号車ブロードキャスター 0:14 

除草剤散布 05/17-06/17 2回 1:50:18 トラクタ5号車スプレヤーl号車 1:50 

トラクタ5号車スプレヤーl号車

トラクタ5号車スプレヤーl号車

防除 07/02-09/04 7回 3:22:18 トラクタ5号車スプレヤーl号車 3:22 

収機 10/14-10/16 0:19:44 ショベノレl号車 0:19 

1:55:07 テラドス 1:55 

収穫運搬 0:34:31 

堆肥散布 08/12-08/13 後作ピ ト 1:33:08 農協7ーュアダンプ 1:33 

ライムケーキ散布 後作ピート 1 :46:26 

砕士 08/14-08/16 後作ビート、大旦 0:36:06 トフクタ9号車 7ノレチデスク 0:36 

緑肥播種 08/14 後作ビート 0:39:55 トフクタ5号車:グレンドリノレ 0:39 

鋲圧 0:13:18 トラクタ9号車ケンブリッジローラー 。:13
茎築処理 10/13-25 後作ビート、 デスク2回 0:39:55 トフクタ9号車チヨツノ{- 0:39 

鋤き込み 1:06:31 トラクタ9号車 7ノレチデスク 1:06 

加工用馬鈴薯 7.94 ha 

作業名 期間 備考 自家労働 外部労働 使用機械 稼働時間

種芋管理 04/15-04/21 0:49:07 リフト 0:49 

種芋消毒 (10/19-10127) 2:34:38 トラックl号車 0:30 

リフト 0:46 

ベッドフォー-.;"- 04/21-04/22 1:34:53 トラクタ7号dt: (淡)ベッドフォー7 ー 1:34 

セバレークー 04/26-04/28 2:33:17 (1災)TM155 (股)セバレーター 2:33 

播種準備i 04/26-05/01 0:45:20 

播種 04/26-04/28 3:17:05 (農)TS90 (股)プランター 3:17 

トラック2号車 肥料分配機 3:17 

播種手伝い 04/26-04/28 3人 7:39:51 リフト 3:17 

播種後片付け 0:07:33 トラック2号車 0:07 

滋水 06/29-07/02 0:35:57 トフクタ4号車 0:22 

1放水機2号車 9:19 

除草剤散布 OS/22-05/23 l回 0:45:20 トフクタ4号車スプレヤー2号車 0:45 

防除 06/17-09/02 12回(トヨシロ) 5:47:36 トフクタ4号ー車スプレヤー2号車 5:47 

(06/17-09/15) 12fijJ (スノーデン) 5:47:36 

収穫準備 09/03-09/18 トヨ、ンロ 5:47:36 0:03:47 トフックl号車 0:52 

(09/20-10/03)スノーデン リフト 2:00 

収機 10:32:10 トラクタ9号車 (試)TOP1 ¥0:32 

収穫選別 29:40:02 0:30:14 

収穫運搬 (11105澱跡、運級委託) 3:24:02 0:07:33 トラックl号車 3:24 

リフト 3:12 

収穫後片付け 10/04 2:53:48 リフト 0:34 

洗車機 0:22 

資料・ 実 証農家作 業 日誌

注:1)丸囲み数字は圃場番号を表 す 。 ま た 、 圃場 によって作業 が 異な る場合は、 面積 当 た り 労 働 時 間 の 推 計 に

用 いたものを黒字、用いなかったものを赤字 で示した。

2) (農)は他 の農家の所有機 械。 (試)は北海道農業研究センターの所有またレンタル した機 械。

3) 労働時間および、機械の稼 働時間は10a当た りの時間
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小麦

作業名

融雪剤散布

鎮圧

I極水

追肥

防除・築面散布

15.01 ha 

期間 自家労働外部労働 |使用機械

041:58 融雪剤散布機

017:59 トラクタ7号車ケンブリッジローフー

0:21 :40 トラクタ5号車

散水機l号車

0:29:59 トラクタ4号車ブロードキャスター

ショベノレ2号車

1:51:56 トラクタ5号車スプレヤーl号車

稼働時間

0:41 

0:17 

0・21

6:15 

0:25 

0:08 

1:51 

備考

03/01-03/03 

04/05-04/06 

05/02-05/03 

04/04-05/05 2回(④⑪⑬)

キクノカオリは05/301こ3回 11

4回

⑪⑬の尿*";1放布は3巨l

06/1 0-07/07 

07/16-07/21 0:49:33 0:05: 131トラックl号車

リフト

1:31 :56 コンバイン

3:44:15 1:16:551トラックl号車

リフト
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収穫 07/27-08/01 

収機運搬・乾燥 07/28-08/07 受20-26%水分

@20-23%、⑪⑬35%水分

キタノカオリ①35%

収穫準備

茎業処理

後片付け

堆肥散布

堆肥散布

石灰散布

耕起

整地

鎮圧

播種

防除

乾級機

08/03田08/17 トラクタ9号車チョッパー0・25:59

08/02-08/09 1 :05 :35 

08/18-08/19 小麦あと I 1:56:25 泊ベノレ2号車 1:20 

トラクタ5号車 7 ニュアスプレッダ 1:56 

08/14 緑肥あと 1:52:301股協7ニュアダンプ 1:52 

09/05 ⑪のみ 1 0:22:44 トラクタ4号車ブロードキャスター 0:22 

09/18-09127 馬鈴薯あと 1 1:15:38 いトラクタ9号車コンビプラウ マノレチデスク 1:15 

同123-09/13 小去、コーンあと 1 1:18:29 い ラク抑制Eプラウ 1:18 

09/19 馬鈴薯(、緑肥)あと 1 0:36:19 11トラクタ9号車ジャミネーター 0:50 

:09/13-09/14 小次、コーンあと 1 1 :07:47 朴ラクタ9号車ジャミネータ 0:24

| 朴ラクタ9号-IP: 7ノレチデスク 0:42 

!ω/14-09/06 緑肥あと T-I:I-s'・00 市トラクタ9~.} I II ジャミネーター 0・37

11トラクタ9-B"liI"'"ノレチデスク 0:37 

09/14-09127 1 0:20: 19 11トラクタ9号車ケンブリッジローラー 0:20 

09/14-09/27 1 2:58:44 トラクタ5号車グレンドリノレ 1 :11 

トラックl号車 肥料分配機 1: 11 

09/26-09/28 除草剤散布 1 1:02:58 トラクタ5号車スプレヤーl号車 1:02 

11/10・11111 雪腐防除

後作小変 「 而õ~òolフイムケーキ散布 08112

作業名 期間 備考 自家労働外部労働 使用機械 稼働時間

砕土 05/07-05111 0:32:26 トラクタ7号車 7 ノレチデスク 0:32 

整地 0:32:26 トラクタ7号車ジャミネーター 0:32 

告1圧 05/11 0:16:13 トラクタ7号車ケンブリッジローラー 0・16

t番種準備 05/07-05/12 1:00:52 コンクリートミキサー 0:43 

播種 05/13-05/14 0:56:45 トラクタ7号車(試)真空播種機 0:56 

トラックl号I紅 肥料分配機 0:56 

中耕・除草 06/23-07/01 ⑦2回、③3回 2:05:41 トラクタl号車狭畦カノレチ 2:05 

手取り除草 06/21 1回 1:37:18 

除草剤散布 05/16-05/30 2回 1:04:52 トフクタ5号車スプレヤ l号車 1:04 

防除 07/06-09/06 5回 2:17:50 トラクタ5号車スプレヤーl号車 2:17 

収穫4ll備 09128 0:16:13 リフト 0:16 

収穣 10122 ⑦のみ 1:08:11 (股)コンバイン 1:08 

収穫運搬 10122-23 0・28:23 トラック 0:28 

リフト 0:16 

鋤き込み 10125 。:24:19 トラクタ9号車マノレチデスク 0:24 
マ'1.r 

大豆

砕土

7.4 ha 

08/14-08/16 後作ビート、 大豆 I 0:36:06 トラクタ9号 車 マルチデスク 0:36 

緑肥 1.6 ha 

作業名 期間 制Ii考 自家労働外部労働 使用機械 稼働時間

播種 05129 1:15:00 トフクタ5号車グレンドリノレ 1:15 

履士 0:37:30 トラクタ9号車マノレチデスク 0:37 

茎業細断 07129 0:37:30 トラクタ9号車チョッパー 0:37 

鋤き込み 07/31 0:56:15 トラクタ9号車 7 ノレチデスク 0:56 
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<注>

1)細山・若林 (2008)では、 2005年農業センサ

ス個票組み換え集計をもとに十勝畑作農家の将

来予測を行った。そこでは、畑作農家を経営主

年齢、後継者の有無、および経営面積を要件と

して農地供給者と農地需要者に分類し、農地需

給が均衡する場合の将来動向を計測している。

その結果、 60ha以上の畑作経営は、 2005年にお

いて十勝全体で3.1%であるが、 10年後の2015

年には10.2%にまで増加する。面積シェアでみ

ると2015年には全体の 2割を占めるようになる

と予測された。

2)山本(1988)は、酪農の生産性の計測に当た

って、以下の理由から指数アプローチによる方

法を採用した。パラメトリックな生産関数の計

dllJでは、①クロスセクションデータによる多重

共線性により良好な結果が得られない。②多重

共線性を避けるために投入要素の数を限定せざ

るを得ない。③たとえ推計に成功したとしても、

定数項や切片ダミーの比較はサンプルの平均

(あるグループの平均)でありサンプルごとに

比較することは困難である。④また各要素の生

産弾力性はグループ間で等しいという制約が必

要になる。

なお、山本 (1988)では規模の経済性の影響

による生産性向上を明示的に分離できるモデル

を採用している。本稿では明示的ではないが、

同一期間における規模階層間の生産性を比較す

ることでその点を検討している。

3) TF P計摂，IJ式の導出について、詳しくは中島

(2001)を参照。

4)実証試験のより呉体的な作業工程や、労働時

間、機械稼働時間の実績値については付表に示

した。表5は付表をもとに作業外部化等を考慮

して再集計したものである。

5) fi設い手プロj では、新技術の導入に際しコ

ントラクターを前提とするものもあるが、コン

トラクターそのもの成立にはさまざまな運営上

の諜題をクリアしなければならない。たとえば、

通年作業の確保や、優秀なオペレーターの確保、

機械更新の問題などである。これらについては、

農家経営のモデル分析とは別途検討されるべき

課題である。なお、コントラクターのこうした

問題については、酪農コントラクターを中心に

数多くの研究蓄積がある。代表的なものとして

は浦谷 (2002)など。

6)こうした投資の最適化問題に対する方法のひ

とつは、遂次線形計画法による多期間分析モデ

ルの適用である。天野 (2003)は畑作経営にお

ける農地への投資行動について逐次線形計画法

を適用して分析を行っている。そこでは価格変

動リスクを加味したシミュレーション分析も行

われている。
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