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水稲の水管理作業における技能・知識の内容と特質

一滋賀県の雇用型法人経営を対象にした事例分析一

藤井吉隆(滋賀県農業技術振興センター)

福原昭一((有)フクハラファーム)

The Skil1s and Knowledge Required in the話anagementof Water on Paddy Field Farms: 

A Case Study on the Corporation of Employment 可rpein Shiga Prefecture 

Yoshitaka Fujii (Shiga Prefectural Agricultural Technology Promotion Center) 

Syouiti Fukuhara (Fukuhara Farm Corporation) 

The purpose of this study is to analyze the skills 

and lmowledge of the experts managing water in 

rice farming and to determine how these skills and 

knowledge can be acquired. The main results of the 

study are as follows: (1) The skills and knowledge 

required in the management of water in rice farming 

are composed of five field 18 items， the content 

indudes a number of items， which exceeds 100 in 

1. はじめに

近年，滋賀県の平坦水田地帯では，農地流動化の

進展に伴う大規模な水出作経営の形成が進燥してい

る. これらの経営では，非農家出身者などの濯用労

働力を活用して経営規模の拡大を図っているという

点に特徴があり，水EB農業の担い手および新規就践

者の受け入れ母体としてその役割が期待されてい

る.しかしこれらの経営では，雇用労働力の導入

が進んでいるにもかかわらず，従業員の能力養成が

円滑に進んでいない事例が数見される.農業生Ae:に

おいて安定した収量，品質を確保するためには，圏

場条件や気象条件に応じた多緩多様な技能・知識が

必要であることから，経営者層ら熟練生産者が有す

る技能・知識を従業員に継承することは，容易では

ない. したがって，援用型法人綬営における従業員

の能力養成を閣るためには，農作業における技能・

知識の内容と特質を明らかにした上で，これらの特

質に応じた継承方策の検討が求められる.

農作業における技能・知識に関わる既往研究とし

て，梅本他[1Jによる農作業ナレッジの分類と摘

出方法，藤井他 [3Jによる水稲の代かき作業を対
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total. (2) The acquisition of non胸expertskill and 

knowledge was advanced in general knowledge and 

motor ski11s. Howeveζthe acquisition for other 

items is insufficient. Moreover， the different prob-

lems regarding the succession of skills and knowl-

edge became dear; (3) we presented the method of 

attaining the required ski11s and knowledge on the 

basis of the survey results. 

象にした研究などがある.しかしこれらの研究は，

特定の機械作業を対象にしたものであり， 目的とす

る雇用型法人経営における従業員の能力養成を図る

ためには， より広範な農作業を対象に検討すること

が求められる.

そこで，本報告では， 7j(稲の水管理主ピ対象に，熟練

者がおする技能・知識の内容と特質を分析するととも

に，その継承方策について検討する.分析対象として

水管壊を選定した理由は，水稲の栽培管理上の重要性

が高く，生育期間全体をとおして突泌する作業である

ことから，既往研究で対象とした機械作業とは，異な

る性震を手ますると考えられるからである.

2. 方法

(l)鵠査対象

調査対象は，滋賀県内で水稲・変・大豆作を基

幹とする雇用型の法人経営であり，両事例とも，

大規模な経営面積にもかかわらず，安定したi奴最

を確保するなど経営者が高い技術を有する経営で

ある.両事例ともに水管理は，間縞え終了までは，

オベレータが実施，郎植え終了後は，エリア毎に



個別報告論文 [285J 

表 1. 誤査事例の概要

モ01:1 A法人 B法人

経'l~'者 (56 滋)。従業t~
総営者 (53歳).従業n

労働力
16名 (i1'.iIi告構成 50歳

7名 (年寄合格成 :30 iîli: t~ 
fl: 2名， 40，主代 I名， :30 

4:f.. 20政代 3i'，) 
歳代3名. 20歳代 10名)

i'Fi'J泌総
水稲 130ha.小支 16ha. 水稲 59ha.小麦 25ha. 
大豆 16ha.楽関 1ha 大TI25 ha 

水稲l民飲 552 kgl10 a 5:30 kgl10 a 

れ付体系 水稲一→水務→小主主→大主主 水稲→水稲→小きそ→大TI

水利条f'l
パイプライン方式，一部

オープン水路方式
オープン水路方式

水管耳H:J!占主体制
mtiiえ終fまでは，オベレータが災施 lfI紛え終了

1走は，エリアfなに配Eました従業nがお当

水rn翌日における教 !:UJ礼等でfI来一方法やポイント，問題点等を口頭によ

1f指p認の実施状況 9，;託i列

配寵された担当者が実施している.また，水管理

における教育指導の突施状況は，朝礼等で作業方

法やポイント，問題点を口頭で説明するなどの対

応をおこなっている(表1).

(2)調査方法

分析は，各法人の経営者 1) (以下，熟練者という)

を対象に，以下の方法により摘出した技能・知識の

データを用いる 技能・知識の締出は，国植え後か

ら収穫までの期間を対象に，①滋賀県稲作技術指導

指針に記載されている生育ステージ毎の水管潔の方

法やポイント，留意点等を整理した一覧表を提示し

ながら，作業の基本的方法やポイント等の開き取り

を行う，争発話データの内容を読み取り，整理して

再度聞き取りを行うという手!阪で笑施した.次に，

発話データを意味的にひとまとまりになるよう区切

り，その内容を読み取り，梅本他[1]の定義(関1)

に基づき種類を判定するとともに，その内容と特質

を分析した

そして，水管理を担当する従業員 2) (以下，非熟

練者という)を対象に，上記により摘出した技能・

知識の習得状況について聞き取りを行い，熟練者・

非熟練者間の室長異を分析するとともに， これらの継

承方策について検討した.

3. 結果

(1)水管理における技能・知識の構成

調査により摘出した技能・知識を，作業の構造と

民的を踏まえて表 2に整理した.

(115) 

その結果，水管理における技能・知識の目的は， r作
業の事前準備j，r作業の基本的事項j，r多様な条件

に対応した水位の管理j，r作業の判断j，r生育状況

の把握Jの5分野 18項目で構成され，その内容は，

‘毒 知っていること ー，

喝一一内容を知っている一一+母一一一ー やり方を知っている 一一一一+

知書建 技能

一銭的知機
経営包有

護室効系技能 塁率党系技能
知的管E霊系

知識 技能

数字f~霊的な定
経営条件や緩

主主主君したよう
i惑主主により作

手民頁・方法を
営の考え方に 言語の状況や

式fとされた知 に実施/機 計画LA彦lEす
器室

応じて喜宗務さ
作する技能

状態を抱援す
る技能

れた知総 る技能

罷 1.技能・知識の種類と定義

注:山本他 [5Jを加筆修正したものである

表 2. 水管理における技能・知識の構成

技能・却!Iぷ奇数
戸一分 事w 主な内容

A法人 B法人

h調~JヰHI の犯払{
水もち，ニi二11， ~Tt低万一，

9 8 
i'F;誌の 医長若手

ヲJnlij4' t拍手五・fI製恨の'l:fiス 日it0tJ1. H1総WJ，
11 9 

{品 テージの長思t日 収穫期等

小;，1 20 17 
入水方法 入水l時rm，入水没等 4 11 

効本的・効*'的な作業 移動経路，入水|間隔の
10 9 

i'F;震の のヨミ施 刊紙等

基本的 :;j(泌れの発見と対処 水ihlれの発見，補修等 7 8 

']P)'j ヨミffスァージ?こ応じた 各'tTfスフージ毎の水
17 17 

基本水位 {な!事

サ、" 38 45 

分二Tf状況に応じた対応
ii'iJ'l，活弱状況等への

10 5 
，.t1f. 

多絡な
Ä:~条fl への対応

強風. ~'r. rfj ， j記iA&!;l;::へ
3 4 

条件に の対応

対比、し
{時場条i'Iへの対応

:L'l't隊後fH等への対
11 11 

た水位 ;ι 
の予rj!ll

地主主条flーへの対氏、
銚作者，水利条i'I等へ

5 5 
の対応

小;;1 29 25 

補作Iiのヨil高判断
総{記i符WJ.補作iの有然

4 2 
の判断

初'1'刻除草剤散布11寺JUJ
緒不発生状況の判断 3 2 

の判rJ~fr
i'F;長の 後WJB主 '~'Cf刊の施l1l判断 縫1:~発生状況の判断 4 l 
刊紙 i位切りのフミ施判断 株銭りの判断 l 2 

中干しの実主主判ifJf 株張りのFrjllfr 2 4 

日書水の:Jil高判断
成?N乱 :J二n.

9 6 
気象等の判断

小J 23 17 
f丙 ~t;，虫の発生状況の!ìå

病気，怒虫の露{祭 14 13 
'iミfi状 ~J 
況の15

'l:fi状況の読i:認
各当三子fステージ毎の稲

J 11 
lfu の後祭

小gl 21 24 
合計 130 128 

(1 :]) rlt沼会話特性の把鍛JI主.L却場11):に品目認すべき嬰関数をカウント

した表3もi司じ
2) i{ii'J綴・作製ijjOJ'cE1fステージのJ巴おJI主. i'F製・ r~己滋数をカ

ウントした表3もI"Jじ
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{卒業期間全体に共通する項gや，生脊ステージに聞

手まな項目など多岐にわたり，その数は，同事例とも

100を上回った.

また，技能・知識を種類別に整理して，代かきの

結果と比絞した(表 3)，その結果，水管理の技能・

知識数は，代かきよりも多く，種類別に比較した場

合の特徴として，①技能が少なく，知識の占める割

表 3.水管理と代かきの比較

区分 合計
一絞約 経営翻 運動系 主主党系 知的号変浬

知審議 有知識 技能 技能 系技能

A法人
130 28 89 5 4 4 
(00) (21.5) (68.5) (3.8) (3.1) (3.1) 

水管耳E

自法人
128 23 94 4 3 4 
(00) (20.3) (70.3) (3.9) (2.3) (3.1) 

A法人
86 3 50 10 12 11 

(00) (3.5) (58，1) (1l.6) 04.0) (12.8) 
f~かき

B法人
111 9 71 14 6 1l 

(100) (8.1) (64.0) (12.6) (5.4) (9.9) 

合が約 90%を占めること，②経営悶有知識の占め

る割合が約 70%を占め，その数も 90前後と多いこ

と，③一般的知識の数が 20を上回り，代かきに比

べ多いことが明らかとなった.

(2)水管理における技能・知識の具体的内容

水管理における技能・知識の具体的内容を表4に

示す.知識は，一般的知識では，病害虫の発生状況

の確認に関わる項目で多く (A法人:14， B法人:

13) ，その他の項目も基本的な内容が多かった.

経営固有知識は，間場条件や水利条件など経営闇夜

の状況に応じて蓄積された知識であり，その内容も

応用的な内容が多かった.また，経営問有知識には，

水管理作業実施の基礎となる「悶場特性の把握J.r作

型・品穏毎の生育ステージの理解jが含まれており，

とりわけ「開場特性の把握Jでは，闘場毎に把握す

る必喜さがあるため，その数は膨大になることが確認

された均.

技能は，運動系技能は， r水漏れ笛所の修復Jや「止

11::かっこ内は，構成比をき受す(単位:%)，なお，代かきは，監禁 水板の着脱」など簡易な内容であり，感覚系技能は，
弁f由 [3]より引用

表 4. 水管理作業における技能・知識の具体的内容の…例

区分 項目 具体的内容

一絞的 生育状況の把援
病害虫発生状況の確認:近くの経畔や堤訪にイネ科雑草が繁茂している磁場

では，カメムシに主主主主特に収穫が早い路場で被害さと受けやすい.
知識

水管理の基本的事項 水漏れの発見:知!やグランドの近くでは，モグラが多いので水漏れに主主;窓する.

多様な条件に対応した水位の管理
関場条件に応じた対応:水の篠保が難しい A地区は，出穏期以降水が不足す

るので中子しを笑施せず，入水→悶んぼが乾く→入水を繰り返す.

水管理の基本的事項
水漏れの発見水漏れは田んぼの中だけ見ても気づかないことがある.排水

路側土手を確認し，土手が湿っていたら水が漏れているということ.
経営図

関場特性の把握:各随i場銭の7.K持ち，土号室，雑主主・妨害虫，削民主主，用水路，
有知識 作業の若手前準備

排水路，経塁手，隣接地，地カなどの特性を頭のやに入れておく

品穣・作型毎の生省スァージの把擦:4 月初日 ~6 月中旬まで 2 ヶ月間E日被
作業の導部準備 えしている.品種・作君主・栽塙方法が入り交じっているので，作業I待にE日ん

ぼの生予言段階を頭に入っていることが前提

主主育スァージに応じた基本水位:中干し後に尻水戸の絞なはめる 尻水戸の

運動系
水管理のさ喜本的事項

高さは，よから下の勾配を基本とする.

技能 水漏れの発見と対処.ザリガニで水漏れした場合，付近 1mを銀!でつぶし，

踏み臨める.それでもダメな場合， 40cmの畔波を入れる.

{乍芸さの判断
後期除草剤jの務局半IJ断:株と株の間を縦方向に銚め，スッと筋が見えるがそ

感覚系 の間に撃がポツポツと生えている程度により判断する

技能
主主育状況の把握

収穫時期の穏の観察:生育状況が平均約な箆所で，穏の長さ・穂、のたわみ具合・

穂が見える割合から田んぼの具体約な収量を予測する.

知的管 作業の判断
落水時期の判断:落水時綴は，品質への影饗，踊場の土質，機械の操作性と

今後の天気を考慮しながら決定する.
理系技

入水量寺期の判断:出穂鶏以降は，精天が続くとすぐにこtが乾く 天気と土質，
古色 水管耳互の基本的事項

中干しの加減を考慮して，水J!に行く時郊を判断する

f主・表中の「具体的内容」は，調資により得られた熟練者の発話データを主主約したものである.

(116) 



個別報告論文 [287] 

「後期除草剤の施用判断Jや「生育状況の篠認Jなど，

関場の観察に基づき視覚的に判断する内容であっ

た.なお，知的管潔系技能では， r落水時期の判断j

や「入水時期の判断Jなど掴場条件，生育状況，気

象条件に関わる知識を活用して総合的に判断する内

容であった.

(3)非熟練者における技能・知識の習得状況

次に，非熟練者を対象に技能・知識の習得状況お

よび継承に向けた問題点を開き取りにより調査した

結果，以下のとおりとなった(表 5，6). 

知識の習得状況は，一般的知識で高く，経営悶右

知識で、低かった.非熟練者が経営固有知識をど習得す

る上では， r具体的状況を理解することが難しい項

目があること」や「知識数が多く，その内容も多岐

にわたることjが問題点であった. この中で「作業

の事前準備jcr囲場特性の把握j，r品種・作型毎の

生育ステージの把握j) の習得度が低く，非熟練者

がこれらを習得するーとでは， r踊場特性の把握jでは，

r}巴援すべき闘場特性が膨大な数になることj，r担
当業務により習得の格差が生じることj，r品種・作

型毎の主主育ステージの把握Jでは， r品種・作型数

が多く，生育状況が間場や気象条件に応じて変化す

るため的確に把援できないことJが問題点であった.

技能の習得状況は，運動系技能で高く，感覚系技

能，知的管理系技能でイ尽かった.非熟練者がこれら

を習得する上での問題点は， r関連する知識の習得

度が不十分であることjIこ加え，感覚系技能では， r具
体的感覚をつかむことが難しいことj，知的管理系

技能では， r判断する条件が圏場や気象条件に応じ

て多種多様であること」であったー

なお，技能・知識の種類にかかわらず「多様な条

件に応じた水位の管理」や「作業の判断ム「生育状

況の把握」の分野で習得度が低く，非熟練者がこれ

らを習得する上で， r作業時にこれらの項目に対す

る意識が低いことjが問題点であった 4)

以上のことから，非熟練者の水管理における技能・

知識の潔得状況は，①技能・知識の種類別では，一

般的知識や運動系技能で、習得度が高かったが，それ

以外では習得が不十分なこと，②技能・知識の種類

にかかわらず， r水管理の基本的事項jで習得度が

高かったが，それ以外では習得が不十分なことが明

らかとなった.

また，技能・知識の種類と内容に応じて，継承に

向けた問題点が奥なることから，非熟練者における

技能・知識の習得を促進する上では，技能・知識の

特質に応、じた対策の実施が求められる

4. 水稲の水管理における技能・知識の継承方策

以上の結果に基づき， )護用型法人経営における水

管捜の技能・知識の継承方策について検討した結果，

以下のとおりとなった.

まず第ーに，技能・知識の種類にかかわらず共通

する点として， r多様な条件に対応した水伎の管理j，

r l'乍業の判断j，r生育状況の把握Jの分野で習得状

況が低く，これは，非熟練者の作業時の意識の低さ

が影響していると考えられたーまた，水管理におけ

る技能・知識の内容は生育ステージに応じて多穏多

様である. したがって，これらの習得を促進する上

表 5. 非熟練者における技能・知識の習得状況

一般的知ぷ 絞HIIi)'iJ知ぷ 3型車b系技能 感覚系t支j虐 知的:n匂盟系技能 平均
[え分

AI~ノ、 B11，人 AW人 B法人 A法人 BI1、人 A法人 B法人 A法人 B法人 B法人

作;ものせれ]iJ部長;i 46，6 :l:1.3 46.6 :13.3 

水11漂白Ni本約手Pii 96，7 97，2 83.3 79，0 90.0 100.0 66.7 37.5 札止] 81.5 

多憾な条flに対応した水(11.の符耳l' 74.4 83.3 56.5 41.7 59.6 59.0 

作業の判断 74.1 79.2 50.4 45.5 22.2 :13.3 3:1.3 25.0 53.5 47.9 

~tTi状況の総長i{ 65.3 57.7 60.3 :l7.0 30.6 20.8 60.:l 46.9 

3J7.J'~) 74.4 72.6 61.5 57.1 90.0 100.0 32.2 25.0 55.行 35.4 64.1 61.3 

ひ": "¥Hif:l:. A法人6名.B 11<人 4 名の91 獄事~者に各11，人知事長者からJ蕗tlIした技能・知滋の具体的内容を従示しそれぞれのい1容についてよく知っ

ている(できる)J，知っている(できる)J. r少し知っている(できる)J， r~il らない(できない)J の 4 ↓党総で恒11'>を求めたま{rfl の数ft(iはよ

く知っている(できる)J: 100. 知っている(できる)J: 67， r少し知っている(できる)J: 33. 知らない(できない)J: 0にJ提訴ーして数似化した
ものである

(117) 



[288J 長主林業問題研究(第 183考・ 2011if. 9月)

表 6. 技能知識の留得状況と習得に向けた問題点

B:分 非警告書著者の習得状況 ヨ!熱ま車者の立tな怠:見 技能・知識の習得に向けた問題点

一絞釣
望号f早f!l'が総じておい 特に f水

先I言語
管理の基本的事項Jで滋f専が進 繰りi8L2k施するので，習得は容易(10)
んでいる

一般的知審議に比べ習得!立が低い
強め・弱めなど中干し却l淡の具体的議t容がわからない (7)JH主的状況を理解することが阪幾な項目がある

(そういう知識があることを)知らなかった(10) 知識数が多く，その内容も多絞にわたる

綴会誌なクセはわかるが.3':ての総長妥は際交霊でi時間iがか 抱t侵すべき闘場終伎が膨大な数になるため後1¥;は容

かる(7) 五きではない

絞'l!r悶
n鎚場特性のJl'J!箆Jiこ対する習得 オベレータをしていると少しづっ特性がわかってきた

平f:i;tl言語
!立が低い (3)/除草剤j数布lE!当なので磁場のi白紙:aはわかった(1)

ま百さ当 ζ務tこより習得の終選が生じやすいゐ
/下切りの仕事なしていると，作業憾にEHんぼのクセを

気づく機会が少ない (2)

"官，{重・作製毎の生育ステージの
E守IJt重・ iHl'1が多いので滋苦しする (4)/生ffステージと

zV2手~.w型l数が多く，生育状況も気ゑ・闘機条件に

把鐙jに対する溺得度は低い
H在期YJのポイントがスッとでてこない (4)/殿場によ

よワ変動するため約終に抱後できない
り't.ff状況が災なる (2)

)lli露b系
務il}1主i主泌い i誇れれば出来る (0)

技能

結党系
関主主する知議を，.分知Iらない (6) 関illlする知議誌の潔1専が不十分である

技能
習得皮i主低い 何となく I援妹にしかわからない・具体的な感覚をつか

i主体的判i析の感覚をつかむことは難しい
めないは)

知1(1~ 'lt
隆i潟特{生を潔解していないため.IE礁に判断できない (6)i怒速する女!l喜連の滋{号が不十分である

理3系技 望号1早j良i主低い
天気)"1~や土まま，生育ステージにより糸{牛が多様で引j

判断する条件がb現場条件，気象条件に応じて多綴多

能
生rrが幾しい (7)/ IEli藍にi'J阪ができないので， fû~ilJ ， 

様である
liIl:認していた (2)

「多様な条件に応じた水位のをすJ!lU
fF~案中にJ.2:議していなかった (8) /日頃から窓滋して

共通 や f竹書裂の判断J，r生育状況の抱 1'1'議11寺に，これらの事iEIに対する蕊ぬが低い

媛jにおけるThU早/Jtが低い
いるのでわかるようになってきたり)

注:非紫i綴!者のJ:な怒見l主， IlHきJ&りH与の非熱線者の発話内容を主主約して理したものである ( )内は，それに類する発Jtをした非宗~\絞殺数をま〈ずマ

では，非熟練、者に対して作業の全体像およびポイン には，その具体的内容を形式化して非熟練者にわか

トを理解させるための取り組みが重要である.その りやすく提示することが重喜きである.この場合の対

場合の対策として，①技能・知識の内容を生育ステ一 策として，画像や文書等により知識の具体的内容を

ジおよびその目的と関連づけて構造化した技術資料 記した技術資料の作成などが有効と考えられる

の作成，②各生育ステージ毎のポイントを整理した 経営闇夜知識の中で， r臨場特性の把握jは，把

チェックリストの作成などがお効と考えられる. 援すべき知識数が緩めて多く，これらの習得は，担

次に，技能・知識の種類別に継承方策合検討した 当作業により，非熟練者間の格援が主主じやすいこと

ところ以下のとおりとなった. から，踊場特性を社内で共有化するための仕組みの

知識では，一般的知識は，病答虫の発生状況の犯 構築が重姿と考えられる.この場合の対策として，

擦に関わる項目で多く，その他も基本的な内容が多 翻場特性管理表(踊場・腫!場特性要問をど整理したー

し非熟練者の習得度も高い.そして，これらは県， 覧表)などを活用して園場特性の記録と蓄積に取り

]A等が作成する各種技術資料と悶ーの内容が多く 組むことが有効と考えられる また， r品種・作型

既に形式化されていることから，これらの資料を活 毎の生脊ステージの把猿jでは，毎年の生育状況が

局した社内教育や自己学習支援による対策が重要と 簡場条件や気象条件により変化することから，非熟

考えられる. 練者の主主育状況の判断を支援する取り組みが重要で

また，経営閤有知識は，経営の状況に応じて蓄積 ある.この場合の対策として，生脊ステージの記録

された知識で，その数も多く，応用的内容が多いこ や生育調査の実施などにより，社内での生青情報の

とが特徴であり，この中には，口頭による説明だけ 蓄積と共有を図ることが有効と考えられる.

では，具体的状況を理解することが盟難なものが合 技能では，運動系技能ではその内容が容易なもの

まれる.ただし，これらの内容は，形式化できるも も多く， O]T等によりその習得は容易である.一方，

のが多いことから，非熟練者の習得を促進するため 感覚系技能や知的管理系技能では，非熟練者の習得
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度は低く，関連する知識の習得が不十分であること

から， これらの技能を伝承するには，前述の取り組

みにより，関連する知識の習得を促進することが前

提となる.

感覚系技能では，生育状況を観察し，祝覚的に把

握する内容であることが特徴であり，これらの習得

を促進するためには，熟練者の判断ポイントや結果

を現場の状況と結びつけて具体的に説明するなどの

取り組みが重要である.その場合の対策として，①

多様な条件下での OJTの実施，②掘f象.I決像など

の筏覚的情報と熟練者の判断ポイントや結果を統合

したデータを蓄積することが有効と考えられる.

また，知的管理系技能では，気象条件や闘場の特

性，生育状況などの知識な活用して総合的判断が求

められることが特徴であり，これらの習得を促進す

るためには，多様な状況に応じて非熟練者の判断を

支援する仕組みの構築が重要である.その場合の対

策として悶場毎の入水間掘や気象条件を記録・蓄積

して共有化することが有効と考えられる.

5. 今後の課題

以上のとおり本稿では，水稲の水管理作業を対象

に，技能・知識の内容と特覧について分析するとと

もに，これらの結果に基づいて，腹用型法人経営に

おける継承方策について検討した.

今後は，本稿で検討した継承方策の有効性につ

いて検証するとともに， これらの取り組みを効率

的・効果的に笑施するために有効と考えられる情

報システムの開発に関わる具体的な内容の検討が

必要である.

また，研究目的とする雇用型法人経営における従

業員の能力養成を図るためには，品種・作製の選択

や闘場配置の決定等の作付計画，気象条件，作業の

進捗状況等により日々変化する作業の判断などより

広範な領域を対象に，これらに関わる知識の特長及

び継承方策を解明することが求められる.これらは，

今後の課題としたい.
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注1)熟練者はいずれも経営者であり， A法人は 56歳，

JJ!主主主従事年数20年， B法人は， 53歳， 民業従事土手

数30年ーである

2) 非熟練者は，いずれも非農家出身の 20~30歳代で，

A法人は，水管理作業経験 2~3 年(入社 2~3 年)，

B 法人は同作業経験 2 年(入社 2~5 年)である.

3) A法人を対象に，図場毎 (323筆)に各婆図(水

モチ， 土1'J:， 高低主主， 雑主主， 陛鹿半， 水利， 用排水

など)の状況を向き取りにより調査した.その結果，

邸宅急特性として把盤すべき情報数は，合計で 1003

となった

4) A法人の熟練者・非熟練者(I名)を対象に水管

理作業の動向調査を行い，作業中に見たことや考

えたことに対する発話データを収集した その総

果，非熱意j(者の発話数は熟練者の 38%で，とりわ

け「作業時期の判断jや「生育状況の把縫Jに関

する発話が少ないことが確認された.
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