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速報

農業機械のリスク低減に向けた農業者意識の調査研究

積 栄三 11 ・志藤博克*1・岡田俊報本i・冨田宗樹*1・塚本茂善計

Research and Study on Farmers' Attitude Related to Risk Reduction of Agricultural Machinery 
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I鰭言

農作業事故対策として，農業機械の更なるリスク低減

が必要とされている。機械安全に閲する国際規格では，

安全はリスクを受容可能なレベルまで低減させることに

より達成されるものとしておりはSO/IECGuide 51 

1999) ，また 1)スク低減方策においては，①本質的安全設

計，②安全防護策，@付加保護方策，④使用上の情報の

寵先]l1l'[位が定められている (ISO12100: 2010) 0 なお，リ

スクについては， fit筈の発生確率と危害のひどさの総み

されている (ISO12100: 2010)。

そこで著者らは，農業機械のより上位での対策等によ

る安全性能向上の可能性及び必要性を検討し具体的な

技術検討につなげるための基礎研究を行っている O この

なかで，各機械におけるリスクの受容の可否については，

農業者は，1i!に安全性そのものだけでなく，その安全性

の実現に嬰するコストや，それによる作業効率や利能性

の悪化の程度等も踏まえて，総合的に判断するものと推

される。したがって，実効的な安全設計の呂標を得る

ためには，事故発生状況から判断される現状のリスクや，

国際規格の要件と照らし合わせた設計上の要改善点等の

把握のみならず，安全性に関する農業者の意識の把握も

重要な要刊二となる。

本報では，農業機械の安全性に際する農業者の意識調

査を行い，農業機械の安全性に対する不満点を調査する

とともに，安全機能に対するニーズとコスト意識の関係

や，予測可能な危険作業事例について分析した結果につ

いて述べる。

II 讃査分析方法

農業法人 1750件，個人農家 1240件，コントラクタ

383件を対象に，以下に示すアンケート調査(実施期間:

2010 苦手 6~8 月)を行うとともに，過去の現地調査の結

果も踏まえて分析を行った。

1. 農業機械の安全性及びz快適性に関する不溝の調査

農業機械の安全性及び快適性に関して，不i持がある場

合は機械名と具体的な不満点の記載を求めた。その記述

から，機種毎に不満の内容を分類し，傾向の分析を行っ

た。

2. 安全機能に対するこーズとコスト意識の調査

安全機能に対するニーズとコスト意識を把握するた

め，そのひとつとして新たな安全装置が賠発され，購入

時にオプション装著できることになったと仮定して留

品価格の決定のi禁によく用いられる分析法のひとつであ

るPSIvI(Price Sensitivity IvIeasurement，価格感度分析)

(加藤， 2007)により，当該装置に対するコスト意識の課

査，分析を行った。安全装置としては.乗用トラクタの

転儲転落事故助止呂的とした，ほ場出入時や道路走行I時

に左おブレーキの連結し忘れを防ぐ装置を仮定した。こ

れは，国内の農作業死亡事故では，乗用トラクタの転倒

転落による比率が最も大きく(日本農業機械化協会，

2002 ;農林水産省， 2011)，かつ行政の農作業安全運動等

により危険性が広く認知されていることから，これを防

ぐ当該装置に対しては比較的高いコストが許容されると

推測されたことによる。

設関では，ブレーキ連結忘れの危検性と，これを訪ぐ

当該機能の概要を説明した上で，表1に示す4つの設問

*1 会見独立行政法人22業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター(〒331-8537J1tr玉県さいたま市北区日進!勾

1-40-2 TEL 048…654-7000) 
Bio-oriented Technology Res邑archAdvancement Institution. National Agriculture and Food Research Organization. 1-40-2. Nisshin-cho. 
Kita-ku. Saitama-shi， Saitama 331ω8537. Japan 

'i' Corresponding author : eseki@affrc.go.jp 
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表 l コスト意識の調査における PSlvIの設問

Table 1 Questionnaire of PSlvI 

{設問]このようなオプションを付けた場合，その他i絡が

・いくらぐらいから日 iぃjと思いますかc

・いくらぐらいから f安いjと思いますかc

・いくらぐらいから日 iすぎて支えないjと思いますか。

-いくらぐらいから f安すぎて Ó:fJí~が疑わしいj と思いますか。

についてそれぞれ金額の記入を求め，金額毎の各部答の

占める都合のグラフから， PSMの手法に基づき，理想、鏑

格(購入抵抗が最も少なく，消費者が望むと推定される

儲格)と上限価格(この価格を超えると高すぎて買わな

いと感じる{凶格)を求めた。

また，ブレーキ連結忘れによるヒヤリ体験の有無と，

妥当髄格であった場合に当該装置のオプション装着を希

望するかどうかについても問答を求め，関係を分析した0

3. 農業者の観点、から予選5可能な誤鑓舟事例の欝査

国際規格では，使用者の誤龍用であっても， r合理的に

予測可能な誤使用」については，設計n寺に機械側でリス

クとして低減すべきとされている(ISO12100: 2010) 0 

そこで，農業者の使用実態から，設計者が「予測可能J
と考えられる誤使用の事例を把握するため， (1)安全上

問題があるものの作業遂行上行われる危険行動， (2) 1で

得られた機械に対する不満から想定される誤使用，の 2

点について，事例を把握した。なお.(1)については，農

業機械をより使いやすいように改造，工夫している点が

あれば，その機械名と内容の記載を求め，それが危険行

動に結びついていないかを検討することとした。

III 分析結果と考察

アンケート回収数は.農業法人 313件(間lj又率 17.9%)， 

個人農家 274件(同 22.1%)，コントラクタ 631牛(同 16.

4%)であった。ただし有効回答数は設問により異なっ

た。

回答者の平均年齢は，農業法人が 54.1歳，個人農家が

56.4歳，コントラクタが53.6歳とほぼ同等だ、った。性別

は，農業法人の 97%，個人農家の 98%，コントラクタの

100%が男性だ、った。 作目(複数回答)については，

法人.個人農家ともに水稲がそれぞれ 57%，86%と最も

多く，次いで野菜，麦・大豆の}I!夏であった。コントラク

タの経営母体lえ酪農が46%と最も多かった。

各調査項自についての分析結果と考察を以下に示す0

1. 安全性及び棋連性に関する不満の調査結果

安全性及び1尖適性については，全有効回答 544件中，

28%が具体的な不満を回答した。関 1に機種別の具体

的な回答を内幸子毎に分類，集計4 した結果を示した。また，

2に自答事例を示した。

内訳は，快適性(居住性，振動，騒音，粉塵等)関連

24%，安定性(機械の転僻・転落)関連 14%，走行時(制

動性能，灯火類，y去対定、等)関連 10%，視認性関連 8%，

{会体] 【言語用トラヲ3J

{自脱コンバイン} (E自綴軽量]

閲 1 安全性及び快適性にr!klする不満の内訳

Fig. 1 Complaints about safety and comfort 

安全装俄の不足・不備関連 8%等であっ

存続重加に見ると.乗用トラクタが全体の 50%を2:iめ，

快適性，走行u寺，操作性関連が王子均より多かった。自脱

コンパインでは.快適性とともに安全装備の不足・不備.

視認性関連が多くを占めた。田植磯では安定性関連が

38%を占めた。この 3機種で全体の約 3/4を占めた O

快適性や安定性，視認性といったこれらの不満に対し

ては， IS0 12100における付加保護方策や器用上の情報

の提供では十分な改善は困難であることから，より上位

の本質的安全設計の思想、を前提とした対策が，農作業現

場において求められていることが示された。

2. 安全機能に対するコスト意識の鵠査結果

関2に， PSMによる分析の結果を示した。農業法人

(有効回答 68件)，個人農家(関 81件)ともに.新装寵

の理想、髄格は 4万円台後半，上限価格は 5万円台前半で

あった。コントラクタからは十分な有効自答数が得られ

なかったため，分析対象からは除外した。死亡事故に至

る危険の高い事故形態の田避につながる装置であり，か

つ乗用トラクタのように平均倍格の比較的高い機械で

あっても，安全機能のみで他の付加舗値がない場合は，

大きな儒桔上昇は受け入れられにくいことが推察され

た。

ブレーキ連結忘れによるヒヤリ体験については，有効

回答 580件中 28%が経験ありと回答したが，経験の有

無による緬格の差はなかった。一方，妥当価格だった場

合のオプション追加については，有効回答 543件中 60%

が希望すると回答し，ヒヤ 1)経験ありに限ると 74%に

上昇した。このことから，ヒヤリ経験によって対策への

問題意識は高くなるものの，コスト負担の許容量の増加
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表 2 安全性及び快適性に関する不満の事例

Table 2 Examples of complaints about safety and comfort 

機種 項目 具体的内等

乗用トラクタ 快適性 一日中作業していると振動がきっく，疲れがたまる

騒音がひどいのでもう少し背を低くしてほしい

l"~{乍性

走行|時

ウインカやハザードなどが自動率と同じにならないか

メーカにより言|器類の操作，ボタンの佼lli.操作方法が違う

作業機事さえぎ!時の道路走行が法的に認められず，安全でない

けん引l時， ブレーキが後卒者のみである

自脱コンパイン 快適性 キャビン仕様でないので暑く，淡が舞う

小形のものは運転席がまたい

安会装備

視認性

手こぎ作業をもっと安全に快適にできないか

綴き込みペダルを踏むと制動機能を全く失う

後ろが全く見えない

問機機 安定性

安全装備

軌距が小さいので理主越え時に転倒しやすい

安全フレームがない

刈払機 快適性 身長 170cmだと膝をかがめて作業しなければならない

まだまだ笈い

120 ， 

100 

-:: 80 
5 

4日
認 60
モト
純
白 40

20 

G 

!王里想価格:r安すぎるJとrii蓄すぎるJの交点

上線価格.r望号L'Jとfおすぎる」の交点

o 2 4 6 8 10 12 14 16 

価格(万円)

関 2 PSMによるコスト意識の分析結果(悩人農家)

Fig. 2 Result of PSM (family management) 

までには至っていない傾向が認められた。

経営形態，使用トラクタの呼称出力. ROPSの有無に

よる価格の差は見られなかった。呼称出力による差がな

かったことにより，安全装置の値頃感は機械の本体価格

にも大きく関係しないことも示峻された。

3. 予濃~可能な誤使用事例の調査結果

(1) 作業遂行上行われる誤f吏用事例

調査の結果得られた事例を国 3に示した。これらの事

例からは，誤使用に至る理由として，①整備性向上(カ

バー撤去，ステップ取付)，②作業性向上(停止装置撤去，

荷台増設，過小な翰]i'e:.補助者同乗).③視認性向上(座

席高さ変更，カバー撤去)等を意関したものが確認され

た。作業効率や利便性を犠牲にした安全機能は，これを

重視する作業者による無効化を招く (Adamsら， 2006) 

ことが，農作業でも生じていることが明らかになったこ

とから，農業機械の安全機能においても，これらの要望

を生じさせないような設計段階での対策の必要性が認め

られた。

-音寺部ウェイト上に荷台を設霞した

(粂期トラク?z)

-余分なカバーを外して視界を

良くしている(ロールベーラ)

-麓供給者が悶粂する(宙機機)

a翰Z症をIJ、さく改造した(高所作薬軽量)

.]事が詰まるので飛散物紡議

カバーを徽去した(;(IJ払機)

図 3 作業遂行上行われる誤使用例

Fig. 3 Examples of misuses in farm work 

'a喜まりが多い(コンパイン、刈払機)
=>カバー撤去
定歩エンジンを切らずにつまり徐去

-ウェイト務税が箇ffl(索用トラヲ空)
2今必喜喜E寺にも付けない

.1.r:おブレーキ遜絡が函僚{索用トラヴ歩)
ロ争必受話寺に非連絡の危室主

・点検整備がやりにくい(粂湾トラウ聖書事)
司点検重量備を行わない

-粂降符にレバー!こ引っかかる(室長用トラヴ告) ・レバーの色分けがない(主義照トラヲ歩)
=令室長鋒E寺のケガ 司とっさのレバー選択を誤る

・掻吉込みペダルを滋んだら暗号勧告霊能がなくなる(コンパイン)
司とっさの行動が危険告書に

隠 4 ユーザの不満から想定される誤使用例

Fig. 4 Examples of foreseeable misuses from complaints 

(2) 機械に対する不満から想定される誤鎚用

機械に対する不満から想定される誤使用について整理

した結果を関 4に示した。これらの事例は，主に①省略

行動による危険，②とっさの行動時の危険に分類され，

このことからも，省略行動による誤使用が生じにくく，

かっ誤使用時に危険側にならないような安全設計が重要

であることが示された。
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IV 結言

本研究の結巣，農業者における農業機械に対する安全

性向上の要望については 本質的安全設計の思想に基づ

いた一層の対策が必要となるとともに，その対策による

作業性や整俄性といった基本的性能の犠牲，及びコスト

増加をできる限り田避することの重要性が確認された。

前者においては，作業効率や利便性と安全性能のバラン

スをよく検討しできるだけ無効化を生じさせず，実質

的に作業時の安全性向上を実現する設計が求められる。

また後者においては，コスト増加により安全機能そのも

のの導入，普及が進まない恐れがあることから，導入に

捺しては，安全装置そのものの低コスト化を図ると同時

に，例えばエンジン性能向上や新機能なと守の付加価値を

伴うモデルチェンジにあわせた実吊化や，行政施策によ

るインセンテイブの付与等 実質的な負担増を避ける方

法の検討が必要と考えられる。

今後は，現状の農業機械における本質的安全設計の導

入状況や他業麓における機械安全の動向に関する調査結

果も踏まえて，主要機械のリスク低減に向けた改良要件

の検討と個別技術の開発につなげることとしている O

なお，リスク低減方策の検討にあたっては，事故原区!

の発生比率を把握するための事故分析も重要となるが，

現状ではその基となる詳細な挙故データが得られないこ

とから，加に農業機械に係る事故の詳細認査・分析手法

に践する研究を実施し対応、を臨る予定である O
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