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IJ シンポジウム論文81 〔農業経営研究第49巻第4号， 2012J 

大規模畑作・野菜作農業における

大規模経営の展開と適正規模

平お

I はじめに

北海道は「構造政策の優等生Jと称されるとお

り，分摩い専業農家群のもと大規模農業を展開さ

せてきた。なかでも北海道十勝地域は大規模化の

先行する大規模畑作地帯で、ある。本稿で、は，十勝

地域を対象として，大規模畑作・野菜作農業の展

開を整理するとともに，大規模経営の経営資源の

保有・利用および、生産性の階層間格差を分析する

ことによって，大規模畑作・野菜作農業における

適正規模を考察することを目的とする注1)。

注 1)士宮11'1'，野菜作経営を会開農業地域別にみると，

北陸以北では畑作経営の労働生産性が高く，対II

作経常に所得総額の優位性が認められるものの，

関東以南では， :trn作経営の労働生産性が低く優

位性が判然としない。本稿は北海道を対象とす

* 

るが，畑作，野菜作経営には地域性が大きいこ

とから，適正規模に関する論考の適用範聞は，

別途検討を姿する O

E 北海道十勝地域における大規
模畑作・野菜作農業の展開

北海道ト勝地域は，最も大規模化の先行した熔

作地帝である。 2010年センサスでは平均経営耕地

面積37haであり， 30ha以上の経営が59%を占め

るO 大規模な主業農家が面的に展開するなかで，

小麦，豆類，てん菜，馬鈴しよといった普通畑作

と野菜作による大規模農業が営まれている O

第 1表に十勝地域の農業動向を示した。王子均経

営耕地面積とlOa当たり所得の推移を見ると， '80 

年代後半以静から畑作物の政策支持価格の低下局

臣を迎えるにも関わらず，経営耕地面積の拡大と

第 1表 北海道十勝地域における畑作，野菜作農業の推移

1980"f 1985"1ド 1990"f 1995'ド 2000"1三 2005"F 2010"1'. 
1 Jコ?J3たり弓乙均経営1M也[回総 (ha) 18.6 21.0 23.7 26.8 30.7 34.1 37.4 

1f11Lj1 もi 
lJヨ25たり 1二絞Jl:t:*l苦f1Z} (万円) 602 644 740 849 1，189 1.240 
10a 当たり生産JJ1~議所f:; (千円) 29 27 28 28 35 33 

手1i1k也目J 

耕地酒税(凶÷ffzi段対日) (ha) 177，990 183，740 185，550 178.170 176，300 172，820 
封司イ乍4Ut:tlの1'1'1".1在ii干 (ha) 114，600 129.290 128，760 123，240 122，820 123.440 118.170 
野菜jg'iの作付臨むi (ha) 5，610 7予290 9，550 10，040 10.100 10，340 10，620 

うちスイ トコ ン!なく野菜作付閥在 (ha) 1.790 1.990 2，760 1.260 5，790 6.480 7.120 

淡'ßr~Jm tH額 (t立ドJ) 1.712 2.142 2.211 2，249 2，305 2.197 

E在』uiF百 ネ)内民のJffftH諒i(言f') ({むI弓) 964 1.224 1.234 1.234 1.258 1.295 
J:!Iげ1-:4Mlのiilil:ll綴 (億ドj) 887 1.121 1.032 962 1.035 1.069 
聖子主宰実質のJlfftli務1 ((立I弓) 63 86 185 251 205 210 

資料 平均経?主耕地IT市長i立終議センサ7、よりf'i'成(1990年以jL手は経営体 1985if二までは楽祭休平均)0 2010年の野菜作付ITIT綴は北海道淡政m);J~べよ

り作成。その他lil込林水溶統誌i年報より作成。

ネ 北海道立総合研究機構
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lOa当たり所得の向上とが続き， 1戸当たり農業

所得を増大させていることがわかる O ここで野菜

作に注目すると，野菜作付面積は一貫して拡大し

ている。表出は略すが，すでに野菜の産出額は豆

類・雑穀を超えており， I畑作 4品jと称される

十勝地域でも普通熔作物に比肩する部門となって

いる。ただし野菜作付面積は増えつつも，産出

額は'95年をピークとして横ばいに推移している O

これは裸手労舗を要す面接当たり粧収益の高い品

目から，機械化収護が可能な品目への転換がなさ

れているためである O すなわち，十勝地域では，

畑作生産力の向上によって所得を増加させつつ，

さらに，霞芸作物を畑作化することで経営に組み

込み，大規模畑作・野菜作農業が展開している O

なお，こうした経営展開は豊富な家族労働力と

雇用労働力に支えられている o '10年の 1戸当た

り平均農業従事世帯員数は3.17人，常時雇用数

0.52人，臨時雇用延べ数71入で、あり，それぞれ増

加傾向にある O 耕地面積ほどではないが，農業労

働力規模も拡大していることが特徴的である O

E 大規模畑作・野菜作農業にお
ける資源利用

資源利用の経営耕地規模階層間格差

十勝地域の調査事例技2)に基づき，経営資源平Ij

用の経営耕地規模暗層関格差を比較する。

2表から土地利用をみると，経営耕地面積50

~60ha 層以下では普通熔作物の作付構成に大き

な相違はないものの， 60~100ha 層から，菜豆(作

付 2haを頭打ちに縮小)，生食用馬鈴しょ(同

15ha~20ha での作付停滞と j殿原用途拡大)，てん

菜(関1O~15ha での移植の停滞と直播の導入)

の作付けが停滞し小麦を主とした省力的な作物

への作付けの偏りが明瞭となる O 総じて，組作業

人数を要さない，プランタ播種ーコンパイン収穫

による作物の編重が認められる。また，野菜作付

比率も低下し品目も委託作業による収穫が可能

なスイートコーンゃにんじんが中心となる O

第 3表から労働力利用をみると， 50~60ha 層

.L;J、下では作付構成に大差がない一方， 10a当たり

自営農業労働時間(以下，投下労働時需)は明瞭

第3表 経苦言耕地規模別の自営農業労働時間
(Jli!立 ha， hr， 9o) 

30ha玉{毛布前 9.5 
30-40ha 12.2 
40-50ha 9.7 
50-60ha 6.4 
60-100ha 6.4 
1OOha以上 5.3 

60ha ):).J二 6.0

臨時一線r日遅~ I 5.4 
合\'11寺Jí去月Hí~ I 6.4 :;lz:l::;|;; 

第2表経営耕地規模別の土地利用

，.又
勾法:0;'1

耕地 j小宮t
I訂駁

R'l3i うち うち
とt食用 絞J)i()f]

30ha米;南 I 27 I 9 (34) I 4 (13): 1 I 4 (16) : 3 1 I 6 (20) 
30-40ha 37 I 12 (34) I 7 (8): 1 I 5 (13) : 5 0 I 8 (22) 
40-50ha 44 I 13 (31) I 8 (18): 2 I 7 (16) : 6 1 I 10 (24) 
50-60ha 54 1 15 (28) 1 9 (16): 2 1 II (20) : 8 3 1 14 (25) 
60-1∞ha 1 78 1 33 (42) 1 10 (13): 1 1 15 (20) : 15 1 1 12 (16) 
1OOha tU:. I 139 I 67 (48) I 21 (15): 0 I 28 (20) : 20 9 I 16 (ll) 
60ha以上 I 103 I 46 (45) I 15 (14): 1 I 20 (20) : 17 4 I 14 (13) 

i臨時限)f]lli!1 109 1 56 (51) 118 (16): 0 118 (17) : 18 0 115 (14) 
:常持綴汗j型 1 98 1 40 (41) 1 12 (12): 1 1 22 (22) : 16 6 113 (13) 

資 料 十勝行μ，;tIlWí'章受営研究会主主選を潟資より作成(れココ 48) 。者， 3-4 表 Ú~ 1 ~ 5注iもおなじ。

a: 1) j訂正I勺数1ilu土，経営耕地Tfii王立に占めるf乍f寸機成比率である。

(1111立 ha. 9o) 

うち

えだまめ
スイート|その他

コーン

にんじん

21 
21 
21 
21 2 
41 3 
31 5 

51 2 
5 I 5 

2) 60ha 以上でオベレータ作業や肥培管J:'ll作議に対して)!Í'fll を苧lJ)jJしている経営を f常時五三汗j君iJ.利用していない経営を r~話時

五芝}百邦iJとした。
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に低下する O かたや60~100ha 層からは省力的な

作物に作付けが偏るのに関わらず，投下労働時間

の低下程度は小さい。これらの結果，大規模層で

は総労働時間が明瞭に多く， とりわけ60~100ha

層からは5，000祉を超える O これに伴い躍用労働

時間も急増し， 60~100ha 層以上では2，000hr を

超える事例も散見されるほどである O

2 高度機械化による省力化とその限界性

前節にみた作付構成を維持したままでの投下労

働時間の低減とその停滞は，高度機械化による省

力化が進展しつつも一定の限界に至っていること

を示すit3)。表出は略すが，主要畑作物における

農機具自動車資(総額)とlOa当たり投下労働時

間の関係をみても，費用の増大とともに投下労働

時期は低減するものの，一定以上ではこれが判然

としない。すなわち，大規模層で、は採用技術の高

度化のみならず，機株装備の複数台導入等による

対応がとられていることがうかがえる注引。

第 1図に作付規模別の投下労働時間を示した

が，大規模作付層ほど省力化が進んでおり，とり

わけ馬鈴しょ，てん菜といった労働集約的品目で

規模開格差が大きいことがわかる O そして，てん

では1O~15ha，民鈴しょでは15~20ha で投下

労働時間が下げ止まるが，これは前述した作付面

(hr) 
25 r--------- 一一一一一一一……… 一一一

山③四てん楽(移値)

町齢潤秋小変

10 
a 

20十--"(一一一一一一一一一一一一 向|問。四食!lJ!.0鈴しょ ι 

d〆
ゴ

たお
り
投

Z 10 
1必
吟

IHJ 5 

。

~大豆
開傘時ノj、豆・ 3長!ff.

護の拡大が停滞し始める作付面積と符合する。

さらに，投下労働時間と家族労働時跨とを比較

すると，大規模作付層では，省力イとが停滞して以

降は雇吊労働を増投することで家族労働時開を節

減していることがわかる O てん菜は春期の定植作

馬鈴しょは春期の定植作業，秋期の収穫作業

に組作業人数を要するが，大規摸経営では，これ

らの作業ピークにおいて多量の雇用労働力を確保

できるかが，てん菜，馬鈴しょ作付拡大の条件と

なっている O すなわち，てん菜，高鈴しょは，単

に，投下労働時開が多いということのみならず，

時期加に組作業に要する人数の差が大きいといっ

た視点からも，作付拡大を制約している O

以上のとおり，畑作経営では，機械装備を高度

化させ，土地利用を維持したまま大規模化を進め

ることが基認とされているものの，省力化が困難

となる技術的限界に到達して以降は，多量の雇用

労働力科用によって家族労働の代替を進めつつ

も，省力作物を偏重した土地利用がとられるよう

になる O これは家族経営における限界性を示す。

そして現状では，経営耕地規模60~100ha 層に家

族経営における限界がうかがえるのである注5)。

3 r悪用型経営jの萌芽

大規模層では家族経営による限界性がうかが

(hr) 
25 T一一一一一一一一一

20 
10 
a 
当
fこ 15

家

言 10
働
時
i向 5

0 。 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 

作{寸立百干 (ha)

①10a当たり投下労働時間

第 1図

{'f1すlifi積 (ha)

②10a当たり家族労働碍間

作付規模別の投下労働時間
校:fFN規模)JIJの平均値を示した。区分は以下のとおり。てん菜 ~7.5ha ， ~ IOha， ~ 15ha， 15ha~ 小炎 ~ IOha， ~ 12.5ha， ~ 15ha， ~20ha ， 

~ 35ha， 35ha ~.馬鈴しょ ~7.5ha ， ~lOha. ~20ha ， 20ha~. 大豆: ~2.5ha. ~5ha ， 5ha~. 小主主・菜Tfi. : ~5ha. ~7.5ha. ~ 10ha， 10ha~。

第2.5r認もおなじ。
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え，雇吊労働時間が急増した。果たして，そのも

とで労働力利用に変化が生じているのだろうか。

第4表から雇用の利用を作業内容別にみると，

大規模化と併行して濯用労働時間は増加するもの

の収穫・定植，除幕がほとんどであることがわか

るO すなわち，大半の経営では，高度な機械作業，

肥培管理作業には家族労働をもちい，護用労働力

の利用は組作業人数の確保や補助作業に留まって

いる O 一方， 60~lOOha 層からは，耕起整地といっ

たオペレータ作業や，追肥・防除といった肥培管

理作業に麗用を利用する経営が散見される。

そこで車用労働力利用に着目し， 60ha以上の

経営のうち，オベレータ作業や毘培管理作業に雇

用を利用する経営を f常時躍用型J，利用しない

経営を f臨時雇用型」と夜分し，土地利用等を比

較した(前掲第2，3表)。ここから，臨時雇用型

では省力性が重視され，前述の「組作業人数を婆

さない，プランタ播種ーコンパイン収穫による作

物の編霊」がより明瞭である一方，常時雇用型で

は土地利用の粗放化が抑制されていることがわか

る。また，表出は絡すが宵タイプ間では雇用を

もちいる作物が異なり，常時雇用型では労働生産

性の高い作物への雇用の利用が認められる。

すなわち，家族経営の限界に直面して以降，労

賃水準を上昇させてでも常時躍用を導入し，雇用

労働の利用局面を拡大することによって家族経営

における眼界規模を打‘破するとともにより効率

的に労働配置をおこなおうとする，いわば「雇用

型経営jともいうべき新たな動きが注目される。

注 2)十勝地域では，生産者と関係機関とが十勝管

第4表経営耕地規模別の産周労働力の利用状況

護育i'u 持j主主筏主主i 
主主

J事綴5fE 5 号
去除主 j31I2 3 1除2ぢ そ

JJ~ 。コ
f也

30ha ;!:::ii詩 32 。01 107 48 。。255 28 
30~40ha 10 2 1 I 175 1日6 。。973 147 
40~50ha 1 。2 I 143 29 。。279 74 
50~60ha 8 。01219 185 12 8 248 71 
60~100ha 20 103 31 321 80 7 I 10 631 176 
100ha );l 80 80 18 436 422 3 o I 1.796 264 

60ha以上 94 25 367 217 1.097 211 

1 童話i待Ifj[周波 。。291 141 1.328 85 
1f~~í待浴剤主2 73 156 42 417 267 8 I 10 944 295 

内畑作経営研究会を組織し，農水省[に準拠した

生産授を集計するシステムを開発した(詳絡は，

白井ら [2))。本稿では研究会における生産費調

査データ(平成20年産値)をもちいている O 実

施戸数50戸のうち経営耕地に占める銅料作物作

付比率20%未満の倒別経営体48戸を対象とした。

注3)高疫機械化の特徴は，平石(1)参日震のこと。

注 4) 農機具自動車授が増加する一方，面積当たり

投下労働時間が低下していない場合，①間質の

作業機の複数台化，⑨投下労働防衛の削減以外

を主目的とした農機具の導入(輸送・運搬，軽

作業化に寄与する装俄)，③農機具減耗の増大や

供用年数の短期化等が考えられる O

注 5)畑作経営における家族労働力ドの限界性につ

いては，王子石(1)を参照のこと O 日死往研究に比し，

本稿の分析結果は，限界規模の上向を示唆する O

N 大規模畑作・野菜作経営の生
産性の階層間格差

1 農機具自動車費の規模賠露関格差

以上のとおり，作付拡大に捺して，雇用労働力

利用を高度化しつつ，機械装備の追加導入や伺時

作業がなされている O このことは，面積当たり農

機具自動家費も低下しにくいことを示唆する。第

2図に作付規模別のlOa当たり農機具自動車費を

したが，大規模層においてlOa当たり農機具自

動車費の低下は判然としない。また，表出はl略す

が，経営耕地面接とlOa当たり農機具自動車費と

30 

町
内
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ヘυ
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作f寸濁桜 (ha)

第2図 作付規模別の10a当たり農機具自動車費
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模層において作付比本が低下する傾向のあるてん

菜(移植)と大規模層において作付比率が上昇す

る傾向のある小麦を対象とする O

まず，農機具自動車費では，間作物に共通して

小規模層から中規模層への作付拡大による低減効

果が大きく，最低稼働率の確保という意味で作付

拡大の有効性が認められる。また，この低減効果

は要する固定資本装備の多いてん菜のほうが，小

大規模畑作・野菜作農業における大規模経営の展開と適正規模

費用曲線の導出

そこで， ilOa当たり農機具自動率費」および

flOa当たり農機具自動車十労働費Jの費用曲線

の導出を試みた(第 3，4閤)注6)。ここでは大規

の間にも関係は認められない。

以上は，大規模畑作における規模の経済性の小

ささを示唆するものである O
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よりも大きい。ただし効果が認められる作付

規模はてん菜，小麦ともに 5~lOha 程度であり，

現状のト勝地域における平均作付規模からする

と，すでに達成されている。一方，大規模層では，

十勝地域平均の 2~3 倍程度であっても 10a 当た

り農機具自動車費は中小規模と同等ないし上回

る。すなわち，農機具自動車への投資によって省

力化をはかり，大規模化を進めることで， lOa当

たり農機具自動車費を低減することは容易ではな

いと判断される。

次に，農機具自動車費十労働費では，農機具自

動車費と向犠の傾向が認められるものの，機械化

水準問の労働費格差が大きいことから，大規模層

ではlOa当たり農機具自動車費+労銀!費は中小規

模と同等から若干，下回る水準も期待しうる O

注目すべきは，費用低減効果が大きいのは最低

稼働率確保に向けた大規模化の局面で、あり，機械

化水準の高度化をともなう局面では効果が小さい

ことである O すなわち大規模化による部議当たり

生産費の低減には大きく期待しにくく，生産物当

たり生産費の低減には，大規模経営であっても，

単収の維持・向上の視点が不可欠なのである O

3 大規模作付，大規模経営の穫位性

以上のとおり，大規模層の復位性を費用の低減

に求めることは難しい。第 5図から作付規模別の

lOa当たり所得をみると，次の 3点が注目される。

第1に，小規模から中規模への作付拡大におい

(1，0∞f'J) 
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第5図作付規模完IJの10a当たり所得

て収益性の上昇が認められるものの，一定以上

(てん菜:15ha J2J、上，馬鈴しょ:20ha 以上，小

麦:20ha J2J、上)で収主主性の低下が認められる。

これは，平均的な作付構成 (60ha未満層では，

根菜作付比率は40~45%) を想定すると経営耕地

面積80ha前後に相当する O

第2に，作物関の収益性の関部では，てん菜，

馬鈴しょが高く，小麦が低い。すなわち，大規模

層で小麦に偏重した作付構成が取られることは，

経営総体の収益性低下に拍車をかける。

第3に，大規模層における小麦の収益性は，中

小規模層の小麦あるいは他の作物よりも低いもの

の，それでも地代や労働費を回収しうる。した

がって，小麦に偏重した大規模化であっても，所

得増大効果は期待できる O

すなわち，大規模経営の擾位性は，効率性では

なく，所得総額の増大にあると判断される。

注6)本稿は，梅本(3Jを援用した。ただし①機械

化水準の高度化に伴った農機具自動車授の増加

を仮定し②最小費用事例ではなく，事例王子均

値によって曲線を求めたことに留意されたい。

V 大規模畑作・野菜作経営にお
ける大規模化に際した課題と評
{面

以上から，適正規模に関して，以下の 2点が注

目される。第 1が，高度機械化の確立した範囲を

超えた雇用型経営が現れつつあることである O 第

2が，大規模化による経営効薬の向上には大きく

期待しにくいと判訴されたことである O そこで，

大規模経営4事例を対象に，経営展開に係る課題

と意向，経営成果に対する自己評舗を調査した。

1 土地利用の特徴と大規模化の課題

4事例の経営披況を第5表に示す。 4事例の内，

lOOhaを超える経営が3事剖，オベレータ(以下，

Op)従事者を雇用している常時理府型経営が2

事例ある。土地利用には特徴があり，てん菜註播

栽培の導入が2事関鼓原高鈴しょ導入が2事剖，
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第5表大規模経営龍査事例の概要

A お C p 

経常耕地llu平1i: 80-100ha 100-150ha 100-150ha 100-150ha 
k::T:営タイプ 臨時総m主.~! 協i待}認m忍1 常時T!lîJfH\~ 常時万五周辺

主もぺC工3薬的
家族労働(うち OP) M1人守 F1人 (20P) M2人， F1人 (20P) M1人(lOP) M2人 (20P)
~th~l埼磁m(うち OP) F2人 F1人 M3人 (30P) M2人 oOP)
総n軌を1ち延日数 50人日 10/、iヨ 100/、g

特後的な作付作物 -てん主主CI区議)のコぷ入 -てん菜(f[i綴)の2浮入 -忠実認 大主主のみ . i絞係m潟鈴しょ il'付け

-絞広(fliX10鈴しょ作付け .li実現 大主主のみ
a ・同蜘ー・・・・ ーーーーーー・・司晴・4崎、骨#榊帰仲伸柑岬・・ーーーー ーーー・・ー・ E・E・ーーーーーー...ーー ..司自・柚 E 執 ..  骨輸榊州骨#柑#酬暢#嶋崎 司ゅ・伊.----ーーーーーー・・・

f{ld 下T 
後策対iの大規模作付 -力flIJfJ }，1(; r，;しょ il'付 -加JIJfJ!.!0r，;しょイ乍fす -てん楽(移fi!il作 絞服用.%ili令しょf乍{τ.J-20haj.')、i二
(15ha 以j二) 15ha以上 15ha以!二 イ'>]-20ha以 I二 -てん菜(移綴)i乍f寸20ha以上

び〉 伎芸名類作付比率
:fぬ投f (てん去三十馬鈴しょ)

3596 35号。 2096 45% 
司仲梧・..・ー・・・圃 曹関b骨川市暢『舟柑情#骨梢ゆ a峰崎抽 a ・・・------a ・・・・.園間『圃・.岡田恒冒幅自輔何物『副司骨骨骨 #輔嶋崎蜘噌時特骨#輔Mゆ...晶・4砕・圃凶ーー ・・・ a ・・・・・・・・・司司『圃
r}~;.i~又主主根菜類比率

3096 15% 2096 2096 
(移摘+食用)

科絞tぎ;tUl!~;i必ずとより作成(おil6 求 総7荻もおなじ)。
al) 作物ごとの作村上ヒ祭は概数である。

2) :主従事者における。 M はlj.H君。 Fは女性をえ戸寸， OP I立オベレータ従者数を示す汽

豆類作付が大立のみの経営が2事剖ある。てん菜

と馬鈴しょの作付部議合計が40haを超えるのは

l事例のみである。さらに，移植てん菜と生食・

加工用馬鈴しょの作付面積合計は20-30haであ

り， 40haを超える事例はない。根菜類の作付比

率が低く，とりわけ，収益性の高いてん菜(移植)

と生食・加工用馬鈴しょの作付比率合計は30%以

下である。根菜類と豆類の作{すけが抑制的になる

結果，小麦に偏重した土地利用となっているので

ある。

第 6表に 4事例の作業の限界性および、雇用に対

する考えを示す。作fす規模を拡大する上で，春期

のてん菜と馬鈴しょの定描作業，秋期の食用烏鈴

しょ収穫作業に制約が大きいことが指摘される O

家族労働を基幹とした OP2人体制で、は，これら

合計ーで、40haを超えると作業が悶難であるとの見

解が示され，あるいは. ['可能である」とした事

例でも長時間労働を要している。具体的な水準の

特定には精査を嬰すが，根菜類で、40ha前後まで

の作付が可能とするなら，家族労働力のもと，平

第6表 大規模経営諦資事例の作業限界，雇用に対する考え方

A B C D 

れェミ誌の 1)労働力が減少 (30P→ 1) 2作物/iilIi1H'I'きさでなくて 1 )片n待J;-~m の若手入泌 l点王見 1) 20Pでは王礼衣の経営競

m~ !ff.七色 20P) して，燦絞を総小。 も，多いときは移植てん楽 主Eのi'fイサ内容で，家族労働 撲の耕作はE副総。
lニペコし、 2) 30Pなら， 2 i乍可IlJ/fill上手 20ha，加工 m.防災7しょ カによる20Pで100haI立川 2) 30Pなら， 21'n担|白/1待
T に作きさができるのでi1'iす鋭、 30ha程度作付していた。 能だった。 に1'Fつ廷がliT能。 露f，1I'!j)fHfllこ

大が可能。 100ha穏 1交まで 立十40ha手'VSどなら卜う子， jiJ 2)現在の労働 (40P)なら。 よって紛れつ茶人数を者依然で

TIJ古告と思う。 能。まだ規模拡大できる c 移総てん茶のおよ大が祭主主な きているので-lr1大効率が

3)現状労働では，てんまお移 2) Jj主総狩jのラiji動lJ;j'r1ll1主将し ので，移総てん裟30ha超も 発的:できる。 tU~主主主1;;!-70ha
f車(15-20ha)，ft.加JI く長い。 TIJ白色。 カミぷブー干働lfIj;f1[

JTHl0~令しょ (20ha) が裕一 3) )Ç幾tt~作{寸をおこなうに 3)王li.ii仁の労働，JJlofr淡係1. 3) コンパインで収穫できる

i守; (言/'40haI立翻然)。 は， i乍き話機のお!支fとだけで 土地平IJJfjで150-2oohaも百j 作物を ι/1心にしていきた

4)作f寸拡火には小変作f寸土ヒ なく， =Lゴノドりによるrifu:tJJAIlJ 自きになると}ど、う。 し、。

率の増大と豆収穫後の後数 滋伎のミ文芸喜が不可欠。 4)現在の労働，王li.of:f災時iiで
;':，1七が必姿。 200ha税皮まで可後と思う。

JliUl11こ 1 )規絞拡大には OPJ喜一Jflが 1)霊)1場条件，作物条i"二が救 1)常泌が技能に潔然して， 1) 200ha絞!兄までは '-t;~. 尚一

tJ，ずる 必姿。泌斤lするには4α)万 i援のときにiH注をおこない 簡易Ii1'P雲誌を俣せられるよう )iifnJによる30P体制を奴

考え方 ドj手1!1St必主さで， 20-30ha たいため，原則に依存せず になれば30-40ha/人の担 対ーする。

につい の規総拡大分に相当する。 iニ済むよう経営を組み匁て き当カまTIT吉E と .fJ.~う。 2)校総の的iい人泌を確保す

て 2)土地手当万jを維持したまま てきた。 2)それぞれの従事者が，技 るには通年T!liJlJが必姿。

なら， OP 1人議入しでも 2) OPを}援問しなくても， 絡を向上できる潔綴作ちと 3) OP NliJilで50ha/人の担当

それほど大きくできない。 新たな翁力作物を導入する 労務後理主が不可欠。 が可能になると応、う。 OP
3) OPを磁丹jし土足僕拡大す 等によって， 1'F{，J拡大は百I 3) 規模拡大効:tt~を繰るには を}即時し規模拡大する効染

ることによる効染と蓄をJfjと fjEC 技能潔符が必嬰。技能管f符 は十分ある。

では見合わない。 3)燦}羽1j:王型をヨ号、えると刻に 後に，規模拡大を進めたい。

あわない。 4)冬郊の就労機会創出が談

見塁。
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均的な作付構成を維持したままで，経営耕地面積

80ha程度まで大規模化を果たしうる条件が形成

されているということになる O

また，作業眼界を越える大規模化に対しては，

OPの雇用が検討されている。 OP3人体制を採用

することで2作物同時作業が可能となり作付拡大

が容易となることがこの理由である O 拡大可能面

積(所得増大効果)と雇用労働力の導入に要する

費用との見合いで導入の可否が検討されている。

このため，雇用労働力による拡大可能面積の評価

が，雇吊の導入に影響する O 常時雇用型である 2

事例では，常時雇用に担当させうる関積を30~

50haと極めて大きく評価している O

躍用導入の評価の差の一部として，常時雇用型

2事例が，肥培管理を含めた闘場作業を任せるこ

とのできる人材育成を模索していることが注目さ

れる。商事例は，これによって雇用導入にともな

うコスト(労賃水準，研修体制の確立，冬期の就

労対策等)は増大するものの，震用導入による拡

大可能面接をより大きくするよでは，必要条件と

なると判断する。

一方，臨時雇用m!2事例では，雇用導入による

所得増大効果は見合わないとして，省力作物(小

麦やてん菜(寵播))の拡大や労働時開の延長で

対町、しており，作付規模の縮小すら選択している O

なお，事:fJUからは濯用導入による耕作限界規模の

上昇が確認されたが，土地利用の適正化に対する

効果は判然としなかった。

2 大規模化が収益性に及ぼす影響

大規模化が収益性に及ぼす影響に対する 4事例

の自己評価を第 7表に示す。 4事例は共通して，

大規模化によって所得総額は増加し髄格低下に

対して経営体質は強くなると評価する。一方で、，

単収低下等によってlOa当たり所得は低下すると

しており，大規模化によって収益性が向上すると

評鏑した事例はない。すなわち，大規模化は，経

営総体の所得総額を増大させることで¥経営の安

を図ることを目的としていると考えられる。た

だし，この一方， lOa当たり所得や所得率の低下

によって価格低下に対する脆弱性が高まっていか

ねないことには穏意が必要である O

なお，費用低減に対する評儲は事例関で異なり，

とりわけ，農機具自動車費で差が大きく，常時雇

用型2事例比複数台問時作業によって最大稼働

率が確保できることを費用低減の理由とする。畑

作経営では，作業j盛期が重なる複数の作物を対象

としていることから，家族経営では OPおよび組

作業人数の制約のもと順次，作業がおこなわれる。

このため家族労働力のもとで農機具装備は最大稼

第7表 大規模経営調変事例の大規模化が収益性に及ぼす影響に対する自己評価

A B C D 

附加する i¥li力11する :ti幼Ilする 持}加する

月 r1~f.*:2:~l't ただし。爾絞と比例はし

ない

{数減することがある 維持できる 若干，低下する 浩二F.減収するかl'I.えばい
11i J収 取りまJ¥ねている感がある liiJ以を務とさぬように拡大 i立泊三も土佐える 自をつぶらないといけな

する し、

lOa~たりぎ且)1又入 t主主滅することカまある 変わらない う絞子， 低下する ;おにi二'低下する

lOa当たり経営!jJ
約加する 主主千， 封切11する 低ドする f民ドする

1JJ: l~1ましなし、
-ゅ・暢司悼骨柑 4骨榊晶伺申--圃骨ー--・・ーー‘晶梢酬明降柑 M ・ーーー・ E・・・・ a ・・ー時制ゆ暢骨帥掴神色 ーー-ーーーーーー・ーーー.・・，悼梢崎市島・

以ーカnする 大きくは変わらない ヨ安ニ子， 低下する f段下する

うちlOa当たり とりわけ手取り徐}~[1"P後 大立~J/l(ヲ i で ljiíillìl土 1tí:lごする 大義ま}憐入でlii担liは恭二千低 大数日露入等で単価は低下

j氾半1・f災然変 が減るため災事~~J( I主的 …方.新規tlt王子v災地にはJjt 下するが，大きくはない すーる

えさfるをえない !JE'¥''pの交HJ，うま7う冶刀、る
--崎戸時#仲州喧柑--圃~------・ーーーーー司ーー ー---ー肉鼻咽柑榊柑柑靖幅骨・ーーー・咽 a抽ゆ梢 ゆ4駒内酔崎司.--幅ーー・・.-.--暗唱ゆ榊暢柑 助輔 A時司崎市骨喧喧柚骨神---------.・梢ゅーー-ーー，
増加する 増加する 低下する 低下する

うちlOa当たり 導入する機殺が高級にな 単収{低下をi授けるには. 4.卦 稼働率をlìl'H~lできている 長支大稼働率をlil'll古来できて

j誕生幾災自動車交 り， 修王軍の奴gE，修珪i代 げざるをえない いる

金も上がる

lOa当たり再fi!l 低下する 大きく変わらない 低下する 若干，低下する

その1むの
1 )価格低下に強くなる 1)価格低下に強くなる 1)鏑総低下には59，くな 1)鏑格低下に強くなる

2) ~芸能楽後絞を導入し 2)五五自主主手機械を移入しゃ るが，大きく変わるほ 2) 般の議入がしやす
大規模経営の優位11.

やすくなる すくなる どではない くなる
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働率を発揮させにくい。家族経営のもとでは，経

営耕地面積の拡大だけでは面積当たり農機具自動

車費，生産費の低減をはかることには大きな期待

はかけにくいものの，題用型経営を確立し作業

分担による複数向持作業がおこなわれることでは

じめて，農機具費の低減が達成される可能性があ

るO

VI 総合考察:大規模畑作・野菜
作経営における適正規模

以上の分析を踏まえ. 2つの視点から大規模畑

作・野菜作農業における「適正規模」を考察する。

第 lが，所得z総額とそこでの適正な資源利用と

いった私経済の視点である。過度に小麦に偏重し

た大規模化であっても所得総額は増大することか

ら，所得総額のみから「最大可能規模Jを論じる

ことは適切ではない。 60~80ha 層で労働力利用

や土地利用に転換点がうかがえ， また平均的な作

付構成を想定すると経営耕地面積80ha前後から

収益性の低下が認められることから，ここに「家

族経営における最大適正規模jが存在するものと

考えられる O なお， これを打破すぬる方向として，

常時雇用型経営の確立が期待されるものの，

100haを超える経営であっても麗用型経営のあり

方は未確立の段階であると判断される。

第2が，生産費，生産力といった社会経済の視

点である。費用曲線の検討から，現状で平均的に

はすでに機械体系の最低稼働率確保という「最小

適正規模」は達成されていると考えられる。むし

ろ，上述した「家族労働における最大適正規模J
を起えた大規模経営において，省力作物に偏重し

た土地帯Ij用が取られるとともに単収低下がうかが

え，生産物当たり生産費の上昇すら懸念される。

以上に対し十勝地域において家計費を充足す

るのに要する「必要最小規模jは30ha弱と推定

され，十勝地域の熔作市町村の平均経営耕地面積

は37haであるi主7)。すなわち，十勝地域に展開す

る大規模畑作・野菜作農業では，平均的には最小

必要規模と最小適正規模が達成されており，必要

な所得を確課するため，あるいは経営効率の向上

や生産費の低減をはかるために切迫的に大規模化

を慢す必要性は低い。また，平均経営耕地面講規

模から，家族労働における最大適正規模までの規

模差もあることから，生産性，収益性を落とさず

に大規模化を進め，所得総額の増大と経営体質の

強化をはかることができるO

高度機械化に裏付けられ，家族労働における最

大適正規模が必要最小規模を上回ってきたこと

が，これまで十勝地域において大規模化と面接当

たり所得の向上とが並進してきた要因であろう。

ただしすでに経営耕地面積が50haを超える経

営が19%を占め，かっ大規模化が継続するなか，

適正規模を超えようとする経営が群をなしつつあ

る。そこでは，土地利用の混乱や生産性，収益性

の低下が散見され. {i語格低下に対する脆弱性を抱

えるとともに，生産物当たり生産費の上昇すら懸

念される。これに対し，麗用型経営の確立によっ

て状況を打開しようとする事例が登場しつつあ

る。本稿ではこれらの効率性を評価することはで

きなかったものの，適正規模を変革する新たな動

きとなる可能性がある。

注7)最小必要規模は以下の手)1渓で推定した。①基

準・畑作経営(北海道)推計家計~~: (571万丹)• 

②畑作経営のlOa当たり所得:畑作4品のみから

なる経営を想定する。作物別所得は調査事例平

均 (30ha未満層)とし作付構成比率は悶階層

の対象品自ウェイトとした。 以上から推定され

た最小必要規模は27.6haである。

四おわりに

以上，北海道十勝地域を対象として，大規模畑

作・野菜作農業における遊正規模を考察した。本

稿では，主に王子均的傾向に基づき，大規模畑作・

野菜作経営の経営構造を論じている。構造再編や

目指すべき経営体のあり方を検討するためにも，

今後，分析の精度を向上させる必要がある O また，

このような経営構造における限界性のもとで，経

営者は，それを所与とせず個々の経営発展を模索

していることは看過できない。重要なことは，経
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営構造の解明に留まらず，今後，これを踏まえた

大規模畑作・野菜作経営の実態に適した経営管理

手法を構築すること，経営者の行動と意志決定の

適正化・迅速化を支援することであろう。
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SUMMARY OF SYMPOSIUM PAP主RS

An Analysis of an Optimal Scale of Large-Scale Upland Farming 

Gaku HIRAISHI (Hokkaido Research Organization) 

The purpose of this paper is to illustrate an optimal scale of upland farming in the Tokachi district. 
To accomplish this， three related topics are investigated. Firstly， the use of farming resources (ex. 
land， labor) among several sizes of cultivated land are compared. Secondly， production costs and 
earning power among several sizes of planted area are also compared. And finally， the use and 
intention of farming resources in the 100 hectares class of upland farming are investigated 
The Main findings are as follows : 

1. By changing the working process， it is possible to keep land use and a rotation system on farms up 
to the 60 hectares class in upland farming. Farmers tend to change land and labor use， and prefer 
to use laborsaving crops， on farms over 60 hectares 

2. Comparing the production costs and earning power of upland crops in several sizes of planted area， 

it appears that①middle-size farming costs less than small-size farms， which is attr古utedto the 
higher performance of the same agricultural implements， resulting in lower implements cost ② 
large-size farming does not necessarily cost less and even has less profitability than other sizes， 

although it has much income because of cultivating more land. Consequently， the advantage of 
large-size farming does not originate in profitability but increase of gross income 

3. It is suggested from four surveys of large-scale upland farming that family farming can expand up 
to the 80 hectares class by changing the working process. In the 100 hectares class， land use is 
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remarkably extensive and labor needed is beyond the bounds of that a family can provide. 
Therefore the introduction of employees is needed. In the survey， farm household gross income 
increases through size expansion， but income per hectare does not increase clearly and there is a 
concern that farms do not improve their stability against declining price. 

Three conclusions are drawn from the above analyses : 
1. From the viewpoint of agricultural income， optimal scale should not be determined by gross 

income. Because it is appears that land use changes between 60 and 80 hectares， and profitability 
tends to decline over 80 hectares， the “maximum optimum scale in family farming" is considered to 
be about 80 hectares. 

2. From a viewpoint of production capacity， average scale farming has reached the level of minimum 
optimum technical unit. Large-scale farming does not cost less than other scales. Therefore， the 
optimal scale is considered to be about 80 hectares. 

3. In the Tokachi district， the minimum scale of upland farming that can maintain a household is 28 
hectares at present while the average scale is 37 hectares. That is to say that the average farming 
in Tokachi has already reached both the minimum optimum technical unit and the minimum scale 
of upland farming. This means that it is not imperative for farming to increase in size immediately. 
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