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１）作物や家畜などの生物を労働対象とし、その成育成
長の過程が農業の生産過程をなし、しかも土地という特
殊な生産手段を不可欠の基盤としている。

２）生産の主体的な契機をなす農業労働力の存在状況
や、労働組織、労働方法、さらには労働条件や労働環境
も１）のような生産過程の特色と、農業をとりまく社会経
済的な諸条件の特色とによって工業とは著しく異なった
様相を呈している。

七戸長生（１９７９）「農業労働過程の機械化」
農業経営学講座３

１ 農業生産の特性
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３）農作業は多種多様な作業が、その時期、時期の必要に
応じて、きわめて便宜的に断続交代しているにすぎぬよう
な状況を示しつつも、他面ではたえず労働対象の生育成長
の過程に即応し、それをとりまく自然条件の際や変動に対
処して、最終的な成果を実現する方向にそって各作業間で
相互に規定し合い、補完しあうような一つの流れとして構
成されているとみられるのである（前後継起的な作業）。

七戸長生 前掲書

４）農業生産にとっては、大地は単なる地盤ではない。植
物の根に水や養分を供給するのが土壌であり、土壌から養
分や水を吸収してこそ植物は成長できるのだから、農業で
は土壌の機能発揮自体が生産過程になっているといわなけ
ればならない。

梶井功（２０１１）「「農」を論ず」



１）不安定性
“Agriculture is inherently risky” (Fleisher,1990)
年々の気象変動や市場の変動により農産物の、生

産量や価格は大幅に変動します。
このようなリスクに備えた試験設計とするととも

に、技術の評価に当たってはリスクを勘案すること
が重要です。

5
出展:農林水産省「作物統計」



２）回転率の低位性

作物や家畜の成育に即して行われる農業では、
工業製品と異なり、年に何回も生産を繰り返す
ことはできない場合が多く、資本の懐妊期間が
長いのです。

回転率が高ければ、試験を繰り返すことがで
き、期間内で多様な条件下でのデータを得るこ
とができますが、農業現場での実証試験では多
くの場合、3年の研究期間であれば3回しか繰り
返すことができません。

6



３）低収益性

農業生産部門の収益性は高いもので
はありません。

注１）農林水産省「生産費調査」に基づき作成。
注２）利潤＝奨励金を加えた粗収益-全算入生産費
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４）経営主体の特徴
１）～３）と関連して、農業では企業的展開は容易で

はなく、農業経営の主たる担い手は世界的に見ても
家族経営です。

家族経営では自己所有に係る,家族労働費、自作

地地代、自己資本利子は、経営費を構成せず、これ
らを含む混合所得が収益目標となります。
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５）圃場における移動作業

労働対象に対する労働力の働きかけも、土
地や農機具を媒介にし、労働対象に向かって
移動しつつ行われるのが通例となっている。

七戸長生（１９７９）

安定した工場内で労働対象が
労働力に向かって動いてくる場
合と違い、凸凹した圃場を労働
力が労働手段であるトラクタな
どで移動しながらの作業を行い
ます。そこでの機械開発では、
多様な圃場での安定的な作業
を保証できるまでの検証をする
ことが求められます。

9



６）地域システム
個別の農業経営体は、自己完結的に農業生産を

しているわけではなく、作業を受託するコントラクタ
や、TMRセンタ、選果場など様々な組織に支援され
て農業生産を実施しています。

技術開発に際しては新技術はどこが導入するの
か、農業経営が導入するにしても、それら支援組織
の技術体系と親和的であるのかを考えて開発計画
を立てる必要があります。

また、技術評価に当たっても、これら関連する組
織を含めた地域農業として評価を行う必要がある
ケースも少なくありません。

さらに、長期動態的には技術が社会システムを変
えるという観点からの検討も重要です。 10



２ 経営・経済性の評価

農業経営等により導入・普及が図られる技術を
開発するためには、開発技術の経済性や技術の
経営評価をしっかり行うことが必要です。

基礎的な研究のフェーズでは、あまりに経済性
にこだわりすぎて、研究者の自由な発想による「技
術の自走」※を妨げるようになってはいけません
が、現場実証のレベルの技術ではその技術が経
済的に成り立つのかを不断に検討することが不可
欠です。

※伊丹敬之「イノベーションを興す(2009)」
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１）技術開発のフローチャート

このような現場実証型研究のプロジェクト
マネジメントの手法としてはログフレーム※
などの適用が有効ですが、少なくとも研究
計画の各研究項目で達成しようとする目標
とプロジェクト全体の目標の関係を、経済
性の観点からフローチャートにまとめ、構成
員間で十分に論議して、合意を形成してお
く必要があります。
※ログフレームについては、農研機構本部研究調査チーム
（2010）「研究成果の普及定着に向けた農業技術開発の進行管
理モデルと支援マニュアル」研究調査室小論集15号等を参照 12
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２）経済性の明確化

開発技術体系およびそれを構成する要素技術
について、慣行と比較してどのような費用（Ｃｏｓ
ｔ）が派生するのか、また、そのことによりどのよう
な経済的な便益（Ｂｅｎｅｆｉｔ）が発生するのかを網
羅的・体系的に押さえることが必須です。課題の
フローチャート作成時に、整理しておく必要があ
ります。

開発技術の効果を適切に検証するためには、
具体的にどういうデータが必要か、どのように試
験なり調査を行うかを明確にし、計画に明示する
必要があります。
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開発技術において金額で表せないような便益

を勘案する必要がある場合も少なくありません
（軽労化、環境負荷軽減等々）。

その場合には、それぞれの属性を測定する適
切な方法を用いるとともに、総合的な評価を実
施する上では多属性価値関数などの手法を用
いることも有効です。
※Keeney, R.L. Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decisionmaking. Harvard 
University Press, Cambridge, MA, 1992
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３）技術の経営的評価

個々の技術要素のあるいは技術体系の経済性を
示すだけでは、技術の評価が完遂できるとは限り
ません。

例えば、省力化技術は、元来規模拡大なり経営
部門構成の変化など経営組織自体の変革をもたら
す可能性がありますが、そのことを含めて評価する
こと、すなわち経営的評価を行うことによってその
全体像を評価することができます。

そのためには、実証経営や比較する経営の
の実態調査や作業日誌記帳による作業調査
などをしっかり実施する必要があります。

16



４）経営評価の手法
このような導入技術が経営全体に及ぼす影響

を評価するためには、経営全体をシミュレートで
きるような手法を用いることが有効です。

①試算計画法（Ｂｕｄｇｅｔｉｎｇ）

経営が有する土地や労働の資源量、作物別
の時期別の必要労働時間や収益性を基に経営
をモデル化し、各経営要素を変化させながら試
行錯誤で作付計画などの経済性や実行可能性
を検討していく方法です。結果をじっくり検討して
計算を繰り返しますので、古典的ですが有用な
手法です。
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②線形計画法（Linear Programming）

試算計画法とほぼ同様のデータを基に経営
のモデル（単体表）を作成し、経営資源の制約
量のもとで目的関数を最大（最小）にする解（例
えば最適な部門構成）を求める方法です。土地
や労働の制約量あるいは利益係数を変化させ
た時の解も容易に求められるので、技術の経
営的評価に最も一般的に使われている手法で
す。

※線形計画プログラムXLP（農研機構）
http://fmrp.dc.affrc.go.jp/programs/mathprograming/xlp/
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線形計画法が有効なものとなるためには、経営
モデル、すなわち単体表がいかに適切に構築で
きるかに係っています。

とくに投入産出の関係をどれだけ適切に定式
化できるかが重要です。例えば、農業では作業
適期を如何に設定できるかが問題になります。
単体表を構築する者は、技術に精通した目利き
であることが求められます。

また、適切なモデルさえ作成できれば短時間で
多数の解を得ることができますが、試算結果を慎
重に検討することが重要です。

19



新技術（キャベツ機械収穫体系）の評価例

北海道の大規模畑作地帯では普通畑作物の収益性低下の
中で第５の作物として、野菜類の導入が進められてきた。

しかし、野菜類の投下労働時間は畑作物に比較して格段に
多く、省力化が求められている。

キャベツでは、収穫機Ｙ社HC10型機が開発されたが、その

効率的な利用のためには、収穫物の調整・箱つめ・搬出作業
を含めた収穫作業体系の確立が求められていた。

農研機構北海道農業研究センターでは、北海道の畑作で実
用的なトレーラ伴走型の機械収穫体系を開発した。
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図３　キャベツの作業別投下労働時間（ｈ／10a） 20
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トレーラ伴走式のキャベツ収穫作業（HC10型機） 伴走トレーラ上の回転コンベアを用いた箱詰め作業



単体表の例

表　キャベツ作経営の単体表
1 2 7 8 9 10 19

普通畑作物 キャベツ慣行収穫体系 キャベツ新体系

定数項 関係

ビート 生食馬
鈴薯 共

選

・・・・・・ 小豆 小麦 スイート
コーン

慣行７
月中

・・・・・・ 慣行10
月下

トレーラ
収穫７
月中

トレーラ
収穫高
能率化
７月中

0 利益係数 60.85 72.43 66.24 40.73 24.41 83.35 167.10 77.31 77.31
1 畑面積 25 ha ≧ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 ビート上限 ≧ 0.75 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
3 馬鈴薯上限 ≧ -0.25 0.75 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
4 小豆上限 ≧ -0.10 -0.10 0.90 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
5 小麦前作 ≧ 0.00 -0.25 ・・・・・・ 0.00 0.50 -0.50 -1.00 ・・・・・・ 0.00 -1.00 -1.00
6 キャベツ上限 ≧ -0.20 -0.20 途中略 -0.20 -0.20 -0.20 0.80 途中略 0.80 0.80 0.80
7 ３月上旬労働 240 h ≧ 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ３月中旬労働 240 h ≧ 11.25 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

･
･
･
･

途中略

･
･
･
･

途中略

･
･
･
･

途中略

32 11月中旬労働 193 h ≧ 1.00 1.00 1.60 0.30 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00
33 11月下旬労働 193 h ≧ 1.00 1.00 1.60 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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線形計画法による効果試算の例
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特徴

整数計画法
Integer Linear

Programming

家畜等、整数で取り扱う必要の変数を

扱うことができる計画手法。

目標計画法 Goal Programming 経営目標が複数ある場合の計画手法。

多段階線形計画法
Multi-stage Linear

Programming
長期の最適解を求める計画手法

逐次線形計画法
Recursive Linear

Programming

長期に亘る計画を、各年逐次的に求め

る計画手法。

絶対偏差最小化法

Minimaizing of Total

Absolute Deviation

method

目的関数の発生型を基にその絶対偏差

を最小化にする解を線形計画の枠組で

もとめる方法。

リスク・プログラミ

ング
Risk Programming

目的関数の分散・共分散をもとに安定

的な計画解を、2次計画を用いてもと

める方法。

計画手法

③ その他の数理計画手法

25



a.モンテカルロ法等の利用

確率的な事象を検討するに際しては、モンテカル
ロ法等の手法を活用することも有効。
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畑作経営における自己資本増加額（千万円）

の分布のシミュレーション結果

作物共済未加入

作物共済加入

④ その他のオペレーションズリサーチ手法

過去のデータより収
益変動のパターンに
ついてモンテカルロ
法に基づき1000回の

シミュレーションを実
施し、畑作経営の20

年間での自己資本
増加額を逐次線形
計画法を用いて求め
た結果。

26



27

ｂ．巡回セールスマン問題（Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ Sａｌｅｓｍａｎ Pｒ
ｏｂｌｅｍ）

広域の農作業の効率的な経路を求められます。

ｃ．階層分析法（Analytic Hierarchy Process）

目標の階層性のもとで評価基準のウェイト付けを一
対比較法などにより行う意思決定支援手法。目標計画
法を利用する場合に利用されることも多い。

ｄ．その他
conjoint methodや購買反応曲線などのマーケティン

グ・サイエンス手法は新製品の評価等に利用されてい
ます。



３．経営・経済的評価に係る留意点

１）経済性の検討は、応募前のＦＳ段階から始める。

最終年に実証データが出揃ってから評価するという
のでは間に合いません。現場に開発技術を普及する
上では、計画段階から社会科学系のメンバーが参画
してFeasibility Studyを行い、問題を明確化して、事前
評価を行うのが理想的です。

さらに、中間段階での成果を受けつつ中間評価の
結果を技術開発にフィードバックし、必要に応じて開
発方向を調整して下さい。

このようなプロセスを経て、得られた最終的な実証
結果を踏まえて事後評価を行うような設計が望ましい
です。

28



２）多様なリスクに耐える試験計画を。

現場実証では思いがけない要因で試験が
実施不能になる可能性がありますが、その場
合でも次善の策がとれるよう準備しておく必要
があります。

逆に、期間中開発技術にとって有利な条件
が続く場合もありますが、現場での普及に向け
ては、あり得べきリスクを考慮した評価を行う
必要があります。
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３）関係者との信頼関係の構築が不可欠。

現場実証型の研究は農家等のステークホル
ダーとの信頼関係があって初めて実施できる
ものです。とりわけ経営・経済関係の情報は、
かなりの信頼関係を築いていなければ、入手
できません。

技術開発のねらいを十分理解、共感してもら
うとともに、公表の際のデータの扱い等につい
て事前にしっかり合意しておくことが大事です。

30
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４）評価手法の選定とデータ収集を明確に。

経済性の試算や経営的評価に際して開発技
術に適した手法を選択するとともに、手法を用い
るために必要なデータをどのように得るかをしっ
かり計画するようにして下さい。

経営的評価を実施するについては、開発技術
にかかる部門のみならず、経営総体に関する
データが必要となりますし、作業競合の問題を
検討する上では、作物別・時期別の労働時間が
必要となります。また、年々の気象変動の影響
を勘案する上では、統計データなどの活用も必
要となります。



５）評価に際してのコントロール(比較対照）を
明確にした試験設計を。

現場実証型の研究における経営・経済性の
評価に当たっても、対照区の設定が重要です。
実証農家で慣行体系と新体系の双方を反復を
含めて展開できるのであれば理想的ですが、
そうでなければどうするのか工夫をする必要
があります。近隣の諸条件が類似した農家群
との比較、実証農家での技術導入の事前・事
後での比較等々が考えられますが、いずれに
しても当初計画で明確にしておくことが肝要で
す。 32



現場に利用できる技術の開発・普及を狙った
研究プロジェクトに応募する場合、もちろん核
となるオリジナリティのある技術を有することが
不可欠です。

ただ、それだけで広範に普及できる技術が開
発されるものではないことは、「技術の実用化
に向けた死の谷」や「ダーウィンの海」として広
く言及されているところです。

今日お話しした農業の特徴や経営・経済的
評価の視点から研究計画をしっかりつめ、研
究項目・内容を適切に設計して下さい。
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