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○う出発点に戻って改めて検討しなおすという意味からその原則論について考えてふよう。

○○○○○○

○農業の機械化ということが提唱されはじめてから久しくなるが，未だに遅々として進展
○しない状況である。原因はいろいろ考えられるが，機械化の方向はまさに世界的趨勢にあ
○るのだから，当沖縄においても農業生産性向上のためには，どうしても実施しなければな
○らないいわば至上命令のようなものである。そこで遅々として進展しない原因を探ぐるた
○めに，また，その早期実現を促進するために〃機械化とは何か〃〃合理化とは何か〃とい

輸入農産物との価格競争に耐えられない。
それゆえ，一部の工業偏重論者のなかには「沖

Ｉ農業の機械化とは何を
意味しているか

縄では農業をやめて，外国から安い農産物を輸

一般に機械化と言えば，人力或は畜力による作

入し，その分は工業を発展さすことにより補え

業を機械力にきりかえることと理解されているよ
うである。従って機械を利用しさえすればすべて
機械化とよばれている。これも機械化にはちがい
ないが，農業の機械化という場合このような理解

ばよい」という声さえ出てくるのである。し

のしかたでよいかどうかは疑問である。

人力や畜力で行なわれてきた個々の作業を単に

機械力にきりかえることは個別作業の機械化と言
うべきもので，農業の機械化とは言えない。一般
にこの両者が混同されているところに問題があ

かし資源に乏しく，原料を輸入しなければなら
ない沖縄の工業が，全住民の食糧輸入をまかな
えるだけのドルを獲得し得るとは考えられない
ので,これは暴論と言わねばならない｡沖縄では
やはり相当に高い農産物自給率を保つことが必要
であり，それが沖縄の経済成長の基礎ともなるの

農業を機械化する場合，個別作業の機械化が先

である。ところが現在のように生産性の低い農業
では，経済の生長に伴なって他産業と農業の間の
ひずふが大きくなり，それがかえって経済成長を
阻害することになるので農業における生産性を向

行しなければならないが，個別の作業が機械化さ

上してこの点を解決してゆくことが必要とされる

れたからといって直ちに農業が機械化されたと考

わけである｡すなわち,現在拡大してゆく傾向にあ

る。

る他産業と農業との所得較差をどのようにして是

えるのは早計である。

農業の機械化という場合は，少なくとも一連の

農作業の合理化に機械が有機的に結合し，農業経
営の改善という目的を達し得るものでなければな

正してゆくかという問題などを解決する手段の一
つとして生産性の向上が必要とされているのであ

る。機械化の目的が生産性の向上にあるというこ

り，これは各国の農業に共通する問題でもある。
沖縄の農業を開放経済のもとで，他産業に伍し
て堂々と自立していけるようにするには，まず生
産性を高めることが必要であり，これによって生
産費を引き下げ，価格が下がっても適当な利潤が

とを否定する人はいないだろう。

得られるようにし所得を向上せしめるようにしな

らないからである。

農業の機械化を考える場合には，まず何のため
に機械化するかということを考えてふる必要があ

ければならないのはいうまでもない。

生産性の低い沖縄の農業では，生産費が高く，
－２

、

したがって，生産性の向上を目的とする機械化

たのは，価格の決定という面にも大きな原因があ

は，少なくともこの方向に向って経営が改善され

るが，この両者の生産性向上の速度の差が一つの

てゆくものでなければならない。いいかえると，

原因となっているのである。

機械化は，他産業従事者と同じような水準の生活

このことから，農業では今後いかにして，速や

ができるような農業経営に発展させるための一つ

かに生産性を向上させるかという点が大きな問題

の手段なのである。ここに農業機械化の意義と目

となってくる。

的があり，また，農業の機械化と個別作業の機械

その方法としては，１労働単位当りの負担規模

化との相違がある。

拡大を考えるほかに方法がない。

そこで，１労働単位当りの負担規模を決定して

きた要因は何か，ということを考えると－それ

Ⅱ農業における生産』性

は，労働手段と作業方法である。
１労働単位当りの負担規模を拡大するには，従

向上と機械化

来の鍬，鎌を主体とした手労働農法を打破しなけ
ればならない。それには新らしい労働手段を用い

農業におけ-る生産性の指標としては、単位労働

た，新らしい作業方法を組み立て，それによる生

時間当りの生産量より，ｔ'しろ１労I動単位当りの

産方式を開発しなければならない。一言にして言

年間生産量を用いなければならない。

えば，まず現在の農作業の合理化をはかることが

１労働単位当りの生産量を求める式は次のとおり

必要となるのである。

て､ある。

この負担規模の拡大を目的とし，機械利用を挺

Ｐ＝Ｓ×′

子として作業の合理化をはかる方法が機械化技術

Ｐ……１労働単位当り生産量

ということになる。

Ｓ……ｌ労働単位当りの負担可能生産規模

そこで，農業の機械化を技術として定義づける

（１人で管理できる生産規模，つま

と，「農業の機械化とは，機械を利用して作業を

り耕地面積叉は飼育頭，羽数）

合理化することにより，１労働単位当りの負担規

ｐ……単位生産規模当りの生産量（単位面

模を拡大し，生産性（ｌ労働単位当りの年間生産

積当りの収量叉は１頭当りの産乳

量）を増大する技術である」ということになる。

量）

機械化は，以上のような技術であるから，１労

まず，Ｐを増加するためには，Ｓを一定とする

働単位当りの負担可能規模の拡大が実現しなけれ

と′を増加せねばならない。例えば，米麦の反当

ば，その目的は達せられないし，また意味もなく

収量を約２倍にするのに数十年の年月を要してい
ノ

なってしまう性格のものである。

る。これは農業生産が生物の生産能力に依存して

この点をよく理解した上で，更に機械化技術を

いるからである。

導入するに当っては，まずいかにして農作業を合

次にＳを拡大できるか。

理化すれば１労働単位当りの負担可能規模が拡大

例えば，養豚，養鶏或いはハウス園芸のように

できるか，またそれにより１労働単位当りの生産

土地との関連性の少ないものであれば比較的容易

量をどの程度まで増大できるかということを十分

であるが，耕地面積や土地との関連が深い乳牛飼

に検討することが必要であり，これを怠たると機

育などになると，社会的，技術的条件での制約が

械化技術導入の効果はあらわれない。

多く負担規模の拡大は容易ではない。

したがって農業における生産性の向上は，製造

Ⅲ機械化技術と経営収文

業に比してむづかしくなるし，またその速度は遅

くならざるを得ない，ここに製造業（工業）に対

機械化技術を導入する場合，あらかじめその経

し農業が不利となる原因がある。

営体（個々の農家）において，それが成立するか

製造業と農業における所得の較差が拡大してき
３

否かを検討することが必要となる。

ためには，この式の左辺を最小にとどめながら，
右辺を最大にするような経営形態を検討しなけれ
ばならない。これが一つの経営技術となってくる

見合うだけの生産性向上が行なわれ，これに見合

のである。

経営状態はむしろ悪化することになる。すなわ
ち，機械化技術を導入するとぎ，収支勘定からゑ
て，次のような式が成立しなければ機械化以前に
比して経営状態は悪化する。

が生じてくるのと同時に，また，機械化には必ず
経営形態の変革が必要となってくるのである。

機械技術を導入するに当っては，固定資本と運
転経費が必要になるから，一方においてはそれに

したがって，機械化には，当然種々様々な方式

う経費が節約されるか，粗収入が増加しなければ

Ⅳ機械化技術の多様Ｉ性

Ｍａ＋Ｍ１〈Ｌｓ＋Ｓ＋Ｅ

機械化技術は１，ともと経営合理化の一つの手段

Ｍａ：機械化に伴う支出経費の増加額

として利用されるものであるから，どのような技
術を導入するかは，その経営体に内在する条件

Ｍ１：機械化に伴う損失額

ｎＬｓ：機械化に伴う雇傭労賃の支出節約額

や，それをとりまく外的条件によって検討されな
ければならないものである。したがって，それぞ
れの経営体により独自の技術が組糸立てられてし
かるべきものであり，外部から押しつけられる,性

ただしＩｓ：機械化に伴う物件饗の節約額

Ｅ：生産規模の拡大，および機械化によ
る増収額

質のものではない。そしてその技術は，一つの方

左辺は，機械化以前に比べて機械化以後の支出
経Hliの増加を意味する額の総和であり，右辺は機
械化以前に比してのW1収入増加額の総和を意味し

式にこだわって云々すべき|生質のものではなく，
常に経営体（農家）にとって最も有効適切な屯の
て､あるかどうかという観点に立って検討し，評価
されなければならない性質のものである。
一般には，機械化技術が経営体によって異った
姿をとり，多種多様の形式が存在することを無視
して，何か一定の形式があるかの如く考えられて
いる傾向がある。たとえば，第三者が机上で一つ
の形式を作り上げ，無理やりこれを押しつけてい
る傾向もみられる。機械化技術は机上で機械の

ている。

左辺のＭ１は，技術が未熟な場合は，機械化に
より単位規模当りの生産量が減少する場合もある
のでその損失額，これは実際の場合ほとんど起り
得ないのであまり問題にする必要はない。
問題はＭａ，すなわち機械化による支出経費の
増加額であり，これには二つのものが含まれてい
る。一つは種苗費や肥料賀などの増加額であり，
もう一つは，機械の償却費，利子，格納費，保険
などの固定経撹および修理費燃料費など運転に要

利用を想定することだけで成り立つものではな
く，実際の経営合理化計画のなかにおいて，それ
に即して組み立てなければならないものであるこ
とを忘れてはならない。

する経費で一般に機械経費とよばれているもので
ある。
このうち，前者はあまり問題でなく，左辺の数

値の大小を決定する最大の要因は後者である。し
たがってこの式を成立させるためには，機械経費
をできるだけ小さくするように考えることが大切

、

である。
次いで，右辺をできるだけ大きくすることが必

要になるが、これには，雇傭労力をできるだけ多
く排除する手段を考えることが大一切であり，また
機械化技術導入により不用となる小農具や畜力費
などの物件費をできるだけ節約するように努めな
ければならない。

規模の大きい雇傭労力を主体とした経営では，
これだけでこの式が成立する場合が多いので機械

化技術の導入は比較的容易であるが，規模が小さ
くなるに従って機械化による単位面積当りの生産
量の増大や，規模拡大による生産量の増加にとも
なう粗収入の増加を加えなければこの式は成立し

①切倒し作業：もう少し楽な姿勢で能率的にでき

にくくなる。

ｉ機械化により，経営を有利な方向に発展させる

ないものだろうか。
４

Ｖ農作業合理化に際し留意

まとめることはできないか，（作業同時化
の原則）

すべき事項

(3)何かもっと簡単な方法はないものか，（作

－各作業工程あるいは作業操作間の関連性，－
農作業は，各工程が長い期間にわたって断続的に
行なわれるので，工業のそれに比べて，各工程の

関連性が見失われがちになる。とくに従来から見
られる手労働を主体とした体系にあっては，長い

年月の間にそれなりに合理的にでき上ってきたの
で，一般にこの関連性が見逃され，個別の工程の
合理化の糸に重点が置かれがちになるのが通例で
ある。これは機械の開発などにもよく見られると

ころであり，一例として甘蕨脱葉機などがある。
作業合理化に当っては，作業体系を構成する各
工程は，お互いに関連性をもっており，その関連
性に基いて個々の作業の方法が決定されてくると

いうことを無視してはならない。機械を利用する
ような場合は，これが更に重要なものとなってく

るのでとくに注意しなければならない。

業単純化の原則）

（４）機械を利用することはできないか，（作業
機械化の原則）

（５）労働力の分配を平均化して，１労働単位当
りの生産規模を拡大できないか，（労働力

平均化，あるいは作業能率平均化の原則）
農作業の場合，各工程が季節的に断続的に行な
われるので，一部の工程に必要な労働力を年間を

通して使用することが困難となる。農作業では，
各工程の能率が著しく異なっており，これは特に

手労働の場合に著しい。

たとえば，稲作における耕起，代かき，田植，
除草，収穫などの各工程の作業能率は著しく異っ
ている。その上これらの工程は一定の期間内に完

了しなければならないが，この期間の長短は能率

の高低とは何等関係がなく，場合によっては能率
の低い作業の方が作業期間が短かいということが

Ⅵ農作業合理化の進め方

ある。そのため，ある時期には短かい期間に多く
の労働力を投下しなければならなくなるし，期間

農作業における人の動きを中心に考えると現在

に余裕のある場合は労働力が少なくて済むことに

行なわれている作業は大体次の３つの群に分かれ

なり，これが季節的な閑繁の生ずる－つの原因と
なっている。この一部の工程に必要となる多くの

る。

〃

第１群一一製造業の大部分に見られるように作

労働力を確保しておくことによって，年間通して

業者が一定の場所にいて手足を動かし

労働力に無駄が生じてくるわけでもあるから，そ

て行なう作業，

の工程ができるだけわずかな労働力で消化できる

第２群一作業者が移動しながら行なう作業，

ように能率を高めていかねばならない。こうして

第３群一一作業者がトラクターなどを運転して

各工程の能率を高めて，各工程ともに同一の労働

行なう作業，

力で消化できるようにしなければ，労働単位当り

したがって，作業を分析する場合も，手足の動

作の分析，人の動きの分析，物の移動の分析，人
と機械との関係の分析，人と人との関係の分析な

の規模拡大は困難であり，生産性を向上させて行
くことはむづかしい。

これを実現させるためには，各工程を合理化し
ていくことが必要となり，各工程を合理化すれ

どが必要となってくる。

以上のような手順で作業の合理化をはかるわけ

であるが，作業を合理化するときには，常に次の
ような点に着目しなければならない。これは，い

わば作業合理化の原則ともいうべきものである。

ば，それにより構成されている作業体系が単純化
されてくるのは当然のことである。

したがって，この方法は各工程の合理化による

作業体系の単純化ということになり，ここに各工

（１）不要な工程や操作などを省略することはで

程の合理化の必要性が生じてくる。

農作業では，単に一つの工程を合理化しても，

きないか，（作業排除の方法）
（２）別だの工程や操作を総合し，一つの工程に
－５

経営的立場から総合的に見た場合にはそれほど効

果を上げ得ないこともある。しかし，個別の工程

ども自由に調整できるようになるし，また力の関

を合理化すれば，作業体系はそれだけ単純化され

係で困難であった深耕が可能になり土地を肥沃化

ることになるので，作業合理化に際しては，やは

し得るようになるなどである。これらの特性を利

り個別の工程の合理化をはかることが基本的条件

用すると従来と異なった栽培法を採用し得る余地

になってくる。

が生じてくるので，これにより作業体系を単純化

工程を合理化する方法の主なものをあげれば

することが可能となる。

（１）作業手順の改善

(3)移動速度あるいは移動量を増大するこ

（２）作業の組成要因の改善

とによる作業能率の向上

（３）動作の改善

一般に農作業は広い意味ではすべて物体の移動

等である。

であるといってよい。耕起，砕士は士壌を移動さ
せることになるし，播種，施肥なども同様であ

Ⅶ農作業合理化における

る。また脱穀にしても籾を移動させることといっ

機械の役割

てもまちがいではない。さらに作業にあたっては

人間自体の移動も伴なってくる。それゆえ，作業

農作業合理化への手段として機械を利用する際

の能率はこの移動速度と単位時間当りの移動量と

には，機械の役割と機械作業の特性をよく理解し
た上で十分に活用するように努めなければならな

密接な関係をもっており，移動速度が早くなるほ
ど，あるいは単位時間当りの移動量が増大するほ

い。その役割を整理してみると次のとおりとな

ど作業能率が高くなる。

る。

手労働によるこの移動速度は一般に動作のテン

①作業工程あるいは操作の統合により作業体

ポにより規制されてくる。たとえば播種作業にお

系を単純化する。

ける種子の移動速度は種子をまく手の動作によっ

②栽培法や飼育法の変更により作業体系を単

てきまってくるし，またこの速度が作業者の移動

純化する。

速度を規制することになる。

③移動速度あるいは移動量を増大することに

一方人間の力が限られているので１回に移動せ

より作業能率を高める。

しめ得る量が制|堰され，iii位時間当りの移動量も

④人間の労働を軽減することにより作業能率

これで規制されてくる。たとえば鍬を用いて耕起

を高める。

作業を行なう場合，鍬でかえし得る士量は限られ

(1)作業工程あるいは操作の統合による作
業体系の単純化

ており，1時間に反覆し得る回数で，１時間当り

の移動量がきまってくる。したがって，作業の能

これば機械の持っている大きな特徴である。人
力では手足の動作により作業が行なわれるので，
２種以上の操作や工程を同時に併行的に行なうこ

率は低い水準にとどまらざるを得なくなる。

機械を利用すれば，人力より大きな力を利用で
きるので，一般に移動させる速度および単位時間

とは困難であるが，機械|よその機構を考えること

当りの移動量を増大させることができ，これによ

によってこれが可能となる。機械利用については

り作業者の移動速度も早められるので，作業能率

この役割が十分に発揮できるようにすることが大

切である。

は著しく高まってくる。たとえば播種機は機械的

(2)栽培法や飼育法の変更による作業体系

に種子を落下させる機構をもっているから，種子

の移動速度は手の動作とは無関係となり，その機

の単純化
従来の栽培法は人力でできる作業の範囲で生産
能力が最高度に発揮できるような方法がとられて
きた，機械を利用すると力や機構が異なってくる
ので，手労働では困難であった作業や不可能に近
かった作業が可能となってくる。たとえば条間な

構によってきまってくる。この機構を考えること
により種子の移動速度を速めていけることにな

る。こうなれば作業者の移動速度も手の動作に制
限されることはなくなるので，それだけ速めるこ

とがてきる。トラクターの利用による作業能率の
６

、

向上もこの移動速度が速まることによるものであ

の精度を保つという点からいって走行速度をむや

るといってもさしつかえない。

ゑに早くすることはできない。この場合に作業能

率を高めようとすれば，作業幅を拡大して一定時

しかし，機械を利用しても，その作業に人力が

混在しているときはその動作のテンポにより移動

間内に行なえる播種条数を増大する以外に方法は

速度が規制されるのはいうまでもない。たとえば

ない。

半自動式のポテトプランターやトランスプランタ

以上のように作業合理化における機械の大きな

ーを用いてバレイショの植付けや蔬菜の移植を行

役割は移動速度および移動量を増大して，作業者
の移動速度を速めることにより作業能率を向上せ

なう場合に，手でイモを落下させる動作や，苗を

しめるところにある。したがって機械を用いると

ポケットにはさゑつげる手の動作のテンポによっ

きは，この役割が十分果せる機械を採用するこ

て，トラクターの走行速度が規制されてくるよう

と，およびその役割が果せるような蕪膿を作るこ

になる。したがって，機械を用いたからといって

とに努めなければならない。

必ずしも移動速度が高まるとはいえない場合があ

(4)労働を軽減することによる作業能率の

る。機械が一般に向動化へと発展する傾向を示す

向上

のは，人力作業の混在をさけ，労力を節減すると

手労働において人間の出し得る力は極めて小さ

共にこの移動速度を速めて作業能率を向上しよう

いから，力を多く要する作業は困難であるし，ま

とするためである。

た疲労のため連続作業はむづかしく，これが作業

このように人力作業が混在し，それによって移

能率を低下させる因となっている。ところが機械

動速度が規制される場合には単に移動速度をはや
めることの糸による作業能率の向上はあまり期待

を利用するようになれば，人間の労働は機械を操

できない。それゆえ，一般にこのような場合は，

縦すればことたりることになり，実質的な作業は

工程や操作の同時化をはかり，これにより移動速

すべて機械が行なうという姿になる。したがって

度の規制による能率低下を補っているのが通例に

人間は大きな力を出す必要はなくなり，大きな力

なっている。たとえば半日動式のポテトプランタ

を出さなくても機械力に代行させることにより重

ーでも作条切り，植付け，覆士の３操作が同時化

作業が可能となるから，人間の疲労は極めて小さ
くなって連続作業に耐え得るようになる。これも

されており，施肥工程も同時化されると，全体的

機械の大きな役割であるから，作業合理化に際し

に承ればそれだけ作業能率は高まることになる。

ては労働ができるだけ軽減され，かつ効果の大き

一方，移動速度が一定であっても，同時に行な

い機械を用いるように努めなければならない。

う移動量が作業能率に関係してくる。たとえば，

作業合理化に際して果すべき機械の役割を整理

耕起作業をする場合のトラクターの走行速度を一

すれば以上のようになる。しかし，機械化は単に

定としても，同時に反転する幅を大きくすると移

機械を利用して個別作業の能率を高めればよいと

動量が増大し作業能率が向上することになる。２０

いうものではなく，一連の農作業合理化におい

c加幅で耕起する場合と40c"'幅で耕起する場合とで

て，これらの役割が十分に果し得るように考えて

は，たとえトラクターの走行速度が同一であって

ゆかなければならないのはいうまでもない。そう

も，一定面積を対象とすれば後者の場合に単位時

でなければ，機械利用の効果は著しく削減される

間当りの士の移動量が２倍となり，トラクターの

ことになる。

移動距離が半減するので，速度が高まったのと同

一の結果になる。一般に大馬力の機械を用いて作

Ⅷ農作業における機械作業
の特'性

業能率を向上しようとするのは，この１回の移動
量を増大することにより全体として移動距離を短
縮し，一定面積当りの作業時間を節約して作業能

機械作業は画一的に進められるので，効果をあ

率の向上をはかるという場合が多い。たとえば，

げるには，その画一性が活かせるような条件にお

播種機をけん引して作業を行なう場合，播種作業

かれていなければならないわけで，これが機械作
７

ろ作業

業の大きな特徴である。たとえば，士壌面に凹凸

（２）生育中の作物に手をふれなければ実施でき

があっても手労働の場合はこのuUlI11を考えに入れ
て，それに適当するように，またそれを是正しな
がら種を揺ぐことができるが，機械作業では播種
深度を特定の深さに調節しておくことになるの
で，凹凸にかかわらず同じ作業が進められ，種子

ない作業

に分類できる。更に，これらの作業群を細くふれ
ば，どうしても個体差を考慮しなければならない
場合（整技，剪定，摘果，袋掛）とそうでない場
合（米麦，イモなどの収穫）が存在する。
このように，現在機械利用はこの生育中の作物
について選択行為を必要としない作業にかぎら
れ，これが限界になっている。機械が開発されて
いるか否かは別として，この範囲では理論的に機
械の利用が可能であり，また機械の開発い上較的
容易な筈である。従って現在は，この選択行為を
必､要とする作業にまで矛Ⅲj面を拡人しようとする

が露出したりあるいは深播となって，発芽が不ぞ

ろいとなるような結果が生じる。これは一度調節

してしまうと，作業実施中に小さな凹凸があって
も，それにあわせて臨機応変に深さを調節するこ
とができないからである。また，中耕の場合でも
手労働でば条問に広狭があってもそれに応じて作
業ができるが，機械作業ではあらかじめ作業幅を
一定に調節しておかねばならないので，条間に広

努力が続けられている。この方法として次の三つ
の方向が見られる。

狭があれば不都合が生じることになる。
次に手労働では`常に頭で判断しながら，それを

（１）化学薬剤を利用して機械作業に選択性を持

即座に反映させていけるので，選択性に富んでい
る。臨機応変の処理ができるのも，即座に選択す
ることができるからである。ところが機械作業に
おいては選択が必要な場合に遭遇しても，その判
断を即座に作業に反映させることが不可能となる
ので，選択性に欠けることになる。たとえば，除
草作業を行なう場合は作物と雑草を判別して，こ

たせようとする方向である。

（２）積極的に機械|ﾖ体に選択性を与えようとす

る方向で，エレクトロニクスの利川が試みられて
いる。

（３）品種や栽培法の面からできるだけ画一的な
取扱いができるようにして，機械の利用範囲をひ
ろげようとする方向であり，その主なものは品種
改良である。たとえばトマトを峻性にして熟期を
斉一にし，一挙に収穫できるようにしようといっ
たような栽培法の検討などが進められている。

れを手先に反映しながら作業を進めなければなら
ないが，機械作業ではそれを反映させることがで

きないので，作物も雑草も同じように取扱ってし
まうことになり，作条内の除草は困難になってく
る。この非選択性が，機械作業のもつ大きな特徴

Ｘ機械利用一貫作業の必要'性

である。

機械作業には以上のような二つの大きな特徴が
存在するが，それが長所でもあり，また大きな欠
点でもある。これをよく理解すれば，特定の作業
への機械利用の可否は目から明らかとなる。

経営体において機械を利用する場合には，なに
も一貫して機械を利用しなければならないという

ものではなく，その経営体の収支からゑて最も有
利な形で機械が利用されておればよいわけであ

Ⅸ農作業における機械

る。したがって機械利用の一貫作業体系に何らこ

利用の限界

だわる必要はない。経営体としては保有する労力
と労働手段をいかに上手に活用して，いかに経済

農作業は一般に耕起作業，整地作業，播種作
業………などというようにその作業のもつ目的に
より分類されている。しかしこのような分類で
は，それらの作業に直ちに機械が利用し得るか否
かは判定できない。機械を利用しようとするとき

的に１人当りの年間生産量を増大するかというこ
とが必要なのであって，何も機械を利用すること
が目的ではない。この目的と手段を混同しないよ

うに注意しなければならない。

にはいちいちその内容を検討して糸なければなら
ない。これらの作業に共通する性格を選び，それ
を基準に分類し，これと機械作業の特性を関連さ
せて検討すると，それぞれの作業に対する機械利
用の適否は目から明らかとなり，各種の作物生産
における機賊利用の範囲も容易に判別することが

一貫利用の必要性が強調される第１の理由はそ
れにより機械化水準を高めることで，１人当りの

負担規模を最大限にまで拡大する手段として最も
有用なものとなるからである。機械作業と手労働

が混在すると，１人当りの負担規模は能率の低い

できる。このような立場に立って作業を大別する

手労働工程によって決定されがちになる。たとえ

と

（１）生育中の作物に手をふれなくとも実施でき

ば，耕起，蜷地作業が機械化され，また除草剤散
８

、

布や病虫害防除作業，収穫作業が機械化されて，

い。このためには各工程を完了しなければならな

田植作業の糸手労働で行なわれるとすると，１人

い期間との関連において各工程の作業能率の均衡

当りの負担規模はこの田植作業の能率によって規

がとれている作業体系が確立されていなければな

制されることになるので，負担規模を拡大するた

らない。

めにはこれも機械化してしまうことが必要となっ

機械化一貫作業が必要だといわれるのは，以上

てくる。このよのなところから機械化一貫作業が

のように機械の利用効果を十分に発揮させるた

必要とされるわけである。したがって作業能率と

め，また同時に多くの労力を必要とするというよ

作業期間のバランスがうまくとれ，全工程のなか

うなことをさけるためのことであって，どうして

のある工程に機械が用いられなくても，それによ

も一貫して機械を使用しなければならないという

り負担規模が縮小されないという場合にはその工

わけではないのである。いいかえると機械利用の

程に機械を用いる必要はない。これを無視して一

効果が十分発揮できるような体系ができておりさ

途に一貫利用を推進しようという傾向が承られる

えすればよいわけである。

のは考えものである。

Ⅲさとうきび栽端における農

作物によっては一貫して機械を利用できず，手

労働を必要とするものも残されている○また経費

作業合理化への検討（試案）

の関係から染ても機械の一貫利用はいかなる経営

体にも許されるというものではなく，それだけの
投資を可能とする経営体においてはじめて可能と

itfるものである。機械技術はあくまで経営技術の

前記Ｉ～Ｘまで農作業機械化への考え方，方法
について述べた。ここでは現在沖縄の農業が当面

一つであるから経営が不利になるような機械利用

しているさとうきび栽培における農作業の合理化
について，計画の立て方，進め方，考え方の手順

は極力避けなければならない。機械化一貫作業体

の試案を検討してふる。

系は一つの機械化技術の目標であることを忘れて
はならない。

さとうきび栽培に必要な農作業を作業工程別に

分類して承ると大体第１表のようになる。

しかし機械が一貫的に利用されず手労働が混在

第１表作業別作業工程分類表（さとうきび栽培）

し，各工程に断続的に利用される場合には，やや
もすれば機械利用の効果が阻害されがちになるの

整地作業 植付け作業 管理作業

で，利用される機械がその効果を十分発揮できる

耕起
砕土整地
堆肥散布
畦立

作業工程

ような作業体系が必要となるのはいうまでもな

〆

鉛勤

施肥

間土
採苗

植付け

収穫作業

除草
防除

粕頭部切断

追肥

中耕

剥葉調製
結束

平均培士

運搬

切倒

培土
高垣士

下葉取り
剥葉
除けつ

以下，第１表にもとづいて合理化計画への手順
を追ってふると

①第１表の各作業工程について，Ⅵの方式に

二N篝;:fL～

②脱葉作業枯葉はこうしなければとれないが，

したがい，手足の動作，人の動き，物の移動，人

と機械の関係，人と人との関係などについて細か
く分析する。

②Ⅵの合理化の５原則に従い，それぞれにつ

別の方法はないだろうか。
９－

以上の如 く,順を追 って個 々の作業 について検

いて関連性を考慮 しなが ら分析検討を進め る｡
次に ,各工程 ともで きるだけ同一の労働力

討 し最後に全体を通 して均衡の問題 (
作業能率)

で消化で きるように作業能率の改善について検討

を考え ,経営体 として実現可能か ど うか に つ い

す る｡

て,更に経常収支についても細か く分 析 検 討 し

③

④

この よ うに して各工程 の合理化への検討が

終れば ,これ らの工程に よって構成 されている作

て,それぞれ の経営体にふ さわ しい機械利用体系
を組み立てることが肝要である｡

業体系が単純化 され るよ うになる｡更に,Ⅵに従

この際 ,考慮すべ きも う一つの事柄は,農作業

い工程 の合理化について再検討す る｡ (
改善の余

の合理化は必 らず 1戸の経営体で考えなければな
らない とい うものではな く,む しろ 2‑3戸 ,あ

地がないか ど うか)
⑤

次に,それぞれの工程への機械 の利用につ

いて考える必要があるが ,その際

Ⅶで述べた機械

なる場合が多い とい うことである｡ ここには じめ
て協業 とい う経営体が生 まれて くるのであ る｡

の役割について十分配慮 しなければな らない
⑥

るいはそれ以上の協同体 として考えた方が有利に

ⅩⅠ
Ⅰむ

更に,Ⅶ で述べた機械作業 の特性について

す

び

も個 々の工程 の内容が ,機械利用に よって も十分

以上紙数の都合 もあって,作業精度の問題 ,現

その 目的を達 し得 るか否かについて具体的に検討

状の検討な ど配慮すべ き事項について十分述べ る

しなければな らない｡
⑦

Ⅸの機械利用の限界について ,第 1表の作

業工程 の中に共通するものがないか ど うかを改め
て検討 し,どうしても人力でなければで きない工
程 と,或程度条件を考慮す ることに よって機械利
用の可能 なもの とに分け ,これ らの組み合わせに

ことがで きなか ったが,いたず らに原則論に こだ
わることな く,一応 の計画が まとまれば ,周到な
実施計画を樹 てて,まずは実施に移す こ と で あ
る｡不都合な ことが生 じれば再び検討す るといっ
た操作を繰返えす ことに よって,よ り よ い 機 械
化 ,合理化への道が開けてゆ くのであ る｡

ついて検討す る｡ 更に,その工程は必 らず選択性
を考慮 しなければな らない ものであ るか ど うかに
ついても併せて検討を加える｡
⑧

負担規模の拡大 とい う観点か ら作業全体を

通 じて一貫 した作業体系を組み立てた上で ,果 し
て機械 の利用が是か非かを ,前後の作業工程 ,作
業期間な どの関係を考えなが ら検討す る｡
⑨

最後に,全体を通 して作業能率の均衡 に も

十分配慮す る｡

③結束作業 この作業は果 して必要だろ うか｡
前後作業 との関連で何 とかで きないか｡

‑1
0‑

(
泉 裕己)

