攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

農業生産法人が実証するスマート水田農業モデル
―IT農機・圃場センサー・営農可視化・技能継承システムを融合した革新的大規模稲作営農技術体系の開発実証―

〔分野〕 米・麦・大豆・野菜類等を導入した省力・ 低コスト化等を可能とする水田輪作体系
〔分類〕 網羅型研究
〔代表機関〕

国立大学法人

九州大学（コンソーシアム名：農匠ナビ1000（次世代大規模稲作経営革新研究会））

〔参画研究機関〕 九州大学、フクハラファーム、 横田農場、ぶった農産、 AGL、ヤンマー、ソリマチ、
滋賀県農業技術振興センター、石川県農林総合研究センター、茨城県農業総合センター・
茨城県南農林事務所、東京農工大学、
農業食品産業技術総合研究機構（九州沖縄農業研究センター、中央農業総合研究センター）
〔研究・実証地区〕 茨城県龍ケ崎市、石川県野々市市、滋賀県彦根市、熊本県阿蘇市

１

研究の背景・課題

我が国では輸出拡大を視野に入れた稲作を実現するため、革新的大規模稲作営農技術体系への
転換を進めることが急務である。一方で、稲作経営は気候変動や市場変動に直面している。あ
らゆる変化に対応し、攻めの稲作経営を実現するためには、生産費４割減と同時に、輸入米と
差別化された高品質・高付加価値化を両立しうる栽培・生産管理・経営管理の体系化・パッ
ケージ化が必須課題となっている。

２

研究の目標
生産費玄米1kg150円を目指す低コスト化（全国平均生産費1kg266.7円の44%減）
収益率（＝生産コストに対する収益の割合）2～2.5を目指す高収量・高品質・高付加価値化
30ha～200ha超の次世代稲作経営を実現しうる栽培技術・生産管理技術・経営管理技術のパッケ
ージ化と導入ノウハウの体系化、さらに、これらに基づく地域別の営農モデルの確立。

３

研究計画の概要

１ 先進大規模稲作経営における実用稲作技術パッケージの実証確立（フクハラファーム、 横
田農場、ぶった農産、 AGL ）
我が国を代表する先進的大規模稲作経営を実現している農業生産法人４社（関東、北陸、近畿、九州）の1000
圃場（330ha）を対象にした営農活動の中で技術体系パッケージ化を実施し、経営発展・継承・人材育成に資する
ように成果を整理・取り纏め、各域の気候風土・圃場条件に対応した営農モデルの確立普及機関等と連携し地域農
業へ普及を進める。

２ 先進大規模稲作経営における革新的生産技術の開発実証および実用化普及
２－１）収量コンバイン等のIT農機を用いた革新的農作業体系の開発実証および実用化普及（ヤンマー）
収量センサー、水分センサーを搭載した情報支援コンバインを、圃場毎の穀粒サンプルを採取可能に構造に改造、
さらに収量・水分と別途取得する土壌センサー情報等を圃場マップ化できるよう、詳細なリアルタイムデータ収集
ユニットを搭載する改造を行い、収量、品質向上、生産性向上のためのデータ収集とデータマイニングを行う
２－２）作物生育センサー・営農可視化システムなどを用いた生育・営農情報の可視化・管理手法の開発実証およ
び生産現場における普及活動及び技術指導普及実用化（滋賀県農業技術振興センター）
水稲の生育期間中に無人小型飛行体（無人ヘリ）を用いて生育状況を収集し、土壌診断情報、収量・品質情報等
を組み合わせた裁判管理指標を作成することで、収量及び品質の高位平準化を図る。また、「技能伝承手法」など
を応用利用して、農作業・環境・生育情報および農作業ノウハウの可視化などを組み合わせた「水田野菜における
営農情報の可視化・管理手法」を確立し、先進大規模稲作経営が直面する経営課題（水田野菜生産の安定化）の解
決を図る。

３

研究計画の概要

２－３）高密度育苗による水稲低コスト栽培技術の開発および生産現場における普及活動及び技術指導（石川県農
林総合研究センター農業試験場、同中央普及支援センター）
高密度に播種した稚苗を高精度に移植し、育苗資材費及び作業管理労力、移植作業時間の大幅削減を図りつつ、
収量品質を確保する高密度育苗栽培技術について生産現場と連携し技術を確立し、栽培マニュアルを作成する。ま
た同時に高密度育苗栽培技術の普及活動及び技術指導を行う。
２－４）大規模水田経営における水稲の省力的な施肥技術の実証および生産現場における普及活動及び技術指導
（茨城県農業総合センター・県南農林事務所）
水稲100ha規模の水田経営において，多様な品種や作期幅に対応できる省力的な栽培技術として，水口からの流
し込み施肥技術の実証を行い、 IT農機や圃場センサー，営農可視化システム等のICT手法を活用することで、営農
レベルでの収量性および経済性を明らかにする。
２－５）気候変動対応型栽培技術による水稲高温障害回避効果の評価（農研機構・九州沖縄農研）
気象対応型追肥法の効果検証を行い、経営的メリットを明らかにするとともに、気象予測がはずれた場合のリス
ク（収量、品質、食味へのマイナスの影響）の評価を行う。

３ 先進大規模稲作経営における革新的生産管理・経営管理の開発実証および実用化普及
３－１） IT農機連動による圃場別情報の地図化・分析手法の開発実証および実用化普及（ソリマチ）
GPS機能と収穫量測定機能付き農業機械の計測データを、作業の記録や生育の記録をクラウド上でデータベー
スし圃場別の機械稼働時間集計、圃場別収穫量集計の数値を地図化し分析しやすい情報として提供する。これらを
各農場にて運用、実証試験を行い実用化する。
３－２）土壌センサーによる土壌マップ作成手法の開発実証（東京農工大学）
トラクター牽引型の土壌センサーを試作改良し、水稲収穫後の圃場状態において土壌センサーを用いて水田計測の
実施及び土壌分析等を行い、得られたデータから圃場内の詳細なばらつきを表示する土壌マップ作成手法の開発実証
を行う。また、壌成分毎の土壌マップの活用方法について各研究機関および実証農家と共に検討を行う。
３－３）栽培情報の効率的収集とPMSの統合による栽培管理支援効率化技術の開発実証（農研機構・中央農研）
生産実証法人が必要とする水稲生産圃場の水位や葉色の多地点計測を省力化するための計測手法を検討し、水
位・葉色計測と生育予測統合による栽培管理支援を目指す。計測データは既存の作業計画・管理支援システム
（PMS）に統合し、実証法人内外部からの気象観測データや外部生育予測モデルサービスとPMSが連携した栽培管
理支援効率化を実証する。
３－４）営農可視化システムFVSおよび広域水田圃場環境情報観測システムを融合した革新的大規模稲作生産情報
収集・可視化手法の開発実証（九州大学、他）
営農可視化システムFVSクラウドを、本研究共同研究機関の農業生産法人４社の1000圃場の土壌情報、生育情報、
農作業情報、収量・品質情報の収集・可視化・管理に適用し、 滋賀県や農研機構ら全共同機関と連携して、大規
模稲作生産情報収集・可視化手法としての有効性を実証する。また、1000圃場の水温・地温・水深情報を実用的
な運用により収集可能な広域圃場精密情報観測システムの開発実証を行い、営農可視化システムFVSクラウドと融
合することにより、革新的大規模稲作生産情報収集・可視化手法を開発実証する。
３－５）稲作ビッグデータ構築・解析およびFAPSによる生産システム最適化手法の開発実証（九州大学、他）
共同研究機関である農業生産法人４社の1000圃場の圃場別の土壌分析、生育調査、圃場環境情報（気温、水温、
水深等）、栽培管理履歴、収量・品質分析結果等から構成される稲作ビッグデータを、 ヤンマや農研機構ら全機
共同関と連携して構築する。この膨大なデータの解析を行うと共に、FAPS等も活用して生産システム最適化手法
の開発実証を行う。

農業生産法人が実証するスマート水田農業モデル
IT農機・圃場センサー・営農可視化・技能継承システムを融合した
革新的大規模稲作営農技術体系の開発実証

問い合わせ先：九州大学 大学院農学研究院 農業経営学研究室 TEL：092-642-2972
公式Web：http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/keiei/NoshoNavi/

１－１）近畿地域150ha規模経営における実用稲作技術パッケージの実証確立

１－4）九州地域30ha規模経営における実用稲作技術パッケージの実証確立

１－3）北陸地域30ha規模経営における実用稲作技術パッケージの実証確立

1 先進大規模稲作経営における実用稲作技術パッケージの実証確立

１－2）関東地域100ha規模経営における実用稲作技術パッケージの実証確立

問い合わせ先：九州大学 大学院農学研究院 農業経営学研究室 TEL：092-642-2972
公式Web：http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/keiei/NoshoNavi/

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

道産米の国際競争力強化と持続的輪作体系の両立に向けた実証
〔分野〕応募研究課題名（米・麦・大豆・野菜等を導入した省力化・低コスト化等を可能とする水田輪作体系）
〔分類〕網羅型研究
〔代表機関〕農研機構北海道農業研究センター
〔参画研究機関〕道総研中央農業試験場、北海道大学大学院農学研究院、農研機構農村工学研究所、株式会社
クボタ、ヤンマー株式会社、エム・エス・ケー農機株式会社、空知農業改良普及センター、ＪＡいわみざわ
〔研究・実証地区〕

１

北海道雨竜郡妹背牛町、岩見沢市、空知郡南幌町

研究の背景・課題

北海道では、消費者・実需者の多様なニーズに対応した稲作が展開されているが、いずれの地
域でも今後の離農の進行と急激な規模拡大が予想される。水田作地帯の維持発展のために、春
作業の集中や低温下での直播水稲の不安定な苗立ち等を解決し、既存体系での規模限界を克服
する水稲省力栽培技術と、小麦、大豆等の畑作物との輪作体系の確立が求められている。

２

研究の目標

●乾田直播の種子量2割削減、前年整地や省力整地技術による整地時間の4割削減、排水改良技
術(農家が施工、1千円／10a以下）、ＩＣＴによる省力化効果等の実証・解明を通じ、大区画圃
場での乾田直播水稲における省力作業技術を確立。●復元田での窒素肥料削減による低コスト
化（1割程度）と代かき・ゴミ上げ相当時間の8割削減、無代かき・疎植技術、子実用とうもろ
こし導入による水稲育苗コストの削減、移植作業の効率化、土壌物理性の改善効果等を検証し、
田畑輪換おける輪作体系を実証。●以上によって生産物あたり2.5割のコスト削減を目標とする。

３

研究計画の概要

１ 大区画圃場での前年整地を導入した省力作業技術の確立
１－１）地下水位制御を利用した乾田直播安定化技術の実証
地下水位制御を利用した水管理およびメッシュ気象情報の提供による水稲乾田直播の苗立ちの安定、前年整地お
よび排水不良改善技術を導入した作業分散や圃場の好適化を実現する。

１－２）ＩＣＴを活用した次世代省力作業技術の実証
作業機の協調による省力作業技術や田植機汎用自動操舵による省人移植作業技術、並びに国産自動操舵補助装置
によるトラクタ省力作業の実証する。

２ 業務用水稲の無代かき栽培・子実用とうもろこしを組み入れた輪作体系の実証
２－１）田畑輪換における無代かき・疎植栽培による水稲作の省力・低コスト化と転換畑地力
の改善
田畑輪換における無代かき・疎植栽培による高収量・省力・低コスト技術の確立し、土壌物理性改善の実証とそ
の適用性検証するとともに、無代かき栽培・輪作体系による地力維持効果を検証する。

２－２）省力的水田輪作体系に向けた子実用とうもろこしの省力栽培技術体系の実証と収穫機
の高度利用
田畑輪換における子実とうもろこしの安定生産技術を確立して、土壌物理性改善効果や普通コンバインによる
収穫技術を確立し、省力栽培体系を実証する。あわせて、普通コンバインによる大豆の収穫技術を実証する。

３ 高性能水田における乾田直播普及に向けた省力生産技術および業務用水稲・子実用とうも
ろこし導入による輪作体系の経営評価
３－１）ＩＣＴ利用の省力性検証および前年整地と排水対策を組み合わせた乾田直播栽培の導
入に向けた経営評価
３－２）田畑輪換・無代かき栽培と子実用とうもろこしの導入に向けた経営評価

試験研究計画名 （道産米の国際競争力強化と持続的輪作体系の両立
に向けた実証）
大区画圃場での直播水稲省力作業技術と無代かき水稲や子実用とうもろこしを導入した輪作の確立
技術実証 １．大区画圃場での前年整地
を導入した省力作業技術の確立
1.1)地下水位制御を利用した乾田直播安定化技術の
実証
(1)地下水位制御を利用した乾田直播の苗立ち安定
技術の検証
(2)前年整地による作業分散の実証
(3)作業期間拡大のための圃場排水不良改善技術の
実証
(4)気象情報を活用した直播作業支援技術の開発
(5)畑作物への地下水制御利用状況の調査
1.2)ICT を活用した次世代省力作業技術の実証
(1)作業機の協調作業による省力作業技術の実証
(2)田植機汎用自動操舵による省人移植作業技術の
実証
(3)国産自動操舵補助装置によるトラクタ省力作業
の実証

経営評価 ３．高性
能水田における乾
田直播普及に向け
た省力生産技術お
よび業務用水稲・子
実用とうもろこし
導入による輪作体
系の経営評価

技術実証 ２．業務用水稲の無代かき栽
培・子実用とうもろこしを組み入れた輪
作体系の実証
2.1)田畑輪換における無代かき・疎植栽培による高
収量・省力・低コスト技術の確立
(1)田畑輪換・無代かき・疎植栽培による高収量・省
力・低コスト技術の確立
(2)田畑輪換における土壌物理性改善の実証と適用
性検証
(3)田畑輪換における無代かき栽培・輪作体系による
地力維持効果の検証
2.2)省力的水田輪作体系に向けた子実用とうもろこ
しの省力栽培技術体系の実証と収穫機の高度利用
(1)田畑輪換における子実とうもろこしの安定生産
技術と土壌物理性改善効果の実証
(2)普通コンバインによる子実とうもろこしの収穫
技術と省力栽培技術体系の実証
(3)普通コンバインによる大豆収穫技術の実証
3.2) 田畑輪換・無代かき栽培と子実用
とうもろこしの導入に向けた経営評価

3.1) ＩＣＴ利用の省力性検証と前年
整地と排水対策を組み合わせた乾田
直播栽培の導入に向けた経営評価

現地実証による普及
地下水位制御を備えた大規模圃場
（妹背牛町 1000ha）

1 大区画圃場での前年整地を導入した省力作業技術の確立
１－１）地下水位制御を利用した乾田直播安定化技術の実証

●乾田直播水稲の栽培管理の高度化

●乾田直播水稲の圃場最適化と
作期拡大
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播への利用

●乾田直播水稲の作業効率の向上、作業分散

無人ヘリ搭載レーザセン
サによる圃場高低差計測
等による均平・整地作業
の効率化

前年整地による春
作業の分散

無資材・迅速な穿孔暗渠「カ
ットドレーン」積雪期間でも
作業可能

１－２）ＩＣＴを活用した次世代省力作業技術の実証

自治体が設置したGPS基準局をフル活用

●省人化、熟練オペレーター不足の緩和
連反化した大区画圃場（2～4ha）での耕耘
などの協調作業

国産自動操舵装置の田植機や積雪時作業での
汎用利用

２ 業務用水稲の無代かき栽培・子実用とうもろこしを組み入れた輪作体系の実証
2－１）田畑輪換における無代かき・疎植栽培による水稲作の省力・低コスト化と転換畑地力の改善
規模拡大 → 管理の省力化
・土壌条件に配慮し
・畑作圃の固定化
・土壌有機物の減少 た作業が困難
・高水分条件での耕
耘や収穫作業

技術導入
・地力増進作物の導入
（緑肥、デントコーン）
・無代かき栽培
・有機物の導入
・短期水田輪作

水稲

水稲
とうもろこし

豆

小麦

・土壌物理性の悪化・土壌有機物の減少
・連作障害の発生 ・地力の低下

●無代かき水稲による田畑輪
作体系の確立、実証
地力維持への効果を検証し持続性を実証
・土壌物理性の改善
・養分収支の改善
・養分バランスの健全化・地力の向上

２－２）省力的水田輪作体系に向けた子実用とうもろこしの省力栽培技術体系の実証と収穫機の高度利用

技術導入
・子実とうもろこし安定・省力栽培
・普通コンバインによる子実とうも
ろこし・大豆収穫

汎用利用可能な子実用とうもろこし収穫機

３ 高性能水田における乾田直播普及に向けた省力生産技術および業務用水稲・子実用とうもろこし導入
による輪作体系の経営評価
３－１）ＩＣＴ利用の省力性検証および前年整地と排水対策を組み合わせた乾田直播栽培の導入に向けた
経営評価
３－２）田畑輪換・無代かき栽培と子実用とうもろこしの導入に向けた経営評価

問い合わせ先：農研機構北海道農業研究センター

TEL：011- 851 - 9141

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証
〔分野〕米・麦・大豆・野菜等を導入した省力化・低コスト化等を可能とする水田輪作体系
〔分類〕網羅型研究
〔代表機関〕 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター
〔参画研究機関〕 農研機構農村工学研究所、千葉県農林総合研究センター、茨城県農業総合センター農業研究所、
石川県農林総合研究センター、愛知県農業総合試験場、三重県農業研究所、滋賀県農業技術振興センター、
京都大学大学院農学研究科、株式会社クボタ、株式会社やまびこ、井関農機株式会社、初田工業株式会社、
株式会社トプコン、スガノ農機株式会社、株式会社ニコン・トリンブル
〔研究・実証地区〕 千葉県横芝光町、茨城県桜川市、愛知県安城市、三重県津市、滋賀県甲賀市

１

研究の背景・課題

水田作を中心とする関東・東海・近畿の温暖地大規模営農では、高能率な不耕起水稲乾田直
播などの高能率な作業体系と、収量性の高い水稲、小麦、大豆品種を用いて、省力多収栽培技
術により大幅な生産コスト削減が求められる。また、水田作経営の収益性を確保するために、
野菜作を導入するとともに、機械化一貫体系により、高い集約性と省力性が求められる。さら
に、ICT・RT等の先端技術を積極的に生産現場で実証して実用化を図り、「夢のある農業」の実
現を促進する必要がある。

２

研究の目標
米の生産費を慣行体系地域平均全算入生産費に比較し４割削減する。
小麦・大豆作については地域平均10a当たり労働時間に比べ４割削減するとともに 収量水準を向
上させる。
ICT・RT技術を用いた高度作業体系を営農現場で実証し、”夢のある農業”を実現する。

３
１

研究計画の概要
南関東の地下水位制御システムを活用した大規模集落営農による水田高度輪作体系の実証

(1)作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証
(2)ＩＣＴ・ＲＴを活用した高度生産・作業管理技術の開発
(3)大規模高度水田輪作の経営評価とバリューチェーン構築条件の提示
地下水位制御システム整備圃場で不耕起播種技術を用いた稲麦大豆作と野菜作による高度水田輪作体系の実証

２

北関東・東部における水稲・小麦・大豆による大規模個別経営型水田高度輪作体系の実証

(1)作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証
(2)ＩＣＴ・ＲＴを活用した高度生産・作業管理技術の開発
(3)大規模高度水田輪作の経営評価
部分耕播種機や耕うん同時畦立て栽培による輪作体系と、有人＋無人作業機の協調作業等ICT・RT技術の実証

３

東海・三河地域における高精度圃場整備・排水管理技術を組み込んだ水稲・小麦・大豆に
よる大規模水田輪作体系の実証

(1)作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証
(2)営農対策による高精度圃場管理技術の開発と実証
GPSレベラーやGPS明渠作溝による高精度圃場整備・排水管理とＶ溝直播機を用いた稲麦大豆の輪作体系の実証

４

東海・三重における湿害回避技術を用いた水稲・小麦・大豆による大規模個別型水田高度
輪作体系の実証

(1)作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証
(2)大規模高度水田輪作の経営評価
畑作物の湿害軽減に有効な小明渠浅耕播種技術を用いた稲麦大豆による輪作体系の実証

５

近畿地域における水稲・小麦・大豆・野菜による大規模個別型水田高度輪作体系の実証

(1)作物生産向上・コスト削減と作期競合回避による栽培管理技術の開発と実証
(2)大規模高度水田輪作の経営評価とバリューチェーン構築の構築条件の提示
Ｖ溝直播機や大豆狭畦密植播種など高速作業と、キャベツうね内施用や底面給水育苗など低コスト野菜作の実証

温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証
水稲多収品種の直播栽培による生産コスト削減と、ICT/RT等先端技術導入による夢のある農業の実現
実証地

１：千葉県横芝光町
（農）アグリささも
と

２：茨城県桜川市
（有）イワセアグリ
センター

輪作体
系

水稲・麦類・大豆
３年４作＋野菜類

水稲・麦類・大豆
３年４作

３：愛知県安城市 ４：三重県津市
（農）高棚営農組合 （株）前川農産
水稲・麦類・大豆
２年３作

水稲・麦類・大豆
３年４作

５：滋賀県甲賀市
（有）るシオール
ファーム
水稲・麦類・大豆
３年４作＋野菜類

・地下水位制御システム
による高機能基盤整備
実証地
・不耕起播種による稲麦
の
大豆作と野菜作の組み合
特徴
わせ（中央農研、千葉農
総セ）

部分耕および耕うん同時
畦立て播種による湿害回
避技術を用いた稲麦大豆
輪作（茨城農研）

GPS制御による高精度 小明渠浅耕播種に
圃場均平＋排水対策に よる湿害回避技術
よる稲麦大豆輪作体系 を用いた稲麦大豆
（愛知農総試、農工研、輪作体系（三重農
スガノ農機、ニコン・ 研・中央農研東海
トリンブル）
拠点）

不耕起播種を用いた稲
麦大豆の省力体系と野
菜作を組み合わせた輪
作体系（滋賀農振セ）

・水稲品種「あきだわ
ら」、「ふさこがね」
小麦「さとのそら」
・地下水位制御システム
と不耕起栽培による大豆
「里のほほえみ」

・水稲品種「ふくまる」
・チゼル・ドリルシーダ
（部分耕播種）
・小麦「さとのそら」の
土壌・生育診断に基づく
施肥技術
・改良型耕うん同時畝立
て播種機による湿害軽減

・水稲味品種「あいち
のかおりSBL」
・めん用小麦「きぬあ
かり」の高品質多収栽
培
・大豆「フクユタカ」
の早播き・摘心による
多収栽培技術

・水稲品種「ゆめおう
み」品種
・Ｖ溝直播機
・パン用小麦品種「ミ
ナミノカオリ」を用い
た多収化と品質安定化
・不耕起狭畦密播によ
る「フクユタカ」の安
定多収栽培技術

水稲
小麦
大豆

・改良型小明渠浅
耕播種
・水稲「みえのえ
み」品種の乾田直
播
「さとのそら」の
後期重点施肥
・大豆「フクユタ
カ」

・ずらし播き
・底面給水育苗
・うね内部分施肥技術

・マルチステージ苗移植

野菜類 による長ネギの周年栽培
・機械化一貫作業体系

ICT・RT
技術
経営評
価等

・直進アシスト・車速連動制御等の高度作業体系
の実証（中央農研、やまびこ）
・有人＋無人作業機（トラクタ、コンバイン）に
よる協調作業（クボタ、京都大学）
・スマート施肥技術（石川農研、井関農機、初田
工業、トプコン）

◆業務用、加工用水稲品種の省力・
多収栽培技術

１-(1)良食味多収
品種の導入
１-(1)大型不耕起播種機に
よる省力体系・高能率作業

３-(1)Ｖ溝直播機による
省力体系・高能率作業

・GIS活用によるPMS（分散圃場管理ソフト）（中央農研）
・Z-BFM（経営支援ソフト）による経営評価とバリューチェーン構
築（中央農研）
・６次産業化につながる品目（めん用小麦・パン用小麦等）の導入
（滋賀農振セ）

◆業務用野菜の機械化一貫
栽培体系

１-(1)マルチステージ苗移植によ
る長ネギ周年栽培体系

１-(2)トラクタの直進運転アシストとAG-PORT（農業
機械通信インターフェース）による施肥量制御作業

２-(2)有人＋無人コンバインによる協調
収穫作業とリアルタイムモニタ
５-(1)キャベツのうね内部分施
用による省肥料化

先端技術導入による
夢のある農業の実現
高機能基盤整備地区等における
大規模水田高度輪作体系の実証

◆ICT・RT等先端技術・情報技術活用

２-(2)生育情報のリアル
タイムセンシングと
スマート施肥技術

問い合わせ先：農研機構中央農業総合研究センター

２-(2)収量・タンパク計測
とスマート営農への適用

TEL：０２９-８３８ –８８２２

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

北部九州における稲麦大豆多収品種と省力栽培技術を基軸とする
大規模水田高度輪作体系の実証
〔分野〕米・麦・大豆・野菜等を導入した省力化・低コスト化等を可能とする水田輪作体系
〔分類〕網羅型研究
〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター
〔参画研究機関〕 福岡県農林業総合試験場、佐賀県農業試験研究センター、佐藤商会、井関農機株式会社、
株式会社クボタ、日本ブライス株式会社
〔研究・実証地区〕 佐賀県上峰町・九丁分営農組合、福岡県みやま市瀬高町・上庄集落

１

研究の背景・課題

北部九州地域は日本で最大の二毛作水田地帯であるが、担い手の高齢化や減少が進むととも
に、稲、麦類、大豆の単収が低迷している。今後、若手の担い手が競争力の高い大規模経営を
実現していくためには、大規模経営が可能な水稲直播栽培技術を基幹とする稲麦大豆の省力で
低コストに作物生産ができる技術体系を確立する必要がある。

２

研究の目標

多収の新品種を活用した場合の生産物当たりの生産コストを、H20年度統計値対比で水稲60%
減、麦類で15-20%減、大豆45-50%が可能な技術の実証を目標とする。さらに、こうした品種の
流通ルートを開拓する。

３

研究計画の概要

１．湛水直播を基軸とした稲・麦・大豆低コスト二毛作輪作体系の実証
佐賀県上峰町の生産者圃場で、水稲については、良食味多収品種「たちはるか」を用い、土
中播種機によるべんがらモリブデン湛水直播技術の苗立ち評価とコスト分析を行う。大麦につ
いては、極多収品種「はるか二条」を用い、アップカットロータリを活用した表層散播播種機
の安定多収栽培技術を実証する。大豆については、裂莢性を改善した品種「サチユタカA1号」
を用い、中耕培土を省略する狭畦密植栽培で低コスト安定多収栽培技術を実証する。また、べ
んがらモリブデン湛水直播技術に適した土中播種機の開発、鉄コーティング直播機によるべん
がらモリブデン湛水直播技術の適性評価を行う。
２．乾田直播を基軸とした稲・麦・大豆低コスト二毛作輪作体系の実証
福岡県みやま市の生産者圃場で、水稲「たちはるか」、大麦「はるか二条」、大豆「サチユ
タカA1号」を用い、アップカットロータリの汎用化による水稲乾田直播と省力・低コスト水田
輪作栽培体系を実証する。また、大豆「フクユタカ」、小麦「ちくしW2号」（ラー麦）等を用
い、浅耕播種・部分浅耕一工程播種技術による水稲乾田直播と省力・低コスト水田輪作体系を
実証する。更に、表層散播機の開発および施肥機の改良、乾田直播体系のコスト分析を行う。
３．稲・麦・大豆新品種の実需評価
実需による新品種の評価と販路拡大のため、水稲新品種「たちはるか」の業務用米としての
実需評価、大麦「はるか二条」の醸造適性評価、大豆「サチユタカA1号」の豆腐加工適性評価
を行う。
４．稲・麦・大豆低コスト二毛作輪作体系の経営的評価
以上の新品種、新技術によるコスト分析と経営的評価を行うため、現地実証試験協力生産者
をベースとした営農モデルを策定し、条件解明に向けたシミュレーション分析を実施する。

北部九州における稲麦大豆多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証
多収新品種を用いて水稲直播技術を基幹とする稲麦大豆の大規模省力低コスト2年4作輪作体系を実証する

実証地

佐賀県上峰町・九丁分営農組合

福岡県みやま市・上庄集落

担当機関

九州研・佐賀農研センター他

九州研・福岡農試他

輪作体系

稲・麦類・大豆二毛作

稲・麦類・大豆二毛作

水稲

・麦大豆用播種機を活用した水稲の部分浅耕
・べんがらモリブデン湛水直播で、カ
一工程播種による乾田直播技術で労働時間
ルパーよりも1500円/10a程度削減目
7hr/10a、500kg/10aの収量を目標
標
・「たちはるか」の表層散播により、労働時間
・「たちはるか」で600kg/10aを目標
7hr/10a、600kg/10aの収量を目標

麦類

・小麦「ちくしW2号」（ラ-麦）の浅耕播種によ
り、3hr/10a、12%以上のタンパク質含有率か
・大麦「はるか二条」の表層散播によ
つ400kg/10aの収量を目標
り、3hｒ/10aの労働時間で500kg/10a
・大麦「はるか二条」の表層散播により、
の収量を目標
3hr/10aの労働時間で500kg/10aの収量を目
標

大豆

・「フクユタカ」の部分浅耕一工程播種により、
・「サチユタカA1号」のアップカットロー
労働時間3.2hr/10a、収量300kg/10aを目標
タリ１工程狭畦密植栽培により、労働
・「フクユタカ」のアップカットロ－タリによる一
時間3.2hr/10a、収量350kg/10aを目
行程播種により、労働時間3.2hr/10a、収量
標
300kg/10aを目標

・FOEASを活用した水管理技術（上峰町のみ）
・土壌物理性診断、漏水防止対策技術
管理技術等 ・土壌診断等による減肥
・省力・低コスト中間管理技術（高効率乗用散布機、減肥）
・総合的雑草管理技術
問い合わせ先：九州沖縄農業研究センター

TEL：0942-52-3101

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

中山間地等条件不利地の集落営農法人における
軽労・効率的作業管理技術を核とする水田作の実証
〔分野〕米・麦・大豆・野菜等を導入した省力化・低コスト化等を可能とする水田輪作体系
〔分類〕網羅型研究
〔代表機関〕 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター
〔参画研究機関〕広島県立総合技術研究所、兵庫県立農林水産技術総合センター、山口県農林総合技術センター、
ゾイシアンジャパン株式会社、株式会社ますやみそ、農事組合法人ファーム・おだ
〔研究・実証地区〕 広島県東広島市、兵庫県たつの市、山口県山口市

１

研究の背景・課題

中山間地等において、高畦畔率、小規模不整形圃場、高地下水位等の様々な不利条件により
収量・収益の低迷や労働力の高齢化・不足に悩む集落営農法人に、不利性を克服する技術を導
入するとともに、加工適性品種の導入等による６次産業化を進めることにより、法人の収益向
上をめざす。

２ 研究の目標
畦畔除草ロボットの利用により１人当たり作業面積を２倍にする。
地下水位制御システムと難防除雑草防除技術の導入により大豆収量300kgを達成する。
米粉用多収品種の導入により収量を経営体の食用品種比で４割増加する。
米粉用多収品種を使用した米粉パンを製造・評価し、新商品の開発につなげる。

３ 研究計画の概要
１ 基盤・共通技術の実証
１－１）ＰＭＳによる多筆圃場の効率的管理技術の実証
・作業計画管理支援システム（PMS）を用いた適期作業実施の支援技術を実証する。

１－２）畦畔除草ロボット利用技術の実証
・傾斜40度超の法面に対応した畦畔除草ロボットを試作し、安全性確保等を含む利用技術を実証する。

２ 栽培管理技術の実証
２－１）浮き楽栽培法による水稲育苗・葉菜類省力化の実証
・浮き楽栽培法の導入により水稲育苗の省力化と遊休期間を活用した葉菜類の栽培技術を実証する。

２－２）小規模不整形圃場におけるGPSガイダンスを利用した不耕起栽培技術の実証
・ＧＰＳガイダンスを活用した作業工程の最適化と不耕起栽培による効率的栽培技術を実証する。

３ 加工適性品種の栽培技術と加工適性評価
３－１）米粉用水稲品種の安定・多収栽培技術と製パン性品質評価
・多収性品種の安定・多収栽培技術を実証するとともに、当該生産物でパンを製造し適性を評価する。

３－２）小麦品種「せときらら」の高品質化栽培技術とパン・中華麺利用および醤油適性評価
・生育センサーを活用しパンに適するタンパク含量を確保するとともに中華麺等の商品化を支援する。

４ 軽労・省力技術体系評価
４－１）省力・軽労化技術評価
・畦畔除草ロボット、浮き楽栽培法について作業者の身体負担を従来法と比較し軽労性を評価する。

４－２）作期・作業分散効果の経営評価と営農モデル策定
・水稲の直播・移植、大豆の晩播・標播等新技術組み合わせ導入による作期・作業分散効果を経営評価する。

中山間地等条件不利地の集落営農法人における軽労・効率的作業管理技術
を核とする水田作の実証
中山間地等の不利条件を克服し、収益を向上させる。

１ 基盤・共通技術の実証

生産基盤の条件不利を改善
（圃場の多様性、小規模圃場、多筆管理）

２ 栽培管理技術の実証

営農上の問題を改善する管理技術
（作業集中、ダイズ難防除雑草基、省力管理）

３ 加工適性品種の利用

加工適性のある新品種を活用
（みそ、しょうゆ、米粉パン、パン、中華麺）

４ 技術体系評価

中山間
地等で
の不利
条件の
克服

省力化・軽労化技術体系の評価
（軽労化、労働ピーク分散、収益向上）

１ 基盤・共通技術の実証
１－１）ＰＭＳによる多筆圃場の効率的管理技術の実証

多筆圃場でも作
業の事前把握に
よる適期作業が
実践できる
小規模圃場の多筆管理がさらに拡大

作業計画管理支援システム

１－２）畦畔除草ロボット利用技術の実証

労働負荷が大きく斜面への進入
は農作業事故にも繋がる

畦畔除草ロボット

畦畔管理作業の軽労化で作
業受託を安全・容易に

２ 栽培管理技術の実証
２－１）浮き楽栽培法による水稲育苗・葉菜類省力化の実証
鉄コーティング直播栽培

浮き楽栽培法での育苗
による水稲移植栽培

育苗省略・省力化・軽労化→コスト低減
作期分散→規模拡大

浮き楽栽培法での遊休期間を
利用した葉菜類栽培

遊休期間の活用→固定費削減、就業平準化・周年化
新規作物導入→収益向上

２－２）小規模不整形圃場におけるＧＰＳガイダンスを利用した不耕起栽培技術の実証
不耕起体系（播種前除草剤散布→施肥・播種同時除草剤散布

ＧＰＳトラクタガイダンス

作業の省略、最適化、除草剤散布回数減 →

効率化・省力化・資材費削減→コスト低減

３ 加工適性品種の栽培技術と加工適性評価
３－１）米粉用水稲品種の安定・多収栽培技術と製パン性品質評価
多収品種による収量増加→原料コスト低減

多収品種利用パン品質評価

新商品開発・収益向上

３－２）小麦品種「せときらら」の高品質化栽培技術とパン・中華麺利用および醤油加工適性評価
小麦品種「せときらら」

生育センサー活用による高品質化

パン加工適性品質確保
＋中華麺等新規食品開発

大豆・麦連続不耕起＋後期重点追肥
醤油加工
適性評価

４ 軽労・省力技術体系評価
４－１）省力・軽労化技術評価
浮き楽栽培法

畦畔除草ロボット

作業姿勢
筋電計測

省力・軽労化
評価

４－２）作期・作業分散効果の経営評価と営農モデル策定
生産費・収益データ
調査

新技術の効
果の評価

営農モデル
策定

問い合わせ先：（独)農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター

TEL：０８４-９２３ – ４１００

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

東北日本海側多雪地域における畜産との地域内連携を特徴とした
低コスト大規模水田輪作体系の実証
〔分野〕米・麦・大豆・野菜等を導入した省力化・低コスト化等を可能とする水田輪作体系
〔分類〕網羅型研究
〔代表機関〕

農研機構東北農業研究センター

〔参画研究機関〕

青森産業技術センター、秋田県農業試験場、秋田県畜産試験場、山形県農業総合研究センター、
弘前大学、秋田県立大学、山形大学、航空協会、ヤマハ発動機、ヤンマーヘリ＆アグリ
三菱樹脂、石井製作所
〔研究・実証地区〕出来島みらい集落営農組合（青森県つがる市）、農事組合法人能代グリーンファーム常盤
（秋田県能代市）、農事組合法人ふとももの会（山形県酒田市）

１

研究の背景・課題

東北日本海側の農業は、豊富な水と平坦で肥沃な水田を背景にわが国における主要な米産地
を形成しており、地域経済における中心的な役割を果たしている。こうした中、大規模経営に
おける直播栽培等の省力技術の導入よる作業の効率化、大豆、露地野菜などの高品質安定生産、
飼料用米等を介した耕畜連携、ICTを活用した栽培管理・経営管理が喫緊の課題となっている。

２

研究の目標
鉄コーティング湛水直播等省力・低コスト技術を導入し収益性を確保した大規模水田輪作体系を実
証し、生産コストの４割削減を達成する。
飼料用米の調製技術を実証するとともに、収集した稲わらを畜産農家に提供し、家畜排泄物を原材
料としたペレット堆肥を水田に還元することにより、循環型で持続的な水田農業を確立する。
気象情報に基づくICTを活用した栽培管理・経営管理支援技術を実証する。

３

研究計画の概要

１

水稲直播等を核とし収益性を確保する省力低コスト水田輪作体系の実証

研究項目；鉄コーティング湛水直播等による省力低コスト水稲生産、チゼル有芯部分耕などによる大豆の安定多
収生産、定植前リン酸苗施用などによる露地野菜の高品質安定生産
鉄コーティング湛水直播等により作業を省力化し生産コストを４割削減するとともに、チゼル有芯部分耕、深層
施肥技術などの安定多収技術により大豆の収量を20％向上させる。また、定植前リン酸施肥、大苗移植などにより
ネギ作におけるリン酸施用量の50％削減による資材費の圧縮と作期拡大を図る。

２

飼料米等を活用した畜産との地域内連携を促進する地域営農システムの実証

研究項目；飼料用米の養鶏への提供とペレット堆肥の施用による耕畜連携、籾の膨軟化技術等を利用したソフト
グレインサイレージ調製技術・稲わら迅速乾燥調製・利用技術、飼料米の低コスト乾燥保管技術
鶏糞を原材料としたペレット堆肥の活用により資材費の削減と資源循環を行うとともに、ソフトグレーンサイ
レージの調製技術により乳牛、肉牛への飼料米の利用拡大を図る。また、稲わらの迅速乾燥調製により、需要の高
い稲わらを有効に利用するとともに、生産拡大が見込まれる飼料米の屋外での乾燥保管により、飼料米の生産を支
援する。

３ 大規模水田農業におけるＩＣＴを活用した栽培管理・経営管理支援技術の実証
研究項目；気象情報に基づく生育診断と適期防除など栽培管理技術、水田輪作体系の経営評価、無人ヘリによる播
種－防除－追肥作業体系、効率的な作業計画の作成を支援する技術
Googleマップによる水稲栽培管理情報システムなど気象情報に基づく生育診断を行い適期防除など効果的な栽培管
理技術を適用する。また、無人ヘリの汎用利用と効率的な作業計画の適用により省力低コスト化を実現する。さらに
は、技術の導入効果と構築した体系を経営評価する。

試験研究計画名

東北日本海側多雪地域における畜産との地域内連携を
特徴とした低コスト大規模水田輪作体系の実証

省力・低コスト大規模水田輪作体系の実証、耕畜連携による循環型で持続的な水田農
業の確立及び気象情報に基づくICTを活用した栽培管理・経営管理支援技術体系
目標；大規模水田輪作体系における水田作物の生産コスト４割削減、耕畜連携
による地域内連携の実現、生産管理の効率化による収益率の向上

畝立て
深層施肥播種機
長ネギ移植
鉄コーティング湛水直播等に
よる省力低コスト水稲生産

畝立て深層施肥播種機に
よる大豆の収量向上

長ネギの作期拡大と
高品質安定生産

飼料米・稲わらを活用した耕
畜連携を促進する地域営農シ
ステム

２ 飼料米等を活用した畜産との地域内連携を促進する地域営農システムの実証

脱皮破砕機
稲わら迅速乾燥調製

籾の膨軟化技術

低コスト乾燥保管技術

ペレット堆肥

作業計画を策定するための
一筆圃場管理システム
問い合わせ先：組織名 農研機構東北農業研究センター

ＩＣＴを活用した栽培管理・
経営管理支援技術

３ 大規模水田農業におけるＩＣＴを活用した栽培管理・経営管理支援技術の実証

Googleマップによる水稲栽
培管理情報システム

省力・収量品質向上技術によ
る低コスト水田輪作体系

1 水稲直播等を核とし収益性を確保する省力低コスト水田輪作体系の実証

TEL：０１８７-６６ –１２３１

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

北信越地域における高性能機械の汎用利用と機械化一貫体系を基軸とした低コスト・高収益
水田輪作の実証
〔分野〕 米・麦・大豆・野菜等を導入した省力化・低コスト化等を可能とする水田輪作体系
〔分類〕 網羅型研究
〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター
〔参画研究機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター、長野県農業試験場、
長野県野菜花き試験場、新潟県農業総合研究所、富山県農林水産総合技術センター、石川県、福井県、
国立大学法人信州大学、株式会社クボタ、積水化学工業株式会社、松山株式会社、三菱農機株式会社、
菱農エンジニアリング株式会社、長野県農政部農業技術課専門技術員、
富山県農林水産部農業技術課広域普及技術指導センター、長野県豆腐商工業協同組合、柄木田製粉株式会社、
株式会社クロスアビリティ、全国農業協同組合連合会長野県本部、丸七商事株式会社、株式会社やまびこ
〔研究・実証地区〕 長野県安曇野市、富山県射水市、石川県河北郡津幡町

１

研究の背景・課題

担い手の減少に伴う作付面積の拡大に対応するため、高速でかつ高精度な作業が可能となる機
械作業体系の開発が必要。
生産コスト低減のために、機械の汎用利用と作物の省力、安定多収栽培技術の確立が必要。
経営の安定化、収益性向上のために、野菜等を導入した作付体系の構築が必要。

２

研究の目標
機械の高速化では、耕うん同時畝立て播種で1.2倍、ブーム振動抑制装置付きブームスプ
レーヤで2倍の速度での作業を可能とする。
水稲目標収量を良食味品種で800㎏/10a、飼料用稲で1ｔ/10aとし、米生産費を４割削減する。
水田輪作に野菜や飼料用稲を導入する体系で、生産コスト削減と収益性向上を実証する。

３ 研究計画の概要
１ 新技術による作業の高速化や機械の汎用利用および収量向上によるコスト低減
１－１）水田輪作における作業の高速化・機械の汎用利用技術の開発
耕うん同時畝立て播種機、ブーム振動抑制装置付きブームスプレーヤ、小型汎用コンバイン、GPS情報を利用し
た車速連動施肥機、運転支援システム等を利用した作業精度を落とさない機械・作業技術の高速化。

１－２）水稲の省力・コスト低減技術の開発
良食味多収品種「風さやか」、「あきだわら」の低コスト、多収栽培法、乾田直播技術の安定化、飼料用稲「北
陸193号」の超多収化と水田の水管理の省力化。

１－３）水田輪作に組み込む野菜の栽培技術および主穀作用機械の汎用利用技術の開発
耕うん同時畝立て播種機によるエダマメ、ニンジンの施肥、播種技術。

１－４）ICTを活用した雑草・病害虫防除など栽培管理支援技術の開発
リモートセンシングによる帰化アサガオ防除のための被害カテゴリーマップ提示、圃場微気象観測、トラップ等
を活用した病虫害発生予察技術。

２ 現地実証による体系の評価
２－１）平坦地における野菜を導入した水稲－大麦－大豆高能率・機械汎用利用水田輪作体系
の実証
エダマメ、ニンジン等の野菜を導入した輪作体系の構築と機械の高速化、汎用利用による低コスト・高収益輪作
体系の実証。

２－２）高性能農業機械による高冷地における飼料用稲を含めた水稲－小麦－大豆高能率水田
輪作体系の実証
飼料用稲を導入した輪作体系の構築と高性能機械導入による低コスト・高収益水田輪作体系の実証。

北信越地域における高性能機械の汎用利用と機械化一貫体系を基軸とした
低コスト・高収益水田輪作の実証
北信越地域で高速機械を導入して野菜、飼料稲を含めた低コスト水田輪作体系を構築する。
新技術による作業の高速化や機械の汎用利用および収量向上によるコスト低減
水田輪作における作業の高速化・機械の汎用利用技術の開発
水稲の省力・コスト低減技術の開発
水田輪作に組み込む野菜の栽培技術および
主穀作用機械の汎用利用技術の開発

ICTを活用した雑草・病害虫防除など栽培
管理支援技術の開発

現地実証による体系の評価
平坦地における野菜を導入した水稲－大麦
－大豆高能率・機械汎用利用水田輪作体系
の実証

高性能農業機械による高冷地における飼料
用稲を含めた水稲－小麦－大豆高能率水田
輪作体系の実証

１ 新技術による作業の高速化や機械の汎用利用および収量向上によるコスト低減
１－１）水田輪作における作業の高速化・機械の汎用利用技術の開発

耕うん同時畝立て
播種機

小型汎用
コンバイン

ブーム振動抑制装置
付きブームスプレーヤ

GPS情報を利用した
車速連動施肥機

GPSガイダンス・
運転支援システム

作業精度を落とさずに高速化を可能とする機械・作業技術
•
•
•
•
•

耕うん同時畝立て播種機の改良による播種作業の高速化
ブーム振動制御装置を利用したブームスプレーヤ（乗用管理機）の作業速度の高速化
小型汎用コンバインによる水稲多収品種の高能率収穫技術
GPS情報を利用した車速連動施肥機による施肥の効率化
運転支援システムを搭載したトラクタによる作業の高精度化

１－２）水稲の省力・コスト低減技術の開発

•
•
•
•

タイマーにより制御す
風さやか
る多機能自動給水栓
水稲 新品種「風さやか」の湛水直播栽培、
「あきだわら」の箱苗密播・疎植栽培による
省力・コスト低減
覆土機構を改良した不耕起Ｖ溝直播機による
苗立ち安定化
インド型品種「北陸193号」の超多収栽培
自動給水栓による水管理の省力化

インド型多収品種「北陸193号」

低温に弱く
活着不良
加温+追肥育苗で活着改善

早植えにより登熟期間確保

登熟安定化で1ｔ/10a

１－３）水田輪作に組み込む野菜の栽培技術および主穀作用機械の汎用利用技術の開発

• 耕うん同時畝立て播種機のエ
ダマメ、ニンジンへの汎用利
用
• エダマメ収穫予測による播種
の合理化

耕うん同時常立て播種
機によるエダマメ播種
１－４）ICTを活用した雑草・病害虫防除など栽培管理支援技術の開発

• ＲＣヘリを利用
した帰化アサガ
オ類等の発生量
推定による被害
カテゴリーマッ
プの提示
リモートセンシング画像の
作物と雑草の自動分類

• クロップナビ、トラ
ップ等による発生予
察、被害予測情報

圃場微気象観測装置
（クロップナビ）

２ 現地実証による体系の評価
２－１）平坦地における野菜を導入した水稲－大麦－大豆高能率・機械汎用利用水田輪作体系の実証

・運転支援システム搭載V溝播種機の水稲不耕起乾田直播

大豆新品種
「シュウレイ」
麦あと大豆狭畦栽培 野菜作への汎用利用
耕うん同時畝立て播種機

・耕うん同時畝立て播種機による大豆新品種「シュウレ
イ」の狭畦栽培・摘心技術
・ブーム振動抑制装置付きブームスプレーヤ、小型汎用
コンバイン等の高速化、汎用利用の実証
・耕うん同時畝立て播種機のニンジン、エダマメへの汎
用利用

２－２）高性能農業機械による高冷地における飼料用稲を含めた水稲－小麦－大豆高能率水田輪作体系の実
証
･水稲新品種「風さやか」の湛水直播や「あきだわら」の
疎植・密播苗の実証
・実需ニーズに対応した小麦新品種「ゆめきらり」、大豆
新品種「すずほまれ」による収量・品質向上
・耕うん同時畝立て播種機の改良と前作業とのシステム化
による播種作業の高速化
・GPSガイダンス、車速連動装置による施肥量の最適化
ゆめ
シラネ
・ICT（クロップナビなど）やGISを利用した帰化アサガオ
すずほまれ
コムギ
きらり
類、病害虫の防除技術の実証
･自動給水栓による水管理作業の省力化
大豆新品種導入
小麦新品種導入

問い合わせ先：農研機構中央農研北陸研究センター北陸農業研究監

TEL：０２５- ５２６ – ３２１０

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

寒地畑作地域における省力技術体系とICT活用を基軸とした
スマート農業モデルの実証
〔分野〕 てんさい・ばれいしょ等を導入した畑輪作体系
〔分類〕 網羅型研究
〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター
〔参画研究機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所、地方独立行政法人
北海道立総合研究機構農業研究本部十勝農業試験場、鹿追町農業協同組合、士幌町農業協同組合、株式会社IHI、
株式会社ズコーシャ、株式会社日立ソリューションズ、エム・エス・ケー農業機械株式会社、
十勝総合振興局産業振興部十勝農業改良普及センター
〔研究・実証地区〕 北海道河東郡鹿追町および士幌町

１

研究の背景・課題

規模拡大に伴う作業競合・人員不足を背景に、テンサイやバレイショなど畑作物の作付減少
と収量停滞を招いており、畑作物の競争力強化・収益性向上のため、更なる省力化と高精度作
業化、高収益作目導入が求められる。

２

研究の目標
畑作物および業務加工用野菜における大型機械化体系の導入
GNSS(全地球測位システム)ガイダンスや自動操舵等を導入して未熟練者の熟練者並み高精度
作業を実現
ICTの統合利用により安定多収技術を構築して省力化と高精度化を両立
これらを用いた生産コストの15％削減

３

研究計画の概要

１

テンサイの直播・狭畦密植栽培およびテンサイとバレイショの大型収穫機、
トレーラ搬送体系の実証
１－１）テンサイ直播狭畦・密植－大型機械作業体系技術の実証
カッティングソイラ工法等による排水対策を行い、引き抜き式３畦収穫機・トレーラ搬送体系を導入。

１－２）高能率なバレイショ作業体系および作業競合回避効果の実証
植付け等春作業の一工程化、2畦収穫機・トレーラ搬送体系を導入、千鳥植えによる収量向上効果を検証。

１－３）大型機械収穫体系による省力化が輪作体系におよぼす影響の評価
大型機械走行軌跡と跡地の土壌物理性影響解析、新体系が経営内の作業と他作物の生産性に及ぼす影響解析。

１－４）キャベツ、ニンジンの機械収穫体系の実証
キャベツ収穫の精度と効率向上、引き抜き式３畦収穫機・トレーラ搬送体系のニンジン収穫汎用利用。

２ 生産性向上のためのICTを活用した高精度作業支援技術の実証
２－１）GNSSガイダンスや自動操舵による作業支援の実証
GNSSガイダンスや自動操舵を活用し、未熟練オペレータによる熟練者並み高精度作業を実証。

２－２）短周期リモートセンシングと可変施肥効果の実証
短周期圃場リモセンや生育リモセンで把握した地力・生育ムラ情報に対応した可変施肥を実施し、効果を検証。

２－３）後付型ECUによる既存機での高精度作業及び作業情報収集の実証
ECU（通信制御ユニット）の開発と既存機への後付けによる高精度作業と作業情報収集の実証。

２－４）ICTによる農業情報集積と利用モデルの構築
生産者や農協などの営農支援者らが圃場毎の生産状況を評価・解析できるシステムを構築。

寒地畑作地域における省力技術体系とICT活用を基軸とした
スマート農業モデルの実証
大型機械を用いた安定多収栽培技術とICTを活用した高精度作業支援技術の実証

研究開発・実証

十勝スマート農業協議会
（網羅型）
株式会社ズコーシャ

十勝農業試験場

２-2) 短周期リモートセンシング
と可変施肥効果の実証

農村工学研究所

株式会社IHI
２-3) 後付型ECUによる既
存機での高精度作業
及び作業情報収集の実証

北海道農業研究センター
１-2) 高能率なバレイショ作業
体系および作業競合回避効
果の実証

株式会社
日立ソリューションズ

２-4) ICTによる農業情報
集積と利用モデルの構築

１-1) テンサイ直播狭畦・
密植－大型機械作業体
系技術の実証

エム・エス・ケー農業機械
株式会社

１-3) 大型機械収穫体系による省
力化が輪作体系におよぼす
影響の評価
１-4) キャベツ、ニンジンの機械
収穫体系の実証
２-1) GNSSガイダンスや自動操舵
による作業支援の実証

鹿追町

鹿追町農業協同組合

生産者

実
証

生産者

士幌町農業協同組合

士幌町

実
証

生産者

実証経営（雇用型法人経営）
＋支援組織

実証経営（家族経営群）
＋支援組織

生産者

普
及

普
及

普及・実用化支援

集荷連携

十勝農業改良普及センター

テンサイの直播・狭畦密植栽培および
テンサイとバレイショの大型収穫機、
トレーラ搬送体系の実証

生産性向上のための
ICTを活用した高精度作業支援技術の実証
（省力化と高精度化を両立）

テンサイ引抜式多畦収穫機やバレイショ多畦収
穫機、トレーラー利用により収穫・輸送作業を
効率化

短周期のリモートセンシングに
より地力や生育ムラを把握
地力や生育ムラ
に関する情報を
マップ化・蓄積

加工業務用野菜の効率的機械収穫体系により省力化
衛星や無人ヘリによる空撮

テンサイ多畦収穫機
バレイショ多畦収穫機
（ニンジン収穫との汎用利用）
収穫物は直接トレーラーへ

実証経営および実証地区
支援組織
（コントラ・JA・企業等）
キャベツ機械収穫

複数作業の一工程化により
省力化（春作業競合回避）

整地・施肥・播種の一工程化

労働力支援
作業支援

狭畦密植栽培に
よる収量向上

家族経営群
（ 50ha規模・士幌町）

収量マップの作成

ガイダンスシステム

自動操舵

後付型ECU（通信制御ユニット）
により、既存機での可変施肥や
作業機情報の収集を実現
既存作業機
にECUを設置

地力・生育マップ

カッティングソイラに
よる苗立安定化

千鳥植えによりバレイショ
の受光態勢改善と収量向上

情報支援

雇用型法人経営
（100ha規模・鹿追町）

狭畦栽培・カッティングソイラ等により
テンサイ直播の収量向上・安定化

GNSSガイダンスや自動操舵の
活用により、外部オペレーター
でも熟練者並みの高精度作業を
実現し、作業精度を向上

可変施肥により
地力・生育ムラ
による収量減を
回避

ECUからの
作業情報を収集

収量モニタリングに
より生産工程を評価

慣行
千鳥植

畑毎のパフォーマンスを面的にデータ化し、
的確な作業施工や施肥により収量向上

問い合わせ先：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター

TEL：０１５５－６２－２７２１

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業

（様式３）

暖地における原料用かんしょと加工用露地野菜の
大規模機械化生産体系の確立
〔分野〕てんさい・ばれいしょ等を導入した省力・低コスト化等を可能とする畑輪作体系
〔分類〕網羅型研究
〔代表機関〕 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター（都城研究拠点）
〔参画研究機関〕 宮崎県総合農業試験場（畑作園芸支場）、鹿児島県農業開発総合センター（大隅支場）、
宮崎県児湯農林振興局、井関農機株式会社、株式会社藤木農機製作所、文明農機株式会社、松元機工株式会社、
株式会社 ジェイエイフーズみやざき
〔研究・実証地区〕 鹿児島県志布志市、鹿児島県曽於郡大崎町、宮崎県東諸県郡国富町、宮崎県西都市

１

研究の背景・課題

南九州地域においてかんしや冷凍加工用ホウレンソウは重要な作目であり、収益性の向上の
ため規模拡大による生産コストの低減が求められる。しかし、かんしょでは採苗・挿苗作業が、
栽培農家の高齢化に伴って作業負担が大きく等問題となっている。冷凍加工用ホウレンソウに
ついては収穫機械の導入が試みられているが、機械化体系が確立していない。

２

研究の目標
かんしょでは、育苗・挿苗作業における苗生産性向上と作業時間削減を図り、生産費を10％削減す
る。
ホウレンソウでは、大型収穫機の導入による収穫作業時間の大幅な削減とＩＣＴ管理技術により生
産費を20%削減する

３

研究計画の概要

１ 小苗を利用した原料用かんしょ新生産技術と茎葉飼料化普及促進技術開発と実証
１－１）かんしょ小苗移植栽培における省力機械化作業技術の開発
省力的育苗のための苗床造成機、一斉採苗機および苗調製機の試作や移植機による土中施薬技術と安定栽培
技術の開発を行う。

１－２）かんしょ茎葉収穫機の対象作目の拡大技術の開発・商品化
かんしょ茎葉収穫機を飼料用コーンとソルガムの収穫まで対応できるよう改良する。

１ －３）経営形態別の技術組立実証
焼酎原料用かんしょ-畜産農家、焼酎原料用かんしょ－ホウレンソウ農家、でんぷん原料用かんしょ農家を
対象に上記項目で開発した技術を導入して実証する。

２ 加工需要と連携した冷凍加工用ホウレンソウの機械化一貫体系の実証
２－１）機械化一貫体系による低コスト多収技術の開発と実証
播種から収穫・出荷までの機械化一貫体系に低コスト栽培技術を加えた生産体系を確立し実証する。

２－２）冷凍加工用品種の導入による安定生産技術の開発
２月から４月までと気候変動する中で、安定的な原料供給に対応するため、作期ごとに既存品種から加工業務
用に対応した品種を選定する。

２－３） ICTによる大規模生産管理システムの確立
実証圃場で生育・作業情報を収集する技術を開発するとともに、実需者の管理システムに情
報を集積する。

３ 普及支援業務
３－１）かんしょにおける普及・啓発活動
機械の普及活動に関しては、参画企業による販促活動を促進するとともに、鹿児島県農業開発総合センターを
中心に鹿児島県内主要産地への啓発活動を行う。

３－２）ホウレンソウにおける支援活動
宮崎県西都市に現地実証圃場を設置し、「冷凍加工用品種の導入による安定生産技術の開発」で確立した品種
を使用して、出荷の安定化を実証する試験の支援を行う。

暖地における原料用かんしょと加工用露地野菜の
大規模機械化生産体系の確立
大規模化に対応した省力栽培、機械化体系の確立

1 小苗を利用した原料用かんしょ新生産技術と茎葉飼料化普及促進技術開発と実証
１－１）かんしょ小苗移植栽培における省力機械化作業技術の開発

苗生産の機械化

苗床造成機

植付け作業の省力化

＋

一斉採苗機

かんしょ小苗用移植機

・収量の安定化
苗調製機

- 病害の抑制
- 栽植密度等の適正化

養液育苗装置

１－２）かんしょ茎葉収穫機の対象作目の拡大技術の開発・商品化

汎用型茎葉収穫機の開発

•

＋

対象拡大
－ 飼料用コーン
－ ソルガム

↓
飼料の生産コスト削減

かんしょ茎葉収穫機

実
証
圃
場
へ
導
入

１－３）経営形態別の技術組立実証

法人

経営形態

試作機を主とした導入技術

A

焼酎原料用かんしょ
+畜産（茎葉利用）

B

で んぷん原料用かんしょ
（ 茎葉収穫）

C

焼酎原料用+ホウレンソウ

苗床造成機、一斉採苗機、苗調製
機、養液育苗装置、かんしょ小苗用
移植機、汎用型茎葉収穫機

作業時間40％
生産費10％削減

かんしょ小苗用移植機
注） かんしょ小苗は九州研が供給

２ 加工需要と連携した冷凍加工用ホウレンソウの機械化一貫体系の実証
２－１）機械化一貫体系による低コスト多収技術の開発と実証

実証圃場 法人C

作業時間70％
生産費20％削減

＋
管理機の汎用利用

大型収穫機の導入

2－2）冷凍加工用品種の導入による安定生産技術の開発

青果用品種

作期に適した品種
・加工用適応性
・機械収穫適応性
・作型適応性
・在圃性

生産の安定化

2－3） ICTによる大規模生産管理システムの確立

＋
生育情報
（植被率カメラ）

＋
作業情報
生産管理システム
（情報化乗用収穫機）

3 普及支援業務
３－１）かんしょにおける普及・啓発活動

鹿児島県農業総合開発センター
+
大隅地域振興局畑かんセンター

・契約圃場の
生育管理
・生育に応じた
栽培管理
・コストの明確化
・受委託作業の
エビデンス

３－２）ホウレンソウにおける支援活動

宮崎県農業総合試験場
＋
児湯農林振興局

問い合わせ先：独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター（都城研究拠点）
TEL：0986- 24 - 4277

