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強い農業経営を実現する営農新技術の提案
担い手を支援するソリューション活動
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①水田のフル活用・高度利用を図る排水対策技術
②野菜・畑作物栽培における有機物施用による土づくり

①高精度・高速作業による麦大豆の適期栽培
②子実とうもろこしを取り入れた新たな営農体系
③大型トラクタを中核とした大規模畑作の生産技術

①国産飼料の資源循環による畜産経営強化

①野菜の軽労化・効率化を目指した機械化提案
②高収益で安定的な施設園芸生産技術
③果樹経営の省力・軽労化技術

①稲作経営の現状と方向 
②収益性と持続性の両立を目指す稲作経営への転換
③無理なく苗箱数を減らす「密播」とスマート農業で安定化、環境配慮 
④「湛水直播」で規模拡大、燃油節減、高齢化にも対応。スマート農機でさらに省力化 
⑤大規模稲作経営で普及が進む「スマート乾直」
⑥収益性と持続性の両立を目指す経営事例紹介  

①農政の４本柱と資材価格高騰への対応
②課題解決に向けたクボタの取組

クボタグループからの営農技術の提案2

提案1 水稲の経営課題に対応した生産技術の提案

提案2

提案3

提案5

紹介記事

高収益な農業生産を実現する園芸作物生産技術の提案

提案4 耕畜連携の拡大に対応した自給飼料生産・給与技術の提案

農産物の需要拡大等に向けたクボタの取組

強い農業経営を支える生産基盤技術の提案

大規模化等に対応した畑作物の効率的生産技術の提案［特集］ 農業経営を取り巻く主要課題とクボタの取組

・49歳以下の新規就農者
は近年２万人前後で推移
しています。
・新規自営農業就農者の
割合が減少する一方で、
新規雇用就農者の割合
が増加しており、農業経
験の少ない新規雇用就
農者に対する技術移転
が課題となっています。

農産物価格が伸び悩む中
で、国際的な穀物需要の増
加やウクライナ情勢等に
伴って、肥料や飼料の価格
が高騰し、経営を圧迫して
います。

・我が国の基幹的農業従事者は高齢者が多く、40
代以下の若年層は1割に過ぎません。
・一方、法人経営体数は増加しており3万経営体程
度でシェアは3％程度ですが、経営耕地面積は約
1/4、農産物販売金額は約4割まで拡大しており、
農業生産におけるウエイトが高まっています。
・今後も担い手の大幅な減少が見込まれる中で、現
状の農地を維持するためには、法人の育成ととも
に、スマート技術の活用が不可欠となっています。

⑸生産資材価格の高騰

・政府が推進している「みどりの食料シ
ステム戦略」が実現により、2050年の
食料・農林水産業関係の市場規模は、
211～272兆円と推計されており、これ
は2019年の約2倍となっています。
・農林漁業分野でも、12.7兆円から最大
25.3兆円と倍増が期待されています。

⑹「みどりの食料システム戦略」の実現により創出される市場規模

⑴農業者の高齢化と法人経営体の増加

⑵新規就農者の動向

⑷輸出の状況

・政府は、2025年までに農業の担い手
のほぼ全てがデータを活用した農業
を実践することを目標として推進して
おり、データを活用している農業経営
体の割合は年々上昇しています。
・個人経営体ではいまだ２割台にとど
まっていますが、法人等団体経営体で
は５割を超えています。

⑶データの活用

最近の農業をめぐる情勢1

・農林水産物・食品の輸出額は年々増加し、2021年に
ついに１兆円を超えました。
・2022年１～ 11月の輸出実績は1兆2,433億円を記録
し、昨年の年間実績を上回りました。

出典：農林水産省「農林水産物・食品の輸出額」

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
令和３年度「あふの環2030プロジェクト」を活用した持続可能な
生産消費の仕組みづくりに向けた調査・経済分析委託事業報告書
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基幹的農業従事者の年齢構成（2022年）

基幹的農業従事者数 :123万人

基幹的農業従事者数全体に
占める割合 (右目盛 )

（万人） （%）

29歳以下 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

1.11.4
3.8 6.4

7.9

9.1

11.2

22.7

56.7

27.9

69.5

4.7

出典：農林水産省「令和4年農業構造動態調査」
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出典：農林水産省「令和3年新規就農者調査」
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49歳以下の新規就農者数の推移（就農形態別）
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出典：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」各年次より
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農業物価指数の推移（2020年＝100）
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注：法人経営体とは、農業経営体のうち、法人化
　 して事業を行う者をいう。
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経営規模の拡大、法人化の進展に伴い、経営管理へのデータの活用が不可欠となっています。前述のように国では「2025年までに担い手のほぼすべ
てがデータを活用した農業を実践」することを目標としていて、活用経営体数は年々増加しています。
KSASは、データ活用経営の中核としてKSAS対応農機との連携により作業管理、栽培管理、経営管理活動を支援しています。さらに、気象（実績・予
測）情報や生育（センシング・予測）情報の利用、自動日誌作成機能や作業履歴、資材投入履歴の集計機能の向上により、「見える化」による情報共有
の段階から、データの分析に基づく最適管理のためのツールへと進化しています。
もちろん、トレーサビリティの確保、GAP取得による販路拡大や価値向上の効果も期待できます。

2

労働力不足等の現場の課題を先端技術で
解決するスマート農業が推進されていま
す。2019年から205地区で実証プロジェ
クトが実施され、その効果と普及上の課
題が明らかとなってきました。
普及に向けて、実証で培われた技術・ノウ
ハウを有する生産者、 民間事業者等から
なるスマートサポートチームによる他産
地の支援や立ち上げ当初のビジネス確立
や農機の導入支援等による農業支援サー
ビスの育成・普及が進められています。

円安を最大限活用し2025年2兆円の輸出
目標を前倒しで達成できるよう、改正輸
出促進法等の施行を契機に、オールジャ
パンで輸出に取り組む体制が強力に推進
されています。
海外市場で求められるスペック（量・価
格・品質・規格）の産品生産を行う輸出産
地の育成・展開が図られており、輸出事業
計画の認定を受けた事業者に対し長期運
転資金や施設整備等に対する支援が行わ
れています。　　　

2021年に策定された「みどりの食料シス
テム戦略」を推進するための法律が制定
され、環境負荷低減活動（土づくり、化学
農薬・化学肥料の使用低減又は温室効果
ガスの排出量の削減等）に取り組もうと
する農林漁業者に対する税制特例措置等
が定められました。

近年、新型コロナウイルスの感染拡大や
ロシアによるウクライナ侵略といった新
たなリスクの発生により食料安全保障上
の懸念は高まりつつあります。
高騰する肥料・飼料価格が経営を圧迫し
ていることから、生産コスト低減等に取
り組む農業者に対し価格補填対策が実施
されています。
また、 食料安全保障強化政策大綱が策定
され、 肥料・飼料・穀物等の国産化の推進
や下水汚泥資源等の未利用資源の利用拡
大など危機に強い食料品供給体制の構築
が進められています。

効率的作業・
経営管理のための
データの活用

肥料価格高騰対策事業の概要

支援の対象となる肥料

令和4年6月から令和5年5月に購入した肥料（本年の
秋肥と来年の春肥として使用する肥料）が対象です。

支援の内容

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した
肥料費について、その7割を支援金として交付します。
支援金

当年の
肥料費

当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率

=

- 統計データ
を基に決定 0.9 x 0.7

農業経営を取り巻く主要課題とクボタの取組

農政の４本柱と資材価格高騰への対応1

課題解決に向けたクボタの取組2

特集

農業経営の課題をKSASで解決

❶電子地図（GoogleMap）で
　カンタン圃場管理!

❷パソコン・スマホでラクラク日誌作成! ❸作業の進捗がひと目でわかる! ❹分析・出力で作業の記録を確認!

パソコンでもスマホでも日誌をリストで確認できます。 
詳細の情報確認はもちろん、 編集・削除も可能です。

パソコン・スマホで進捗状況がわかるので、 
リアルタイムの情報共有が可能です。

圃場リストや日誌を帳票出力できます。

作業の記録を元に機械ごとの
作業効率を帳票出力できます。

パソコン版の
圃場マップ

スマホ版の
圃場マップ

●圃場の住所・面積 所有者などの情報をイン
ターネットで一元管理できます。 
●面積は自動計算でき、圃場の色分けも自由で
す。 自由に管理項目を増やすこともできます。 
●パソコンなら圃場の登録は1クリックでとても
カンタンに。さらにスマホからも区画を囲って
圃場登録ができます。
●登録した圃場はスマホでももちろん確認でき
ます。 位置情報と照らし合わせて作業圃場の
間違いを防ぎます。

●作業が終わっている圃場は青色、終わってい
ない圃場はそれぞれの色ごとに状態がわかり
ます。
●指示がある圃場は赤、 作業中の圃場は緑な
ど、 作業が終わっていない圃場の状況判断
がすぐできます。
●作業進捗は円グラフや%で確認できるので、 
作業全体の進捗がカンタンにわかります。

●作業の記録を元に、作業者・機械ごとの作業
効率を分析することができます。
●KSASに入力した記録はExcelで出力できる
ので、自由に加工・集計ができて提出書類作
成などに役立てることができます。

●パソコン・スマホでいつでもどこでもカンタ
ンに日誌を記録できます。
●作業したその場で記録、 お昼休みに記録、家
に帰ってから記録など、 場所を選びません。 
●作業の振返りもKSASで簡単に。 パソコン・
スマホで日付や作業項目で絞り込みをして
一覧で確認できます。

スマホで区画を
囲ってカンタン
圃場登録!

出典：農林水産省「輸出産地リスト（令和4年12月）」より作成
出典：農林水産省資料より作成

出典：農林水産省資料より出典：農林水産省資料より

農業従事者の減少と高齢化の一層の進行、総人口の減少に伴う国内農産物市場の縮小と世界人口の増加等による国際市場の拡大、食料や生産資材原材料に対する国際的な需要増加やウクライ
ナ侵攻を契機とした調達不安と価格高騰、地球温暖化対策等地球環境への配慮の国際ルール化等、農業経営を取り巻く情勢は大きく変化しています。とりわけ農業生産資材価格の高騰は経営
を直撃し収益性を悪化させています。このような中、政府においては、①スマート農林水産業等による成長産業化、②農林水産物・食品の輸出促進、③農林水産業のグリーン化、④食料安全保障
の強化、を農林水産施策の4本柱として展開しています。
そこで、これら4本柱を中心に資材価格高騰対策を含めた農政の取組の概要をご紹介するとともに、経営課題解決に貢献するクボタの技術を提案します。なお、課題の解決においては環境に配
慮したスマート農業技術が不可欠であることから、特集ではスマート農業技術等作目横断的な技術を中心にご提案し、作目別の具体的な技術についてはP.5以降の各項目でご提案します。

スマート農林水産業等に
よる成長産業化1

1

農林水産物・食品の輸出促進2 農林水産業のグリーン化3 食料安全保障の強化4

みどりの食料システム法における計画認定等の枠組み
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資材削減、環境負荷軽減に資するスマート農機2

収量・品質や生育状況に関するセンシングデータに基づき、必要な箇所に必要な資材を投入することで、ムラをなくして品質・収
量を向上させつつ投入資材量を削減することができます。環境負荷軽減と資材コスト削減にも貢献する一石三鳥の技術です。①可変施肥による増収と

　（単位生産物当たり）投入肥料削減

衛星測位システムを活用した直進走行や自動走行等により農機の作業能力が飛躍的に向上するとともに、走行ルートのムダをな
くすことで燃油使用量や資材投入量が削減できます。新規就農者でも熟練者並みの精度で作業が可能であり、また、人員を増やさ
ずに規模の拡大や複合化が期待できます。

②最適経路に基づく
　精密作業でムダを削減

3

刈取りながら食味・収量をデータ化

自動運転対応農機「アグリロボ」

コンバインデータを基にした可変施肥マップの作成

●前作収穫時に食味・収量センサ付きコンバインから得られ
た「圃場内の食味・収量の分布データ」をKSASに取り込
みます。
●取り込まれたデータを元にメッシュ単位で施肥量を決定し、
KSAS上で施肥マップを作成します。

●食味・収量センサ付きコンバイン（PFコンバイン）で
刈取りをすれば、圃場ごとの食味（タンパク値）と収
量がわかります。

●KSASとコンバインを連携させることで圃場ごとの
食味・収量分布をグラフとマップで確認できます。

●直進作業や長時間作業でのストレス軽減。
●作業機や作業状態を確認する余裕ができる。
●不慣れな方でも簡単に作業できる。

農業用ドローン

自動操舵システム

直進アシスト機能付トラクタ

可変施肥による品質・収量の向上と施肥の効率化

●KSAS上で作成した施肥マップを可変施肥対応機
に読み込ませることで可変施肥が可能になります。
●対応機には施肥量電動調量ユニット搭載田植機や
KSAS対応トラクタ
＆車速連動ワイド
スプレッダなどがあ
ります。①「可変施肥

　マップ」の作成

▲KSAS対応トラクタ＆車速連動ワイドスプレッダ

▲KSAS対応田植機

KSAS対応施肥量
電動調量ユニット

▲KSAS施肥量指示画面

②作付計画の
肥料タブで
施肥の設定

③生育ムラポイ
ントに対して
施 肥 量 の
「増・減肥」が
できる

アグリロボトラクタMR1000A（無人仕様） アグリロボ田植機 NW8SA

アグリロボコンバイン WRH1200A2アグリロボコンバイン DR6130A

●自動運転機能による作業能率の向上や、軽労化を可能にする。
●人員の確保、農業技術の継承といった担い手が抱える経営課題の解決を実現。

自動飛行のルート設定を活用すれば一層作業も容易になります。

果樹モードにより果樹園の
傾斜地での自動散布を実現

稲作も畑作も、自動操舵システムの利用で高精度で正確な作業が可能になります。

オプションの枕
地旋回機能で最
小 旋 回 半 径
0.5m～設定可
能になり小旋回
性能が向上。

撮影用ドローンで
対象果樹を撮影し、
画像データを
パソコンに取り込む。

T10K・T30Kの
「果樹モード」で
自動飛行を実施。

解析ソフトを使用し
て果樹園圃場のマッ
プと飛行経路を作成。

枕地旋回が自動でできます（オプション）。

うね立てや播種作業での利用はその後の管理作業、
収穫作業の効率化に貢献。

X35 X25 AGS-2 AES-35直進アシストトラクタ スラッガーGS 直進アシストトラクタ NB21GS

※もち米、低アミロース米などの機能米は、正確に測定できません。

「表示設定」をクリックして、表示範囲や目標を設定すると、目指してい
る食味・収量の圃場や、改善すべき圃場の把握が可能になります。

食味・収量分析

ほこりや光の干渉に関係なく、障害物や周囲
を認識。スマートな障害物回避が可能。

※補助機能であり、衝突回避を保証するものではありません。

球面型全方位レーダー
全方向3次元での探知が可能

T10KT30K



活用事例3

富山県射水市 農事組合法人 布目沢営農

福井県鯖江市 農事組合法人 エコファーム舟枝

課題

経営概要

実証内容

北陸の中山間重粘土壌水田にお
けるスマート農業技術による麦、
大豆、露地野菜や緑肥栽培米（菜
花米）の収量向上と省力・低コス
ト水田農業体系の確立

●機種：ほ場水管理システム
　　　　WATARAS
●対象圃場：中山間水田15筆
●対象作業：水管理

成果

実証区は水管理労働時間は４分/10aとなり、慣行区の
16分/10aに比べ約75％短縮できました。また、水位が
安定し初中期除草剤が有効に作用したため除草剤の散
布回数は2回から1.5回に削減できました。

中山間水田地域
面積48ha
（水稲20ha、大麦9ha、大
豆15ha、露地ブロッコリー
1ha、ソバ3ha） ほ場水管理システム

WATARAS
慣行区 実証区

（WATARAS）

水
管
理
作
業
時
間（
分
/
10
a
）

約75%
削減

水管理の作業時間比較

16

4
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10

15

20

４

16

4

防除作業や水管理作業等における適期作業は作物の生育に大きな影響を与え、収量・品質を左右します。自動水管理システムや
ドローンの導入により適期に適切な管理を行うことで肥料・農薬の施用効果が向上し、散布量や散布回数の削減につながります。
また、軽労化や労働力不足対応、さらにはメタン発生抑制効果も期待できます。

③適期作業の実現による
　施肥・施薬効果向上、施用量削減

農業用ドローン T30K , T10K

ドローンセンシングに基づく施肥マップ作成

ほ場水管理システムWATARAS

●KSASとの連携により、
WATARASによる水管理
状況をKSAS画面で一括表
示できます。連携に伴う追
加費用はありません。

●WATARASの稼働状況や
水位・水温等が一目でわか
るため、水管理作業のさら
なる省力化につながります。
●水稲栽培時の温室効果ガ
スであるメタン発生を抑制
する中干の長期化等へも容
易に対応できます。

ラジコン草刈機 ARC-501

●危険な場所での除草作業も安全に実施が可能です。
●軽量コンパクトで、軽トラックでの運搬が可能です。
●ラジコン操作により作業時間を低減可能です。●リモセン画像をKSASに取り込むことで圃場毎・圃場内の生育状況が見えます。

●生育マップを参考にハイクリブーム・ドローンでの可変施肥マップ作成が可能です。
●生育ムラの改善、効率的な施肥により、環境負荷軽減、肥料費削減に貢献します。

※（圃場条件）草丈：1.4m、草質量：2.5㎏/㎡。
　（機体条件）車速：高速、刈高さ：中。クボタ調べ

出典：クボタ「スマート農業実証プロジェクト機種別実証成果集」より

1時間当りの刈取面積

595m2/hr

258m2/hr

ARC-501

ARC-500

最高作業速度0.62m/sを実現。

© 2019 DJI JAPAN 株式会社

様々な圃場の薬剤・粒剤散布を軽労化・効率化できます。

施肥メッシュマップ
（10mメッシュ）

センシングによる
生育マップ

生育メッシュマップ

可変施肥による減肥＆増収（DR6130＋NW8S）

課題

経営概要

実証内容 実証方法

実証方法

大規模水田作の大区画
圃場での超省力作業体
系の技術実証

●機種：DR6130＋NW８S
●対象圃場：大区画水田３筆
●対象作業：刈取（メッシュマップ
データ取得）＋移植（可変施肥）

成果

１筆は２水準、１筆は３水準で可変施肥したと
ころ、圃場内の収量ムラが改善し収量も２筆平
均で約50㎏/10a以上向上するとともに、タン
パク含有率も２筆とも低下しました。

平坦水田地域
面積74ha
（水稲65ha、
大豆6.0ha他）

実証１年目（R1）のメッシュマップデータを基に、２筆につい
て２年目（R2）にNW8Sにより可変施肥（全量基肥）を行い、
収穫時のメッシュマップデータで収量・品質を確認し１年目
と比較

実証区は15筆（９ha）の圃場にWATARASを設置し、移
植後の5月から収穫直前の8月末まで約4か月間活用。慣
行区（9ha）の水管理労働時間と比較。雑草発生状況も
調査

ほ場水管理システムによる除草剤散布回数削減（WATARAS）

図 実証ほの各年次の施肥状況と収量、玄米蛋白含有率

実証１年目の１筆内収量分布
・基肥量 28.65kg/10a
・玄米蛋白含有率 7.2％

実証２年目の基肥施肥設計
・基肥量 30.02kg/10a
■34kg/10a、■30kg/10a

実証２年目の１筆内収量分布
・収量 約60kg/10a向上　・玄米蛋白含有率 7.0％

低収・収量ムラ 可変量施肥 収量増と均一化

⇒１筆内の収量ムラが改善され、収量は約60kg/10a向上　また、玄米蛋白含有率は低下し、食味は向上クボタコンバイン
DIONITH（DR6130）

クボタ田植機
NW8S

KSAS対応クボタオリジナル機能

自動日誌が作成できることによ
り、毎日の管理作業の効率化が図
れます。散布軌跡の見える化によ
り、過去の散布作業を振り返るこ
とができます。

稲作圃場のドローンでの散布

麦作圃場のドローンでの散布

直接通信 LTE-M型 通信集約 LoRa型

2023年３月より利用開始

2023年３月より利用開始



まっすぐに自動で植え付ける直進キープ機能付田植
機を用いれば、後ろの作業に気を配りながら精度の
高い田植作業が実現できます。作業に慣れていない
従事者にもオペレータを任せることで、作業配置に
ゆとりが生まれます。

WATARASを用いれば、水管理の省力化はもちろん、異常気象に
対応した高度な水管理が可能です。冷害時の深水管理や、高温時
の間断かん水は手間がかかりますが、WATARASならスケジュー
ルに沿った精緻な水管理が可能です。

①直進キープ機能（GS）付田植機で、
　高精度で労働負荷の少ない作業を実現

②ほ場水管理システムWATARASによって
　省力的で異常気象に負けない稲作を

収益性と持続性の両立を目指す稲作経営

稲作経営の現状と方向

米60kg当たりの生産費は、作付
規模の拡大に伴う農機具費の
減少や、高能率化による労働時
間の短縮等により、大きく縮減
してきました（特に作付規模
50ha以上）。しかし、近年の資材
費の高騰と米価の低迷により、
収益の確保は困難さを増して
います。今こそ経営規模の適正
化と新技術の導入を図り、積極
的に種苗費や施設機械の減価
償却費等の物財費及び労働費
を削減することが重要です。

個人経営体では、一定程度までの
規模拡大と技術向上により高い
労働生産性が実現できます。さら
なる規模拡大に対応する組織経
営体では、農地の集積・集約を着
実に進める中で、労働生産性を高
めるよう技術体系を改善するこ
とで、競争力の強化を図ることが
できます。一方、集落営農等では
概して労働生産性が低く、思い
切った改革が求められます。

1

2

⑴経営条件に応じた規模の適正化と新技術の導入

栽培のノウハウをデータ
化し、就業者全体のスキ
ルを高め収量の向上を図
るとともに、消費者が求
める品質や価値を追求し
販売価格に反映すること
で、収入の一層の向上を
目指しましょう。

⑴収入の増加

収益の向上に結び付く省力技術を積極的に導入するとともに、スマート農機の活用やKSASを
活用した作業配置の改善、人材育成などにより、一層の作業効率向上を目指しましょう。
労働生産性を高め規模拡大や労働負荷の軽減を図ることで、雇用の安定化や、労賃及び減価償
却費低減につながります。

⑵労働生産性の向上

持てる経営資源を有効に活用し、高騰する資材に係る経費をできる限り低減していくことが重
要です。資材の利用効率を高めることは、同時にみどりの食料システム戦略でねらいとする環
境負荷の軽減にもつながります。KSASを活用してデータ化を進め、取り組みを加速しましょう。

⑶資材費低減と環境負荷軽減の両立

育苗や田植えなど春作業の労働時間は、作付規模に関わらず全体の４割程度を占め、規模拡大
の阻害要因となっています。直播は育苗や移植が不要で、省力化を図る非常に有効な栽培法で
す。条件を整えれば播種作業を１人で行うことも可能であり、現有の農機を汎用利用すること
で経費を節減できます。作付け規模、播種適期、作業効率、コーティングの有無、代かきの要否、
準備できる播種機等に応じて最適な技術を選択し、密播等の移植栽培と組み合わせることで、
収量の確保と省力化を図りましょう。

⑷栽培技術の選択と組み合わせ

圃場内の地力ムラやその他の要因に応じて圃場毎あるいは団地毎にきめ細かく施肥計画を立てま
す。圃場内のムラが大きい場合は圃場内での可変施肥により、収量や品質の向上を図りましょう。

⑹地力等に応じた効率的な施肥

乾燥機・色彩選別機を無線で接続し、収穫から乾燥、選別、出荷まで一連の流れをよりスムー
ズに。全てをデータ化することで、次作の栽培や防除を改善し収量の向上や高度な品質管理
につなげることが可能になります。 

⑺KSAS乾燥調製システムで高度な品質管理を実現

⑸スマート農機や自動水管理装置の高度な活用

⑵農地の集積・集約による労働生産性の向上

出典：農林水産省「令和３年産米生産費」より
出典：農林水産省「令和２年営農類型別経営統計」より

作付規模別の60kg当たり
全算入生産費（令和３年産・個別経営・全国）

水田作における経営区分別の労働生産性
（従事者１人当たりの付加価値額）

60
kg
当
た
り
全
算
入
生
産
費（
円
）

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0

16,289

13,080
12,161 11,188

10,244 10,786 10,227
9,040

14,785

11,293

■物財費 ■労働費 ■その他 個別経営体
平均1,81ha

組織法人経営体
平均23.3ha

作付面積(ha) (個別経営体)

データ農業
スキル向上

労働効率向上
自動化

精密施肥
環境負荷軽減

品質食味向上
トレーサビリティ

自動水管理
メタン発生削減

適正規模
実耐用年数の延伸

収入の増加

生産費の低減

収量

労賃

肥料農薬
燃油代

機械施設
減価償却費

地代
水利費

価格
価値

UP

DOWN

ECO

規模拡大に応じた品種構成、作期の分散等

項目 効果的な技術や
取組例 導入効果を高めるための観点（例示）

栽培の
省力化

直播（P6～7） 収量の確保（技術習得、品種・圃場選定）等
密播移植（P6） 補給回数の削減（苗載台増強、高窒素肥料）等

作業の
効率化

農業機械の効率利用 1台当稼働面積の最適化、経営に応じた機種の選定（低コスト仕
様機、補助事業の活用）、実耐用年数の延伸（点検、整備）

作業配置の最適化 オペ能力に応じた作業配置、情報の共有化等

人材能力開発 リーダーの養成、普段の能力トレーニング等
作業の分散・平準化

農地の
効率利用 農地集積・集約、合筆 土づくり、可変施肥、精密施肥、利用権の設定・最適化等

スマート農機（P3～4）や
自動水管理装置の活用
（P4）

経営規模やニーズに応じた導入、労働負荷軽減
不慣れな就業者を即戦力化等

KSASの活用

○
○

◎

○

◎

○

○

未利用資源の活用、緑肥すき込み、
作土深の確保、輪作

項目 ねらい 経営改善を実現する取組の例

肥料費の低減

土づくりによる施肥量の低減

地力に応じた施肥効率の向上 土壌診断、可変施肥、局所施肥

施肥作業の効率化 フレコン、同時多作業、高速作業

合理的な
農薬使用

発生に応じた効率的な防除 発生予察、適期防除、予防的防除
耕種的防除の組み合わせ 輪作体系、抵抗性品種、適期草刈り
データに基づく防除効果の向上 発生実態のデータ化、自動水管理

◎

○

○

KSASの
活用

0
0

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

50 100 150
水田作の作付面積（ha）

労
働
生
産
性（
千
円
/
人
）

個人経営体
法人経営体
組織法人経営体のうち集落営農

圃場１筆毎
または
団地毎の施肥

圃場内の
精密施肥
（可変施肥）

②施肥計画作成 ③効率的な施肥①収量等のばらつき把握

食味収量コンバイン

目視観察・ドローン

◀ハイクリブーム
　KBSA-651
　CEG6-SAS

▲GS田植機NW8S〈F〉GS

▲WATARAS

◀GS田植機
　（ナビウェル）
　NW８S-GS

・田植機（PF仕様）
・ドローン、ハイクリブーム

・田植機（PF仕様）
・田植機（無線LAN搭載）
・KSAS対応インプル
・ドローン、ハイクリブーム

①収穫
タブレットやスマホで収
穫から乾燥調製まで作
業データを見える化

②運搬張込
タンパク仕分けで品
質向上、水分仕分け
で乾燥効率向上

③乾燥 
遠隔確認／乾燥機や
色彩選別機の状態を
遠隔で確認

 ④選別
選別結果をもとに翌
年の防除対策に活用
し品質を向上

⑤出荷
ロットごとの履歴デー
タを管理し、トレーサ
ビリティを実現

農業用ドローンT30K
色彩選別機
KG-S110X

1~
3

3~
5

5~
10

10~
15

15~
20

20~
30

30~
50

組織
法人
経営体

個別
経営体
平均

50ha
以上

【総合判断と施肥設計】
土壌診断結果、地力ムラ、品種、
肥料の吸収量、その他阻害要因 等

5

水稲の経営課題に対応した生産技術の提案提案1

担い手への農地集積・集約を加速化するとともに、一層の生産資材費低減と労働生産性の向上が不可欠です。経営課題に対
応した省力栽培技術やスマート農業等を取り入れ、収益性を高め、環境にも配慮した新たな稲作経営を目指しましょう。

収益性と持続性の両立を目指す稲作経営への転換

湛水直播
（P6）

鉄コーティング直播、カルパー直播 田植機＋直播部等

酸化鉄等コーティング直播 田植機＋直播部、ドローン

コーティング済種子（リゾケアXL） 田植機＋直播部、ドローン

無コーティング直播（かん湛！） トラクタ＋専用播種機

乾田直播
（P7）

ドリル播種 トラクタ＋汎用ドリルシーダ

V溝直播

播種前代かき

播種前代かき

播種前代かき

播種前荒代、播種同時仕上げ代

砕土・整地

事前代かき トラクタ＋専用V溝直播機

湛水・乾田別 主な直播技術 代かき等事前の圃場準備 作業機を汎用的に活用

データを記録・共有 KSAS対応色彩選別機のデータをマップ化

仕分け乾燥
重点防除で
品質向上

カメムシ多は赤

カメムシ少は緑



①田植機は全ての機種で密播に対応
クボタ田植機は、田植機の横送り回数、苗取り量、植え付け
本数を自在に調整することにより、中苗から密播苗まで幅
広く対応できます。全ての機種で密播に取り組むことが可
能です。播種量（乾もみ）を230～ 250ｇ程度と多めにし、
苗取り量を少なくすることで、栽植密度や本数は変えずに
苗箱数を大幅に削減できます。

①精密で環境に配慮した移植作業が実現
直進キープ機能（GS）付田植機では、後方の植え付け状況や
苗、肥料の残量等に気を配るゆとりが生まれるので、より正
確で作業負担の少ない移植作業ができます。
密播では、長辺が長い大区画圃場でもゆとりある往復作業
が可能です。
株間キープ機能や施肥量キープ機能により、苗や肥料を正
確にコントロールするので、予備の苗や肥料を少なくでき
ます。化学肥料や化学農薬の過剰投入を防ぎながら、コスト
削減と環境に配慮した稲作が実現できます。

②密播で軽労化、規模拡大、コスト削減、省力化
苗箱数を減らすことで、労働負担が大幅に軽減されるととも
に、既存ハウスにゆとりが生まれ、規模拡大が可能です。また、
床土や肥料等の育苗資材が少なくなり、生産コストを削減で
きます。苗運びや苗継ぎの労力も少なくなり労働時間が約3
割減少。省力化につながります。
普通苗移植と密播、直播を組
み合わせて作業の分散を図
れば、さらなる規模拡大が可
能です。

⑴密播技術導入で省力化・低コスト化を実現

湛水直播の栽培面積は、約2万haであり、技術が経営の中で
定着しています。直播栽培のうち 58％が湛水直播となって
います（2020年）。特に、東北と北陸との両地域での普及が
約8割を占めていますが、人手不足と資材高騰の中、改めて
注目されています。

③スマート直播
直進キープ機能（GS）付田植機と組み合わせて、作業精度を
向上。操作作業の負担も軽減でき、従事者が楽に直播に取り
組めます。

①作業の省力化
育苗が不要なので、限られた育苗施設での作付面積の拡大
が可能になります。直播は移植よりも作業能率が格段に高
く、重い育苗箱の運搬も要りません。一人作業も可能で大幅
な省力化・軽労化を実現できます。

鉄コーティング湛水直播は、種子に鉄コー
ティング処理することで表面播種でも種子
の浮遊を防ぐことができ、スズメ等の鳥害を
軽減する効果もあります。また、コーティン
グ処理後の保管が容易で、農閑期に種子準備
ができます。鉄コーティング処理のコツを含
めて、「勘所」をしっかり押さえることが成功
につながります。鉄コガイドVer.9「クボタスマート鉄コ」を参
照の上、基本に沿った栽培に心がけます。

新潟県新発田市の1ha区画の連坦圃場で、GS田植機（有
人）とアグリロボ（無人仕様）の2台同時、１人作業で鉄
コ直播の実証に取り組みました。播種精度も高く、移植
作業に比べ、労働時間を約7割削減（普及センター調べ）
し、苗立ち歩合も8割台と良好。さらに鉄コ直播なら、燃
油を約50％削減できることがわかりました。

⑴湛水直播の普及状況

②作期の拡大
移植と直播とを組み合わせることで、春秋の繁忙期に作業
分散ができます。さらに早晩の品種を組み合わせて、経営全
体で栽培期間を長くし、限られた労力、機械装備の有効活用
や気候変動へのリスク分散ができます。

⑵湛水直播の導入効果

湛水直播栽培は、最も安定し、普及している鉄コーティング
直播をはじめとし、近年、様々な技術が選択できるようにな
りました（p5参照）。
栽培法や播種様式（点播、条播、散播）を組み合わせることで、
皆さんの経営形態に合わせた生産技術体系を構築すること
ができます。

GS田植機やGSトラクタでの直播作業は、後部を振り返って
播種状況を確認できるので、安心かつ高精度な繰り出しで
播種精度が高まり、生育の安定化につながります。
鉄コ直播では移植に比べて田植機の積載重量が少ないの
で、燃油消費量を大幅に削減できます。

⑶鉄コーティングをはじめとする多様な技術選択

⑷鉄コーティング直播栽培のポイント

⑵スマート田植機と密播の組み合わせで
　さらにパワーアップ

③密播を成功させる勘どころ

②アグリロボ田植機と密播の組み合わせ
アグリロボ田植機（無人仕様）では、密播を組み合わせること
で苗補給回数が減り、無人作業の効果がより発揮されます。
組作業人員を減らすことにより労力の削減ができます。

ナビウェル
NW6S（6条植）、NW8S（8条植）

アグリロボ田植機（無人仕様）
NW8SA（8条植）

⑸スマート農業で労働時間短縮・燃油消費量節減

箱数を
削減

稚苗 密播

14～24箱

7～
13箱× =少量

苗取り密 播

播種量
230～250g程度

田植機の横送り２６回、30回
苗取り量（高さ）約８㎜

苗を田植機で少量ずつか
き取って、植付株数を増
やし、苗箱数を減らせます。

密播は、播種量を多
くして、1箱で多く
の苗を育てます。

▲GS田植機NW8S
　＋鉄まきちゃんによる鉄コ直播

▲アグリロボNW8SA（無人仕様）での実証

直播栽培面積（2020年）　出典：農林水産省資料より作成
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関東
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中国四国

北海道3%
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九州

関東
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北陸
37%
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東海
1%

湛水直播
58%

42%
乾田直播

労働時間（分/10a）

2022
稚苗移植

2021
ワンオペ
鉄コ

7.6
分

2022
ワンオペ
鉄コ

6.5
分

24.4分

25 300 5 10 15 20

2022
稚苗移植

軽油消費量（ℓ/10a）

0.72ℓ

有人鉄コ

無人鉄コ

0.34ℓ

0.34ℓ

注)軽油消費量は、消費重量を測定し、比重0.87で試算
出典：令和3、4年度全国農業システム化研究会実証調査より作図

0 0.2 0.4 0.6 0.8

約5割削減

最外周の手動化等
オペレー ションを
改善しさらに削減

アグリロボ田植機
による鉄コ播種は、
熟練オペ並の
燃油消費量

事例紹介 有人機・無人機２台同時1人作業での鉄コ直播

2台同時1人作業での鉄コ直
播と移植の労働時間の比較

鉄コ直播と移植の田植機燃油
消費量の比較

移植栽培では育苗作業から苗運搬・補給まで多くの労力を必要とします。手軽に苗箱数を減らし、稲作の基本に沿った「スマート密播」により、省力・安定で環
境負荷も軽減できる移植栽培を提案します。

限られた労力や機械装備の中で規模拡大や複合品目の充実・強化を図るため、鉄コーティング直播をはじめとする湛水直播を、スマート農機と組み合わせて
取り組むことを提案します。

密播のメリット

大幅減
苗箱数が

大幅減
育苗スペース・
ハウスが

約2割減
資材費が

約3割減
労働時間が

●苗箱数（10a当たり）

稚苗移植 密播移植

16～20 箱程度 9～13 箱程度 作業が楽に

規模拡大

コスト削減

省力化

●育苗スペース・ハウス（10a当たり）

2 坪 1 坪

●育苗資材費※（10a当たり）

19.2 千円 15.9 千円

●作業時間※（10a当たり）

1.25 時間 0.86 時間

※2013年度 全国農業システム化研究会（全国農業改良普及支援協会）より作成

無理なく苗箱数を減らす「密播」とスマート農業で安定化、環境配慮3

「湛水直播」で規模拡大、燃油節減、高齢化にも対応。スマート農機でさらに省力化4

過酸化
カルシウム

6

密播は、いくつか留意すべき点があります
が、決して難しい技術ではありません。
「密播ガイドVer.3」では健苗を育てる手順や
安定稲作の基本技術に基づいた栽培方法を
解説していますので、良い結果につなげるた
め、ぜひお役立てください。

■密播栽培の重要ポイントと留意点

項目

留
意
点

栽培時期 栽植密度（株間、植付本数） 育苗 移植 除草剤

密播は慣行の稚苗や中
苗と比べて葉齢が若い
ので、移植の晩限は慣行
に比べて5日程度早くな
ります。遅い田植えは避
けましょう。

植付株数と1株当たりの
植付本数は慣行と変えず
に、基本となる安定栽培
に心がけましょう。坪50
株を大きく下回る極端な
疎植では茎数が不足す
る懸念があるので避けま
しょう。

健苗に育てるため、種子
消毒は基本どおり行い、
出芽温度は28℃程度。
育苗ハウスの温度は
25℃以下とし、換気に努
めましょう。無加温出芽
やプール育苗でも良い苗
ができます。

欠株が発生しないように
かき取り量を調節しま
しょう。また晴天時には苗
の乾燥を防いで下さい。
風が強い日や田面水が抜
けきらない場合は、植え付
け深さをやや深くし、かき
取り量を増やして下さい。

除草剤を田植え作業と同
時に散布する際は、使用
基準を遵守して下さい。
植え穴が戻らないほど田
面が硬い場合は、活着後
に散布しましょう。

密播（高密度播種苗移植栽培）
ガイド Ver.3
クボタスマート密播

鉄コーティング
直播栽培ガイド
Ver.ガイド9.2
クボタスマート鉄コ

①水管理が楽で均平な圃場を選ぶ
②発芽テストは必ず実施
③地域の気候に応じた播種時期
④播種時の田面の硬さを調節
⑤落水出芽：播種７日後（暖地で
は4日後頃）から落水し、出芽を
促進
⑥害鳥が飛来したら、水深を調節

①播種同時または播
種後に初期剤を処
理
②入水後に一発剤を
処理。稲の葉齢、雑
草の種類と葉齢を
確認し、散布遅れ
に注意

①倒伏に強い品種の
選択
②根張りを促進する
水管理（落水出芽、
４葉期頃の田干し）
③有効穂数を確保し
たならば、直ちに
強めの中干し

無コーティング
代かき同時直播

リゾケア®
XL

べんモリ
直播

カルパー
直播

鉄コーティ
ング直播

出芽・苗立の安定化対策 除草剤の体系処理 倒伏対策

種子コーティ
ング方法

播種様式

還元鉄、
焼石膏

二酸化三鉄、
モリブデン、
PVA

浸種または
催芽

コーティ
ング済種子

なし

なし

条播、散播

催芽または
根出し

トラクタ
＋播種機

高精度点播、散播

浅層土中

多目的田植機＋播種機、
ドローン

催芽

土中

高精度点播

浸種

表面

多目的田植機＋播種機

種子予措

播種位置

直播栽培法

播種方法



乾田直播栽培には省力化をはじめとして、特に大規模水田輪
作を営む経営体に大きなメリットがあります。一方、漏水防止
や雑草対策等の適正な対応が必要となるため、地域の水利や
周辺圃場を十分考慮した上で取り組むことが重要です

①育苗・代かき・田植を省略することで春作業の省力化・軽労 
化・作業分散を実現（自動操舵等のスマート農業技術と組 
み合わせればさらに作業が楽に！）
②湿田では水田の透水性が向上し、輪作体系での水稲後の畑 
作物の生産性が向上 
③播種機等を麦・大豆等と汎用でき、生産コストを軽減

①減水深の大きい圃場や雑草の多い圃場には適さない 
②気象条件により播種準備や播種作業の適期が限られる
③精度の高い圃場均平・整地が必要 
④播種前後の鎮圧等による漏水対策と苗立の安定確保が必要
⑤適期の適切な除草剤の体系処理が必要

①漏水防止対策
耕起前にあぜ塗り等により、
畦畔からの漏水を防止しま
す。

②播種床の準備
レベラ等を用いて圃場内の高
低差を可能な限り小さくしま
す。砕土・整地作業は丁寧に行
い、土塊を細かく砕き、好適な
播種床を作ります。
また、圃場条件によってはケ
ンブリッジローラ等による
鎮圧を行い、地下浸透による
漏水を防ぐとともに、降雨後
速やかに播種が行えるよう
にします。

③播種
播種高速（6 ～ 8km/h）で作
業できるグレーンドリルや、
砕土・施肥・播種を同時に行
うことができるトリプルエ
コロジー等を用いて適期に
播種します。また、用水が周
年で確保できる圃場では、冬
季に代かきを行うことで均
平・漏水対策ができ、Ⅴ溝播
種機による播種も可能です。

④播種後の鎮圧
播種後、除草剤散布前にケン
ブリッジローラ等による鎮
圧を行い、漏水を防止すると
ともに種子と土壌を密着さ
せることで苗立ちの向上を
図ります。

⑴乾田直播の特徴 ⑵乾田直播の作業体系

①施肥
移植や湛水直播と比べて肥料成分が 
溶脱しやすいので、緩効性窒素を主
体とした肥料をやや多めに施用しま
す。また、連作をしていると地力が消
耗しやすい傾向があるので、輪作や
堆肥、緑肥作物等による地力維持を
図ります。

②雑草防除
入水前（畑期間）は畑雑草、入水前後
からは水田雑草が防除対象となるの
で、右の除草剤体系処理を基本に、雑
草の発生状況に応じて適期防除に努
めます。

⑶乾田直播における施肥・雑草防除

グレーンドリル

一発耕起播種機 
トリプルエコロジー

V溝播種機

レーザーレベラ

ケンブリッジローラ

あぜぬり機 

自動操舵、乾田直播、スマート農業

2年3作輪作体系、人材育成、乾田直播、密播、スマート農業

データ農業の強化、軽労化、密播、スマート農業

圃場づくり、軽労化、鉄コーティング直播、スマート農業

大規模経営にとって重要な春の農繁期の省力化・軽労化を実現し、高速作業が可能な機械で作業時間を削減するとと
もに、機械を様々な作目に汎用的にフル活用することで労働費と農機具費を大きく低減する乾田直播を提案します。

▲MR97＋搭載型シーダ＋自動操舵システム

▲大型ハウスでのちぢみほうれん草栽培 ▲多田様夫妻とコンバインER6120

▲㈱岡ファーム代表取締役の岡 雅典様（右）、尾田 匠見様

乾田直播栽培体系のご提案
Ver.2
クボタスマート乾直

▲食味・収量センサ付コンバインER6120

メリット

留意点

上旬 中旬

5月

下旬上旬

栽培

月旬

水管理

除草剤

中旬

4月

下旬 上旬 中旬

6月

播種 出 芽 1.5葉期

乾田期 入水 浅水～湛水

播種直後～イネ出芽前 入水後

・非選択性茎葉処理剤（ラウンドアップ等）
  ＋土壌処理剤（マーシェット乳剤等）

・選択性茎葉処理剤
  （クリンチャーバス等）

イネ出芽後～入水前

・一発処理剤

　乾田直播と移植を組み合わせながら規模拡大を
図っています。乾田直播は、先代から取組んで50年
以上になり、省力・低コストで、緊急的な作付面積の
増加や作業員不足にも対応できる技術と考えます。
播種作業には自動操舵システム付トラクタを用いて
おり、後ろを向きながら播種状況を確認し、高い精度
の作業を行うことができること等で、収量向上に繋
がっています。
　規模拡大に伴い、KSASを活用して前年度の結果
を分析し、全370筆の作目、品種の作付計画を立て
て、営農改善を図っています。 

　われわれは、大震災で被災した地域農業の復興を担うべく、4人の農業者が再起して立ち上げ
た農業法人です。稲・麦・大豆の2年3作輪作体系により土地利用率を向上、大豆後作の水稲施肥
量を低減、乾田直播や密播を取り入れる等により生産費の抑制を図っています。ハウスでは、ミ
ニトマト2作と、水稲育苗ハウスでのちぢみほうれん草で、周年雇用の場を作るようにしていま
す。地域の若い人材が流出しないよう、新卒者も雇用しつつ、計画的な育成を進めています。 事
務専任の社員がKSASを活用して、作
業進捗や作業時間を調整し、スマホで
情報を共有化しています。 厳しい社会
情勢ですが、「地域とともに」一層の経
営の安定化と次世代の育成に取り組ん
でいきたいと思っています。

スマート農業を活用しながら、 
乾田直播と移植の組合せで営農改善
岡山県岡山市 株式会社岡ファーム 
代表取締役岡  雅典 様、尾田  匠見 様
経営面積：水稲80ha（うち乾田直播20ha）、小麦25ha

経営面積：移植61ha、直播 4ha（うち飼料用米 50ha、主食用米 15ha）
　　　　  春菊（水稲育苗ハウスを活用）

“地域とともに”を合言葉に、
稲・麦・大豆の2年3作を軸に農地と雇用を守る
宮城県東松島市 株式会社ぱるファーム大曲 代表取締役 小岩  敏幸 様

経営面積：水稲53ha（うち乾田直播17ha）、大豆44ha、大麦17ha、施設野菜（ミニトマト年2作）50a、
      　　  ほうれんそう50a、にんにく5a、牧草12ha

　密播は、南東北クボタの研修会で紹介され5年前に導入、経営規模が7年間で約3倍に急拡大
する中、移植栽培110ha全てを密播とロックウールマットの組み合わせで行っています。育苗
から苗運搬まで大きく省力化でき、苗箱も軽く少なくなるので、従事者から好評です。播種量は
乾もみ230ｇ、育苗日数20日～ 25日を目安とし、苗箱数は15箱/10a程度に抑えています。老
化苗を防ぐため、移植日に合わせて播種を数回に分けて
行Iい、移植作業は、KSASで色分けした圃場マップ毎に
班編成して効率化を図っています。今年から食味収量
データを得られるコンバインが2台が揃い、全筆のデー
タを蓄積できる体制を整えました。 KSASとスマート農
機を連動させた精密なデータ農業を強化し、一層の収益
向上を目指していきたいと思います。

規模拡大に対応し密播を全面的に導入。
食味・収量コンバインを活用しデータ農業を目指す
山形県山形市 株式会社白川 代表取締役 鈴木  淳 様
経営面積：
農業機械：

機械施設：

移植110ha、直播5ha（主食用米75.3ha、備蓄米36ha、飼料用米3.7ha）
トラクタMR97など3台、田植機NW 8S<F>GSなど4台、
コンバインDR6130PF食味収量センサ付など3台
KSAS活用

　私のキーワードは「ものぐさ」です。クボタが鉄コを推進し始めてすぐに「田んぼに種子と
茶だけを持って行けば仕事が済む」ことに興味を抱き、15aを試作することから始めました。
レーザーレベラで均平し水管理の容易な「条件の良い圃場」を選んで初年目から成功するこ
とができました。初めて取り組む方々は、ぜひ「条件の良い圃場」で技術を見極めることをお
勧めします。
　今後は畦畔を除去して合筆したり、排水不良部分を
改善したりの工夫が大切になると思っています。周囲
の高齢化に伴う水稲経営面積増加分は鉄コ直播で対
応し、育苗ハウスを増やさず、できるだけ機械ででき
ることは機械でやるようにしながら、元気に地域の水
田を担っていこうと考えています。

まずは「条件の良い圃場」で直播を。
鉄コ直播で育苗ハウスを増やさず地域の水田を担う
千葉県香取郡東庄町 多田  正吾 様

農業機械：トラクタMR105など4台、田植機 NW8S-GSなど2台、コンバインWRH1200など4台、乾燥機容量500ｔ
機械施設：KSAS活用

農業機械：トラクタ（50～110PS）7台、田植機6条2台、8条1台、
　　　　　コンバイン6条4台、ハイクリブーム、レーザーレベラー、搭載型シーダ
機械施設：KSAS活用

農業機械：田植機NW8S、コンバインER6120

大規模稲作経営で普及が進む「スマート乾直」5

収益性と持続性の両立を目指す経営事例紹介6

7

※移植：生産費調査の数値　出典：東北農業研究センター 2012

移植と乾田直播の作業時間の比較
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雑草防除技術（グレーンドリル播種鎮圧体系の例）



地表排水は必須です。まず、圃場の落水枡と排水路（田面の落差）を観
察（図４）し、図３の❶❷を調べ
ます。目安をクリアすれば、額縁
明きょ（溝掘機）による基本的な
地表排水が可能です。額縁明
きょは落水枡から排水路に繋ぎ
ます（図6）。その際、周辺から圃
場への流れ込みや湧水に注意し、
不耕起地を挟む二重の明きょ
（図5）や圃場内明きょ（図6）を
施工すると非常に効果的です。

⑴食料自給率の維持・向上を図るためには、麦、大豆、
飼料用米等の生産性向上や高付加価値化を推進するこ
とにより、水田を有効に活用することが重要です。
しかし、元々水田は畑作物の栽培には適していないの
で、利用可能な水田の選択と条件に応じた適切な対策
が必要です。
⑵湿害の原因は、①局地的大雨の発生回数の増加（図
１）、②農業機械使用の影響による耕盤形成、③腐植の
減少（土壌の単粒化）、④作土の浅層化等が挙げられま
す。また、降雨後の地表排水が地下排水よりも圧倒的
に多いこと（図２）を認識して、地表排水の重点化と有
機物の施用や計画的な深耕等の土づくりが重要です。

圃場の中央部に穴を掘って、耕盤の下層の硬さ、石礫層と地下水の
深さ等を調べ、耕盤破砕の施工方法を判断します（図３の❸）。

更なる地下排水対策が必要な
場合、図３の❹の地下複合排水
（図7）を行います。カットド
レーン（穿孔暗きょ機：深さ40
～50㎝、深層）とサブソイラ（弾
丸暗きょ：深さ30～40㎝、浅
層）を立体的に交差するように
施工することにより本暗きょ
の代替あるいは補助暗きょと
して地下排水を促進します。

野菜栽培・畑作物栽培における水
田利用の形態には、「田畑輪換」と
「水田の畑地化（水田転換畑）」の2つ
があり、その区別と圃場の土性（粘
土含有量）の違いにより選択する機
械が異なります。
例えば、田畑輪換圃場では、パラソ
イラーの使用は避け、カットドレー
ンとモミサブローについては粘土
質土壌で適用するなどの選択の判
断をします。

図6 明きょを落水枡から排水路へつなぐ図4 圃場の落水桝と排水路（田面との落差）の目安

ステップ1  まず、圃場の観察に基づく地表排水対策 必須

ステップ2  

ステップ3   

3

2

1

次に、簡易な土壌断面調査に基づく
地下排水対策（耕盤破砕）

更に、排水性を高める
複合排水対策（深層・浅層2段排水）

図1 1時間降水量80㎜以上の年間発生回数（全国）
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出典：農林水産省「令和元年度食料・農業・農村白書」（令和2年6月16日公表）
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強い農業経営を支える生産基盤技術の提案提案2

▲サブソイラ［弾丸暗きょ］（深さ30～40㎝、浅層）▲カットドレーン（深さ40～50㎝、深層）

図2 地表と地下の排水量

水田農業における高収益化のため、水田利用の野菜・畑作物栽培への期待が高まっています。そうした中、湿害が課題とな
る排水不良圃場も多く、現地での圃場観察と土壌断面調査に基づいた営農排水対策技術を提案します。

出典：（独）農研機
構中央農業総合研
究センター北陸研
究センター・農林
水産省北陸農政局
「重粘土地帯の汎
用化水田で大豆を
つくるー排水対策
マニュアルー」

額縁明きょによる地表排水の重要性（必須）を説明しまし
たが、大雨の日に明きょに滞水することなく、スムーズに
落水枡から排水路へ雨水が排出されること（水みち確
保）が大切です（図6）。降雨日には、適宜圃場の水みちを
確認します。

「水みち確保」の重要性

水田のフル活用・高度利用を図る排水対策技術

水田フル活用の課題

営農排水対策の考え方と手順並びに機械化提案

排水対策における施工機械の選択の考え方

▲振動サブソイラ
　（弾丸暗きょ）

▲パラソイラー
　（全面耕盤破砕）

▲溝掘機（額縁明きょ）

▲土壌診断のた
めの試坑（穴）
を掘る（上）、
土壌断面調査
を行う（右）

詳しい解説は、土
壌診断ハンドブッ
クに掲載。お近く
のクボタのお店に
お問合せ下さい。

不
耕
起
地

明
き
ょ

明
き
ょ

図5 不耕起地を挟む二重明きょ
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図7 複合排水施工図
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図3 営農排水計画のための施工機械の選択フロー

このままでは明きょの効果がない（図4参照）

※大雨時の排水路が溢れて圃場内へ
　逆流する恐れあり

※パラソイラーで作業した場合、次年度に復田できません

※前作終了後、すぐに額縁明きょを整備し乾燥を助長させておくと、カットドレーンの施工がしやすく、かつ効果的になります。
※カットドレーンは田面から40～50㎝（深層・通水空洞）、各種ソイラは30～40㎝（浅層・通水空洞）程度を想定します。

1

2

3

4

落水枡の深さは何㎝？
概ね30㎝以上

落水枡の深さは何㎝？
概ね50㎝以上

水稲栽培は継続しますか？

土壌断面調査

地下排水（耕盤破砕）

●30㎝以上の落水枡を作る
●畦畔を掘って落水枡を作る

コンクリート畦畔等

できない

地表排水と堆肥等有機物の施用は前提条件です

深めの落水枡を利用して
額縁明きょは施工※

●湿害のリスクが大
●他の圃場を選定

地下排水は難しい
徹底した地表排水
（額縁明きょ、高うね）

集水枡からカットドレーン
施工後にサブソイラ施工

あぜ際開放枡
または

T字型暗きょ枡

なし

なし

いいえ

ある できる

ある

・サブソイラ（弾丸暗きょ）
・ハーフソイラ
・プラソイラ
・カットブレーカー
・カットドレーン
・モミサブロー

・パラソイラーも可

・溝掘機
・うね立て成型機
・レーザーレベラー

ここまで 地表排水例（地表排水は必須）

施工

します

本暗きょがある場合、地下排水対策（耕盤破砕）を検討します

必ず地表排水対策からはじめます

本暗きょがない場合又は機能していない場合、地下の複合排水（深層・浅層2段排水）を検討します

（礫層［30％以上］が出現したら、機械作業はその深さまで）

地表排水で改善されない場合土壌断面調査を実地します

（概ね30～40㎝）

ステップ1

ステップ2

ステップ3

■排水対策における施工機械の選択

排水対策

溝掘機

地下排水

全て

・サブソイラ
・ハーフソイラ
・プラソイラ
・カットブレーカー

パラソイラー

埴土～壌土
（粘土質で適用）

・カットドレーン
・モミサブロー

水田の畑地化
（水稲作付ナシ）

田畑輪換
（水稲作付アリ）

作業機

土性（粘土含量）

地表排水
（額縁明きょ）

全て（必須）

条件

条件



水田土壌への堆肥等施用量が減少し（下図）、地力の低下が懸念されています。ほぐ
しやすく、通気性・排水性や保水性が良く、作物の根が張りやすい環境を整えるため
にも、土壌への有機物施用を促進する必要があります。

「みどり戦略」では、2050年に向けてカーボン
ニュートラルを実現するため、様々な施策が求
められ、「堆肥、緑肥等有機物の施用による土づ
くり」は、農地への
炭素の貯留を通し
て「温室効果ガス削
減、化学肥料低減、
有機農業」に貢献す
る技術・取組とされ
ています。

4

3

1 2

▲ヘアリーベッチをすき込んだ圃場のブロッコリー

▲グレイタスローダ

▲マニアスプレッダ

▲コンポキャスタ ▲乾式ペレット成形機

▲播種前のパワーハロー

▲鎮圧ローラ

▲ブロッコリー砕断ロータリ

▲フレールモア

▲ドリルシーダ

▲チゼルプラウ

有機物施用の促進
緑肥作物は土壌の物理性、化学性、生物性
の改善のほか、雑草の抑制、景観美化等の
様々の目的で利用されています。それぞれ
の目的に合った緑肥作物を選択して栽培
し、すき込みます。それにより、良質の有機
物を土壌へ供給できます。

緑肥すき込みの効果

⑴堆肥等施用に活用できる
　農業機械

マメ科の緑肥作物 イネ科の緑肥作物

深い根 広い根

空中窒素
の固定

大量腐植の供給

孔隙の増加

養
分
の
吸
収

表
層
へ
の
運
搬

養
分
の
吸
収

腐
植
の
供
給

表
層
へ
の
運
搬

■緑肥作物の効果

出典：橋爪健「緑肥を使いこなす」
      （2007）を引用、一部改変し
      加工

農地への炭素貯留に関わる「みどりの食料システム戦略」（以下、みどり戦略）の動向にも留意し、水田を利用した野菜・畑作物栽培に
おける有機物施用による土づくりのための堆肥等施用と緑肥栽培とすき込みに活用できる農業機械を提案します。

野菜・畑作物栽培における有機物施用による土づくり

⑵緑肥栽培とすき込みに活用できる農業機械

9

▲フレールモアの細断による
　緑肥（ライムギ）のすき込み

強い農業経営を支える生産基盤技術の提案提案2

堆肥、緑肥等有機物の施
用による土づくりの詳
しい解説は、土づくりマ
ニュアルVer.4、土壌ト
ラブルちらしを参考に
ご覧下さい。

▲土づくりマニュアルVer.4
　

▲土壌トラブルちらし
　

土壌トラブル解決には排水対策の他、有機物施用も重要 全国的にも関心が高まる緑肥の利活用

堆肥、緑肥等有機物の施用による土づくりは「みどり戦略」に貢献。その技術・取組と機械化を提案

堆肥施用と緑肥作物導入により土壌への有機物施用を促進しましょう！

排水対策と緑肥利用を組み合わせた事例の紹介

▲ライムギ ▲エンバク ▲クロタラリア
　農研機構提供

▲ソルガム
　農研機構提供

▲ヘアリーベッチ（左）と
　ヘアリーベッチの根粒（右）

緑肥作物

　ヘアリーベッチをすき込んだ圃場で
は、8月後半くらいまでの生育が旺盛な
時期には、緑肥有区と緑肥無区では見る
からに色合いが違うなと感じました。
　排水対策は、総合的に対処しないと効
果は出ないので、そのあたりを普及員の
皆様と検討して、次年度の対策を立てて
いきたいと思います。

　今回の排水対策の実証区では、カッ
トブレーカーと振動サブソイラを同時
に走行させ、作業速度の違いを調査し
ました。両機種とも、深度40cm、暗きょ
と直交するように3m間隔で施工し、振
動サブソイラの0.25km/hに対して、カットブレーカーは0.80km/hと早く、礫のある圃
場でも効率よく心土破砕ができることを生産者の方や関係者に見ていただくことができ
ました。また、緑肥ライムギ、ヘアリーベッチの細断をフレールモアにより実演し、生産者

にフレールモアの作業の速さ、仕上がりの良さを実感して
いただきました。ブロッコリーの生育については、心土破砕
を行った区の方が明きょだけの区よりも、緑肥有区（ヘア
リーベッチ）の方が緑肥無区よりも地上部全重が大きく
なっていました。今後、排水対策と緑肥の効果を検証します。

　バランスよく排水効果を得るためには、地表排水と地下排水を両方施工すべ
きだと改めて感じました。肥料も高騰していますし、緑肥の窒素固定による地力
を高める面から、また、緑肥で雑草を抑え込んでいくという雑草対策の面からも
緑肥に取り組んでいきたいと思います。

●実証：島根県農業技術センター ●緑肥：ヘアリーベッチ、ライムギ 
●実証機械：カットブレーカー、振動サブソイラ、フレールモア 

（令和4年度システム化実証調査「島根県津和野町ブロッコリー」のソリューションレポートより作成）

地力の低下

■水田における堆肥等施用量の推移

S43 S48 S53 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30S58

出典：米生産費調査

カットブレーカー
0.80㎞/h

振動サブソイラ
0.25㎞/h

▲カットブレーカーおよび振動サブソイラ施工の様子（5月27日）

供試機（カットブレーカー、フレールモア）の特徴と作業効率を訴求、
今後ブロッコリー生育への効果を検証します

窒素固定と雑草対策の両面から緑肥利用に取り組みます

島根県農業技術センター 水田園芸技術普及課
主任農業普及員
佐々木 真一郎 様 島根県津和野町

永田 寿秋 様

島根県津和野町
永田 恭一 様

・水稲：60a
・露地野菜：4.3ha
 (さといも：1ha、
 ブロッコリー：90a他)
・施設園芸：50a

経営面積：5.4ha

経営面積：5ha
・キャベツ2ha
・たまねぎ50a
・にんじん50a他

▲ヘアリーベッチのフレールモア細断

排水対策が確実に向上していることを実感。
ヘアリーベッチをすき込んだ区では緑肥無区と比べて、見るからにブロッコリーの葉色が違う！

地表排水と地下排水の組み合わせが重要。

物理性の改善

化学性の改善
生物性の改善

❶団粒構造の形成  
　有機物すき込みが孔隙率を高め、団粒化を促進
❷透水性の改善  
　深根性の緑肥は排水性を改善

❶保肥力の増大  
　腐植の増大により肥料成分の吸着
❷クリーニングクロップ  
　ハウスの過剰塩類を吸収搬出
❸空中窒素の固定  
　マメ科緑肥の窒素固定による窒素供給

❶豊富な土壌微生物相の形成
❷土壌病害の軽減
❸有害線虫の抑制
❹菌根菌の活性化
   作物のリン酸吸収を助ける

作物生育の
促進

窒素・リン酸等
養分の供給

土壌の団粒構造健全な根の発達

「みどり戦略」に
貢献する技術



東近江農業農村振興事務所 農産普及課（東近江農業普及指導センター）

西部普及指導係 技師  大橋 哲哉様

▲畦畔のコンクリートブロックを取り除いて圃場を合筆

大規模化等に対応した畑作物の効率的生産技術の提案提案3

スマート農機等を活用した作業高速化による適期作業で、麦・大豆生産の安定化・収量向上を目指します。

スマート農機と高速播種機による播種作業の効率化、高精度化

農業用ドローンの活用

コンバインの直進キープ機能で収穫ロス低減

事例の紹介

高精度・高速作業による麦・大豆の適期栽培

2

3

4

2

5

10

高速播種による大豆の適期播種に期待

麦・大豆は播種適期を逃すと生育量が確保できず大幅な収量減につながります。特に播種期が梅雨と重なる関東以西の大豆生産地では、降雨による播種や中耕培土の遅れが深刻化しています。
麦でも水稲収穫から麦の播種時期が短く、圃場を乾かす期間が短い地域や播種期に長雨が続いた場合などでは播種遅れが生じ、生育量の減少や成熟期の遅れをもたらします。
クボタが開発したアグリロボトラクタMR1000AH（無人仕様）はリモコンによる自動運転が可能で、有人トラクタとの2台同時作業で事前耕うんの高速化、作業期間の短縮を図ることができます。
播種作業でも汎用高速播種機の組み合わせによる高速播種作業で播種作業の高速・高精度化を実現することができます。従来機では慣れたオペレータでもうね幅を一定にすることは難しい
ですが、自動操舵機能を活用して条間が一定でまっすぐな播種をすることで、追肥や除草剤散布などの以後の作業を容易にします。
特に大豆では除草や倒伏防止のための中耕培土は株元まできっちり土を寄せる必要がありますが、精度の高い播種は中耕培土を容易にし、精度向上にも役立ちます。
またうね立て同時播種が可能な高速播種機も開発されており、平うねでは湿害が生じやすい、やや湿潤な圃場でも安定的な発芽が期待できます。

米の消費量の減少に伴って、水田への水稲以外の作目の作付が求められ、食料自給率が低い
麦類や大豆の生産増加が期待されています。しかし水稲に比べた時の、麦・大豆の単収の低
さや変動の大きさが課題となっています。
一方農業就労人口の減少を背景として麦・大豆生産の規模拡大が進んでおり、麦・大豆ともに
作付面積10ha以上の大規模経営体が全作付面積の半分以上を担っています。このため、作期競
合や異常気象による長雨などによって適期作業が困難となるケースが少なくありません。
そこで、近年開発が進んでいるロボットトラクタやドローンなどのスマート農機や高速播種
機などを活用して、大規模化した麦・大豆の農作業の高速化・高精度化を図ることで、適期
作業を促進し収量の確保を目指します。

背景1

大豆は低い位置まで莢が着きますが、ロスを少なくしようとコンバインの刈り高さを低く
設定すると莢とともに土を取り込んでしまい、汚粒の発生原因となります。このためこまめ
に刈り高さを調節する必要がありますが、コンバインの運転をしながらの調節は容易では
ありません。
普通型コンバインWRH1200A2は直進キープ機能を備えており、この機能を用いることでオペ
レータは刈り高さの調節に集中
することができます。
また、麦ではWRH1200A2が装備
する収量センサにより得られた
収量データを用いて、KSAS上で
圃場内の収量マップを作成する
ことができます。一目で圃場内の
収量むらを把握することができ、
翌年の施肥設計や排水路設計に
生かすことができます。

病虫害防除や追肥などの作業を乗用管理機で行うと踏みつけにより、作物に少なからぬダ
メージを与えてしまいます。近年防除には無人ヘリも用いられていますが、価格と取り扱い
の難しさから、多くは委託作業となっており、防除費用がかさむとともに、適期に散布ができ
ない場合もあります。
近年普及が進んでいる農業用ドローンは無人ヘリに比べて取り扱いが簡便なうえ、圃場マッ
プを記憶させることで自動飛行も可能で、高能率に防除作業ができます。ドローン作業の欠
点である飛行時間の短さは、予備バッテリ、発電機を併用することでカバーできます。
さらにクボタの農業用ドローン
T30Kは可載量が30kgと大容量
化していますので、防除作業だけ
でなく追肥作業にも使えます。麦
類では生育量の確保や品質向上
のために生育ステージに沿った
適期追肥が必要ですので、ドロー
ン追肥は新たな追肥技術として
期待されます。

●あらかじめ明きょや弾丸暗きょなどを施工して排水対策を徹底します。排水対策を徹底すること
で、降雨後の播種作業を容易にするだけでなく、その後の作物の生育にも良い効果が得られます。

●麦稈、稲株などの前作残渣はプラウやショートディスクなどで前処理を行っておきます。前処
理が不十分な場合は播種時に残渣を引きずって播種間隔や播種深度のばらつきの原因となり
ます。

●水田が多い日本の農地では1区画が30～ 50a以下
の圃場が多く見られますが、数枚の圃場を１枚の大
圃場にすれば、ロボットトラクタなどのスマート農
機をより効率的に活用できます。

●借地圃場の場合は原状復帰の手間もかかったりし
ますが、大規模圃場は、農機の転回時間が少なくな
る、除草が必要な畦畔が少なくなる、枕地の部分が
相対的に少なくなるなどのメリットがあります。

高速播種機の作業ポイント

圃場の大区画化

▲高速うね立て同時播種機

▲グレートプレーンズ 3P806NT

様々な施肥同時播種機による高速・高精度な播種作業

▲ドリルシーダー W25AAI ▲クリーンシーダー NTP-4AF

▲普通型コンバインWRH1200A2による大豆の刈取作業

▲農業用ドローンによる大麦の追肥作業と散布用粒状尿素肥料（右上）

私たちは滋賀県東近江地域で麦・大豆の安定多収化を目指して様々な技術にトライしていま
す。当地でも麦・大豆作の大規模化が進み、特に播種期が梅雨と重なる大豆では播種遅れが常態
化しています。このため令和4年度全国農業システム化研究会現地実証調査で、農事組合法人
加茂営農組合さんの大豆圃場で高速播種作業体系に取り組みました。自動操舵と高速播種機の
組み合わせでは従来の作業体系に比べて大幅な作業時間短縮ができることが実感できました。
特に注目したのが農研機構、㈱アグリテクノサーチ、㈱小橋工業が開発した高速㈱うね立て同
時播種機です。平うねの高速播種機では播種後の降雨
により大豆の発芽が不安定化する恐れがありますが、
うねを立てることで安定した発芽が実現できました。
今後当地域でも経営規模の大規模化がさらに進むと予
想される中で、こうしたスマート農機と高速播種機の
組み合わせによる適期作業が麦・大豆作の要となると
思います。

出典：農林水産省「2020年農林業センサス」から作成
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■1.0ha未満　■1.0～3.0ha　■3.0～5.0ha　■5.0～10.0ha　■10.0ha以上

麦類

大豆

全体面積に占める作付面積規模別の作付面積割合
経営体規模

面積割合（%）

▲従来のトラクタでは作業の境目のうね幅が一定しないので
　中耕培土などの作業精度が劣る。



稲・麦を中心に栽培してきましたが、3年前から子実とうも
ろこしに取り組み始め、3年目の今年は2.6haまで拡大しま
した。子実とうもろこしは管理の手間もあまりかからず、作
りやすい作物で今年も1t/10aくらいは取れています。しい
て課題をあげると除草です。子実とうもろこしは大きくな
るので中耕除草ができないことから、除草剤でうまく除草
しないと後作の大豆にも影響します。でも土づくりのため
にもうまく輪作体系の中に入れることができればいいなと
考えています。

北海道石狩郡当別町 

藤原農場 
藤原 雅史様

▲アワノメイガとその被害

▲バキュームシーダー OPTIMA-R

▲生産量が少ない場合には粉砕して
　サイレージにすることもできる

▲汎用乾燥機で乾燥する場合はもっとも
　温度が高くなる麦モードで乾燥

▲子実とうもろこしの収穫

▲溝堀機による明きょ施工

▲栽植本数は6～ 8,000本/10a
を目安に、斉一な生育になるよ
うに株間は等間隔にします。

▲登熟期の子実とう
もろこし（わかりや
すくするため、外皮
を剝いています）

大規模化等に対応した畑作物の効率的生産技術の提案提案3

新たな輪作作物として注目される子実とうもろこしを取り入れることで、耕畜連携の強化を図り、堆肥や茎葉の土壌還元を通じて
稲・麦・大豆の生産性改善につなげます。

子実とうもろこし栽培のポイント

子実とうもろこしの事例紹介

子実とうもろこしを取り入れた新たな営農体系

2

3

11

土づくりを念頭に輪作体系に組み入れた
子実とうもろこし コーンヘッダの作業性にはとても満足

子実とうもろこしは流通ルートが確立されておらず、受け入れ
できないJAも多いので、作付する前に販売先の確保を行う必
要があります。少量の場合は畜産農家と連携して飼料米と同様
に粉砕して直接飼料にする、あるいはとうもろこし子実主体サ
イレージとすることもできます。
大規模に生産して配合飼料とする場合は一定量以上の生産が
必要なので、地域ぐるみの取り組みが必要です。近隣に飼料工
場があり契約してもらえる場合はあまり問題になりませんが、
国内の多くの飼料工場は沿岸部にありますので、輸送費も考慮
する必要があります。
子実とうもろこし栽培が定着するまでは、必ず販売まで考慮し
た作付け計画を立ててください。

子実とうもろこしは、栽培に手間がかからず単位面積当たりの労働時間は稲・麦・
大豆を大幅に下回ります。
また栽培に必要な作業機の多くが麦・大豆や水稲乾田直播に必要な作業機と共通し
ており、水田作農家にとって取り組みやすい作物と言えます。
子実とうもろこし栽培だけではまだ十分収益性が見通せないかもしれませんが、収
穫残渣すき込みによる土壌改善効果、輪作間隔の拡大による麦・大豆の連作障害緩
和、農作業ピークの軽減など、水田作経営全体の改善にもつながります。

国産飼料の自給率は飼料全体では25%ですが、粗飼料を除いた濃厚飼料では12%にすぎず、残りは海外からの輸入に頼っていま
す。このため、ロシアのウクライナ侵攻などの国際情勢の変化や円安による価格の高騰が大きな問題となっています。特に家畜飼
料の半分を占める主原料である子実とうもろこしは国内生産がほとんどなく、毎年1500万ｔ前後を輸入しています。
一方米消費の減少を背景に水田における新たな輪作作物が求められています。これまでは稲・麦・大豆のローテーションが行わ
れてきましたが、麦・大豆の作付け頻度の増加に伴う地力低下や病害虫増加による連作障害が顕在化しており、生産者の生産意
欲の低下が懸念されています。
そこで新たな輪作作物として子実とうもろこしを導入することで、麦・大豆の作付間隔を広げて病虫害や雑草を抑制するととも
に、大量に生じる茎葉などの収穫残渣の土壌還元や耕畜連携による堆肥投入によって地力の回復が期待されています。

作付前に販売先の確保を

子実とうもろこしを取り入れた新たな輪作体系への期待

とうもろこしは大豆に比べても湿害に弱いので、排水性の
良い圃場を選び、麦大豆と同様の排水対策を行います。排
水があまりよくない圃場はサブソイラを用いた心土破砕、
カットドレーンなどによる穿孔暗きょなどを行って排水
性を改善します。明きょは30cm以上掘り下げて確実に排
水路につなげて滞水しないようにします。

⑴排水対策の徹底

子実とうもろこしは麦・大豆に比べて多くの肥料を必要とします。近隣の畜産農家と連携し
て堆肥を圃場に投入することが肥料費削減のカギとなります。堆肥の窒素成分はすぐに有効
化しないので、特にC/N比が高い牛糞堆肥は継続施用する必要があります。また窒素分が少
ないと収量が大きく低下しますので、葉色が薄くなる前に窒素追肥を行います。

⑵施肥

背景1

経営面積：36.5ha
・水稲16.5ha、
・小麦11.5ha、
・大豆5ha、
・ビート3ha、
・子実とうもろこし2.6ha

国内では子実とうもろこし専用品種は販売されていませんので、ホールクロップサイレージ用
の品種を用います。早晩生の目安となる相対熟度（RM：数値が小さいほど早生）を参考に、ホー
ルクロップサイレージより子実とうもろこしの生育期間が2～4週間長いことを考慮して品種
を選定します。栽植本数は6～8,000本/10a
を目安にします。１個体に雌穂は１本が基本
なので、栽植本数が少ないと十分な収量が確
保できません。真空播種機やジェットシーダ
を用いることで精度の高い播種が可能です。
播種後に鎮圧することで倒伏が少なくなり、
また土壌処理剤の散布が容易になります。

⑶播種

播種後すぐに土壌処理剤を散布し、雑草を抑えます。降雨などの条件にもよりますが、土壌処
理剤の効果は数週間から1か月程度なので、その後に発芽する雑草に対しては茎葉処理剤を
散布して抑えます。とうもろこしは大きく成長する作物なので、初期の除草がうまくいけば
雑草はそれほど問題になりませんが、帰化アサガオ等のつる性の雑草が周辺部から侵入する
場合がありますので、畦畔の除草には注意します。

⑷雑草防除

茎や雌穂を食害するアワノメイガは子実とうもろこし栽培の最大
の課題となっています。茎の折損や収量低下などの被害だけでな
く、一部が食害された子実はカビが発生しやすく、カビ毒の原因と
もなります。現在登録されている薬剤は地上散布用だけで、草高が2
～3mにもなる子実とうもろこしは生育初期を除いて薬剤散布が難
しく、無防除となっているのが現状です。特に被害の大きい九州地
域などでは、台風による倒伏回避もかねて、アワノメイガの被害の
比較的少ない春植え栽培が主流となっています。

⑸虫害対策

子実とうもろこしの収穫にはリールヘッダ式のコーンキットが使われてきましたが、海外
では雌穂だけを刈り取るコーンヘッダが主流となっており、国内でも数年前から国産コー
ンヘッダの販売が始まっています。クボタでもコーンヘッダの開発が進んでおり、国内販売
が強く望まれています。
コーンヘッダは取りこぼしが少なく、
ヘッダ部分で雌穂だけを分離するのでコ
ンバイン本体への負荷も少なくて済みま
す。収穫は子実水分が30%以下になった
段階で行いますが、水分が極端に低い場
合は子実の割れも増加しますので、子実
の割れや夾雑物などの収穫物の状況を見
ながらこぎ胴回転数などを調整します。

⑹収穫

収穫した子実は高水分だとすぐにカビが生じますので、速やかに乾燥します。一般的な汎用
の循環式乾燥機の場合は最も火力の強い麦モードで乾燥しますが、水分が1%低下するのに
1時間程度かかるので目標となる13%以下になるまでおおむね一晩乾燥することになりま
す。このため、乾燥機の能力を勘案して刈り取り量を加減することも必要です。最近ではよ
り高温で乾燥できる海外製のモバイルドライヤーを導入するケースも増えています。
また飼料工場と取引できるほどの生産量がない場合は粉砕して、直接飼料としたり、発酵さ
せてサイレージとすることもできます。

⑺乾燥・調製

▲普通型コンバインWRH1200
　＋コーンヘッダによる収穫作業

出典：FAOSTATから作成
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⑴M7トラクタ(130～ 170馬力)

アグリロボMR1000Aは、自動運転機能を搭載し、無人走
行のトラクタが最適な作業ルートの選択や作業に応じ
たエンジン出力の制御などにより、生産性の飛躍的な向
上を実現するとともに、作業の最適化により消費燃料や
資材の削減が期待できます。
　　　また、安心サポート機能により、農作業の安全を
　　　　　　確保します。

◆安心サポート機能
障害物を検知するレーザー、ソナーを装備して
おり、障害物に近づくと、自動運転を停止しま
す。また、機体がマッピングした圃場からはみ
出したり、作業経路から外れても自動運転を停
止するので、安心して作業が行えます。

◆単独自動運転
トラクタの操作を自動で行うため、圃場の
仕上がり確認に集中でき、作業精度が向上
します。初心者の方でも簡単に操作できる
ので、人手不足の解消に繋がります。
◆作業ルート自動生成
作業に必要な情報を入力するだけで、圃場
の形状に合わせた最も効果的な作業ルー
トを自動作成。初心者の方でも効率的に作
業が行えます。
◆開始点自動誘導機能
枕地幅を考慮した作業開始位置までス
イッチひとつで自動的に移動。無駄（適度
の重複・残耕）の少ない作業が行えます。

⑵新型トラクタ アグリロボ MR1000A(100馬力)

　GNSS自動操舵システムを導入して5年目となり、小麦を始めとする大規模
畑作経営に取り組む中、現在では8台あるトラクタのうち4台にこのシステム
を搭載しています。
　このシステムを導入したことで、前後左右に注意しながらハンドル操作に集
中していた運転操作が軽減され、肉体的な疲労はもとより、精神的にもとても
楽になったと感じています。
　また、今年新たにM7-172を導入し、大きなインプルも余裕をもって作業が
でき、効率的で労働時間の短縮にも結び付いています。今後は前後2台の作業
機を装着した同時複合作業も進め、さらなる効率的な作業体系の実現に取り組
んでいきたいと考えています。

▲M7-172の導入により、適期に正確な作業を実現

最大170馬力を誇るM7トラクタ
は、圧倒的なパワーに加え、フロ
ント3Pの標準装備により、トラク
タ後部だけではなく前部にもイ
ンプルメントを装着することで
一度に2つの作業を同時に行う複
合作業が可能となり、作業の効率
化や作業時間の短縮とともに、温
室効果ガス排出や消費燃料の削
減に貢献します。

▲8台あるトラクタの
内4台 にGNSS自
動操舵システムを
搭載している

大規模化等に対応した畑作物の効率的生産技術の提案提案3

農家戸数の減少に伴う担い手への農地の集積は、今後とも一層の進展が見込まれ、大規模化に向けた作業の効率化や集約化が急務と
なっています。大型トラクタの導入による複合作業や自動運転による高精度な機械化体系による効率的な作業体系の実現により、温
室効果ガスや消費燃料などの削減に貢献します。

大型トラクタを活用した効率的機械化体系

導入事例の紹介

大型トラクタを中核とした大規模畑作の生産技術

2

3

12

機体がマッピングした
圃場からはみ出る

自動運転停止

機体状況を見守り

圃場からの逸脱防止

障害物

障害物接近をお知らせ

障害物の遠方検知

警報ブザー

障害物等の近傍検知

自動運転停止

障害物からの接触防止

自動運転停止

機体が作業経路
から外れる

機体状況を見守り

作業経路からの逸脱防止

自動運転停止

ステアリング･変速・
各ペダル操作など

障害物

自動運転中に操作介入（手動操作）
すると、自動運転が停止する

手動操作

手動操作優先

緊急回避（手動操作優先）

農家戸数の減少が続く
中、法人化や規模拡大
が進展しており、経営
面積別の農家戸数は
2015年に比べ20年に
は北海道では100ha以
上、都府県では10ha以
上の階層で増加してい
ます。

北海道の大規模畑作
経営等では、農作業の
省力化、高精度に向け
てGNSSガイダンスシ
ステムや自動操舵装
置の普及が進んでい
ます。GNSSガイダン
スシステムや自動操
舵装置の導入による
作業の最適化により
消費燃料や資材の削
減が期待できます。

⑴農家戸数の減少に伴う経営規模の拡大 ⑵GNSSガイダンスシステム等の導入状況

-30
-20
-10
0
10
20
30
40

△19.2 △20.6 △22.0 △21.1
△12.2

△4.6 △3.5

△24.4 △23.4

△5.8

11.8
25.4 30.6 34.5

17.5

32.9

-30
-20
-10
0
10
20
30

■経営耕地面積規模別農業経営体数の増減率

北海道

(%)

都府県

(%)

1ha未満 1～5 100ha以上5～10 10～20 20～30 30～50 50～100

畑作経営の大規模化等1

北海道帯広市  佐藤  秀典 様

GNSS自動操舵システム、
M7トラクタの活用で効率的な作業体系を実現

経営面積：小麦16ha、でん原ばれいしょ 8ha、ビート8ha、大豆･小豆の豆類6ha、加工用スイートコーン3ha

圃
場
出
入
口

：手動運転で実施：自動運転（無人）で実施

フロントパッカー＋パワーハロー

サブソイラーショートディスク

コバシローター

マスト+タイン+ウェーブローラリバーシブルプラウ

出典：北海道農政部技術普及課より

GNSSガイダンス
自動操舵装置

自動操舵装置（累計）
GNSSガイダンス（累計）

■北海道におけるGNSSガイダンスシステム等の
   出荷台数の推移（8社、道内向け）

（累計台数） （台数）

（年）
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4,500

3,000

1,500

0

25,000

20,000

6,000
13,830

20,710

2,360

1,990

※左記の設定で自動運転作業をした場合
　作業機 ： ロータリ　作業パターン ： 隣接耕うん  
　周り耕 ： 4周（最内周を自動運転）

出典：農林水産省「2020農林業センサス」



令和3年度(概算)の飼料自給率(全体)
は25%。このうち、粗飼料自給率は
76%、濃厚飼料自給率は13%です。
飼料自給率について、粗飼料におい
ては草地の生産性向上、飼料生産組
織の高効率化等を中心に、濃厚飼料
においては飼料用米の利用拡大等に
より向上を図り、飼料全体で34%(令
和12年度)を目標としています。

⑴国産飼料自給率の現状と目標

粗飼料の中でも牧草は、大家畜（牛）と畜産経営の基礎飼料で、濃厚飼料の効果を最大限に発
揮させる重要な役割を担っています。
粗飼料として利用される飼料作物は、主に、茎葉部分を飼料とすることを目的に栽培されて
いる作物で、青刈り作物、牧草、根菜類などがあります。

耕畜連携で、とうもろこしの二期作、牧草等ととうもろこしの二毛作を行う場合、耕起・播種・防除・収穫作業の期間短縮が必要です。

牧草の栄養収量が大きいと、濃厚飼料の給与量を削減することができます。
牧草は、地域に適合した品種選定・肥培管理・適期刈取りで、「濃厚飼料」並みの蛋白質とエ
ネルギーを持った粗飼料となります。
草地面積が不足している畜産経営では牧
草収量を確保するため、刈取り時期を遅
らせる傾向にあります。耕畜連携を推進
し牧草などの自給飼料面積の拡大に努め
ましょう。

⑴粗飼料として利用される飼料作物の種類と分類

⑴牧草の成長に合わせて搾乳する季節分娩方式（搾乳期間４月～12月）

⑵畑作農家の救世主はとうもろこしの輪作体系、酪農家の救世主は放牧

⑶濃厚飼料給与量（粉砕した子実とうもろこしを使用）

⑵牧草の「栄養収量」拡大に向けた刈取り適期（栄養収量＝栄養価×乾物収量）

作付面積は平成19年まで減少
傾向で推移。18年秋からの配
合飼料価格の高騰を踏まえ、
関係者が一体となり、飼料増
産に取り組んだ結果、飼料用
米や稲発酵粗飼料の作付拡大
などから、飼料作物の作付面
積が拡大傾向で推移。令和3年
の作付面積は、飼料用米の作
付面積の増加等により前年に
比べ増加しています。

⑵国産飼料の作付面積の現状

13

・2000年に北海道足寄町の開拓地の離農跡地を譲り受け新規就農者。
・ニュージーランドで4年間、放牧酪農経営の経験を生かし、中山間地域（傾斜地）の草地を活
用した持続可能な低コスト放牧酪農経営を確立。

栄養価の高い放牧草を食べることで、濃厚飼料（穀物）の給与量を減らすことが出来ます。
もともと、遺伝子組み換えでないとうもろこし飼料を探していて、道産子実とうもろこし（北海
道子実コーン組合 代表理事組合長 柳原 孝二氏）に出会い、2018
年より使い始め、放牧期間は道産飼料100％となっています。

一日一頭当たり、子実コーン約1.4㎏、ビートパルプ1.4㎏を、パー
ラー内の給餌機で搾乳をするときに、食べさせています。遺伝子
組み換えでない北海道産の穀物飼料を使うことで、畑作農家を応
援しています。

国内では実践例がほとんど見られない、季節分娩を取り入れた集約放牧酪農経営。
3～4月に分娩を集中させ、放牧草の成長に合わせて搾乳する季節分娩方式。
・放牧期間：4月下旬～12月下旬（5
月中旬～11月下旬は昼夜放牧、4
月下旬～5月上旬は昼間放牧）
・12月上旬～ 4月中旬までは簡易
ビニールハウス牛舎と草地パ
ドックでの屋外飼養が基本

北海道足寄町 ありがとう牧場 代表 吉川 友二 様

▲給餌機内の動産子実とうもろこし（粉砕）
　とビートパルプ

地域環境に貢献する酪農経営をモットーに、
国産子実とうもろこしを積極的に導入

酪農経営：放牧（季節繁殖搾乳牛：58頭、育成46頭)
               草地:70ha（うち、放牧専用地30ha、放牧・採草兼用地40ha）
 

牧場に暮らしている私たちが、
豊かな心を日々はぐくむ誓い

▲子実とうもろこしとビートパルプは
　バーラー内で給餌

▲外の飼料タンクに子実とうもろこし（粉砕）
とビートパルプを交互に入れ、パイプライ
ンでパーラー舎の給餌機へ

耕畜連携の拡大に対応した自給飼料生産・給与技術の提案提案4

国産飼料は、「粗飼料」と「濃厚飼料」に分けられます。特に「濃厚飼料」は多くを輸入に頼っています。粗飼料生産の国産100％（令和12年度目
標）と濃厚飼料の自給率向上を目指し、牧草や飼料作物の効率的な生産の機械化体系を提案します。

1

3

4

2

国産飼料の資源循環による畜産経営強化

国産飼料生産の現状と目標

とうもろこしの生産を省力化する機械化作業体系

国産粗飼料の生産拡大と牧草の刈取り適期

国産子実とうもろこしの利用事例（放牧・季節繁殖の酪農経営）

①出穂前に収穫すると栄養価は高いが、乾物収
量は低い。
②開花期に収穫すると乾物収量は高いが、栄養
価は低い。
③1番草を開花期に収穫すると乾物収量は増加
するが、エネルギー含量は低下し、2番草以降
の収量も低下する。

適期播種を可能にするショートディスクは、一度に、残
渣切断・混和・整地が可能（時速10㎞/h以上で作業し、
石地でも丈夫なディスク円盤）。

高精度バキューム方式により、種子の形状を問わず、
正確な一粒点播が可能。圃場の条件を選ばず、播種
深度をコントロールし、作業速度が速く省力化が可能。

自動操舵システムとカルチベータによる精密で
高速な除草作業は、子実とうもろこし等の有機
生産を可能とします。

良質な、とうもろこしサイレージや、イアコーンサイレ
ージの生産・調製の細断型コンビラップ
・サイレージがカビにくい。
・長期間、良好な状態で安定的に給与が可能
・ロール形状で給与作業や移動等の作業が楽

出典：飼料をめぐる情勢（令和4年12月）より

生育熟期の進行

生
産
量

栄養価（TDN）の動き 乾物生産量

可消化養分生産量

出穂前 開花期出穂期

収穫適期

▲バキュームシーダ ▲スタブルカルチベータ＋自動操舵システム（トプコン） ▲細断型コンビラップ（定置式）▲ショートディスク（クバンランド）

青刈り作物  

イネ科牧草

マメ科牧草

…チモシー、オーチャードグラス、イタリアンライグラス、
   ペレニアルライグラス、ローズグラス、トールフェスク 等

…シロクローバ、アカクローバ、アルファルファ、レンゲ

根菜・果菜類

野草

樹葉

農場副産物
作物副産物茎葉類（乾）……ラッカセイの茎葉、カンショツル 等

作物副産物茎葉類（生）……カブの葉、キャベツ（外葉）、ビートトップ 等

わら類………………………稲わら、麦わら、大豆稈 等

……飼料用カブ、飼料用ビート、飼料用カンショ 等

……シバ、ススキ、ササ、ミヤコグサ、スズメノヒエ、カモジグサ、ヨシ、クズ 等

……ニセアカシア、ギンムネ、桑

……青刈りとうもろこし、ソルガム、飼料用稲、青刈りエン麦、ライ麦 等

牧草

栄養価（TDN）：可消化養分総量。 飼料のエネルギー含量を示す単位のひとつで、飼料中に含まれる家畜家禽によって消化吸収される養分量を合計したもの。
出典：農研機構 畜産研究部門 畜産飼料作研究領域 小林寿美氏の「自給飼料について」のパワーポイントから作成

飼料自給率の現状と目標

出典：農林水産省「作物統計」、「耕地及び作付面積統計」、「新規需要米生産 集出荷数量」、
「新規需要米の都道府県別の取組計画認定状況」注:収穫量は飼料課で推計

全国の飼料作物作付面積及び収穫量の推移

作
付
面
積（
万
ha
）

104.6 98.0 94.5 90.6 89.6 89.5 89.7

4,485
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3,803 3,852 3,846
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収
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N 

ト
ン
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89.4
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90.0
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40.0
30.0
20.0
10.0
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3,000

2,000

1,000

89.1 88.9 88.5 88.5

H2 7 12 17 22 27 28 29 30 R1  2 3

飼料作物收穫量
うち牧草等収穫量

牧草等面積
飼料用米面積

輸入
87％
国産13％

輸入
85％
国産15％

飼料全体 25％ 34％

国産
100％

輸入24％

国産
76％

（令和３年度概算） （令和12年度目標）

（令和３年度概算） （令和12年度目標）

（令和３年度概算） （令和12年度目標）濃厚飼料

粗飼料
●乾草
●サイレージ
　牧草、青刈りとうもろこし、
　稲発酵粗飼料（稲WCS）
●放牧利用
●稲わら
●野草（林間地等）

●穀類
  （とうもろこし、飼料用米等）
●エコフィード
  （パンくず、豆腐粕等）
●糟糠類・かす類
  （ふすま、ビートパルプ、
  大豆油かす、菜種油かす等）
●その他（動物性飼料、油脂等）



野菜作の機械化推進と提案

導入事例の紹介

野菜の生産動向

ハンドルを自動制御し、設定された経路を自動走行でき、
非熟練者でも熟練者と同等以上の精度、速度で作業が可能。
本システムは、人工衛星からの信号を受信し、地上で補正（直
接、移動基地局、固定基地局、1台ごとのVRS受信）し、既存ト
ラクタにモニタ等を設置するものです。誤差が少なく直進性
が高まり、軌跡を保存でき作業機に反映（植溝掘り、カルチ、
防除、収穫、排水対策）、自動旋回も可となり、省力・軽労化に
つながります。

えだまめの収穫作業が
1台でスピーディに。
収穫ロスを減らすため
フィードチェーンのテン
ションや脱莢ブレード間隔
及びトウミの風量の調節が
可能、搬送ベルトにえだま
めをスムーズに搬送、土塊
付着軽減のため引抜下部の
根の通過スペースを十分に
確保、土落としブレードの
採用など、より高精度に収
穫作業ができます。

たまねぎ栽培のコストダウンと省力化に貢献。
主な注意点は、①播種開始は移植の播種適期より半旬から１
旬遅らせて播種晩限は20日から30日間、②高温乾燥で出芽
率低下、大雨により溝
が崩れたり固まると
出芽困難、③黒ボク土
が適、砂土は除草剤の
薬害、粘質土は砕土性
が悪く出芽不良リス
ク、④玉揃いが劣るリ
スク、⑤直播栽培に使
用できる登録除草剤
の効果・薬害等の注意
事項の確認、です。

べたがけ栽培の拡大や有機農業で活用可能。
展張作業能率は、2名作業で26～37分/10a、回収作業能率は、
能率優先作業では46.3分/10aで、いずれも延べ作業時間では
4人名作業の人力と同程度となっています。人力と比べ2名で
作業が行えます。
作業時に不織布を
引きずらないこと
で不織布や作物の
損傷軽減が期待で
き、塩ビパイプに
巻き取ることで収
納や再利用が容易
になります。

操作性・機能性がアップしたGPSガイダンスシステム。
音声ガイダンス機能を搭載した新型機。CPU機能アップによる
滑らかな画面操作が可能で、重複散布の削減ができます。肥料
が高騰している中、散布幅の見える化で肥料・農薬の削減に貢
献します。スマート農業の入り口になります。誰でも気軽にス
マート農業、セカンドトラクタにもお勧めです。

野菜産出額は2兆2,520億円で農業総産出額の1/4を占めていま
す。畜産、米とともにわが国の農業を支える大きな柱です。野菜産
出額を品目別でみると、実にさまざまな品目が生産されているこ
とがわかります。

野菜の生産は、主に主業農家に担われていますが、農業従事者の減少・高齢化の進行により、現在、従事者の約4割が65
歳以上です。また、野菜の生産では機械化が遅れており、特に収穫、調製・出荷の作業に多くの労働時間を要しています。
昨今では野菜に取組む新規就農者も多く、機械化の推進による省力・軽労化への気運が高まっています。

出典：農林水産省 
「生産農業所得統計」

■農業総産出額と野菜産出額の品目別割合

農業総産出額
8兆9,557億円
（2020年）

畜産
36％

野菜25％

米
19％

その他
20％

バトンタッチ時、
より株元に近い箇所へ
挟持し直す

フィードチェーン搬送方向

クボタアグリガイダンスKAG２

自動操舵システムは2年前に導入しました。ながいもの春のト
レンチャー作業が自動で低速でも真っすぐにできます。その
軌跡をシステムが記憶していて、秋にはトレンチャーと同じ
溝を収穫機が掘っていくので、楽だし、いもに傷もつきにくい
です。また、ブームスプレーヤの後進での散布作業は難しいで
すが、これはハンドルを手放しても作業ができます。

自動操舵の記憶機能で耕起・防除・収穫も快適
青森県十和田市　仁和 勝千代 様

▲トプコン自動操舵システムを使った
　まっすぐな収穫作業

▲ドローン組合、AD（アランドローン）-4を結成
　（盛田さんは右から2人目）

ドローンは今年の夏に導入しました。4人でド
ローン組合「AD（アランドローン）-4」を組織
して、ながいも防除に利用しているほか、水稲
防除も受託しています。感想は一言でいえば
最高ですね。バッテリ5台で1日4ha防除でき
るし、少々風が強くてもしっかり下葉にも薬
剤がかかります。今後は、緑肥の種まきや水稲
の除草剤散布にも取り組みます。

ドローンは、ながいも防除に最高です
青森県十和田市　盛田 繁美 様
経営面積：ながいも2.3ha、にんにく2ha、ごぼう1ha、
　　　　　水稲防除受託8ha

経営面積：ながいも4.6ha、水稲3.5ha
　　　　　繁殖牛18頭

⑴自動操舵システム

⑶えだまめコンバイン

⑷たまねぎ直播機

⑸不織布展張・巻取機

⑵GPSガイダンスモニタ

21.6［20.6％］

■10a当たりの品目別労働時間［収穫以降の割合］

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

白ねぎ
ほうれんそう

レタス

にんじん
ブロッコリー

だいこん

キャベツ
はくさい

たまねぎ
水稲

育苗～管理
収穫～調製
梱包～出荷
その他

10a当たり労働時間（hr)

84.4［60.2％］
87.9［65.5％］
100.8［67.5％］ 

123.3［69.8％］
125.1［62.0％］
131.3［58.9％］

293.6［74.9％］
220.0［85.8％］

62.9［47.3％］

出典：農林水産省
野菜：2020年営農類型別経営統計確報
　　　※ブロッコリーは2012年「営農類型別経営統計＜個別経営＞」の数値
水稲：2020年農産物生産費統計確報
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高収益な農業生産を実践する園芸作物生産技術の提案提案5

ながいものトレンチャー耕・防除・収穫（トプコン自動操舵システム）
1

ながいもの防除（ドローン T30K）
2

野菜の軽労化・効率化を目指した機械化提案

1

2

3

野菜作において、農業経営体の経営規模が拡大してきており農作業の効率性が求められているほか、国が策定した「みどりの食料シ
ステム戦略」の中で化学農薬や化学肥料の使用低減等持続性の高い技術の推進も急務となっています。このため、農作業の軽労化・高
能率化とともに持続性の高い生産に向けた野菜作の機械化を提案します。

⑴わが国の野菜の産出額 ⑵野菜における機械化推進の重要性

いちご8%
（1,809億円）

きゅうり6.7%
（1,507億円）

キャベツ4.6%
（1,044億円）

ほうれんそう3.7%
（837億円）

なす4.1%
（919億円）

だいこん3.5%（795億円）

にんじん（578億円）
ブロッコリー（512億円）
はくさい（475億円）
やまのいも（417億円）
えだまめ（401億円）
さといも（344億円）
ごぼう（282億円）
にんにく（204億円）

レタス3.3%（741億円）

ねぎ6.9%
（1,545億円）

たまねぎ4.3%
（958億円）

トマト9.9%
（2,240億円）

その他45%（1兆125億円）

野菜産出額
2兆2,520億円
（2020年）

1本飛ばし作業も可能！
旋回時間も短縮できて効率アップ！

GNSSガイダンス

自動操舵補助システム

スマートフォン

GNSSアンテナ

プロバイダ

VRS
（VRS-RTK）

GPS他衛星

補正情報

位置情報 高精度作業

●超低速作業に対応
●ハンズフリー走行
●作業の効率アップ

X35 X25

AGS-2

AES-35

■新規就農者のうち、新規参入者の部門別割合

出典：2020年新規就農者調査部門別新規参入者数
※新規参入者とは、土地や資金を独自に調達し、調査期日前1年間に
　新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者をいう。

■稲作
■畑作
■露地野菜
■施設野菜
■果樹
■花き
■その他作物
■畜産
■その他

0.6%2.5%
3.3%

5.6
%

18.4%

13.7%
5.3%

露地野菜
31.0%施設野菜

19.6%

トプコン自動操舵システム
X25/AGS2-SET-KAC, 
X35/AGS2-SET-KAC

XD
※セット販売
  限定商品

出典：令和3年度全国農業システム化研究会成績書より（鹿児島県、レタス及びバレイショ）

AGS-2

トプコン自動操舵システム
XD/AGS2-SET-KACH
シンプル&低価格モデル



日本の園芸技術は、野菜等の出荷時期を延長するため、
ビニールトンネルや雨よけ施設から温室へ、さらに天候
に左右されず安定供給を確保するために、温室内の環境
を制御できる装置の導入へと高度化を推進しています。

施設栽培が大半を占める
トマトについて、日本と
オランダを比較。オラン
ダは、養液栽培や炭酸ガ
ス施用の普及、さらにコ
ンピュータによる環境制
御技術により収量は飛躍
的に増加。日本は微増に
とどまっています。

⑴施設栽培の収量
　向上比較

Hamirusは、作物上部に設置した「しおれ
監視カメラ」で一定時間ごとに植物の画
像を撮影。AIの画像処理結果に基づいて
かん水のタイミングを判断し、生産者が
任意に設定したしおれ基準になると給液
装置にかん水を指示する最新のかん水制
御システムです。
人の眼以上に正確に制御できるHamirus
は、かん水管理が非常に重要な高糖度ト
マトの栽培において農家の働きを変える
存在となります。

クボタでは新規就農者や複合経営に取り組むお客様、企業参入など経験
の有無に関わらず幅広い商材で、施設園芸に取り組みたいお客様のニー
ズに応えます。

栽培品目、方式、立地、気象条件等によりお客様に必要な栽培空間を構築
します。「アーチ屋根」「角屋根」「H鋼大型」の3タイプを揃え、栽培システ
ムや設備と合わせて設計、提案いたします。

⑴ハウス

⑵栽培システム

⑵環境制御の高度化

出典：オランダ「FAOSTAT」、日本「野菜生産出荷統計（冬春トマト）」より作成 出典：農林水産省「施設園芸をめぐる情勢」令和4年4月より作成

収量の
飛躍的増加

収量は
微増で推移

トマトの収量の推移（10a当たり）
［飛躍的に収量が増加した要因］
●養液栽培の急速な普及
●施設構造・整技法の改善と
　これに適した品種改良
●炭酸ガスの施用
●コンピュータによる環境制御
　技術が進展（1985年）
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温室 42,164ha

日本の温室
設置面積
（H30）

ガラス
温室
1,595ha

ハウス
40,569
ha

1973 1985 2006 2018

オランダ

日本

完全人工光型
植物工場 29ha

複合環境制御装置
のある温室 1,134ha

複合環境制御装置の
ない温室 41,030ha

①うち加温設備のある温室
　17,388ha（温室全体の41.2％）
②うち炭酸ガス発生装置のある温室
　1,742ha（温室全体の4.1％）
③うち養液栽培施設のある温室
　1,927ha（温室全体の4.6％）

Hamirusを導入したことで、実感したのは、かん水の省力化により、
その他の作業に注力できることです。かん水にかける時間が大幅に
減り、芽かきや葉かきなどの作業により集中できるようになりまし
た。しかも、タッチパネルなので操作が楽です。急遽手動でかん水し
たい時も簡単に変更できます。私は栽培管理が担当のため、常にトマ
トの状態が気になるのですが、スマートフォンで状況を確認するこ
ともでき、休みの時でも確認できるのはありがたいです。

前から、他のCO₂施用機や温度管理システムなどを導入していまし
たが、手作業での水管理や、複数機械を操作することが大変だった
ため、温度・湿度・かん水・施肥管理などを一貫して設定できるハ
ウスナビ・アドバンスを導入しました。
トマト栽培は繊細な環境管理が必要です。日中はハウス内で作業が
できますが、夜は自分も睡眠を取らないといけないため、一日中ハ
ウスにいるわけにはいきません。ハウスナビ・アドバンスを導入す
ることで、設定をきちんと行っておけば、夜間にも機械が管理をし
てくれるので軽労化にも貢献できます。また、こまめな管理により
カビ等の病気が防げたことは大きなメリットですね。

栽培管理に無くてはならない存在

統合環境制御による管理で
増収の手応えを感じました

フイルム栽培 ポット養液栽培 水耕栽培プラント

高糖度トマトに特化した
ブランドづくりに

あらゆる作物の栽培が可能。
空きハウスの有効利用に 葉物野菜の周年栽培に

▲制御盤の操作は見やすく簡単
です

▲遠隔でもスマホでいつでもか
ん水状況を把握できる

アイメック ANSポット栽培 里山村水耕栽培

●しおれ基準のタイミングは生産者が自由に設定でき、高品質重視や収穫量重視等、目的に応じたかん水が可能です。 
●常に作物を監視する必要がなくなり、従来生産者が行ってきたかん水管理を「省力化」しながら再現できます。
●目が行き届かなければ生じやすいしおれの見過ごしを回避できることで減収や品質低下を防げるようになり「安定生産」ができます。
●植物の状態や天候を気にする精神的な負担の軽減や、データの蓄積により従業員の方に数値を用いた具体的なかん水指示を行えます。

Hamirus導入によるメリット

※アイメック栽培より適用開始。順次適用拡大を予定。

▲しおれ基準を下回ったタイミングでかん水を実施。
　しおれ程度は、目で判断できないレベルでも判別可能

高収益な農業経営を実現する園芸作物生産技術の提案提案5

施設栽培の収益性を向上させるため、温室内の環境制御を高度化させ、作物の高品質化・高収
量化を実現する栽培システムと設備類の提案をします。

　千葉県旭市 近藤 慶裕 様    トマト栽培：70a

　沖縄県糸満市 クボタファーム糸満 新垣 様    トマト栽培：20a

②ハウスナビ・アドバンス

①Hamirus（アイメック栽培のかん水制御に活用）

施設園芸の現状と課題

農家の働き方を変える最新技術

安定生産を支える最新設備

導入事例の紹介 (ご利用者の声)

高収益で安定的な施設園芸生産技術

1

2

3

4
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温度、湿度、CO2など植物にとって
最適な環境をつくります！

統合環境制御盤
ハウスナビ・アドバンス

CO2施用機 
CG-1000

暖房、冷房、送風の1台3役
ハウス用エアコン

ヒートポンプ空調 ぐっぴーバズーカAIかん水施肥ロボット ゼロアグリ

乾燥時の加湿（飽差制御）に！
夏場の冷却に！

細霧冷房システム 
ドライフォグシステム

つるすだけでできる、
環境モニタリング＆病害予測

環境モニタリングシステム 
プランテクト

⑶設備

性能・設置・コスト導入しやすさを
追求したCO2施用機

AIで節水・減肥や省力化を実現

COOOO22222222施施施施施施施用機施施

※坪数は面積の目安

軟質フィルム 硬質フィルム硬質フィルム片天
片天

低コスト
耐候性ハウス

両天

アーチ屋根
個人～中規模農家（100～ 300坪※）

角屋根
企業、大規模農家（300～ 1200坪※）

H鋼 大型
強風or豪雪地域、畜産農家（300坪～※）

「みどりの食料システム戦略」に貢献

肥料
削減 CO2

削減
農薬
削減



2

3

ぶどう・なし等の棚下での長時間作業がラクになります。 品質と収量の安定化のため、除草作業と病害虫防除が効率的に行えます。

▲地元で製造される和菓子
　「栗きんとん」などに原料
　として使用されるクリ

クリ栽培において、夏場の防除作業は大
変重労働で命懸けです。従来の防除作業
は動力噴霧器4台を使用、各3人チーム
で作業を行い、暑い夏場にカッパとマス
クをして、重い高圧ホースを引っ張って
傾斜のきついクリ園を行ったり来たり
して行う作業はとても大変でした。
ドローンの「果樹モード」で自動飛行を
行うことで、クリ園での防除が従来より
楽にでき、労力と時間を削減できました。

岐阜県恵那地域は、県下で
一番大きなクリの産地で
すが、農家の高齢化や労働
力不足が深刻化しており、
生産体制の維持や技術の
継承が急務となっています。そこで産地の維持・発展を目指して
「新たな農業支援サービス、スマート商流及び新たな生活様式に対
応した果樹産地の発展モデル構築の実証」に取り組みました。
実証1年目（令和3年）は、スマート農機の活用により、施肥、除草、防
除、収穫作業時間は、岐阜県経営モデル指標と比べて、36％削減で
きました。2年目（令和4年）は、ドローンで、高低差があるクリ園で
の果樹連続自動航行散布の手法を確立するなどで、作業時間が約
70％削減になりました。

（「クリから始まる果樹産地発展モデル実証コンソーシアム」への取材により作成）

高低差が激しいクリ園の防除に
ドローンの「果樹モード」で省力・軽労化を実現

夏場の大変な防除作業がドローンの導入で
かなり楽になりました
岐阜県恵那市　株式会社 えな笠置山栗園　各務 一彦 様
経営面積：クリ20ha

●直進アシスト機能付トラクタ ●リモコン式草刈機 
●測量用ドローン ファントム4RTK ●農業用ドローンT20K 

0
10
20
30
40
50
60
70

▲測量用ドローン（左上）でクリ園をセンシング。農業用ドロー
ンの「果樹モード」で自動飛行による精密な散布を行う。

収穫・運搬のための軽労化や商品を加工・販売することで、ムダをなくして収益向上が図れます。

16

中山間地・傾斜地の果樹園でも、排水対策や深耕などの様々な作業ができます。

高収益な農業経営を実現する園芸作物生産技術の提案

日本の果樹は、極めて高品質で美味しいとの評価があり、輸出も拡大しています。
一方、機械化が進まず、重労働という課題があり、軽労化技術を中心に提案します。

提案5

0

25

50

75

100

スマート農機利用による作業時間比較
（令和3年）

ドローン防除の作業時間比較
（令和4年）

実証区
（令和3年）

実証区
（ドローン）

岐阜県経営
モデル指標

対象区
（動噴）

本実証課題は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」（事業主体：農研機構）の支援により実施されました。

60.3

18.7

36％
削減

約70％
削減

（
時
間
/
10
a
）

（
分
/
10
a
）

スマート農機を
利用しない作業
33時間

58.6

92.0

果樹栽培の省力・軽労化技術と機械化体系

果樹産地の発展モデル構築の実証事例

排水対策・深耕・改植などの作業に大活躍！

深さ60㎝の穴掘り作業が、約30秒でできる！ 深層施肥溝掘りや、
苗木の苗床づくりに！

運搬作業時の腰の負担が楽になる！

収穫・運搬作業の重労働を省力化！

安定した場所からラジコン操作。
快適な草刈り作業を実現！ 安心・安全で確かな防除作業へ！棚下作業の負担を軽減！

夏の作業を
快適に！

超幅狭仕様トラクタにより防除作業がラクに行える！ドローンで薬剤散布。さらにラクに、効率的に！

果樹園や棚下作業も行える
低床仕様トラクタ

樹幹から根群が発達す
る地点に堆肥を充填す
ることで、樹勢回復や土
壌中層改善ができ、堆肥
も有効に利用できます。

トラクタ幅を超えないコンパ
クトな150Lタンクを搭載し、
防除作業がラク
に行えます。

※写真で使用している製品は従来機（ARM-1）です。

▲空調服

糖度（酸度・内部障害度）をカンタン測定！

※この写真はイメージです

1 果樹栽培の現状

果樹は他栽培と比べ、管理・収穫など精密な作業（特に手作業）に、多くの労
働時間を要します。ぶどうやなしは、棚下での「整枝・剪定」「受粉・摘果」「管
理・袋掛け・除袋」などの作業が多く、きつい労働をしいられます。

⑶果樹は管理作業労働が過重
日本の果実は、高い品質がアジアを中心に評価
され、輸出額は近年増加傾向で推移しており、
2021年は約263億円になっています。

⑵輸出の拡大
生産者の高齢化等により果樹の栽培面積や収穫量は
減少していますが、価格の上昇等もあって産出額は
増加傾向にあります。

⑴国産果実の産出額は増加傾向

（年）

その他

香港
台湾

主な国別の果実の輸出額の推移

出典：農林水産省「果樹をめぐる情勢」令和4年11月より作成
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263 主要果樹・米の作業部門別労働時間（10a当たり）

22

208 

214 

241 

315 

349 

429 

米

みかん

かき

りんご

もも

なし

ぶどう

育苗
耕うん・施肥
播種・定植、整枝・剪定
除草・防除
受粉・摘果
生育管理
収穫・調製
包装・荷造り
搬出・出荷・販売
経営管理・間接労働

出典：農林水産省「果樹をめぐる情勢」令和4年11月より作成
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

青果物に近赤外光を照射。青果物を通った
近赤外光の波長（透過光）を計測し、糖度
（酸度・内部障害度）を計測。

近赤外分光分析の仕組み

※イメージ図

透過光
入射光

透過光 入射光

分光
分析

透過透

▲デスクトップ型
　K-SS900LC

▲高所作業機
　MFH-P301EK

▲モバイル型
　K-BA800

▲ミニバックホー(超低騒音仕様)

◀ホールディガー
　SHS-31A

◀防除作業機
    UN1501SP

▶超幅狭トラクタ
　JB13XN（M）

▲ラジコン草刈機
　ARC-501

▲スピードスプレーヤ
　3S-C624P

▲腰部サポートウェア
　ラクニエ

▲クボタアシストスーツ 
　ラクベストARM-1D

▲充電式剪定はさみ
　PA-SJ301-BCK

▲バッテリー式チェンソー
　MCV250BT

▲左からぶどうの剪定、ぶどうの摘粒

▲左からなしの摘果、なしの摘蕾

▲自走トレンチャーNF-843LH-Ⅱ

▲NB21FKMARF14B

▲電動剪定はさみ
　F3015 

▲チェンソー（バッテリー）
　BCS510T/25SC25

▲高所作業機
◀高所作業機
　MFH-P262

▲電動作業台
　KWE102

▲農業用ドローンT30K

▲農業用ドローンT10K

圃場整備
収
穫・

調製

除
草・防除管理

作
業

機械化で
生産性・収益性
アップ

（年）

出典：農林水産省「果樹生産出荷統計」および「生産農業所得統計」各年次より作成
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GAP Japan2022
「GAP普及大賞」を受賞!

ICT活用や栽培新技術による
効率・低コスト化の未来農業の提案

1

2

産地づくり

販路確保・
農産物流通

規模拡大・
低コスト化

高付加価値
施設栽培

地域活性化 6次産業化
次6

17

クボタグループでは、日本農業を支える経営モデルの構築と発信、農産物の需要拡大による農村の所得向上等を目指して、
農家様や関連機関の皆様と連携を図りながら、さまざまな取組を展開しています。

新商品「グルテンフリー玄米ラーメン」発売
2022年4月より、新商品のグルテンフリー玄米ラーメン
を発売開始しました。熊本県産の玄米を使用し、玄米の栄
養をまるごと含んだグルテン
フリーの玄米ラーメンは本格
的な豚骨スープ(グルテンフ
リー、特定原材料7品目不使
用）付き。ゆで時間はおよそ2
分、細麺でもっちり美味しい
玄米ラーメンです。

グルテンフリーの玄米パスタがリニューアル
2022年4月より、グルテンフリー玄米パスタがリニュー
アルしました。従来の玄米パスタから原材料の配合と製
法を変え、なめらかな口当たりとアルデンテ感がある
もっちり食感のパスタになりました。これらの商品を通
じて、お客様の健康と日本のコメの消費拡大に貢献して
まいります。

⑵玄米ペースト事業

旬の美味しい食材だけでなく、
形が不揃いで市場流通できず
お困りの生産者の農産物や、
新規就農や耕作放棄地活用な
ど様々な壁に挑戦する生産者
の農産物を積極的に販売して
います。
その他、クボタ主催のイベン
ト、社員食堂、カタ ログギフ
ト等、クボタグループのネッ
トワークを活かして生産者の
販路拡大を応援しています。

⑶農産物の通信販売事業

※玄氣堂店舗や通販サイトでご購入頂けます（通販サイトは「玄氣堂 通販」で検索下さい）。

クボタでは国内クボタグルー
プ従業員約26,000名を対象
に産直サイト「クボタべっぴん
ふぁーむ」を運営しています。

▶グルテンフリーの玄米ラーメン

◀グルテンフリーの玄米パスタ

◀
産
直
サ
イ
ト「
ク
ボ
タ
べ
っ
ぴ
ん
ふ
ぁ
ー
む
」

農産物の需要拡大等に向けたクボタの取組

トータルソリューション提案を実践するクボタファーム

生産者と連携した農産物の需要拡大の取組

GAPの
取組

未来農業
への取組

クボタファームでは、アグリロボトラクタや直進
キープ機能付田植機、食味・収量センサ付コンバ
イン、KSAS、KSAS乾燥調製システム、WATARAS
（ほ場水管理システム）等のICT技術を活用した
最新機器や、新技術・新品種を導入・実践してい

ます。それらを
活用した、効率・
軽労・低コスト
化の農業を担い
手の皆様に提案
しています。

南東北サンシャインファーム

おれん家農園

NKファーム村上

クボタファーム紅農友会

FKKファーム

FKKファームかほ

がっこうのイチゴ園 財田上

MKファームこぶし

アグリ中九州

NKファーム新潟

クボタeファームやぶ

クボタ
eファームみき

クボタファーム糸満

クボタは、トータルソリューション提案で日本農業が抱える「経営課題」の解決を目指します。
日本農業と共に歩んできたクボタの総合力を活かし、持続可能な未来農業を担い手の皆様に発信します。

これまでクボタファームでは、適切な農場運営によ
る労働環境の改善や作業効率化による経営改善、
安全安心な農作物の生産・提供を目的に、GAPの
認証取得に取り組んでまいりました。この度、クボ
タファームの認証取得が進んだことに加え、クボタ
による農家様へのGAP普及活動が多面的・総合的
に評価され、GAP Japan2022「GAP普及大賞」を受
賞いたしました。JGAP推奨システムに認定されて
いる「KSAS」を活用したGAP導入の紹介、クボタHP
上での掲示物・モデル帳票の提供、GAP指導員によ

る認証取得指導など、
これからも皆様の
GAP取組をサポート
して参ります。

地域農業活性化の
ための産地化提案

地域内連携による
活性化

生産と販売の連携
による販路拡大

▲冬場の水田活用に
　たまねぎを提案

▲学校の跡地を活用した
　いちご園の運営

▲おれん家農園の商品
　を消費者へお届けす
　る“おれん家ふぁ～む”

コロナ禍による世界的な物流網
の混乱を受け、2021年は、モン
ゴル・ベトナムへの輸出は減りま
したが、前年と比較して128％と
なる5,206トンを輸出しました。
2023年も更なる輸出拡大に取
り組んで参ります。

⑴輸出実績

⑵みちのくクボタ・青森県立柏木農業高校が協業で米輸出へ

⑶その他トピックス
更なる販路拡大に向け現地販社の精米設備を増強

※モンゴル・ベトナム向けは
　株式会社新潟農商が実施

▲シンガポールの第1ライン

◀積み込みの様子

▲栽培した米を海外へ輸出するための出発式

柏木農業高校は国際的な農業経営者の育成
に向け、2019年からグローバルギャップ認証
を取得し教育に取り入れています。2022年か
らは、農産物の海外流通教育の実践として米
輸出の取組を開始、
農業の未来を担う高
校生を応援して参り
ます。

アフターコロナを見据えて、香港・シンガポール両現地
販社の精米設備増強工事を2022年11月に実施、稼働
開始しました。これにより両拠点の能力は、約3,000ト
ン/年→約4,000トン/年に拡大、更なる販路拡大に向け
た営業活動強化を図って参ります。

電動・ハイブリッド化や燃料電池化など、動力
の脱炭素化に向けた研究開発に挑戦。

生産性向上を継続し、燃料
転換や再生可能エネルギー
の導入などを通じ、さらな
るCO2排出削減に挑戦。

スコープ3※排出量の抑制

スコープ1，2※排出量の抑制 設計・開発段階で製品環境アセスメントを実施し、原材料の調達から製品の廃棄まで、製
品のライフサイクル全体での環境配慮を推進しています。環境配慮性の高い製品は、「エ
コプロダクツ」として社内認定し、その拡充に取り組んでいます。

環境負荷ゼロに挑戦しながら､
｢食料・水・環境｣分野で
カーボンニュートラルで

レジリエントな社会の実現に
貢献します。

■環境ビジョン実現に向けたクボタの取組例

2023年4月より欧州で
コンパクト電動トラクタ
「LXe-261」の
有償長期レンタルを
台数限定で開始

■環環境配慮製品・サービスの拡充 

◎2021年度
　エコプロダクツ
　認定製品（一例）

環境ビジョン

2050年に向けて
環境面からのありたい姿

※事業者の活動に関連する他者や客先でのCO2排出

※スコープ1：事業者自らによる直接排出、
※スコープ2：事業者のエネルギー使用に
　ともなう間接排出

堺製造所では、ガスコージェネ
レーションシステムを導入し、
CO2排出量を削減

工場屋根に設置した太陽光発
電システム（中国）による発電

環境経営への取組トピックス

2017年

■香港 ■シンガポール ■モンゴル・ベトナム※
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クボタグループ輸出量の推移
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4,052
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2021年

5,206
2,732

2,394

80
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力 2
コ
「
有
台

導入 、 電 テム（中国）

トラクタ
M6 Utilityシリーズ
M6-101 Utility（欧州） ミニバックホー U-30-6α

ガスエンジン
WG3800-E5シリーズ
WG3800-L-E5C-BB（北米、欧州）

〔認定のポイント〕

排出ガス規制対応

〔認定のポイント〕

排出ガス規制対応

〔認定のポイント〕

排出ガス規制対応

4,500



クボタからお客さまへの クボタからお客さまへの クボタからお客さまへの

さらに詳しくお知りになりたい方は、

Webサイト

「クボタからの営農提案」

クボタからの営農提案は、農家や地域の皆さ

ま方のニーズを把握し、課題を設定して、 そ

れぞれハード、ソフト両面から課題解決の提

案をするものです。 ぜひ、ご精読いただき、農

家の皆さま方の抱えておられる課題の解決

に向けて、お役立ていただきますようにお願

い申し上げます。

クボタからの営農提案

クボタスマート農業ビレッジ
のHPがご覧いただけます
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