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ほ場管理
システム

自動走行
可変施肥
収量ﾏｯﾌﾟ

水管理
システム

環境制御
鳥獣害
対策

ドローン
搾乳

システム
給餌

システム
その他

1 水田作
GNSSガイダンスシステム等の導入による農作業の効率
化

北海道 ●

2 水田作 ドローン散布機の導入による水稲管理作業の省力化 北海道 ●

3 水田作
直進キープ機能付田植機と密播技術の導入による水稲
栽培の省力化

北海道 ●

4 水田作
ほ場管理システムの導入による水稲作業の効率化と安
定生産の実現

青森県 ● ● ●

5 水田作
ほ場管理システム等の導入による水稲栽培経営の効率
化

宮城県 ● ● ● ●

6 水田作
ほ場管理システムと食味・収量コンバインの導入によ
る作業の効率化と水稲の収量・品質の向上

茨城県 ● ●

7 水田作
ほ場管理システムの導入による効率的なほ場管理の実
現

埼玉県 ●

8 水田作
ほ場水管理システムの導入による水田の水管理作業の
省力化

千葉県 ●

9 水田作
ほ場管理システムの導入によるほ場管理の適正化及び
経営の効率化

新潟県 ●

10 水田作
ほ場管理システム､自動操舵田植機､ドローン導入によ
る作業効率化

福井県 ● ● ●

11 水田作
水田センサーシステムの導入による省力的な酒造好適
米の高品質化

長野県 ●

12 水田作
農薬散布用ドローンの導入による水田防除の省力化の
実現

長野県 ●

13 水田作 ドローンの導入による防除作業省力化の実現 岐阜県 ●

14 水田作
クラウド型生産管理システムの導入による情報の見え
る化と共有

岐阜県 ●

15 水田作
ドローンを活用したマルチスペクトル生育診断による
米の品質向上

三重県 ●

16 水田作 直進キープ機能付田植機の導入による作業の高精度化 三重県 ●

17 水田作 水管理システムの導入による無農薬米生産の効率化 兵庫県 ●

18 水田作
営農管理システム、ドローンの導入による作業の効率
化、技術の高位平準化

鳥取県 ● ●

19 水田作
農薬散布用ドローンの導入による集落単位での水稲共
同防除の実践

島根県 ●

20 水田作
中山間地でのドローン導入による水稲の省力的・効果
的防除

岡山県 ●

21 水田作 集落営農法人連合体によるドローン防除事業の展開 山口県 ●

22 水田作
水田センサー等を活用した水稲栽培管理の省力化とブ
ランド力の維持・向上

高知県 ● ●

技術分類
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23 水田作
営農管理システムと対応農機の導入による水稲の生産
性向上

高知県 ● ● ●

24 水田作 ドローン導入による中山間地での水稲防除体制の強化 長崎県 ●

25 水田作
圃場管理システム導入による中山間大規模水田農業経
営の効率化実現

大分県 ● ●

26
水田作
畑作

自動操舵システムとほ場管理システムの導入による経
営改善

岩手県 ● ●

27
水田作
畑作

農薬散布用ドローンの導入による適期防除と作業時間
の短縮

福井県 ●

28
水田作
畑作

RTK-GNSS基地局の設置による自動運転農機の導入基盤
整備

島根県 ●

29
水田作
畑作

ほ場管理システムと食味・収量コンバインの導入によ
る経営の効率化

福岡県 ● ●

30
水田作
畑作

農薬散布用ドローンの導入による作業の効率化 佐賀県 ●

31
水田作
畑作

ほ場管理システム等の導入による作業の効率化 佐賀県 ● ●

32
水田作
畑作

総合営農管理システムの導入による農作業データの可
視化・共有化の実現

熊本県 ●

33 畑作
GNSSガイダンスシステム及び自動操舵システムの導入
による作業効率の向上

北海道 ●

34 畑作
GNSSガイダンスシステム等の導入による作業時間の短
縮及び作業精度の向上

北海道 ●

35 畑作
GNSS自動操舵システム等の導入による生産コストの削
減

北海道 ●

36 畑作
GNSSガイダンスシステムの導入による農作業の効率
化・省力化

北海道 ●

37 畑作
GNSS自動操舵装置と貯蔵庫自動管理システムの導入に
よる馬鈴しょ生産の省力化と品質管理の高度化

北海道 ● ●

38 畑作
パワーアシストスーツの導入によるすいか収穫作業の
軽労化

秋田県 ●

39 畑作
生産管理システムの活用による冷凍野菜等の計画的な
生産、加工、販売

宮崎県 ●

40 施設園芸 ＩＣＴ制御によるキュウリの安定生産と軽労化 福島県 ●

41 施設園芸 統合環境制御盤の導入によるイチゴの収量・品質向上 福島県 ●

42 施設園芸
環境制御技術導入による長期越冬どりトマトの収量・
品質の向上

茨城県 ●

43 施設園芸
自動・局所炭酸ガス施用システムの導入によるいちご
の単収及び品質の向上

栃木県 ●

44 施設園芸
環境制御装置の導入によるいちごの品質・収量向上実
現

埼玉県 ●
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45 施設園芸
環境制御技術の導入による越冬長期どりトマトの単収
増加と規模拡大

千葉県 ●

46 施設園芸 既存施設におけるICTの活用によるトマトの安定生産 神奈川県 ●

47 施設園芸 環境制御技術の導入によるトマトの収量向上 石川県 ●

48 施設園芸 環境モニタリング制御技術導入による品質収量の向上 福井県 ●

49 施設園芸
環境モニタリングセンサー導入による適正な花きハウ
ス管理の実現

長野県 ●

50 施設園芸 統合環境制御装置の導入による労働時間の削減 岐阜県 ●

51 施設園芸 環境制御システムの導入による経営規模拡大の実現 岐阜県 ●

52 施設園芸 環境制御技術の導入によるバラの収量向上 静岡県 ●

53 施設園芸
環境モニタリング機器の導入による施設ナスの生産性
の向上

愛知県 ●

54 施設園芸
ハウス内環境や作業状況を計測・記録して青ネギの適
正管理実践

島根県 ●

55 施設園芸 環境制御技術の導入によるバラの高収量・高品質栽培 広島県 ●

56 施設園芸 UECS統合環境制御によるいちごの高位安定生産 山口県 ●

57 施設園芸
環境モニタリングシステムの導入による高品質いちご
生産

香川県 ●

58 施設園芸
複合環境制御装置の導入による草花栽培における規模
拡大

香川県 ●

59 施設園芸 環境制御技術の導入による施設園芸産地の強化 高知県 ●

60 施設園芸 環境測定データの分析によるキクの生産性の向上 福岡県 ●

61 施設園芸 環境制御技術の導入によるキュウリの高収量化 佐賀県 ●

62 施設園芸 環境制御技術導入によるキュウリの高収量栽培の実現 佐賀県 ●

63 施設園芸 環境制御システム等の導入による省力化及び収量増 長崎県 ●

64 施設園芸
統合環境制御機器の導入による促成トマトの高収量の
実現

熊本県 ●

65 施設園芸 ＩＣＴを活用したピーマンの収量アップ 宮崎県 ● ●

66 施設園芸 環境制御システム等の導入による収量増を実現 宮崎県 ●
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67 施設園芸 ＩＣＴを活用した施設栽培きゅうりの収量アップ 宮崎県 ●

68 施設園芸
コンテナ型植物工場の導入で離島における葉物野菜の
安定供給を実現

沖縄県 ●

69 果樹
クラウド型農業支援アプリを活用したりんごの生産管
理

青森県 ●

70 果樹
ICT技術を利用した細霧冷房によるリンゴ日焼け果対
策

富山県 ●

71 果樹 クラウドシステム導入によるハウス環境の遠隔監視 奈良県 ● ●

72 畜産 自動換気システム及び自動給餌器の導入による省力化 北海道 ● ●

73 畜産 搾乳ロボット・エサ寄せロボットの導入による省力化 北海道 ● ●

74 畜産 GPSガイダンスシステムの導入による効率的糞尿散布 北海道 ●

75 畜産 搾乳ロボットの導入による省力化と規模拡大の実現 北海道 ●

76 畜産
自動搾乳システム・発情発見システムの導入による効
率的な飼養管理

栃木県 ● ●

77 畜産
分娩監視システムと牛舎内監視カメラの導入による家
畜管理作業の省力化

長野県 ●

78 畜産 分娩監視システムの導入による分娩事故防止 岐阜県 ●

79 畜産
搾乳ロボットシステムの導入による労働力の軽減およ
び乳生産性の向上

三重県 ●

80 畜産 牛群管理システム等の導入による労働力の軽減 長崎県 ●

81 畜産 ＩＣＴの活用による肉用牛生産力の強化 宮崎県 ●

82 畜産
搾乳ロボットの活用による労働時間の削減及び生産性
の向上

宮崎県 ●

83 畜産 搾乳ロボットの導入によるゆとりある酪農経営の実現 鹿児島県 ● ● ●

84 畜産
牛群管理システム等の利用による肉用子牛の生産性向
上と省力化

鹿児島県 ●

85 畜産
哺乳ロボットとドローンを活用した飼養管理の効率化
を実現

沖縄県 ● ●

86 鳥獣害
ＩＣＴを使った大型捕獲檻によるイノシシ捕獲の実証
活動

愛媛県 ●

87 鳥獣害 ＩＣＴを活用した大型捕獲檻によるイノシシ捕獲 熊本県 ●



GNSSガイダンスシステム等の導入による農作業の効率化

経営体の概要

・所在地：北海道芦別市常磐町
・経営体名：常福地区先進農業機械利用組合
・栽培作物・作付面積：水稲 109ha
・従業員数：12名（平成28年現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ RTK－GNSS基地局を設置し、GNSSガイダンスシステム等の
導入による田植及び施肥の均一散布、圃場の均平化に活用。

⃝ これにより省力化が図られ、特に人手を必要とする田植え時期
などに、大きな効果を実感。
※田植え労働力の削減効果：導入前10名（運転５名、苗補給５名）

導入後５名（運転兼苗補給）

⃝ 今後、ＩＣＴ化を進め、基地局を活用し、ロボットトラクターの導
入や水田センサーを使った水管理の省力化を図る予定。

⃝ ICT技術の更なる活用により、 「経験」や「勘」に頼りがちな現
状の農業から、ビッグデータを基に最適な作業を導き出す農業
へ進化させることで、農業未経験者でもオペレーター等として
農業分野で就労できる環境づくりに繋げていく予定。

⃝ 地域では、人口減少等による後継者や労働力の不足が継続
的な課題であり、このような取組を進めることで、地域での就
労機会を増やし、農業の維持・発展を目指していく。

導入技術

・RTK－GNSS基地局 ×１箇所
・GNSS自動操舵田植機（８条） ×２台
・既存田植機（８条）用GNSS自動操舵システム ×３台
・GNSSガイダンスシステム ×２台
・GNSSスタブルカルチ ×１台
・GNSSレベラー ×２台
・GNSSブロードキャスター ×１台

・ 当該地区では、経営者の高齢化が進んでいることから、農地の利
用集積、コストの低減が喫緊の課題となっていた。

・ コストの低減を図るとともに、地域内農業者からの作業受託の拡
大を目的に、平成28年度にGNSSガイダンスシステム等を導入した。

基地局と測位補強信号利用可能エリア

半径５km

水田作 [1]



ドローン散布機の導入による水稲管理作業の省力化

経営体の概要

・所在地：北海道網走郡大空町女満別
・経営体名：ＪＴ農場
・栽培作物・作付面積：水稲 10.9ha
・従業員数：１名（経営者含む、平成３０年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 良食味米（うるち）生産を目的に、ミネラル資材の葉
面散布を動力噴霧機で行っていたが、作業の省力
化や時間短縮のため、平成29年にドローン散布機を
導入することとした。

⃝ ドローン散布機を導入して、水稲の生育期間中に
おける葉面散布に活用。

⃝ これにより、作業の省力化、時間短縮が可能。
動力噴霧 約１．５時間／㏊
ドローン 約０．５時間／㏊

⃝ 食味の定量的判定は難しいが、ねばり、食感など
が向上したと思われる。

⃝ 病害虫や雑草の防除作業にもドローンを利用して
おり、葉面散布と同様に作業の省力化、時間短縮
になっている。

導入技術

・葉面散布用ドローン
（株式会社マゼックス製、飛助Ⅱ）

●ドローン散布機 ●葉面散布実施の様子

水田作 [2]



経営体の概要

・所在地：北海道北斗市稲里
・経営体名：ＯＨ（家族経営）
・栽培作物・作付面積：水稲 30ha、軟白ねぎ 75a

牧草 26ha、黒毛繁殖60頭育成40頭
・従業員数：７名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 水稲移植とねぎ収穫の作業競合が課題であった。

⃝ そこで水稲における移植作業の軽減を目的に、平
成30年に経営体育成支援事業を活用して直線キー

プ機能付田植機を導入するとともに、苗箱数が従来
栽培の1/2となる高密度播種移植栽培に取り組む。

⃝ 高密度播種移植栽培により苗箱数が少なくなったた
め、苗補給作業の回数も半減した。

⃝ 直進キープ機能付田植機と高密度播種移植作業の
組み合わせにより、水稲移植作業に係る労働が以
下のとおり改善した。

・ 移植作業に係る人員（苗運び等も含む）
7人→5人

⃝ 余剰労働力は軟白ねぎの管理・収穫に振り分けるこ
とで、従業員の負担軽減に役立っている。

⃝ 来年は、水稲の作付面積を２ｈａ程度増やす予定。

導入技術

・直進キープ機能付田植機（株式会社クボタ製）

→直進時に自動操舵をアシストする「直進キープ機能」は、１工程
目に基準線（始点・終点）を登録すると、次工程からはＧＳスイッチ
（直線キープスイッチ）を押すだけで、基準線に平行した自動走行
ができる。田植機まかせで、誰でもまっすぐな植付けができる。

水田作

直進キープ機能付田植機での移植作業

直進キープ機能付田植機と密播技術の導入による水稲栽培の省力化 [3]



ほ場管理システムの導入による水稲作業の効率化と安定生産の実現

経営体の概要
・所 在 地：青森県弘前市
・経営体名：ミウラファーム・津軽
・経営面積（令和元年）：

水稲65ha（疎植51.3ha、密播11ha、直播2.7ha）
作業受託（収穫乾燥23ha､無人ヘリ防除2,600haほか）

・労 働 力：6名（本人、弟、長男、次男、常用雇用2名）

導入の背景

導入の成果と今後の予定

○ 周辺農家の高齢化･離農によって、急激に農地が集積。従事者
も増加し、紙面・口頭によるほ場の特定、作業者への作業指示
とも困難になっていた。

○ このため、ほ場の特定と作業効率の向上を目的として、平成26
年にＫＳＡＳを導入することとした。

○ ほ場管理システムの導入により、スマホ等でほ場の場所や
作業指示を確認できるようになり、作業効率が向上した（当初
の導入目的を達成）。

○ ほ場管理システムと連携した食味・収量コンバインの導入に
より、肥沃・湿田等のほ場の特性を把握。その結果に基づく可
変施肥（適正施肥）により、肥料費の削減、倒伏の減少、品
質・収量の安定化を実現。タンパク値を基準とした「良食味米」
の仕分けが可能となった。

○ 本格稼働前（平成27年）に比べ、経営面積が15ha（30％）拡
大、

導入技術

ＫＳＡＳ（クボタスマートアグリシステム）

○ ほ場管理システム
スマホ等でほ場を特定

○ 食味・収量コンバイン
収量・食味測定

○ ＫＳＡＳ乾燥システム
収穫～乾燥調製の見える化

↑ 食味・収量コンバインに
よる食味・収量分布図

↓ 乾燥機のモニタリング画面

【今後の予定】

・ 食味・収量コンバインを追加導入し、玄米タンパクの出荷
基準のある「青天の霹靂」を安定生産

・ 令和2年に予定している法人化の際も、ＫＳＡＳを活用して、
さらなる経営安定を図る

経営面積の拡大（50ha→65ha）

○ ミウラファームでの取組を参考に、近隣大規模法人も同シス
テムをほ場管理（大豆75ha）に導入
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水田作

R1.6.11 宮城県農業振興課

ほ場管理システム等の導入による水稲栽培経営の効率化

・所在地：宮城県仙台市
・経営体名：農事組合法人井土生産組合
・作付面積：水稲85ha（うち直播30ha）、畑15ha（うち露地ネギ13ha）
・従業員数：15名、臨時雇用10名（平成31年4月現在）

経営体の概要

○ほ場管理システム
食・農クラウドAkisai（富士通(株)）

○水田の水管理支援システム（(株)ベジタリア）
ほ場の水深や水温等の水環境をスマホ等で確認

○ドローンリモートセンシングに基づく可変施肥技術（（株）ケーエス）
水稲幼穂形成期のＮＤＶＩを分析し，生育に応じて可変追肥

○東日本大震災以降，農地の集積による経営面積の拡大に伴
い、作業の効率化が課題となっていた。

○このため、作業の省力化，コスト削減，生産安定化を目的に
ICTを活用したほ場管理システムを導入するとともに，水田セン

サやドローンリモートセンシングに基づく可変施肥技術を実証し
た。

○ほ場管理システム

・ほ場管理システムを活用しつつ、乾田直播などの省力・低コ
スト稲作を実践することで、稲作の労力軽減と適切な労力配
分をはかることができ、余剰労力を段階的に露地ネギ等の他
作物の栽培に配分できた。
・ほ場管理システムのGAP取得支援機能を活用し、「仙台井土
ねぎ」としてブランド化を進めている露地ネギでGLOBALG.A.P.
を取得(H29)。

○水田の水管理支援システム
・水位確認のためのほ場見回り回数が減少

・気温・水温データを基に水稲減数分裂期の低温対策（深水管
理）や登熟期の高温対策（かけ流し，間断かんがい等）の実施
可否の判断に活用

○ドローンリモートセンシングに基づく可変施肥技術
・センシングにより，作成されたNDVIマップにより，直播水稲に
おけるほ場別及びほ場内での生育ムラを見える化。

・センシングデータに基づく可変施肥を実施。今後、従来の追肥
法と比較した収量安定効果や収益性を評価する予定。

取組みの特徴・効果

導入技術

導入経緯

ほ場管理システム

水田センサとモニター画面 NDVIマップに基づく可変施肥

ドローンリモトーセンシング
で作成したNDVIマップ
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ほ場管理システムと食味・収量コンバインの導入による
作業の効率化と水稲の収量・品質の向上

経営体の概要

・所在地：茨城県八千代町
・経営体名：平塚ライスセンター
・栽培作物・作付面積：水稲52ha・麦25ha・大豆20ha
・従業員数：6名（うち3名パート）（令和元年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果導入技術

・ＫＳＡＳ（(株)クボタ製）
圃場管理システム，食味・収量コンバイン

○ 収量・食味（タンパク）の改善

○ 圃場毎の籾水分・タンパク
含有率を数値で確認

水分やタンパクによる仕分け乾燥
↓

乾燥の効率化・お米の差別化
↓

圃場毎のデータ蓄積
↓

データ分析・圃場改善

○品種別に色分けしたマップにより作付状況が一目瞭
然で確認可能。作業履歴（年内・過去）の振り返りが
容易となった。

○収量・水分・タンパク質含有率を圃場毎に数値で確認
可能。圃場によって異なる品質を、タンパク質含有率
による仕分け乾燥で差別化。
→ 自信を持って「おいしいお米」をお客様に届ける

ことが可能となった。

○蓄積された過去からの圃場毎の収量推移データから、
土壌改良の効果を確認。圃場毎の施肥設計を見直し、
収量・食味の改善が可能となった。
→ 目標としている収量・食味を達成した圃場増加が
増加。平均収量は30kg/10a UP。

○現在では、KSASは必要不可欠の営農ツールとなって
いる。今後は食味を考慮しながら平均収量540kg/10a
を目指すとともに､販路開拓､輸出米にも取り組み､水
稲100ha規模の営農を目指す。

○ 年々増加する圃場面積や受託作業により、管理状況
の把握が紙ベースでは困難になりつつあった。

○ このため、圃場管理状況を的確に把握する目的で、
2012年にKSASシステムを導入した。
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ほ場管理システムの導入による効率的なほ場管理の実現

経営体の概要

・所在地：埼玉県熊谷市
・経営体名：有限会社中条農産サービス
・栽培作物・作付面積：

水稲、飼料用米、WCS（飼料用稲）、小麦、ビール麦、
ねぎ １６５ha（延べ）

・従業員数：１３名（臨時雇用６名含む）（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 近隣から管理を任される農地が急増し、ほ場ごとの
情報を社員間で共有することが課題であった。

⃝ 経営を継ぐ若い人材に３００を越えるほ場の管理を
託すためのツールとして、2017年にほ場管理システ
ムを導入した。

⃝ ほ場の位置、作業の進捗状況等を登録できるシス
テムを導入して、情報の管理、作業計画の作成、
社員間の情報共有に活用している。

⃝ 従業員のモバイル端末でほ場管理データを開発中
のアプリを通じて利用し、ほ場位置の確認や作業
完了報告に活用している。

⃝ ほ場マップと作業内容が一体となった指示書の活
用により、従業員への作業指示にかかる時間が削
減された。

⃝ ほ場ごとに作業の進捗状況が分かるようになり、適
正な人員配置や作業ミスの軽減等、効率化が図ら
れるようになった。

導入技術

・QAgriSupport（農研機構中央農業総合研究センター
が開発したフリーソフト）

 作物のほ場配置や作業計画のマップ表示、作業の
進捗状況把握

 実使用者の意見・要望に基づいた機能拡張

システム運用の様子 ほ場管理システム画面
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ほ場水管理システムの導入による水田の水管理作業の省力化

経営体の概要

・所在地：千葉県山武市 ・経営体名：カネタ農場
・栽培作物・作付面積：水稲・50ha
・労働力：家族2名、常時雇用2名、臨時雇用2名
（平成31年3月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 当該経営体では約250筆のほ場を管理しており、
自宅から9ｋｍ離れた地区にもほ場が点在することか
ら、日常の水管理作業に大きな労力を要していた。

⃝ そこで、水管理作業の省力化を目的に、県単の「平
成30年度スマート農業導入実証事業」を活用し、ほ場
水管理システムを1ほ場に導入した。

⃝ ほ場水管理システムの導入により、代かきから収穫
前までの約3ヶ月間の水回りの作業回数を大幅に削
減でき、省力化を図ることができた。

＊平成30年度の1ほ場の給水・排水制御装置の結果

⃝ 設定水位になると自動で給水が停止するので節水
効果が得られる。また、浅水水位が保持できるため
スクミリンゴガイの食害抑制が期待できる。

⃝ 給水側の制御装置のみでも十分に水管理が可能で
あったことから、現在は、給水バルブのみを自動制
御するシステムを20ほ場へ展開。投資コストを抑え
た本格的な導入を検討中。

導入技術

ほ場水管理システム「WATARAS」（(株)クボタケミックス）
水田の給水バルブと排水口にインターネット通信機能と
センシング機能を付加した制御装置を追加することで、
水田の給排水を遠隔及び自動で制御できるシステム。

基本構成：給水側・排水側の電動アクチュエータ（制御装
置）、通信中継機

水田作

写真1 給水バルブに設置
した電動アクチュエータ

写真2 スマートフォンによる、水位、水温、
給水バルブの状態表示画面（上）
水位変化のグラフ表示画面（下）

代かきから収穫前（約3か月間）の

ほ場当たりの水回り作業回数

実証区 実証区以外

1回
(ゴミ詰まり除去作業)

35回
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ほ場管理システムの導入によるほ場管理の適正化及び経営の効率化

経営体の概要

・所在地：新潟県上越市柿崎区
・経営体名：(株)ふるさと未来
・栽培作物：水稲50.6ha､えだまめ8.4ha､ブロッコリー4.6ha
・従業員数：６名

導入経緯

取組の特徴・効果

〇 規模拡大や若手従業員の雇用に伴い、作業を行うほ
場の間違い防止や、作業指示の徹底を図る必要が生じ
てきた。

〇 そこで、平成29年に上越ICT事業協同組合と本システ
ムを共同開発の上、導入した。導入技術

○未来ファームMINORI（上越ICT事業協同組合）

・ほ場単位で農作業の計画や実績、投入資材、収穫など
を管理するシステム。

・ほ場に設置したICタグにスマートフォンをかざすと、作
業内容等が確認でき、作業後に再びかざすと、作業終
了が自動的に記録される。

〇 ほ場に設置したICタグをスマートフォンで読み取ること
で、ほ場名、作業内容、作業担当者が表示され、作業す
るほ場の間違いを防止できるようになった。

〇 ほ場単位毎に作業の進捗状況が表示でき、従業員へ
のスムーズな作業指示が可能となった。

〇 ほ場単位に労務や農薬・肥料などの資材コストの把
握と生産量･売上が自動集計されるため、収支実績の確
認が容易となった。

〇 農薬・肥料の使用時期や量などの情報を記録・管理
することで、栽培から出荷までのトレーサビリティにも対応
可能。当該システムによるほ場管理記録を活用し、平成
31年3月にGLOBALGAPを取得。

○ 年間を通しての作業が“見える化”でき、若手従業員
の育成に効果が期待できる。

水田作

写真：ほ場データに基づくミーティングの様子（(株)ふるさと未来）
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経営体の概要

・所在地：福井県大野市
・経営体名：合同会社上田農園
・栽培作物・作付面積：水稲、大麦、大豆、サトイモ等・84ha
・従業員数：7名

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 規模拡大に伴い、管理する圃場が増えたため、圃場
管理が煩雑になるとともに、管理者が従業員の作業状
況を把握することが難しくなっていた。

○ 圃場一筆ごとに生産管理を行うことにより、収量品質
を向上させる必要があった。

○ 作業の効率化による人件費の削減が必要であった。

○ 2017年、圃場生産管理ソフトウェアを導入して、作
業すべき圃場をパソコン・スマートフォン上で見える
化し、確認を円滑化（写真参照）。

○ 一筆ごとに品種や肥料の施用量、作業の進捗を入
力し、圃場ごとの生産管理をすることにより、収量、
品質の向上、作業の効率化を実現。

○ 2017年、GNSSにより自動操舵を行う「直進田植機」
を導入。苗や肥料の補給作業にかかる人件費を削
減するとともに、密苗にも取り組み、軽労化も実現。

○ 2019年、農薬散布用ドローンを導入し、防除作業の
コスト低減に努めている。

導入技術

・ほ場生産管理システム
（アグリノート、ウォーターセル(株)  製）

・自動操舵機能付き田植機
（ヤンマー(株)  製）

・ドローン（スカイマティックス(株) 製）

農業管理ソフトウェアの表示画面

水田作 ほ場管理システム､自動操舵田植機､ドローン導入による作業効率化 [10]



水田センサーシステムの導入による省力的な酒造好適米の高品質化

経営体の概要

・所在地：長野県大町市
・経営体名：V法人
・栽培作物・作付面積：水稲・41ha
・従業員数：６名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 千粒重・心白率ともに向上し、玄米品質の向上を省
力的に実現。

⃝ 今後、生産工程管理システムを活用し、問題点の把
握と改善、作業効率を向上させていく予定。

導入技術

・水田センサーシステム（ベジタリア(株）製
PaddyWatch水稲向け水管理支援システム）

＊：田植え後、活着してから中干しまでの間、深水にすることにより、水
圧等で過剰分げつを抑え、穂揃いを良くし、籾数を調整する技術

⃝ 近年、酒造好適米の主要品種「美山錦」の品質低下
（小粒化、心白率低下）の解消が課題となっていた。

⃝ 玄米品質を向上する技術の一つに、深水管理＊があ
るが、水位管理は大きな労力的負担。

⃝ そこで、省力的な高精度水管理を目的に、2016年に
水田センサーを導入した。

センサーからの情報に基づき、慣行（湛水深２～６cm）に対し、
10cm以上の深水管理を実現

図１ 水田センサー設置水田の水位

図２ 深水管理による玄米品質への影響（左：千粒重、右：心白率）
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農薬散布用ドローンの導入による水田防除の省力化の実現

経営体の概要

・所在地：長野県安曇野市堀金烏川
・経営体名：有限会社 Ｓ農園
・栽培作物・作付面積：水稲25ha・小麦11ha・大豆8ha

そば12ha・その他（ビール麦・野菜・ホップ）
・従業員数：8名（内臨時２名）（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 基盤整備事業完成を機に経営規模が拡大。炎天下
の重労働である防除作業の省力化が急務となった。

⃝ 園芸品目との複合化を進める上でも省力化は重要。

⃝ そこで水田などの防除作業の省力化を目的に、平成
３０年に農薬散布用ドローンを導入した。

⃝ 中山間地域の小区画水田における防除作業にも活
用。また、複数のバッテリーを準備し、連続作業を
可能とし、令和元年度は水稲40ha、大豆8haの防除
作業を実施。

⃝ 従来ラジヘリで実施していた防除作業と比較し、作
業時間は若干多くなったが、防除作業の精密化と
音が静かなため宅地近くでの作業がしやすくなった。

⃝ リモートセンシングの進歩による生育診断（生育量、
葉色）、肥培管理の効率化にも期待している。

導入技術

ＭＧ－１Ｋ（（株）クボタ製）
・１回のフライトで約１ｈａ分の農薬散布が可能。
・散布装置を付け替えることで液剤と粒剤両方の散布が
可能（タンク容量は10ℓ・10kg）。

・高精度なミリ波レーダーで正確な高度維持が可能。
・折りたたみが簡単で、軽トラックで運搬が可能。

水田作

【ＭＧ－１Ｋ】

本
体 散布作業軽トラックで運搬
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ドローンの導入による防除作業省力化の実現

経営体の概要

・所在地：岐阜県下呂市
・経営体名：合資会社 源丸屋ファーム
・栽培作物・作付面積：主食用水稲・14ha

作業受託・80ha
・従業員数：7名（常雇2名、パート5名）

（令和元年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 従来実施していた動力噴霧散布機による防除は、①
労力を要する（ホースを引きながら移動、薬剤散布の
ため重労働）、②中山間地域ではほ場枚数が多く防
除作業が困難、③１日当たりの防除可能面積に限り
があり、適期防除が行えない等の課題があった。

⃝ そこで、防除作業の省力化を目的に、平成30年度に、
農薬散布用ドローンを１台導入した。
（県単：元気な農業産地構造改革支援事業活用）導入技術

農薬散布用ドローン（DJI製、AGRAS MG-1S）

水田作

農薬散布を行うドローン

ドローンによる
防除作業の様子

⃝ オペレーターを1名、ナビゲーター3名体制で防除
作業を実施。来年度はオペレーターを1～2名養成
予定。

⃝ 農薬散布用ドローンの活用により、１日当たりの防
除面積が増加し、適期防除が可能となった。

【１日当たりの防除面積の拡大】
導入前：140a/日 → 導入後：500a/日）

⃝ また、防除作業に要ずる時間も軽減され、従業員
の省力化効果を確認。

【防除作業に要する日数】
導入前：20日 → 導入後：６日

[13]



クラウド型生産管理システムの導入による情報の見える化と共有

経営体の概要

・所在地：岐阜県大垣市
・経営体名：株式会社Ｄ．Ｉ．Ｂ
・栽培作物・作付面積：水稲５３ha、（ナシ０．１ha）
・従業員数：８名（平成３０年７月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 経営規模拡大に向け、管理水田が増えることに伴
い、ほ場管理や作業時のほ場特定に時間を要し、効
率が低下することが見込まれた。

○ そこで、ほ場管理の効率化を目的に、平成２８年に
ＫＳＡＳを導入した。

○ 資材の購入量・使用量の計算や、ほ場・品目ごと
のコスト計算が行いやすく、管理がしやすくなった。

○ 人、作業、作物まで一元的な管理が行えるため、
社内の情報共有が図りやすくなった。また、ほ場間の
移動ロスが減り、作業の重複や、やり残しが確認でき
るようになった。

○ 人、モノなど経営資源の状況を見える化することで、
関係者との情報共有が容易になった。また、客観的
なデータをもとに実績を把握し、目標と比較できるよう
になった。

○ 平成２９年度に導入したＫＳＡＳ対応コンバインを使
用し、ほ場毎の収量に応じ、翌年の施肥設計や水管
理に役立てている。

導入技術

・ＫＳＡＳ（(株)クボタ 製）

水田情報や作業履歴等を地図情報と統合したデータ
ベースにアクセスし、作業の確認や作業履歴の蓄積を
するなど農業の見える化を実現できる。このほか農業
機械にＩＣＴ技術を組み合わせ農作物の高品質化や低
コスト化を支援する。

ほ場管理画面 生産コスト等確認画面
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ドローンを活用したマルチスペクトル生育診断による米の品質向上

経営体の概要

・所在地：三重県津市大里睦合町
・経営体名：つじ農園
・栽培作物・作付面積：水稲 6ha
・従業員数：１名（平成30年7月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

導入技術

・ドローン： 3DR社 solo
・マルチスペクトルカメラ： Parrot社 sequoia
・データ解析サービス： micasense社 atlas
・データ解析サービス： ドローン・ジャパン社DJアグリサービス
・データのGIS化、生育データ解析、土壌分析： 三重大学生物資
源学研究科

○水田を集約化して稲作を行うあたり、土地ごとの生育特性や
作物の生育診断はベテラン農家の経験と勘に頼るものが多く、
米の品質向上のためには情報を活用できる形に置き換えるこ
とが課題であった。

○そこで平成29年より、ドローンとマルチスペクトルカメラによ

る生育診断の研究を開始した。また高付加価値化のための有
機農法推進のため、いくつかの作業の機械化を進めている。

生育が
均一化

○ ドローンとマルチスペクトルカメラによる生育診断技術を導

入することにより、平成29年には生育ムラが圃場内にあるこ

と、そのムラは秋冬の土づくりに起因することを突き止めた。

○ 平成30年は前年度に明らかになったムラの原因となった工

程を改善して生育の均一化ができている。

○ 今後は、栽培中の生育の変化を観察することで次年度以

降の収量や食味値の向上、栽培の均一化を図るツールにし

ていく予定。

○次の段階として、以下の取組を実施予定。

・上記技術で品質を確保したお米にストーリーをつけて高付加

価値商品にして販売する。

・上記技術で得た情報から地域内の栽培品目、栽培方法の最

適化を行い、戦略的な水田農業の構築に活用する。

・水田内除草と水門管理に自動化設備を導入し、省力化を行う。
平成29年7月 平成30年7月

マルチスペクトル生育診断結果（赤色が生育不良箇所）
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直進キープ機能付田植機の導入による作業の高精度化

経営体の概要

・所在地：三重県木曽岬町
・経営体名：有限会社 木曽岬農業センター
・栽培作物・作付面積：水稲・100ha
・従業員数：13名（令和元年７月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ (有)木曽岬農業センターでは、田植え作業を稲作

作業の中で最も高い精度が必要な作業と位置付け
ている。

⃝ そのため、経験年数の少ない社員が田植え作業を
行えるよう、社内でのベテラン社員によるＯＪＴが必
要となっていた。

⃝ そこで、経験年数が少ない社員でも簡単に真っ直
ぐに田植えができる「直進キープ機能付田植機」を
平成29年度に導入した。

導入技術

・GNSSを活用した『直進キープ機能付田植機』
（(株)クボタ製）

一工程目で直進方向の基準線（始点・終点）を登録す
ると、次工程からは、基準線に対して自動的に平行走
行する。

直進キープ機能と合わせて、株間キープ機能と、施肥
量キープ機能を併用する事により、設定したとおりの苗
使用量と施肥量にて田植え作業が可能。

直進キープ機能付田植機に
よる田植え作業の様子

⃝ 「直進キープ機能付田植機」を導入することにより、
経験年数が少ない社員でも真っ直ぐ田植えを行う
ことができた。

⃝ 作業時間の短縮等の明確なデータはないが、ベテ
ラン社員においても、直進キープ機能により心的な
ストレスから解放されたとともに、作業の一定の効
率化が図られた。

⃝ ベテラン社員、経験年数の少ない社員問わず、好
評だったため、令和元年度には新たに「直進キー
プ機能付田植機」をもう一台導入した。

水田作 [16]



水管理システムの導入による無農薬米生産の効率化

経営体の概要

・所在地：兵庫県豊岡市
・経営体名：コウノトリ育む農法（無農薬）

栽培農家 4戸
・栽培作物・作付面積：水稲13.5ha
・従業員数： －

導入経緯

⃝ 豊岡市で取り組んでいる「コウノトリ育む農法（無農薬栽
培）」は、田植えから中干しまでの間、通常よりも深く水を
張る深水管理（約８㎝以上）による雑草対策を実施してい
る。また、生物多様性を育むため、カエルやヤゴが変態す
るまで中干しを延期する取組を行っている。そのため、農
家にとって水管理の労力削減が課題となっていた。

⃝ 水管理労力の削減による無農薬米生産の効率化を目指し、
ＫＤＤＩと連携して「豊岡市スマート農業プロジェクト」を平成
30年５月末から開始。水田センサーとセルラーＬＰＷＡを組
み合わせた国内初のシステムを導入。

導入技術

・MIHARAS（ミハラス）［ニシム電子工業（株）製］
水位・水温・地温の測定を行う水田センサー ６０本

・ＬＴＥ－Ｍ［ＫＤＤＩ（株）製］

水田センサーから直接クラウドと通信する携帯電話
網を活用した省電力かつ広域的なエリアをカバーが
実現できる新しい通信技術

取組の特徴・効果

⃝ 水田センサーを60筆の水田に設置し、タブレット等の携帯端
末から圃場の水位・水温・地温を確認できるようになった。
そのため、自宅から離れた場所（車で10分程度）に圃場が
ある農業者にとっては、かなりの労働時間の省力化につな
がっている。
（ほ場見回り回数の例：導入前比較で６５％減少）

⃝ 取組１年目で、水管理労力削減については、一定の効果を
確認できた。

⃝ 水温をモニタリングすることで、除草(コナギ)のタイミングを
知ることができた。

⃝ 今後も、コウノトリ育む農法（無農薬栽培米）の収量と品質
向上のため、スマート農業に取り組んでいく予定。

・圃場のミハラスを設置している写真 ・管理者用タブレット
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営農管理システム、ドローンの導入による作業の効率化、技術の高位平準化

経営体の概要

・所在地：鳥取県八頭郡八頭町下坂４４２
・経営体名：有限会社田中農場
・栽培作物・作付面積：水稲・９７．６ｈａ、豆類・３．８ｈａ、
白ねぎ他野菜類・３．３ｈａ、飼料作物・７．１ｈａ、
その他・５．３ｈａ。 計１１７．１ｈａ。

・役員数：４名、従業員数：２０名（令和元年現在）

導 入 経 緯

取組の特徴・効果

・ほ場が５５０筆程あり、作業の効率化やほ場間違いを防
ぐために、平成２９年度にフェイスファームを導入。
・平成２９年度より、外部委託によるドローン活用を開始。

［フェイスファーム］

○ ５５０筆のほ場情報をフェースファームで一元管理。
○ 現場から端末を使って、ほ場を地図（グーグルマッ
プ）で確認できるため、除草剤施用等のほ場間違いを
防止できる。

○ 社員へもほ場ごとの作業記録を入れるよう指導。
○ これにより、社長が作業者の作業時間を見て進捗管
理も可能になる。

［従業員への技術伝承・育成］

○ 技術伝承は、耕耘・代かき・収穫作業のポイントにつ
いて社員指導しており、早い者で技術習得に３年かか
る。

○ フェイスファームを用いた従業員の作業時間管理に
よる作業時間の短縮が、従業員の技術習得につながる
と考えている。

［外部委託：ドローン］

○ 病害虫防除（籾枯細菌病対策）で１０ha実施。
○ センシングによりイネの葉色から土壌肥沃度を推定
し、ほ場の地力ムラをマップ化。

○ 計測、解析、資料提供及びフェイスファームへのアッ
プロードを外部委託。解析結果を翌年の土づくりや元肥
に活用する予定。

導 入 技 術

・フェイスファーム（営農管理システム、ソリマチ（株）製）
・作業時間と燃料の記録ができるスマートアシストコンバ
イン２台（他に通常機２台）、トラクタ１台（他に通常機１
１台）（共にヤンマー製）

・外部委託：ドローン（農薬散布、リモートセンシング）

フェースファームの
写真

ドローンの写真

ほ場管理画面 ドローンによる農薬散布の様子
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農薬散布用ドローンの導入による集落単位での水稲共同防除の実践

経営体の概要

・所在地：島根県奥出雲町阿井地区
・取組主体：阿井地区集落営農組織等連携検討委員会
（ドローン防除チーム）
・栽培作物・作付面積：水稲149ha（水田170ha）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 阿井地区集落営農組織等連携検討委員会はＨ26年、
4農事組合法人、3集落営農組織、1集落協定で設立。

⃝ H29年、アンケート調査により防除作業の軽減の要
望が大きいことが判明し、その実現に向けた集落ビ
ジョンを作成した。

⃝ Ｈ30年、県単事業（集落営農体制強化スピードアッ
プ事業1/3補助）、中山間地域等直接支払制度の集
落連携・機能維持加算の活用によりドローンを2機導
入、防除チームを結成した。

導入技術

↑水稲防除薬剤散布作業

⃝ 各構成組織からの人選により、農家子弟を含む１１
名の若手（20～60代）を確保し、オペレーターとして
育成した。

⃝ 平成30年7～8月に延べ120haの防除を実施した。従
来は各農家が実施していた動力散布機による防除
作業をドローン防除チームが担うことにより、農家の
負担が軽減した。2台のチーム編成により、出穂期

及び穂揃期の適期防除が可能となった。

⃝ １１名のオペレーターは集落営農に興味を持ち、次
代の後継者につながる人材確保につながった。

日本海

↑防除前の試運転

農薬散布用ドローン
（DJI社製、AGRAS MG-1）

↑農薬をタンクに注入作業
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中山間地でのドローン導入による水稲の省力的・効果的防除

経営体の概要

・所在地：岡山県加賀郡吉備中央町
・経営体名：有限会社ダイナミック
・栽培作物・作付面積：水稲・12ha、黒大豆・15ha他
・農業従事者数：５人（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 中山間地の狭小な水田において、動力噴霧器によ
る病害虫防除を行ってきたが、作業時間もかかる
ことから、規模拡大の妨げとなっていた。

⃝ そこで、農薬散布の労力軽減を図るため、平成30
年にドローンを１台導入した。

⃝ 中山間地域での慣行の動力噴霧器による病害虫防
除に比べ、作業時間が大幅に減少した。

＜分散した不整形な狭小農地110aの農薬散布作業
時間＞

★ドローンの場合：90分
（うち、農薬散布の飛行時間50分）

★動力噴霧器の場合 ：220～330分

⃝ 障害物等で無人ヘリ防除ができない水田でも、ド
ローンでは防除が可能であった。

⃝ ドローン防除によるカメムシの防除効果や労力軽減
が確認できたため、大型米麦農家等へドローン防除
技術の導入による規模拡大を推進する。

⃝ 条件の悪い水田でも省力的に適期防除することが
可能となるため、地域全体の水稲の品質向上が期
待される。

導入技術

・ドローン（株）クボタ製農業用マルチローターMG-1K

水田作

（出穂7日前に畦畔の草刈）
※平成30年作での調査

（出穂14日前までに畦畔の草刈）

カメムシの捕獲数調査（頭／20網）

ドローンによる薬剤の散
布前（防除前日）と散布
後（防除７日後）で、カメ

ムシの発生数が減少し、
防除効果が確認できた。

カメムシ防除効果

ドローンでの農薬散布作業
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集落営農法人連合体によるドローン防除事業の展開

経営体の概要

・所在地：山口県長門市
・経営体名：㈱長門西
・役員数：６名
・社員数：１名

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 山口県長門地域では、集落営農法人の構成員の高齢
化が進む中、農地や集落の維持、新規就業者の確保
等を可能にする永続的な農業モデルの構築に向けて、
普及組織も調整役としての役割を果たしつつ、ＪＡ
出資型法人の集落営農法人連合体である「㈱長門
西」が設立された。

⃝ ㈱長門西は事業の核として航空防除事業を展開する
にあたり、ドローン２台を導入した。

⃝ 集落営農法人連合体（ＪＡ出資型法人）では、１名
の専任従事者（農業大学校卒、25才）を社員として
雇用。ドローンでの防除作業や水稲の共同育苗、農
作業の受託事業を実施。

＜㈱長門西の取組実績（平成30年度）＞

・航空防除（ﾄﾞﾛｰﾝ）350ha（延べ）

・農作業受託 40ha（延べ）

・水稲共同育苗 4,425箱

⃝ 平成30年度は延べ 350haの農薬散布を実施。これに
より、狭小ほ場を含めた、中山間地水田ほ場の効率
防除が可能となった。

⃝ また、地域の若手農業者をドローン防除のオペレー
タとして養成するため、ドローン防除に係るオペ
レータ教習事業を併せて展開。

⃝ 今後、ドローンを獣害対策に応用可能かを確認する
ため、実証実験に取り組む予定である。

導入技術

農薬散布用ドローン(DJI社製、MG-1)

水田作

ドローン教習所風景

ドローンでの薬剤
散布の様子
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水田センサー等を活用した水稲栽培管理の省力化とブランド力の維持・向上

経営体の概要

・所在地：高知県長岡郡本山町
・経営体名：
本山町特産品ブランド化推進協議会（34戸）
財団法人本山町農業公社

・栽培作物・作付面積：
水稲・約30ha（ブランド米の作付面積）

・ブランド名：『土佐天空の郷』

導入経緯

⃝ 『土佐天空の郷』の知名度は、H22、28年の「お米日本一コンテス
トinしずおか」での特別最高金賞の受賞を機に全国区となる。

⃝ 本山町では、高齢化等による農業生産の縮小を抑制するため、
『土佐天空の郷』の生産拡大、所得向上による地域の活性化を
推進。

⃝ 一方で、地域ブランド米の取組が全国各地で活発となり、ブランド
力・信頼性の維持・向上には、食味・品質の高位安定化が重要に。

⃝ 併せて、高齢化による水稲栽培管理の省力化も必要に。

⃝ 「水田センサ」によるほ場内の微気象情報のリアルタイム把握と
データ蓄積、「アグリノート」による栽培記録管理によって、食味・
品質の高位安定化と、水管理等の省力化を図る。

導入技術

・水田センサー［ベジタリア（株）］
・アグリノート［ウォーターセル（株）］

取組の特徴・効果

⃝ 総務省のH29年度「ＩｏＴ実装推進事業」を

活用して導入。
・水田センサー100台（うち気象計付10台）、アグリノート

⃝ 「アグリノート」では、高齢化に伴って農
業公社へ集積（作業委託）されたほ場を
一括管理（管理作業の煩雑化を軽減）。

⃝ 「水田センサー」では、リアルタイムの水
位情報によって、水管理を省力化。

（農業公社の管理ほ場では見回り時間が半減）

⃝ また、H30年度には、標高別に設置され

た「気象計付き水田センサー」の気温情
報をもとに、適期収穫を指導。

⃝ 今後、データ活用について、さらに検討。図 取組イメージ

水田作 [22]



営農管理システムと対応農機の導入による水稲の生産性向上

経営体の概要

・所在地：高知県香南市
・経営体名：有限会社 北らいす
・栽培作物・作付面積：水稲・38ha＋作業受託150戸
・従業員数：9名（令和元年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 経営規模の拡大や作業受託件数の増加により、ほ場
面積が拡大し、ほ場管理の効率化が課題であった。

⃝ そこで、ほ場管理やリアルタイムに作業の進捗管理を
するため、平成26年度にクラウドを活用したKSAS及び
対応農業機械を導入した。

導入技術

・クボタアグリサポートシステムKSAS
・KSAS対応農業機械
トラクタ（1台）、田植機（2台）、コンバイン（3台）

（株式会社クボタ 製）

水田作

KSAS対応農業機械とは…無線通信機能を備え、KSAS上で作業
記録等を一元管理できる農業機械

⃝ 電子地図にほ場位置及び所有者名等を登録する
とともに、全従業員（9名）がスマホや専用端末でシ
ステムを利用することで、ほ場ごとの作業計画や作
業記録を全員で共有。

⃝ これにより、ほ場位置の確認や進捗確認にかかる
移動が不要となり、作業効率が向上。

⃝ 他の作業者の進捗状況が現場でリアルタイムに把
握できるため、作業もれが減少。

⃝ 前年の収量データを活用し、ほ場毎に施肥量を調
節することで、適正施肥につながる。

⃝ 今後、高付加価値化に向けた食味＆収量センサ機
能付コンバインの導入、直進キープ機能付き田植
え機の導入、メッシュマップによる細かな肥培管理
に取り組む予定。

【導入効果 平成25年度→令和元年度】
・労働時間の削減（9時間/人/日→6時間/人/日）
・経営面積の拡大（32ha→38ha）

KSASの導入による
水稲作業時間の変化

電子地図上のほ場位置と
作業記録確認画面（右下）
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8

10

導入前 導入後

作
業
時
間
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／
人
／
日
）
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ドローン導入による中山間地での水稲防除体制の強化

経営体の概要

・所在地：長崎県西海市
・防除受託組織：
ＪＡ長崎せいひ北部ドローン防除組合（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ４名）
長崎西彼農協琴海青壮年部（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ７名）

・防除受託面積：水稲１１５ｈａ・ばれいしょ７ha（H30）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 無人ヘリ防除が実施されてきたが、県外の受託組
織であること、中山間地主体であることから適期防
除や臨機防除がしにくい場合があり、より効率的、
機動的に防除できる体制整備が課題であった。

⃝ そこで、Ｈ２９年９月、当該地域に防除組織２組織
が組織されドローンが１台ずつ導入された。

⃝ 無人ヘリ防除との連携により地域として防除作業
が効率的に実施できるようになってきた。

⃝ 当該地域の無人航空機防除面積（水稲延べ面積）
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

無人ヘリ ５３０ha ４３０ha ４５０ha
ドローン １３ha １１５ha １１９ha

（※H29,30実績、R1計画）

⃝ 単位面積当たりの防除作業時間は、無人ヘリが短
いが、ドローンは小型軽量で取り回しがよく中山間
地など不正形・狭小圃場の多い地域ではドローン
の優位性が高い。

⃝ ドローンは水稲のみならず、ばれいしょの防除（面
積7ｈａ）にも活用しており、追加で１台導入したいと
考えている。

導入技術

・ドローンによる薬剤散布
・主要性能：タンク容量５ℓ、飛行時間１０分、飛行間
隔（薬剤散布幅）３～４ｍ

ドローンによる薬液散布作業

水田作 [24]



圃場管理システム導入による中山間大規模水田農業経営の効率化実現

経営体の概要

・所在地：大分県竹田市
・経営体名：（株）田んぼ屋のじり
・栽培作物・作付面積：水稲（飼料用米含）、大麦若葉、

ミニトマト、にんにく ・計約８０ha
・従業員数：６名（令和元年９月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 規模拡大が進み、農作業の工程管理を行う上で「ほ場
の可視化」、「従業員とのほ場情報共有」、「作業状況
の可視化」が課題であった。

⃝ そこで、ほ場管理の効率化を目的に２０１５年にほ場管
理システム（アグリノート）を導入した。

【第一段階】
・ ほ場管理システムの導入により、ほ場の可視化を達成。

【第二段階】
・ 従業員とのほ場情報共有により、作業指示の迅速化、
作業状況の入力による作業実施状況の可視化、多岐
にわたる栽培品種の栽培管理の容易化を達成。

※ほ場および作業工程管理が容易になることで、経営
面積拡大加速の一助となった。
・ 経営面積の拡大（2014年：５１ha→2019年：８０ha）

【第三段階（現在）】
・ コンバインの収量データに基づく「栽培ほ場毎の収量の
可視化」の取り組みを開始しており、今後、ほ場毎の
施肥改善や可変施肥によるコスト低減対策に取り組む
予定。また、労働時間管理による作業の効率化も検討。

導入技術

・圃場管理システム「アグリノート」
（ウォーターセル株式会社）

・収量コンバイン（ヤンマー（株）、井関農機（株））

水田作

導入前の
ほ場管理

現在のほ場管理
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自動操舵システムとほ場管理システムの導入による経営改善

経営体の概要

・所 在 地：岩手県北上市
・経営体名：(株)西部開発農産
・生産規模（平成30年）

栽培作物・作付面積：973ha
（水稲328ha、大豆270ha、小麦156ha、そば165ha、野菜類4.2ha）

飼養頭数：和牛肥育100頭、和牛繁殖88頭
・従業員数：108名（平成30年現在）

導入の効果

○ 自動操舵システムの導入による作業効率の改善

・ 耕起・播種作業等の重ね合わせ減少による作業効率、精度
の向上

・ 肥料・種子の節約、燃料費の削減

・ オペレータの作業疲労軽減

○ ほ場管理システムの導入による作業効率の改善

・ スマホ・タブレットの位置情報により、経験年数の少ない従
業員でもほ場の位置を正確に把握

・ 現場での栽培管理情報検索、生産情報入力による作業効
率化

今後のICT活用について

○ ＧＩＳの積極的な活用

・ ほ場ごとの収量マップの作成

・ 葉色マップの収集・分析と施肥コントロール

○ タブレットを活用した農業技術（各種作業）の蓄積と情報共有

・ 各種作業の工程動画作成

・ 各種作業機械の始業前点検、操作方法の動画作成

○ コスト削減の具体的な目標の設定

・ 目に見えにくい労務費の見える化

・ 小区画ほ場と大区画ほ場の効率の差を検証

導入技術
（平成26年度導入）
○ facefarm生産履歴（ソリマチ(株)）

栽培管理
（平成28年度導入）
○ X25自動操舵システム（（株）トプコン）

GNSSガイダンスを利用したトラクタの自動操舵運転
○ QGIS（フリーソフト）

農地管理

自動操舵システム
（トラクタキャビン内）

農地管理は、紙図面から
スマホ・タブレットへ

紙図面
（A3紙で50枚）

アプリを使った
ほ場図面

作業機モニター

ＧＮＳＳガイダンス

ＧＩＳ情報（タブレットＰＣ）

水田作
畑作
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経営体の概要

・所在地：福井県丹生郡越前町乙坂
・経営体名（農）みずほ
・栽培作物・作付面積：水稲・20ha 大麦9ha  大豆5ha
・従業員数：４名（令和元年7月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ (農)みずほではJAに委託していた水稲の航空防除
の費用負担が大きいことが課題であった。

⃝ そこで農薬散布を自前で行うため平成２８年に農薬
散布用ドローンを導入した。

⃝ ドローン導入には講習も含めて180万円の費用がか
かったが、4年程度で導入費用を回収できる見込み
である。

⃝ また水稲以外にも麦、大豆の防除でも活用している。

⃝ 自前で防除出来るため、適期防除が可能となった。
その結果、毎年の病害虫発生が少なくなり、収量の
向上と農薬費の削減を実現。
（導入前収量450ｋｇ/10ａ → 導入後480ｋｇ/10ａ）
（散布農薬費約2割減＜粉剤→液剤＞）

⃝ 防除作業時間の短縮を実現。
導入前0.5h/10a → 導入後0.2h/10a

導入技術

・農薬散布用ドローン 2機
（JABO N6005（株）メディックス製））

農薬散布用ドローンの導入による適期防除と作業時間の短縮

農薬散布用ドローン 飛行中の様子

水田作
畑作
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RTK-GNSS基地局の設置による自動運転農機の導入基盤整備

経営体の概要

・所在地：島根県出雲市斐川町
・取組主体：島根県農業協同組合（斐川地区本部）
・栽培作物・作付面積：水稲1,325ha、麦類91ha、豆類

95ha等（斐川町内、2015年農林業センサス）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 斐川地区本部管内では、土地利用型作物における
経営の大規模化が著しく、省力化・高能率化が課題
であった。

⃝ H28年、自動運転機械等の導入基盤として、管内平
坦部のほぼ中央にあるＪＡカントリーエレベーターの
屋上にRTK-GNSS基地局を設置。

⃝ 移動局との通信は無線リンクで行い、サービス半径
は約５km。

⃝ 地形等で死角になる地域向けに可搬型基地局も導
入。

⃝ 管内の個人･農業法人において、RTK-GNSS機器
の導入が始まり、平成30年の春時点において、受
信機(ガイダンス機器)８台、うち自動操舵３台が導入
された。

導入技術

・RTK-GNSS基地局（常設、(株)ニコントリンブル製）
・ 同 （可搬型、同上）

常設基地局から半径５ｋｍの範囲

↑自動操舵ユニット装着トラクターによる
大豆の耕起播種･除草剤散布作業
（１行程飛ばし）

⃝ 利用者の評価
・水稲の乾田直播栽培のための均平作業が、強風、
レーザー光線の輻輳等の影響を受けずにできるよう
になった。（均平機，法人）

・トラクター作業の軽労化。また代かき時に耕盤に残る
トラクターの轍が正確な直線となり、田植機の走行
が安定するようになった。（自動操舵トラクター，個人）

← 農業法人のGPSレベラー
(レーザーレベラーの受光器を置換)

日本海

斐川地区本部
管轄地域

出雲市

← 自動操舵＋
ISOBUS対応
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀの
実演

水田作
畑作
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ほ場管理システムと食味・収量コンバインの導入による経営の効率化

経営体の概要

導入技術

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 所在地：福岡県うきは市
○ 経営体名：野上耕作舎
○ 栽培作物：（平成30年主要作物）

水稲15ha、小麦30ha、大豆12ha
○ 従事者数：４名（本人、父、母、従業員１名）

○ ＫＳＡＳ（クボタスマートアグリシステム）
・営農支援システム
ほ場管理、作業計画、作業指示
及び作業記録を作成

・食味・収量コンバイン
システム対応のコンバインによる食味・収量の測定

⃝ 就農する際、これからの農業のあり方を考えた場合、
先進的な技術導入の必要性を強く感じていた。

⃝ そんな中、(株)クボタの展示会でＩＯＴ農業の紹介や

農業用機械の情報を得たのがきっかけとなり、技術
を導入した。

⃝ タブレット端末で作業の進捗状況が確認できることで、
効率的に作業を進められるようになった。

⃝ 食味・収量の測定により、タンパク含有量の数値を基
に仕分けし販売につなげられるようになった。また、
ほ場の収量分布を把握することにより、効果的な肥
培管理が可能となった。

⃝ 一定の経営改善にはつなげられているが、更なる省
力化に向け、今後は、水管理システムの導入により
ほ場見回りの負担軽減ができるような技術を導入し
たい。

⃝ 減農薬栽培に取り組んでいることもあり、必要最小限
の農薬散布にドローンを活用したい。

水田作
畑作

営農支援システム 食味・収量コンバイン
（左：収穫作業、右：食味・収量の測定結果）
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経営体の概要

導入技術

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 所在地：佐賀県佐賀市久保田町

○ 経営体名：久保田地区無人ヘリ利用組合
（Ｈ12年組織）ドローン防除対象

○ 農地面積：水稲44ha、大豆24ha
○ オペレーター：11名

○ 農薬散布用ドローン（DJI社製 MG-1SA）
（平成30年度から活用）

⃝ 小回りが利き、住宅に近いほ場などでも散布が容易
となった。

⃝ 軽量で積みおろしも手間がかからず、無人ヘリより

１人少ない人数（３名）で作業が可能。家屋への衝
突等の事故の影響も小さくなることから、作業員の
精神的負担が軽くなった。

⃝ 機体の高度をオペレーター目線まで下げることがで
き、散布状況を確認できる。

⃝ 騒音、ドリフト、洗濯物への影響などがヘリと比べて
小さく、住民から苦情が減ってきた。

⃝ 組合員も高齢化しており、若手オペレーターの育
成・確保が課題。

⃝ 水稲の場合、1日10haの防除が限度で、面積を拡大

しようとすると、その分、台数と人員が必要となり、
拡大は難しい。

農薬散布用ドローンの導入による作業の効率化

⃝ 近年、久保田地区は市街化が進み、住宅に近いほ
場や交通量の多い道路に面する圃場など無人ヘリ
では防除が困難な場所が増えてきたことから、JAの
モニター販売により農薬散布用ドローンを導入し、無
人ヘリ防除との連携により効率的に防除作業を実施。

無人ヘリ利用組合員

ドローンによる飛行の様子

水田作
畑作

オペレーターによる防除作業
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○ 所在地：佐賀県白石町
○ 経営体名：木室 哲郎
○ 経営内容：米（８ha）、麦(１ha)、玉ねぎ（14ha）、

キャベツ・はくさい（４ ha ）、なたね（70a)
○ 従業員：６名

（木室氏夫妻、両親、パート２名（男性：年間雇用））

○ クボタＧＰＳガイダンスシステム「ＧＰＡＳ」
（トラクター２台、ブームスプレイヤー１台に設置）

○ ＫＳＡＳ（クボタスマートアグリシステム）

ほ場管理システム等の導入による作業の効率化

経営体の概要

⃝ 農機メーカーに薦められ、トラクターに後付け型のＧＰＳガ
イダンスシステムを導入し、作業の効率化を実感できたこ
とから、更に１台のトラクターと乗用管理機にも導入した。

⃝ さらに、ほ場毎の作業管理が必要と考え、ＫＳＡＳも導入し
た。

導入技術

導入経緯

○ ＧＰＳガイダンスシステム「ＧＰＡＳ」

• 代掻き作業では耕耘した箇所の判定が難しいが、ＧＰＳに
より耕耘箇所の重複を最小限にすることで作業時間が短
縮できる。

• ブームスプレイヤーによる防除作業でも、肥料・農薬の散
布範囲を設定し、散布箇所の重複を最小限にすることで
肥料・農薬の使用量を抑えることができる。

• 導入前は、散布範囲の確認のため２名の人員を要してい
たが、導入後は１名で済むようになった。

○ ＫＳＡＳ

• オペレーターの端末へ地図（ほ場図）が表示されるので、
ほ場を間違えることなく、効率的に作業できる。

• ほ場ごとの収穫量、施肥量や農薬散布量とその経費が把
握でき、ほ場管理に効果的である。

取組の特徴・効果

水田作
畑作

GPSガイダンスシステム
（左：車内設置状況、右：モニター画面）
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総合営農管理システムの導入による農作業データの可視化・共有化の実現

経営体の概要
・所在地：熊本県熊本市
・経営体名：農事組合法人熊本すぎかみ農場
・作付面積：水稲86ha、麦238ha、

大豆163ha、ﾀﾏﾈｷﾞ13ha
・従業員数：17名（令和元年5月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 地域農業の維持、利益増進を目的に、平成26年に法
人を設立。

⃝ H27→H28で熊本地震を機に、法人の経営面積（法人
直営、作業委託）が急増。

⃝ 営農と農地管理の効率化を目的に、29年2月にKSAS
を導入。

ICTを利用して、農地情報や営農作業の進捗管理に活用。

⃝ 栽培履歴の確認や作業の打合せがスムーズになった。
⃝ ほ場確認のために持ち出していた紙の地図が不要に

なった。
⃝ モバイル端末でGPSの位置情報を確認することで、地

域の地理に詳しくない雇用オペレーターでもほ場を間
違えることなく、速やかに作業に入ることが可能になっ
た。

⃝ モバイル端末を用いて、オペレーター間でリアルタイム
の作業進捗状況を共有することで、互いに作業を補完
し、効率的な営農が可能になった。

⃝ 作付面積の推移

導入技術

・営農管理システムKSAS（(株)クボタ 製）
使用モバイル端末：ﾓﾊﾞｲﾙ３台、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ８台
システム登録ほ場枚数：1800枚
作付計画登録作物：水稲、大豆、麦、ﾀﾏﾈｷﾞ等

H27 H28 H29 H30

作付面積(ha) 436 473 489 502

うち直営作付面積(ha) 26 79 118 139

・オペレーター
間でリアルタイ
ムの作業情報
を共有

水田作
畑作
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GNSSガイダンスシステム及び自動操舵システムの導入による作業効率の向上

経営体の概要

・所在地：北海道虻田郡洞爺湖町
・経営体名：(有)Ｈ産業

・栽培作物・作付面積：肉牛畑作経営（馬鈴しょ・てん菜・
等） ８０．９ha
・従業員数：５名（平成３０年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

・ 経営面積の拡大に伴い、トラクターでの耕起・防除
など搭乗時間が増えたことで、オペレーターの疲労を
抑制し、作業効率を高めることが課題であった。

・ そこでオペレーターの疲労軽減とそれに伴う作業効
率向上を目的に、平成２９年にGNSSガイダンスシステ
ム及び自動操舵システム（電動ハンドル）を導入した。

・ GNSSガイダンスシステム及び自動操舵システムを導

入して、耕起及び整地作業や防除作業のほか、高精度
な位置情報を活かし、馬鈴しょの定植作業等にも活用
し、労働時間の削減（馬鈴しょ33hr→31.5hr）を実現。

・ さらに、てん菜の定植作業、草地への肥料散布など
にも活用し、労働時間の減少等に寄与。

・ これにより、さらなる経営面積の規模拡大（馬鈴しょ９
ha→10ha)が可能となり、加工用馬鈴しょの新規作付に
よる所得の安定も図られた。

・ 今後、不慣れなオペレーターでも熟練者と同じレベル
の精度での作業が期待できることから、さらなる経営規
模拡大を予定。

導入技術

・GNSSガイダンスシステム＋自動操舵システム×１式
（(株)トプコン製）

●実演会（平成29年）の様子

畑作 [33]



GNSSガイダンスシステム等の導入による作業時間の短縮及び作業精度の向上

経営体の概要

・所在地：北海道北見市・置戸町・訓子府町（１市２町）
・取組主体名：きたみらい農業協同組合・北見ＧＰＳ研究会
・作付面積：25,293.3ha（平成26年：農産・青果・飼料作物）
・組合員戸数：980戸（令和元年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 労働力不足により、圃場管理ができない生産性の低
い農地の発生や異常気象による作物の品質及び収
量の低下を招いていた。

⃝ そこで作業の効率化・省力化と低コスト農業の展開を
図るため、ＲＴＫ基地局を設置し、高精度なガイダンス
システム等を導入。停滞水解消のためGNSSレベラー
も導入。（平成26年度）

⃝ ＲＴＫ基地局からの補正情報によるGNSSガイダンス
システム及び自動操舵システムの活用により、測位
精度±２㎝程度のトラクター誘導走行が可能となり、
作業時間の短縮・施肥の適正化・オペレーターの負
担軽減・安全性の確保ができた。

⃝ GNSSレベラーでは、精度の高い傾斜のついた均平
が可能となり、停滞水が解消され湿害の発生を軽減
した。

⃝ 未熟練者（女性・初心者等）による作業が可能となる
ことから、今後は労働力不足の解消に繋げる予定。

【作業時間短縮効果】
・小麦播種作業： 1.2ｈ/ｈａ ⇒ 0.89ｈ/ｈａ
・てん菜整地作業： 3.2ｈ/ｈａ ⇒ 2.6ｈ/ｈａ
・小豆播種作業： 1.5ｈ/ｈａ ⇒ 0.96ｈ/ｈａ

導入技術

・RTK-GNSS基地局 ７箇所
（インターネット局４箇所、無線局３箇所）

・自動操舵機能付トラクター １３７台
（GNSSガイダンスシステム含む）

・GNSSレベラー４ｍ・５ｍ各１台

作業精度の
向上

均平作業
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GNSS自動操舵システム等の導入による生産コストの削減

経営体の概要

・所在地：北海道斜里郡斜里町
・取組主体名：斜里町農業ICT推進協議会
・栽培作物・作付面積：小麦・馬鈴しょ・てん菜8,190ha
・自動操舵導入戸数：135戸（平成30年7月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 担い手の減少、高齢化の進行による労働力不足と経
営規模拡大に限界感。

○ このため、平成２８～２９年、トラクターの自動操舵シ
ステムを導入し、農作業の省力化を図ることとした。

○ 産地パワーアップ事業の活用により、町内の農業
者による自動操舵システム等の導入を促進。

○ 経験の浅い従業員や家族もトラクター作業を担うこ
とが可能となり、経営主の負担軽減に繋がった。労
働分散によって更なる規模拡大が可能となり、耕作
放棄地の解消にも繋がった。

○ 作業時間が短縮され、植付や収穫時期の天候に
左右されない適期作業が可能となった。また、急な
降雨による作業遅延も解消され、作物の生育状況に
合わせた適期管理を実現。

○ 産地平均生産コストの削減目標：約10％
（H27 : 56,789円/10a → H31目標 : 50,985円/10a）

導入技術

・GNSS自動操舵システム（トプコン,ニコントリンブル製） 309台

・高性能ブロードキャスター
（ボグボール, クーン, アマゾーネ, ビコン製） 28台

●トラクター作業を行う女性農業者

畑作 [35]



GNSSガイダンスシステムの導入による農作業の効率化・省力化

経営体の概要

・所在地：北海道中札内村
・経営体名：（有）Ｓ農場
・栽培作物・作付面積：50.7ha（小麦、てん菜、馬鈴しょ、

豆類（小豆、えだまめ、さやいんげん等））
・従業員数：４名（平成30年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ （有）真野農場では傾斜のあるほ場や変形ほ場が多く、トラク
ターを真っ直ぐに走行させることが困難であった。

⃝ 近隣町での導入農家の実績を踏まえ、平成26年に播種、施
肥及び防除作業の効率化のため、GNSSガイダンスシステムを
導入し、現在では所有するトラクター５台に装着。

⃝ 播種作業においては、畦幅を一定に保ち、ほ場全体に無駄な
く播種することが可能となった。

⃝ 施肥、防除作業においては、均一の肥料や農薬散布が可能
となった。分追肥する作物に対しては、センサー付きISOBUS
対応のブロードキャスター＋GNSSにより、無駄な施肥やロス
を減らし、道施肥基準が１０a当たり70kgであるのに対し、約50
ｋｇと肥料費を削減。

⃝ ほ場全体に効率的な播種、生育ムラをなくし、多収化を実現。

⃝ H29年度においては、GNSSガイダンスを効果的に活用し小豆
（エリモショウズ）において全国トップクラスの収量（10a当たり
447kg）、肥料費の削減及び省力化を実現したことから、全国
豆類経営改善共励会最高賞の農林水産大臣賞を受賞。

⃝ 今後は、ドローンを活用した施肥マップの作成と施肥マップに
基づく追肥の導入を検討している。

導入技術

・GNSSガイダンスシステム
（（株）ニコントリンブル社製） ５台

○小豆の施肥
標準施肥量 窒素（追肥） リン酸 加里

㈲真野農場 50kg 2.5(3.0) 13.1 6.5
北海道施肥基準 70kg 4.0(5.0) 20.0 8.0

対比 - 40％程度削減 35％程度削減 20％程度削減

センサー付きブロードキャスター＋GPSガイダンスの組み合わせにより、
正確な散布幅と設定量で肥料散布ができるようになり、無駄な肥料やロスを
減らしている。

●GNSSガイダンスシステムを装着したトラクター
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GNSS自動操舵装置と貯蔵庫自動管理システムの導入による
馬鈴しょ生産の省力化と品質管理の高度化

経営体の概要

・所在地：北海道士幌町
・取組主体名：士幌町農業協同組合
・栽培作物・作付面積：馬鈴しょ 5,201ha

（平成３１年目標面積・5JA合算面積）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 馬鈴しょの生産は高齢化、労働力不足が課題となり、経験や
勘に頼る貯蔵管理にも限界がきていた。

⃝ このため、平成28年に品質管理の徹底及び省力化を目的に
貯蔵庫自動管理システム、平成29年に農業者のほ場作業の
軽減を目的に自動操舵装置を導入した。

【自動操舵装置】
⃝ 士幌町では平成25年にRTK基地局を設置。翌年にはネット配信

システムを導入し、無料配信を開始（現在150台）。その後近隣
JAからの要望を受け、複数基地局の補正信号を委託管理・ネッ
ト配信のできる「RTKネットワーク」の開発により、誰でも利用可
能な環境を整備。

⃝ 平成29年に産地パワーアップ事業を活用し、士幌町及び広域
連携している近隣４JAの馬鈴しょ生産者に対して、GNSS自動
操舵装置を計122台導入。

⃝ これにより、播種、収穫等の作業に要する労働時間・コストを削
減したほか、収量・品質の向上の効果も確認。また、作業受託
用もGNSS自動操舵装置を導入することで、コントラクターの作
業軽減、後継者育成にも寄与。

【貯蔵庫自動管理システム】
⃝ 平成28年に士幌町農業協同組合の馬鈴しょ管理貯蔵庫に自動

管理システムを導入し、「貯蔵庫の見える化」を実現。スマホや
タブレットを利用した複数貯蔵庫のタイムリーかつ一元的な管
理が可能となり、品質のリスクマネジメントへの活用が可能と
なった。また、管理をシステム化することで、貯蔵管理担当者の
後継者育成にも効果を確認。

導入技術

・GNSS自動操舵装置
（(株)ニコン・トリンブル製、(株)トプコン製） １２２台

・貯蔵庫自動管理システム（ズコー事務(株)製）

→ スマホ、タブレットを活用し複数貯蔵庫の管理が可能。データ
化することで共有が可能となり、管理技術の簡易化。

●GNSS自動操舵装置装着トラクター ●貯蔵庫自動管理システム
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パワーアシストスーツの導入によるすいか収穫作業の軽労化

経営体の概要

・所在地：秋田県横手市

・経営体名：（農）きずな

・栽培作物及び面積：
米43ha、そば22ｈａ、
すいか1ha等

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ パワーアシストスーツを導入して、すいかの
収穫と運搬に活用

⃝ 作業姿勢が安定し、果実を丁寧に扱うことが
できるため、キズ・割れ等の発生が減少

＜導入効果＞
①収穫時の「落とす」事故の減少
②収穫・運搬作業の効率化（残業時間減少）
③長時間作業による腰痛の軽減

導入技術

・パワーアシストスーツ
300千円/１台
補助力：18kgf（エア圧入式）
重量:1.8kg

※商品名：エアロバック
（（株）サステクノ）

畑作

＜今後の期待＞
地域の雇用型大規模経営体の多くがパワーア

シストスーツ等軽労化機器を導入することで、安
定した雇用労力が確保でき、生産力の低下を防
ぐとともに、生産規模の維持から拡大に繋がる。

【収穫作業】 【ほ場運搬作業】

横手市十文字地区

【出荷運搬作業】

【農業新聞に掲載】

⃝ 生産ほ場の拡大や雇用者の高齢化により、
収穫時の労働力が不足し、生産力や生産意
欲が低下

⃝ そこで、作業の軽労化による労働環境の改
善を図るため、パワーアシストスーツを導入
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生産管理システムの活用による冷凍野菜等の計画的な生産、加工、販売

経営体の概要 導入経緯

取組の特徴・効果

導入技術

原料の安定調達 収量ｱｯﾌﾟ

播種準備
播
種

管
理

防
除

追
肥

収
穫

加
工

出
荷

全体のｺﾝﾄﾛｰﾙ・指示

作業工程毎の情報集約

ｼﾞｪｲｴｲﾌｰｽﾞみやざき

契約農家63戸

・加工工場の製造計画に基づいた播種
・生育状況・気象環境に応じた一括作業指示
・圃場毎の生育に応じた機械収穫

収穫量
（ｔ）
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ﾋﾟｰｸを予測し、収穫調整 収量の多い圃場数が増加

畑作

・所在地：宮崎県西都市
・経営体名：（株）ジェイエイフーズみやざき
・栽培作物、作付面積：ほうれんそう、こまつな、約97ha
・契約農家：62戸、256圃場（平成30年現在）

・栽培管理のマニュアル化 自社製
・工程管理のシステム化 自社製

⃝ 加工・業務用野菜産地の育成と冷凍野菜生産拡大に
向けて、平成23年に冷凍野菜工場を稼働。

⃝ 効率的かつ高品質な冷凍野菜・カット野菜の製造お
よび販売を目指すため、冷凍野菜・カット野菜のイン
テグレーションモデル（生産、加工、販売まで一貫した
工程管理）構築の実現に取り組む。

○ほうれんそうとこまつなを対象とした栽培管理マニュ
アルを作成。契約農家はマニュアルの栽培指示に従っ
て作業が可能となり、生産に専念することができる。

○契約農家のほ場位置や面積等は、生産管理システ
ムによる一括管理を実施。これにより、複数箇所に点
在する圃場毎に適切な作業指示を行うことができる。

○栽培期間中フィールドコーディネーター※による定期
巡回を行い、現場指導を実施。その結果、収量の多い
ほ場数が増加。また、フィールドコーディネーターが生
育状況をシステムに入力することで、収穫時期、収穫
量の予測が可能となり、後工程の収穫、加工、出荷の
調整に繋げることを実現。
※ﾌｨｰﾙﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：契約農家ほ場を巡回し栽培状況を把

握・管理するｽﾀｯﾌ

○工場の稼働状況と生育状況を考慮し自社で収穫を
実施することで冷凍工場への原料の安定調達を実現。
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ＩＣＴ制御によるキュウリの安定生産と軽労化

取組主体の概要

・所在地：福島県県北地方

・取組主体名：ふくしまから はじめよう。攻めの農業
技術革新伊達地域協議会

・栽培作物・作付面積：キュウリ・８ａ

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 施設栽培では露地に比べてかん水作業が多く、適切
な管理をしないと収量減につながる恐れがある。

⃝ また、新規就農者や規模拡大を目指す農業者にとっ
て、施肥とかん水の効率化が課題となっている。

⃝ そこで、安定生産と作業軽労化を目的に、ＩＣＴ制御に
よる溶液土耕栽培システムを平成27年に導入した。

⃝ かん水の自動化が可能となり、システム導入前と
比較して、かん水に要する労働時間及び労働費が、
９０％以上削減した。

⃝ データに基づく適正施肥が可能となり、システム導
入前と比較して、肥料の窒素使用量及び肥料代が
４０％以上削減した。

⃝ 当実証ほ担当農家は経験が浅かったが、システム
導入により収量・品質が導入前より徐々に向上した。

⃝ 収集されたデータの分析により効果的な施肥かん
水体系を構築することで、今後更なる増収が期待
できる。

導入技術

ＺｅＲｏ．ａｇｒｉ（(株)ルートレック・ネットワークス製）
センサーによる実測値と集積されたデータに基づき、
適時・適量の培養液が自動供給される養液土耕シ
ステム

施設園芸

タブレットでの操作 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰと液肥混入器

←窒素施用量
及び肥料代
（１０ａ換算）

かん水に要する時間及び労働費の削減効果 （１０ａ換算）

時間 労働費 比

平成26年度(導入前) 37.9分 96,796円 100%

平成28年度(導入後) 3.2分 8,204円 8%
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統合環境制御盤の導入によるイチゴの収量・品質向上

取組主体の概要

・所在地：福島県須賀川市

・取組主体名：ふくしまから はじめよう。攻めの農業技術
革新すかがわ岩瀬地域協議会

・栽培作物・作付面積：イチゴ・２２ａ

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 当地域のイチゴ栽培は、手動での環境制御を行っ
てきたが、最適な環境維持のための各種装置の手
動による制御には限界を感じていた。

⃝ そこで、さらなる品質・収量の向上及び省力化を図
るため、平成２７年に統合環境制御盤を導入した。

⃝ 地域平均と比べ、収量が1.1～1.3倍程度増加。
⃝ 特に、１～２月の収量が上がることで、時期による

収量の変動が少なくなった。
⃝ 施設内の湿度等の環境が的確に制御されることで

病害の発生が減少した。
⃝ 果実品質が向上（大玉化）し、品質のばらつきが

減った。
⃝ データを活用することで、単収向上のための新技

術の導入が短期間に進んだ。

導入技術

・プロファインダーⅢ（(株)誠和。製）
→環境測定機器

・プロファインダーＮＥＸＴ８０（(株)誠和。製）
→統合環境制御盤

分類施設園芸

単収
（kg/10a）

Ｈ２６年
実証開始前

Ｈ２８年
実証２年目

実証前対
比（％）

実証ほ① 4,500 4,972 110
実証ほ② 4,200 5,645 134

←統合環境

制御技術の
データ画面

統合環境制御
技術による単
収増加↓

←総収量に対

する月別収量
の割合
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環境制御技術導入による長期越冬どりトマトの収量・品質の向上

経営体の概要

・所在地：茨城県笠間市
・経営体名：Ｍ農園
・栽培作物・作付面積：水耕大玉トマト37a
・従業員数：６名（うち３名パート）（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 平成25年度に環境測定装置を導入し、「ハウス内環

境の見える化」を図るとともに、トマトの多収技術につ
いて取り組みを開始した。

⃝ 県単の補助事業を活用して、炭酸ガス発生機（H29）
や細霧冷房装置の導入(H30)、ハウスのかさ上げ工
事（H30）による光環境改善等に取り組んだ。

⃝ 環境測定装置導入により、「ハウス内環境を見える
化」し、改善すべき点を把握できた。

⃝ 炭酸ガス発生機や、細霧冷房装置の導入、ハウス
のかさ上げ工事等により、ハウス内環境を改善した。

⃝ 普及指導員の支援を受けながら、平成29年度より
週１回生育調査 （茎伸長量、開花花房距離、茎径）
を行い、植物の状態にあわせた、温湿度や培養液
管理を実施している。

⃝ 収量の増加に対応するため、新たな販路を開拓した
（生協出荷）。

⃝ 取り組みの結果、10a収量は増加し、品質も向上し
た。 （過去３年間の収量は17.7→28t（158%）に増加）

今後は､統合環境制御盤を導入し、10a収量35ｔを
目指して取組を進めたい。

導入技術

・環境測定装置（（株）誠和）
・炭酸ガス発生機（（株）ﾈﾎﾟﾝ）
・細霧冷房装置（（株）ノーユー社）
・ハウスのかさ上げ工事（誘引高220cm→280cm）

写真１ 炭酸ガス
畦内ダクト設置

図１ １０ａ収量の推移

施設園芸 [42]



自動・局所炭酸ガス施用システムの導入によるいちごの単収及び品質の向上

経営体の概要

○ 所在地：栃木県芳賀郡益子町
○ 経営体名：個人経営
○ 栽培作物・作付面積：いちご0.43ha、(水稲２ha)
○ 従業員数：5名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 単棟ハウスで「いちご」を栽培しており、単収と品質
の向上を目的として炭酸ガスを施用（ＬＰガス燃焼
装置使用）していたが、換気により炭酸ガスが外部
へ流出してしまうため、保温期であっても日中は積
極的に施用できなかった。

⃝ そこで、換気の影響を受けにくい株元へ直接炭酸
ガスを施用でき、さらに400ppmに保つことができる
本システムを平成２８年産から導入し、一層の単収
と品質の向上を図ることとした。

⃝ 単収が向上した。
⃝ １果重が重くなったことにより、上位等級の割合が

増え、JA出荷おいてkg単価が向上。
⃝ 大玉のいちごが多く収穫され、１パック当たりの調

整作業が短くなり、作業効率が向上した（パック数
は増えたので、作業時間は変わらない）。

⃝ 糖度が上がり、食味が向上した。

⇒ 取組の結果として販売額が増加し、導入及び運用
経費を差し引いても増益となった。

導入技術

○ 自動・局所炭酸ガス施用システム（(株)福岡酸素製）

・ ハウス内の環境をパソコンで把握できる「環境測定」に加え、
あらかじめ設定した炭酸ガス濃度を下回ると、畝上に設置し
たチューブから自動的に炭酸ガスを施用できるシステム。

・ システムはリース、ガス施用チューブは買い取りとなる。そ
の他にパソコンを用意する必要がある。

●炭酸ガスボンベ ●局所施用の様子 ●環境制御装置

ガス施用
チューブ

施設園芸 [43]



環境制御装置の導入によるいちごの品質・収量向上実現

経営体の概要

・所在地：埼玉県秩父市
・経営体名：秩父ファーム（株）
・栽培作物・作付面積：いちご・１，０００㎡
・従業員数：臨時雇用１名（令和元年８月現在）

導 入 経 緯

取組の特徴・効果

規模拡大する上で、管理データの蓄積、解析
による作業の省力化、自動化が課題であった。

このため平成２９年度の埼玉県農業先端技術
導入支援事業で環境制御システムを導入した。

⃝ データの見える化で温度、湿度管理が理想よりも低いこと
がわかり、普及指導員等に具体的な管理のアドバイスがも
らえ、以下のような環境制御の改善を図ることができた。
・夜間温度を下げるため、カーテンの開閉温度設定の見
直し。
・天窓開閉時の急激な湿度の低下を防ぐため、同時に温
度を下げる対策の実施。

⃝ これらの改善の結果、より正確な温湿度管理ができるよう
になり、いちごの味、形状、収量が向上した。

⃝ 今後も品質向上や収量増量、経費削減につながるよう環
境制御装置を活用していく予定。

導 入 技 術

・ネポンアグリネット（ネポン株式会社製）
（複合環境制御盤、モニタリングセンサー、クラ
ウドコントローラー、くるファミＡｃｅⅢ）

施設園芸

環境制御装置導入によるハウス内温湿度の改善効果

導入前

導入後

※赤線が温度、青線が湿度

環境制御の
センサー類

制御盤
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環境制御技術の導入による越冬長期どりトマトの単収増加と規模拡大

営農組織の概要

・所在地：千葉県長生郡
・営農グループ名： JA長生施設野菜部会長段トマト部
・栽培作物・作付面積：大玉トマト・長段栽培 5.29ha
・部会員数：19名（養液栽培17名・土耕栽培2名）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ JA長生施設野菜部会(平成30年現在124戸)が生産する「長生
トマト」は、平成22年に93万ケース（ピークの約70％）まで減少
し、市場評価を維持し安定的に販売する上で、出荷量の確保
が課題となっていた。

⃝ 長生農業事務所、ＪＡ長生は、生産量の30%を占める養液トマ
ト部で、平成23年から「単収増加」・「規模拡大」に向けた環境
制御技術の学習活動や、ICT技術の導入を推進した。

⃝ 平成28年、環境制御技術を習得した生産者により、収穫期間
の長い越冬長期どりに取り組む「長段トマト部」が設立された。

⃝ 長段トマト部の生産者は、週1回、開花花房位置、茎の伸長
量、茎径などを測定し、普及指導員が測定結果をバランス
シートへ加工後、生産者間で測定結果の情報を共有して
いる。こうして、樹勢の変化を継時的に把握し、環境制御や
培養液管理に生かしている。

⃝ 越冬長期作型での単収向上 25ｔ/10a ⇒37ｔ/10a
⃝ 今後、単収増加に伴い、必要労働力の予測など、雇用管理

の効率化に取り組む予定である。
＜産地全体への波及＞
⃝ ＪＡ長生施設野菜部会での環境制御機器導入状況

・環境測定機器導入21戸、炭酸ガス施用機導入17戸
⃝ 「長生トマト」の出荷量の増加

・(平成22年度)93万ケース ⇒(30年度)97.5万ケース(105％)
⃝ 部会の若手５人が、農事組合法人長生フロンティアファーム

を設立し、国庫事業を活用して、トマトの大型生産施設
(1.61ha)を整備するなど、平成23年以降、養液栽培面積が
4.5ha拡大した。

導入技術

・環境測定機器 （(株)誠和・(株)トヨタネ・(株)ネポン）
・統合環境制御装置 （ (株)誠和・(株)トヨタネ）
・炭酸ガス施用機 （(株)ネポン）
・ヒートポンプ （(株)ネポン）
・循環扇 （(株)ネポン）
・細霧冷房 （(株)いけうち）

写真１ 施設環境の見える化 写真２ 生育調査 写真３ 若手の勉強会

図１ 生育状況の変化を把握 図２ 10a当たり出荷量の推移

施設園芸 [45]



既存施設におけるＩＣＴの活用によるトマトの安定生産

経営体の概要 導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 20年前に環境制御装置を導入していたが、時期毎
の収量のばらつきが大きく、より効果的な制御方法
を模索していた。

⃝ そこで、ハウスの環境の実態を把握するためにH23
年に環境モニタリング装置を導入した。

⃝ H28年に既存の複合環境制御装置に通信システム
を付加するUECS化を試験導入。導入技術

・複合環境制御装置 （(株)三基計装）
・灯油式CO2発生器 （ダイニチ工業(株)）
・生ガス式CO2発生器（高圧ガス工業(株)）
・環境モニタリング装置（(株)誠和、(株)セラク）
・複合環境制御盤のＵＥＣＳ化等について試験導入

⃝ 温度や湿度、 CO2濃度、水分量、日射量などの24
項目を常時パソコンやタブレット端末で常時確認し
ている。

⃝ リアルタイムのモニタリングデータと生育診断に基
づき、換気の設定や二酸化炭素施用時間等を修
正した結果、トマトの生育バランスが安定し、品質
の良い果実がコンスタントに収穫できるようになっ
た。地域のトップレベルの収量
を上げている。

⃝ また、既存の複合環境制御装
置に通信機能を付加すること
で、パソコンやタブレットで温室
状況の確認、設定変更が可能
となり、作業性も向上した。

複合環境制御盤 A氏の生育バランスシート
パソコンやタブレットでモニタリングや温
室状況の確認、設定変更が可能になった。

・所在地：神奈川県寒川町
・経営体名：A園芸
・栽培作物・作付面積：施設トマト・22a（12a、10a）
・労働力：４名（令和元年７月現在）

施設園芸 [46]



経営体の概要

・所在地：石川県小松市
・プロジェクト名：こまつ・アグリウェイプロジェクト
（(株)コマツ、小松市、ＪＡ小松市）
・栽培作物：トマト
・参画農家数：４戸（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

導入技術

・環境センサ(ネポン製)
・細霧冷房(いけうち製)
・ヒートポンプ式ラジエター暖房機(コマツ製)
・二酸化炭素発生装置(ネポン製)

【ＩＣＴセンサー】 【環境データ】

【細霧冷房】 【温度比較】

環境制御技術の導入によるトマトの収量向上

⃝ 北陸最大のトマト産地である小松市では、若手生産
者の栽培技術向上のため、平成２６年から環境セン
サーを活用した施設内環境の見える化の取組みを開
始した。

⃝ さらに、暖房機や二酸化炭素発生装置など環境制御
設備を導入し、出荷期間の延長や品質の向上に向け
た技術確立を検討している。

⃝ 環境センサーを設置し、施設内環境を「見える化」す
ることにより、生育に適した環境の制御に活用してい
る。

⃝ 若手生産者が強みとするICT技術の活用により、意

欲が向上し、後継者間や、部会内での情報交換が頻
繁に行われるようになった。

⃝ 夏季の高温対策として細霧冷房装置を導入したとこ
ろ、施設内気温が低下する効果が得られ、二酸化炭
素発生装置との併用により１割程度の増収効果がみ
られた。

⃝ さらなる増収のため、暖房機や二酸化炭素発生装置
などの活用効果を検討している。

施設園芸 [47]



環境モニタリング制御技術導入による品質収量の向上

経営体の概要

・所在地：福井県若狭管内（小浜市、おおい町、高浜町）
・経営体：周年栽培施設園芸経営体（８法人）
・栽培作物・トマト（６）、ネギ（１）、イチゴ（１）
・施設面積：７．１ ha

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 平成２５年度から当管内で初めて施設園芸の周年栽培がス
タートしたが、必要な環境データの蓄積がなく、冬季や夏季の
環境制御をどのように行うかが課題であった。

⃝ そこで収量、品質の安定化を目的に、ハウスの導入と併せて、
遠隔でのデータ確認やデータ蓄積が可能な環境モニタリング
装置を導入した。

導入技術

・マキシマイザー、プロファインダー（（株）誠和）
・アグリネット（（株）ネポン製）
・アグリログボックス（ＩＴ工房Ｚ）

ハウス内の環境データをインターネット経由でスマホやパソコンで
いつでも確認ができ、異常があれば警報メールで通知される。また、
ハウス内の気温、湿度、日射、 CO2濃度データをダウンロードし、分
析ができる。

⃝ 環境モニタリング装置の導入により、経営者だけでなく普及
指導員も施設の環境データを確認できるようになり、データ
に基づく指導を定期的に受けることができるようになった。

⃝ データに基づいた管理や指導により、栽培作物の生育の制
御、収量や品質の安定化が可能になってきている。

⃝ ＣＯ２濃度の日変化がわかり、ＣＯ２ガス施用の設定がしや
すくなった。また、夜間冷房時の温度や湿度変化が確認で
き、電気代を節約するためのヒートポンプの稼働設定が可
能になった。

⃝ 今後の取組
・CO2や飽差などの効率的な環境制御を行うことにより収穫
量や品質の向上を図る。

・時期別の収穫量の予測など精度の高い出荷計画に繋げる。
・経営体間のデータ閲覧を可能にし、情報交換を行うことで
全体のレベルアップを図っていく。

モニタリング画面 モニタリング装置

施設園芸 [48]



環境モニタリングセンサー導入による適正な花きハウス管理の実現

経営体の概要

・所在地：長野県諏訪郡原村
・経営体名：Ｓ農園
・栽培作物・作付面積：アルストロメリア・0.3ha
・従業員数：７名（うち臨時２名）（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 高品質な花き生産のため、土壌養分等の測定が必
要であったが、時間がかかるのが課題であった。

⃝ そこで測定値の随時見える化を目的に、平成２７年に
土壌センサー及び気温センサー等を導入した。

⃝ 土壌水分、養分（EC値）をリアルタイムで測定し、潅
水、施肥のタイミングを判断。ハウス内気温をモニ
タリングすることで適切な換気が可能になった。

⃝ これにより、ハウス巡回数が－１回/日（約３分）削
減され、時間的な余裕ができた。（18.3h/年）

⃝ コスト面で折り合いがつけば、ハウスの自動制御も
検討する予定。

導入技術

・ＦｌｏｗｅｒＰｏｗｅｒ（Ｐａｒｒｏｔ製）
太陽光量、外気温、肥料濃度、土壌水分を計測し、

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈでリアルタイムにスマホに送信。データ
ベースからアドバイス有。

・ウェザーステーション（Ｎｅｔａｔｍｏ製）
気温、湿度、CO2濃度を計測し、Wi-Fiで通信。クラウ

ド上でデータ確認、保存が可能。

【ＦｌｏｗｅｒＰｏｗｅｒ】 【ウェザーステーション】

設置状況

設置状況

◆センサー（10㎝程

度）を土中に差し込
み計測。データはＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ通信範囲に
来るとスマホに送ら
れてくる。

◆同社にアカウント
を作成するとデータ
ベースからのアドバ
イスが受けられる。

◆気温が正確に
測れるようセン
サーを直射日光か
ら遮り、ファンで通
風している。

◆外気温も計測し、
ハウス内外の温度
差を確認し、開閉
の判断基準として
いる。

本体
本
体

施設園芸 [49]



統合環境制御装置の導入による労働時間の削減

経営体の概要

・所在地：岐阜県安八郡安八町
・経営体名：むすぶ農園
・栽培作物・ミニトマト（養液栽培） 作付面積：１０ａ
・従業員数：１名（平成３０年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 施設では、炭酸ガス施用、湿度等の環境制御技術
を導入したが、個々の機器の調整及び天窓の開閉を
手動で行っていたため、複雑で作業に時間を要した。

○ そこで、煩雑さを解消する目的で、平成２７年１月
にプロファームコントローラーを導入した。

○ プロファームコントローラーを導入して、個々の機
器を統合制御することに活用。

○ これにより、環境機器の制御（調整）やハウスの開
閉等にかかる時間を大幅に短縮することができ、栽
培管理（誘引、葉かき、芽かき等）や出荷調製作業に
充てることができ、労務時間の改善に繋がった。

労働時間（環境機器の制御やハウスの開閉等）の削減
６０～９０分/日→３０分/日

○ 今後、半閉鎖型管理（ＳＣＭ）システムを導入し、エ
ネルギー、ＣＯ２、肥料等の利用効率を上げ、ランニ
ングコストの低減を図る予定。

導入技術

・プロファームコントローラー（（株）デンソー製）

温度、ＣＯ２、飽差等の
モニター画面

プロファームコントローラー

施設園芸 [50]



環境制御システムの導入による経営規模拡大の実現

経営体の概要

・所在地：岐阜県海津市
・経営体名：田家農園
・栽培作物・作付面積：トマト（独立ポット耕）・20a

トマト（土耕）・30a
・従業員数：10名（常雇3名、パート7名）（令和元年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 家族経営と最小限の雇用労力では、経営規模拡
大を図るうえで、労働力不足が課題であり、特に、
栽培施設の分散に伴い、ハウス設備制御の効率
化を図る必要があった。

⃝ そこで、省力化を図ることを目的に、平成26年度に
プロファインダーを、平成30年度にプロファインダー
Next80を導入した。

⃝ プロファインダーおよびプロファインダーNext80を
導入して、ハウス内設備を統合制御することに活
用。（制御機器：天窓・側窓、暖房機、CO2発生装
置、遮光カーテン、循環扇、潅水装置）

⃝ これにより、ハウス内設備で手動調整していたもの
を設定値に基づく自動制御及び、遠隔操作を行う
ことが可能となり、作業時間の軽減を図ることがで
きた。

【作業時間の軽減】 導入前から1時間/日の軽減

⃝ また、省力化の実現により作業にゆとりが生まれ、
経営規模拡大を実現することができた。

【経営規模の拡大】 導入前：20a → 導入後：50a

導入技術

○プロファインダー（(株)誠和製）

・ハウス内の環境情報を閲覧できるシステム

○プロファインダーNext80（(株)誠和製）

・ハウス内の環境を自動で制御するシステム

施設園芸

プロファインダー

ハウス内環境
のモニタリング
及び制御画面
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環境制御技術の導入によるバラの収量向上

経営体の概要

・所 在 地：静岡県静岡市

・経営体名：個人経営

・栽培作物・作付面積：バラ・36a

・従業員数：５名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 生産性の向上を図るために、 ㈱誠和主催の勉強会

に参加し、温湿度管理や炭酸ガス施用、給液管理な

どについて研究し、統合環境制御技術の導入につ

いて検討していた。

⃝ 平成30年度に次世代施設園芸地域展開促進事業を

活用して統合環境制御装置を導入。炭酸ガス濃度、

温湿度、給液など、データに基づく高度な管理技術

の確立に向けて検討、改良を重ねている。

⃝ 数ヶ所に分散した施設を、手動制御やタイマー主体で

栽培管理していたが、統合環境制御装置の導入により、

パソコンでの各種データの把握、制御が可能となった。

また、スマートフォンによる遠隔操作も可能なため、労

働時間の削減にもつながった。

⃝ これまでは炭酸ガス濃度や温度などのデータ収集が

大変であったが、各種要因を一元管理することで、各

種機器を連動した環境制御が可能となり、品質の向上、

収量の増加が図られた。

収量の向上（117千本/10a → 136千本/10a）

⃝ 今後は日射量に基づく給液管理など、さらなるデータ

の蓄積・分析により、収量の増加、労働時間の削減を

目指す。

導入技術

・統合環境制御装置（イノチオアグリ㈱ エアロビート）

・炭酸ガス施用機（ネポン㈱）

・ヒートポンプ（ネポン㈱）

施設園芸

統合環境制御装置 温室環境制御のグラフ

炭酸ガス施用機

[52]



環境モニタリング機器の導入による施設ナスの生産性の向上

経営体の概要

・所在地：愛知県岡崎市
・経営体名：河内孝紀氏
・栽培作物：ナス
・作付面積：24a（技術導入面積は12a）
・労働力：家族３名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

先進産地におけるＣＯ２施用による増収技術に関
を持っていたところ、平成26年度に、ＪＡあいち経済連
からプロファインダーとＣＯ２施用装置の導入と調査ほ
設置の依頼を受けた。
平成28年度には、安価でいつでもどこでもモニタリング

できるシステムとして、あぐりログを導入した。

⃝ 調査対象農家含む７人が、愛知県事業「あいち型
植物工場推進事業」の活用よるあぐりログの導入
に合わせて、ＩＣＴを活用した産地研究グループを
組織化している。

⃝ 栽培期間中、月に１回程度開催される産地研究会
へ参加し、産地グループ員間でモニタリングデータ
や生育データ等を比較検討し、栽培管理の改善に
努める。

⃝ 栽培管理の改善に向けてモニタリング項目も年々
拡充し、温度、湿度、ＣＯ２濃度に加えて、現在は日
射量や土壌環境（ｐＦ値）も計測している。

⃝ 技術改善を積み重ねることによって、技術を導入し
た平成26年度作の単収約19t/10aが、平成30年度
作約24t/10a(126％)に増収した。

⃝ 今後は、目標収量25t/10aに向けたさらなる技術改
善と、増収に伴う雇用労力の確保を検討する。

導入技術

・あぐりログ（(株)ＩＴ工房Ｚ製）
・プロファインダー（(株)誠和製）
・施設内の温度、湿度、ＣＯ２濃度等をモニタリング。

・あぐりログのモニタリングデータは、クラウドに蓄積さ
れ、産地グループ内及び普及指導員、ＪＡ職員ともス
マホやＰＣで共有し活用。

産地グループで導入が
進むあぐりログ

温室内で、普及指導員（左）
とタブレットで施設内環境を
確認する河内氏（右）

施設園芸 [53]



ハウス内環境や作業状況を計測・記録して青ネギの適正管理実践

経営体の概要

○所 在 地：島根県雲南市
○経営体名：（有）だんだんファーム掛合
○施設面積：１．１ha
○栽培作物：青ネギ、サラダ水菜、ミニセロリ

サラダホウレンソウ

導入経緯

取組の特徴・効果

○導入年：2015年
○目 的：青ネギ収量向上のためのデータ集積
○計 画：収量実績をもとに改善して栽培

→データと改善策の検討
→改善策実施を繰り返し、課題解決

○ データをもとに、管理方法を検討・改善した結果、
青ネギのパネルあたり収量が増加し、秀品率も
向上した。

○離れた場所から施設内の環境を確認できるよう
になり、管理者にも指示できるようになった。

○ 今後は、葉先枯れ等障害発生時のデータから、
遮光等の栽培管理を検討し、改善策を実施して
障害発生の軽減に活用していきたい。
また、リアルタイムで作物と養液の状態を把握

し、管理ができるようにしたい。
将来的には、新たな管理者の育成にも活用して

いきたい。

導入技術

〇みどりクラウド（みどりボックス２）（(株)セラク製）

・カメラと温湿度、日射量センサーで計測・記録
してデータ化。

・施設外から情報を確認できる。
・安価で、操作が簡単。

みどりボックス設置の様子環境データを集積しているハウス

施設園芸 [54]



施設園芸 環境制御技術の導入によるバラの高収量・高品質栽培

経営体の概要

・所在地：広島県竹原市竹原町
・経営体名：京果園神田（神田昌紀、かんだまさき）

・栽培作物・作付面積：バラ・43a（ロックウール栽培）
・従業員数：家族労力２名、雇用労力６名（令和元年８
月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 父から子に経営の主体を移す際に、省力化が課題
であった。

⃝ そのため、総合的に環境制御を行う技術の導入に
ついて検討し、平成23年にマキシマイザーを導入し
た。

⃝ 当初の設定値と環境データ※に基づく環境制御に
加えて、経営主が植物体の生育状況を迅速に判断
し、臨機応変に設定値を変更することで、最適な環
境となるよう制御している。

※ 測定している環境データ
ハウス外：気温、風向、風速、降雨、日射量
ハウス内：温度、湿度（飽差）、CO2濃度

⃝ 複数の環境制御装置の活用により切り花本数が倍
増するとともに、経営主の労力削減につながった。

【導入効果】

75,000本/10a→135,000～150,000本/10a

⃝ 同じ装置を導入している近県のバラ生産者と連携
し、年１回程度オランダから技術者を招き、制御技
術の研鑽に努めている。

⃝ 今後、30a程度の規模拡大を計画している。

導入技術

・統合型環境制御装置「PRIVAマキシマイザー」
（PRIVA社製）

・環境制御装置（パッド アンド ファン、細霧冷房、ヒー
トポンプ、ナトリウムランプ、遮光カーテン、循環扇、
CO2施用）

ナトリウムランプによる補光 株元へのCO2施用

専用のCO2施用ダクト
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経営体の概要

・所在地：山口県山口市
・経営体名：（株）ベリーろーど
・栽培作物・作付面積：イチゴ・
５．１ha（H30実績）

・新規就業者数：２０名
（令和元年５月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 本県のいちご生産量減少を背景に、産地の再構築の
ため平成27年度にＪＡが出資し、（株）ベリーろーどを

設立。効率的な生産管理、情報共有、人材育成等を
実現するためICT技術を導入した。

導入技術

・UECS（ユビキタス環境制御システム）（株式会社ワビット）

〔実績〕
安定生産：１ｔ/10a増収（試験ハウスデータ）

規模拡大：3.6ha（H29）→5.１ha（H30）
新規就業者数：２０名

図 UECS統合環境制御システム

○ ハウス内環境モニタリングと既存の暖房機・循環扇
等既存機器が接続可能なＵＥＣＳ（ユビキタス環境制
御システム）を活用し、自律したそれぞれの機器を
統合的に制御することで、温度・湿度等、イチゴ栽培
に最適なハウス内環境を保つことができた。

○ またデータを見える化することで情報共有や対応策
の検討等が行える。

○ これらの取組により、新規就業者等の早期人材
育成に取り組んでいる。今後も新規就業者を雇
用予定。

施設園芸 UECS統合環境制御によるいちごの高位安定生産

ハウス内気象計測ノード 外気象計測ノード

制御ノード

各アクチュエータ
・側窓開閉装置
・谷換気装置
・温風暖房機
・潅水バルブ
・CO2供給バルブ

リレー インターネット

クラウドで
情報管理
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環境モニタリングシステムの導入による高品質いちご生産

経営体の概要

・所在地：香川県東かがわ市
・経営体名：空浮合同会社
・栽培作物・作付面積：イチゴ・６２ａ
・従業員数：８名※パート含む （令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 香川県が開発したオリジナル品種「さぬき姫」を栽
培しており、規模拡大による経営の発展を図る上
で、高品質果実の生産と面積拡大を両立させるこ
とが課題であった。

⃝ そこで、ＩＣＴを活用した生産の効率化を目的に、平
成２８年に環境モニタリングシステム「みどりクラウ
ド」を導入した。

⃝ イチゴの養液栽培で、環境モニタリングシステムを
導入し、センサーを設置して、データ管理による果
実の高品化と生産の効率化に活用している。

⃝ ハウス内の生育状況と環境データをリアルタイムで
確認できることにより、休日や研修等でハウスを離
れていても安心でき、事故防止や作業の効率化等
に役立っている。

⃝ データを活用することで、ハウス間の生育格差が
改善されるとともに、生育に最適な環境の把握が
可能となり、高品質果実の安定生産と規模拡大（３
３ａ→６２ａ）につながった。

導入技術

・みどりクラウド（（株）セラク製）

カメラによる監視のほか、気温、地温、湿度、飽差、
日射量、ＣＯ2等の環境データをセンサーでリアルタイ

ムにモニタリングし、データをクラウド上に蓄積して、
ほ場から離れていてもスマートフォンやパソコン等か
らハウス内の環境を確認することができる。

環境モニタリングシステムを設置したハウスの状況

施設園芸 [57]



複合環境制御装置の導入による草花栽培における規模拡大

経営体の概要

・所在地：香川県三木町
・経営体名：株式会社 石原
・栽培作物：アストランティア、リキュウソウ、切花用

クレマチス ほか
・作付面積：施設１ｈａ、露地30a
・従業員数：５名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ （株）石原では、アストランティア等草花栽培の規模
拡大を図るにあたり、栽培施設の管理労力の省力
化が課題であった。

⃝ そこで、２０１６年に新たな温室の増設に合わせて
（株）友成ハイテック社製の複合環境制御装置を導
入した。

導入技術

・複合環境制御装置：（株）友成ハイテック社製
室温、湿度、日射量、雨量、風速等をセンサーで常

時モニタリングし、作物の生育に適した環境条件とな
るよう自動的に換気や保温、遮光を行うなど施設内環
境を制御する。

⃝ 作物の生育に合わせた、きめ細やかな管理が実現
でき、生産物の高品質化が可能となった。

⃝ 温室の開閉や強日射時の遮光、照明の点灯等の
作業が設定条件に応じて自動的に行われ、施設管
理の大幅な省力化が図れた。

⃝ 複合環境制御装置の導入に伴い、雇用を大幅に
増やすことなく、約３０ａの栽培施設を増設（７０ａ→
１ｈａ）できた。

複合環境制御装置を設置した草花栽培ハウス

施設園芸 [58]



環境制御技術の導入による施設園芸産地の強化

導入対象の概要

・所在地：安芸農業振興センター管内（芸西村、安芸市、
安田町、田野町、北川村、奈半利町、室戸市、東洋町）
・導入対象：管内施設園芸経営体（1,056戸、292ha）
・導入実績（CO2発生器：81ha）

・栽培作物：果菜類（ナス、ピーマン等）、花き類（オキシ
ペタラム、トルコギキョウ等）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 安芸管内は冬春ナス（生産量日本一位）、ピーマン、
花き等、施設園芸地域であるが、高齢化や生産資
材の高騰などにより農家経営は厳しい状況が続く。

⃝ 高知県では平成21年度よりオランダ・ウェストラント

市との交流を契機に環境制御技術の開発と現地
実証に取り組み、増収効果を確認してきた。

⃝ 安芸地域ではＨ27年度に環境制御技術普及推進

会議を設置し、ＪＡ、園芸連、県が連携して環境制
御関連機器の導入を推進し、生産量の向上を目標
に取り組んできた。

⃝ （国）産地パワーアップ事業、（県単）環境制御技術普
及促進事業を活用して環境制御関連機器導入を促進。

⃝ 生産部会だけでなく、環境制御技術向上を目的とした
研究会・勉強会の設立および自主的な活動を支援。

⃝ 今後は、未導入の経営者に対する支援、病害防除を
目的とした環境制御技術の検証、増収に伴う労働負
担への対策に取り組む予定。

⃝ 【導入実績と効果（Ｈ26年度→Ｈ30年度）】
・導入面積率
（CO2発生器：ナス 1%→ 38%、ピーマン 19%→ 59%
環境測定装置：ナス 1%→ 41%、ピーマン11%→ 43%）

・10a当たり平均収量の向上
（ナス：15.9 ｔ → 18.0 ｔ、ピーマン：16.1 ｔ → 18.0 ｔ）

導入技術

・CO2発生器（グロウェア［ネポン(株)］、
光合成促進機［フルタ電気(株)］等）

・環境測定装置（プロファインダー［(株)誠和］、
ハッピィ・マインダー［(株)四国総研］等）

・その他（日射比例灌水装置、細霧発生装置、統合環境
制御装置、除湿機、ファインバブル混入機など）

CO2発生器と
環境測定装置（右上）※導入面積率はCO2発生器に

ついての集計値
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環境測定データの分析によるキクの生産性の向上

経営体の概要

・所在地：福岡県八女地域
・組織名：ＪＡふくおか八女電照菊部会
・栽培作物・作付面積：輪ギク・112ha
・部会員数：125名（うち青年部37名）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 施設の高度化が進み固定費が増大、経営安定のた
めには生育期間の短縮や品質向上のための環境制
御技術の確立が必要であった。

⃝ H28年度に県単事業でＩＣＴ機器を活用した匠の技の
見える化を目的にキク等園芸6品目で環境測定機器
を導入。更に、H30年度には炭酸ガス施用機を導入し、
生産性や品質向上効果を検討した。

⃝ 電照菊部会員5経営体の環境データと生育との関係
性を明らかにし、低温期を経過する作型において、生
育・収穫期間が短縮できる温度管理技術を確立。

⃝ 炭酸ガス施用により、切り花重の増加による品質向
上効果が認められ、栽植本数を増加させても一定の
品質を保てることから、収量増加効果も確認。
（慣行の110%の栽植密度でも上位等級率20%向上）

⃝ ３か年の事業実施により、電照菊部会青年部活動と
してICT勉強会を立上げ、自ら環境測定と生育、収量
調査を実施し、普及が分析等支援。また、八女地域
以外のキクにも環境データに基づく栽培管理が波及。

⃝ 平成31年3月に県単事業の成果として「匠の技実践
マニュアル」を作成。

⃝ 今後は、炭酸ガス施用による開花遅延や日照条件に
よる効果の差等を克服する技術改良を継続。

導入技術

・環境測定機器（SERAKU、四国総合研究所、㈱誠和、
㈱IT工房Z、㈱ネポン）

・炭酸ガス施用機（ダイニチ工業㈱）

施設園芸 [60]



環境制御技術の導入によるキュウリの高収量化

経営体の概要

・所在地：佐賀県武雄市

・経営体名：個人経営

・栽培作物・作付面積：キュウリ・25.6a

・労働力：家族（３名）、常時雇用1名、
臨時雇用延べ200日 （平成30年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 1984年、炭酸ガス発生装置を導入し、当時は早朝に
高濃度で炭酸ガスを施用。

⃝ 1997年、全ハウスを硬質フィルムハウスにしたことで、
複合環境制御装置を導入。

⃝ 2008年、燃油高騰対策としてヒートポンプを導入。

その効果を確かめるため、環境測定装置を導入して
ハウス内の環境（温度、湿度、炭酸ガス濃度等）の
測定を開始。

⃝ 2009年、日中に炭酸ガス濃度が低下していたことが

判明したため、それまでの早朝施用から日中施用に
変更。

⃝ 2016年、光合成をより効率的に行うため、日射量に
応じた自動潅水装置を導入。

⃝ 環境測定装置の導入により、ハウス内の環境を可
視化し、データに基づいた管理を実施。

⃝ 炭酸ガスを株元に施用することで、天窓やサイド
カーテンを開放している時期にも効果的に施用。

⃝ 日中の炭酸ガス施用を開始後、10a当たり収量が
増加。（2015～2017年の平均単収は全国平均の約
3.5倍）

⃝ 日射比例式自動潅水装置の導入により、収量の向
上とともに潅水作業の大幅な省力化も実現。

導入技術

・複合環境制御装置（三基計装株式会社製）

・環境測定装置（株式会社誠和製）

・炭酸ガス発生装置（株式会社ネポン製）

・日射比例式自動潅水装置（イノチオアグリ株式会社製）
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環境制御技術導入によるキュウリの高収量栽培の実現

経営体の概要

・所在地：佐賀県伊万里市
・経営体名：Ａ氏
・栽培作物・作付面積：キュウリ・２１ａ
・労働力：本人＋パート1名（令和元年8月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 佐賀県では、施設園芸品目の高収量栽培につなが
る先進技術の検討及び導入が進められている。

⃝ そこで増収を目的に、平成26年より環境制御技術
（CO2施用、ドライミスト、日射比例潅水）を導入。

⃝ 環境測定装置の導入により、「見える化」された環境
測定値に基づいてハウス内環境を改善することがで
きた。

⃝ ドライミストの導入により、ハウス内湿度を適正に保
つことが可能。

⃝ 日射比例潅水の導入により、日射量に合わせて潅
水し、地下部環境の最適化が可能。

⃝ 地上部や地下部環境を最適化することで、大幅な増
収に効果（表1)。

⃝ 今後は、目標収量50ｔ/10aに向けた栽培技術の改善
と、雇用の導入による規模拡大を検討。

【効果（H25年→H30）】
・10ａ当たり収量の向上

３２ｔ （Ｈ２５） → ４０ｔ （H３０）

導入技術

・環境測定装置「CO2ナビアドバンス」 （(株)ニッポー）
・統合環境制御装置（(株)三基計装）
・飽差制御盤（(株)ニッポー）
・灯油式CO2発生機（(株)ネポン）
・その他（ヒートポンプ、ドライミスト、日射比例潅水）

分類施設園芸

CO2を群落内へ施用

ドライミストによるハウス内
環境の改善

表1 収量の向上効果
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環境制御システム等の導入による省力化及び収量増

経営体の概要

導入技術

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 所 在 地：長崎県雲仙市
○ 経営体名：立石バラ園
○ 栽培作物：バラ（70ａ）
○ 従業員数：家族５人、常勤１人、実習生（中国）２人

○ 統合環境制御盤 (株)ニッポー：ハウスナビアドバンス

○ 炭酸ガス局所施用 フルタ電気(株)

○ 自動換気 フルタ電気(株)

⃝ 導入して間もないがその効果は非常に大きく具体的
な結果もあらわれている。例えば収穫本数が増加
（概ね3％増）し、Ｌ以上の上位階級率も増加 （概ね
７％増）。

⃝ ハウス内環境を自動で制御できるので導入前と比べ
換気等に係る労力が減少。

⃝ 今後より効果的な栽培管理を行うため、日射データ
を蓄積し、天候に適応した自動かん水施設の導入を
計画するとともに、温度、湿度といった基本情報以外
の様々なデータがとれるようになり、今後の栽培管
理に応用していく可能性も模索。

⃝ 様々なデータを見える化し、ハウス内の環境、とりわ
け温度及び炭酸ガス濃度を適切に管理するため、
「次世代施設園芸拡大支援事業」を活用し、ハウス
ナビアドバンスを含めた環境制御装置を導入。

施設園芸

環境制御システムを導入したハウス内
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統合環境制御機器の導入による促成トマトの高収量の実現

経営体の概要等

・所在地：熊本県 県北地区
・経営体名：Ａ生産者
・栽培作物・作付面積：促成トマト・73a
・施設：丸屋根型ビニルハウス（低コスト耐候性ハウス）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 統合環境制御機器の導入による効果実証展示ほ場
として、平成２８年に県単事業※を活用して導入
※活用事業名：次世代型ハウス環境制御システム事業

統合環境制御機器によるハウス内環境制御の自動化

⃝ 温度、湿度、炭酸ガス濃度(ＣＯ２)、日射量等のハ
ウス内環境の変化の確認と複数ハウスの管理の
均一化ができるようになった

⃝ 日中ハウス内のＣＯ２濃度の不足改善に繋がった
⃝ 「すかし換気※」による湿度制御により多湿環境が

改善され、灰色カビ病の抑制、裂果の軽減に繋
がった

⃝ これまで環境制御に費やしていた労力が軽減され
ハウスの栽培管理作業（手入れ、誘因、収穫等）等
に時間が回せるようになった

※すかし換気…ハウス内外の温度を見ながら少しだけ側窓を開けて
ハウス内の湿度を逃す換気方法（出展: ㈱NIPPO HP）

導入技術

・統合環境制御機器「ハウスNAVIアドバンス」(株)NIPPO製

換気・暖房・カーテン・炭酸ガス施用等を相
互に連携させ、ムダが無くバランスのとれた
環境づくりを実現（出展: ㈱NIPPO HP）

分類施設園芸

＜現地試験データ＞

[飽差]
最適範囲の時間が長い

※試験区：環境制御機器あり、対照区：なし

[温度]
加温機・谷換気とも高精度な管理 労力軽減・収量確保に繋がったことで、作付面

積約70aで収量30t/10a以上を継続的に確保
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ＩＣＴを活用したピーマンの収量アップ

経営体の概要 導入経緯

取組の特徴・効果

導入技術

各種分析項目

毎月定例会を開催し、データに基づ
いた環境制御・栽培管理技術を検討

環境測定データの解析

施設園芸

・所在地：宮崎県西都市
・生産者グループ名：ハッピーマン
・栽培作物・作付面積：ピーマン・3.1ha
・メンバー数：10戸（10名、令和元年9月現在）

⃝ 生産者グループ、ＪＡ、市、普及センター、
ＩＣＴコンサル会社で毎月定例会を開催。分
析データを共有し、データに基づいた環境制
御と栽培管理技術を検討。

⃝ 個々の栽培方法や草勢管理等を学ぶため、毎
週、メンバーのほ場巡回を実施。

⃝ これらの取組により、収量減等の要因をデー
タにより見える化でき、栽培技術の改善へと
繋げることができた。その結果、生産者グ
ループの10a当たり平均収量が増加。

12.8トン（H26年度）→14.8トン（H30年度）

・環境測定装置 10戸
・炭酸ガス発生装置 7戸

･ＩＣＴコンサル会社と連携した各種データの見える化
10戸

⃝ ピーマン産地であるＪＡ西都市では、約１７０戸（H26)
がピーマンを栽培しているが、10年後、農家数及び生

産量ともに半減すると推測され、産地維持対策の一
つとして収量向上を設定。

⃝ そこで、ハウスピーマンの平均収量16.5トン/10ａ（H32
年度）の実現を目指し、生産者グループ（10名）と普
及センター、西都市、JA西都等が連携し、平成27年度

より環境測定装置や炭酸ガス発生装置を導入し、複
合環境制御技術の確立を目指した取組を開始した。

検討会の様子

[65]



○ モニタリング機器（会員導入率約７０％）
プロファインダー（（株）誠和）

○ 光合成促進機（会員導入率９７％）（ネポン株式会社）

○ 所在地：宮崎県宮崎市田野町
○ 経営体名：ＪＡ宮崎中央田野支店胡瓜部会
○ 栽培作物：つる下ろし栽培きゅうり
○ 作付面積：１７ｈａ ○会員数：５２人

環境制御システム等の導入による収量増を実現

経営体の概要

ハウス内センサー ハウス横作業場内モニター等

外部センサー ハウス内

施設園芸

導入経緯

取組の特徴・効果
導入技術

○ 平成２３年に視察した県外の取り組みを参考にＪＡ
営農指導員とともに、ハウス内環境を「数値」で把
握し、理想の環境下で収量向上を図るため、同年
に部会で研究を開始するとともに数名の会員が先
行して導入。

○ 収量の増加
導入前：16㌧／10ａ（部会平均）
導入後：24.8㌧／10ａ（部会平均（平成２９年））

○ 売上の増加
10ａあたり約252万円の増
（280円／10ａ×9㌧増：

単価は平成２９年度部会実績）

○ 部会内で勉強会を組織し、生育調査やデータ分析
を実施しており、導入により部会全体の技術向上を
担って いる。なお、メーカーにより測定精度にばら
つきがあることから当部会では同一機器を導入し
ている。

[66]



ＩＣＴを活用した施設栽培きゅうりの収量アップ

集団の概要 活動経過

取組の特徴・効果

導入技術

施設園芸

・所在地：宮崎県宮崎市
・集団名：ＪＡ宮崎中央田野支店きゅうり部会
・栽培作物・作付面積：きゅうり・17.8ha
・構成員数：51名（平成31年4月現在）

・環境測定装置 63％

・炭酸ガス発生装置 92％
※炭酸ガスの施用方法は、加温機（及びダクト）を利用した全面施用が主体。

一部、小ダクト等を用いた局所施用も導入され始めている。

○環境測定装置（出典：誠和）

県内で最も導入されている環境測定装置

○メイン画面の表（出典：誠和）

○「Study Club」の取組

・環境制御技術を活用した生産性向上を図るための自主学習組織。

・毎日の収量、かん水量のデータ入力、週１回の開花調査を自主的に実施。

・2週間毎に現地圃場で生育調査会を実施しながら、環境と生育等のデータを検討していく。

⃝ 県外の先進的な取組を参考に、部会での研究を開
始。

⃝ 部会の若手生産者で構成する「Study Club」を育成

し、データ分析に基づいた栽培指針の見直しによ
る部会の技術向上を図っている。

⃝ データ分析に時間と労力を要しているため、
データ分析のアウトソーシングを検討中

環境測定装置、炭酸ガス発生装置の導入に合わせ、
測定データに基づく環境制御技術を部会全体で共有し、
既存ハウスにおけるきゅうりの収量アップを実現。

⃝ 部会平均収量：24ｔ/10a（H30年産実績）
取組以前の平均収量 17t/10a（H22年実績）

⃝ 費用対効果 試算（10aあたり）
３ｔ増収とすると ＝ 100万円程度の売上増
環境測定装置25万円＋炭酸ｶﾞｽ発生装置50万円
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コンテナ型植物工場の導入で離島における葉物野菜の安定供給を実現

取組主体の概要

・所在地：沖縄県南大東村
・取組主体：南大東村
・管理運営：南大東村地産地消促進協議会
・栽培作物：リーフレタス等
・施設面積：70㎡（保冷コンテナ２基連結）
・作業員数：６名（令和元年７月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 夏場は暑さ、台風、少雨のため葉物野菜の栽培が困
難。

⃝ また、台風等で船が入港できないと物資が途絶え、野
菜不足・価格高騰が生じることから、野菜の安定生産・
供給が課題であった。

⃝ このため、平成29年度にコンテナ型植物工場を導入。

⃝ 平成29年度沖縄離島活性化推進事業（内閣府）によりコンテ
ナ型植物工場を導入し、平成30年４月から稼働。 （事業費
39,422千円 国費 29,748千円）

導入技術

・コンテナ型植物工場（沖縄セルラーアグリ＆マルシェ(株) 製）

・統合環境制御システム（ 同上 ）

（温度、湿度、水温、CO2等のモニタリング及び制御が可能。Wi-Fi
ルーターによる遠隔監視、蓄積データのAI分析も可能。）

⃝ KDDIグループ企業の沖縄セルラーアグリ＆マルシェ(株)が持
つICT、IoTを活用した水耕栽培システムで、葉物野菜の周年
生産を実現。
〔生産目標：１日約200株、年間約７ﾄﾝ出荷〕

⃝ 現在、リーフレタス、水菜、小松菜及びチンゲンサイの４種を
栽培。村内５店舗で販売するほか、ゆい市場(Happy Green  
Market)、ホテル、飲食店や学校給食に供給。

⃝ 今後は、学校給食における島内産のシェア向上（33％→50％）
を目指すとともに、R1年度にコンテナ増設を予定。

⃝ 野菜棚にはLED照明、また、外部には遮熱用屋根を設置する
ことにより、電気使用量を低減。

植物工場の外観、内部の様子

サンプル

台風等天候に左右されず、島内
の店舗、ホテル、飲食店や学校
給食へ葉物野菜を安定的に供給

１袋180円で販売されているチンゲンサイ

施設園芸 [68]



クラウド型農業支援アプリを活用したりんごの生産管理

経営体の概要

・所在地：青森県弘前市
・経営体名：もりやま園株式会社
・経営面積：りんご９．８ha
・労働力：本人、常用雇用１０名、臨時雇用年間延べ７５０名

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 親からの経営継承時に、植栽されている品種や樹の場所な

ど、経営主しか分からない情報が多く、作業員へのきめ細

かな管理の指示が困難となっていた。

⃝ 品種の特定と労働生産性向上を目的に、平成２７年にＡＤＡ

Ｍを開発し、導入した。

⃝ ＡＤＡＭ（現Ａｇｒｉｏｎ果樹）の導入で生産工程が可視化された

ことにより、以下の効果が出ている。

① 葉摘み作業や山選果（農家の園地や家での選果作業）などは

労働生産性が低いことから、作業自体をやめるなど管理作業

の見直しにつながった。

② 摘果等栽培管理ごとの作業時間を把握することができ、作業

員の能力に応じた形に作業のやり方を見直すことができた。

③ 管理作業の進捗状況を把握することで、作業員に効率的に指

示を行うことができるようになった。

○ これらの効果により、労働生産性の向上を図るとともに、自分

の経営の内容を正確に把握できるようになった。

○ また、経営内容の把握によって、従来捨てていた摘果した果

実をシードル等の加工品にすることを考案でき、経営全体の

改善につなげている。

導入技術

Ａｇｒｉｏｎ果樹（株式会社ＴｒｅｘＥｄｇｅ製）
（旧ＡＤＡＭ もりやま園製）

• 樹木１本１本の作業記録をデータ化するシステム

• ツリータグにより品種と場所が誰でも分かるようになり、作業時
間や作業進捗の把握が容易になる。

• 樹木への作業のみならず、草刈等の場所全体にする作業など
の詳細な管理へも対応可能。

• スマートフォンとクラウドのシステムにより、各作業員は画面に
タッチするだけで必要な情報が入力可能。

ツリータグ

必要な情報を見える化

果樹 [69]



ICT技術を利用した細霧冷房によるリンゴ日焼け果対策

経営体の概要

・所在地：富山県魚津市
・経営体名：加積りんご品質向上対策協議会
・栽培作物・作付面積：りんご・２８ha
・構成員数：44名（令和元年５月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 日焼け果は毎年、恒常的に発生しており、「ふじ」生
産果実に占める日焼け果率＊は平成29年12.7％、
平成30年36.2％で、高温年では発生量が極めて多く、
生産への影響は大きい。

＊県果樹研究センター内「ふじ」標準樹調査

⃝ 県果樹研究センターでは、平成27年度から4か年を

かけて当該技術の研究を行い、実用技術として確立
した。

※農林水産省プロジェクト研究「温暖化適応・異常気象対応のための
研究開発（温暖化の進行に適応する生産安定技術の開発）」

⃝ 令和元年度に補助事業（持続的生産強化対策事業
のうち次世代につなぐ営農体系確立支援事業）を活
用し、当該技術を生産現場で検証を行っている。

⃝ 検証結果に基づき産地内に普及技術として紹介し、
導入を推進することで、日焼け果発生の軽減によ
る生産性の向上が見込まれる。

⃝ 日焼け果の平均発生率25.4％（過去３ヵ年平均）が
半減することで、産地全体では約17百万円の売り
上げ増が見込まれる。

⃝ 今後、ロボット機械や新たなICT技術の情報収集を
行い、リンゴ経営に導入可能か検討していく予定。

導入技術

・細霧冷房装置、遠隔操作用かん水コントローラ―
リンゴ園地全体に水を流すホースを樹上に配置して細霧ノズ
ルを設置。園地内の気温と湿度をモニタリングし、設定条件で
細霧（霧のような水）を噴出させ、日焼け果の発生を軽減する
ほか、遠隔地からも園内の状況を確認し、制御する技術。

細霧冷房中の様子

果樹 [70]



クラウドシステム導入によるハウス環境の遠隔監視

経営体の概要

・所在地：奈良県五條市
・経営体名：赤松ハウス柿生産組合
・栽培作物・作付面積：ハウス柿・約1.9ha

（ハウス数：１１棟）

導入経緯

取組の特徴・効果

ハウス内の温度はフィルムの自動開閉により調整さ
れるが、開閉装置の故障等でハウス内が異常（特に高
温）になることがあった。気付くのが遅れると、樹の衰弱
や果実品質の低下を引き起こすため、ハウス環境の遠
隔監視を目的に、平成３０年より本技術を導入した。

⃝ 「食・農クラウド Akisai 施設園芸ＳａａＳ-Ｓ」を導入し

て、ハウス柿の環境の監視を実施。ハウス内の温度
はパソコンやスマートフォンで確認が可能。これによ
り、生産者のほ場見回り等に関する軽労化が可能と
なった。

⃝ さらに、ハウス内が異常温度になった場合はアラー
ト発信があるため、ハウス内の異常に素早く気付くこ
とができるようになった。システム導入後は、トラブル
への迅速な対応が可能となり、異常温度による被害
は回避している。

⃝ 当システムは温度以外にも湿度や照度の測定も可
能であり、今後、研究機関と連携して、これらのデー
タを蓄積、分析することで、果実の品質向上技術や
収穫時期の予測技術等の開発に取り組む予定。

導入技術

・食・農クラウド Akisai 施設園芸ＳａａＳ-Ｓ （富士通）

各種センサ情報の収集や機器の制御を行うハードウェアであり、
蓄積された様々なデータを利活用するクラウドサービス。これら
の利用により、生産プロセスの見える化や温室の遠隔監視、装
置の遠隔制御が可能となる。

システム導入のイメージ

センサー設置の様子

果樹 [71]



自動換気システム及び自動給餌器の導入による省力化

経営体の概要

・所在地：北海道天塩郡豊富町
・経営体名：酪農家族経営
・栽培作物・作付面積：牧草・約90ha（うち借地25ha）
・従業員数：家族３名

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 現牛舎が老朽化、手狭となり、牛舎新築を検討。

⃝ 規模拡大及び省力化を目的に、平成２８年度に自動
換気システムと自動給餌器を導入し牛舎を建設。

⃝ 温度・天候を感知し、トンネル換気や窓（カーテン）
の開閉が自動的に行われ、作業が省力化。
（設定温度以上で窓が閉まり自動換気を実施し、
設定温度以下でも窓が閉まり室温低下を防止。）

⃝ 2m径のファン４基、1.5m径のファン２基により、風量
は確保され、衛生的な牛舎環境を実現。

⃝ 給餌の自動化（２時間おきに稼働）により給餌に要
する作業時間が削減。

⃝ 牛舎内作業の低減により、家族経営を維持したま
ま規模拡大（経産牛頭数68頭→87頭）を実現。

⃝ 導入３年目になり、出荷乳量は導入前に比べ２～３
割増。事故率も低減。

導入技術

・自動換気システム（SECCO製）
・自動給餌器（GEAファームテクノロジー）

換気ファン 自動給餌器

畜産 [72]



搾乳ロボット・エサ寄せロボットの導入による省力化

経営体の概要

・所在地：北海道釧路市音別町
・経営体名：酪農専業 （搾乳頭数117頭・育成牛81頭）
・栽培作物・作付面積：牧草 34ha
・従業員数：３名（平成30年４月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 搾乳機器が老朽化し、交換部品が無く、新規投資が
必要となった。

⃝ 新築牛舎建設による規模拡大を行う上で、労働力不
足が課題であった。

⃝ そこで、労働力補完を目的に、平成29年に搾乳ロボッ
ト・エサ寄せロボットを導入した。

⃝ 搾乳ロボット・エサ寄せロボットの導入により、朝晩の
搾乳作業及びエサ寄せ作業などの重労働が無くなり、
繁殖管理等に時間をかけることが可能となった。

⃝ コンピューターによる乳牛管理や乳牛のストレスも低
下したことで、1頭当たり乳量等が増加した。

⃝ 労働時間の短縮を確認できた。

⃝ 今後は、蹄病予防のため定期的な蹄浴を実施し、牛
舎新築10年間の計画出荷乳量を達成させる。

・個体乳量の増加
（H28年 10,069kg/頭 → H30年 11,131kg/頭)

・生乳生産量の増加
（H28年473㌧→H29年896㌧）

・労働時間の削減
（9.6hr/人→ 7.6hr/人）

導入技術

・搾乳ロボット（レリー社製）・・導入元（コーンズＡＧ）

・エサ寄せロボット（レリー社製）・・導入元（コーンズＡＧ）

搾乳ロボット2台導入 エサ寄せロボット2台導入

畜産 [73]



ＧＰＳガイダンスシステムの導入による効率的糞尿散布

経営体の概要 導入経緯

取組の特徴・効果導入技術

畜産

・所在地：北海道新冠郡郡新冠町
・経営体名：太陽デイリーファーム株式会社

（協業法人、平成２９年設立）
・搾乳頭数：３８５頭
・栽培作物・作付面積：１７１ha

（牧草・１３０ha、飼料用とうもろこし・４１ha）
・従業員数：２名（令和元年８月現在）

・ＧＰＳガイダンスシステム（ニコン・トリンブル製）
［トラクター：ニューホーランド］

⃝ 規模拡大による作業量の増大から、ほ場へのスラ
リー（糞尿）散布の効率化を図る必要があった。

⃝ そこで、スラリー散布を効率的に行うことを目的に、
平成２９年にＧＰＳガイダンスシステムを導入した。

⃝ GPSガイダンスシステムにより、走行軌跡を確認す
ることで、効率的で精度の高いスラリー散布を実現。

⃝ 飼料作付面積の拡大に対応しつつ、均一なスラ
リー散布を可能にしている。

（平成２９年：１１０ha → 令和元年：１７１ha予定
目標作付面積：２００ha）

⃝ 将来的には、GPSガイダンスシステムをブロード
キャスタ、スプレーヤでも活用し、効率的にほ場作
業ができる場面を広げていきたい。

スラリー散布機装着の様子 ＧＰＳガイダンスシステム

[74]



搾乳ロボットの導入による省力化と規模拡大の実現

経営体の概要

・所在地：北海道別海町
・経営体名：(株)GATTEN
・経産牛頭数：130頭
・草地面積：107ha
・家族経営：４名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ (株)GATTENでは、多頭化に伴う搾乳作業等の長時間

労働と家族経営で管理できる飼養頭数の限界が課
題であった。

⃝ そこで搾乳作業の省力化と規模拡大を目的に、平成
29年に「畜産クラスター事業」を活用して搾乳ロボット
３台を導入した。

⃝ 搾乳ロボットを導入して、搾乳作業の省力化が可能
となり、家族経営での多頭数管理や頻回搾乳による
個体乳量の上昇などの効果を確認。

⃝ 搾乳ロボットから得られるデータを利用した、飼養管
理の調整により、乳牛の周産期疾病防止や栄養改
善に活用。

・搾乳牛頭数の増加
(H28年91頭 → H30年108頭)

・個体乳量の上昇
(H28年8,591kg → H30年9,491kg)

・出荷乳量の増加
(H28年784t → H30年1,026t)

⃝ 今後は家族経営で搾乳牛頭数を165頭まで増やし、
出荷乳量2,000t/年を目指す。

導入技術

・搾乳ロボットVMS（(株)デラバル製）

→搾乳ロボットにより搾乳作業が自動化

となり、ロボットから得られる情報を飼養
管理に活用可能。

畜産

図１ (株)GATTENの出荷乳量と個体乳量の推移
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自動搾乳システム・発情発見システムの導入による効率的な飼養管理

経営体の概要

○ 所在地：栃木県那須塩原市
○ 経営体名：個人経営
○ 経営概要：酪農 ホルスタイン２１０頭

（経産牛１３０頭、育成８０頭）
乳用種（ジャージー種）１１頭
（経産牛５頭、育成６頭）

自給飼料生産１４．７ha
○ 従業員数：２名 パート数：１名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

○ これまでに自動堆肥化システムや自動給餌システム
などを導入し、労働力軽減に取り組んできた。

○ 現在朝４名、夕３名で作業を実施しているが、労働力
の軽減と生産性の安定化を図るため導入した。

○ 従来のパーラー搾乳を２割、自動搾乳システムでの
２４時間体制の搾乳作業を８割で実施することで、搾
乳に係る労働時間の短縮や労働負荷の軽減、生乳
生産量の増加等が実現した。
・搾乳時間の削減：７時間/日→２時間/日
・削減した時間を牛舎の環境整備や牛の管理に充当

○ 個体毎の活動量（歩数、採食時間）をＩＣＴにより、リ
アルタイムに把握することで、発情や疾病の早期発
見が可能になった。

○ 今後の経営展開
・現状維持。飼養頭数と草地面積のバランスが取れた
酪農経営を継続していく。

・加工販売部門の拡大
・自給飼料生産の拡大

導入技術

○ 自動搾乳システム（GEA社） ２台
・１台で６０頭の搾乳が可能
・個体毎に搾乳量の把握が可能
・電気伝導率の把握による乳房炎の早期発見が可能

○ 発情発見システム（GEA社）
・携帯端末やＰＣによる発情・採食時間の把握が可能

畜産

自動搾乳システム 発情発見システム
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分娩監視システムと牛舎内監視カメラの導入による家畜管理作業の省力化

経営体の概要

・所在地：長野県上伊那郡 南箕輪村
・経営体名：Ｏ牧場
・酪農・経産牛頭数：７３頭
・従業員数：４名（令和元年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ Ｏ牧場では平成２８年度に畜舎を新築し、飼養頭数
規模を５０頭から７０頭に拡大したが、新築した牛舎
が自宅から離れたことや、飼養頭数の増加で分娩管
理の労力が課題になっていた。

⃝ 県の高収益型畜産推進事業ICTモデル農場に選定さ

れ、当該分娩監視システムを試験的に導入した。そ
の際に効果を実感したため、事業終了後の令和元年
５月に自己資金で機器を購入し、牛舎内監視カメラと
併用して活用している。

⃝ ２段階による分娩時期の予測通報により分娩前の
準備、農作業等の日程調整などが可能になった。

⃝ 監視カメラとの併用により自宅から離れた牛舎へ
の見回り等の労力が大幅に軽減された。

⃝ 分娩日が近い時期の心理的な負担が小さくなった。

導入技術

・分娩監視システムモバイル牛温恵（㈱NTTドコモ）
システムの概要：

体温センサーを用い、分娩予定の牛の体温（膣温）を
５分毎0.1℃単位で計測し、分娩兆候特有の体温変化
を捉え管理者に通報する
・養牛カメラドームプロ（ ㈱ネットカメラ）

畜産

体温のモニタリング：段取り通報と駆付け通報

センサーの
装着

体温のモ
ニタリング

分娩兆候の
通報

牛舎内監視カメラ 分娩監視システム
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分娩監視システムの導入による分娩事故防止

経営体の概要

・所在地：岐阜県高山市千島町
・経営体名：片桐敏彦氏
・肉用牛繁殖 飼養頭数：繁殖雌牛19頭、子牛6頭
・従業員数：１名（平成３０年８月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 従業員の労力的・精神的負担、事故発生時の経営
的負担となっている分娩事故を軽減することを目的に、
平成２０年に分娩監視システムを導入した。

○ 分娩監視システムを導入して、分娩24時間前、一
時破水時、分娩困難時などに通報が携帯端末に送
信される。

○ これにより、分娩のタイミングを把握することができ、
精神的な負担が減った。また、分娩事故もなくなった。

分娩事故の減少
システム導入前（平成１9年度）2頭
→導入後（平成2０年度以降）0頭

導入技術

分娩監視システム（(株)リモート製）

ｾﾝｻｰ（膣挿入） 受信機（子機） 受信機（親機） 分娩時体温グラフ

○ 牛の膣内に体温センサーを挿入し、体温の変化か
ら分娩の発見、難産を推測することができるシステム。

畜産 [78]



○ 搾乳ロボットアストロノートA4（LELY社製（オランダ））
搾乳作業をロボットが行うことで、搾乳作業時間が短
縮でき労働力が軽減されるとともに、関連する一連の
飼養管理システム（PMR給与、個体管理等々）により、
多くの有用なデータが活用でき、質の高い飼養管理を
実現し、乳量の増加や疾病の減少等、生産性の向上
が期待される技術。

○ ロボット1基で約60頭/日の搾乳が可能。

○ ヤマギシズム春日では、需要に応じた生乳量を確保
し、経営の安定を図るため増頭が必要であった。

○ 搾乳ロボットを導入することで、搾乳に係る労働力を
軽減し人件費を削減するとともに、乳量の増加による
収益向上を目的に、畜産クラスター事業を活用して、
平成27年度に牛舎の新設と搾乳ロボットを4基導入し
た。さらに、新たに自己資金で平成28年度と平成30年
度にそれぞれ2基を導入し、現在、ロボット8基で約400
頭の搾乳牛に対応している。

搾乳ロボットシステムの導入による労働力の軽減および乳生産性の向上

経営体の概要

・所在地：三重県伊賀市
・経営体名：ヤマギシズム春日農事組合法人
・飼養家畜：乳用牛（成牛）460頭、肉用牛（F1）80頭
・従業員数：25名（令和元年8月現在）（乳牛管理、肉牛
管理、自給飼料生産、堆肥生産、場内清掃 他）

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 搾乳ロボットの導入により、1日約3回の搾乳回数に
なり、1日2回搾乳の従来のミルキングパーラー方式に
比べて労働力の軽減、生乳生産量の増加等の効果が
得られている。
・搾乳作業時間の削減（延52.5時間/日→24時間/日）

人員の削減（実5名/日→3名/日）

作業時間の削減（10.5時間/日・人→8時間/日・人）

・生乳生産量の増加（29.7kg/日・頭→32.4kg/日・頭）

・乳房炎罹患頭数の減少（19頭/月→3頭/月）

○ 飼養管理体系の変更により、飼料費や施設維持費

が若干増加したものの、人件費が削減でき、生乳販売

収入が増加することで経営全体の収益向上に繋がった。

○ 今後は、導入したロボットの維持管理を心がけ、成牛
頭数を500頭に増頭して、さらなる経営強化を目指す。

導入技術

牛がロボット内に進入

自動でティートカップを装着・搾乳搾乳ロボット外観（代理店HP引用）

畜産 [79]



経営体の概要

導入技術

導入経緯

取組の特徴・効果

○ 所 在 地 ： 長崎県壱岐市
○ 経営体名 ： 株式会社野元牧場
○ 経営規模 ： 繁殖牛180頭、肥育牛250頭
○ 従業員数 ： 役員３人、社員５人、

パート（土日のみ）２人

○ 商品名：ウエアラブルデバイス「Farmnote Color」
クラウド牛群管理システム 「Farmnote」

企業名： 株式会社ファームノート

○ 商品名：養牛カメラ
企業名 ： 株式会社ネットカメラ

○ Farmnote
• 関連するデータにより、発情の兆候を的確に把握す

ることができる。また、体調が悪い牛を早期に発見
することができる。

• 様々な情報のリストを自在に作成することができ、
そのデータを社員と共有できるようになった。

• 若い社員にとっては、解析されたデータを見ることに
より繁殖についての知識を深め、繁殖についての判
断力をつけることができる。

○ 養牛カメラ
• 監視能力が向上したことにより、分娩事故の減少に

貢献した。
• 特に夜の見まわり回数が減り、また、人が立ち会わ

なければいけない分娩かどうかの判別を、現場に行
かなくてもスマートフォンで確認できるようになった。

○ 点在する牛舎は住居と離れており、 夜間に牛の状態
を把握することができなかった。労力を軽減しながら、
この状況の改善を図りつつ、繁殖そのものの成績も
向上させたかった。そこで、有人国境離島法に基づく
雇用機会拡充事業を活用し、技術を導入。

牛群管理システム等の導入による労働力の軽減畜産 [80]



ＩＣＴの活用による肉用牛生産力の強化

組織の概要 導入経緯

取組の特徴・効果

導入技術

畜産

綾町における繁殖雌牛飼養戸数・飼養頭数の推移 綾町肉用牛総合支援センター

牛温恵

夜間監視ｶﾒﾗ
（預託農家もｽﾏﾎで
確認可能）

牛歩Lite

・所在地：宮崎県綾町
・組織名：JA綾町（綾町肉用牛総合支援センター）
・経営規模：繁殖雌牛 158頭、哺乳子牛158頭等

・発情発見（牛歩Ｌｉｔｅ） ９セット
・分娩予測（牛温恵） ８セット
・監視用WEBカメラ ８台

⃝ H26年に町内の母牛頭数が１千頭を下回ったことから、

綾町肉用牛総合支援センターを整備し、分娩直後の
母牛と子牛、長期不受胎牛の集中管理により、飼養
管理の分業化を進めている。

⃝ H27年度には、先進的な農家にICT機器（牛温恵８セッ
ト、監視ｶﾒﾗ８台、牛歩Lite９セット）を導入。農場にお
ける生産性向上と労働力の負担軽減に取り組む。

⃝ 同センターにおいて、分娩直後の母牛と子牛を受け
入れており、母牛は預託期間中に人工授精を実施し、
妊娠鑑定を行った上で農家に返還している。結果、
施設に預託された牛の分娩間隔の短縮を実現した。
H29 町内平均419日 → 預託牛平均378日（△41日）

⃝ 同センターにおいて、簡易放牧の実施や発情発見
装置を活用しながら、長期不受胎牛の解消に取り組
んでおり、農家において347日間不妊であった牛が、
施設受け入れ後、85日で受胎する等の効果を上げ
ている（預託された不妊牛の受胎率：81.9％）。

⃝ 発情発見装置や分娩予測装置、WEBカメラといった
ICT機器の導入により、農場における発情予兆の見

落としの減少や分娩時の労働力の負担軽減が図ら
れ、町内の子牛生産頭数が増加した。

814頭（H27）→883頭（H29）※出荷頭数ベース
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○搾乳ロボット：ＬＥＬＹ社製（オランダ） アストロノートA4
○ソフトウェア：アストロノート専用飼養管理ソフト「Ｔ４Ｃ」

○ 所在地：宮崎県
○ 経営体：酪農経営
○ 飼養頭数：経産牛67頭（搾乳牛55頭）、育成牛30頭
○ 従事者数：4名（経営主夫婦、両親）

搾乳ロボットの活用による労働時間の削減及び生産性の向上

経営体の概要

LELY社製搾乳ロボット タッチパネル式モニター

搾乳の様子搾乳を待つために列を作る牛

畜産

導入技術

導入経緯

○ 将来を見据え、子ども達が見て、やりたいと思える酪
農経営実現のための先行投資と考え、フリーストー
ル牛舎の新設と搾乳ロボットを導入（活用事業：畜産
クラスター事業）。

取組の特徴・効果

○ 搾乳ロボットの導入によりフリーストール牛舎となっ
たことから、これまでの繋ぎ牛舎との飼養の違いに
苦労したものの、これまで朝夕１日２回ミルカーによ
り家族総出で搾乳していた労働時間（約２時間×２
回）の削減が図られ、特に両親への負担が解消され
たことにより、家族経営による規模拡大が可能に。
【飼養規模の拡大目標（搾乳牛）】

50頭（H29） → 100頭（H34）（増頭中）

○ フリーストール牛舎による快適な環境と搾乳ロボット
により牛が搾られたいタイミングで昼夜問わず搾乳
が可能になり、１日１頭当たり平均乳量が増加した。

・約30kg → 約34kg（１割増）

○ 牛を観る時間が増えるとともに、搾乳ロボットの反芻
時間等のデータにより、これまで以上に牛群の健康
管理が可能になった。

○ 今後も分娩監視装置、エサ寄せロボットのＩＣＴ機器
を導入予定。

[82]



⃝ 個体毎の搾乳量等の分析や，乳牛を自由に行動さ
せるストレス低減対策の結果，搾乳回数が増えて
乳量が増加。生乳販売額では１０００万円/年増。

⃝ 搾乳労働時間 １６時間→２時間
削減できた労働時間を人工授精業務や飼養管理業
務に投入。人工授精業務により和牛子牛の販売額
が８００万円増加。

⃝ ロボット導入により経費は増加（５００万円/年）
（減価償却費を除く）

⃝ 今後の経営展開
・搾乳牛頭数（１２０頭）を維持しつつ，繁殖牛部門を
６０頭に拡大

・搾乳ロボットを導入した他農家との連携

⃝ スマート機器の導入で体と心のゆとりを実感。

経営体の概要 導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ ２人で１日８時間かかる搾乳労働時間を削減した
かった。将来の労働力確保に不安があった。

⃝ 鹿児島大学やメーカー，県畜試等をコンソーシアム
のメンバーとする革新的技術・緊急展開事業に応募
し，平成26年度に搾乳ロボットを導入。

導入技術

搾乳ロボット 自動給餌機

⃝ 所在地：鹿児島県鹿児島市
⃝ 経営体名：有限会社Ａ
⃝ 経営概要 酪農（経産牛１２０頭），繁殖牛（３０頭）
⃝ 従業員数：３名（令和元年８月現在）

⃝ 搾乳ロボット（デラバル(株)製） ２台
・ １台で６０頭の搾乳が可能
・ 個体毎に搾乳量，生乳成分を把握し，給餌，成分
分析を実施

⃝ 自動飼料調整機･給餌機，餌寄せロボット，自動糞
尿 搬出機，暑熱対策ファン等も併せて導入

搾乳ロボットの導入によるゆとりある酪農経営の実現畜産 [83]



(牛温恵）
⃝ 分娩事故率の低下
・ 利用前８％→利用後５％：出荷子牛が年間８頭増加
・ 機器５年利用試算：純利益が年間約１，８００千円増加

⃝ 夜間の見回り業務の削減
・ 利用前（予定日３日前から毎日）→利用後（通知時）

(FarmnoteColor）
⃝ 発情微弱牛の発見率アップ及び適期授精の実践
・ 授精回数：利用前１．８回→利用後１．５回
・ 分娩間隔：利用前後で約３７０日を維持

⃝ 省力化・労力削減と従業員のモチベーションアップ
・ 雇用労力の削減：利用前５人→利用後４人
・ 雇用費の削減：約１，８００千円
・ 情報共有，取組成果の実感，短期間目標設定可能

(今後の経営展開)
・ 分娩･発情･疾病検知について別メーカーのU-motion
を５０基導入し比較検証中（機器の利用拡充等を探求)

・ 母牛５００頭へ，自給飼料・受精卵移植部門の拡大

経営体の概要 導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 多頭化に伴って，特に深夜の分娩時に立ち会えない
ことで起こる子牛の事故率の低減が必要であった。

⃝ 雇用確保が困難な中，現状の労力で対応するには省
力化が必須であった。

⃝ 目視で見つけにくい発情微弱牛発見に苦慮していた。

導入技術

（牛温恵）

⃝ 所在地：曽於市末吉町
⃝ 経営体名：株式会社Ｄ
⃝ 経営概要：肉用牛（繁殖母牛３００頭，育成牛５０頭）
⃝ 従業員数：４名（常時雇用，令和元年８月現在）

⃝ 牛温恵（体温センサーによる分娩監視システム）
・ 分娩約７日前～分娩まで装着→現在１０基利用。
・ 母牛膣内に挿入したセンサーが分娩約２４時間前と，
１次破水を検知した時に，メールで通知する。

⃝ FarmnoteColor（活動量センサーによる発情･疾病検知)
・ 分娩後３０日以降～受胎まで装着→現在１００基利用｡
・ 首に装着したセンサーが取得した牛の活動情報を，ＡＩ
が解析して発情や疾病兆候を検知し，メールで通知する。

牛群管理システム等の利用による肉用子牛の生産性向上と省力化畜産

膣内に挿入するス
トッパー（体温セン
サーが装着）

スマートフォン
タブレットに通知

牛舎内
中継器

発情発見グラフ（活動量突出）

活動情報と発情発見

(FarmnoteColor)

[84]



哺乳ロボットとドローンを活用し飼養管理の効率化を実現

経営体の概要

・所在地：沖縄県多良間村
・経営体名：合同会社 湧川畜産
・飼養頭数：繁殖牛200頭、子牛140頭
・飼養形態：肉用牛繁殖経営

放牧地70㏊、採草地26㏊、妊娠牛と子牛は舎飼い

・労働力：本人、母親、姉、雇用１人の計４人（令和元年７月現在）

②ドローンから撮影した
放牧地の風景

①哺乳ロボットによる
哺乳作業の自動化

導入経緯

取組の特徴・効果

〇幼少の頃、両親が放牧地で妊娠牛を見つけて追いかけ
る姿を見て、牛飼いはきついと感じたことや、母親との２
名体制による労働力不足を補いたいと考えたのが省力
化に取り組んだきっかけ。

〇そこで、子牛の哺乳作業や妊娠牛の分娩管理の省力
化を図ることを目的に、平成27年度に哺乳ロボット、平成
28年度にドローンを導入した。

〇平成27年度に、畜産収益力強化緊急支援事業（農林水
産省）により、哺乳ロボットを導入。（事業費 340万円、
国費 170万円）

〇平成28年度に、自己資金でドローンを導入。（導入経費
15万円）

〇哺乳ロボット及びドローンの活用により、多頭数の牛を
効率よく管理することが可能となり、作業の省力化が図
られたことで、朝夕の農作業以外の自由な時間を創出し、
「島の生活を満喫しながら牛を飼う」という自身が目指す
ライフスタイルを実現。

○哺乳量及び哺乳回数の調整による発育向上や、細かな
分娩兆候の監視による事故防止を実現。

〇今後は、島で育てた牛を島で食べることが出来る環境
整備（飲食店等）やキャトルステーション等の整備による
作業の外部化に地域全体で取り組むことで、畜産振興を
通じた島の活性化を図りたいとの意向。

導入技術

・哺乳ロボット（(株)ロールクリエイト製）

（代用乳による哺乳作業を自動化し、子牛を群で管理。
各個体に合わせた給与量や給与回数を設定すること
で、個体毎に適切な哺育管理が可能。）
・ドローン（DJI製）

（ドローンから送信される映像をコントローラーのパネ
ルで確認しながら、妊娠牛の分娩兆候の把握や牛舎
への追い込みが可能。）

畜産 [85]



ＩＣＴを使った大型捕獲檻によるイノシシ捕獲の実証活動

経営体の概要

○所在地：愛媛県西予市
○栽培作物・地区：かんきつ類・三瓶町蔵貫地区等
○実施主体：イノシシＭ.Ｕ.Ａ組合
（檻管理者、地元の捕獲指導者、中山間集落協定関係
者等によるイノシシ捕獲組織）

導入経緯

取組の特徴・効果

○西予市蔵貫地区では、多様なかんきつ類を栽培をして
いるが、イノシシによる被害が深刻化。

①急傾斜地等では、侵入防止柵の完璧な設置が困難で、
イノシシは鉄筋柵の弱い部分等を狙って園地に侵入。

②一度味を覚えたイノシシは、園地侵入を繰り返す。

○Ｈ２６年度に西予農業指導班が、三瓶町４Ｈクラブに
働きかけ、大型捕獲檻に赤外線センサーによる自動ト
リガー装置を取付け捕獲実証を開始。

○捕獲の様子を自動カメラで撮影したところ、警戒心の
強い個体やまだ檻内に入っていなかった個体を多く獲
りこぼしていることが判明。

○獲り逃したイノシシは警戒心が高まり、檻に入りにくく
なることも映像から判明。

〇Ｈ２７年度に県内のＩＣＴ関連企業と連携し、ライブカメ
ラを利用した大型捕獲檻の実証・改良を重ねた結果、
「ハンティングマスター」として商品化され実用開始。

〇Ｈ２８年度には地元の捕獲指導者等で組織する「イノ
シシＭ.Ｕ.Ａ組合」を設立。檻の管理を含む捕獲活動を
開始。（捕獲頭数：Ｈ28 18頭、Ｈ29 27頭、Ｈ30 17頭）

〇群れごとの確実な捕獲が可能となり、近隣園地の被
害が軽減。市内、他地区へも普及。

導入技術

○ハンティングマスター（ＩＣＴを使用した大型捕獲檻）

【概 要】
①檻に設置したセンサーがイノシシを感知すると、捕獲従

事者にメール送信。
②捕獲従事者はスマートフォンやパソコンでライブ動画を

確認。
③ライブ動画を見ながら、最適なタイミングで檻の扉を閉

め、イノシシを捕獲。

写真１ 遠隔監視型捕獲システムの設置状況 写真２ ライブカメラによる捕獲直前の映像（５頭）

鳥獣害 [86]



○ 所在地：熊本県玉名市
○ 設置地区：旧天水町上古閑地区（平成27年度設置）
○ 団体名：玉名市鳥獣被害防止対策協議会
○ 栽培作物・作付面積：果樹・29ha
○ 構成員数：3人

ＩＣＴを活用した大型捕獲檻によるイノシシ捕獲

経営体の概要

取組の特徴・効果

導入技術

○ 大型捕獲罠本体 (株式会社天草海材屋)

○ 大型捕獲罠システム (株式会社J-bot)

導入経緯

○ 高齢化等で耕作放棄地が増加し、果樹を含む農作
物へのイノシシ被害が増加。

○ 対策として、平成22年度より電気柵（市事業）、平成
25年度よりワイヤーメッシュ柵（国事業）を設置したが、
被害は止まらず。

○ 平成28年からは、さらなる被害軽減を図るため、熊
本県の「えづけSTOP！鳥獣被害対策事業」を活用し
た地域ぐるみの対策を執ることとし、大型囲い罠はそ
れを強化する柱の一つ。

○ 廃棄(放置)及び規格外品の果実を大型囲い罠へ餌代
わりに入れることで、それまで無意識に行っていたイノシ
シへの「えづけ」が解消された。

○ 機械式の箱罠に比べ、イノシシの入る状況をスマート
フォンで確認しつつ、ゲートを落下させることができるた
め、より確実に捕獲することが可能となった。

○ なお、箱罠にセンサーがついているが、稀に風で草が
掛ったり、アナグマなどほかの動物の動きにも反応して
しまうので、その際はスマートフォンへ頻繁に連絡が
入ってしまうため、受信する担当者の負担が大きい点が
課題である。

【囲い罠】

【情報通信機】

鳥獣害 [87]
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	71-（29-1奈良県：更新）農業新技術取組事例-果樹
	スライド番号 1

	72-（01-9北海道：更新）農業新技術取組事例-畜産豊富町
	スライド番号 1

	73-（01-10北海道：更新）農業新技術取組事例-搾乳ロボット
	スライド番号 1

	74-（01-11北海道：新規）農業新技術取組事例-畜産新冠町
	スライド番号 1

	75-（01-12北海道：新規）農業新技術取組事例-畜産別海町
	スライド番号 1

	76-（09-2栃木県：新規）農業新技術取組事例-那須塩原
	スライド番号 1

	77-（20-4長野県：新規）農業新技術取組-畜産
	スライド番号 1

	78-（21-5岐阜県：更新）農業新技術取組事例-畜産
	スライド番号 1

	79-（24-3三重県：更新）農業新技術取組事例-搾乳ロボット
	スライド番号 1

	80-（42-3長崎県：新規）農業新技術取組事例-畜産farmnoteK
	スライド番号 1

	81-（45-5宮崎県：更新）農業新技術取組事例-畜産綾町
	スライド番号 1

	82-（45-6宮崎県：新規）農業新技術取組事例-搾乳ロボットK
	スライド番号 1

	83-（46-1鹿児島県：更新）農業新技術取組事例-畜産
	スライド番号 1

	84-（46-2鹿児島県：新規）農業新技術取組事例-畜産肉牛子牛N
	スライド番号 1

	85-（47-2沖縄県：更新）農業新技術取組事例-ほ乳ロボット・ドローン
	スライド番号 1

	86-（38-1愛媛県：更新）農業新技術取組事例-イノシシ捕獲
	スライド番号 1

	87-（43-3熊本県：新規）農業新技術取組事例-イノシシ捕獲K
	スライド番号 1





