
スマート農業技術を活用した高度輪作体系（３年５作）の構築
による超低コスト輸出用米生産の実証 活動期間：令和元年度～継続中

〇アジアを中心とした新興国で経済成長・人口増加が進展、米の需要が拡大

〇海外市場への輸出を大幅に拡大するには、限界を突破した超低コスト輸出
用米生産を実現する必要がある

〇実証ほ場を３ブロックに分け、輸出用米を中心とした３年５作体系の確立を
目指し、従来の２年３作体系以上に土地利用率を高める

〇輸出用米は、海外の幅広い需要に応えられるよう３品種を栽培

具体的な成果

１ スマート農業機械の有効性を明確化
■ロボコンバインによる自動刈取

・作業能率1.3倍に向上、10ａあたり刈取時
間を20％削減

■自動運転トラクタの技術体系の確立
・自動運転トラクタ（65馬力）と有人トラクタ
（55馬力）の協調で麦播き前の水田耕起

・トラクタ使用経験のない女性オペが従事
■直進キープ田植機の実証

・雨天・深水等の自然条件に左右されず
植付でき、オペの疲労が軽減された。

・作業能率1.1倍に向上、10ａあたり田植時
間を10％削減

・田植機使用経験のない女性オペが従事
■ドローンによる無人防除実証

・８～９月に計23ha防除
・１時間あたり1.6ha散布
・ラジヘリよりも静音で作
業者を１名削減

■ほ場管理システム（アグ
リノート）によるほ場管理

・水田838筆を登録し、栽培管理や作業時
間を記録 →   実証データとして活用

２ 作付面積の増加 164ha→184ha
■主食米70ha、輸出米49ha、飼料米13ha

小麦40ha、大豆6ha、その他野菜6ha

３ 輸出用米の生産量の拡大 契約量 186ｔ
■ハツシモ32.7ｔ、みつひかり111.3ｔ

にじのきらめき20.1ｔ、その他21.9ｔ
→地元ＪＡを通じ台湾・香港などへ出荷

普及指導員の活動

【平成30年度】
■課題発見と実証法人内の合意形成
■実証ほ場（３ブロック 26ha）の設定
■事業計画の作成支援

【令和元年度】
■進行管理役として事業の進捗管理
・県農政課スマート農業推進室及び農業

経営課革新支援専門員との連携
■各種データの収集・分析・評価

→ コンソーシアム会議にて報告
（実証法人・地元ＪＡ・農業機械メーカー他出席）

■パンフレットの作成支援
・実証プロジェクト概要

スマート農業機器・
機械等のカタログを
組み入れた視察対応用
等パンフレット

■スマート農業技術の普及
・スマート農業サミットinぎふ他各種

行事で本実証をPR
（視察者1,000人超）

普及指導員だからできたこと

・実証法人の実態や栽培技術を知る普及
指導員だから効率的な作付体系（品種・
栽培方法等）を構築でき、最適なスマー
ト農業機械を組合せた一貫体系を提案。

・実証法人だけでなく、地元JA、県行政
研究機関、農業機械メーカー等から幅広
い情報を得て進行管理役として実証結果
の検証や広報活動に従事。

岐阜県

３年５作の作付体系により栽培面積増



 - 1 - 

岐阜県 
スマート農業を活用した高度輪作体系（３年５作）の 

構築による超低コスト輸出用米生産の実証 
 
活動期間：令和元年度～継続中 
 
１．取組の背景 
瑞穂市旧巣南町エリアの中心経営体である巣南営農組合は、「面積は増やし

ても、ほ場の枚数は増やさない」 という方針のもと、簡易なほ場整備を自力施

工して、農作業の効率化に取り組んでいる。また、アジアを中心とした新興国

へ米の輸出を目指しており、海外市場への輸出を大幅に拡大するには、限界を

突破した超低コスト輸出用米生産を実現する必要がある 
このため、本実証ではほ場を３ブロックに分け、スマート農業機械を駆使し

ながら水稲Ｖ溝直播栽培や小麦跡輸出用米の移植により３年５作体系の確立を

目指し、従来の２年３作体系以上の土地利用率を図る。なお、輸出用米は海外

の幅広い需要に応えられるよう３品種を栽培する。 
 

２．活動内容（詳細） 
（１）ロボコンバインによる自動刈取の確立 

アグリロボコンバインを導入、併せてクボタスマートアグリシステム（Ｋ

ＳＡＳ）への登録を完了し、①アシスト運転機能、②自動作業日誌、③食味

収量センサ、④食味収量メッシュマップ、⑤マイ農機（燃料残・位置・稼働

軌跡確認）をフル活用して、10～11月に稲刈作業を実施した。 
 
表１ アグリロボコンバインの収穫作業時間 

作業区分 

刈取面積 

合計 

（ａ） 

作業時間 

合計 

（ｈ） 

10a あたり 

作業時間

（分） 

時間あたり 

作業面積 

（ｈａ） 

自脱型を 1

とした比較

値 

アグリロボ合計 4,458 107 14.4 41.7 1.04 

うち輸出用米区 1,670 33 11.9 50.6 1.27 

(参考)自脱型６条 － － 15.0 40.0 1 
※作業期間は１０月 1 日～１１月２９日、うち輸出用米は１０月１日～１１月１９日 

 
（２）自動運転トラクタの技術体系の確立 

無人ロボットトラクタ（65馬力）と有

人監視トラクタ（55馬力）の協調作業を、

小麦は種前耕起にて検証を行った。10月

２日～11月 13日の期間に、作業時間 64

時間にて面積 17ha を２台のトラクタ協

調による耕起作業を実証した。 
図１ ほ場規模ごとのｈａ作業時間 

※ｈａあたり作業時間には、移動時間、枕耕起作業含む 
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（４）直進キープ田植機の実証 

６月に直進キープ田植機を導入し、17haの田植え作業の実証を行った。 
条件の悪い深水での移植作業がスムースで、直進スピードも同じ８条植 
よりも早くすることができることから、若干、作業効率は向上した。 

  
表２ 機械別に見る作業効率 

機械名 10a 平均（分） ４号機を１とした場合 ３号機を 1 とした場合 

直進アシスト(８条） 0:24:36 1.86 1.17 

４号機（６条） 0:45:45 1.00 0.63 

３号機（８条） 0:28:54 1.58 1.00 

 
（５）水田センサの設置導入による水管理の省力化 

６月中旬にモバイル型水田センサ「パディウォッチ」を導入し、経営

面積 164haを広くカバーするため、ほ場全域に点在する形で 30ヶ所に設

置した。水田センサを設置したほ場の水位、気温、地温のデータを収集

した。 
 
（６）ドローンによる無人防除実証 

 ８月に機材を導入し、これまで農薬散布に従事していない女性従業員

２人が訓練飛行を実施してライセンスを取得、ドローンによる防除作業

実証を実施した（ライセンス取得日数 ２日間）。 
カメムシ防除を目的に計２回、４日間、延べ面積 23ｈａあまりドロー

ンによる防除を実施し、ラジコンヘリと比較して遜色ない効果を得た。 
 
表３ ドローンでの作業時間、散布面積、時間あたり作業面積 

作業日 8 月 18 日 8 月 19 日 9 月 6 日 9 月 7 日 合計 

作業時間 3.24 2.01 4.25 4.40 14.31 

散布面積（ｈａ） 5.96 3.47 6.97 6.85 23.26 

1 時間あたり作業面積 1.84 1.73 1.64 1.56 1.63 

 ※作業従事者数は、いずれも２名 

 

表４ ドローンとラジコンヘリとの防除効果の比較 

防除方法 防除日 防除薬剤 調査日 害虫名 捕獲数 

ラジコンヘリ ９月６日 
スタークル液剤１０ 

ブラシンゾル 
９月１２日 カメムシ類成虫・幼虫 ０頭  

ドローン ９月６日 
スタークル液剤１０ 

ブラシンゾル 
９月１２日 

カメムシ類成虫・幼虫 ０頭  

ウンカ類成虫 １頭  

※調査方法は捕虫網 20 回振 
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（７）アグリノートの導入によるほ場経営一体管理 
パソコンと大型モニターを導入し、４月当初にアグリノートの運用を開

始した。ほ場情報数 838 筆、面積 174.8ha を登録し、主に作業内容を中心

にデータの入力を行った。 
スマートフォンからの入力を基本とし、持たない従業員は別途、紙様式

を用意して、日報として手書きさせ、それを事務職員が改めて入力すると

いう方法とした。 
 
表５ アグリノートへの登録状況    

マスター登録状況 筆数 
面積 

ｈａ 

作付 

登録数 

作業項目

数 
機械情報 肥料情報 

経営管理ほ場・施設 780 166.5 23 83 67 40 

作業請負ほ場 58 8.3 農薬情報 資材情報 作業者情報 合計 

合 計 838 174.8 53 29 19 314 

 
３．具体的な成果（詳細） 
（１）スマート農業機械の有効性を明確化 

■ロボコンバインによる自動刈取の確立 
作業能率を 1.3 倍に向上させ、稲刈りに要する作業時間を２割削減し

た。また、ロボコンバインから得られた推定収量と坪刈単収を比較した

ところ、概ね同等の結果が得られた。 
■自動運転トラクタの技術体系の確立 

２台トラクタの協調作業により、10ａあたり 22分で耕起作業ができた。

なお、自動運転トラクタの操作は、これまでにトラクタ運転経験のない

女性オペレーターが行っており、新たな雇用を増やす事なく作業を実施

できた。 
■直進キープ田植機の実証 

高度な直進アシスト機能により、雨天・深水等の自然条件に左右され

ることなく植付ける事ができた。また、運転中に後ろを振り返る必要が

なく、水面を凝視する事もないためオペレーターの疲労低減につながっ

た。この田植機は 10ａあたり 24分で植付けができ、同じ８条植田植機に

比べて４～５分の時間短縮ができた。なお、この田植機の操作もこれま

で田植経験のない女性オペレーターが従事した。 
■水田センサによる水管理の省力化 

水田センサーを設置した水田の水位、気温、地温のデータ収集はでき

たが、一部の端末管理者にしかデータを見ることができず、これまでも

水管理は除草作業等のついでに情報収集する体制が出来ている事から、

見回り回数の削減効果は判然としなかった。 
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■ドローンによる無人防除実証 
ラジコンヘリによる一斉共同防除にて防除適期が合わない場合や、作

業効率が落ちる小区画ほ場での防除が可能であった。ドローンとラジコ

ンヘリを比較した場合、作業係数はドローン 0.8、ラジコンヘリ 2.3 で

約 1/4と効率は劣るが、作業者を１名削減でき散布作業時の騒音もない

ため実証生産者からは手軽に細かな防除ができると高く評価された。 
※作業係数［時間あたり防除面積（ha/時間）÷作業従事者数] 

■アグリノートの導入によるほ場経営一体管理 
ほ場一覧だけでなくほ場ごと・作業者ごとの進捗状況も見える化で

き、大型モニターを活用し毎月のミーティング等で、営農計画管理等に

役立っている。 
 

（２）売上高の増加 

 プロジェクト導入前の作付面積 164ha に対して、主食用米 70ha、輸出用米

49ha、飼料米 13ha、小麦 40ha、大豆６ha、その他野菜６haを作付、計 184haと

なった。令和元年度の売上高は７月の長雨と８月の猛暑により水稲の早生・中

生品種及び大豆で作柄が悪く、平成 30年度を下回る結果となったが、輸出用米

の作付拡大により助成金など営業外収益が増加したため、経常利益は平成 30年

度に比べて増加する事となった。 

 

（３）輸出用米の生産量の拡大 

 目標の 120ｔに対して、186ｔ（155％増 ハツシモ 32.7ｔ、みつひかり 111.3

ｔ、にじのきらめき 20.1ｔ、あさひの夢 21.9ｔ）の輸出用米の契約を締結した。 

輸出用米は地元ＪＡを通じて、台湾・香港・シンガポールに出荷。 

 

 

４．農家等からの評価・コメント（瑞穂市巣南町 

（農）Ｓ営農組合Ｅ理事） 
当法人では 15 人の役員・従業員・パートで 164ha の栽培管理を行ってい

た。安定した収穫を得るためには、各種農作業を適期に行う必要があるが、

限られた労働力で広大な農地を耕作していると作業に遅れが生じたり、雑な

作業となる事があった。現在の労働力で適期に丁寧な農作業を行いつつ、所

得の向上に繋がればと考え、国のスマート農業加速化実証プロジェクトの採

択を受けてスマート農業に取組みながら輸出用米を超低コストで生産する

事とした。 
プロジェクト初年目にあたる令和元年度については、各種スマート農業機

械の初期設定や視察受入れ、取組事例発表、テレビや新聞等報道対応といっ

た営農活動以外の事が増え大変な年であったが、３年５作体系を導入した
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り、これまで農業機械を操作しなかった女性従業員がオペレーターとして活

躍したため 184haまで耕作を広げる事ができた。令和２年度については、各

種スマート農業機械の初期設定は完了しており、操作にも習熟しているので

適切な栽培管理に努め単収及び品質の向上を図り、収益増加につなげたい。 
 
 
５．普及指導員のコメント（岐阜農林事務所 農業普及課 

                地域支援第３係長 松本政行） 
本実証に取組んでいる（農）Ｓ営農組合においてはスマート農業に取組む

ようになって営農計画や農作業の進捗状況が見える化され、毎週開催される

作業ミーティングで当面の作業予定を打合せる様になり、適切な栽培管理が

行われる様になってきたと感じている。また、新たな雇用を導入する事なく

女性従業員２名をオペレーターとして育成できた点も令和元年度の成果と

捉えている。 
農業法人や大規模農家への農地集積が進むなか、営農計画の策定と進行管

理、オペレーター育成、作業負担の軽減にスマート農業は有効であると考え

ている。今回紹介した（農）Ｓ営農組合の実証活動を参考にして近隣の農業

法人等において、ほ場管理システム、直進キープ田植機、食味収量コンバイ

ン、農薬散布用ドローンの導入が始まっており、今後水田営農においてスマ

ート農業が定着・拡大する事が期待される。 
 
 
６．現状・今後の展開等 

各スマート農業機械の有効性について継続検討し、営農計画に反映する。 
・ほ場計測などの準備作業時間の短縮の可能性 
・能力を発揮できるほ場条件や運用方法 
・一部の湿田や小区画（50a未満）ほ場における作業性や安定性 
女性オペレータなど経験の浅い者も経験をつみ、複数の運転者を育成する。 
水位センサ位置情報、アラート情報等、取得したデータは経営内で情報共

有を図る。データを活用した栽培管理により収穫量や品質向上に結び付ける。

機械の使用時間の記録を自動化し、より詳しく労働時間に係るデータの収集

を行い、経営全体の見える化を進める。 
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