
「中山間地農業を支える集落営農に
おけるスマート農業技術を駆使した
先進的水田複合経営の実証」

信州伊那谷スマート農業コンソーシアム
長野県農業技術課（野菜花き試験場駐在）
副主任専門技術員 菅澤 勉



実証経営体：農事組合法人田原
〒 399-4432 長野県伊那市東春近2789番地 JA上伊那 春富支所内

①経営面積及び作目 44.5ｈａ（うち、水稲34.5ｈａ、他に小麦、長ネギ、りんご）

②主な雇用体制 社員2名、他にパート・アルバイト70名余

実証農場：農事組合法人 田原

長野県農業試験場：代表機関

長野県農業技術課：進行管理役

伊那市、上伊那農業改良普及センター

上伊那農業協同組合

（株）クボタ、クボタアグリサービス（株）

（株）関東甲信クボタ、信州大学

（一社）全国農業改良普及支援協会

農研機構中央農業研究センター（北陸研究拠点）

信州伊那谷スマート農業実証コンソーシアム
農林水産省委託「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」：平成31年～令和2年



普及組織の役割
専門技術員（農業革新支援専門員）：進行管理役
事業進行状況管理、推進会議招集、実演会企画、実証農場との
打ち合わせ、農業試験場と試験内容提案・検討、農研機構等と
の調整・月例報告、プロジェクト事業取組状況ＰＲ（シンポジ
ウム、研修会での講演、原稿執筆・内容確認等）、コンソーシ
アム内の連絡調整・・・。

上伊那農業改良普及センター：コンソーシアム構成員
・令和元年度の役割

実証経営体との試験実施等の連絡調整、農業試験場の調査
協力、実演会開催支援（毎回5～10名参加）、管内の会議や
研修会での報告・ＰＲ（関係機関の会議、農業高校授業など）

・令和２年度の予定
上記に合わせ、「自動給水栓を用いての調査研究」

エフォート率４０％求められる



【実証目的】

スマート農業技術を体系的に導入、稲作における作業の効率化と園芸品目拡大
による経営的な効果を実証、長野県全体の中山間農業の持続的発展に寄与

【実証内容】

①自動運転トラクターの技術体系

② 直進アシスト田植え技術

③自動水管理技術

④ マルチローターによる雑草･害虫防除技術

⑤空撮画像による生育管理技術

⑥ラジコン草刈り機による畦畔管理の省力化

⑦食味・収量コンバインとＩＣＴ乾燥機の利用

⑧経営評価

実証事業への取り組み概要

スマート農業技術の一貫体系の導入実証

新たな雇用創出

（非熟練者も可）
園芸品目（ネギ等）

の拡充と収益性向上

米の高品質化

と安定収量確

省力化と労力確保・経営の見える化・データに基づく栽培管理

自動給水栓

自動運転トラクター
ＩＣＴ収穫･乾燥システム

GPS

直進アシスト田植え

ドローン防除･画像解析

リモコン草刈機

KSAS活用/経営分析

農事組合法人 田原



【実施状況①】

理
自動運転トラクターの技術体系の確立

１ 11月下旬より秋耕起にて本格実証を開始

２ 作業方法：圃場の外周枕地の内側作業工程の４隅を事前にGPS登録 → ここを起点に耕起作業の最適化

をプログラム→基地局（ＲＴＫ）との通信により、無人・自動作業を開始

３ 基地局から半径５００ｍ程度の範囲で有効

４ 安全面：「有人看視のもとの無人作業」実施。作業中、障害物センサー（ソナー）感知で停止あり

５ 中山間小区画対応の効率的作業方法を検討：ワンマンオペレートによる無人機+有人機の２台並走により

複数圃場を同時作業実施。オペレータ作業では、約６０％の作業時間が短縮された。

（株）クボタ提供

２０１９年 10月16日（農）田原にて
ロボトラと有人機並走 デモ風景

無人機

自動機

監視･操舵

図１ 無人機および自動機（直進自動操舵）
の同時作業状況

監視･操舵

無人機

写真１ 自動運転トラクタと有人機の並走作業



【実施状況②】

１ 高密度播種育苗は、使用苗箱数が
11.9箱/10aで、従来慣行の中苗の
23.5箱/10aに比べ、49％削減となっ
た。

２ 株間はアシスト機能のない慣行機
に比べ標準偏差が小さく、株間のば
らつきは小さかった。（図２） 写真２ 直進アシスト田植機による田植作業状況

直進アシスト田植え技術体系の確立

実証農場の感想
●直線作業中の後方確認
（植え付け姿勢や苗の補給タイミング）
ができることが、大きなメリットである。
●深水で田植えをした場合も目が回らない。
●直線作業が多いほど効果的である。
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図３ 株間調査結果

アシスト田植機は株間のばらつきが小さい



【実施状況③】

１ 伊那市で導入した自動給水栓WATARASに
ついて（写真３）、遠隔地（事務所PC、
スマホ等）から水位情報をリアルタイム
に確認できた。
また、水位が一定に保たれていること

も併せて確認できた（図３）。

２ 設定水位と実水位の誤差は－0.7㎝～
－2.0㎝以内であり、高い精度の稼働を確
認出来た。

自動水管理技術の確立

写真３ 自動給水栓WATARAS

実証農場の感想等
●スマホ等で水位、開門状況の確認ができた。
水見の時間を大幅に削減できると見込む。
●シーズン中大きなトラブルなし
多台数管理による省力効果をねらう

図４ WATARAS稼働状況モニタリングデータ

水位が一定に保たれている
中干し期間



【実施状況④】

１ 安全で効率的な雑草防除技術の確立
マルチロータ－で豆つぶ剤（自己拡散

性：処理量250g/10a）を散布、圃場外ド
リフト無く、除草効果安定、慣行区（背
負い動力散布機による地上防除）対比で
実作業時間で60%の削減を達成できた。

（図５）

２ 安全で効率的な害虫防除技術の確立
マルチロータ－で、カメムシ防除のた

め1ｷﾛ粒剤（処理量1kg/10a）を散布を実
施した。

マルチローターによる雑草･害虫防除技術の確立

実証農場での感想
●将来性のある技術で防除についてできるだ
けマルチローターにしたい。

●事業終了後は作業受託も検討したい。



【実施状況⑤】

管

１ 市販ドローン（DJI製Inspire2）（写真
５）にマルチスペクトルカメラ（Parrot 
sequoia）を装着し、高度約130ｍから空
撮した。出穂前の7月29日の画像を用い、
クロロフィル量と関連が深い正規化レッ
ドエッジ指数を計算し、マップに表示し
た（写真６）。

２ 圃場区画からNDRE値を抽出し、270圃場
のデータを圃場ブロック別に集計した。
品種構成（コシヒカリ、風さやか）によ
る違いやブロック別の傾向が明らかに
なった。

空撮画像による生育管理技術の確立

写真４ 使用した小型ドローン

実証農場での感想
●農家レベルで利用できる簡便な技術の早期確立をお願いしたい。

写真５ 高度130mから撮影したマルチスペクトル画像
（NDRE：正規化レッドエッジ指数）



【実施状況⑥】

理

写真７ クボタARC-500 写真８ 自走式畦畔草刈機

ラジコン畦畔草刈り機による畦畔管理の効率化

１ クボタARC-500(写真７）は畦畔法面最大斜度40°まで作業実施。
２ ARC-500は自走式畦畔草刈機（写真８）による慣行草刈作業体系より
作業時間は38％削減となった。



【実施状況⑥】

理ラジコン畦畔草刈り機による畦畔管理の効率化

●全国1畦畔率の高い長野県の中山間地で、期待が大きい技術である。
●小型、軽量、軽トラでの可搬可能で、傾斜角45度での安定作業が
可能な草刈機を希望する→（もう1機種調査開始、期待が大きい）。

0:00

0:14

0:28

0:43

ARC-500 慣行作業体系

（
分
：
秒
）

38%削減

図６ 作業時間 （本田面積10a当たり）
※ARC-500は1人作業、慣行作業体系は３人による
チーム作業。

項目 刈取 再生 刈取草 再生草

機種名 　直後 　+15日後 直後  +15日後

ARC－500 6.7 14 211 17
自走式草刈機 5.8 13 222 16
参)刈払機 14.5 22 142 74

草高 乾物重

(cm) (g/㎡）

表１ ラジコン畦畔草刈機の草刈性能

※刈取時の畦畔はメシヒバなどイネ科雑草が７割
占有。
刈取草は草刈機で刈った草を回収し調査、再生草
乾物重は刈取高さ5cm程度で刈取り、調査した。



【実施状況⑦】

理 食味・収量情報支援コンバインと連動した乾燥システムの確立

乾燥施設の稼働が令和２年度からとなったため、収量・食味センシング

機能搭載コンバインによるデータ収集及び水稲の生育、収量、品質調査、

土壌肥沃土調査を行い、データを蓄積した。

写真９ 収量・食味センシング機能搭載コンバインとICT乾燥機

通信・仕分け
搬入



【実施状況⑦】

理 食味・収量情報支援コンバインと連動した乾燥システムの確立

ほ場内での食味や収量のバラつきを「見える化」
→ 次年度の施肥設計に反映

　   表１　試験圃場の ＫＳＡＳ出力データの抜粋

作付面積 倒伏

(a) (6段階)

1-52 8.3 674 6.4 27.4 A 微

1-53 8.8 598 6.8 28.3 E 少

1-54 9.9 500 6.4 28.4 B 微

1-55 9.0 472 7.1 28.1 F 多

圃場名
推定収量

(kg/10a)

タンパク

(%)

ランク
ゾーン

水分
(%)

表２ 試験ほ場のKSAS出力データの抜粋と倒伏程度

図６ ＫＳＡＳによる食味･収量
分布図(抜粋)

５ ６ ７ ８
タンパク含有率（％）（水分換算）

※

※データ精査中のため、暫定値



【実施状況⑧】

理

経営評価

経営評価のため、KSAS及び作業日誌のデータを収集した。

「経験や勘」から、「データ」に基づく農業経営の実現を目指す。

営農支援ソフト
KSASイメージ



２ 精密な「栽培データ管理」 → 収量・品質のバラつきを是正 → 収量増

３ 農作業の正確な記録 →「経営の見える化」 → 無駄の排除 → 経営改善

１ スマート農機 → 省力化・軽労化 → 規模拡大、他品目導入・増加
→ 非熟練者でも作業が可能 → 新規就農者、雇用増

（農）田原において「スマート農業」を導入する目的とメリット

写真10 令和元年度 スマート農業実証プロジェクト実演会風景



これまでの 実演会、推進会議実績

４月10日 キックオフ会議（コンソーシアム設立記者会見）

５月７日 マルチロータ試運転、自動給水栓（WATARAS）実演

第1回 推進会議

５月27日 第1回実演会 マルチロータ除草剤散布、自動給水栓（WATARAS）の運転、

直進キープ田植え機作業実演（170名）

第2回 推進会議

７月16日 第2回実演会 自動畦畔草刈り機（ARC500と型式未定）の２機種の作業、

ドローン空撮、自動運転トラクターデモ走行実演（150名）

第3回 推進会議

9月3日 第4回推進会議

10月11日 第3回実演会 食味・収量コンバイン、

自動運転トラクター耕起作業実演

KSAS説明会 （150名）

７月16日 デモ12月26日 第5回推進会議（成績検討会）


