
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55ha・⻨25ha・陸稲10ha
・従業員数︓６名（うち３名パート）（令和２年11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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⽔⽥における⽔管理システム導⼊による作業効率化の実現

経営体の概要
・所在地︓栃⽊県⾼根沢町
・経営体名︓個⼈経営
・栽培作物・作付⾯積︓⽔稲・20ha
・従業員数︓３名（令和２年12⽉現在）

導⼊経緯

取組の特徴・効果

⃝ Ｕターン就農したため、経験・感覚に頼る部分の多い農
作業に苦労しており、農作業等の数値化、⾒える化によ
る作業効率の向上が課題であった。

⃝ そこで、⽔⽥の⽔管理作業を省⼒化することを⽬的に、
2018年から⽔管理システムを導⼊した。

⃝ スマートフォン・タブレット端末から⽔位及び⼊⽔の要否が
わかるため、⽔管理作業の移動が必要最少限となった。
・ ⾒回り回数︓導⼊前55回⇒導⼊後30回
・ 累積移動時間︓13時間⇒6.5時間

⃝ ⽔管理を適確に⾏ったことにより単収が向上し（導⼊
前︓7俵/10a⇒導⼊後︓9.5俵/10a）、所得も向
上した（約30,000円/10a）。

⇒

導⼊技術
○⽔位センサー（(株)farmo製）

遠隔から⽔⽥の⽔位を携帯端末等で確認可能。

○⾃動給⽔ゲート（(株)farmo製）
上記の⽔位センサーの情報から、⽔⽥⽔⼝の開閉を遠隔操作
できる。

⽔⽥作

⽔位センサー（写真左）および
その測定画⾯（写真右）

⾃動給⽔ゲート

取組の結果、⽔管理作業を⾒える化することで栽培技術
の⾒直しと反省が容易になった（記憶から記録へ）。

経費(燃料、電気、資材)の削減、⾃動制御による作業
効率化によって、導⼊経費を差し引いても所得向上に繋
がった。

ドローンや温度センサーを利⽤した⽣育診断、品質予
測等を⾏い、更なる収量・品質向上を⽬指す。

＜今後の課題＞
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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、⼩⻨、ビール⻨、
ねぎ 166.6ha（延べ）

・従業員数︓14名（臨時雇⽤７名含む）（令和２年10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
（令和２年12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12km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、給⽔バルブのみを⾃動制御するシステム
を令和元年度産地パワーアップ事業を活⽤するなどして
50ほ場へ導⼊した。

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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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︓⻑野県⼤町市
・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︓⻑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・⼩⻨11ha・⼤⾖8ha

そば12ha・その他（ビール⻨・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３

０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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ロボットトラクター及びほ場管理システムの導⼊による農作業の効率化

経営体の概要
・所在地︓埼⽟県三芳町
・経営体名︓株式会社エム・ファーム
・栽培作物・作付⾯積︓

そば（夏・秋）、菜種、⽔稲 51.9ha（延べ）
・従業員数︓６名（令和２年12⽉現在）

導⼊経緯

取組の特徴・効果

⃝ 耕耘や播種等、トラクター操作を伴う作業については、
熟練者でなければできないことが課題であった。また、
管理ほ場が多く、紙ベースの管理では、ほ場間違い等
が発⽣していた。

⃝ そこで、初⼼者でも⾼精度かつ的確な作業の実施を
⽬指し、令和元年12⽉に全国で初めてロボットトラク
ター２台（有⼈機・無⼈機）と、ほ場管理システムを
導⼊した。

⃝ ⾃動運転システムにより、初⼼者でもベテラン社員と同
程度の精度、速度での作業が可能となった。

⃝ 播種作業については、直進⾛⾏しながら播種深度や
覆⼟状況を随時確認するなど、熟練者でも作業に苦
慮していたが、⾃動操舵機能によりハンドル操作が不
要となり、作業負荷軽減につながった。

⃝ KSASの導⼊により、正確な位置情報での把握が可
能となり、ほ場間違い等のミスがなくなった。また、社員
間で作業進捗状況の共有化が図れた。

⃝ 新技術の導⼊により、社員の作業の成熟化が図れて
いる。将来、誰もが同じ管理をできる農業の実現を⽬
指し、より⾼精度な管理システムの開発を期待する。

導⼊技術
・アグリロボトラクタ SL60A 有⼈機（(株)クボタ製）
・アグリロボトラクタ SL60A 無⼈機（(株)クボタ製）
・KSAS（(株)クボタ製）

 直進時、⾃動操舵機能による肥料散布や播種での
⾼精度作業

 ⾼度なGNSSと⾃動運転システムによる無⼈機単独
での⾃動作業

 電⼦地図でのほ場管理、スマホでの作業記録や進
捗状況把握

畑作

無⼈機（左）、有⼈機（右） RTK-GNSS基地局
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