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GNSS運転支援装置の乾田直播作業体系での利用 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

・トラクタに測位衛星を利用したガイダンスシステム及び自動操舵装置を取
り付け、水稲乾田直播体系のトラクタ作業に使用することで、各作業を高
精度かつ省力的に実施することができる。 

技術の概要 

期待される効果 

【お問い合わせ先】農研機構東北農業研究センター 
            企画部産学連携室 広報チーム 電話： 019-643-3414 

GNSSアンテナ 
（屋根上） 

操舵モータ内蔵ステアリング 

ガイダンスモニタ 

ジャイロセンサ 
GNSS運転支援装置 

プラウ耕グレーンドリル播種体系の各
作業とも2m/s以上での作業を実施でき、
播種作業は3m/s以上でも±10cmの作
業が可能である。 

偏差は±0.1m以内  

・前方を注視してハンドル操作をする必要がないことから、作業中のオペレータの負
荷の軽減が図れる。 
 このほか 

ガイダンスモニタによる
作業進捗状況の把握 

日没後の作業による作
業時間の拡大 

マーカー跡がつきにくい状
況でも正確な作業が可能 

等の効果がある。 

※GNSS: Global Navigation Satellite Systemの略：衛生測位システム 



プラウ耕・グレーンドリル播種による 
乾田直播水稲の除草体系 

【お問い合わせ先】 
 農研機構東北農業センター 
 企画部産学連携室 広報チーム 電話： 019-643-3414 
 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

○最大で、乾田期2回の茎葉処理剤、水入れ後1回の土壌処理剤(いわゆる「一発
剤」）の計3回の除草剤体系により良好な雑草防除が実現できます。 
○水稲播種が早い場合（4月半ば頃まで）には、乾田期1回目の処理は、水稲の出芽
前に非選択性除草剤を、2回目の除草剤散布として入水前に選択性除草剤の使用が
有効です。 
○播種時期が、それ以降の場合は、水稲出芽後に2回の選択性除草剤の使用が有
効です。雑草発生が少なく、かつ水稲の苗立ちが良い条件では乾田期の除草剤散布
を1回省略できる場合もあります。 
○選択性除草剤はノビエの５葉期までに散布します。散布時期の決定は岩手県立大
学と農研機構が提供する「Google Mapによる気象予測データを利用した農作物警戒
情報」（要登録）上の「乾直のノビエ葉齢進展」をご活用ください。 

技術の概要 

期待される効果 
○除草剤の補正散布のための、資材費、散布経費が3200円/10a程度節減できます
（補正散布としてノビエ除草粒剤のラジコンヘリコプターによる1.5㎏処理を想定）。 
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雑草発生が少なく、

かつ水稲の出芽が

良好な場合の除草

体系

雑草の多発が予想さ

れる場合の除草体系

播種時期が早い

場合の除草体系

乾直のノビエ葉齢進展による予測結果：Google  
Map上で圃場を選択し、観察日とその時のノビ

エの葉齢を入力すると、その後のノビエの葉齢
進展をメッシュ気象予測値を用いて出力する。 
 

詳しくは Google map 農作物 



大区画圃場の地力ムラに対応した基肥可変施肥技術 

【お問い合わせ先】 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

 圃場を合筆した場合などの大区画圃場では、地力ムラの起因する生育
ムラが問題となる場合がある。 収量コンバインによる収量マップ情報、農
業管理ソフトを利用した基肥可変施肥技術の導入により、生育の均一化と
収量性向上が期待できる。 

技術の概要 

期待される効果 
 3.4ha乾田直播圃場における収量、成熟期窒素吸収量

全刈り

精玄米収量
(kg/10a)

(kg/10a）
変動係数

CV (%)

3.4ha圃場 （2013年合筆）

 2013年 大豆跡合筆初年目・無施肥 549 14.6 24.9 (n=20)

 2014年 乾田直播２作目・可変施肥 542 11.7 24.5 (n=30)

 2016年大豆跡乾直・自動可変施肥 574 12.0 16.2 (n=30)

1.5ha圃場　(対照圃場、2014年合筆）

 2016年大豆跡乾直・慣行無施肥 491.4 11.4 9.1 (n=20)

3.4ha圃場、および近隣の対照圃場 1.5ha圃場で「まなむすめ」栽培。

大豆跡の乾田直播の慣行栽培では基肥無施肥。 3.4ha圃場では局所追肥も実施。

年次
栽培条件

（基肥施肥）

成熟期窒素吸収量  収量マップ情報で可変施肥
を行った3.4ha圃場の全刈り
精玄米収量は 574kg/10aで、
農家慣行管理乾田圃場に比
較して１俵以上の増収。 
 精密施肥により場所毎の窒
素吸収量のバラツキが改善。 

農研機構東北農業研究センター 
企画部産学連携室 広報チーム   電話： 019-643-3414 



乾田直播は 
広畝にして 
汎用播種機で 

中型機械の汎用利用で低コスト３年４作体系 

【お問い合わせ先】 
 宮城県古川農業試験場 水田利用部 （電話）0229-26-5106  

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

期待される効果 

■稲・麦・大豆を同じ作業機械で管理 

刈取 細断 播種 

耕耘 

■乾田直播と移植の組合せ，育苗ハウス，乾燥機の有効活用 
普通型コンバイン フレールモア 

技術の概要 

 

・水稲 移植＋直播体系 
   → 水稲栽培のリスクを軽減  

・新規投資無しで，乾直水稲導入 
   → 栽培面積拡大，作期分散が可能 

被覆資材を 
掛けておくだけ 

（10～14日育苗） 

移植水稲は 
  乳苗・疎植で  爪

配
列
の
変
更 

溝 

 

・既存施設の有効活用  
   → 乾燥機，ハウスの稼働率が増大 

・作土に有機物還元 
   → 稲・麦類・大豆残渣の圃場鋤込 

・輪作による豊富な除草体系 
   → アレチウリ等雑草対策に有利 



土地利用型経営体のキャベツ機械化体系 

【お問い合わせ先】 
農研機構東北農業研究センター、畑作園芸研究領域 

(Tel: 019-643-3465) 
 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

技術の概要 

期待される効果 

播種 畝立て同時施肥 定植 収穫 

 機械化体系を導入することで、各種作業を省力的に進められる。 
 水稲作や大豆作の農閑期にキャベツ作を導入することで労働時間の

平準化が可能。 

土地利用型経営体について、水稲作にキャベツ作を組み合わせること
で、収益の向上を目指す。キャベツは、加工業務用途を対象に機械化
一貫体系で導入し、軽労化および省力化を図る。 

機械化体系を 
支援する技術 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
水稲 
大豆 

キャベツ 

：ハウス   ：播種   ：定植    ：生育期間    ：収穫期間 

畝内部分施肥 通常 長期育苗 

4mm 20mm

キャベツの傾き制御 
無追肥の長期育苗により、初期
生育を確保しやすい 

畝内中央の根域に施肥すること
でコスト削減が期待される 

セル苗を深植えすることで、 
キャベツ結球が傾きにくくなる 



タマネギ中規模機械化栽培体系と 
春まき栽培の現地実証 

【お問い合わせ先】 
 宮城県農業・園芸総合研究所 バイオテクノロジー開発部 
                （℡：022-383-8131） 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

技術の概要 及び 期待される効果 

○機械化栽培体系 
 収量を確保しつつ慣行手作業体系よりも労働時間を削減できる 

○春まき栽培体系 

・ 1～2月播種、貯蔵性の良い品種、早めの病虫害防除によって 
  目標収量(5t/10a)を確保できる 

・ 慣行秋まき栽培と春まき栽培の組み合わせで、ほ場と機械の効率的な 
  利用が可能となる 

作型

秋まき栽培
(慣行)

春まき栽培

7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月

播種 定植 収穫

播種 定植収穫

・作業時間 
 慣行よりも50％以上 
 削減される 

・7月収穫 
(慣行作型との 
 労働分散) 

全自動播種機 

収穫機 

剪葉機(トリマー) 半自動移植機 

収集機(ピッカー) 

目標収量5t/10a 

ハウス内乾燥 



プラウ耕グレーンドリル播種による２年３作体系 

【お問い合わせ先】農研機構東北農業研究センター 
            企画部産学連携室 広報チーム 電話： 019-643-3414 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

・耕起作業にスタブルカルチ（チゼルプラウ）、播種作業にグレーンドリルを
用いた、速度10km/h以上の播種が可能な稲乾田直播－小麦－狭畦密
植大豆２年３作の輪作作業体系を開発・実証。 

技術の概要 

期待される効果 

2013年から2015年の間の実証試

験では、平均収量は平均収量は、
乾田直播533kg/10a、小麦
403kg/10a、大豆226kg/10a。 
これらのデータから試算した60kg
当たり費用合計は、水稲乾田直播
6,903円、小麦7,431円、大豆14,711
円で、2010年東北平均に対し、そ
れぞれ57％、46％、72％となった。 

 



移動式の簡易養液栽培槽を利用したミニトマト栽培によ
る水稲育苗ハウスの有効利用 

【お問い合わせ先】 
 宮城県農業・園芸総合研究所 園芸栽培部 
                （℡：022-383-8135） 
 当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

技術の概要 

期待される効果 

土地利用型経営体の水稲育苗後に，ハウス内土壌を使用しない移動
式の簡易養液栽培槽を利用して，収益性の高い園芸作物のミニトマ
トを栽培することにより，水稲育苗ハウスを有効利用できます。 

ミニトマト「アンジェレ」では，2本仕立ての6段果房どり
栽培で，収穫果実は株当たり約2kgで，収量はa当たり約
450kg確保できます。a当たりの農業所得は71,227円，労働
時間は116時間，労働報酬は1時間当たり614円となります。 

土地利用型経営体の水稲育苗
ハウス 

移動式の簡易養液栽培槽に
よるミニトマト栽培 



5.8ha巨大区画圃場における 
プラウ耕乾田直播栽培 

 

【お問い合わせ先】 
 農研機構東北農業研究センター 
 企画部産学連携室 広報チーム 電話： 019-643-3414 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

・プラウ耕乾田直播は、5.8ha圃場において
も実施可能であり、現地実証試験ではお
よそ9俵の収量が得られています。 

・宮城県で整備が進められている2ha標準
区画では、道路に囲まれた圃場の高さが
同一となっており、畦畔の設置･取り外し
により1ha～6ha程度まで縮小、拡大が可
能です。 

・3haを超えるような巨大な圃場においては、
長辺短辺が長くなるため、①均平精度を
高めること、圃場内に明渠を掘削すること、
が用排水の操作面で効果的であり、②直
進作業性の面ではガイダンスシステムの
利用が有効です。 

・圃場内で土壌の性質が異なる場合は、
地力の差に応じた可変施肥を行うことに
より、生育の均一化を図ることが可能とな
ります。 

技術の概要 

期待される効果 

・圃場を6ha程度まで拡張して乾田直播栽培を行うことによって、10aあたり
の労働時間は、従来の標準区画における水稲栽培に比べ67%削減されま
す（15.15h→4.95h)。 

・主な削減要因には、長辺長の増大による作業時の旋回数の減少や、畦
畔や排水路面積の縮小による、草刈り面積の減少が含まれています。 

200m

5.8ha圃場 点線の位置の畦畔を撤去 

高低差マップ  
明渠設置、レベラ作業に使用 

前年度の生育（左）に応じた可変施肥の結
果（右） （赤色：生育量多、青色：生育量少） 



水稲育苗ハウス栽培における暑熱対策技術 

【お問い合わせ先】 
 宮城県農業･園芸総合研究所 情報経営部 
                （℡：022-383-8114） 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

 大規模土地利用型経営体において，水稲育苗ハウスを活用し収益向上
を図るため，夏季の作業環境及び栽培環境を改善する暑熱軽減対策技術
を開発しました。 
①農作業者の暑熱対策には，ファン付き作業着，機能性下着，ネッククー
ラー，移動式小型ファン等を組み合わせて利用することで上半身の暑さが
軽減できます。 
②ハウス内温熱環境の改善には，細霧冷房及び遮光資材を利用すること
で気温を下げることができます。 
 

技術の概要 

期待される効果 

【農作業者の暑熱対策】 

上半身暑熱対策 
（胴体～頭部が涼しい） 

【ハウス内温熱環境の改善】 

細霧冷房，遮光資材 
（ハウス内気温を下げる） 

①ファン付き作業着（機能性下着着用）と移動式小型ファン等により，体表
面温度の上昇を抑えて暑さの感じ方が軽減され，作業環境の改善効果が
期待されます。 
②細霧冷房でハウス内気温は３℃程度低下し，ファン付き作業着等との
組み合わせで体表面温度のさらなる降温効果が期待されます。  

ネッククーラー 

空調服、 
吸汗速乾半袖ｼｬﾂ 

移動式小型ファン 



無代かき鉄コーティング直播 

【お問い合わせ先】農研機構東北農業研究センター水田作グループ 
         0187-66-2776 
 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

技術の概要 

期待される効果 

砕土・鎮圧 外周のみ代かき 

播種 

 砕土・鎮圧、外周のみ代かきによる漏水対策を行っ
て無代かきにすることにより、鉄コーティング直播を
一層省力化できます 

漏水対策 

イメージ 

 無代かきにより、代かき作業時間が約0.5時間/10a短縮され（表１）、苗立率が約
10％向上しました（表２）。全刈収量は変わりませんでした。 

無人ヘリ 

点播機 



GPSレベラーを用いた水稲乾田直播における 
圃場の合筆・均平化技術 

【お問い合わせ先】 
 農研機構 東北農業研究センター 
 企画部産学連携室 広報チーム 電話： 019-643-3414 

当該技術は農林水産省委託事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の成果です。 

技術の概要 

期待される効果 

 乾田直播の生産性を向上させるため、GPSレベラーと営農機械を利用して
30a区画の圃場を大区画に合筆、均平化する。合筆後の地力ムラ、生育ムラを
軽減するため、高低差がある圃場は作土層を維持した合筆が可能。 

０ 
+4 
+8 

-4 
-8 

均平化 

3.4ha（10枚合筆） 2.2ha（７枚合筆） 
300m 130m 

生産者自らが営農機械を利用して、生育ムラを軽減した圃場の大区画化を作業時
間10.4hr/ha程度で可能になり、迅速に生産性を向上できる。 

心土 

高低差計測 

圃場区画 

反転耕 

均平 

元の心土 
元の作土 作土 

均平 

反転耕 

・GPSで高低差計測 
・高さに応じてプラウ 
 で反転 

・レベラーで心土 
 を均平 

・作土が表面に出る 
 ようにプラウで 
 反転 

・レベラーで作土 
 を均平 

地力ムラを軽減する合筆方法 

合筆の作業時間* 
作業 作業機 作業時間 

（hr/ha） 
畦畔破砕 ロータリー 1.47 
高低差計測 GPSレベラー 0.57 
反転耕 ボトムプラウ 0.85 
砕土 ケンブリッジローラ 1.00 
均平 GPSレベラー 2.68 
反転耕 ボトムプラウ 1.63 
砕土 ケンブリッジローラ 0.87 
均平 GPSレベラー 1.38 

合計 10.43              
*：30a区画5枚を1.5ha区画1枚に合筆した場合 

大区画圃場を効率良く均平化 

(cm) 

GPSレベラー 

GPSレベラーにより 
・圃場の高低差マップ作成 
・現在位置、作業経過の 
 表示が可能 
・播種など他の作業中に 
 高低差計測が可能  

合
筆
直
後 
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