
番号 網羅・個別 組織 役職 提案者 時間割 持ち時間

1-1 網羅 農研機構北海道農業研究センター 水田作研究領域・上席研究員 村上　則幸 説明８分 13:20-13:28

1-2 網羅 エム・エス・ケー農業機械㈱ 営業本部　本部長 林　信正 説明８分 13:28-13:36

1-3 網羅 三井化学株式会社 環境･エネルギー事業推進室・主席部員 松野　裕泉 説明８分 13:36-13:44

（質疑７分） 13:44-13:51

1-4 個別 北海道立総合研究機構中央農業試験場 生産研究部生産システムグループ 稲野　一郎 説明６分 13:51-13:57

1-5 個別 北海道立総合研究機構中央農業試験場 生産研究部生産システムグループ 佐々木　亮 説明６分 13:57-14:03

1-6 個別 北海道立総合研究機構上川農業試験場 生産環境グループ ・主査 五十嵐俊成 説明６分 14:03-14:09

（質疑７分） 14:09-14:16

1-7 個別 北海道大学大学院農学研究院 大学院農学研究院・教授 野口　伸 説明６分 14:16-14:22

1-8 個別 北海道大学大学院農学研究院 生物生産工学分野・准教授 石井　一暢 説明６分 14:22-14:28

1-9 個別 北海道大学大学院農学研究院 ビークルロボティクス研究室・准教授 岡本　博史 説明６分 14:28-14:34

1-10 個別 酪農学園大学  ※畜産の課題を含む 農食環境学群環境共生学類　教授 金子　正美 説明６分 14:34-14:40

（質疑７分） 14:40-14:47

1-11 個別 株式会社クボタ 農業機械総合事業部　機械研究業務部　担当課長 宮地　克嘉 資料配布 資料配布

移動時間 14:47-14:50

2-1 網羅 農研機構北海道農業研究センター 企画管理部・研究調整役（芽室担当） 森　元幸 説明８分 14:50-14:58

2-2 個別 農研機構 農村工学研究所 農地基盤工学研究領域 水田高度利用担当・主任研究員 北川　巌 説明６分 14:58-15:04

2-3 個別 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 十勝農業試験場 研究主幹（発表者　同 研究主幹）
原　圭祐

（発表者 江部成
説明６分 15:04-15:10

（質疑７分） 15:10-15:17

2-4 個別 北海道大学 大学院農学研究院・准教授 鈴木　卓 説明６分 15:17-15:23

2-5 個別 ホクレン農業協同組合連合会 てん菜生産部　原料課 高岡　健介 説明６分 15:23-15:29

2-6 個別 ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社 部長 渡邊　泰夫 説明６分 15:29-15:35

2-7 個別 株式会社　ズコーシャ 総合科学研究所　アグリ＆エナジー推進室　室長 丹羽　　勝久 説明６分 15:35-15:41

（質疑９分） 15:41-15:50

2-8 個別 ㈱ＩＨＩ 新事業推進部　企画管理グループ　主幹 瀬下
セシモ

　隆
タカシ

説明６分 15:50-15:56

2-9 個別 ㈱ＩＨＩスター 開発部ＩＴ・制御システム課　課長 森　康広 説明６分 15:56-16:02

2-10 個別 株式会社 日立ソリューションズ 空間情報ソリューション本部GIS部　担当部長 西口　修 説明６分 16:02-16:08

（質疑７分） 16:08-16:15

移動時間、休憩時間 16:15-16:25

3-1 網羅 農研機構北海道農業研究センター 酪農研究領域・上席研究員 大下　友子 説明８分 16:25-16:33

3-2 網羅 有限会社冨田ファーム 代表取締役 冨田　泰雄 説明８分 16:33-16:41

3-3 網羅 酪農学園大学 農食環境学群循環農学類・教授
堂地　修（代表）

今井 敬（発表者）
説明８分 16:41-16:49

3-4 網羅 酪農学園大学 農食環境学群循環農学類・教授 吉野　宣彦 説明８分 16:49-16:57

（質疑９分） 16:57-17:06

3-5 網羅 オリオン機械株式会社 開発本部　酪農開発部　部長 岡谷　利幸 説明８分 17:06-17:14

3-6 網羅 一般社団法人　家畜改良事業団 技術･情報部 濱野　晴三 説明８分 17:14-17:22

3-7 個別 北海道立総合研究機構　畜産試験場 家畜研究部　技術支援グループ・主査（技術支援） 佐藤　尚親 説明６分 17:22-17:28

（質疑７分） 17:28-17:35

3-8 網羅 北海道大学 大学院農学研究院・教授 井上　京 資料配布 資料配布

3-9 個別 北里大学
獣医学部附属フィールドサイエンスセンター・センター長・
教授 寳示戸

ホウジト

雅之 資料配布 資料配布

3-10 個別 国立大学法人　岩手大学 農学部共同獣医学科　准教授 岡田　啓司 資料配布 資料配布

3-11 個別 （独）家畜改良センター十勝牧場 業務第一課 浅田  正嗣 資料配布 資料配布

3-12 個別 （独）家畜改良センター 十勝牧場 飼料課 生産管理係長 中村 道長 資料配布 資料配布

3-13 個別 ＩＣタグシステム管理実証研究会 有限会社西内商店　代表 西内　吾朗 資料配布 資料配布

4-1 個別 株式会社　ソラール 代表取締役研究室長 黒田　邦臣 説明６分 17:35-17:41

4-2 個別 明治大学 黒川農場　特任教授 小沢　聖 資料配布 資料配布

4-3 個別 日本合成化学工業株式会社（東京支社） スペシャリティ営業本部　機能材料部　開発担当部長 池永　和義 資料配布 資料配布

4-4 個別 株式会社ラジアント 代表取締役 杉浦　武雄 資料配布 資料配布

5-1 個別 東果大阪株式会社 ＩＴ・マーケティンググループ　プロジェクトリーダー 新開　茂樹 説明６分 17:41-17:47

（質疑５分） 17:47-17:52

6-1 個別 パナソニック　システムネットワークス㈱
ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　事業開発グループ　プ
ロジェクト推進チーム

深澤　成政 資料配布 資料配布

6-2 個別
（公財）函館地域産業振興財団　工業技術セ
ンター

研究開発部　主査 小西　靖之 資料配布 資料配布

提案資料目次　【北海道ブロック】

（４）施設園芸

（５）露地野菜

（６）その他

（１）米・麦・大豆・野菜類等を導入した水田輪作体系

（２）てんさい・ばれいしょ等を導入した畑輪作体系

（３）畜産



提案内容 

 北海道の大規模高性能水田において、水稲の直播栽培やICTを活用した省力・安定生産技術の導入、畑作物の増収に貢献する
無代かき水稲栽培や圃場の物理性改善に貢献できる輪作作物の導入、機械の汎用利用やGPSの活用等により、春作業の軽減・
分散を中心とした省力化、増収等による低コスト化を実現する。 

 具体的には、道内有数の水田作地帯で、加工・業務用米の乾田直播を導入した輪作体系の確立地である南空知の岩見沢市と
南幌町及び、大規模な基盤整備事業が進行中で、全国で初めてGPS基準局を自治体が設置した妹背牛町を実証地として選定し、
以下の技術実証を行う。 

①道内で計画も含めて1万5千haに導入予定の地下水位制御設備（集中管理孔方式）の活用による、直播水稲並びに麦・大豆等の
畑作物の栽培安定化 

②無代かき移植水稲や土壌物理性の改善に貢献できる畑作物、低コスト排水性改善技術を導入した輪作による麦・大豆の増収 

③収穫機、播種機や無人ヘリの汎用利用による機械コストの抑制、国産高精度GPSを活用した作業支援や自動・ロボット作業技術
による省力化と作業時間の拡大 

④無人ヘリを利用した土壌高低差計測情報の利用による均平作業の高能率化と前年整地による春作業の分散 

⑤高精度気象メッシュデータを利用した春作業での乾田直播の意思決定や適期作業の支援及び収量・品質予測 

 さらに前年整地による作業分散による規模拡大への貢献や輪作による増収による増収効果を中心に経営面から技術を評価する。 

 

 

 

提案者名：北海道農業研究センター 水田作研究領域 村上則幸 

提案事項：道産米の国際競争力強化と持続的水田輪作体系の両立に向けた現地実証 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果                                                                     
 本提案によって、従来20ha以上では本州より高コストであった道産米の生産コストを抑制し、従来技術では不可能であった50-
100ha規模での家族経営が可能となり、農地の集積が進み早急な対応が求められている道内水田作地帯での耕地維持に貢献で
きる。また、上記技術の組み立てにより、米の生産物あたりの生産コスト（道内の平成20年度生産費比）を2.5割削減、さらに数年
後を目途に現地導入が期待される多収水稲品種によるコスト低減を見込むと、４割削減が期待される。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：110,000千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：             ） 

番号：１－１ 

様式２ 

研究･実証地区：妹背牛町（北空知）、岩見沢市・南幌町（南空知） 

平成２６年度概算研究経費（千円）：80，000千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：        ） 
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道産米の国際競争力強化と持続的水田輪作体系の両立に向けた現地実証 

 北海道の水田作地帯における大規模家族経営を対象として、国産GPS装置等のICTも活用し、春作業の軽減・分散を中心とした省力作業技術を地下
水制御（集中管理孔方式）やＧＰＳ基準局等のインフラを備えた高性能水田で展開し、次世代の省力作業体系を実証する。 
 業務加工用水稲と無代かき栽培等により土壌物理性等を改善した輪作体系を確立し、持続的な安定多収生産を実現する。   
 乾田直播水稲と畑作物の播種機、湛水直播と田植機、収穫機の汎用利用による機械コストの低減と輪作による増収により低コスト生産を実現する。 
 キーテク： 地下水位制御、水稲無代かき栽培、水稲疎植栽培、高精度GPS、前年整地、高精度メッシュ気象データ、無人ヘリ 

◆業務・加工用水稲・転作作物による輪
作における増収の実証 

 無代かき栽培や低コスト排水改良技術
等による土壌物理性・排水性の改善による
畑作物の増収の実証 
 土壌物理性改善や有機物保持に効果の
ある輪作作物の導入とその評価 
 慣行並みの品質と収量を保持できる疎
植無代かき移植栽培とその省力効果等の
評価 

◆次世代高性能水田での省力・安定生
産の実証 

 地下水位制御を活用した乾田直播等の
無代かき水稲の省力、安定栽培の実証 
 国産GPSや無人ヘリ3次元計測情報を活
用した前年整地のための整地と耕起方法   
 1kmの高精度メッシュ気象情報を利用し
た、乾田直播栽培支援と生育評価 

米の生産コスト４割削減を実現 
（道内平成20年度比） 

◆水田作と畑作での農業機械の汎用利用
とGPS利用による機械コスト低減の実証 

 播種・移植機の汎用利用・本州向移植機導
入による低コスト化 
 本州仕様の疎植対応田植機導入による田植
機の低コスト化 
 無人ヘリの圃場高低差、倒伏計測等への汎
用利用 
 国産自動操舵補助装置やロボット等による
作業の軽労化と作業時間の拡大 

北空知・南空知の水田作地帯での実証による
経営評価 
（目標：米の生産物あたり2.5割のコスト削減） 

◆業務・加工用多収品種の導入 

 多収水稲新品種の導入（数年後
に現地導入、現行品種比1.5割増
収） 

地下水位制御を備えた大規圃場 
（妹背牛町1000ha） 

圃場高低差情報を活用
し均平作業の能率向上 

前年整地による春
作業の分散 

条間が本州仕様の疎
植対応田植機利用に
よる低コスト化 

無代かき栽培等によ
る輪作作物の増収 

低コスト生育センサに
よる生育診断と技術
評価 

無人ヘリ搭載レーザセンサによる
圃場高低差、作物倒伏計測 

自治体の高精度GPS基
準局のフル活用 

国産のガイダンス、自動操
舵等の利用による作業の
省力化 

高精度メッシュ気象デー
タを活用した作業支援 

・生育 
・作業 
・予測 

2



提案内容 

１）水田転作作物に飼料用「子実トウモロコシ」栽培を組み込んだ輪作体系の効果の実証 
 ・子実トウモロキシの大きな根圏域及び深耕反転による残渣鋤き込みによる転作作物収量増の実証  
 ・透排水性の向上による飼料用「子実トウモロコシ」収量増の実証 
 ・深耕反転での根圏域拡大による飼料用「子実トウモロコシ」収量増の実証 
 ・圃場緩傾斜化による飼料用「子実トウモロコシ」収量増の実証 
２）真空播種機を利用したトウモロコシの播種と同一機械での稲の点播技術の確立で播種機の有効利用を目指す 
３）水田復元時における問題解決 
 ・真空播種機を利用した乾直（点播）の取り組み 
 ・漏水対策の確立 
３）収穫作業 
 ・コンバインを子実トウモロコシ、麦、大豆収穫に利用する事でコストダウンを図る 
４）その他 
 ・種子メーカー様の協力も仰ぎ、増収効果の狙えるトウモロコシの品種を探りたい。   

提案者名：スガノ農機株式会社・エム・エス・ケー農業機械株式会社 

提案事項：水田での子実トウモロコシ栽培における一貫機械体系の確立および輪作作物増収効果を狙った圃場づくり 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
①100％輸入となっているトウモロコシの自給率向上と飼料用米の機能性補完 
②水田のフル活用と栽培作物の収量増 
③子実トウモロコシ収穫機械体系の確立 
④真空播種機を利用したトウモロコシ播種、乾直（点播）技術確立による播種機の有効利用 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：10,000） 

番号：１－２ 

様式２ 

研究･実証地区：未定（予定としては長沼町、栗山町ないしは岩見沢市周辺） 

平成２６年度概算研究経費（千円）： 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：60,000） 3



提案内容： 
• iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率農業の実証試験を行う（iCASTTM 概要：別紙参照） 
• iCASTTM を用いた新しい農業へのチャレンジ意欲をお持ちの農業生産者を募り、協業により実証試験を行う 
      【役割】  当社 ： iCASTTM の生産・供給    農業生産者 ： iCASTTM による作物栽培 
• 対象作物は、『コムギやトウモロコシ、ダイズなどの穀物類』、『トマトやキャベツ、メロンなどの野菜類』、『ナタネや綿

花などの油糧植物』などを優先して考えているが、詳細は各地域でのニーズに応じて農業生産者と協議する 
• 既存の栽培技術との比較により iCASTTM の優位性を確認し、農業生産者の収益性向上の可能性と当社の事業性

を検証する 
 
研究課題 
• 中～大規模圃場（含、温室）における安定栽培技術の確立（実証試験にて検証） 
• 給液タンクならびに作物栽培チューブの量産化技術の確立（要、自動試作装置の開発） 

 
 
 

 

提案者名：三井化学株式会社 環境・エネルギー事業推進室 松野 裕泉 

提案事項：新規作物栽培システム iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率な農業の実現に向けた実証試験 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果（定量的な効果は地域毎、作物毎に異なるため、ここでは定性的な効果のみ記載） 
• 収穫量の増加と品質向上（高糖度作物の安定生産） 
• 節水、節肥、減農薬、省エネ、省力化効果 
• 栽培期間拡大による収穫量の増加 

 
 
 
平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： １５０，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １００，０００） 

番号：１－３ 

研究･実証地区：要相談－各地域で各々必要とされる対象作物について縦断的に実施 

平成２６年度概算研究経費（千円）： １００，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ７０，０００） 
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作物栽培システム iCASTTM を利用した節資源型かつ高効率農業 

作物栽培チューブ 

給液タンク 養液 

iCALM® (integrated Cultivation-Accelerating Materials) 

iCASTTM 
(integrated Cultivation-Accelerating Systems) 

iCASTTM 
• 給水タンクと作物栽培チューブからなる作物栽培 
     システムで、その特徴は作物栽培チューブに装着 
     されている栽培用特殊素材 iCALM® にある 
• iCASTTM に専用の種子、肥料、農薬および栽培 
     方法を加え、農業生産者に Solution を提供する 

iCALM® 
• 植物依存型生育要素供給機能を有する栽培用特殊 
     素材で、給液タンクからチューブを通じて供給される 
     水や肥料、農薬に加えて空気も保持する 
     （ここでは、水や肥料及び空気を“生育要素”と呼ぶ） 
• 作物が生育要素を生育状況に応じて“好きな時に 
     好きな量だけ吸収（＝植物依存型生育要素供給）” 
     できる栽培環境を作り出すことができる 

iCASTTM 栽培のメリット 
• 作物の生育が最大化され、収穫量の増加と品質の向上が可能となる 
• 水や肥料、農薬、エネルギーの使用量が最少化され、節水、節肥、減農薬、省エネルギーなど、節資源農業の実現が可能となる 
• 水や肥料、農薬が土壌へほとんど放出されないため、土壌や地下水などの環境への影響が少なく、環境に優しい農業の実現が可能となる 

【iCASTTM を用いた栽培試験データ】 

iCASTTM 使用時 比較対象 試験作物 

収穫量 

品質（糖度） 

水使用量 

肥料使用量 

1.5～1.6倍 

1.2～1.3倍 

10%以下 

30%以下 

土耕栽培 

水耕栽培 

スプリンクラー 

土耕栽培 

コムギやトウモロコシ、ダイズなどの穀物類、 
トマトやキャベツ、メロンなどの野菜類、 
ナタネや綿花などの油糧植物、など多数 

農業生産者の収益性（コンセプト） 
iCASTTM 価格は既存製品（スプリンクラーや点滴灌水など）よりも高値に設定するが、 
水や肥料、農薬などの使用量低減により農業生産者のランニングコストが下がるような 
価格設定を行うため、農業生産者の収益性は向上する（実証試験で設定価格を確認） 

事業化時期 
実証試験による性能確認と並行してiCASTTM の 
商業生産技術を確立し、早期事業化を目指す 5



提案内容 

背景 

 北海道の水田地帯では小麦や大豆を中心とした短期輪作がとられているなか、有機物供不足による土壌物理性の劣
悪化や連作障害回避のための新たな転作作物が要望されている。また、大規模化の進展が想定されることから新たな
省力作物が要望されている。これに対し、子実用とうもろこしは、収穫残渣を活用することで土壌物理性の改善が期待で
きるうえ、省力的な機械化体系が確立されており、輪作体系を改善できる新たな省力作物として期待される。 

 

提案する技術 

 子実用とうもろこしの省力機械化体系の実証：普通型コンバインととうもろこし用ヘッダによる高能率収穫体系と既往の
米麦用乾燥機による乾燥調製体系の実証。 

 子実用とうもろこし導入効果の実証：子実用とうもろこしの導入が土壌物理性に及ぼす効果の実証。 

  

提案者名：北海道立総合研究機構中央農業試験場生産研究部生産システムグループ  稲野一郎 

提案事項：高能率水田輪作体系に向けた子実用とうもろこしの導入実証 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
１）高能率な水田輪作体系に向けた子実用とうもろこしの省力機械化体系が実証される 
２）子実用とうもろこしの導入による輪作体系の改善と生産性の安定化 
３）大規模水田作経営に向けた省力・高収益な寒地水田作輪作体系の確立 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：４，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：４８，０００ ） 

番号：１－４ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道南空知 

平成２６年度概算研究経費（千円）：２，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：４８,０００） 6



高能率水田輪作体系に向けた子実用とうもろこしの導入実証 

とうもろこし 

  子実 
（840kg/10a） 

  茎葉 
（920kg/10a） 

多畦播種，普通コンバイン収穫 
による省力機械化体系 

実証項目 

◎省力機械化体系の実証 
◎軟弱・小区画圃場等への 
  適用性の高い機種検討 

子実のみの収穫による 
土壌物理性効果の高さ 
◎子実用とうもろこしによる 
  土壌改善効果の実証 

小麦 

大豆 小麦 とうもろこし 

小麦 

大豆 

現状：麦・大豆の短期輪作 
による地力低下や連作障害 

改善：子実用とうもろこしを 
導入した高能率水田輪作体系 

省力的で輪作改善効果の高い 
子実用とうもろこしの導入実証 

有機物と 
して活用 

7



提案内容： 

【背景】 

 北海道水田作地帯では、水稲を作付する圃場は固定され、転作圃は小麦､大豆による短期輪作が多い。このため、水
稲を作付する圃場では浅耕傾向や根域減少による生産性阻害、転作圃では連作障害が課題となっている。大規模化が
続く中、農繁期作業を分散でき、より省力的な水稲栽培技術の定着が必要である。 

【提案する技術】 

 無代かき移植栽培を取り入れた田畑輪換を核とした省力・低コスト技術。田畑輪換により根域拡大と地力の活用が図
られ、多収化（業務用途米）が可能となり、無代かき栽培によって省力・低コスト化が可能となる。代かきの省略により、
畑作転換時の土壌物理性悪化が回避でき、田畑輪換が導入しやすくなる。 

【具体的提案内容】 

・田畑輪換圃・無代かき移植栽培と代かき移植栽培（連作）とで、水稲作にかかる収量・労力・コストを比較検証 

・田畑輪換・無代かき移植栽培収穫跡地において土壌物理性改善効果を検証 

・無代かき栽培による水稲の省力・コスト低減効果、および、無代かき移植栽培を核とした田畑輪換体系の経営評価 

提案者名：北海道立総合研究機構中央農業試験場生産研究部水田農業グループ  佐々木 亮 

提案事項：田畑輪換における無代かき栽培による水稲作の省力・低コスト化と畑作生産の安定化 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
１）水稲の高収量化と省力・低コスト化 
２）畑作物の連作障害の抑制と畑作生産性の安定化 
３）大規模化に適した省力・低コストな寒地水田輪作体系の実証。中規模体系に比した収益性の増大。 
 

平成２７年度末までの概算研究経費（１６，８００千円）： 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：２，０００ ） 

番号：１－５ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道南空知（想定） 

平成２６年度概算研究経費（８，４００千円）： 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：２，０００） 8



田畑輪換における無代かき栽培による水稲作の省力・低コスト化と畑作生産の安定化 

現状 考えられる対策 

解決策 （田畑輪換体系に対する無代かき水稲栽培の導入） 

輪作 

眼紋病などの回避 

＜大規模化と転作率上昇＞ 
・土壌条件が悪い 
・大規模化、担い手不足 
・春作業競合 
＜固定圃短期輪作の課題＞ 
・転作作物：連作障害 
・水稲：浅耕傾向と根域減少 

 
・田畑輪換の導入 
 → 計画的な作物分散で 
                  競合回避 
  
→ 作付体系の見直し（田畑輪換） 
→ 有機物や地力の有効活用 

北海道の稲作地帯向けの効率的な新たな技術体系を実証 

無代かきの物理性改善効果 

低コスト省力（無代かき） 

 ＋ 多収（根域拡大、乾土効果）で 
業務用米ニーズに対応 

小麦 
  等 

大豆 
   等 

水稲 
（無代かき） 

寒地 
田畑輪換 
一年一作 
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提案内容 

【背景】 
 米のアミロース含有率は食味と密接に関わる重要な品質項目である。北海道米のブランド品種「ゆめぴりか」は、「アミロース含
有率が19％未満の場合、タンパク質含有率7.4％以下」、および「アミロース含有率が19％以上の場合、タンパク質含有率6.8％以
下」を出荷基準としている。このため、収穫前にアミロース含有率を把握してタンパク質含有率の基準を決定し、基準に適合した、
ブランド米にふさわしい食味品質のものを出荷している。しかし、アミロース含有率の分析には、高価な分析機器が必要であり、
サンプル調製も含め多大な労力とコストがかかっている。 
 一方、登熟温度が高いほどアミロース含有率が低くなることを利用し、最寄りのアメダスデータの気温に基づき収穫前にアミロー
ス含有率を評価する手法を開発し、その実用性をすでに確認している。今後、アメダス地点から離れた圃場も含めた展開に際し、
農研機構が開発した１kmメッシュ農業気象データを活用すれば、全道の任意の地点で高精度でアミロース含有率を評価でき、集
荷・流通判断において重要な食味品質情報を、収穫前に、低コストで簡易迅速に把握できることが期待されている。 

【提案する技術】 
 任意地点のメッシュ農業気象データからアミロース含有率を収穫前に評価することで、アミロース含有率の地域別の分布傾向
の把握や、アミロース含有率に基づく出荷基準内の数量の予測による、実需ニーズに対応した品質管理。 

【具体的提案内容】 
 （妹背牛町を含む）全道複数（１０地点以上で、主要産地をカバーする）の任意の生産地点（or「アミロース含有率の調査地点」）
を対象とし、モバイルを含む端末において任意地点のメッシュ農業気象データからアミロース含有率を収穫前に簡易迅速に予測
するシステムを導入し、販売・流通計画の低コストで迅速な遂行に寄与できることを実証する。 
 

提案者名：北海道立総合研究機構上川農業試験場研究部生産環境グループ 五十嵐俊成 

提案事項：高精度気象メッシュ情報を活用したアミロース含有率収穫前評価による実需ニーズに対応した品質管理 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 低コストで効率的な北海道米の食味品質別の仕分け集荷システムが構築され、実需ニーズに対応した品質管理が可
能となる。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：             ） 

番号：１－６ 

様式２ 

研究･実証地区：妹背牛町ならびに全道の任意地点 

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：        ） 10



高精度気象メッシュ情報を活用したアミロース含有率収穫前評価による実需ニーズに対応した品質管理 

メッシュコード 
緯度経度 
移植日・品種名 

アミロース含有率予測値のマップ化 

出荷基準内数量の予測 
流通・販売計画 

実証項目 

入
力 

期待される効果 

実需ニーズに対応した品質管理 

モバイル端末による予測 

メッシュ農業気象データベース 

メッシュ農業気象データを用いた 
米品質の予測 

品質管理データベースサーバー 

農研機構 

農業団体 

11



提案内容 

 除草剤散布作業は従来から畦畔からの動力散布機やトラクタに防除機を装着して行なわれているが、近年水田の大
区画化が進み、作業能率の点からリモコンボートが使用され始めた。ボートは高い作業能率は魅力であるが、人間に
よる遠隔操作なため走行軌跡が判然としないことによる無駄な走行や薬剤の散布ムラが課題である。また、ボートが
操縦者から遠く離れるとボートの位置や向きが視認できなくなり、ボートの操縦は困難を極める。実際にボートを畦畔
に衝突させ、破損させてしまうこともある。このようなことから大区画水田の除草剤散布作業で高い能率を有する無人
ボートを自律走行可能なようにロボット化することは作業の省力化、農薬節減の点で有用である。 

 開発するロボットボートの特色は、①簡易GISを用いて容易に作業計画が作成できる、②ボートのモニター・指示をス
マートフォンやタブレットPCを介して行える、③あらかじめ農薬補給場所を指定することで薬液タンクが空になると自動
的に補給場所に戻り、監視者にSMSメールを配信することができる、④薬剤の種類、使用量、走行軌跡など自動的にＰ
Ｃなどに記録できる、⑤ボートが座礁した場合にローターのピッチ角を逆位相にして後進を行い動作復帰することがで
きる、などである。さらに、この実証試験期間中にロボットボートの他作業への拡大を検討する。 

提案者名：北海道大学大学院農学研究院 野口 伸 

提案事項：大区画ほ場作業に適した除草剤散布ロボットボート  

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 除草剤散布作業は基本的にロボットが行うので、作業監視者は薬剤補給だけが任務である。監視者はロボットボート
作業中に畦畔除草など別作業を行うことができ、作業負担は大幅に軽減する。タンクの大容量化を進めることで、長時
間の連続作業や夜間作業の可能性もある。さらに、北海道大学から提案されている「水稲移植機用オートガイダンスシ
ステム」、「自脱コンバイン用オートガイダンスシステム」と連携して、ナビゲーション地図やGNSSなど航法センサの共通
化を図った稲作自動作業体系の構築もできる。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：15,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：     10,000   ） 

番号：１－７ ① 

様式２ 

研究･実証地区： 北海道 

平成２６年度概算研究経費（千円）： 8,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）  5,000 ） 12



大区画ほ場作業に適した除草剤散布ロボットボート  

ロボットボートにより無人かつ精密に 
除草剤散布を行うことができるシステム 

スマートフォン タブレットPC 

オペレータ 

○ ボートをスマートフォンやタブレットPCでモニター・操作できる。 
○ 外乱としての風速・風向を計測することで安定した走行を実現する。 
○ ローターにピッチ制御を加えることで後進できる。 

○ 簡易GISで容易に  
 作業計画を作成で 
 きる。 
○ 農薬補給場所を 
 指定することで薬  
 液タンクが空にな 
 ると自動的に補給 
 場所に戻る機能を 
 有する。 

○ 薬剤使用量、走行軌跡など自動的にPCなど 
 に記録できる。 
○ ボートを目標経路に対して±30cmの誤差 
 で走行させられる。 13



提案内容 

 ロボットトラクタと有人トラクタの協調作業は、ロボットが整地作業を行い、その直後を有人トラクタが施肥・播種作業を
行う。この協調作業システムはもともと人手不足からロボットを農業生産に使用したい農家の提案で生まれた。ロボット 
トラクタはあらかじめ決められた経路を3cm程度の誤差で走行できるので、人間の能力をはるかに超えた走行性能であ
る。後方トラクタのオペレータはロボットトラクタが残したマーカー軌跡を追従すれば精度よく作業できる。また、ロボット
の走行停止・再開、走行速度の変更、耕深の調節などは有人トラクタから遠隔操作できるので圃場状態に応じた適切な
作業設定ができる。   

 今回の提案は2～3年後の実用化を念頭に置いた実証試験と位置づけている。走行精度などの性能とともに無人で動
く機械がオープンフィールドで使用されるので、本試験を通して特に安全性について検討・評価する。様々な安全対策を
施したロボットトラクター有人トラクタ協調作業システムを試作して、システムのリスクアセスメントを行い、現在農水省ス
マート農業研究会で策定中の安全ガイドラインについても検証する。さらに、ロボットトラクタと有人トラクタによる協調作
業システムのアプリケーション拡大も計りたい。 

提案者名：北海道大学大学院農学研究院 野口 伸 

提案事項： ロボットトラクタと有人トラクタの協調作業システム  

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
１人のオペレータが２台のトラクタを運用して、２作業を同時に行うことによる労働生産性の向上が期待できる。これま
での試験で、協調作業システムにより慣行作業と比較して作業時間を42％節減できることを確認している。加えて、整
地と播種を同時にすることで、①降雨後の作業再開が円滑にできる、②雑草の発芽が均一になり雑草管理が容易にな
る、また、③ロボットが先行することで不整形の圃場における作業経路を最適化できるなどの特長を有している。 
 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：     30,000   ） 

番号：１－７ ② 

様式２ 

研究･実証地区： 北海道 

平成２６年度概算研究経費（千円）： 12,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）  30,000 ） 14



ロボットトラクタと有人トラクタの協調作業システム 

＜システムの特長＞ 
 ほぼ２倍の作業能率を実現 
 有人トラクタがロボットの監視を兼ねることで安全性が  

担保 
 ロボット走行をトレースすることで播種作業の高精度化 

【有人トラクタ】 
 ディスクハロー 

【ロボット】 
 パラソイラ 
 パワーハロー 
 軌跡マーカー 

【有人トラクタ】 小麦ドリル 

無人＋有人の協調作業 

ロボットトラクタ 

有人トラクタ 15



提案内容 

 収穫作業は収穫物の品質に大きく影響し，短い適期に迅速な作業を要求される。しかしながら，収穫時期である秋口
は夜露などが脱穀部に悪影響を及ぼすことから，作業時間は昼以降となるため，作業面積が増大するほど夜間作業を
強いられることとなる。このような夜間作業では，視界が不良となるため，作業速度を低下せざるを得ない。これは，作業
経路からの逸脱が収穫ロスを招き，直接収量に影響するためでもあるが，それ以外にも生育状態の善し悪し，もしくは
倒伏の発生等により，走行中もヘッダ部の微調整が必要であるためでもある。しかしながら，水田が大規模化するほど，
直線作業部分での作業速度の低下は作業効率の低下を引き起こす。また，日本で使用されるコンバインは，ヘッダ右端
を収穫物に合わせて走行するため，通常左旋回のみで作業を行うこととなり，複雑な旋回を行うか，長い空走距離を必
要とする。これもまた作業効率の低下の原因となる。 
 そこで，（１）コンバインに収穫前後を認識可能なローカルなセンサ（レーザースキャナやビジョンセンサ）を搭載する事
で，昼夜を問わず収穫経路に自動追従可能なガイダンスシステムを構築する。また，本システムを用いて草高の変化や
倒伏状態を認識し，ガイダンスシステムに表示する事で，ヘッダ部の微調整も容易になる。一方，（２）グローバルなセン
サ（ＧＮＳＳや準天頂衛星（ＱＺＳ）と方位センサ）を用いることで，作業効率を重視した作業経路を生成することが可能と
なる。（３）これらを比較検討する事で，費用対効果から大規模水田作業に適したセンサを選定し，高効率な作業体系を
確立できるオートガイダンスシステムを開発することを目的とする。 

提案者名： 北海道大学大学院農学研究院 石井一暢 

提案事項： 大区画ほ場作業に適した自脱型コンバイン用オートガイダンスシステム 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 収穫作業の高速化，高効率化を図ることが可能となり，収穫物の品質の向上，収穫ロスの低減が可能となる。 
  ・走行をオートガイダンスに任せることが出来るため，オペレータはヘッダ操作に集中することができる。 
  ・ローカルセンサで草高，倒伏を認識することで，オペレータにヘッダ操作の事前予告ができる。 
  ・作業の無駄時間を短縮することで収穫に関わる省資源化にも寄与する。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２０，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １２，０００） 

番号：１－８ 

様式２ 

研究･実証地区： 北海道 

平成２６年度概算研究経費（千円）：１５，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １５，０００） 16



 
 ほ場内の絶対位置，絶対方位を認識す
る事で，作業跡に依存しない効率的な作
業方法が実現可能である。 

大区画ほ場作業に適した自脱型コンバイン用オートガイダンスシステム 

倒伏 

 
 昼夜を問わず利用可能な２次元レー
ザースキャナや近赤外ビジョンセンサを用
いて，収穫前後の境界線を認識する事で，
収穫経路へ自動的に追従可能とする。 

ステアリングコントローラ 

走行制御 
 
 夜間作業時の作業速度向上に
よる作業能率アップ 
 草高変化，倒伏の事前表示によ
るヘッダ部微調整 

グローバルセンサを用いたガイダンス ローカルセンサを用いたガイダンス 

オペレータの作業負担軽減  
 旋回方向に制限がないため，空
走ロスの少ない経路生成が可能と
なる。 

自由度のある作業経路作成 

左旋回 右旋回  走行部をガイダンスシステムに委ねることで，オペレータは， 
①周辺環境の安全性確保 ②ヘッダの微調整する 
ことに集中することができ，昼夜を問わず，高速に作業を行う
ことが出来，質の高い収穫物を確保することが出来る。 

17



提案内容 
 

＜背 景＞ 

 北海道などの大区画水田では，水稲移植機にて苗の移植を行う際に運転者と補助作業者の計2名が乗車して作業を行う場合が多い。苗の植付け位置を正確に制御するため
に，運転者は隣列の苗位置や走行軌跡などを指標として高精度の車両操舵を行わなければならない。また，特に大規模水田においては，走行途中に次々と苗箱を補給しなけ
ればならないため，運転者とは別に，苗補給要員も必要となる。もしも車両走行の操舵作業を自動化できれば，1名の作業者のみで苗補給と枕地旋回の作業をこなすことが
できる。すなわち，従来2名必要であった作業が1名で済むようになるため，大幅な労働コストの削減が実現できる。 

 現在，GPSガイダンスシステムが市販されており，北海道など大区画ほ場を中心に導入が進んでいる。これはGPSで得た測位情報をもとに，運転者に対して操舵ガイダンス
情報を提供するものであり，さらにオートガイダンスシステム（自動操舵装置）の導入も増加している。このオートガイダンスシステムを水稲移植機に取付けて自動操舵が
行うことも可能ではあるが，現状ではいくつかの問題点がある。まず，耕うん・代かきや畑作など他の作業に比べて，水稲移植においてはより高精度の操舵制御が必要とさ
れるが，現状ではその操舵精度が不十分である。これは，現在市販されているオートガイダンスシステムの操舵ユニットは必ずしも水稲移植機への取り付けに最適化された
ものではないためである。また，現状高精度の測位を行うためには基準局からの補正信号を併用したRTK-GPSを使用する必要があるが，上空の衛星数不足，防風林など遮蔽
物の影響，補正信号の受信障害などにより測位が不安定となる問題がある。さらに，RTK-GPSは高価であり，加えて補正信号を得るために追加コストが必要である。 

 

＜技術提案＞ 

 水稲移植時の操舵精度向上を実現するため，操舵機構（ハードウェア）および走行制御アルゴリズム（ソフトウェア）の改善を図る。また，既存のシステムで使用されて
いるRTK-GPSの問題点（測位が不安定，高価）を解決するため，航法センサとして準天頂衛星測位（QZSS）およびマシンビジョンの2つを検討し，比較する。QZSSは日本政府
が主導して推進している事業であり，数年後に本サービスが開始される予定である。QZSSでは，測位の不安定性が解消でき，さらに補正信号を得るための基準局設置が不要
となるなど低コスト化も期待できる。一方，現状運転者が目視により隣列の苗位置や走行軌跡などを指標として操舵しているのと同様に，カメラで撮影した画像情報を解析
すること（マシンビジョン）によって航法センサとして利用することも考えられる。  

提案者名： 北海道大学大学院農学研究院 岡本博史 

提案事項： 大区画ほ場作業に適した水稲移植機用オートガイダンスシステム 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 
従来2名で行っている作業が1名で済むようになるため，大幅な労働コスト削減や人手不足解消が実現できる。 
高精度の作業が要求される操舵を自動化できるため，労働負担が軽減される。 
自動操舵システムにより，熟練の運転者がいなくても高精度の走行が可能となる。 
市販のオートガイダンスシステムと比較して，低コストのシステムが期待できる。 
枕地旋回や苗補給の自動化が実現すれば，将来的には水稲移植作業の完全無人化（ロボット化）が期待できる。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： ２０，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １０，０００ ） 

 番号：１－９ 

様式２ 

研究･実証地区： 北海道 

平成２６年度概算研究経費（千円）： １０，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： １０，０００ ） 18



作業者 
（苗補給・枕地旋回） 

水稲移植の現状 

運転者 
（操舵・枕地旋回） 

補助作業者 
（苗補給） 

自動操舵システム 

自動操舵システム 
（操舵） 

市販GPS自動操舵システムを 
水稲移植機に取付けた場合 

提案内容 

• 走行精度が低い 
操舵機構，走行制御アルゴリズム 

 

• 測位が不安定 
上空の衛星数不足，遮蔽物（防風林など）， 
補正信号の受信障害 

 

• 航法センサRTK-GPSが高価 
さらに補正信号受信で追加コスト 

期待される効果 

• 操舵機構の改善 
 

• 走行制御アルゴリズムの改善 
 

• 準天頂衛星（QZSS）による測位 
安定した測位， LEX測位（低コスト） 
 

• マシンビジョン 
隣列の苗位置や走行軌跡を指標とする 

作業者 

1名 

• 労働コスト削減，人手不足解消 
 

• 軽労化 
 

• 走行位置精度の向上 
 

• システムの低コスト化 
 

• 【将来】 ロボット化（無人化） 
枕地旋回・苗補給の自動化により 
 

作業者 

2名 

比較 

大区画ほ場作業に適した水稲移植機用オートガイダンスシステム 
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提案者名：株式会社クボタ 農業機械総合事業部 

提案事項：農機新技術（KSAS）とリモートセンシングによる省力化した「高収量良食味穀物生産」の実証 

研究・実証地区：北海道 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」 提案資料 番号：１－１０ 

1,名称：クボタスマートアグリシステム（略称：KSAS）活用による高収量良食
味穀物（米・小麦）生産 

2,提案内容【実証テーマ】 
 1)刈取時圃場ごとの「収量/タンパク質含有率/水分率」をリアルタイムで測定し記録す

ることで、圃場ごとのバラツキ、特性が把握できる。 
 2)1)の蓄積により事実情報に基づき、個別施肥設計が可能になる。 
 3)リモートセンシングによる①生育状態②病害虫発生③水管理等で、最適時期の適

量農薬散布及び最適量追肥が可能になる。 
 4)リモートセンシングによる登熟度把握により、各圃場ごとの最適期収穫とムダのな

い収穫作業手順の指示が可能になる。 

■期待される効果 
 1)元施肥～収穫作業まで全工程で労働           
価値を高め、結果としてコスト削減できる。 
 2)最適元施肥、最適追肥、最適期収穫

による高収量・良食味生産を実現でき、儲
かる農業が確立される。 
 3)単収向上 
 4)食味バラツキ低減で商品価値向上 

平成２７年度末までの概算研究経費：５００００千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：千円） 

平成２６年度概算研究経費：３００００千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費：千円） 

次年度作業

作業者情報農機情報

情報端末

サーバー

情報活用（蓄積・分析）
・課題抽出
・改善作業設定（施肥）
・経営の見える化…

農業経営者

圃場ごとに情報収集

圃場ごとに送信（施肥）生育管理・適期追肥 刈取り適期判別 

小
麦 

米 

リモートセンシング 
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提案内容 

 北海道十勝地域では、テンサイやバレイショ等の原料畑作物を基幹とする専業的大規模経営が展開している。しかし、規模拡大にともな
う作業競合や国際化の進展による収益悪化、外部労働力活用や作業外部化にともなう作業精度低下と収量停滞が課題となっている。  
 そこで、今後、主要な担い手として想定される100ha規模の大規模雇用型法人経営、および作業支援組織との連携を前提とした50ha規模
の家族経営群をターゲットに、畑作物および加工業務用野菜における ① 効率的機械体系と安定多収栽培技術による省力・低コスト技術体
系、② ICTを活用した高精度作業支援技術を基軸とした寒地畑作スマート農業モデルを提案する。 
 
①効率的機械体系と安定多収栽培技術による省力・低コスト技術体系 
 作業競合等により作付が減少傾向にあるテンサイ、バレイショにおいて、支援組織と連携した大型機械収穫体系の導入により収穫・輸送
作業の省力化を図る。また、テンサイの育苗・移植作業を軽減する直播栽培の導入を図るため、簡易排水対策等を活用した苗立安定化技
術や密植栽培により収量安定化を目指す。バレイショにおいては、更なる低コスト化の実現に向けて多畦収穫を前提とした栽植様式改善に
より収量向上を図る。加工業務用野菜については、キャベツの効率的機械収穫体系の確立や、テンサイ多畦収穫機の汎用利用によるニン
ジン機械収穫体系の効率化を図る。その他、複数作業機のトラクタ同時装着（複数作業の一工程化）により、春作業等の省力化を実現する。 
②生産性向上のためのICTを活用した高精度作業支援技術 
 作業支援組織や従業員の大型機械操作において、熟練者並みの高精度作業を実現するため、GNSSガイダンスシステムや自動操舵、精
密施肥システムを活用し、作業の精緻化と効率化を図る。また、これまで経験に頼ってきた地力ムラ、生育ムラの把握を、短周期圃場・生育
リモートセンシングの導入により、客観的かつ精緻に実現し、後付型可変施肥用ECU（通信制御ユニット）を用いた可変施肥技術を確立する
ことでそれら地力・生育ムラによる収量低下を軽減する。 加えて、作業・収量モニタリングを合わせて実施し、これまで個別に取り組まれてき
たIT農業技術を体系的に導入することで畑作物の生産性向上を図る。 

提案者名：北海道農業研究センター 畑作研究領域 森元幸 

提案事項：寒地畑作地域における省力技術体系とICT活用を基軸としたスマート農業モデルの実証 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
・テンサイ直播栽培における移植並み糖分収量の実現と大型機械の汎用利用、労働時間削減による生産コスト削減 
・バレイショ収量向上による低コスト化と労働時間削減による作付面積の維持 
・機械収穫体系の効率化による加工業務用野菜の拡大 
・外部オペレータにおける熟練者並みの高精度省力作業実現と地力・生育ムラに応じた施肥技術により収量向上・安定化 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：154,560千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 147,000千円     ） 

番号：２－１ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道河東郡鹿追町・士幌町 

平成２６年度概算研究経費（千円）：93,035千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：147,000千円） 21



寒地畑作地域における省力技術体系とICT活用を基軸としたスマート農業モデルの実証 

複数作業の一工程化により 
省力化（春作業競合回避） 

後付型ECU（通信制御ユニット）に 
より、既存機での可変施肥や作業機 
情報の収集を実現 

GNSSガイダンスや自動操舵の活用に 
より、外部オペレーターでも熟練者並 
みの高精度作業を実現し、収量向上 

狭畦栽培・カッティングソイラにより 
テンサイ直播の収量向上・安定化 

テンサイ引抜式多畦収穫機やバレイショ多畦収穫機、 
トレーラー利用により収穫・輸送作業を効率化 

千鳥植えによりバレイショ 
の受光態勢改善と収量向上 

短周期のリモートセンシングに 
より地力や生育ムラを把握 

実証経営および実証地区 

雇用型法人経営 
（100ha規模・鹿追町） 

家族経営群 
（ 50ha規模・士幌町） 

支援組織 
（コントラ・JA・企業等） 

情報支援 

効率的機械体系や直播栽培等の導入による 
省力・低コスト技術体系の実証 

生産性向上のための 
ICTを活用した高精度作業支援技術の実証 

加工業務用野菜の効率的機械収穫体系により省力化 

キャベツ機械収穫 

テンサイ多畦収穫機 
（ニンジン収穫との汎用利用） 

バレイショ多畦収穫機 

収穫物は直接トレーラーへ 

狭畦密植栽培による
収量向上 

カッティングソイラに 
よる苗立安定化 

整地・施肥・播種の一工程化 

千鳥植 

慣行 

衛星や無人ヘリによる空撮 

地力や生育ムラ 
に関する情報を
マップ化・蓄積 

労働力支援 
作業支援 

収量モニタリングに 
より生産工程を評価 

自動操舵 ガイダンスシステム 

既存作業機に
ECUを設置 

可変施肥により 
地力・生育ムラによ

る収量減を回避 ECUからの 
作業情報を収集 

地力・生育 
マップ 

収量マップの作成 

畑毎のパフォーマンスを面的にデータ化し、
的確な作業施工や施肥により収量向上 22



提案内容 

 最近、実用化した作物残渣を利用する補助暗渠機「カッティングソイラmini」と無資材・迅速・簡単な穿孔暗渠機「カット

ドレーン」による農家ができる低コスト排水改良技術の適地条件や輪作時の適用条件に応じた使い分け利用体系を導
入する。これにより、北海道の気象の影響を受けやすい大規模畑輪作において、圃場の乾湿の影響を受けない安定的
生産条件を確保し、計画的・低コスト・安定多収な生産を実現できる地域営農モデルを実証する。 
 
  
 
 
 

提案者名：農研機構農村工学研究所 農地基盤工学研究領域水田高度利用担当 北川 巌 

提案事項：農家ができる低コスト排水改良技術の導入による大規模畑輪作の低コスト・安定生産の実証 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
●農家や地域が思い立ったときに、非常に低コストで簡単・迅速に「圃場の排水性向上」、「既設暗渠の機能回復」が可
能で、1千円/10a以下でできる農家用の低コスト排水改良技術とその使い分け利用体系を確立。 
●畑輪作の残渣発生の特徴や土の性質を生かした資材の購入が不要な農家ができる排水改良を身近な技術にするこ
とで、豪雨・長雨に強い畑輪作を実現する農地排水性機能を確保し、大規模畑輪作農業の経営安定化に貢献する。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：18,500(下記機械費含） 

（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3,000  ） 

番号：２－２ 

様式２ 

研究･実証地区：道北（和寒町）および北海道道央（栗山町） 

平成２６年度概算研究経費（千円）：11,000(下記機械費含） 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 3,000  ） 

地域 
道北（和寒町・士別市） 
寒冷多品目畑輪作地域 

道央（栗山町） 
大規模畑輪作地域（転換含む） 

担当 
機関 

排水技術体系 農村工学研究所・株式会社北海コーキ 

現地実証 道立総研上川農試・和寒農業活性化センター 道立総研中央農試・JAそらち南 

排水改良の概要 
(営農用) 

・無資材の穿孔暗渠機「カットドレーン」による単独の排水改良技術と既設暗渠の機能回復技術 
・小麦や子実コーンの残渣による補助暗渠機「カッティングソイラmini」による周期的排水改良技術 

栽培体系 野菜等導入の畑輪作体系 野菜や新規畑作物導入の大規模畑輪作体系 

※本提案では、北海道において最も農地の排水性が畑輪作の進展を阻害している地域を選定した。 
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豪雨後の適期作業、防除効率向上、地力向上などの効果発現による低コスト生産の現地実証 
地域営農モデルへの技術の導入と定着を図る 

提案技術 
  農家ができる低コスト排水改良技術の導入による 

  大規模畑輪作の低コスト・安定生産の実証 

農家ができる簡単・迅速・低コストな排水改良技術の使い分け利用体系を導入する 
補助暗渠機「カッティングソイラmini」＋穿孔暗渠機「カットドレーン」 

機械を走らせるだけで 
残渣をつかって 
補助暗渠を整備 

機械を走らせるだけで 
通水空洞の 

穿孔暗渠を整備 

無資材・迅速な穿孔暗渠「カットドレーン」 
による排水性の向上 

残渣をつかう補助暗渠「カッティングソイラminii」 
による高耐久性な排水改良と土壌肥沃度の向上 
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提案内容 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

提案者名：地方独立行政法人北海道立総合研究機構十勝農業試験場 生産システムグループ 原 圭祐 

提案事項：畑輪作体系で利用可能な可変施肥技術 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 
 
 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：10,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：             ） 

番号：２－３ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道十勝地区 

平成２６年度概算研究経費（千円）：8,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：        ） 

背景   畑作地帯の大規模圃場では地形要因や一筆圃場における品目の分割栽培などの要因で地力がばらついており、これまでの一律 
  作業では肥料の過不足が生じる。このため、小麦や豆類では部分的な倒伏による品質低下と収穫作業能率の低下、施肥量の多いてん菜 
  や馬鈴薯では部分的な減収を懸念して過剰な施肥を設定してしまう現状にある。また、てん菜など原料作物ではコントラ等外部受委託に 
  よる低コスト化が求められている。 
   これらのことから、更なる作業能率の向上や資材投入量の適正化のためには、受託業者等圃場の特徴を把握していないオペレータでも 
  実行可能かつ精密な圃場管理技術の導入が重要である。 
 
提案する技術 
   光学センサを活用して生育に応じた施肥をする可変施肥技術。小麦の追肥では通常の追肥作業と同様にトラクタで走行するだけでリア 
  ルタイムで生育センシングと施肥を同時に行う。また、このときの履歴情報として自動的に取得される生育マップから次作以降の窒素施肥 
  加減量を推定して施肥マップを作成し、てん菜等の基肥可変施肥が可能。  
   畑輪作体系で複数年、複数品目の生育マップを積み重ねることにより、地力ムラを推定し、施肥で改善できる箇所、改善が難しい箇所を  
  マップとして見ることができる。 
   市販のGPSガイダンスシステムに可変施肥機能、生育マップを背景画面にしたナビゲーション機能を組み込んだシステムで、品目や 
  作業（追肥、基肥、土改材など）が変わっても複数の機器が不要である。 
   本事業では、既に実用化した小麦追肥技術とともにてん菜等の基肥可変施肥機能を実証し、輪作体系でその効果の検証を行う。 
   

・経験と勘に頼らない精密な施肥管理の実現 
・小麦の増収と生育のバラツキ軽減による収穫作業能率の向上 
・てん菜、馬鈴薯の過剰施肥抑制による施肥量の適正化 
・複数年の生育状況から推定した地力ムラマップとそれを背景画面にしたナビゲーション機能による適正な圃場管理支援 
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畑輪作体系で利用可能な可変施肥技術

GPS

生育センサ

GPSガイダンスシステムに組み込
み型の可変施肥システム

追肥主体の小麦はセンサによる
生育診断と施肥を同時に行う

基肥主体のてん菜、馬鈴薯は小
麦追肥時の履歴として記録される
生育マップを利用して可変施肥

1つのシステムで輪作体系に適用可能。複数年、複数品目の生

育マップを重ねることにより施肥だけでなく土改材、排水改良が
必要な箇所などをマップ表示。

地力に応じた施肥に
よる生育のバラツキ
改善、過剰な施肥の

抑制

受託業者等、経験と勘が無くて
も精密施肥が可能、連動する作
業機が無くても表示される位置
を見ての手動作業も可能

26



提案内容 

 背景 1．道東のニンジン生産地では、キタネグサレセンチュウ被害による収量低下（作付面積の1/3）が問題である． 
     2．アスパラガスは、根からアレロパシー物質を出して、センチュウを忌避させる性質を有する． 
     3．アスパラガスの１～2年養成株を用い、冬季に伏せ込み促成栽培を行う作型が確立されつつある． 
 
 目的 1．現在の輪作体系（バレイショ → コムギ → ニンジン → ビート）のうち、コムギの後作にアスパラガス伏せ込み 

       促成栽培用の根株養成を組み入れ、土中のセンチュウ密度を減らしてニンジン生産の安定化を図る． 
     2．養成した根株を用いて、初冬にアスパラガス伏せ込み促成（保温）栽培を行い、生産者の所得向上を図る．  
 
 研究 1．センチュウ忌避が必要な圃場を選定し、アスパラガス栽培の効果を最大限発揮させる技術の検討． 

     2．アスパラガスの貯蔵根に同化産物を効率的に蓄積させ、若茎収量アップに繋げるための根株養成法の検証． 

     3．貯蔵根に蓄積された炭水化物を、無駄なく若茎生産に活用するための栽培技術の確認． 

 ． 
   

提案者名：北海道大学大学院農学研究院   鈴木 卓 

提案事項：北海道東部畑地輪作体系へのアスパラガス栽培導入による農業活性化モデル 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 ・ センチュウ被害が低減され、収穫されるニンジンの品質が向上し、可販収量が回復する． 
 ・ アスパラガスの端境期（高単価）である11月初旬〜12月下旬（初冬）に、国産の生鮮アスパラガスが出荷できる． 
 ・ 端境期の農業生産が実現することで、農家の年間所得が向上する． 
 ・ 高品質野菜の周年安定供給に寄与する栽培技術の開発は、生産者だけでなく消費者にとっても有益である． 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：4,000        ） 

番号：２－４ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道網走郡美幌町 （美幌町みらい農業センターが中核、町内のニンジン圃場は約350ha） 

平成２６年度概算研究経費（千円）：12,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：4,000   ） 27



北海道東部畑地輪作体系へのアスパラガス栽培導入による農業活性化モデル 

貯蔵根中フルクタンの重合度別含有量の差異 

MALDI-TOF MSを用いて、 
フルクタンの定量分析が可能 

アスパラガスの貯蔵根 

3. 貯蔵根中の炭水化物動態解析技術（北大） 

A. センチュウ害で商品価値を失ったニンジン, 
B,C. 汚染土壌のセンチュウ密度調査, 
D. キタネグサレセンチュウの顕微鏡写真. 

1. 圃場の線虫密度診断（酪農大） 

5 6 7 8 9月 翌
年 
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1 
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圃
場
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植
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ギ
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） 

根
株
掘
上
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根株養成（1年） 若茎収穫 播種・育苗 
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せ
込
み
栽
培
（
温
床
） 

（
地
上
部
黄
化
） 

 
 
 
 
ニンジン栽培 
 
 
 

翌々年 

2. アスパラガス伏せ込み促成栽培技術（道総研上川農試） 
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提案内容 

 目的： 近年、てん菜の作付は高齢化や離農による作付戸数の減少や、生産性の低下等により作付面積の減少が著 
     しく、畑作の適正輪作体系の維持が困難な状況である。 
      一方、飼料価格の高騰により飼料自給率の向上が必要とされており、ビ－トトップの有効活用により、てん菜 
     の作付と自給飼料の確保を推進する。 
 取組内容： 
   〇ビートトップハ－ベスタ－の開発とビ－トトップの収穫・給餌体系の確立。 
   〇定期的に草地更新を行うことにより、てん菜の作付圃場の確保・作付推進。 
   〇ビ－トトップの有効活用による自給飼料の確保。 
   〇草地更新時、てん菜を栽培することで雑草の抑制が図られるとともに、ライムケ－キ・肥料の投入により土壌の 
    化学性・物理性の改善、それに伴う良質な牧草の確保。 
   
 

提案者名：ホクレン農業協同組合連合会 

提案事項：ビートトップの有効活用によるてん菜の作付推進と耕畜連携による飼料自給率の向上 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
  １．ビートトップの有効活用による、てん菜の作付推進 
  ２．ビートトップの有効活用による、飼料自給率の向上 
  ３．耕畜連携による、草地更新による牧草収量、品質の向上。ライムケーキ、ビートパルプ、ビートトップ、堆肥等 
    の循環による、寒冷地の畑作・酪農混合地帯における農業の生産振興 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 12,000   ） 

番号：２－５ 

様式２ 

研究･実証地区：ホクレン清水製糖工場（清水町） 

平成２６年度概算研究経費（千円）：12,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：8,000  ） 29



他の粗飼料と混合
することでビートトッ
プのデメリット（高水
分、シュウ酸含量）を
改善 

草
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・
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質
が
向
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ビ－トトップ活用により
飼料自給率向上 

TMRｾﾝﾀ-等 混合飼料 

ビ－トトップ持ち
出し分の有機質
を堆肥で補う 

堆肥 

ビ－ト生産者 

ﾗｲﾑｹ-ｷ 

圃場PH改善によ
る生産性の向上 

製糖工場 

植生が悪化し更新が必要な草地 植生が改善した草地 

てん菜作付面積
増加により原料
が確保され砂糖
生産量が増加 

ビ－トトップの有効活用によるてん菜の作付推進と耕畜連携による飼料自給率の向上 

原料ﾋﾞ-ﾄとﾋﾞ-ﾄﾄｯﾌﾟ
販売による収入 

ﾋﾞ-ﾄ栽培による土壌の
化学性・物理性改善 

収穫したﾋﾞ-ﾄﾄｯﾌﾟ 

収穫したﾋﾞｰﾄ
は製糖工場へ 
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提案内容 
○ トラクタ・コンバイン等の農業機械をインタネットに接続することにより下記を実現する。 
 －１ トラクタにトラクタ運行圃場位置に応じた高精度（RTK)補正位置情報を、圃場運行全台数に連続して配信するこ 
   とにより、農耕の精度・効率向上に資する。 
   （既存ＶＲＳサービス等位置情報個別提供サービスに比べコストダウンし位置情報の農業活用を推進） 
 －２ トラクタ・コンバイン等からの発信情報を、インターネットを通じて位置情報とリンクした情報として整合させ発信す 
  る基本機能を提供し、農業ビッグデータを集約・分析・活用の推進に資する。 
   （トラクタ・コンバイン等を重要な農業情報発信源と位置付け） 
   （発信情報：位置情報、圃場運行情報、農機制御情報、土壌成分情報、施肥情報、防除情報、収穫情報等） 
 
○ インターネット接続及び位置補正情報配信等、実証に必要な環境整備のため、インタネットサーバー・位置情報キャ
スタサーバー、及び地域内に必要数のＲＴＫ補正情報基地局施設を構築する。 
移動側（トラクタ等）には実証に必要なインタネット接続用端末装置に加え、移動側環境施設として位置情報受信機・
オートパイロット設備等を装備する。農協等のセンタ・ビッグデータ分析投資は今回実証施設費とは別途とする。 

提案者名：ＮＴＴデータ カスタマサービス株式会社 部長 渡邊泰夫 

提案事項：ＩＴ農業インフラとしてインターネットによりトラクタ等を接続し位置情報を活用するネットワークシステムを構築 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
○ 高精度位置情報を地域全体で圃場を超えて活用できることにより農協・農業法人・農家の農作業精度・効率の向上 
 －１ 作業機蛇行による重複作業・未作業回避による施肥・農薬・燃料使用の効率化、濃度等信頼値確保 
 －２ 精度の高い夜間作業も可能とする農作業の身体負担軽減・安全確保 
○ トラクタ発信情報及びガイダンス機材記録情報による位置情報と結合した収量センサ値等分析への活用 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２００００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ３００００別掲 ） 

番号：２－６ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道 河東郡 鹿追町地区 

平成２６年度概算研究経費（千円）：１００００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：２００００別掲） 31



IT農業の基本インフラ：エリア内圃場全地域をカバーするインターネットによる 
高精度位置情報配信・農機発信情報集約ネットワークシステムの構築 

インターネット 配信・データ集約
センタ 

共通の複数ＲＴＫ基地局：農協支所・町内集会所設置で全地域カバー 
ＪＡセンタ・農場自宅等  

安 
施肥工程60% 

肥料残70% 

トラクタ側装備  

オートパイロット 

ガイダンス 

ＲＴＫ受信機 

＊ 

農機センサ 

＊ 

運行制御センサ等 位置補正情報受信・農機情報発信装置 

トラクタ側からの情
報（位置情報＋各
種センサ情報）イン
タネット経由発信 

圃場位置に応じた
ＲＴＫ補正情報をイ
ンタネット経由配信 

 

農業蓄積データ 

全地域 

広域な圃場を高精度でガイダンス利用 
オートステアリング：作業精度効率向上 

トラクタ運行情報＋高精度位置情報を活
用：（安全情報・作業履歴・営農管理・ 
日誌等、ビッグデータ分析活用へ） 

鹿追東地区１ 
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提案内容 
背景 

 大規模畑作地帯は圃場面積が数haにも及び、多くの圃場の地力は一筆圃場内にバラツキを持つ。しかし、現在、肥料は圃場単位で均一
に施用されていることがほとんどであり、農業者の高収量願望から過剰施肥傾向にある。また、その傾向は、テンサイ、バレイショ等の基肥

偏重の作物で特に顕著である。地力のバラツキに基づいて理論的に基肥を行うためには、①一筆圃場内で膨大な数の土壌分析が必要、
②一般的に利用されている施肥機では地力のバラツキに基づき施肥量を自動制御することが困難、等の課題を抱えている。 

 これらのことから、大規模畑作地帯の基肥の適正化には、①地力のバラツキを容易に把握する技術、②地力のバラツキに対応した施肥
量の自動制御、が必要である。 

提案する技術 

①地力のバラツキを容易に把握する技術： 
 空撮用無人ヘリコプタを利用した表層土壌のリモートセンシング技術がこれにあたる。空撮用無人ヘリコプタは低空（高度100m程度）から

圃場を撮影するため、雲量等の気象条件に左右されず、高解像度で表層土や作物生育等を適期に撮影できる。本技術では地力窒素マップ、
の作成が可能であり、そのマップからテンサイ、バレイショ等の基肥可変計画を立案することができる。 

②地力のバラツキに対応した施肥量の自動制御：  
 施肥量制御プログラムがこれにあたる。本プログラムは、可変施肥マップとGPSから得られる位置情報を照合し、現在地の施肥量を施肥

機に自動送信する機能を持つ。既存の4畦施肥機、全層施肥機では、本プログラムに対応し、施肥量を自動調整することが可能なタイプが
それぞれラインナップされていることから、それらの施肥機と本プログラムを利用すれば、農業者は作業形態を変えることなく、基肥の可変

施肥を自動的に行うことが可能である。 

提案者名：株式会社ズコーシャ 総合科学研究所  丹羽 勝久 

提案事項：畑輪作体系で利用可能な基肥可変施肥技術 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
・テンサイおよびバレイショの施肥量の適正化 
・施肥量の適正化に伴うテンサイ糖分およびバレイショデンプン価の向上 
・地力窒素マップと各生育ステージの作物生育画像と重ねることによる可変追肥マップへの応用 

 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：18,600 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：             ） 

番号：２－７ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道河東郡鹿追町・士幌町 

平成２６年度概算研究経費（千円）：12,900 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：        ） 33



畑輪作体系で利用可能な基肥可変施肥技術 

空撮用無人ヘリコプタによる
表層土壌のセンシング 

センシング結果に営農履歴
を加味し、地力窒素マップ&
基肥可変施肥マップの作成 

タブレット端末(Android OS) 
(施肥量制御プログラム) 

4畦施肥機 

全層施肥機 

4畦施肥機、全層施肥機

を利用したマップベース
の自動可変施肥の実施 

テンサイ、バレイショ、
等で作成可能 

○施肥量の施肥機への送信機能 

可変施肥効果(H25実績）：テンサイ、バレイショ等(合計6圃場) 
→収量を維持したまま減肥(平均2200円/10aの肥料代削減) 
→可変施肥により、慣行施肥と比べてテンサイの糖分、バレイショのデンプン価向上 
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提案内容 

①人工衛星等からの短周期のリモートセンシングデータにより、作物の生育状況を面的に把握できるので、圃場内の生育ムラが
どのように変わっていくかを認識することができる。 
②これらのデータを用いて、生育途中の追肥の際に、圃場の生育ムラに応じて肥料をまく量を変えることで、品質の平準化した生
産物を歩留まり良く収穫することができるようになる。 
③そのためには、生育ムラ情報と生産者の判断・裁量に応じて施肥量を変えるように、農業機械に指示するシステムが必要であ
る。 
④また、このムラに応じて肥料の散布量を変える等の作業を、生産者が既に所有している農業機械に、小規模の改造（簡単なセ
ンサーやECU（通信制御ユニット）の取り付け）で、自動的にできるようにすることが望ましい。 
 
IHIでは上記①について、平成25年度に十勝帯広地域で試験し、平成26年度も同様に試験することを計画している。  
④については他の研究機関や民間企業にて開発が進んでおり、その技術を適用することができる。 
そこで、本事業への提案として、②、③で示したように、圃場の生育ムラの情報と生産者の判断・裁量に応じて施肥量を変えるよ
うに、農業機械に指示するシステムの開発・実証を提案する。 

提案者名：㈱ IHI 新事業推進部 企画管理グループ 主幹 瀬下 隆（せしも たかし） 

提案事項： 短周期のリモートセンシングデータに基づき農業機械へ作業指示するシステム  

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
 短周期のリモートセンシングによって生育ムラを認識し、そのデータを用いて追肥の際に肥料をまく量を変えるために
は、従来は各生産者の工夫によるところが大きかったが、本システムにより、簡易に生産者が施肥設計をでき、農業機
械を活用することで、自動的にできるようになる。 
 また、自動可変施肥をすることで、平準化した品質の生産物を歩留まり良く収穫することが可能となるので、一筆あたり
の収穫量が増大し、平準化した品質の生産物を出荷できるようになる。 

番号：２－８ 

様式２ 

研究･実証地区： 北海道 十勝地方 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）： １７，５００千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：             ） 

平成２６年度概算研究経費（千円）： １０，０００千円 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：        ） 35



短周期リモートセンシングデータに基づき農業機械へ作業指示するシステム  
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提案内容 

現在、緊プロ事業に基づいた（独）農業・食品産業技術総合研究機構との共同開発機である高精度高速施肥機（商品
名：ＧＰＳナビキャスタ）を製品化し販売している。これはＧＮＳＳ（人工衛星を使った測位システム）から得られた位置・速
度情報および肥料の流動性に応じた散布量の適正制御と、付属の専用ガイダンスシステムの経路誘導機能によって、
高精度かつ高能率な施肥を行うブロードキャスタタイプの施肥機である。 
これに以下の追加機能を実現するための制御システム、および対応するダブルスピンナー方式のブロードキャスタの開
発、実証を提案する。 
１、短周期のリモートセシンシングによる生育マップや生育センサ等と連動可能な自動可変施肥機能 
２、汎用バス（ＣＡＮバス）を搭載した作業機ＥＣＵを備え、外部の様々な機器と通信する機能 
３、ガイダンスシステムの性能向上と可変施肥システム対応機能 
４、散布量を左右別々に最適制御可能な機能 
 

提案者名：（株）ＩＨＩスター 開発部 ＩＴ・制御システム課 森 素広 

提案事項：精密可変施肥システム、および可変施肥対応の高精度高速施肥機（ブロードキャスタ） 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
・自動可変施肥機能を利用した肥料散布により施肥コストを低減 
・ＧＮＳＳシステムと汎用バスを搭載した作業機ＥＣＵの使用により、作業モニタリングを自動化 
・走行経路最適化機能を搭載したＧＮＳＳガイダンスシステムにより、走行距離を短縮 
 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：15,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：4,000        ） 

番号：２－９ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道 十勝地方 

平成２６年度概算研究経費（千円）：8,000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：3,000） 37



様々なセンシング 
システムに接続可能 

①精密可変施肥システム、および②可変施肥対応の高精度高速施肥機（ブロードキャスタ） 

無人飛行機 

生育状況を 
画像データ化 

測位衛星（ＧＰＳ等） 数値化 圃場を撮影 

生育値センサ 

作業軌跡・履歴モニタリング 
システム（クラウド、ローカル） 

①精密可変施肥システム 

ＧＮＳＳガイダンス 

ブロキャスコントローラ 

ガイダンスによる 
経路誘導 

データ出力 

生育状態に応じた 
可変施肥 

②可変施肥対応ブロードキャスタ 

左右の散布装置を 
別々に駆動 

＋ 

リモートセンシングシステム 

  外部システム機器 
・トラクタＥＣＵ 
・他社製作業機ＥＣＵ 
・汎用ＥＣＵ 
・計測機、データロガー等 

ＣＡＮによる 
データ通信 

地上観測衛星 
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提案内容 

 GPS、通信機能付のタブレットPCを用いて、位置情報をサーバとの間で双方向にやり取りする仕組みを提供する。この
仕組みを利用することにより、農地に展開している農機や作業者の場所や作業の進捗状況をリアルタイムに把握するこ
とが可能となり、事務所で作業全体をモニターしながら次の作業指示が出せるだけでなく、作業者自身が自立的に次の
作業に取り掛かることで、作業全体の効率化が図れる。 

提案者名：株式会社日立ソリューションズ空間情報ソリューション本部GIS部 

提案事項：農機の効率稼動に寄与する農機リアルタイムモニタリング 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果： 
・農業機械作業全体の効率化 
・圃場毎の作業時間の自動把握 
・圃場での作業実績の自動記録 
・コンバインと運搬用トラックを関連付けることにより、トレーサビリティ情報の自動記録が可能 
・転倒等の早期発見によるリスク回避 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：２０，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：１０，０００） 

番号：２－１０ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道 

平成２６年度概算研究経費（千円）：４０，０００ 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：３０，０００） 

運搬用トラック 
トラクタ 

コンバイン 
コンバイン 

GeoMation Farm 
サーバ 

事務所 
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IT農機を活用した大規模営農支援システム 

例 
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提案内容 

・北海道の酪農畜産業が抱える諸問題（労働力不足、自給飼料不足等）の解決に向け、「イアコーン等自給濃厚飼料を活用した
低コスト・高品質畜生産技術体系」を提案する。提案技術は以下のとおりである。 

１．.多様な土地資源や大型機械をフル活用したイアコーン等高品質自給飼料の低コスト生産実証 

①圃場の高度利用・高生産を実現する多様な飼料生産体系の提示 （ＴＭＲセンター利用体系、耕畜連携体系） 

②イアコーン等自給濃厚飼料の低コスト生産技術（マルチ栽培、千鳥栽培、普通コンバインの汎用利用）  

③短草多回刈り草種導入による牧草地の生産性向上技術（放牧用品種の採草利用技術、高品質調製技術） 

２．高品質自給飼料と省力管理畜舎を利用した低コスト・高品質家畜生産技術の実証 

①イアコーン等自給濃厚飼料の広域流通支援システム （品質評価基準、安全性評価） 

②イアコーン等高品質自給飼料を活用した精密飼養技術（スマートフィーディング）と効率的牛群管理技術の実証 

③肥育牛および中小家畜に対するプレミアムイアコーンのスマートフィーディングの実証 

④イアコーン等自給濃厚飼料給与乳肉の品質特性評価 

３．飼料生産部門の協業化やイアコーン給与畜産物生産が地域営農に対する経営経済効果の評価  

提案者名：農研機構北海道農業研究センター酪農研究領域  大下友子 

提案事項：イアコーン等自給濃厚飼料を活用した低コスト・高品質家畜生産システム 

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料 

期待される効果 
１．圃場や大型機械の効率的運用および安定多収栽培技術によるイアコーンサイレージの生産コストを2割削減する。 
２．購入飼料費を3割削減と労働時間2割削減を実現し、収益性を2割向上させる家畜生産システムを提示する 
３．耕畜連携によるイアコーンサイレージの生産利用体系が確立され、自給濃厚飼料の安定供給が可能となる。 
４．イアコーン給与による安全安心でかつ特色ある乳肉を消費者に提供できる。 

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：160000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：           ） 

番号：３－１ 

様式２ 

研究･実証地区：北海道上川郡美瑛町、帯広市川西地区、胆振郡安平町 

平成２６年度概算研究経費（千円）：110000 
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：        ） 41



イアコーン等自給濃厚飼料を活用した低コスト・高品質家畜生産システム 

１．イアコーンの低コスト生産技術 
イアコーン（とうもろこし雌穂）を自走式ハーベス
タ等で収穫し、サイレージ保存することで、牛用
の自給濃厚飼料と利用できる。雌穂収量を高め
る栽培技術や麦用普通コンバインの汎用利用
で、豚鶏にも給与できるプレミアムイアコーン（穀
実サイレージ）の生産や低コスト化も可能になる。 

マルチ播種機 千鳥播種機 

イアコーンサイレージ 
（自走式ハーベスタ） 

プレミアムイアコーン
（普通コンバイン） 

２．自給粗飼料の高品質化技術 
短草多回刈向き草種の導入やとう
もろこしホールクロップサイレージ
利用による栄養収量性の向上お
よび高品質自給粗飼料の安定供
給を実現する。 

オーチャード・ペレニアルライ
グラスの採草多回刈利用 

大型機械利用による高品質牧草
サイレージ収穫調製作業の効率化 

３．高品質自給飼料を活用した低コ
スト・高品質家畜生産技術 
イアコーン等の広域流通支援システ
ムと省力管理畜舎を利用した畜種別
高品質自給飼料活用型飼養技術
（スマートフィーディング）により、購
入飼料費を3割削減する。さらに、自

給濃厚飼料給与乳肉の品質特性を
評価する。 
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ECS15％給与1)

イアコーン等高品質自給飼料の畜種
別スマートフィーディング 

イアコーン給与牛乳
のラクトン類含量 

実証地域の飼料生産協業体系 研究参画予定機関 
農研機構北農研、道総研、普
及組織（普及センター、JA、ホ
クレン）、民間企業（メーカー、
コントラクタ事業者等） 

達成目標 
購入飼料費３割削減と 

収益性２割向上の高品質家
畜生産システムを実証 

TMRセンター利用型
（美瑛町） 

耕畜連携型（安平町、帯広市） 

42



提案内容

従来のような化学肥料の投入は、所有面積の中で一方は有機質と化学肥料で過剰な土壌と、一方は有機物不足、化学
肥料多給の土壌を酸性化させ、土の構造を悪くする土地に二分化されていました。(草地への過不足は、結果化学肥料
を必要となり、過剰養分の投入になる)

当牧場は１７年以上牛が食む牧草・土壌の分析を行いながら、不要な化学肥料を使用せず排泄された有機質を土に還
元する循環農法を取り入れ続け良い土づくりに努めてきました。

現在、牛乳の旨み、草の香り、チーズの加工を化学分析により解明してもらうよう北海道総合研究機構に話を進めてい
ます。

土・草・牛・牛乳・乳製品の関連メカニズムを化学分析により関連付けられると「原料に勝る技術なし」の源は土に起因す
ることが立証できるので、早急に解明に努めていこうと考えています。

提案者名：有限会社冨田ファーム

提案事項：発酵技術を活用した有機循環農法の確立と可能性

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
一年を通して原料乳の安定化
・最高の原料乳品質を一年を通して変えずに保つ・良質の牧草を確保。貯蔵する。・分娩の平均化（110頭の搾乳牛を
毎月分娩を平均化する）→ 年を通し安定した品質・成分の原料乳の生産
→ 変わらぬ乳製品の質・エサの平均化（一年を通して有機栽培牧草を主食）

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：３－２

様式２

研究･実証地区：北海道北海道紋別郡興部町

平成２６年度概算研究経費（千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）
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