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１ 新稲作研究会の紹介

●新稲作研究会の概要
１．昭和４７年１２月、ヤンマー農機株式会社（現ヤンマー株式会社）をはじめ、関係農機メーカー各社の協
力を得て発足。

産官学の連携により、田植え作業の機械化技術を開発推進して田植機の普及に大きな貢献。昭和５０
年代後半以降は、稲作以外の幅広い農作物をも研究対象として活動。
２．具体的には、都道府県普及指導センターと連携しての現地実証や公的試験研究機関との協力による
試験研究等を通じて、生産性の高い農業を実現するために必要な高度な農業技術の確立をサポート。
３．毎年度、下記のような５つの大課題のテーマに沿った委託試験・現地実証展示圃の委託課題について
公募・決定。公募期間は、課題実施前年度の７月から９月末頃。

Ⅰ 大規模水田営農を支える省力・低コスト技術の確立
Ⅱ 高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立
Ⅲ 水田を活用した資源作物の効率的生産・供給技術の確立
Ⅳ 環境保全を配慮した生産技術の評価・確立
Ⅴ 情報処理等先端技術の活用による高生産システムの確立
４．毎年３月に、関係者が一堂に会して成績検討会を開催。また、実施課題に関する現地中間
検討会などを開催。

事務局は、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会に置く。
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●新稲作研究会の発足

第１条（名称）

本会は「新稲作研究会」と称する。

第２条（目的）

本会は、稲作の機械化栽培体系の技術と経営を確立し、その普及と定着を図り、

もってわが国農業の発展に寄与することを目的とする。

第３条（事業）

本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

（１）稲作機械化栽培技術体系の技術及び経営に関する総合調査研究

（２）稲作簡易育苗法の開発研究

（３）稲作機械化栽培技術の現地実証

その他

制定日：昭和４７年１２月２日
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●新稲作研究会の会則変更

第１条（名称）

本会は「新稲作研究会」と称する。

第２条（目的）

本会は、水田高度利用のための機械化栽培体系の技術と経営を確立し、その普及

と定着を図り、もってわが国農業の発展に寄与することを目的とする。

第３条（事業）

本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

（１）稲・麦・大豆・飼料作物・野菜などの機械化栽培技術体系の技術及び経営に

関する総合調査研究

（２）稲及びその他作物の簡易育苗法の開発研究

（３）稲・麦・大豆・飼料作物・野菜などの機械化栽培技術の現地実証

その他

会則変更：昭和５３年７月３１日
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●初代理事長の戸苅義次（とがりよしじ）氏について

略歴：

明治４１年（1908年）生まれ

平成１４年（2002年）逝去

昭和７年東京帝国大学農学部農学科卒業、同年農林省農事

試験場技手、昭和２１年作物部長、昭和２４年東京大学教授、

昭和４４年名誉教授、その後、日本大学農獣医学部教授、

（財）農業技術協会会長等を歴任
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●新稲作研究会歴代理事長・会長
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２ 新稲作研究会発足前の田植機の開発状況

（その１）

○稚苗利用の田植に関して、昭和３２年に農電研究所の電
熱室内育苗が実用化。○これにヒントを得て、「農研工業」
（関口正夫氏）が昭和３８年に稚苗用田植機を販売。○関口
氏は、カンリウ工業と共同で、昭和４０年にカンリウＴＭを販
売(短冊苗）。これらは何れも人力用で、作業効率が悪いこと
から、動力化が必要であった。
○昭和４０年には、ダイキン工業が稚苗の苗紐切り落とし式
の動力田植機を販売する。

○昭和４４年には久保田鉄工などからマット苗用の田植機が
販売された。
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（その２）

○ダイキン工業は、昭和４０年に「苗播機（ナエマキキ）稲作研
究会」を組織し、国公立農試、農業改良普及所等と共同研究
を実施。○ヤンマー農機は、昭和４２年にダイキン工業と動力
田植機（苗播機）の販売提携を結ぶ、同年、研究会に入会。苗
紐（ナエヒモ）育苗は労力が多く、マット苗（散播苗）の需要が
高くなったことから、研究会は、マット苗の試験も加えて研究を
重ねるも昭和４７年９月に解散した。
○ダイキン工業は、農機業界から撤退。ヤンマー農機は、
「苗播機稲作研究会」の事業を継承し、稲作を中心とする農業
発展のために技術開発を目指して、昭和４７年１２月に「新稲
作研究会」を組織した。
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３ 新稲作研究会の当初２０年間の活動実績

新稲作研究会は、昭和４７年に発足し、当時は、ヤン
マー農機株式会社の中に事務局を置いていたが、２０
年間経過した平成４年に、財団法人農業技術協会に
事務局を移管し、体制の強化・手直しを行った。

その際、当初の２０年間にわたる活動実績について、
戸苅義次理事長が文章としてまとめているので、その
概要について以下に紹介する。
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●新稲作研究会発足後の実施課題（１）

○当初は、田植えの機械化である。昭和４７年の状況は、機
械植え２割、手植え８割であった。
○問題点は、機械移植後の生育、収量に対する不安である。
○これは、稚苗が若齢すぎるため、出穂遅延や登熟不良の
危険があるということである。○このため、稚苗２．５葉に対し
て、中苗４．０葉の育苗技術の確立と中苗にも適用可能な田
植機の改良が課題であった。
○結果として、播種量の低減（１／２）、育苗日数の増加（１０
日）。○また、葉身長を短くし、受光態勢を良くするため、無
窒素で出発し、追肥で生育管理するという育苗法を確立した。
○稚苗田植機についても、稚苗、中苗兼用とする改良を行う。
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○中苗田植えの育苗法や機械移植に関して、地域適応試験
（二毛作体系麦後の中苗機械移植試験など）を行うとともに、
技術講習会や田植機稲作増収共例会を開催した。
○このこともあり、機械田植えの割合は、昭和４９年４５％、
昭和５０年６０％、昭和５２年８０％、昭和５４年９０％、昭和
５８年９５％と急増した。
○昭和５０年代になると、田植えの機械化よりも水田農業再
編が重要となる（昭和５３年に会則の改正）。
○昭和５０年代からの主要事業は、以下の通りである。

●新稲作研究会発足後の実施課題（２）
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（１）省力・節肥・水質汚染防止のための側条施肥、さらに追
肥回数を減らす二段施肥栽培の確立。
（２）育苗様式の変化に伴う苗素質の向上。ポット育苗の大
苗（成苗）による安全多収技術に対して、稚・中苗に使う既有
の施設を利用する条播・点播による育苗法を開発。育苗日
数の短縮と密播により育苗経費の節減をねらう乳苗栽培の
実用化試験を率先して実施。
（３）乾田直播の機械化は、昭和54年に実用化を達成。我が
国の気象条件下では湛水直播が良いと判断し、カルパー
コーティング種子を用いる湛水土壌中直播栽培技術の確立
を図る。

●新稲作研究会発足後の実施課題（３）
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農林水産省は、昭和60年に「水稲湛水土壌中直播技術研
究会」を立ち上げて推進（平成7年に、水稲直播研究会と改
称）。さらに先端的技術として、米国カリフォルニア州国府田
農場式直播技術の日本版（水稲乾田土中早期湛水直播（折
衷直播）栽培技術）の確立を図る。
（４）稲の生産調整の強化に伴い、土地利用型農業の機械化
体系の確立。稲作と麦・大豆・飼料作物を対象に、大豆の機
械化栽培、麦収穫・大豆同時播種栽培、大豆不耕起栽培な
どの技術の確立。

●新稲作研究会発足後の実施課題（４）
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（５）野菜栽培の機械化。キャベツなど野菜移植の機械化。セ
ル苗利用による機械移植同時マルチング栽培の試験・実証
を行う。
（６）各種高性能機械の開発。例えば、汎用コンバインの適用
拡大、稲ホールクロップサイレージ用収穫機の実用化、稲麦
２毛作体系における藁稈の機械処理、高速田植機の土壌適
応性などについて推進。

●新稲作研究会発足後の実施課題（５）
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４ 最近の２０～２５年間における主な技術開発
の内容

新稲作研究会は、平成２４年２月２３日に、メルパルク
東京で、４０周年記念祝賀会を開催した。

その際に、４０周年記念誌を発行したが、その中で、
平成４年の２月５日の２０周年記念式典の際に配布され
た２０年史で取りまとめた以降の主な技術開発内容に
ついて、４大課題毎に以下のようにまとめている。

なお、最近の技術開発項目について、若干付記して
いる。
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Ⅰ 大規模水田営農を支える省力・低コスト技術の確立

１．水稲移植栽培関連技術
（１）乳苗移植 箱当たり乾燥籾200～220gの密植、7～10日間育苗した1～1.5葉期の苗を10a当たり
15箱程度植える、昭和61年から取組開始。平成3年には全国的な試験展開となった。ほぼ同時期に乳
苗よりコスト削減が大きい直播栽培が台頭したこともあり、普及面積は限られた。
（２）ロングマット水耕育苗・移植栽培 国の農業研究センターなどが開発、幅30cm×長さ6cmの不織
布に乾籾換算2kgの催芽種子を播種、稚苗までの育苗を養液水耕栽培で行った後、その苗を専用の機
器でロール状に巻き取り、専用田植機にセットし、移植する。平成8年から各地で試験を行う。植え付け

精度が劣ると根の露出などによって除草剤の薬害が生じやすいことや育苗中の病害虫防除法などが課
題としてある。
（３）耕起簡略移植栽培 平成6年から不耕起移植栽培、平成7年から無代かき移植栽培、同じく平成
7年から部分耕移植栽培の試験を行う。これら技術は、春期の作業競合回避が期待されるが、漏水によ
る保肥力低下のため初期生育の遅れなどが課題である。
（４）疎植田植え 平成7年から、15株/㎡程度の疎植栽培試験を行う。稚苗、中苗の収量は、慣行の
90%程度確保された。
（５）密苗移植 平成27年から、高密度育苗・精密移植栽培の実証試験を行い、育苗箱数が1/3に削
減されるなどの成果を挙げている。
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２．水稲直播栽培
（１）湛水直播 平成3～5年に側条施肥機付き湛水土中条播機による直播に取り組み、
ほぼ移植並みに収量が確保された。平成8年に代かき同時土中点播（カルパーコーティング種
子の強制打ち込み）の試験が九州農業試験場で行われた。平成8年に無人ヘリコプターによる
散播試験が石川県で行われた。平成10～13年にはカルパーコーティング種子で播種後落水出
芽すると苗立ち率が80％以上確保され、移植栽培に近い収量が得られた。その後、平成11年
から高精度播種条播機（播種前にクローラトラクターでレーザーレベラーによる圃場均平を行
う）、中山間地では平成14年から小型乗用条播機による試験が行われた。平成19年から鉄
コーティング種子の無人ヘリコプター播種試験などが行われた。これは稲発酵粗飼料生産との
連携で取り組まれた。平成24年からモリブデンコーティング種子による直播試験を行っている。
（２）乾田直播 平成6年に愛知県で不耕起V溝乾田直播技術が開発された。この技術は、
平成16年から北陸地域、平成17年から東北地域で試験が行われた。この技術に関しては、駆
動式鎮圧機を用いた整地により冬期代かき代替が可能とされた。
（３）折衷直播 作溝、播種前湛水、裸籾播種が基本であるが、平成3年から、多くの場所で
取り組まれた。平成6年には埼玉県で播種後の鎮圧を取り入れ85％程度の高い出芽率を得た。
平成9年に農業研究センターにより「耕起作溝播種直後入水乾田直播」と命名された。
水稲の直播面積は、平成28年で約3万haであり、そのうち湛水直播面積がほぼ２／３を占める。
直播面積は、水稲の作付面積の２％程度であるが、最近、徐々に面積を伸ばしている。 16



３．その他水稲関係
水田の機械除草試験については、平成15年から青森県他で歩行型、大分県で乗用型田植機

装着方式で取り組まれ、導入効果が明らかとなり、多目的田植機（除草機セット）の普及につな
がった。

４．麦・大豆など水田転換作物関係
（１）大豆などの機械化作業体系 平成21年に埼玉県で、普通型コンバインによる大豆収穫
において新型コンケーブ（受カゴ、新ロールパイプ式）の採用で、汚損粒の割合等が低下する
効果が明らかとなった。また、平成1８年から丹波黒大豆の普通型コンバインによる収穫を兵庫、
京都、岡山で検討し、大幅な低コスト化が実証された。平成21年には京都において大納言小豆
に対して同様な取組が行われた。

平成4年から大豆の不耕起播種の試験が行われた。降雨翌日の播種が可能で、出芽も良好
だったが、雑草害の課題が残った。
（２）大豆摘心機 平成18年から、大豆の耕耘・砕土・整畦・播種や耕耘・施肥・播種同時作
業方式などについての試験を行った。平成20年から愛知県などで、大豆の蔓化や倒伏防止の
ため乗用管理機に摘心装置を搭載した大豆摘心機の試験を行い、収量の安定化が確認され
た。
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委託試験・現地実証展示圃課題の主な成果

Ⅰ 大規模水田営農を支える省力・低コスト技術の確立
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Ⅱ 高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立
１．栽培機械化体系
（１）カンショ 平成17年から、カンショ挿苗機の現地適応性を調査した。作業能率は人力の2

～4倍で、作物収量は多く、秀品率も高い傾向で増益効果も見られた。

（２）ダイコン、ニンジン、ラッキョウ、タマネギ 平成17年からダイコンの耕耘うね立て同時

播種機、収穫機と大型コンテナの組合せの試験を行い、作業時間の短縮が確認された。冬期

積雪下のニンジンに対して振動掘取機の実証試験を行った。収穫本数は、慣行の約2倍となっ

た。ニンジン収穫機を改良したラッキョウ収穫機（試作機）の収穫実証を行ったが、掘り残しが

多いなどの課題があった。タマネギの収穫のため、掘り起こし、葉切り、整列作業を行う歩行型

の機械化体系を実証した。破損率をさらに少なくする改良が必要とされた。

（３）小豆、大豆 大豆の機械化体系について、1粒及び2粒播き、除草剤散布、病害虫防

除、緩効性肥料の施用などを実施した。丹波大納言小豆について、大豆用コンバインを組み込

んだ機械化体系を実証した。播種前耕起及び中耕の雑草抑制効果が確認された。黒大豆の

密植栽培下での機械化実証を行った。播種時に二軸整形ロータリーの導入により、出芽率の

向上、年内のコンバインによる立毛収穫が可能となり、大幅な省力化が図られた。 21



（４）オウトウ選果機 平成20年に山形県において光センサーによりオウトウの
大きさと糖度測定が可能な選果機の実証を行った。

（５）移植、同時作業、収穫機 1)移植機 野菜移植機に関する試験が、特に
平成3～5年は10機関、4野菜について、集中的に実施され成果を挙げた。レタス、

キャベツ、ハクサイ、ブロッコリーについて移植機に適した苗の草丈、葉数、重さ、
トレイからの引き抜き力、根鉢強度などの標準条件が整理された。２）収穫機
キャベツ栽培で、1条用と2条用成畦機、全自動野菜移植機、管理機、ブームスプ

レヤー、キャベツ収穫機を利用した試験で、慣行に比べ施肥・耕起・うね立て作業
は4.5時間/10a（慣行：11.0時間）、定植は4.0時間/10a(20.0時間)まで省力化が可

能であった。ダイコン収穫機の適応性の調査で、茎葉を切断せずにコンテナに収
納する方式では、傾斜度12°で全株抜き取られ、根部の損傷は認められなかっ

た。一方、葉切り装置をセットした場合、作業精度・作業能率はダイコン形状など
による影響を受けた。葉をつかんで引き抜く機構のニンジン収穫機では、作業時
間は手作業の約1/4で、収穫物はすべて出荷可能であった。
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（６）接ぎ木ロボット クリップの供給方法の改良により21～25日苗で対応可
能で、毎時1,000本の接ぎ木能力が得られ、養生後の接ぎ木成功率は98%と高い
値が得られた。接ぎ木装置によるウリ科野菜の育苗の実用性が確認された。

（７）野菜機械化一貫体系 タマネギに関して播種機、歩行型2条移植機、収
穫機などを用いた機械か体系試験を実施し、慣行の作業時間の約1/3まで短縮
された。キャベツの管理作業で乗用管理機（中耕培土、施肥）の性能について調
査した。白ネギ栽培で育苗と全自動ネギ移植機の性能試験を実施した。

最近は、平成27年から、加工・業務用キャベツ収穫機や白ねぎ小型収穫機を
導入した機械化一貫体系技術に関して試験・実証を行った。

（８）果樹防除機 果樹用ノズル回転式防除機についてニホンナシ平棚栽培で
防除の実用性を確認した。その後、カキ、リンゴ、ミカンについても実用性を確認
した。
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２. 省力機械化管理

（１）表層細土整形ロータリー 表層灰色グライ低地土のタマネギ（移植）を対
象に、表層細土整形ロータリーの効果を検討した。収量が慣行区の14％増、根
量の多さが確認された。ハクサイやブロッコリーでも優位性が確認された。

（２）防根透水シート 防根透水シート埋設機を利用しメロンの根域制限栽培

への適応性を調査した。地床栽培に比較して同等以上のメロンの生育、果実肥
大、品質が得られた。高糖度トマトへの適応性も高かった。埋設作業前の圃場の
均平などが課題である。

（３）養液栽培 キャベツ育苗でpＦ水分センサー式制御器にリミットスイッチを

組み合わせることによって水圧自走式灌水装置の自動化の見通しを得た。搬出
可能な養液栽培装置を改良し、トルコギキョウなどの循環栽培の適正養水分管
理を明らかにした。
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（４）土壌消毒機 トマトの施設栽培で蒸気消毒器による防除試験を行い、

土壌消毒剤と同等な効果を確認した。また、処理前に排水対策が必要なことなど
を明らかにした。

（５）野菜培養土 開発した有機培養土（有機農産物対応）を用いてセル成
型苗育苗を行い、機械移植に適した苗作りを試験した。窒素250mgＮ/Ｌの濃度で

根鉢強度及び引き抜き抵抗値も問題なく、機械移植用苗の育苗用土として実用
可能と結論づけた。

（６）無人ヘリ防除 無人ヘリによるサトウキビ害虫に対する農薬散布試験を
実施し、慣行の4～5倍の作業能率でドリフトや作業者の被爆問題が回避できるこ

と、害虫の若齢期の防除に高い効果を示すことが明らかとなった。無人ヘリによ
るタマネギの病害防除では、慣行とほぼ同程度の効果があり、降雨で圃場に入り
にくい重粘土地帯での防除に期待された。

25



委託試験・現地実証展示圃課題の主な成果

Ⅱ 高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立
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Ⅲ 水田を活用した資源作物の効率的生産・供給技術の確立
1. 稲ホールクロップサイレージ関連技術

（１）栽培技術 平成13年度から実施。栽培技術としては直播技術が中心。
九州地域では、タチアオバ、スプライス（長稈）を用いて代かき同時土中点播機
（カルパーコーティングなしを含む）による試験を実施。乾田直播や麦間直播につ
いても検討。

（２）収穫技術 新型収穫機の飼料コンバインベーラー（ヤンマー製）を用
いた収穫試験を実施。作業時間は、ラップ作業を含めて30分/10a程度と慣行予
乾体系と比較して優れている。収穫時の籾の損失の大きさ、ロールベールが小さ
いことについては、現地での指摘を受けて改良された。また、飼料麦、麦稈、イタ
リアンライグラス、ソルガム、スーダングラスの収穫への汎用性を明らかにした。

（３）品質と給与 飼料コンバインベーラーによる稲ホールクロップサオレージ
の品質については、ベール密度が高いこと、切断長が最適であることから、慣行
の体系と比較して良好であることを明らかにした。肥育牛、繁殖和牛及び乳牛へ
の給与適応を調査した。 28



２．資源作物の効率的生産・供給技術
（１）稲わらの収集など 生研センターが開発した自走式汎用収穫機を用いて、

稲わらの収集、トウモロコシとの汎用利用などを実施。飼料コンバインベーラーで
は、バイオマス利用としての性能実証試験も行われた。

（２）その他資源作物 雑穀（アワ）、なたね、そばについて、播種機、移植機、
収穫機による栽培体系技術の検討がなされた。

（３）子実用トウモロコシ 平成27年からは、汎用コンバインを用いた子実用トウ
モロコシの収穫法の確立試験が行われた。
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委託試験・現地実証展示圃課題の主な成果

Ⅲ 水田を活用した資源物資の効率的生産・供給技術の確立
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Ⅳ 環境保全を配慮した生産技術の評価・確立

１．環境保全を配慮した雑草防除技術
（１）水田除草機 平成15年度から歩行型水田除草機（4条、和同産業）の性能確認試験を
行う。平成16年度から乗用型高精度除草機（条間は除草ローター、株間は水平揺動ツース）で

実証試験を行う。稲株の損傷程度は直進部ではほとんど見られないが、枕地では除草作業毎
に欠株率が増加した。島根県では平成18年から平成22年にかけて、多目的田植機と乗用型除
草機を中心とする無農薬栽培体系の確立を目指して試験を実施。平成22年には2回代かき、
機械除草2回に加え、移植時の枕地整地装置作動とチェーン・ブラシ除草を併用した効果を検
討した。これらの追加により、除草剤区並みの残草量となった。平成19年には岐阜県が開発し

たクローラーによる水田内小型除草機（アイガモロボット）による試験を行った。除草作業は移
植後7日から合計13回行われた。株間などクローラーの非走行部の残草が大きかった。
（２）グランドカバー植物などを利用した雑草管理 平成18年から畦畔へのセンチピードグラ
スの種子播種や定植による雑草抑制効果などについて調査したが、実用性に課題があった。
（３）ストーンクラッシャーによる野良いも防除 平成19年から北海道でストーンクラッ

シャーをバレイショ植え付け前に使用して、野良いも塊茎の破砕をねらった試験を実施した。野
良いもの低減は認められたが、10個/a以下での効果は不安定であった。収穫時のバレイショの
緑化、変形、打撲の割合が低下した。 32



２．環境保全を配慮した土壌・水管理技術
（１）局所施肥 平成16年から各地で局所施肥の効果検証がなされた。大分県
では平成20年にレタス場内試験、スイートコーン現地試験で配合肥料の条施肥
で5割削減しても慣行と同程度の収量であることが明らかになった。長野県では
平成19～22年において施肥・うね立て・土壌消毒・マルチ張り同時処理管理機
（歩行型から乗用型）によりセルリー栽培を行い、基肥窒素施肥量の30～25％削
減を実証した。
（２）自動直進田植機による水質保全 平成16～18年において滋賀県で深水

状態のまま田植えが可能な自動直進田植機を活用して、農業濁り水の軽減効果
を検討した。磁気センサーを使用しているため高圧線や鉄塔などが直進性に影
響を与えることが課題として残った。
（３）自動水管理システム 農研機構東北農業研究センターは、平成17～18

年に深夜（深夜から早朝）給水する自動水管理区は慣行水管理区（夕方から朝）
に比べ、0.4℃程度日平均水温を高く維持でき、水管理時間は慣行の1/3と短く、
収量は1割近く上回ることを実証した。
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３．その他

平成20～21年に生研センターにおいて、米麦共同乾燥施設の熱源として籾殻

熱風発生装置を用いた試験を行い、灯油バーナーの1/10のエネルギーで運転が

可能で、ＣＯ２の発生の8割削減を実証した。また、平成21年に電解水製造装置で

作製した電解水のキュウリうどんこ病及びべと病に対する防除効果を調査した。

うどんこ病に対して無処理区より効果があるが、慣行区（化学農薬区）に比べて

やや劣ること、べと病には効果がないことが分かった。さらに、肥育牛の細霧冷

房（ミクロン細霧システム）により、対照区に比べて1℃～2℃弱の低下効果であっ

たが、枝肉重量で約13kgの増加が見られた（10kgの増加によって、肥育牛出荷

1回転で細霧装置の設置コストの回収が可能）。

34



委託試験・現地実証展示圃課題の主な成果

Ⅳ 環境保全を配慮した生産技術の評価・確立
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５ 新稲作研究会の委託課題数について
新稲作研究会は、最近は、毎年度３０～５０課題くらい委託課題を実施している。
その中で、試験研究機関に委託している「試験」と、普及指導機関に委託してい

る「現地実証展示圃」に区分される。
以下に、先ず平成１９年度～２４年度の６年間における委託課題数の割合をグラ

フで示すが、「試験」の方が７３％と多い。また、「試験」及び「現地実証展示圃」とも
に、大課題の第Ⅰ及び第Ⅳの割合が多いことがわかる。

さらに、最近整理した平成２４年度～２９年度の６年間のグラフをみると、「試験」
の割合が８３％とますます多くなっていることがわかる。大課題区分別にみると、最
近は第Ⅰの割合が多くなり、逆に第Ⅳの割合が少なくなっていることがわかる。
「現地実証展示圃」では、第Ⅱの割合が多くなっている。なお、第Ⅴは平成２９年度
から設定されたが、今後、実施割合が多くなることが予想される。

また、試験研究機関及び普及指導機関別に都道府県別の分布をみてみると、課
題数の累積値について比較的に差が大きいことがわかる。
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41

委託先別実施都道府県

■試験研究機関

（注）農研機構の場合は、試験実施場所所在県とした。
委託テーマ数別 （県数）

10～ （ ４） 秋田 長野 京都 兵庫
5～9 （1３） 北海道 青森 福島 茨城 群馬 新潟 石川

三重 広島 山口 熊本 宮崎 鹿児島
1～4 （1５） 岩手 宮城 埼玉 千葉 東京 富山 静岡 愛知

奈良 島根 岡山 徳島 佐賀 長崎 大分
0 （1５） 山形 栃木 神奈川 福井 山梨 岐阜 滋賀 大阪

和歌山 鳥取 香川 愛媛 高知 福岡 沖縄

■普及指導機関

委託テーマ数別 （県数）
7～ （ ２） 富山 広島
3～6 （ ３） 茨城 埼玉 岡山
1～2 （ ６） 石川 山梨 長野 愛知 鳥取 熊本
0 （３６） 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形

福島 栃木 群馬 千葉 東京 神奈川
新潟 福井 岐阜 静岡 三重 滋賀
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 島根
山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡
佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 沖縄



６ 現地中間検討会の開催

平成１８年度以降、全国レベルでの現地検討会を年間に原則的に２

回開催（現地で開催できない場合は、東京でテーマを決めて、中間検

討会を開催）している。

そこでは、同じような内容の課題や同一ブロック内の課題を持ち寄り、

課題担当者、新稲作研究会関係委員、当該地域の普及・研究機関関

係者、農協関係者、農家、ヤンマー関係者などが参加して中間成績

の発表・論議を行っている。
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●新稲作研究会現地中間検討会等開催状況
１．現地中間検討会

１－１ 日 時：平成18年8月8日
平成１８年度 テ ー マ：不耕起Ｖ溝直播栽培による水稲の高品質・低コスト生産技術の確立

開催場所：石川県金沢市 石川県農業総合研究センター

１－２ 日 時：平成18年10月26日
平成１８年度 テ ー マ：飼料イネに係る自走式フレール型収穫機等の利用技術の開発と

畜産経営の経済性評価
開催場所：鹿児島県鹿屋市吾平町 肝付吾平町農業協同組合

２ 日 時：平成19年9月5日
平成１９年度 テ ー マ：不耕起Ｖ溝直播栽培による水稲の高品質・低コスト生産技術の確立

開催場所：愛知県安城市 愛知県農業総合試験場（安城農業技術センター）

３ 日 時：平成21年1月16日
平成２０年度 テ ー マ：黒大豆の機械化生産技術体系の確立

開催場所：岡山県美作市 勝英農業協同組合勝田営農生活センター
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４－１ 日 時：平成21年10月16日
平成２１年度 テ ー マ：野菜類の環境負荷軽減・低コスト施肥技術の開発

開催場所：新潟県北蒲生郡聖籠町 新潟県農業総合研究所園芸研究センター

４－２ 日 時：平成21年11月6日
平成２１年度 テ ー マ：自給飼料の効率的生産・供給技術の開発成果と課題

開催場所：鹿児島県指宿市 開聞農村環境改善センター

５ 日 時：平成22年9月3日
平成２２年度 テ ー マ：東北地域おける大規模水田営農の省力・低コスト技術の開発と

経営的評価
開催場所：宮城県大崎市 宮城県古川農業試験場

６－１ 日 時：平成23年8月9日
平成２３年度 テ ー マ：無人ヘリによる鉄コーティング種子湛水播種による省力一貫栽培

体系の実証
開催場所：滋賀県彦根市 キャッスルホテル

６－２ 日 時：平成23年12月9日
平成２３年度 テ ー マ：表層細土整形ロータリーの活用による野菜類等の省力安定生産

開催場所：徳島県徳島市 ＪＡ会館すだちホール 44



７ 日 時：平成24年7月26日
平成２４年度 テ ー マ：施肥・畝立て・マルチ張り同時処理機等による野菜類の環境負荷

軽減栽培技術の検討及び実証
開催場所：長野県塩尻市 ホテル中村屋

８ 日 時：平成25年9月19日
平成２５年度 テ ー マ：東北地域関係実施課題現地中間検討

開催場所：岩手県盛岡市 農研機構東北農業研究センター

９ 日 時：平成26年8月27日
平成２６年度 テ ー マ：モリブデン添加により大豆の発芽率向上を目指した播種技術の

構築等
開催場所：京都府亀岡市 京都府農林水産技術センター

10－1 日 時：平成27年7月10日
平成２７年度 テ ー マ：高密度育苗による水稲低コスト栽培技術の開発

開催場所：石川県金沢市 石川県農林総合研究センター

10－2 日 時：平成27年11月26日
平成２７年度 テ ー マ：小型収穫機利用による白ネギ収穫作業の省力化・軽労化・低コスト

化実証
開催場所：埼玉県熊谷市 めぬま農業研修センター 45



11－１ 日 時：平成28年8月10日
平成２８年度 テ ー マ：水稲の｢密苗｣移植栽培技術の確立・実証

開催場所：長野県飯山市 ホテルほていや

11－２ 日 時：平成28年10月26日
平成２８年度 テ ー マ：水田を活用した資源作物の効率的生産・供給技術の確立

開催場所：北海道江別市 ヤンマーアグリジャパン(株)北海道カンパニー

12－１ 日 時：平成29年7月21日
平成２９年度 テ ー マ：水稲の「密苗」移植栽培技術の確立・実証

開催場所：青森県弘前市 アートホテル弘前シティ

12－２ 日 時：平成29年10月18日
平成２９年度 テ ー マ：高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立

開催場所：佐賀県佐賀市 ホテルグランデはがくれ
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１ 日 時：平成25年3月6日
平成２４年度 テ ー マ：水稲・大豆種子のモリブデン等コーティング播種技術に関する

研究会
開催場所：三会堂ビル２階S会議室

２ 日 時：平成26年3月5日
平成２５年度 テ ー マ：水田経営面積拡大のための栽培技術体系の確立

開催場所：ヤンマー東京ビル６階会議室

３ 日 時：平成27年3月4日
平成２６年度 テ ー マ：ICTの活用による超低コスト、高付加価値型大規模稲作営農技術

体系の今後の方向
開催場所：ヤンマー東京ビル６階会議室

２．中間検討会（東京都下）
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７ 平成２９年度新稲作研究会役員名簿
会 長 三輪 睿太郎 前農林水産技術会議会長

副会長 吉田 岳志 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会理事長

副会長 寺島 一男 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事

（研究推進担当Ⅰ）
委 員 伊勢村 浩司 ヤンマー(株)アグリ事業本部経営企画部

新規事業推進グループ 部長

委 員 井ノ口 明義 長野県農業技術課 副主任専門技術員（作物担当）

委 員 岡 あつし 全国農業関係試験研究場所長会 会長
(静岡県農林技術研究所 所長）

委 員 貝沼 秀夫 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

農業技術革新工学研究センター スマート農業研究統括監

委 員 澁澤 栄 国立大学法人東京農工大学大学院 教授

委 員 住田 憲俊 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
畜産研究部門 畜産飼料作研究拠点 飼養管理技術研究領域
作業技術ユニット 上級研究員 48



委 員 関 康洋 一般社団法人全国農業改良普及支援協会 副会長

委 員 高橋 茂 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

東北農業研究センター 水田作研究領域 領域長

委 員 塚本 心一郎 茨城県農業総合センター 企画情報部

専門技術指導員室 首席専門技術指導員

委 員 濱田 千裕 愛知県農業総合試験場 場長

委 員 丸山 清明 元 農研機構理事

委 員 宮武 恭一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業研究センター 農業経営研究領域
営農システム評価グループ グループ長

委 員 望月 龍也 公益財団法人東京都農林水産振興財団
東京都農林総合研究センター 所長

委 員 吉永 悟志 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業研究センター 生産体系研究領域 領域長

監 事 西岡 聡 ヤンマー（株）東京支社企画室長 49



８
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大課題名 Ⅰ 大規模水田営農を支える省力・低コスト技術の確立 （１１課題） 合計 ２７課題

課題
番号

大課題 課題名 応募機関等

1 Ⅰ-1 水稲湛水直播栽培における機械点播技術の確立 独立行政法人北海道立総合研究機構
上川農業試験場

2 Ⅰ-2 寒冷地における密苗・疎植による低コスト水稲栽培技術の確立 地方独立行政法人青森県産業技術センター

3 Ⅰ-3 水稲湛水直播栽培におけるモリブデン資材を用いた苗立ち安定化 宮城県古川農業試験場

4 Ⅰ-4 高密度播種育苗による水稲栽培技術の確立と現地実証 茨城県農業総合センター

5 Ⅰ-5 密苗播種・移植システムによる低コスト稲作生産技術の実証 茨城県行方地域農業改良普及センター

6 Ⅰ-6 準高冷地における高密度育苗及び精密移植による低コスト稲作技術の実証 長野県農政部農業技術課

7 Ⅰ-7 安定した水稲直播栽培の確立 京都府農林水産技術センター

8 Ⅰ-8 標高０～８００ｍの地域に対応した高密度育苗における育苗時期別の苗質の解明 広島県立総合技術研究所

9 Ⅰ-9 密苗播種・移植による低コスト稲作生産技術の実証 広島県西部農業技術指導所

10 Ⅰ-10 緑肥作物の導入と深耕による大豆の安定多収栽培技術の確立 山口県農林総合技術センター

11 Ⅰ-11 高密度育苗による省力・低コスト技術（普通期栽培） 鹿児島県農業開発総合センター



大課題名 Ⅱ 高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立 （５課題）
課題
番号

大課題 課題名 応募機関等

12 Ⅱ-1 バレイショ及びカンショの茎葉処理・掘取作業の省力機械化体系の実証 富山県富山農林振興センター

13 Ⅱ-2 表層細土整形ロータリーの使用と施肥法の違いによるキャベツの大玉生産及び品質向上効果の検討 兵庫県立農林水産技術総合センター

14 Ⅱ-3 水田転換（粘質）圃場におけるキャベツ安定生産のための地表排水促進技術の開発および粘質土の
早期改良技術の確立

広島県立総合技術研究所

15 Ⅱ-4 ロングピッチチェーンポットおよび定植前リン酸苗施用による白ねぎの収益性向上の検討 広島県東部農業技術指導所

16 Ⅱ-5 たまねぎトラクタ用直播栽培用播種機の実証試験 佐賀県農業試験研究センター

大課題 Ⅲ  水田を活用した資源作物の効率的生産・供給技術の確立 （４課題）
17 Ⅲ-1 飼料用米専用品種収穫における自脱型コンバインの性能実証 茨城県笠間地域農業改良普及センター

18 Ⅲ-2 汎用コンバインを利用した子実用トウモロコシとオオムギ二毛作体系における自給濃厚飼料生産技術
の確立

群馬県畜産試験場

19 Ⅲ-3 ローミルーマルチコンパクター体系で調製した籾米サイレージの高品質化技術の実証評価 新潟県農業総合研究所畜産研究センター

20 Ⅲ-4 汎用コンバインを用いた飼料用トウモロコシの子実収穫技術の確立 長野県畜産試験場

大課題 Ⅳ  環境保全を配慮した生産技術の評価・確立 （2課題）
21 Ⅳ-1 肥料を効果的に利用できるコンニャク培土同時複合作業技術の確立 群馬県農業技術センター

22 V-２ ガスヒートポンプを利用した施設園芸用ヒートポンプ式エアコンの効果確認 愛知県農業総合試験場

大課題 Ⅴ  情報処理等先端技術の活用による高生産システムの確立 （5課題）
23 V-1 水稲生育予測システムの新品種への対応 石川県農林総合研究センター

24 V-2 ＮＤＶＩ測定と可変施肥機を活用した「愛知123号」の良食味米生産技術の開発 愛知県農業総合試験場

25 V-3 ＮＤＶＩセンサー及びデジタル画像による小麦の生育状況把握法の開発 愛知県農業総合試験場

26 V-4 マルチコプターに搭載したデジタルカメラ画像を用いた水稲生育量の推定 京都府農林水産技術センター

27 V-5 上空からのＮＤＶＩ測定活用による水稲生育の見える化と可変施肥による収量と食味の向上 宮崎県総合農業試験場

総課題数２７（うち新規１５、継続１２） 51



９ 新年度の課題募集について

毎年度、７月頃から９月末にかけて翌年度の課題募集を行っている。

その際に、大課題（５課題）毎に技術開発等のテーマを示すとともに、

各大課題内の小課題について、具体的な想定課題例を示して、応募
を行っている。

平成３０年度の課題募集の内容は、以下のとおりである。
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●平成３０年度以降の課題について
国における技術開発や生産対策の方向などを踏まえ、大課題（５課題）に対応

した小課題を設定し、関係する委託課題を募集。

Ⅰ 大規模水田営農を支える省力・低コスト技術の確立
○ 水田農業従事者の減少・高齢化が続く中で、担い手のさらなる規模拡大・経営安定を支える

技術開発が急務。大規模水田営農のシステムづくりが必要.

（想定課題例）

• 密苗播種・移植システムによる低コスト稲作生産技術の実証

Ⅱ 高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立
○ 安全・安心への要請の高まり等消費者・実需者ニーズの高度化・多様化に対応しつつ、信頼を

得られる生産・供給技術の開発・実用化が急務。

（想定課題例）

• 大型たまねぎ収穫機械化体系による省力化の実証

• たまねぎトラクタ用直播栽培用播種機の実証試験
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Ⅲ 水田を活用した資源作物の効率的生産・供給技術の確立
○ 飼料用米、稲発酵粗飼料や飼料用とうもろこしなど麦・大豆以外の資源作物の導入による

水田の高度利用が必要。

（想定課題例）

• 子実コーン栽培による省力化技術の実証

Ⅳ 環境保全を配慮した生産技術の評価・確立
○ 農業生産資材や農機具等による環境負荷を軽減し、持続性の高い農業生産活動を定着・

普及させることが必要。

Ⅴ 情報処理等先端技術を活用した高生産システムの確立
○ ロボット技術やＩＣＴなど先端技術を活用して超省力・軽労化・高品質生産を実現する新たな

農業（スマート農業）の推進、生産システムの確立などが急務。

（想定課題例）

・ リモートセンシングによる生育マップと土壌診断を活用した圃場改善

• 上空からのNDVI測定活用による水稲生育の見える化と可変施肥による収量と食味

の向上

• 水稲生育予測システムの現地評価とアルゴリズム検証
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これまで高品質米生産志向のもと、健苗育成を目指
して播種量の低減をすすめてきた。

そのため、1箱に播く種子が少ない分、植付本数が
一定の場合、使用する育苗箱は多くなる。

近年、直播栽培や疎植による田植え技術が注目され
る中で、天候要因や移植時のばらつきに対して、より
安定性の高い低コスト稲作技術を確立する目的で、
各地域での実証を行う。

各地域で実証試験実施し、地域ごとの生育や収量
の実証評価。
１）実証地域：北海道、秋田県、宮崎県（早期地区）、

群馬県（麦後）等
２）育苗：標準、250g～300g
３）生育調査

①育苗マットの性質調査、②欠株率
③育苗時からの葉数展開、④株数展開、ほか

４）収穫量

１）精密掻き取り可能な6条もしくは8条田植機
＊密苗KIT部品装着及び

感度アシスト機能を装着した乗用田植機
２）期待される効果

・250～300g/箱播き、5～6箱/10aでの移植による
削減効果
→ハウス面積1/3、育苗・苗運搬・苗継時間1/3

・育苗関連資材費→1/2

テーマ名：密苗播種・移植システムによる低コスト稲作生産技術の実証

＜提案の背景＞

＜特長＞ 機械等の写真・図

新規/継続 区分：継続

＜試験・実証の項目＞

100g播 300g播

Ⅰ －１ （継続提案テーマ）

試験/実証 区分：試験・実証
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“慣行体系との比較”

対象機：

慣行体系：歩行型収穫機＋歩行型ピッカー

実証体系：たまねぎ茎葉処理機（自走・インプル）

＋トラクタ用掘取機＋乗用型ピッカー

項目 ：作業時間、コスト（人件費・機械投資）

候補地：佐賀、富山、宮城県下

たまねぎの収穫は、歩行型の収穫機（2条）でたまねぎを
引き抜き、専用ピッカーで拾い上げる作業体系が主流と
なっているが、規模拡大を図る上で、1畦4条を一度に作業
可能な茎葉処理機とトラクタ装着型掘取機、ピッカーの組
合せによる収穫体系が注目されている。収穫後の搬送・
乾燥調製を見据えた機械化体系の実証を行う。

テーマ名：大型たまねぎ収穫機械化体系における省力化の実証

＜提案の背景＞

①たまねぎ茎葉処理機
一度に4条を処理可能、後工程として掘取作業が必要。

【自走式】
・掻き込みベルトで茎葉を掻き上げバリカンで切断。
・クローラ方式のため適期作業が可能。

【トラクタ装着型】
・茎葉を風で吸上げてブレードで切断。

②たまねぎピッカー
【歩行型】

・たまねぎをリフトコンベアで伴走する鉄コンに収容。
【乗用型】

・たまねぎを機体後方に設置した鉄コンに収容。

＜特長＞

＜試験・実証の項目＞

機械等の写真・図

試験/実証 区分：試験新規/継続 区分：新規

茎葉処理機

自走式

トラクタ
装着式

乗用型

ピッカー

歩行型

Ⅱ －１ （新規提案テーマ）
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たまねぎは通年自給可能な品目ではあるものの、そ
の年の豊凶により低価格な外国産が輸入され、特に
業務用（加工用）においては豊凶に関係なく低価格な
玉ねぎが安定して輸入されている。

それら状況変化と播種時期の天候不順による適期
移植や輸入業務用に対応するためには、育苗にかか
る物財費や労働費等を削減できる『直播栽培』を行う
ことにより、変化に柔軟な栽培体系の実現と低コスト
が可能となる。

テーマ名：たまねぎトラクタ用直播栽培用播種機の実証試験

＜提案の背景＞

新規/継続 区分：継続 試験/実証 区分：試験

・直播栽培生産費は育苗等に比べ物財費や労働費が削減
・小型トラクタ（１６馬力～）装着による１２条播種で高能率
・上記トラクタで収穫前作業（根切り）も可能
・春季における他作物との育苗重複がない
・北海道向けの高発芽率コーティング種子（９０％以上）

＜特長＞

＜試験・実証の項目＞

機械等の写真・図

栽培実証試験
1）寒冷地における播種精度と省力化の実証

①播種速度、深度、発芽率等
②育苗スタイルとの比較による経済性確認
③収量確認

2）東北以南での栽培試験
①播種時期の見極めと越冬の確認
②収穫量確認

Ⅱ －２ （継続提案テーマ）
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・2018年3月発売予定の汎用コンバインYH1150を
活用した高能率収穫作業

・ヘッダ部、脱粒部を子実コーン対応に改良した部品
(子実コーンKIT）を装着による、選別・ロスなどの高品
質化

・各圃場条件に対応できる簡単な調整

①子実コーンの管理・防除作業が他作物と比べ、作業
時間が少ないことの実証（大豆・麦等）
②子実コーン作付後の排水性改善効果の実証
③汎用コンバインによる収穫作業での能率・ロス・

選別などの実証評価
対象機：YH1150×子実用改良部品(子実ｺｰﾝKIT)
項目：能率、ロス、選別などの適応評価

評価目安 ロス1%以下
選別5%以下（脱こく3%、頭部2%)

子実コーンの国内供給状況は1,300～1,500万トン輸入と

なっており、国産はほぼゼロである。世界の穀物需給や
為替の影響を受け、輸入単価も安定しない状況である。

一方、国内は米価低迷も影響し、より高収益が得られる
作物へのシフトが予想される。こうした中、水田を活用しつ
つ飼料用子実コーンへの転作が模索されている。

収穫作業を汎用コンバインで実施することによる能率向
上、品質の安定を提案する。
※府県の水田を活用し、栽培拡大を狙う。

テーマ名：子実コーン栽培による省力化技術の実証

＜提案の背景＞

＜特長＞ 機械等の写真・図

試験/実証 区分：試験・実証新規/継続 区分：新規

＜試験・実証の項目＞

Ⅲ －１ （新規提案テーマ）
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専用NDVI（正規化植生指数）測定カメラを搭載
したドローン空撮データから得られる生育マップ及び
土壌診断結果並びに追加的手段からわかる生育の
悪い場所の
①推定原因
②推定原因から得られる改善のための処方箋
③処方箋に基づく改善効果
・水稲以外の作物での検証

リモートセンシングにより水稲の「葉色」「茎数」及び
「吸収窒素量」をマップ化でき、生育状況の
「見える化」が可能になった。
センシング結果を増収、費用削減につなげるため
には、生育の悪い圃場・部分の原因を追究し、
適切な処置を打つ必要がある。
多面的な測定による総合診断の方法と、それに
基づく改善効果を検証し、勘と経験による農業から
科学的農業へ変革を推進する。

テーマ名：リモートセンシングによる生育マップと土壌診断を活用した圃場改善

＜提案の背景＞

新規/継続 区分：新規 試験/実証 区分：試験・実証

＜特長＞

＜試験・実証の項目＞

①空撮による生育状況【NDVI値（SPAD相当）及
び茎数相当値、推定地力】をマップ化
②撮影条件に左右されない測定精度で、
③マップから改善対象範囲の特定
④土壌の化学性診断

機械等の写真・図

ドローン・ＮＤＶＩカメラ 生育マップ

土壌診断

Ｖ －１ （新規提案テーマ）
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可変施肥 物理性改善化学性改善 管理改善

収量測定

（Ｖ －１ テーマ関係資料）計調農業

土壌診断
・物理性
・化学性

総合診断

改善作業

リモートセンシング

・画像
（可視光、赤外線）

画像解析

生育マップ

・NDVI解析、茎数計測

・葉色・茎数・地力

空撮
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専用NDVI測定カメラを搭載したドローンで、
水稲の幼穂形成期の葉色測定を行い、
①従来方法（SPAD、茎数、草丈）との相関
②品種・地域特性を考慮した施肥設計
③センシング結果による可変追肥の肥効確認
④水稲以外の作物（麦、野菜等）での適応

コメの生産コストの低減と食味の向上による
生産者の収益性改善が求められているが、
①ベテラン農家の引退により生育状況に応じた
肥培管理のノウハウが失われつつある。
②生育状況の測定が一般的な農家では困難
③圃場間/内の生育のばらつきにより収量が不安定
④窒素分の過剰投入による食味の低下
に対し、上空から簡単に生育状況を把握し適切な
肥培管理により、これらの課題を解決する。

テーマ名：上空からのNDVI測定活用による水稲生育の見える化と可変施肥による
収量と食味の向上

＜提案の背景＞

新規/継続 区分：継続 試験/実証 区分：試験・実証

＜特長＞

＜試験・実証の項目＞

①生育状況【NDVI値（SPAD相当）及び茎数相当
値】を上空からカメラにより測定（10分/1ha）
②地上での測定による「点」から空からの測定による
「面」で把握し生育や地力Nマップ(見える化)
③生育測定結果から圃場内可変追肥設計
④地力窒素の推定による可変基肥設計と作業
⑤GPS搭載ヘリによる可変追肥作業
⑥収量コンバインによる収量測定

機械等の写真・図

ドローン・ＮＤＶＩカメラ 追肥用可変施肥機

基肥用 可変施肥機生育マップ

Ｖ －２ （継続提案テーマ）
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１）各地域で今後栽培面積の拡大が見込まれる品種
を選定（特に新品種）

２）関連メーカーから提供する予測システムと当該品種
の現地での生育状態とを比較調査

３）予測結果と現地生育結果を突合し精度を評価
４）誤差大の場合にアルゴリズムのパラメーター修正案
のアウトプット

５）候補地：稲作に注力する地域の試験研究機関
６）品種：あきだわら、現地推奨品種
７) 密苗やNDVI測定などの課題との組合せも可

近年、気象変動により稲がこれまでの生育予測とは異なる
挙動を示すことが多く、また高温耐性・多収量米・飼料用米
などの新品種が各地域で生産開始している。

これまでも農研機構などで生育予測システムは運用されて
いたが、新品種への対応はされておらず、担い手農家から最
新品種も網羅した生育予測システムを求める声が大きい。

テーマ名：水稲生育予測システムの現地評価とアルゴリズム検証

＜提案の背景＞

機械等の写真・図

新規/継続 区分：継続 試験/実証 区分：試験・実証

・従来品種から新品種まで作付け計画に供することのできる
予測システムを構築し、農作業計画立案を支援するサービス
提供を行う。
・既存営農支援システムコンテンツ等（気象情報）との連携
を図りより使いやすいシステム化を図る。

＜特長＞

水稲生育予測システムに対して各地域で今後主要となる
品種に対して、予測精度の評価検証と地域と品種に合致した
アルゴリズムのパラメーター修正案をアウトプットとする。

＜試験・実証の項目＞

（イメージ）

Ｖ －３ （継続提案テーマ）
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