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実施期間：令和３年～令和５年

資料４－２



１．背景

○ 県内の農業法人の大規模化が進み80ha以上の土地利用型法人は
60法人となっている（R３／3末）。

○農業者の高齢化で労働力が不足，作業の省力化が必要。

○県では、「スマート農業技術開発・実証プロジェクト」等を活用し、沿岸部
の大規模土地利用型経営におけるアグリテックの活用と普及に向けた知見の
蓄積を行ってきた。また，令和２年度から中山間地域に適したアグリテックの
実証を開始した。

○県では、行政，農業関連団体，生産者，農機具メーカー，ICTベン
ダー，大学等を会員として「みやぎスマート農業推進ネットワーク」を令和元
年に設立し，アグリテックの普及拡大に向けた推進を進めている。
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○県全域でのアグリテックの推進にあたり，大区画ほ場を中心とした沿岸部
のみならず，区画が小さく筆数が多い中山間地域におけるアグリテック活用の
知見が必要。

○県内各地でアグリテックが導入されている一方で，必要性や活用方法、
有効性が活かされず、効果が十分に発揮されていない事例も見られる。

○「みやぎスマート農業推進ネットワーク」は農機メーカーや農業者を中心に
会員数が121（Ｒ4/2末)となっており、今後は、ネットワークを活用し，県
全域でのアグリテック推進を図る必要がある。
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２．課題



３ 取組みの概要
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１ 営農条件に適したアグリテック活用体系の検証(中山間地（農）いかずち実証）
○区画が小さく筆数が多い中山間地域でも活用できるアグリテック導入事例の蓄
積を図る。

２ アグリテック導入経営体における活用支援
○大規模土地利用型法人のアグリテック導入調査を行い実態を把握し，アグリ
テック活用に向けた相談体制を整備する。
○効果的に支援を行うため，アグリテックの導入効果を「見える化」するための
ツールを作成する。

３ アグリテック活用の普及拡大
○現地実証等で得られたアグリテック活用成果等をセミナーや情報誌で紹介し，
農業者や関係機関で情報共有し，県内におけるアグリテックの普及拡大を推進す
る。



４ 取組みの内容と結果
１ 営農条件に適したアグリテック活用体系の検証(中山間地（農）いかずち実証）

＜実証農場（農）いかずち：71ha（水稲（種子）＞

背景及び取組概要

スマート農業技術の開発実証プロジェクト（令和２～3年）
「中山間地域における精密、省力なスマート種子生産技術の実証」

〇 中山間地域における高齢化や労働力不足を補い、水稲種子生産における効率的かつ効果的な技術体系を確立す

るため，水稲種子生産に係る作業時間の4割削減を目標とした以下のスマート農業技術の実証に取り組んだ。

導入技術

センシングデータを活用
した肥培管理等
（収量コンバイン）

（散布用マルチロー
ター）

異株除去技術
（直進アシスト田植機+自動操舵付水田除

草機）
（遠隔水管理
制御装置）

病害虫
防除

水管理 収穫移植
異株
除去

中間管理作業ＩＣＴを活用した生産管
理・作業記録（経営管理

システム）

経営管理

＜実証農場（農）いかずち：71ha（水稲（種子）＞



取組概要 実証結果

今後の課題と対応

○ 直進アシスト機能を活用して直進性の高い移植

を行うことで，その後の機械除草に伴う欠株の発

生が抑えられ，異株や雑草の除去効果が向上し

た。直進アシスト田植機と機械除草の組み合わせ

により異株・雑草除去に係る作業時間no

低減が図られた。

○機械除草においては，移植作業での直進性の確

保が重要である。

図１ 異株・雑草除去作業時間
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○直進アシスト田植機と既存田植機への自動操舵装置

の装着により直進性の高い移植を行い，その後の機械

除草による雑草・異株（自生株）の除去効率を高めて手

取り作業を含めた作業時間を削減する。

（目標：H28年基準値の45％削減）

（実証項目別成果①）雑草・異株除去作業時間の削減



（実証項目別成果②）.散布用マルチローター(ドローン)による防除作業時間の削減

取組概要 実証結果

今後の課題

○ ＧＰＳ機能を活用したドローン

２台の協調作業を含めて，病害虫

防除作業の効率化に向けた実証

に取り組んだ。

○全体の達成状況

・ドローンによる防除作業により，時間を導入前より61％削減し，目標を達成

した（図１）。

○２台協調散布作業の実証

・カメムシ防除の２回目では実証ほ3.3haにおいて，一人のオペレーターによ

るドローン２台協調散布作業によりドローン単独使用（２台２班体制）と比較

して総作業人数を10名から６名まで削減できることが実証された（表２）。

図２ 防除作業の効率化
※作業時間はKSASデータを集計

表２ 防除作業人員の削減

単独 ２台協調

（２台２班） （２台１班）

オペレーター 2 1

ナビゲーター 2 2

①軽トラ（ドローン） 2 1

②軽トラ（薬剤） 2 1

バッテリー充電 2 1

合計(名) 10 6

③参考：ドローン１台当

たりの10a作業時間（hr）
0.021 0.020

役　　　　　　割

○２台協調散布作業では，ドローンメーカーの技術者が操縦用プ

ロポへのデータ入力，設定を行う必要があり，実装にあたっては

農業者自ら設定等できるように簡略化が必要である。

散布用マルチローター(ドローン)
AGRAS T-20

※作業時間は実測



（実証項目別成果③） ＩＣＴを活用した生産管理・作業記録の簡素化・効率化
（目標に対する達成状況等）

各研究項目の現在の達成状況

○ ＩＣＴを活用した経営管理システム（ＫＳＡＳ）による作業記録の入力と分析，種子生産ほ場の管
理等の効率化に取り組んだ。

〇 作業記録の分析の結果，水稲種子生産における10a当たり総労働時間（収穫・調製作業除く）
は5.98時間で，Ｈ28年基準値に対して46％の削減（目標削減割合42％）となり，目標を達成し
た。

実証課題の達成目標

〇水稲種子生産に係る作業時間の4割削減

項目 導入前 導入後 差(①-②)

異株・雑草除去作業 3.00時間 0.98時間 △2.02時間

防除作業 0.18時間 0.07時間 △0.11時間

水管理作業 4.07時間 2.50時間 △1.57時間

その他（耕起整地，基肥田植え，
生産管理等） 3.86時間 2.43時間 △1.43時間

全体（育苗，収穫調除く） 11.1時間 5.98時間 △5.13時間

表３ 作期全体の労働時間



実証を通じて生じた課題と今後の取組み

作業内容

１ 異株・雑草除去作業

２ 防除作業

３水管理作業

（１）実証したアグリテックの課題

機械・技術名（型式等）

直進アシスト田植機

自動操舵付水田除草機

ドローン

遠隔水管理制御装置

今後の課題等

・自動操舵を使用しなくとも移植時に直進性が確保され

ていれば，効果的に作業できる。自動操舵は田植機で

活用するのが効果的。

・効率的な作業には，作業量に併せたバッテリー，充電器

の確保が必要。２台協調散布ではメーカー技術者の現地

協力が必要。

・種子生産では一般栽培に比べてほ場ごとにきめ細かな

水管理を必要し，当地域は時期による水量の変化が大き

い開水路のため自動制御でできる期間が限定される。

・水口が慣行と比べて狭く，草やゴミが詰まりやすい。（２）実証農場の所感と今後の取組み

遠隔水管理制御装置など，当地域での活用が難しいアグリテックがあったが，ドローンをはじめ作業の
効率化に有効なアグリテックの実証ができた。

導入したアグリテックは実証終了後も継続して活用し，水稲種子生産における効率化を一層進めていき
たい（（農）いかずち組合長）。



（１）大規模土地利用型経営体（８０ha以上）におけるアグリテック調査の実施

図５ アグリテック導入状況（令和３年４月１日現在）

○農業改良普及センターと連携して調査を実施。
○６０経営体のうち４６経営体（77%）で何らかのアグリテックを導入。
○ほ場管理システム，直進アシスト田植機，農薬散布用ドローンの導入が多い。

２ アグリテック導入経営体における活用支援
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アグリテック調査で分析したアグリテック活用の状況と課題

○ほ場管理システム

○農薬散布用ドローン

○直進アシスト田植機，自動操舵農機

・組織内のほ場情報や作業進捗の共有，管理に便利。
・入力作業やデータ加工がが手間。
・記録データをうまく使いこなせていない。

・新人でも一定の作業精度が保てる。
・作業の疲労度が軽減される。
・作業の精度・速度がベテランオペレータのレベルに達していない。

・スケジュール防除の無人ヘリと異なり，望んだ時期に自分で防除できる。
・導入したが，未使用である（操作が不安）。

○食味・収量コンバイン

・ほ場毎の収量が把握できる。
・収量データの活用法がわからない。

○その他

・アグリテックは未導入だが，今後導入する必要があると感じる。
・どのようなアグリテックを導入し，活用すればよいかわからない。



（２）アグリテック活用に向けた相談体制の整備

図６ アドバイザーによるほ場管理システムのデータ活用支援 図７ アドバイザーによるドローン活用支援

○各普及センターと連携して，アグリテックの活用支援を希望する法人にアグリ
テック活用の助言・指導を行うみやぎアグリテックアドバイザーを派遣し，効率的
な活用を支援した。



【参考】 みやぎアグリテックアドバイザーによる助言・指導の内容

法人 対応アドバイザー（職種） 助言・指導の内容

A法人

アグリテック実践農業法人のア
グリテック担当者

・自社におけるほ場管理システムと各種アグリテックを組み合わ
せたアグリテック活用紹介。
・今後のアグリテック活用に向けた相談対応。

B法人

C法人

D法人

E法人

F法人 農業経営コンサルタント ・ほ場管理システムの作業記録データの活用方法。

G法人 農業経営コンサルタント ・収量コンバインの収量データに基づく，栽培改善計画の策定。

H法人 ドローン事業者
・農業用ドローンの操作方法，安全対策
・農業用ドローンの有効活用について

I法人 ICTベンダー社員 ・生産管理システムの活用等に関する相談，システムの紹介等

J法人 農機メーカー技術担当社員 ・構成員向け，ほ場管理システム操作研修会の講師対応

その他（地域
農業青年クラ

ブ
農機販売事業者技術担当社員 ・農業用ドローン研修会の講師対応



（３）アグリテックの導入効果を「見える化」するためのツールの作成

○「アグリテック活用に向けた営農計画書」の様式を作成。
○次年度以降の活動で「経営ビジョン」と「経営課題」及びこれらに対応する「アグリテック」
を整理し，機械の更新等に合わせた計画的なアグリテック導入を支援するツールとして次
年度以降の活動で活用していく。



３ アグリテック活用の普及拡大

「みやぎスマート農業推進ネットワーク」と連携した情報誌の発行や実演会，セミ
ナーを開催し，県内におけるアグリテックの普及拡大に取り組んだ。

図８ （農）いかずちスマート農業実証実演会 図９ 情報誌「みやぎスマート農業通信」



１ 営農条件に適したアグリテック活用体系の検証(中山間地（農）いかずち実証）
○区画が小さく筆数が多い中山間地域でも，ほ場管理
システムや農業用ドローンが有効に活用できることが実証され，
中山間地域のアグリテック導入事例の蓄積が図られた。

○実証で導入したアグリテックは実証終了後も大部分を継続
使用し，中山間地域における効率的な農業経営の確立を
目指す。

２ アグリテック導入経営体における活用支援
○アグリテックの導入効果を「見える化」する「アグリテック活用に向けた営農計画書」を作成した。

○大規模土地利用型法人のアグリテックの導入実態調査に基づき，みやぎアグリテックアドバイ
ザーによる助言・指導したことで，各法人におけるアグリテック活用が推進された。また，これらの活
動を地域の普及センターと連携して行うことで，アグリテックへの特性や支援方法について普及指
導員の理解が深まり，指導力の向上が図られた。

３ アグリテック活用の普及拡大
○現地実証等で得られたアグリテック活用成果等をセミナーや情報誌で紹介し，農業者や関係機
関で情報共有し，県内におけるアグリテックの普及拡大を推進した。

図４ 実証終了後のアグリテック活用に向けた
経営管理システム「KSAS」勉強会を開催

４．まとめ


