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平成 26年度新稲作研究会成果普及拡大検討会の概要報告 

 

開催日時 平成26年12月9日（火）13：30～17：50 

開催場所 品川プリンスホテル会議室 

主  催 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会、新稲作研究会 

趣  旨   

新稲作研究会は、昭和４７年に発足以来、４２年間にわたり全国の普及指導・試験研究機関、関

連農機会社などの協力の下、水田利用作物、野菜等に係わる高度な、また、環境保全に配慮した生

産技術に関する試験研究並びに現地実証を実施してきた。 

今回、新稲作研究会の普及指導・試験研究機関の関係者、農業団体等に対する認知度を高め、成

果の地域への一層の普及を図ることをねらいとして、最近の成果の発表を核にした成果普及拡大検

討会を開催するものとする。 

新稲作研究会では､8年ほど前から､次の4つの大課題を推進している。今回は､それぞれの課題の

中から代表的な主要成果を発表する。 

１ 大規模水田営農を支える省力・低コスト技術の確立 

 ２ 高品質・高付加価値農産物の生産・供給技術の確立 

 ３ 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 環境保全を配慮した生産技術の評価・確立 

 

 

Ⅰ室内検討会議 

 

（１）開会挨拶 

１）  新稲作研究会 三輪睿太郎会長挨拶 



2 

 

 

新稲作研究会は 1972 年に設立され、42 年間活動している。当初は田植機の普及が大きな課題で

あったが、その後水田農業の変化に伴い現在では直播や野菜移植・収穫、環境保全型農業に適合し

た農業の機械化を中心として取り組んできた。今日は成果の一端を紹介するとともに、今後、機械

化をどういう形で推進すべきであるかの見通しについてヒントを得られるような議論をしていただ

きたいと思う。 

講師の先生方にはご多忙の中快く引き受けていただき感謝申し上げる。 

また、本研究会の推進全般に 40年以上にわたってお世話になっているヤンマー株式会社に感謝申

し上げる。 

あらゆる分野で進歩の方向が打ち出せない壁のようなものがある。特に製造業において顕著であ

るが、今後はユーザーフレンドリーなもの、使いやすいものが求められると思う。農業分野でも例

外ではなく、スマート農業のようなシステムに持って行こうという方向がある。世界人口白書によ

ると、若手人口の比率が大きくなっているが、その 95％は途上国である。近い将来、農業機械につ

いても高齢者による成熟した先進国農業に対応するやり方と民度が上がらない国の若手が中心の農

業に対する機械化と二つの方向付けが考えられる。 

そんなことも含めて、色々な議論を深めていただきたい。 

 

２）農林水産省生産局 鈴木良典穀物課長挨拶 

 

新稲作研究会は現場の普及の皆様の実証や公立研究機関の研究により、稲作のみならず野菜作や

飼料作など様々な技術開発、機械開発に取り組まれ、我が国の水田農業の発展に大きく寄与されて

きたと認識している。 
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農政面では、稲作については日本再興戦略のなかで、今後 10年間で担い手の生産コストを 4割減

にしようとしている。そのために、規模の拡大や農地中間管理機構において面的な集積を進め圃場

を大型化していこうとしている。最後の一歩という段階だがここからが難しい。技術の開発と現場

での普及が必要である。技術会議事務局において大規模実証研究事業や経営局関係において産業界

と連携した事業の取り組みをしている。 

今後は、現場で求められている事項の技術的な解決が喫緊の課題であり、皆様と連携して現場で

使える技術を生み出すことが必要だと考えている。 

新稲作研究会の成果が我が国農業の発展に寄与するよう期待している 

 

（２） 講 演 

座長  丸山清明委員 

 

 

１）農業機械化推進に関する施策の方向について 

農林水産省生産局技術普及課生産資材対策室 齊賀大昌課長補佐 

 

農政を巡る情勢としては、担い手の高齢化が進んでいる状況の中で、将来農地をいかにして守っ

ていくかが大きな課題となっているが、労働力の確保という点では農業機械の寄与する役割は今後
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とも大きいものがある。 

これまで、畜産、野菜作ではやむを得ず集約化が進んできたが、きつい農作業や労働時間の増加

などにより、労働力の確保が困難になってきており、農業機械の効率的な利用が課題となっている。

水田農業では、徐々に構造改革がなされており、規模拡大や大型経営化が進んでいる。 

農業政策の中での農業機械化政策については、農林水産業・地域の活力創造プランの4本柱のう

ち2本の柱が農業機械に関係が深い。 

一つは生産現場の強化の一環として米の生産コストの低減対策をまとめている。この中でも担い

手への農地の集積、新技術の導入などに加えて生産資材費の低減が設定されている。生産コストの

低減の一環としては、稲作技術カタログをまとめている。 

二つ目がバリューチェーンの構築で、その中に生産流通システムの高度化がある。その中で、ロ

ボット技術、ICTの導入によるスマート農業を進めることとしている。 

スマート農業研究会は 2013年11月立ち上げ、2014年3月中間とりまとめを行った。スマート農

業の将来像とその実現に向けたロードマップを内容としている。 

ロボット革命実現会議でロボットによる新たな産業革命の実現が議論されている。5 カ年計画に

より2020年までのアクションプランが示されている。それを受けて、概算要求で新たにロボット技

術の活用の2本の予算を要求している。 

農業資材審議会農業機械化分科会において、緊プロ事業の新たな課題選定のプロセスが始まって

いる。今回は農家からのニーズ調査の拡充とメーカー、研究機関からのシーズ提案を受け実現可能

なものを提示する。緊プロ開発機械の事例として、高性能・高耐久性コンバイン、リモコンによる

畦畔草刈り機、実用間近の蒸気種子消毒機、乗用型水田除草機を紹介する。 

これからの農業機械化政策としては、食料の安定供給、所得倍増の実現のためにどのような農業

機械がいかに貢献していくべきかという視点が重要である。また、スマート農業にみられるように、

異分野の先進技術をいかにして取り込むか、その際に異分野との協調やお知恵拝借を積極的に活用

することが必要である。 

加えて、市場規模が小さくても地域の特色ある農業に対応する農業機械の役割の重要性について

認識し、地域レベルでの取り組みなどを重視していきたい。 

 

２）農業機械化技術の開発、普及に期待すること 

有限会社アグリ山﨑 山﨑正志代表取締役   

 

茨城県坂東市で有機農業を中心に60haの経営を行っている。きっかけは、昭和 62年におけるア

メリカでの視察体験である。カリフォルニアの国府田農場では規模の大きさと同時に、自分で米を

売っていたことにショックを受けた。また、茅野農場では有機野菜を大規模に行っていた。平成4
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年に小売販売の免許を譲ってもらって、直接消費者への販売を開始した。平成8年に人材育成のた

め農業生産法人有限会社アグリ山﨑を立ち上げた 

有機の取り組みについては、平成 12年にJAS法の有機認証を茨城県で初めて取得した。有機栽培

では土作りが大変重要で、畜産農家と連携して堆肥造りをしている。病害虫対策としては蒸気消毒

を取り入れている。有機農業は雑草との戦いである。水田用除草機を利用しているが、除草する時

期の把握が最も重要である。残ったものは手取り除草をしている。 

持続可能な農業を進めるために、土作りや水管理を大切に、収量を抑えたおいしい米作りを行っ

ている。経営合理化の工夫としては、10品種の栽培により作業の分散を行っている。また、新技術

の導入により省力化を図っている。平成26年は湛水直播5ha、疎植栽培は30haだった。直播が少

ないのは排水不良など圃場の状態によるところが大きい。水田の多角化として複合経営を取り入れ

ている。 

農業機械化技術の今後に期待することとして、今後の米の生産コストの低減には、角来工区のよ

うなスーパー圃場を多く整備することが必要である。大規模経営を行っている農家はそれなりの圃

場整備を行う技術を持っているので、それを後押ししてもらいたい。また、スーパー圃場で利用す

る農業機械の開発を期待している。一方で、山間部の棚田へは、平地と違う形の政策、投資が必要

である。 

 アメリカと有機農産物の同等性が認められたことで当社はアメリカでの販売を増加させている。

また、寿司ブームにみられるように日本の米が外国で食べられる機会が増えている。おいしい、安

全な米を提供することでこれからは輸出が大いに期待される。 

 

【質疑応答】 

丸山清明委員   作ったお米はどのように販売しているか。 

山﨑正志氏    60ha分の有機米を販路開拓して自分で販売している。 

吉田岳志副会長  病害虫の対策はどのようにされているか。 

山﨑正志氏    病気については土作りをしっかりやることで対応できる。また、害虫に対して

は、出穂後の雑草を生やしたままにすることで対応している。 

澁澤栄委員    有機農業では特に土壌診断が大切だと思うが、どのように行っているか。 

山﨑正志氏    毎年ではないが、普及センターに調べてもらっている。また。自社でも簡単な

診断を行っている。 

 

（３） 成果発表 

１）無段変速セミクローラトラクタによる水田作業の高能率化等試験 

  秋田県農業試験場 作物部 進藤勇人主任研究員 

 

耕耘や代かき時間が春作業の問題となっているため、作業能率の悪いロータリー耕からけん引作



6 

 

業機への転換と無代かき栽培法への転換を検証した。けん引作業では高いけん引力や操舵性に優れ

たセミクローラトラクタでの試験が必要となる。そこで、無段変速セミクローラトラクタとスタブ

ルカルチ、バーチカルハローによる無代かき体系の作業能率を調査した。併せて、トラクタの負荷

制御機構の燃料消費軽減効果について検討した。 

けん引力と機動性を併せ持つ無段変速セミクローラトラクタは、水田用チゼルプラウのようなけ

ん引作業機での作業でも高速作業が可能で、特に粘土含量の高い湿田では、水田作業の効率化に有

効と考えられた。 

水田用チゼルプラウと縦爪回転ハローを用いた無代かき体系では慣行の代かき体系に比べ作業時

間、燃料消費量で削減が図られ、セミクローラトラクタの特性を生かせる作業体系と考えられた。 

問題点として、水田用チゼルプラウによる耕起作業では稲わらや稲株の埋没が不足する場合があ

る。 

 

２）ミッドマウント管理作業車を活用したエダマメ栽培の経営評価 

    京都府農林水産技術センター 農林センター 作物部 森 大輔技師 

 

丹波黒大豆系エダマメの生育中の除草に多大な労力を要し規模拡大のネックになっているため、

効果的な雑草防除が課題となっている。そこで、ミッドマウント管理作業車による中耕除草の効果

を確認するとともに軽労化と作業時間縮減効果を確認し省力的管理技術を確立する。 

中間管理機として使用した中耕デｲスク、除草カルチ及び中耕ロータリーには除草効果、収量に差

はみられず、作業効率は中耕デｲスク、除草カルチが中耕ロータリーの走行速度を上回っている。ミ

ッドマウント管理作業車による中耕除草は慣行の歩行型耕耘機と比較して、除草効果、生育、収量

に差がみられないことから、乗用であることや作業速度を勘案すると、大幅な軽労化と作業時間縮

減効果が期待される。 

 

 

３）無人ヘリでの鉄コ－ティング種子の湛水直播による稲 WCS省力生産一貫体系の確立 

   石川県石川農林総合事務所農業振興部 農業振興課  友田 毅担当課長 

担い手支援課 高井勝弘担当課長 
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富山県では新規需要米の取り組みとして、稲 WCSの生産を始め将来的には収穫作業を専門に行う

コントラクターを中心とした耕畜連携体制の確立を図ることとしている。 

このためには、作業体系の効率化を進めて、低コスト生産の実現が必要で、無人ヘリによる直播

栽培の収量や生産コストを検証し、省力一貫体系の確立を目指す。 

実証区として、無人ヘリ播種による鉄コーテｲング種子の湛水直播区、対照区は普通移植区とした。

また、稲WCS給与実証として輸入乾草を稲WCSに置き換えて比較した。発芽試験、収量、播種時の

種子の飛散状況、作業時間、サイレージ品質評価、経営評価を行った。 

考察として、収量は移植と同程度で倒伏もみられなかったことから栽培における問題点は特にな

いと考えられる。所得の増加、労働時間の削減が可能である。輸入乾草の代替え飼料として利用で

きる。 

問題点としては、種子の飛散防止のため団地化が望ましい。ほ場周辺に未播種部分が残り土地の

利用率が低くなる。施肥量が多いため動散による施肥が重労働になる。専用品種のため、後作での

漏生籾対策が必要となるなどである。 

 

４）飼料イネ専用収穫機コンバインベーラの汎用利用を目指した飼料作物の収穫・調製 

技術の開発 

    長野県畜産試験場 飼料環境部 小林富雄主任研究員  

 

飼料稲専用収穫機コンバインベーラの汎用利用技術を開発するため、スーダン型ソルガムの２回

刈り栽培を行うとともに飼料用エンバクの晩夏播き栽培においてサイレージ調製技術を検討した。

試験区としては、ダイレクト体系と予乾体系で行った。 

本収穫機を使ったスーダン型ソルガムの収穫・調製では従来の作業体系と比較して作業時間は３

割程度短縮できるが、燃料消費量は１～２割程度増加した。予乾体系では収穫ロスが多かった。サ
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イレージの品質は良好であるが、高水分になる傾向がある。 

ソルガムのダイレクト調製では機械内部でネットが絡みつくトラブルが発生した。 

飼料としての利用状況、作業性などを考慮のうえ、調製方法を選択して利用することが望ましい。 

 

５）スイートコーンの施肥・畦立て・マルチ同時作業乗用管理機による環境負荷軽減栽培技術の確

立 

     長野県野菜花き試験場 野菜部 小澤智美主任研究員 

 
畦内部分施肥により減肥効果が見込まれるスイートコーンを対象に、施肥・畦立て・マルチ・播

種同時作業乗用管理機の作業適応性を検討するとともに、緩効性肥料利用による減肥栽培技術を検

証した。 

慣行栽培体系では、施肥、耕起、マルチ、播種作業に 10a あたり 22 時間要するが、本試験では

6.6時間程度で可能となる試算が得られた。燃料の削減効果も期待される。 

肥料の種類と施肥量についての比較では、収量に差がみられず、直播き栽培、移植栽培ともに、温

度の高い時期には緩効性肥料を用いて 20％程度の減肥栽培が可能で、環境負荷軽減効果が期待され

ると思われた。 

残された課題としては、同時作業機の体系に適した品種の選定、１粒播種の作業性と収量性の検

討、収穫作業機の検討がある。 

 

（４） 関係農業機械の紹介                    

    （加工・業務用キャベツの収益向上に向けて） 

ヤンマー株式会社 農機事業本部企画部 宮永 豊司専任部長 

 

キャベツの栽培関係の機械体系はすでにほぼ開発されてきたが、作業時間の半分以上を占める収
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穫、調製、出荷の部分が未解決であった。 

このたび、加工・業務用キャベツの収益向上に向けたキャベツ収穫機が実用化されたことから概

要を紹介する。緊プロ事業により平成25年度に実用化されたものである。現在各地で実証・検討を

行っている。傾斜地においてもスムーズな利用ができている。 

 

 

（５）パネルディスカッション                 

  新稲作研究会丸山清明委員を座長、講演者、主要成果発表者等をパネラーとしてパネルディス

カッションを行った。 

  

 

丸山清明座長 無人ヘリによる直播は今どうなっているのか。 

鈴木良典穀物課長 無人ヘリ搭載重の上限が上がることが検討されていることもあり、技術会議事 

務局の補正予算を活用した実証事業において、東北地域などでいくつかのタイプの

実証がなされている。その結果に期待している。 

下坪訓次水稲直播研究会中央委員 

無人ヘリの播種精度はよくなっているが、播種量（出芽率）の変動による倒伏な 

どに関して無人ヘリの場合には懸念される。 

山﨑正志氏   直播に向いているところだけを５ヘクタール程度やっているが、経営的には（コ 

ストなどからみて）半分くらいやらないとよくない。 

丸山清明座長  IT、ロボット技術が今後急激に増えると思っているがどうか。推進役を担ってお

られる澁澤先生いかがでしょうか。 

澁澤栄委員  

IT、ロボット、情報化、これが行政だけでなく農家にも急速に注目を浴びている。

次の世代を担う人たちに対し、技術の継承と普及のため、ITを用いた農業のツール

を提供するというのがいわゆるスマート農業である。スマート農業はユーザーサイ

ドの意向を重視している。単なる機械開発のプロジェクトではない。これを応援す

るために、各省庁を巻き込んで作業を進めている。農林水産省では ITの利活用の

ための標準化あるいは普及の障害事項について検討している。 

総務省では情報の流通に必要な通信機器などの標準化、共通化を検討してもらっ

ている。 

丸山清明座長  農業機械についても期待されているのではないか。 

松岡謙二農林水産省生産資材対策室長   
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緊プロ機械を開発する場合にユーザーのニーズを踏まえて行う必要がある。ニー

ズ調査を踏まえて平成 27 年度からの開発機械を検討している。実際に農家で使っ

てもらって評価を受ける仕組みを持っている。 

一方で、ロボットや電気通信など異分野を含めてシーズの取り込みも必要である。 

松尾元農林水産省技術政策課長   

現在、平成 27 年 3 月を目途に新しい農林水産研究基本計画の策定を行っている 

ところである。高齢化などにどう立ち向かうかが課題で IT、ロボットなどを駆使し

た省力化を目指した技術の確立が必要である。革新技術展開事業において、開発途

上段階にある機械を現場でよく改良するような仕組みがあるので、利用してもらい

たい。 

澁澤栄委員   昨年度の補正予算で始めた事業の中に、農業法人（4軒のプロ農家）が実現する

スマート農業モデルというプロジェクトがある。農家自身が情報交換してニーズを

研究機関などから取り込む形で行っている。農家が欲しいのは現場で使える農作業

の機能面である。これを提供してくれる機械はあっても､コストと作業の効果との

バランスで導入は見合わせる。農家は機械のことを知らないで､何でも要求する、

一方技術開発サイドの方では､ここまで勘案した対応はなかなかできていない。意

思の疎通の面も含めて開発機械サイドから現場で普及する場面でのギャップがあ

る。 

丸山清明座長  本当に必要なものが的確に現場に届くということを是非実現して欲しい。 

 

 

 

（６）閉会挨拶  

ヤンマーアグリジャパン株式会社 中川 淳専務取締役 

     

  

 

本日は有意義な議論をしていただき大変感謝申し上げる。ご出席いただいた農林水産省を始め関

係者の皆様に御礼申し上げる。また、ご講演並びに成果発表いただいた皆様にも感謝申し上げる。

これまでの研究成果をしっかりと普及につなげていくことが我々に課せられた大事な仕事だと考え

ている。 

今日いただいたご提案についてはこれからの農業機械の開発、普及にしっかりと活かしていきた
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いと思う。 

ヤンマーグループでは後継者や新規就農者の方々に対しかっこいい農業を提案している。今まで

にない全く新しいトラクタを打ち出した。また、資源循環型農業を推進し、省力化、軽労化につい

てしっかり取り組むことがミッションになっている。 

今日の議論をお聴きしながら、さらなるコストの低減への取り組みや、儲かる農業の提案等を進

める必要があると痛感した次第である。 

新稲作研究会の研究成果は極めて重要であると思っており、ここで発表された研究成果が普及に

つながるように努力していきたいと考えている。 

新稲作研究会とご参加の皆様に感謝を申し上げて閉会のご挨拶としたい。 

 

以上 

（文責：新稲作研究会事務局） 

 


