
 
 

令和元年度スマート農業導入実証事業実績書  

     

課題名：水稲の適正施肥体系の確立 

 

－ 可変施肥田植機(土壌センサー搭載型)と人工衛星からのリモートセンシング 

による生育データの活用の検証 － 

 

１ 目 的 

労力不足・規模拡大・収量増加など、本県農業の課題解決を図るため、スマート

農業技術の体系利用についての現地実証を行い、スマート農業を活用した本県農業

の革新を目指す。 

 

２ 実証期間 

  平成 31 年４月 17 日 ～ 令和元年 12 月 17 日 

 

３ 実証区の概要 

 （１）具体的目標・技術の先進性 

可変施肥田植機により、ほ場条件に応じた施肥を行い、肥料費の低減効果や

収量・品質の向上について、また人工衛星によるリモートセンシングによる生育

診断を生産・販売計画への利用を併せて検討する。 

可変施肥田植機を用いた田植え、人工衛星のリモートセンシングによる生育

診断は、長生地区においてはともに実証事例がなく、先進的な技術である。 

  

（２）実施場所・面積  

長南町・30a(100m×30m) 

 

（３）作物名（作型・品種）  

水稲（稚苗移植早期栽培・コシヒカリ） 

  

（４）耕種概要 

＊は種      3 月 25 日 

   ＊定植      4 月 22 日 

   ＊幼穂形成期  6 月 17 日 

   ＊出穂期     7 月 20 日 

   ＊成熟期    8 月 27 日 

＊収穫日     9 月 2 日 

 



 
 

４ 調査項目及び方法 

(１) 生育調査 

    可変施肥区と慣行施肥区において、生育（草丈・茎数・葉色）・収量（坪刈り、

収量構成要素）・ほ場内の生育差を調査する。生育調査は植付け後１ヶ月、幼穂形

成期、出穂期（葉色のみ）、出穂後 10 日頃に実施する。ほ場内の生育差は収穫前

に国際航業株式会社に委託し、人工衛星を活用した画像診断を行い、タンパク含

有率及び籾水分率の診断マップを作成する。また、目視で倒伏程度、帯緑色籾歩

合を確認する。 

 

(２) 労働時間調査 

   可変施肥区と慣行施肥区において田植・収穫の時間を計測し比較する。 

  

(３) 収入（収量性）・生産費の比較 

   生育調査、労働時間調査、肥料費の算出結果を基に可変施肥区と慣行施肥区に

おける収入（収量性）・生産費を比較する。 

 

５ 調査結果 

(１)実証農業機械 

  ア 土壌センサ搭載型可変施肥田植機 NP80D-FV(井関農機株式会社) 

  イ 営農支援サービス「天晴れ」(国際航業株式会社) 

 

(２) 生育調査 

ア 施肥量 

     可変施肥区の施肥設定は目標現物施肥量 20kg/10a に 15%増加した 23kg/10a

を基本施肥量とした。 

可変施肥田植機により３列程目で自動計測される数値を基準値として使用

した。基準値に対して①作土の深い箇所を 30%(図１内の青色)、②肥沃度の高

い箇所を20%(緑色)、③肥沃度のやや高い箇所を10%(黄色)の割合で減肥した。 

慣行施肥区は目標現物施肥量 20kg/10a としたが、一部重複した箇所があっ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

               図１ 試験区の減肥状況 



 
 

 表１ 施肥結果 

  

※可変施肥区の施肥量は基準値の計測のために可変施肥が行われていない面

積を除いて算出した。 

   

イ 生育 

    期間中の生育調査結果は表２のとおりである。 

   

表２ 生育調査結果 

調査時期 項 目 可変施肥区 慣行施肥区 

植付後１か月 

草丈 31cm 32cm 

茎数 299 本/㎡ 179 本/㎡ 

単葉葉色 39.0（SPAD 値） 37.6（SPAD 値） 

幼穂形成期 

草丈 59cm 58cm 

茎数 564 本/㎡ 486 本/㎡ 

単葉葉色 37.4（SPAD 値） 40.3（SPAD 値） 

出穂期 単葉葉色 39.8（SPAD 値） 43.2（SPAD 値） 

出穂後 10日後頃 

稈長 89cm 91cm 

穂長 17.7cm 19.9cm 

穂数 454 本/㎡ 416 本/㎡ 

単葉葉色 35.6（SPAD 値） 39.0（SPAD 値） 

収穫期 倒伏程度 1.9 3.3 

 

ウ 収量 

 収穫調査結果は表３のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

可変施肥区 慣行施肥区 

施用 

月日 

資材名 施用量（kg/10a） 施用 

月日 

資材名 施用量（kg/10a） 

(N-P-K:%) 現物 N P K (N-P-K:%) 現物 N P K 

基

肥 
4/22 

スーパーらく

だ君 500 20.6 5.2 2.1 2.1 4/22 

スーパーらく

だ君 500 22.6 5.7 2.3 2.3 

25-10-10 25-10-10 

計 - - - 5.2 2.1 2.1 - - - 5.7 2.3 2.3 



 
 

表３ 収量調査結果 

調査時期 項 目 可変施肥区 慣行施肥区 

坪刈収量 

全重 1,521kg/10a 1,343kg/10a 

乾燥籾重 678kg/10a 662kg/10a 

粗玄米重 541kg/10a 537kg/10a 

実収量 粗玄米重 460kg/10a 504kg/10a 

収量構成要素 

穂数 454 本/㎡ 416 本/㎡ 

一穂籾数 73 粒/本 81 粒/本 

登熟歩合 84％ 75％ 

玄米千粒重 19.8g 19.9g 

 

エ ほ場内の生育差 

(ア) 人工衛星によるリモートセンシング 

可変施肥区、慣行施肥区を含むコシヒカリほ場 98 筆 248,785m2で実施した。 

ほ場の撮影は、当初収穫予定日(8 月 25 日頃)の約２週間前～１週間前である

8 月 12 日～18 日を計画していたが雲の影響のない画像が撮影できず、21 日ま

で延期したが同様に撮影できなかった。そのため、予備で撮影した８月９日の

画像を基に水稲タンパク含有率、水稲籾水分率の診断と診断マップの作成を依

頼した。なお、プロットは３m区画ごとであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ リモートセンシングによるタンパク含有率、水分率マップ 

 

(イ) 目視による確認 

8 月 22 日に地区ごとに倒伏程度、帯緑色籾歩合を目視で確認し、倒伏程度と

水稲タンパク含有率の診断マップ、帯緑色籾歩合と水稲籾水分率の診断マップ

の比較を行った。また 8 月 27 日に可変施肥区、慣行施肥区のほ場内の倒伏程

度を目視で確認した。 

倒伏程度と水稲タンパク含有率はおおむね一致したが、植付日が早いほ場で

は倒伏程度は高いがマップの色は低い結果となっていた。 



 
 

帯緑色籾歩合と水稲籾水分率もおおむね一致し、水分率の高低差は植付順に

おおむね一致した。 

 

オ 労働時間 

    田植時間及び収穫時間は、機械がほ場に進入を始めた時間からほ場を出た時

間までを計測した。 

  （ア） 田植 

   ａ 可変施肥区：38 分/30a 

   ｂ 慣行施肥区：45 分/30a 

   ※ 可変施肥田植機の作業速度は 1.38m/秒である。 

  （イ） 収穫 

   ａ 可変施肥区：1時間 19 分/30a 

   ｂ 慣行施肥区：1時間 14 分/30a 

     ※ 収穫はクボタの６条コンバインを使用し２台で作業を行ったが、可変施肥

区の収穫時に１台が故障したため、途中から１台で作業を行った。 

※ 作業時間は実稼働時間を算出している。 

 

  カ 収入（収量性）・生産費 

(ア) 実証体系にかかった経費 

可変施肥非対応機との価格差は約 100 万円。使用年数７年（耐用年数）   

と仮定すると、約 14 万円/年の経費増となる。 

人工衛星によるリモートセンシングは、解析１項目につき５万円/10km2 、

ほ場の GIS データの準備にかかる作業料は 1万円/時間である。 

ほ場の GIS データは自分で準備することも可能である。また、「天晴れ」は

営農管理ツール「アグリノート」(ウォーターセル株式会社)と提携しており、

「アグリノート」のほ場ポリゴンデータを使用して解析を申し込むこともで

きる。 

今回の実証では、98 筆 248,785 ㎡のほ場の GIS データの準備を依頼、かつ

２項目の解析を実施のため割引があり、解析料８万円/10km2、作業料２万円で

あった。これは 402 円/10a の経費増となる。 

   (イ) 収入 

     実収量は 44kg/10a 減である。240 円/kg とすると収入は 10,540 円/10a      

減であった。 

   (ウ) 生産費 

肥料は２kg/10a 削減された。これは使用肥料が 3,610 円/20kg であるので

肥料費 361 円/10a に相当する。 

労働時間は２分/10a 短縮された。これは時給を 2,100 円/時間(参照：「稲

作標準技術体系」)とすると 70 円/10a の労働費に相当する。 



 
 

これらにより生産費は 431 円/10a 削減された。 

(エ) 収益（費用対効果） 

  今回の実証試験結果では、可変施肥田植機を導入することにより収益は

10,109 円/10a の減となった。 

 

６ 考察     

（１）可変施肥田植機 

  ア 実用性 

     可変施肥区のほ場への施肥量は、慣行施肥区の目標現物施肥量とほぼ同

程度であったが、可変施肥区ではほ場のムラに合わせて施肥を行えた。こ

れによりほ場内の生育ムラが緩和された。また、慣行施肥区に比べ、倒伏

程度が軽減された。しかし今回の倒伏程度であれば、慣行施肥区も可変施

肥区と同様に収穫可能であったため、田植時間、収穫時間等の作業時間は

ほぼ同程度の結果となった。 

実収量は慣行施肥区に比べ 44kg/10a 減少した。これは可変施肥区の作

土深が基準に比べて深いと判断され、施肥量が 30%減肥となった箇所が多

く、全体の施肥量が慣行施肥区の約１割減となったためと考えられる。 

基準値の測定は①変形田②(通常の自動測定を行う３行程目をとる頃に

田植が終わる)小さいほ場③ (３行程目の肥沃土や作土深がほ場平均と大き

く異なる可能性が高い) 合筆したほ場などの場合は、ななめに空走りし、

手動で基準値の測定を行う。今回は通常の自動で計測した基準値を使用し

たが、結果から３行程目の肥沃土や作土深がほ場平均と大きく異なった可

能性が高いため、ムラの程度が不明なほ場の場合も手動で基準値の測定を

行う必要があると考えられる。 

施肥量については、他地域で実施した平成 30 年度現地課題調査の結果

をもとに基準施肥量を目標施肥量の 15％増としたところ、全体の施肥量は

目標施肥量とほぼ同等となった。 

   

イ 費用対効果 

収量が減少したため収益は 10,109 円/10a 減となった。 

収量が同等であったと仮定した場合、生産費が 431 円/10a 削減されたの

で、機械の減価償却費増加分 14 万円/年のコストと釣り合うのは、32.5ha

となる。 

 

ウ 普及性 

  今回の実証試験では倒伏程度の軽減は確認されたが、収量が減少したた

め費用対効果が得られなかった。導入には安定して収量が確保される必要

があり普及性に関しては検討が必要である。 



 
 

 （２）人工衛星によるリモートセンシング 

  ア 実用性 

    水稲タンパク含有率、水稲籾水分率ともに、目視と大きな差異は無かっ

た。 

水稲タンパク含有率は、他の機械と併せて使うことで、ほ場ムラの解消に   

つながる可能性があり、使用について今後検討したい。   

水稲籾水分率は、計測することで収穫期の収穫順について判断を行うこと  

ができた。また、複数いるオペレーター同士の認識の統一が行えた。 

一方、ほ場内でのグラデーションが大きく判断に迷うほ場もあったため、

診断マップの表示は 3m プロットではなくほ場ごとに色分けがされると有用

性が高くなるのではないかと感じた。また、水分率の高低差に加え、収穫適

期の予想日がほ場ごとに示されるようになると、さらに利便性が高いと感じ

た。 

今回は田植日が近いコシヒカリ 1品種で行ったが、複数の品種を行う場合

や田植日が幅広い場合は再度検討が必要である。 

撮影日について、当初撮影を予定していた日程は曇の日が多くなかなか撮

影ができなかった。県内の８月の天気は不安定な日が多いため、撮影日の設

定は検討が必要である。 

 

イ 費用対効果 

  402 円/10a の経費増となった。これは収量が 450kg/10a とすると価格に

54 円/60kg 上乗せできれば、もしくは時給を 2,100 円/時間とすると 11.5

分/10a の労働費が削減できれば投資とコストが釣り合う。 

 

 ウ 普及性 

402 円/10a の経費増となるが、適正な収穫適期の判断と収穫により、乾

燥時間の短縮や燃料コストの削減が見込めるため、普及性は高いと考えら

れる。 

単価が 10km2単位であるため、複数組織での利用を検討したい。 


