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農業データ基礎１ 

我が国の農業をとりまく状況１ 

1.1 はじめに 

我が国の農業生産者数は、高齢化に伴い年々大きく減少の一途を辿っている。農林水産省は、２０３０

年には２０１０年の３６％である５８万人まで落ち込むほか、平均年齢も７１．７歳と高齢化が極限にま

で進行すると見通している（「世界農業センサス 総合分析報告書」 ２０１０年) 。しかしながらその反

面、広大な農地を使い、大規模に生産を行う農業法人は急増を続けている。今後もこの傾向は変わらず、

耕作放棄地を活用してさらに増加していく見通しである。 

要するに、いままで経験と勘で行われて来た農業に限界が訪れると同時に、未曽有の課題が多く農業生

産者に降りかかっている。これを受けて人工知能（以後ＡＩ）やＩｏＴを活用した農業が各種メディア等

でも頻繁に取り上げられるようになった。言葉としては、精密農業、ＩＴ農業、ＡＩ農業、アグリテック、

スマートアグリ、スマート農業等などと表現される次世代農業手法（以後スマート農業）が必須になる。

それに加えて「スマート農業」の実践には、それを使う農業生産者やそれを取り巻く全ての関係者及び環

境、体制が変わって行かなければ、日本における農業イノベーションは起きない。 

政府も高い技術力の継承や生産物の高付加価値化、さらには大量生産といった場面で「スマート農業」

の実践により、「ジャパンブランド」を維持向上させ輸出増加につなげる取組に本腰を入れ始めている。 

矢野経済研究所(２０１８年１１月６日発表)によると「スマート農業」の国内市場規模は、２０１７年

度は１２８億９，０００万円に到達、２０２４年度には３８７億円に達すると予想している。 

しかしながら「スマート農業」という言葉を聞いて疑問に感じる方がまだ多いかもしれない。 

自然相手の農業にＩＣＴをどのように活用するのか、と。例えばパソコンで農作業日誌をつけて次年度以

降の作業計画の参考にしたり、収穫量（単収：１０ａ当たりの収穫量）を記録したりして、生産計画に生

かすというような地道な取組も、立派な「スマート農業」として位置付けることができる。こういった個々

の取組が進むことによって、「農業ビッグデータ」につながり、それまで経験と勘に頼らざるを得なかっ

た農業の匠の能力をＡＩの駆使により、科学的に数値化することができる。そうなれば多くの「スマート

農業」での利用シーンが確立され、「一か八か」の農業から脱却し、様々なイノベーションが生まれるこ

とは間違いない。これまでも「スマート農業」のブームは何度かやって来ているが恐らく今回の波が一番

大きく、長く続いている。その理由はクラウド環境が当たり前になり、農業現場においても比較的安価に
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ソリューションを導入しやすくなった事、また日本の課題の解決が喫緊に対処しないとならないフェーズ

に入った事が重なったためである。この１０年で「農業データ」の蓄積が随所で行われ、「農業ビッグデ

ータ」が作られて来た。次は「農業データ」を価値のあるものにするというフェーズに入って来ている。

また主幹産業が農業である地方自治体においても地方創生のツールとして「スマート農業」は重要なポジ

ションを占めている。その影響もあり、新たにその業界に参入する企業も増加している。同時に様々なサ

ービスやソリューションが生まれているが、農業生産者の要望や値ごろ感に適切にマッチングされておら

ず、当初の期待通りには進んでいないのが実情である。 

 

 

 

1.2 社会的背景 

日本の高度成長期を支えてきた労働者の胃袋を満たしてきた農業生産者は年々高齢化をたどり、現時点

では６５歳以上の従事者が６８％を超える状況にまで来ている。高度成長期では、電機メーカーやＩＴ企

業が急成長し、その過程で給料もウナギ上りで上昇した時代があった。そして猫も杓子も大学を卒業し、

ＳＥ等の職業に憧れ大手企業に入社をして来た。この時代を経た結果、苦労が多い割には収入が低いとレ

ッテルを貼られた農林水産業の魅力は失せ、自ら志望して就農するような人材を探すのは難しい状況にな

ってしまった。しかしながらバブル崩壊後、年功序列型の給与体系を維持できる企業は減り、目標管理制

度を活用した成果に応じた給与体系に切り替えた。こうなると大手企業に入って歯車となって部品の一部

として働く事への魅力は減り、農業に魅力を感じる会社員は増加して来ている。しかしながら、地域なが

らの古いしきたりや市況という値段決めの自由度の無い中では、まだまだ生業として皆が選択してくれる

レベルには到達していない。 

現在、農業に従事されている方は、大きく兼業農業生産者と専業農業生産者に分けられる。補助金の対

応の場面において「兼業農業生産者に補助金が流れている。必要が無いのでは無いか？」と疑問視され、

非難される事が多いが、この兼業農業生産者も大きく二種類に分ける事ができる。一つは、会社員として
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働き、休日に農業をするタイプと、農業が主体だがそれだけでは食べて行けず他の仕事をしているタイプ

である。ほとんどの人は兼業農業生産者とは前者を想像するが、農業が軌道にのり専業で生活が成り立つ

ようになれば後者は減る。実質的に後者の兼業農業生産者の方が多くの課題を持っており、救済が必要な

方々でもある。従って兼業農業生産者というひとくくりにして、「他の仕事があるから補助金なんていら

ないのでは？」とされ、補助金が見直された場合、後者の専業で農業をしたい方に影響が出てしまう。 

日本の農業のポテンシャルも世論で騒がれているほど悲観するものでは無い。統計手法にもよるが事業

収入５,０００万円以上の農業経営体は全体の１～２％であり、その階層の経営体の生産シェアは全体の約

３０％ほどである。我が国の農業生産の３分の１をわずか１～２％の農業生産者が担っている。この階層

の農業生産者が増える事で生産量が大きく伸びて行く。日本の食料の自給率については、カロリーベース

で約４０％前後であり、政府としては少しでも高くしたいという意向にも関わらず、一向に改善しない。

これはそもそも本自給率の算出方法がカロリーベースである事が一つの要因でもある。カロリーの低い野

菜や果物の生産農業生産者が努力をしてクオリティの向上や多収穫を目指してもこの自給率の向上にはあ

まり貢献をしない。実は、この“カロリーベース”の自給率は国際的に標準的なものではない。採用して

いるのも日本のほかは韓国や台湾など一部に過ぎず、現在、国際的に主流となっているのは生産額をベー

スにした食料自給率だ。ちなみに生産額ベースで日本は７０％という高い数値を示している。 

 

1.3 異業種参入・６次産業化の実態 

長年、日本の農業政策は「日本の農業生産者を守る」という観点から政策を立案・実施して来た。しか

しながら今までの政策は「守備」である事が多く「攻撃」の方向性やマイルストーンやゴールの設定につ

いて明示を避けてきた。「日本の農業生産者を守る」観点で進めて来たために、全体に最適な施策が打た

れて来たとは言い難く「日本の農業を持続可能にする」ための最適解を選択して来たわけではない。その

代表的なものが減反政策であり、多く生産すると価格が下がってしまうという理由などから、政府が生産

量をセーブしたのである(生産調整)。この政策により、異業種参入や輸出などの障壁になるとして、５０

年近く続けられて来た時代錯誤の本制度は２０１８年に廃止された。このように今までの政策は農業生産

者を守ろうと、異業種からの参入障壁をあえて厳しくする方向に進んでいたが、２００９年の農地法の改

正を皮切りに、農業への企業参入がしやすい方向に規制緩和が進んで来ている。これら政府の規制緩和の

施策により、近年では各種の異業種から農業に参入する企業が増えている。異業種が参入を決定する主な

理由は「現業がシュリンクした結果、事業撤退や製造拠点の縮小に追い込まれ、その結果、生まれた空い

たスペースと空いたリソース（人材や機械など）を有効理由したい。」であり、昨今は日本全国で多く発

生している。スペースやリソースを有効活用しようとオアシス（新しいビジネスの柱）を求め参画を決め
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るシーンが多い。  

 まず異業種参入した企業が驚くのは、今現在においてもマニュアルという物がほとんど存在しない農業

の実情である。異業種の世界では、基本的にマニュアルがあり、それに従って作業することで新人でもそ

れなりの作業ができ、ある程度の完成度が得られるというのが当たり前だからである。結果的に、異業種

参入企業は一から試行錯誤を始める事になる。また電気メーカーではモノづくりに注力するあまり売り先

（販路）を確保する事を疎かにしてしまう。農業の場合、大げさではなく「販路確保」が第一優先となる。

また現業を主体に考えるあげく、エース社員を現業に残すという判断になりやすい。結果的に、様々な未

曽有の課題をぶつけられた従業員はいずれ疲弊して精神を病む事になったり、退職してしまったりするの

だ。経営陣にプロデュース能力を保持した優秀な人材を配置し、農作業をしていただくパートタイム人材

を地場で採用し、本社とは違う給料体制でまずは望む必要がある。また生産する生産物も、市況に影響さ

れないように契約栽培を選び、機能性などに特化して付加価値を付け、高く売れる品目を選定するのが良

い。ただし珍しさを追求し過ぎてしまうのも良い選択とは言えず、直ぐに需要がある物に取組むのが良い。 

農業生産物の生産だけでは無く、食品加工もする事で付加価値を付け収益を増やそうと、６次産業化に

取り組まれている農業生産者もいる。しかしながら取り組んだ総数に対し、成功と呼べる事例はごくわず

かである。うまく行かない理由は、様々ではあるが農林水産省の定義する６次産業化は農業生産者自らが

新たに食品加工機械などを購入し、自ら商品を作ることであり、補助金を得てそれらを購入し稼働が始ま

っても、マーケティングによる販路確保、ブランディング、安定供給、クオリティの安定化など様々な課

題が発生し、失敗をしながら学ばなければならない事も多い。従って６次産業化を始めるという事は旧来

の農業生産者ではなく、経営者としての感覚を新たに持ち合わさなければ、成功は難しいというのが実情

である。例えば、「小麦農業生産者がパン屋を経営する」といった事例では、農業生産者がある日突然パ

ン屋を片手間でやっても専業でパン屋をしている方々にクオリティや供給の安定化の面で勝てるパンはそ

う簡単には作れない。これを地域ぐるみで実現する手法についても人によっては６次産業化と表現する方

もいるが、政府の表現を使うとこちらは「農商工連携」となる。ある地域の農業生産者が作った小麦を近

隣のパン屋が活用し、おいしいパンを作るというのがこちらの事例になる。それぞれのプレイヤーが

WIN-WINとなる構図が描きやすいので「農商工連携」の方が成功に近しい。このように食・農の関係者が

「農業データ」の利活用により、有機的につながることは将来的に大きな価値を生む。 

 

 

 



5 

 

1.4 輸出拡大 

日本食は、「ヘルシーで美しくて美味しい」という理由で世界各国においてブームになっている、その

結果、海外において日本食レストランも爆発的に増加の一途をたどっている。それに加えて日本の食料品

の輸出は現在６,５００億円程度、２０１５年の時点では４,５００億円であったので、ここ数年で急増し

ている。もともと日本の生産物の海外需要（特にアジア）は充分にあったが、２０１３年６月１４日 の日

本再興戦略の閣議決定などにより国策として取組み始めた。その結果、多くの規制緩和がなされ、震災後

の風評被害もはねのけて増加の一途をたどっている。震災における福島の原発事故による風評被害を受け、

国内需要は大幅な打撃を受けたにもかかわらず、食品関連の輸出額が過去に無い伸びを示している。年々

右片上がりに増えている日本の食品の輸出総額は、２０２０年までに１兆円という目標を立てていたが、

そこまで待たずに達成するとされている。前述した事業収入５,０００万円以上の、現在全体の１～２％の

農業経営体が今後増加すれば、さらに輸出額を増やす事ができる。過剰になり生産調整されていた農業生

産物を今後人口が大幅に増加する事により需要が増大する海外に出していく。 

その結果、達成時期を未来投資戦略 2017－Society 5.0 の実現に向けた改革－(２０１７年６月９日)に

て２０１９年に前倒しとして計画を見直した。前倒しで達成するという事は政府目標としてはかなり珍し

い。 

高クオリティ・高付加価値で高価な農業生産物は、海外(特に富裕層の人口が日本の総人口程度存在して

いると言われている中国など)の富裕層に流れ、日本国民の大多数は海外からの輸入食材と大量生産にて生

まれた安価な農業生産物を購入することになる。同時に国内農業企業は海外に生産拠点を設けるといった

方向になって行く。結果的に食・農業の農林水産業の世界でも空洞化が起こる可能性は大いに秘めている。

これは日本経済が停滞しており、国民の節約手法の第一に食費があげられ、安心・安全よりも販売価格が

消費者の選択の重要なファクターになっているという理由からでもある。 

 

1.5 アメリカ合衆国のＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）離脱 

２０１６年に合意したＴＰＰで、加盟国の中で最大であるアメリカ合衆国のドナルド・ジョン・トラン

プ大統領が離脱する事を決めたのは比較的記憶に新しい。大部分の農業生産者の方は「アメリカが離脱を

してくれてひとまず安心だ」と思われているかもしれない。しかしながら日本とアメリカだけの二国間協

議になることで、無理難題を言い渡されても否定してくれる諸外国の仲間がいないことになる。戦後数十

年のアメリカとのやり取りを見ていてもアメリカの「言いなり」と思われる節が多い政策の方向性が強く、

今後の動向に注意が必要である。要するにアメリカ合衆国のＴＰＰ離脱により、今後アメリカとの自由貿
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易となれば安価な食料品の輸入が急増する可能性は全く排除されていない。また、この輸入農業生産物は、

抜き取り検査とはいえ、残留農薬なども含め、輸出国での輸出前措置、日本での輸入検査が精緻に行われ

ている。そのため、一般的に「国産より劣る」とイメージがついてしまっている海外産の農業生産物も安

心・安全が確保され、しかも安価な農業生産物がアメリカからどんどん入って来る時代がやって来る可能

性がある。もはや、「安心・安全」は国産だけではなく、グローバルで担保されることが当たり前の時代

に突入して来ている。結果的に国産の農業生産物の出荷価格に大きな打撃を与えるのは間違いない。従っ

て日本の次世代農業人(以後スマートファーマー：生産だけでなく経営やＩＣＴおよびデータ分析スキルを

持った農業生産者)は、国内間だけでなく海外、特にアメリカを意識した営農を余儀なくされる。本件につ

いて、国内で最先端を突っ走る農業生産者は、既に蓄積した「農業データ」を活用して、自分の組織の状

況を少しでも改善し、効率化や高付加価値化によるさらなる収益確保に努めている。上記についても十分

に意識をされており、試行錯誤や創意工夫を通して得た自信から、ほとんどの方が「自分達は、アメリカ

との自由貿易という事態になったとしても絶対に生き残れる」「アメリカの農業生産物にうちの農業生産

物が負けるわけない」と自信を持って、営農に取り組まれている。  

スマートファーマーにはこれだけはでなく、多くの共通点が存在している。まずは、既に海外に農業生

産物を輸出することを意識して各種準備を開始していること。その中には輸出では飽き足らず、海外に農

業生産の拠点を持つ事を意識されている方もいる。また、自身の農場で収穫した農業生産物を活用した６

次産業化への取組や、ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ(Good Agricultural Practice:欧州で確立された認証制度)

以後【ＧＡＰ】）や地理的表示保護制度（ＧＩ）（2015.6施行）の取得、ＨＡＣＣＰ（ハサップ、食品安

全管理規格）、ＪＡＳ（日本農林規格）制度、機能性表示食品（2015.4施行）への登録、など自分の生産

物のプレゼンスを少しでも向上させるための各種活動についても前向きに取り組んでいること。この２点

の他に、ＩＣＴへの積極的な取組を含めると計３点の共通点があると言える。なお、ＴＰＰは、現在アメ

リカを除いた１１か国で協定が発効された(2018年 12月 30日)。従って「日本産は安心・安全だ」という

思い込みだけでは無く、「日本産」ならではのクオリティや生産方法を先端技術により、明文化すること

が早急に求められている。 

 

1.6 ＧＡＰ（Good Agricultural Practice:農業生産工程管理）認証取得拡大 

自民党・小泉進次郎農林部前会長もメディアなどを通して認証取得をアピールされているＧＬＯＢＡＬ 

ＧＡＰについて考えてみよう。政府が懸命にＧＡＰ認証取得を農林水産業者に促しているのは、２０２０

年に開催される東京オリンピックにおいて海外の選手や各種サポートスタッフに提供する農業生産物の条

件としてＧＡＰ認証取得農場からの出荷品である事が過去の開催国の状況から要求されると容易に推測し
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ているからだ。 

 しかしながら、現時点においてＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰやＡＳＩＡ ＧＡＰ(旧 JＧＡＰアドバンス)とい

ったオリンピックの規格相当の認証を得る事ができているのは、これら取組(５Ｓ活動)をしている組織の

中でおいてもたった２％であると言われている。この状況下において、「日本一のＧＡＰ取得県を目指す」

と宣言したのが福島県の内堀雅雄知事である。現時点においても続いている東日本大震災によって発生し

た原発事故を原因とする風評被害を払拭したいという思いからであることは十分に理解できる。 

 ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰの取得について、農業生産者にインタビューを行うと、「オリンピックといった

一過性のイベントのために高額の費用をかけて認証を取るという選択はできない。」と言われてしまう事

が多いのが実情である。しかしながら、オリンピック開催や企業の輸出戦略に関係無く、ＧＡＰの取得は

スマートファーマーには必要な事である。ＧＡＰはＩＴ業界における国際標準化機構が策定した国際規格

ＩＳО(International Organization for Standardization)の農業版だと理解いただければよい。農業生

産者はＧＡＰ認証を取得するために様々な体裁を整えていかなければならないが、この準備を進めて行く

事で、昔ながらの５Ｓと言われる「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」が農業生産者の意識が植

え付けられると共に、それが習慣になる。同時に他業種のようにその組織としての従業員の個々の役割や

業務フローと言った事を事細かに決めて行く必要が出て来るのである。従って他業種のように役割や業務

フローを明確化し、組織としてのルールを一つ一つ作り上げて行くことが前提になる。従って自分達の農

業生産におけるマニュアルとして明文化するが求められる事により、従業員や関係者皆でそれらを見直す

きっかけになるのである。その結果、従業員個々に自分の担当業務に対する責任感が芽生え、業務間連携

のモチベーションのさらなる向上につながるのである。 

イオンやセブン＆アイなどの流通企業もこぞってＧＡＰの取得を謳っている。これは流通業として、特

別栽培や有機栽培の次の付加価値になるターゲットとして目を付けているという理由からだと想定される。

特にイオンでは【イオン持続可能な調達方針・２０２０年目標】として、プライベートブランドは、ＧＦ

ＳＩ（Global Food Safety Initiative）ベースの適正農業規範（ＧＡＰ）管理の１００％実施をめざすと

している。こうなると農業生産者も「自分は輸出もオリンピックも関係無いのでＧＡＰなんて取得する必

要は無い」と高を括っていられなくなるのである。従って、オリンピック開催に関わらず、スマートファ

ーマーには単なるレッテルとしてでは無く、自主的・積極的にＧＡＰ取得に取り組んでいかなければなら

ない。 
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1.7 これからの農業協同組合との関わり 

農業協同組合の職員でも「スマート農業」に取組み、農業イノベーションを起こそうとして全力疾走し

ている方々がいる。その方々を中心として、「農業データ」を活用し、どうにか現状を打開しようと農家

と一体になり試行錯誤している。 

 特に九州の農業協同組合は農業王国である九州での生き残りをかけて近隣農業協同組合同士が切磋琢磨

している。そのため、全国各地の農業協同組合から、イノベーションモデルを作り、組合員として各種支

援を受けて行く方が成功する、明らかな近道である事例が出ている。  
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農業データ基礎２ 

我が国の農業をとりまく状況２ 

2.1 安心・安全とは 

世論では、国民のほとんどが「食の安心・安全」に興味があるとアンケート結果などから謳われている

が、「興味が無い」と回答する人の想定は難しく、この結果は信憑性に欠ける。「食の安心に関する消費

者アンケート調査」によると「残留農薬基準が守られていれば人体には影響が無いと思う」という回答が

６１％である。過去にある生産物の直売所で消費者に農業生産者から運ばれてくる生産物全てに「散布農

薬リストを掲示する」というトライアルを行った。その結果、掲示前よりも売り上げが減少した。これは

消費者が、普通（慣行栽培）の野菜や果物に「こんなに多くの農薬が散布されているのか？！」と驚いた

結果によるものだ。この事例から、一般の消費者は生産現場の状況やその意味についてまだまだ多くのこ

とを知らされていないのは明白である。 

現在は「モノ消費からコト消費の時代」と言われ、製造業だけに限らず、小売・サービス業など幅広い

業界でここ数年よく使われている。要するに、人々の関心は「モノ」の所有欲を満たすことから、経験や

体験、思い出、人間関係、サービスなどの「目に見えない価値」である「コト」に移行してきているとい

うものである。これは農業においても同じことが言え、「目に見えない価値ということを考えていかなけ

ればならない。「一生懸命に美味しい生産物を作っていればいつか儲かるに違いない」という思いではい

つまでも儲かることはない。 

 

2.2 メイド・バイ・ジャパニーズ(Ｍａｄｅ ｂｙ Ｊａｐａｎｅｓｅ)と日式農法 

「日本の食材は、安心・安全」と各方面で表現されている。しかしながら「日本で作っているから安心・

安全だ」という「イメージ」だけでは、海外から入ってくる激安生産物に勝つことは難しい。要するに、

中国産に安全性に問題のある食品が多数存在した事実が、国産の安全性を保証するものではないことは当

然であるが、日本では信仰にも似た国産への傾倒が顕著である。これはマスコミによる過剰な報道や日本

人独自の特性が関係していると考えられている。しかも、その根拠は必ずしも明確ではない。国内産の食

品も、生産段階及び小売段階で安全性を損なう危険性が多分にある。また、過去にも多くの事故や事件が

発覚している。生産段階では、農業生産者による無許可農薬の使用や、農薬の規制回数をオーバーすると

いった事象が発生する。小売段階では、要冷商品の非冷販売や偽装表示などが行われる危険性もある。 
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海外から見た日本の農業生産物が安心・安全と謳われているのは、日本の国土で作られているからでは

なく、日本人が真面目に試行錯誤や創意工夫を厭わず、繊細で最高の物を作るという気質に価値を感じて

くれているのである。この日本人の農業生産物の作り方を「日式農法」として確立できれば、世界中どこ

でも日本の農業生産物と同じような生産が可能となり、市場で高いプライオリティで扱われるようになる。

農業者の世界ランキングを今後つけるようになった暁には、日本の農業生産者が上位のほとんどを占める

事が期待できる。 

国策としても、今更ながらではあるが、「ジャパンブランド」を維持・発展させるために、日本人が作

る、安心・安全な生産物の生産方法をマニュアル化する事により、「日式農法」として我が国ならではの

生産方法を確立し、「ジャパンブランド」の農業生産物と一緒に輸出していくことを目指している。 

 

2.3 農業における規模の経済 

農業法人は年々増加し、その耕作面積も大規模化しているが、日本の農業の大規模化の状況は欧米のも

のとは大きく違っている。1ヘクタール未満の小さな田畑(以後圃場)をたくさん所持しているというのが

日本の大規模農業の実情なのである。このように、小さな圃場を多く所持している事で多くの無駄が発生

している。例えば農業機械も事務所からトラックに乗せて運ぶが、１つの圃場の作業が終わるとまたトラ

ックに乗せて移動させる必要が出て来る。さらにはトラックへ乗せたり、降ろしたりする作業は、危険で

あり、1人では無く複数人が関わるなど人的リソースも多く必要となる。 

 また、多くの圃場が点在しているために、作業する方が間違って他人の圃場に入り各種作業をしてしま

うという事例も発生している。その結果、その農業生産物に被害が発生した場合のリスクも考えなければ

ならない。最悪の事例としては、有機農場に農薬を散布してしまうといった事もあり得る。このように日

本の大規模農業生産者は、大規模になる事で家族経営の農業では起こりえない未曽有の問題に直面してい

る。その結果、歩留まりは低下し、意外だが、大規模農業生産組織の１０アールあたりの収穫量は、人的

リソース不足や優先順位の判断ミスなどにより、家族経営の小規模農業生産者を下回る傾向にある。 

規模の経済の相関を見ようと、圃場の広さと作業時間の関係を 10アール当たりで比較したところ、相関

が全く見られなかったという結果になった。土壌がぬかるんでいて農業機械がスタックしたり、雑草を放

置し過ぎて除草に大幅な時間が掛かってしまったりなど理由は様々である。同時に作業される方個々のス

キルも明白になっていないため、苦手な作業を継続して担うことによりかさんでしまうという事も考えら

れる。従って大規模化による規模の経済がほとんど働かないのである。これらを解決するには自動で動く
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ロボット農業機械が必要になり、しかもそのロボット農業機械たちがナンバーなどを必要せず公道を走れ

るようになれば利便性は向上する。 

 

2.4 農業生産者を取り巻くプレイヤー 

農業生産者の情報伝達は、現時点でもアナログであり情報の集約化が進んでいない。農業生産者を取り

巻くプレイヤーは多く、そのほとんどの情報伝達が未だに口頭や電話やファックスなどアナログで行われ

ている。農業協同組合や、イオンやセブン&アイなどの流通企業に加えて、種苗メーカー、資材メーカー、

農業機械メーカーなどと様々なやりとりをしているが、このほとんどがアナログでの情報交換であると共

に、その情報が殆んど蓄積されていない。唯一、流通企業とのやりとりの上で、農薬の散布回数などの情

報を伝える所で一部ＩＴが導入されているところはある。これら情報が蓄積され「農業ビッグデータ」と

なり、関係者間でお互いに利用、分析が可能になれば多くのイノベーションが生まれるのは間違い無い。 

種苗メーカーを例にすると、現時点で種苗の情報は顧客である農業生産者の所に種苗が渡った後の播種時

期、育苗、水やり、温度管理、農薬や肥料散布などの各種情報を得ることは不可能である。もちろん口頭

などでのやりとりは多少あるが、基本的に種苗メーカーは自社の実験室や自社実験圃場での情報を頼りに

品種改良の過程での各種実験を行い、製品化している。これが日本全国に展開され、その個々のデータが

取得できるようになれば、日本国内のどの地域で生産するのがベストな作物なのか分析する事が可能にな

る。これが次の品種改良に役立つデータとなるのは間違い無い。これは、農業機械メーカーや、資材メー

カーにも同じことが言える。                 

生産者
消費者

農協：
営農指導員

県：普及指導員

食品加工、外食：
フィールドマン

種苗メーカー・資材メーカー
・農機メーカー

流通・
外食

銀行・保険

バイヤー

農業生産者の情報伝達 
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農業は土地や環境がその場所で大きく違っており、農業機械や資材の使われ方にも大きな違いがある。

その違いには目を向けず標準仕様として全国展開するのが全て正しいとは限らず、地域限定ではあるが多

く使われるソリューションを作って行くのも重要だ。 

 

2.5 比較されるオランダ農業 

オランダは日本の九州地方同等の面積でありながら、「フードバレー」の取組や最先端技術を使った次

世代施設園芸に成功し、農業生産物輸出額がアメリカに次いで世界第２位に位置する国として、日本でも

多くの人に知られている国である。昨今、このオランダを日本政府の総理大臣も含めた多くの閣僚や著名

人が訪問、取材を行い「これからは日本もオランダを見ならわなければならない」とコメントされるシー

ンをよく見る。このように現時点で「追いつけ追い越せ」の風土で進んではいるが、本当にオランダを参

考とすることが日本の目指す農業の正しい姿になるとは限らない。確かにテクノロジーの面では大いに参

考になるのは想定できるが、それだけではオランダのようにはなれないし、日本がオランダの農業を実践

しても生産者や消費者も含めた国内の食・農業に関するステークホルダーがハッピーになるとは限らない。 

その理由は、輸出量にばかり目が行き、輸入量についてはあまり語られていないという事による。オラ

ンダは輸出量とほぼ同等の食料品を近隣諸国から輸入しているのが統計データから読み取れる。要するに、

オランダは国策でトマト、パプリカ、花卉等に特化し、残りの生産物については全て輸入する事に国策で

徹したのである(オランダ型輸出農業)。これは陸続きに隣国があるオランダだからこそ実現できる施策で

あり、一部の大規模農業生産者を拡大させる政策を取れた国家の決断によるものである。その事実にはほ

とんど触れずに、すぐにオランダを見習って追いつけ、追い越せといったメディア主導の議論がなされて
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いるが、島国である日本においても、オランダと同じ手法で進めて行くのは危険であり、現在の日本の政

策スタンスでは実現不可能である。なお、今後も同じ路線で、オランダを真似して「安価な農業生産物を

大量生産する農業に特化する」という政策が推し進められ、その方向に進むのであれば、日本のブランド

を支えている精緻な農業生産による安心・安全で高クオリティ・高付加価値という大きなアドバンテージ

を自ら捨てる事になりかねない。 

 

１９９６年には、グリーナリー（The Greenery）のような、９つの卸売市場と数社の輸出入業者が統合・

合併した「協同組合・会社（持ち株会社）組織」が誕生した。以降、オランダの多くの生産者は、これら

の新しい組織に参画していった。 

現在は、１、０００名を超える生産者からなるオランダ国内最大の生産者組織であるグリーナリーは、

旧来の卸売市場を運営していた協同組合が、ＥＵにおける需要の急速な変化に対応するため、さらには、

大手スーパーマーケットの急速な発展に市場力が低下し、卸売業者に対するマーケティング機能と物流機

能を強化していく中で、国際競争の中において価格を維持するために設立された。高品質な製品と付加価

値サービス(パッケージングなど)を提供し、流通等の拡張機能を有することで、サプライチェーンや小売

販売業側と強力な関係を構築するために生まれたのである。 

 

2.6 少量多品種生産 

日本が目指すべき農業は、小規模多品種農業だと考えている。高クオリティな作物を小さなエリアで多

くの品目＆品種で作るという事である。もちろんファーストフードやファミレスなど外食チェーンや給食

など製造コストが決められており、少しでも安い農業生産物を求め各企業のバイヤー的な存在が奔走して

いると聞く。低価格向けの食材としての大規模生産を国内で行うこと自体は、なんら問題は無いが、先端

を走っているオランダや韓国と比較して、日本ならではの特色を出すのは非常に困難となる。こうして作

られた高クオリティな農産物は海外へ輸出されて行く。イメージとしては、トマトの農業生産者はトマト

問屋になり、いろいろなトマトを品揃えして 、欲しいトマトがあればまずはそこの門を叩けば良いと思っ

てもらう事を付加価値にするということだ。 
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2.7 イノベーター不足 

農業は体力だけでなく五感をフルに活用し、環境、市況、需要供給、各種リソース(ヒト、モノ、カネ)

など様々なパラメーター(経営者が判断をするための各種要素)を元に瞬時で判断を求められる職業であり、

相当の努力と経験を要し、習得には長い年月を要してしまう。農業法人の代表者などによると、大規模に

なればなるほど人材の採用においても、何段階ものハードルがあると言う。例えば、募集をかければ応募

してくる若者は沢山いるが、将来の自分の右腕として期待できる人材は皆無だと聞く。他業種でもなんら

かの理由により通用しなかった若者が「自分の好きなタイミングで仕事ができる農業であれば、俺にもで

きるだろう。」と甘い考えで新規の就農を希望されている人材が多いのが実情だ。その甘い考えで入社さ

れても「こんなに大変な仕事だと思わなかった」と想定していた農業とのギャップを感じて短期間で辞め

てしまうのである。また高齢の農業生産者は、「自分が壊れるか農業機械が壊れるタイミングが自分が永

年営んできた農業を辞める時期になると思う。」と仰る方が非常に多く、早期に日本の農業の匠の技術を

農業データの活用によって後継の方々に簡単に伝授・継承伝できる手段の確立が急がれる。 
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農業データ基礎３ 

スマート農業ケース１ 

3.1 「スマート農業」の夜明け 

本章から、実際の農業生産の工程における「農業データ」蓄積について学ぶ。モデルとしたのは、宮崎

県都城市で農業法人を営んでいる有限会社新福青果（設立：１９８７年６月（１９９５年農業生産法人））

の新福秀秋代表取締役社長(当時)で、年間の栽培規模で約３５０ヘクタールの土地を活用し、７０名弱の

従業員を雇って農業を営んでいる。 

もともと民間企業に勤めていた新福社長は、親の農業を継ぎ農業生産者になられた。従って民間企業の

感覚を持ち合わせており、就農当初から効率的に農業ができないかと試行錯誤や創意工夫を繰り返してい

た。日本全国的に見ても「農業データ」の利活用による様々なトライアルに一早く取り組まれた第一人者

である。 

最初は、他業界同様に「今現在どんなことでお困りですか？」と課題をヒアリングすることから始める

ことになるが、最先端のＩＣＴで何ができるかについて不明な農業生産者に意見を求めても、真の答えは

得られない。逆も同じであり、農業のことを知らないＩＣＴ企業が、農業生産者の本当に必要としている

機能について想定しても机上の空論となり、正確な答えには到達できない。結果的に農業生産者から無理

やり抽出した要望とＩＣＴ企業の想定で制作した様々なプロトタイプについてトライアルをするが、現場

の農業生産者に今ひとつフィットしないという状況が多々発生してしまう。このアンマッチの原因は、長

年ＩＣＴ企業が先方の情報システム部門に指示された仕様通りに作るのが正しい姿だと信じて業務を遂行

してきたためである。 

 

3.2 農業現場の課題解決には「よそ者、若者、馬鹿者」が必要 

異業種の会社員が播種、育苗、施肥、定植、補植、除草、散布、追肥、収穫など一連の作業を何度に渡

り経験すると、回数をこなすことにより余裕が出て、視野が広がってくる。そうなると異業種でコスト削

減や効率化に日々取組み、刷り込まれてきた経験から、“何か一つ作業を行うにしても、こうしたら早く

終わるのでは無いか？”と自然に試行錯誤が始まる。たとえば、“収穫する際にどちら側サイドから収穫

を始めれば後で荷を積みやすいのか“とか、”ゴミが出る場面などではどこに集めれば後片付けが早く終
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わるか“また作業するメンバーの得手不得手も見えてくるので”役割分担する“といったことである。新

福青果の従業員は皆若く、これら改善提案を受け入れることができやすい組織であった。従って、快く様々

なトライアルを実施でき、効果があれば次回からそれが採用されて行った。 

このように異業種の人間が農業現場の実作業に少し関わりあうだけで多くの改善点を見出すことができ

る。とはいえ、昔から「畑違い」という言葉が表す通り、土壌、環境、品目、品種が変わることによって、

トライ＆エラーの毎日であることには変わりはない。匠の農業生産者は、永年の経験と勘によって比較的

失敗の可能性の低い次の一手を見出してきた。 

また一口に「匠」と言っても分野別に様々な人材がおり、ゼネラリストとして俯瞰して「農作物生産と

いうプロジェクト」をマネジメントする者、農業機械の運転技術が素晴らしい者、播種から育苗に知見を

持ち多くの学者と対等に意見交換できる者などが、異業種からの採用も含めて適材適所で活躍できるよう

になれば、農業における生産性向上は、これだけで容易に実現可能となる。 

このように、農業にイノベーションを起こし、次世代農業の時代を迎えるには、旧来からの農業生産手

法を受け継いできた農業生産者だけではなかなか実現が難しい。 

 

3.3 自然環境では無く、ヒューマンエラーが命乗りに 

「農業における最大のリスクは、収入が天候に左右されること」とほとんどの方が思われている。しか

しながら「天候（自然災害）」は農業生産者が抱えているリスクの全体から見れば重大度が一番高いわけ

ではない。匠の農業者は、「大規模になるとヒューマンエラーが一番のリスクだ」と話す。 

 農業生産者であればほとんどの方が入っている農業共済(略称：ノーサイ)というものがある。農業共済

に加入していると、自然災害被害にあった際にある程度補填される。もちろんのことながら被害を受けた

ということは、手を叩いて笑える状況ではないが、保険金が下りれば早期にリカバリーすることが可能に

なる。また自然災害被害ということであれば、ステークホルダーの信頼を失うということもない。 

 しかしながら、今度は農業法人などで働く従業員に目を向けてみると、経験と勘に頼っている文化であ

り、それぞれの作業において、薬剤師の調剤のように複数の人間によってチェックする文化や機能といっ

た体制がなく、いつヒューマンエラーによる災害（人的災害）が発生してもおかしくない状況で農業は営

まれている。前述通り、大規模農業生産法人になればなるほど、匠の経験と勘による業務遂行が難しく、

多くの従業員を雇うことになり、人的災害も発生しやすい環境になってくる。ここで有効なのは、他産業

においては当たり前に実施されているＰＤＣＡ（plan-do-check-act）サイクルを農業の世界でも行

うということである。 
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 ヒューマンエラーで多大な被害となる一番の原因は「農薬の散布回数ミス」である。これも大規模にな

ればなるほど発生率が高くなる。なぜならば大規模化により、従業員を多く雇用しなければならなくなる。

そのため、従業員間の業務指示なども口頭での伝達が多いために、従業員が増えることによって間違って

伝わるというリスクも大きくなる。たとえば、「農薬を散布する」という行為一つとっても、多くの圃場を

所有し、多くの従業員を雇っている組織においては、ある圃場において、前回散布を行った従業員と同じ

従業員が散布するとは限らず、頭の中で数えていた散布回数のカウントに相違が発生する可能性が高く、

散布回数や散布量においてミスが発生する可能性が増大する。結果的に散布回数や散布量がオーバーして

しまうと出荷不可能になる。また多くの圃場を所持するあまり、経験の浅い従業員が、近隣の他の農業生

産者の圃場へ農薬を散布してしまうというミス発生の可能性も捨てきれない。もし有機農業を営む農地に

農薬を散布するようなことがあれば大惨事であり、故意と判断されれば刑事事件になるリスクも秘めてい

る。 

こういった人的ミスについては、保険制度がまだ発達していないのが実情であり、「スマート農業」の

実践により、人的ミスを最小限にしなければならない。 

 

3.4 農業組織としての「経営理念・事業ビジョン」について 

２０１６年度農林水産省経営局の「農業経営におけるデータ利用に係る調査事業」において、「スマー

ト農業」実践者のペルソナ（サービスを使う、もしくは使って欲しい最も重要なユーザーモデル）につい

て検討を行った。しかしながら、各種調査の結果、気候や風土といった地域差や生産品目が多種多様で唯

一のペルソナ像を作るのは困難だという結論に至った。「スマート農業」の実践を検討している農業生産

者に真っ先に問われるのは「経営理念・事業ビジョン」の有無についてである。これは、次世代農業生産

者(スマートファーマー)に一番に求められる条件ということになる。誰もが「スマート農業」を実現して

いるわけではない現在、非常に重要なこととなる。 

農業における「経営理念・事業ビジョン」と言うと大仰だと思われてしまうが、「自分(自組織)が将来

に向けて、これからどんな農業を目指すのか」という考え次第で、「スマート農業」を進めるにあたって

の手段やそのプライオリティ、巻き込むべきステークホルダーなど多くのことに大きな違いが発生してし

まう。もちろんのことながら、目指すべき将来像(ビジョン)が違ってくれば、その実現に向けて利活用す

るソリューションやセンサーなども変わる。これを間違うと投資した費用を無駄にすることにつながり、

結果的にすべての関係者が不幸になるという事象につながってしまう。 
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ビジョンの例としては、「とにかく多く収穫したい」「収穫量は今のままでクオリティを少しでもあげ

て高値で売れるようになりたい」もしくは、「伝統野菜をブランド化したい」はたまた「全く新しい農業

生産物を地域の名産品としていきたい」など、生産者個々に夢見ている未来は違っており、大規模ソリュ

ーション創造し、単純に水平展開しても、農業生産者のバックボーンが多種多様であり当てはまらないこ

との方が多いと予想される。 

要するにベースとなる機能を持ち備えた上で個々のユーザーならではのこだわりをビルトインできるダ

ッシュボード的な仕組みが求められている。トマト一つ取っても、高級料亭で使われるトマトとファース

トフードで使われるようなトマトでは、生産方法やクオリティなどは大きく違っていると言うのは説明す

るまでも無い。トマトの生産であればこの仕組み(ソリューション)を導入すれば良いと当てはめることが

可能なほど単純なものにはならない。多くのパラメーターから最適な解答を見出すのは、今後のＡＩの進

化に期待したい。 
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農業データ基礎４ 

スマート農業ケース２ 

4.1 農業生産者の五感の「見える化」 

農業生産者は日々五感をフル活用して農業に従事している。勘も入れれば六感になる。静岡のメロン農

業生産者では、海水パンツ姿でハウスを見廻り、まさに肌感覚で農業をされている方もいると聞く。次世

代農業生産者を育成するためにも、農業生産者の五感である目、肌、手足、頭脳といった人間の機能を「ス

マート農業」の活用において置き換えることができるかが重要なファクターになっている。 

 まず、カメラが目の代用となる。このカメラを遠隔で制御することで、遠く離れていても見たいタイミ

ングで見たい場所をクローズアップして見ることが可能であり、農業生産者が毎日、何回も圃場やハウス

を見廻り、自分の目で様々なチェックをしていた作業を大幅に削減することが可能になる。暗闇や人間の

目では見えない作物や土壌の状態を暗視カメラやマルチスペクトルカメラによって撮影することができる。

暗視カメラは主に夜間作業をするロボットや鳥獣害対策用に使われている。 

各種センサーが肌感覚の代用となる。気温、湿度、風向き、土壌水分、ｐＨ（水素イオン濃度）、ＥＣ

（電気伝導度）、風向、風速、降雨量など様々な計測が可能になっている。新福青果の新福秀秋社長から

土を舐めて土壌の肥沃土を測っていると聞いた。各種センサーは、このような匠の農業生産者が永年の経

験値から個人の感覚で行なっている作業を可能な限り数値化するという役目を担うことができる。 

手足の代わりになってくれるのは、ロボットやアシストスーツである。ロボットは人間と違って、日没

後の暗闇でも的確に作業ができる利点がある。現時点ではトラクターやコンバインを、ＧＰＳを活用した

オートステアリングなどにより、無人で動かす技術が確立している。アシストスーツは、装着することで

高齢者や女性の重労働を支援し、大幅な作業効率の向上につながる。 

最後の頭脳は、これら全てをつかさどるＡＩである。センサーで得た情報からロボットに最適な動きを

指示する。データや実施作業が増えることで、ディープラーニングという手法で人間と同じく経験を積み、

日々精度が上がると共に臨機応変さも学び、常に最適な作業を行う。 

今までの農業は「先輩の背中を見て覚えろ」とまさに「暗黙知」であった。このように後継者や従業員

に伝えられて来たことを「形式知」に変換、継承していくことで、従業員の早期人材育成につながる。 
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暗黙知を形式知に変える第一歩として、圃場に土壌水分、気温、湿度、日射量等が把握できるセンサー

を配備し、データの蓄積をする。圃場の状態と環境を把握することと、日々の作業の相関を取ることで農

業の匠のノウハウを明文化ができる。環境を一定期間モニタリングすることにより、最初に出る効果は、

環境変化により個々の圃場や作物の状態がどのように変わるかについて相関を明らかにできることである。

たとえば、「水はけが悪い土壌においては雨が降る前に水が逃げる道を作らなければならない」といった

ことや、「降雨後に高温多湿が◯◯日続くことで病気や害虫の発生が増大する」といったことが予測でき

ることで、リスクヘッジが可能になる。 

 

4.2 作業日誌の共有 

環境モニタリングと並行して重要な要素となるのが作業日誌である。大規模農業法人の若い従業員達が

農場から事務所に戻って来て、泥だらけの手で圃場毎に何冊にも分かれたノートに今日一日のことを思い

出しながら作業内容の記載を必死に行っているのを目にした。このノートは、百か所近いそれぞれの圃場

について「誰がいつ何をどれくらい(時間、量など)行ったか」ということを記載しているノートである。 

この記載事項の中で特に重要なのは、農薬の散布履歴(回数、量)である。農薬の散布回数は成分ごとに

事細かに決まっており、この回数や成分ごとの散布量を間違えると出荷ができなくなってしまう。慣行栽

培、特別栽培、有機栽培など、それぞれ使って良い農薬の種類や量が決められており、この規格から外れ

ると出荷ができなくなるというリスクもある。この農薬散布という、病害虫を防ぐ確度の高い唯一のリス

クヘッジの手段でありながら、この農薬散布作業自体が農業生産において人的ミス発生のリスクになって

しまっている。 

このノートへの詳細事項の記載は、何十冊にもなるノートから対象の圃場のノートを探し出すだけでも

時間がかかり、どこにどのように記載するのか？等々、従業員には大きな負担となっていた。圃場が増え

れば増えるほど、せっかく精緻に記載していても、データ(ノートのこと)が不注意によって消えて無くな

ってしまうリスクが出てきている。 

また、フォーマットフリーでの記載となっていたので、従業員個々のそれぞれの思いや感性やスキル、

さらにはバックボーンの違いにより、記載内容の濃淡の差分が歴然とし、レベルに差が出てしまっていた。

これは、従業員間にそのノートをより良い農業生産物を作るために利活用するという意識がなく、ノート

に記載する事が目的になってしまっていたのが実情であったためである。 
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新福青果の従業員達は、社長の元で様々な作業指示を受けて日々仕事を行うが、自分の作業が全体のど

の役割を担っていて、各種状況(環境や作物)をトリガーに次の作業をどう進めるか、プライオリティはど

う決めるか、などが理解できないまま日々仕事を実施している傾向にあった。これでは作業の仕方は覚え

ても、経営センスなどは磨かれない。結果的に経営者サイドも従業員サイドも双方が不幸な状況に陥る。 

こういった状況を変えないと、ＩＣＴを用いて作業日誌を構築しなおしても、手書きがソリューション

となっただけで、それ以外の効果が期待できない。この作業記録用の手書きノートがパソコンやスマート

フォンを使っていつでもどこでも入力が可能となり、クラウド環境により、関係者の誰もがタイムリーに

閲覧できることにより、進捗や遅れ、農薬散布回数の間違いなどの人的ミスなどを減らすことができるだ

けでなく、蓄積したデータから農業生産者が現在までの長い年月を経ても気が付いていなかった事象など

を洗い出すことにより、早期にリカバリーをはかることで、結果的に収穫量の向上につながる。 

しかしながら、従来の農業者の考えとして、ノートであれば手書きですぐ終わるのにもかかわらず、パ

ソコンに向かい合ってキーボードを使っての入力は、普段パソコンに接する必要がなかった従業員の方に

は非常にハードルが高かった。ここでの大きな課題の１つは、ユーザーインターフェイス（ＵＩ）やユー

ザーエクスペリエンス（ＵＸ）であった。なぜなら日中太陽が高いと液晶画面が見づらく、軍手を外した

手も泥だらけで入力が困難であったりする。 

昨今は防水のスマートフォンも出て来ているが、防水スマートフォンであっても濡れた手で操作をする

のは不可能だ。そこで、農業生産者は、スマートフォンに通常ビルトインされている、音声入力を活用す

ることでフリック入力の困難さを回避している。 

このような期間を経て、自社で保有する全ての圃場の作業を俯瞰して見ることで、作業の優先順位の把

握ができるようになり、毎日の作業分担を綿密に立てることが可能になる。これらを受けて、農薬の散布

回数間違いなどの作業ミスによる出荷不可能な農業生産物を大幅に削減でき、歩留まりも向上する。また

従業員サイドも、日々の作業の指示を受けてただ実行するのではなく、作業の進捗や顧客への出荷予定日

などから思考するようになり、結果的に管理者の作業も大幅に激減する結果になる。 

ＩＣＴ機器を使って最先端なことをやっているというかっこよさと、自分の作業が全工程のどこであり、

次に何をするべきなのか、自分の作業が早く終わったら誰を助けに行けばよいのかなどが把握できること

で、従業員サイドにも情報を利活用することの面白みや重要さを理解してもらえるきっかけになる。 

これは農業生産物を生産している生産部門の従業員は当然のこと、農業生産物販売を担当している営業

部門のモチベーションとスキルの向上に多大なる貢献をする。自社の圃場で今どの作物がどれくらい作付
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されていて顧客が必要な時期にその農業生産物が出荷できるのかできないのかを即座に把握できることで、

ビジネスチャンスを逃すことが減る。 

このように作業日誌をクラウド化し従業員間で共有するようになっただけで、毎日指示待ちであった従

業員達が自分で考えて行動するようになり、生産性向上につながる。 
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農業データ基礎５ 

スマート農業ケース３ 

5.1 農業生産におけるコスト 

作業日誌に作業内容や作業時間、使用した農薬・肥料さらには使った農業機械(燃料代)などを記載する

事によって、農業生産に掛かるコストの計上が可能になる。農業データ活用においてまず何をしなければ

ならないか悩んだ場合は、作業記録を記載する事から始めるのが望ましい。 

しかしながら、今までの農業では、これらの項目が個々の品目毎、品種毎さらには圃場毎のコストとし

て明確化するところまで精緻に管理を行えてはいなかった。これらを精緻に積み上げ、圃場毎のコストを

明確化する必要がある。最初に実施するのは、各種データベースの整備（マスタ作成）である。従業員(パ

ートも含む)・肥料・農薬・資材・品種・種苗（品種)・圃場・作業・作型などについて使っている物を全

てリストアップし、それぞれにユニークな番号を付与し、データベース（マスタ）を構築する。従業員デ

ータベース（マスタ）についてはスキル＆ノウハウで単金(１時間あたりの賃金)を分けることができれば

ベストである。また、肥料・農薬・資材・種苗のそれぞれのデータベースについては購入形態毎に単価を

設定する。 

さて、これら主要コスト要因の中で農業生産者がそのコスト把握に一番苦労するのは、人件費である。

過去には、日々の作業終了後にノートへの手書きメモやＰＣを使い、表計算ソフトで作業時間や作業項目

を記録していたが、一日の作業においてどの圃場で何時から何時まで何の作業を行ったかという事を思い

出しながら記載するのは、不正確であり、個従業員毎に記述方法や内容が異なり、後にデータ分析を行う

には適さない状況となっていたのである。特に紙ベースでの管理の場合、紛失するといったリスクがあっ

た。実際の作業記録の入力時は、人件費については個々の従業員がそれぞれの圃場及び作業にどれだけ時

間をかけて働いているか精緻に把握するために、圃場毎のそれぞれの作業毎の作業時間を記載し、農業機

械ついては稼働時間を記載する。このように農業データを活用するには、最初にかなり綿密な準備が必要

になるのである。「どんぶり勘定」で長年営んできた従来の農業生産者には、かなりのハードルではある

が、ここでしっかりと準備、実行する事が次世代農業者へのステップアップとしての大事な第一歩となる。

そこで次表の作業関連マスタを整備した上で、作業管理用のスマートフォンやタブレット等にて現場(圃

場)にて入力が可能なアプリを活用する事で、比較的正確なデータの蓄積が可能となる。 
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マスタ名 概要（想定されるメリット等) 

従業員マスタ 
パートも含めた従業員一覧。個人毎の作業時間等を明確に把握する事で圃場毎の人

件費計上に役立てる。また従業員の向き不向き等がわかり適材適所にも貢献する。 

肥料マスタ 
通常使っている肥料の一覧。毎回の散布量などを記入する事で圃場毎のコストの明

確化が可能になる。また在庫管理にも使う。 

農薬マスタ 

通常使っている農薬の一覧。毎回の散布量などを記入する事で圃場毎のコストの明

確化が可能になる。ＦＡＭＩＣ(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)等の

農薬データベースと連携すれば、時期をもって使えなくなった農薬を散布してしま

うようなリスクを減らす。また在庫管理にも使う。 

資材マスタ 通常使っている資材の一覧。コスト計上に役立てると共に在庫管理にも使う。 

品目マスタ 作付する品目のリスト。新規に作付するタイミングで追加する。 

品種マスタ 

作付する品種のリスト。新規に作付するタイミングで追加する。 

農業ＩＴシステムで用いる農作物の名称に関する個別ガイドライン参照（試行版）。 

https://www.knowledge.maff.go.jp/uploads/H28-GL3.pdf 

圃場マスタ 圃場毎にユニークな番号を付与する。 

作業マスタ 

全作付品目の作業のリスト。 

農業ＩＴシステムで用いる農作業の名称に関する個別ガイドライン参照。 

https://www.knowledge.maff.go.jp/uploads/H28-GL1.pdf 

作型マスタ 全作付品目の作型のリスト。 

作業単金マスタ 従業員のスキルにあった単金を設定する。 

作業関連マスタ一覧 

さて、こうして作業記録を精緻に行う事により、それぞれの圃場毎に使われたコストの内訳が見えてく

る。種をまく(播種)、苗を育てる(育苗)、苗を植える(定植)、農薬や肥料の散布、除草と言った各種作業

をいつ、だれが、どの機材を使い、どのくらいの時間をかけ、どのくらいの量を撒いたかといった事が作

業記録データとして積み上がるのである。 
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5.2 匠の農業のノウハウ 

農業の匠と呼ばれるベテランの農業生産者は、五感から成り立つ経験や勘といった各種ノウハウ(暗黙知

と呼ばれる)を持っている。これらノウハウは、異業種で培われた最先端のセンサーで測定して得たデータ

との相関を見出す事により、形式知化が容易にできるようになった。これにより、新規に参入する農業の

初心者が学んでも理解しやすくなって来ている。結果的に「一人前になるには十年かかる」と表現される

程に長い年月を経なくても、効率的に農業生産について習得する事が可能になって来ている。 

昨今、右肩上がりで急増している農業法人の組織形態の一つとして、近隣の複数の農業生産者が集まっ

て一つの法人を形成している組織が少なくない。このように永年、個々それぞれの農法によって生産を培

ってきた匠が集まって一つの農業法人を形成すると、個々のこだわり(生産ノウハウ)を主張するために、

組織としての生産方法が定まらない事象が多く見受けられる。その農業法人に新たに加わった従業員たち

は、同じ内容の質問をしても、質問する相手(匠)によって、返ってくる答えが大きく違ってくるという事

が多々発生してしまうのである。結果的に農業生産物の品質や収穫量に大きな影響を及ぼす可能性がある。

この状況では、組織としての判断に起因するパラメータ（尺度）や閾値を定める事は不可能であり、いつ

まで経っても農業法人としてのマニュアルの作成には至らない。生産に関わる全ての従業員を同じ会議室

に集め、生産方法を品目、品種毎に一つ一つ整理する事から始める必要がある。 

農業の匠と呼ばれるベテランの農業生産者は、天候や土壌、作物の生育状況などを把握し、

経験と勘により、いつ、どこで、どれだけ水や農薬、肥料をまくか、いつ苗を植えるか、いつ

収穫するかといった様々な「判断」をしている。この状況に応じた「判断」こそが、農業の匠

のノウハウやナレッジであり、これをＩＴも含めたあらゆる手段を駆使する事で明文化ができ

れば、後継者に事業承継がしやすくなるのである。作業の記録を詳細に記録する事については、「忙

しい中、なんて無駄な事をさせる気だ！」という反発も多く生まれるが、株間や畝間の間隔、土を盛る時

の畝の高さなどから始まり、農薬の希釈倍率など生産コストに関わる事や、各種リスク発生時の回避策や

タイミングなど、各種注意点を洗いざらい抽出し、組織内の平準化を図る事を地道に進める事が農業デー

タを活用する上で何よりも先決である。その結果、その法人の生産方法が一つのマニュアルとして冊子に

することが可能になる。この冊子に則って、最先端のセンサー類に計測を開始すると共に、人間が目視や

手の感触にて得ていた情報を比較し、経験と勘と呼ばれる暗黙知を形式知に少しもで多く変換すべく、圃

場に設置した各種センサー類の閾値の目途を定め計測を開始する。この最初に決めた閾値は、ＰＤＣＡサ

イクルを何度もまわす事により、年を経る毎に精度が高まり、最終的には新しく入って来た従業員が作業

を行っても、作業の精度や農業生産物のクオリティを均一にすることに貢献する。こうして結果が出始め

ると当初反対をしていたメンバーも「組織としての判断基準ができたお陰で、現場で発生した各種課題に
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タイムリーに対応する事ができるようになった」と有意性について理解される。こうして農業の匠のナレ

ッジを明文化する第一歩となるのである。このように「農業データの活用」には、農業生産者の旧来の精

神や体制、視点など多くの変革を伴う必要が多くの場面で存在する。 
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農業データ基礎６ 

スマート農業で活躍するＩＣＴ 

6.1 ロボット・アシストスーツ 

２０１５年１０月に第三次安倍改造内閣が「一億総活躍社会の実現」というスローガンを掲げている。

これはＧＤＰの数値改善や健康寿命延伸による医療費削減という思惑からであることは容易に想定される。

今までは、農業といえば「きつい・汚い・危険」と表現され、重労働であるというイメージが強く、高齢

者や女性が取組みにくい職業の代表であった。その中で現在国が労働力として期待しているのは、高齢者

や女性、障がい者、ニート(若年無業者)、外国人である。現在、農業生産の現場においては、生産者の高

齢化などにより、就農人口は年々大幅に減っており、今後も下降していくにもかかわらず、日本の農業の

労働生産性が数十年前と比較しても依然としてほとんど改善されていない。また、日本の人口は今後大幅

に減っていくと予想されているため、中でもロボット技術の進歩に非常に期待されている。 

ロボット農機については劇的な進化を遂げており、２０１８年はロボット農機元年となった。それは、

有人監視下で無人による自動運転作業が可能なロボット農機が、各農機メーカーから続々と販売が開始さ

れた年だからである。ロボット農機は各種センサーによって機械の傾きや位置を測定し、旋回や作業機の

上げ下げといった作業を自動化することができる。利用シーンとしては、随伴する農機に乗車した作業者

がタブレットに表示されたロボット農機の映像を確認しながら２台で協調作業することで、１人で２台の

農機を使った作業が可能になり、より効率的に

作業が行えるようになる。これら大型のロボッ

ト農機だけでなく、小型の生育状況を見廻るロ

ボット、トマトやイチゴの収穫ロボットなど

続々と世に出始めている。 

フューチャアグリ株式会社(代表取締役:蒲

谷直樹氏)では、低コスト小型農業用ロボット

として「栽培見回りロボット」や「自律移動台

車ロボット」の開発にすでに成功し、製品化に

向けて動き始めている。 

 

自律移動台車ロボット(フューチャアグリ株式会)

社) 
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「栽培見回りロボット」はＡＩ（人工知能：Artificial intelligence）を搭載し、自動でビニールハウ

ス内を１日３回動き回り、高性能センサーでハウス内部のそれぞれのポイントの温度や湿度、照度、二酸

化炭素濃度など各種環境データを収集する。また、現場の画像を撮影し生育具合を解析したり、害虫や病

気の発生を検知したりもする。これにより、ハウス内のエリアによって異なる温度や湿度などのムラの把

握が可能になる。特に四季のある日本においては、その地域によって気候風土が変わるので、その地域の

環境特性にあった閾値の設定が求められる。このロボットの活用により、たとえば、ハウス内の二酸化炭

素濃度がポイントによって１５０ppmもの差があるといったことが発見できたという。同じことを固定型

のセンサーを使って行おうとすると１ｈａのハウスで１００個も必要になる。これらをセンサー付きの栽

培見回りロボットがハウス内をくまなく走行して各種データを取得し、クラウド環境へ蓄積していくこと

で最適な閾値の設定などにも貢献をする。 

「自律移動台車ロボット」のユースケースは、収穫作業時に「取った野菜を入れたカゴを台車に乗せて

押す」という場面である。超音波センサーで作業者を認識し、その動きに合わせて作業者と一定の距離を

保ってくれる。搭載されている重量を絶えずチェックし、一定の重さになったら、自動的に集荷場に向か

ってくれる。また、収穫した農業生産物を人間と一定の間隔をあけて、付いて来ながら運搬してくれる。

これにより、収穫時の労働生産性が２倍以上向上、収穫時の９８％の軽労化に役立つことがデータで確認

できている。この２種類のロボットの相乗効果により相当な作業負担の軽減が可能になるのである。 

スポーツの世界では、選手の動作をＡＩやビッグデータ解析を行い、フォームや体重移動などについて

選手の欠点を見出し、最大のポテンシャルを発揮するような改善指導ができるまでになっている。このテ

クノロジー自体は、充分に農業の分野にも応用が可能である。確かにまだロボットに置き換えることが難

しい作業があるのも確かだが、ロボットが匠の農業者の視線や動作を常に意識し、その補完として自分で

判断し、タイムリーに効率的で正確な動きをできるようになる時代もすぐそこにきている。 

農業の将来像は、ロボットやドローンが圃場や施設の見回り、２４時間３６５日タイムリーに各種セン

シングを行い、耕耘、播種、除草、肥料散布、農薬散布、収穫など多くの作業がロボットやドローンによ

り代替が可能になる。さらに、ＡＩの発展により、ロボット同士・ドローン同士が自律的に動作可能にな

り、人間の感覚値で行なっていた様々な作業をも担ってくれるようになる。それと共存して、どうしても

人間がしなければならない作業はアシストスーツを着ることで１０分の 1の力で実施でき、重労働から解

放されていることだろう。また、ロボットやドローンがインターネットにつながることによって、タイム

リーに各種分析ができるようにもなる。 

将来的には、ロボットによって障がいのある方々が農業現場で働きやすくなるという支援にもなるとよ

い。 
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6.2 衛星活用・リモートセンシング 

リモートセンシングとは、宇宙から地上の対象を測定する技術であり、衛星により撮影した画像を使っ

て各種情報解析を行うことを示している。農業分野では、広大な農地を所有している北海道の大規模農地

によって技術の確立が進んできた。太陽の光が植物の葉に当たり、反射してレンズに入る波長をとらえ、

モノクロ画像に落とし込む。植物の葉は青や赤の光を吸収するが、目に見えない近赤外光は強く反射する。

反射している近赤外光と吸収している赤色光を測れば生育状態の判断材料になるという。昨今は、植生指

標ＮＤＶＩ(Normalized Difference Vegetation Index：正規化植生指標)を活用した様々な研究がなされ

ている。 

２０１７年１０月２７日に、経済産業省と文部科学省、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）、産業技術

総合研究所、ＩＣＴ関連企業、大学研究者らによる有識者会議が衛星データ活用に向けた報告書をまとめ、

政府が占有しているデータ開放の方針を示した。ＪＡＸＡは企業の活用を促すたに２０１８年１２月２１

日から、国土地理院の地図作製や災害状況の把握などのために打ち上げられた地表を画像撮影する衛星「だ

いち」のデータを民間に無料で閲覧、ビジネスに利用できるデータプラットフォーム「Tellus（テルース）」

(委託先:さくらインターネット)のベータ版の公開を開始している。産総研も膨大なデータをＡＩで分析す

る仕組みをつくる部分にて参画する。企業は会員登録をすれば、専用のウェブサイトなどから分析された

データを自由に入手できるようになる。今までは、民間企業が利用するには高額であった為に、多くの企

業が衛星データ活用に二の足を踏んでいた。今回の決定により、農業の分野においても、膨大なデータを

ＡＩで分析することが可能になり、農業生産物の収穫予測などでの活用を見込んでいる。たとえば、近赤

外線などで農業生産物を撮影すれば、見た目で分からない糖度やタンパク質の量が分かる。農業生産法人

などは収穫に最適な時期を的確に把握できるようになる。 

緑茶最大手の伊藤園は人工衛星とドローン（小型無人機）を使い、茶葉を効率的に生産する計画を発表

している。茶葉を撮影し、独自のアルゴリズム（計算手法）で生育状態を調べる。衛星のデータを使って

分散する他のエリアの生育状況も把握し、収穫時期を判断することで､全体でスムーズに収穫できる体制を

整える。全体像がみえれば、農作業の優先順位をつけることが楽になる。摘みごろかどうかを調べ、契約

農業生産者に伝える。お茶の市場が広がる一方、農業生産者が減り原料を調達しにくくなっている溝を、

先端技術で埋めるというものだ。現在の農業生産者のやり方は、茶葉の摘み取り時期が近づくと畑を回り、

実際に摘んでみて熟度の分析に半日から１日かけて調べている。茶葉は成長が早く、分析結果を待ってい

ると収穫のタイミングを逃す可能性がある。 

将来的には、衛星から得られる情報をフル活用し、小麦の穂水分などから小麦の収穫時期の予測、米の

タンパク成分から食味の良し悪しなど、作物の生育状況と過去の気候における生育結果、今後の天気予報

https://www.tellusxdp.com/
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などから最適な対処を常にＡＩが提案し、複数の選択肢が無い場合は経営者の意思決定を待たずに実行し

てくれるサービスも生まれるだろう。 

 

6.3 盗難、人災、犯罪 

農業生産におけるリスクは鳥獣害や害虫、病気、人的ミスだけでは無く、盗難などの各種犯罪も増加し

てきているため、自然災害だけには限らなくなってきている。病気や害虫の発生については環境モニタリ

ングにより、発生の予測や予防がある程度は可能である。環境や生育以外のリスクとして考えられるのは、

作業員によるミス、人による盗難や犯罪などである。これらは基本的に保険の対象外であり、農業生産者

の大きな痛手となるため、今後、これら人的リスクに対する保険が早期に整備されることを願う。 

農業生産法人の大規模化により、従業員を多く雇う法人が増えてきている。その結果、同じ畑に同じ従

業員が農薬を散布するとは限らず、人的ミスも発生し易い状況にある。この人的ミスについてもクラウド

活用による従業員間の情報シェアにより、回避が可能となる。 

昨今、深刻なのは鳥獣害における被害であり、全国的な課題となっている。現状では狩猟による駆除が

メインの施策だが、ハンターの高齢化などにより、従来の対策では追いついていないのが実情である。昨

今このハンター不足などを補うために、ＩｏＴを使った罠や檻というものを開発・商品化している企業が

何社か出てきている。赤外線などを活用して、獣の大きさなどを把握し、自動的に檻を閉めるという仕組

みで、獣が捕まった様子をカメラでモニタリングし、捕獲したことをメールで通知するという仕組みなど

も備えている。その後現場にハンターが出向いて仕留める。こうしてタイムリーに状況が通知されること

で捕獲獣の肉を鮮度の良い状態で保つことにも貢献する。その結果、ジビエとして流通させることも比較

的可能になる。これと同時に獣の生態と、餌となる植物の有無、気候や風土などの情報を加味して、有害

鳥獣がどのエリアで繁殖しやすいかといったこともＡＩの活用によりわかるようになってきている。これ

らの結果と組み合わせることにより、最適な場所にＩｏＴを使った罠や檻を設置するといったことが可能

になる。 

有害鳥獣よりタチが悪いのは、人による盗難被害だ。獣は自分達の空腹が満たされれば、それ以上の被

害を出さないが、人間は食べ頃となり出荷直近の野菜や果実を根こそぎトラック等で持って行ってしまう。

サクランボや桃、葡萄、マンゴーといった高級果樹だけでなく、野菜の高騰時には、白菜などの盗難も出

てきている。こちらについても赤外線センサーと省電力無線により、不審な人物の圃場への侵入をメール

で通知すると共に、不審人物への威嚇をするという仕組が、山梨県の南アルプス市農業協同組合などにて

導入されている。  
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農業データ基礎７ 

スマート農業への政府の取組み１ 

過去、国内にパーソナルコンピューターが台頭して以来、農業の分野にＩＴ（情報技術）を導入しよう

という考えや動きのウェーブは、何度も存在した。しかしながらインフラ（サーバーやストレージ、ネッ

トワーク）や情報セキュリティなどの整備を意識すると、農業という業界において収益に対する投資額と

して見合わず、導入するには非常に高いハードルが存在した。従って、スマート農業関連ソリューション

を提供するＩＴ企業側も農林水産業における活用シーンは描けても、顧客となる農業生産者の費用対効果

の意識や値頃感との大きな乖離が存在し、大きな儲けにはならないと判断し、その多くが取組む事を躊躇

し、実際にトライする事さえも無かった。過去のこうした失敗体験が農業生産者やＩＴ企業だけでなく、

政府関係者（公務員）等も含めた食や農業に関わる全てのステークホルダーに根強く浸透しており、「Ｉ

ＣＴで農業の課題が解決できるわけがない」という先入観が横行しており、もう一度大きな壁に挑むとい

う事に対して、重い腰が上がらない状況が長く続いていた。しかしながら、昨今のクラウド・コンピュー

ティングの登場とネットワーク利用料の定額制により、導入初期にかかるサーバー等の高価な設備投資（イ

ニシャルコスト）を抑えることができ、従来の大企業だけではなく、個々人が「インターネットを通じて、

サービスを必要な時に必要な分だけ利用する」ことが可能になった。このことが今までスマート農業の分

野への参入を躊躇していた多くのＩＴ企業の考えを変えたのである。 

直近の農業におけるデータ活用のウェーブ(流行)は、２００８年頃にＩＴ企業の一部において「農業デ

ータ活用」実現に向けた実証実験に入り始めた時に遡る。こうした活動が、政府や同業他社企業の目にと

まり、「農業データ」の収集が、次世代の日本農業を活性化するカンフル剤の一つとして期待されるきっ

かけになった。 

農業に限らず多くの政府の取組は、「縦割り」と称され、他省庁間はおろか同省間でも情報の連携がさ

れていないという事象が多く散見されて来た。しかしながら、農業におけるデータ利活用の取組について

は、早期に内閣情報通信政策監（政府ＣＩО）の監督下、農林水産省、総務省、経済産業省、内閣官房等

の各省庁が膝を突き合わせて議論し、連携して様々な施策に取り組んだのである。 

農林水産省が調査した代表的な「スマート農業」事例については、農林水産省のホームページに「農山

漁村におけるＩＴ活用事例等」(http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/it/itkanren.html)として公開され

ているのでご覧いただきたい。これらは、農業高校向けの農業経済の教科書にも「農業と情報」として一

部掲載され、農業高等学校の生徒が初めて「スマート農業」に接する機会にもなっている。 
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7.1 農業分野における情報科学の活用に係る研究会(２００９年度) 

２００８年頃にＩＴ企業の一部が「スマート農業」実現に向けた第一歩として、農業データ蓄積の実証

を開始してすぐの２００９年には、農林水産省においても、「先端技術を農業分野にも応用し、高度な農

業技術を次世代へ円滑に受け渡せるようにしていくとともに、農業生産技術の自動化、ロボット化等への

応用を促進すること」を目的として、「農業分野における情報科学の活用に係る研究会」（計４回）

(http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_ai/)が開催された。研究会は、高度な農業技術を次世

代に円滑に受け渡すための情報科学の活用等についての議論を行い、同年８月に報告書「ＡＩ（Agri - 

Informatics）農業の展開について」(http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/pdf/090820-01.pdf)

を取りまとめた。ここでのＡＩは人工知能を意味したものでは無い事には注意して欲しい。 

その結果、「生産技術やノウハウについてデータマイニング技術等を用いて解析することにより、農業

者にアドバイスを行う支援ツール（ＡＩシステム）を構築し、このシステムを中核に据えた農業生産技術

体系の確立を進めます。さらに、農業経営にも適用できるようシステムの展開を図り、世界でも例のない

新しい農業の姿を目指す」事になり、外部有識者等から考慮すべき事項として下記４点が示された。 

1. 農家の高齢化・減少の実態を踏まえ、篤農家の持つ優れた「匠の技術」等を速やかにデータベース

化していくことが重要 

2. データの収集に当たっては、データの種類や取得方法を統一するとともに、コンピュータのＯＳや

環境等（プラットフォーム）を統一することが重要 

3. システム開発に先立って、技術や経営に係る項目を体系的に整理したもの（スキルスタンダード）

を作ることが重要 

4. 開発したシステムを誰がオペレーションしていくのかについて、予め考えておくことが重要 

これを受けて、今後取組むべき事項として下記３点が示された。 

1. プロトタイプのＡＩシステム開発における基本コンセプトの構築 

2. ＡＩシステム実用化時におけるビジネスモデルの検討 

3. ＡＩシステムが生み出す知的財産に係る諸問題の整理と対応方策の検討 

この研究会で決められた方向性は、現時点でもブレる事なく推進されている。農林水産省が主体的にな

って開催したこの研究会が今回の何度目かの「スマート農業」ブームの火種になったのである。 
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7.2 アグリプラットフォームコンソーシアム(２０１０年度～) 

上記研究会をきっかけに外部有識者であった慶應義塾大学の神成敦司准教授(当時)と、農林水産省大臣

官房政策課の技術調整担当の榊浩行参事官(当時)の方向性が合い、「その時々の自然環境や 作物の状態を

的確に把握し、最適な農作業を識別して適用していく「匠の技」をさらに高度化するとともに、篤農業生

産者の権利を確保する仕組みを整えた上で、より多くの農業生産者に利用可能とすることが重要である」

と２０１０年に慶應義塾大学が主体となって、下記目的達成の為に「アグリプラットフォームコンソーシ

アム」(http://www.agri-platform.org/index.html)を設立された。  

1. 匠の技のノウハウの伝承 

2. 篤農家の匠の技のデータ化 

3. 知的財産の活用と保護 

4. 農業のサービス産業化 

5. 情報蓄積・活用を促す標準化とプラットフォーム構想 

参加メンバーは、慶應義塾大学を筆頭にした各種研究機関、大手農機メーカーや大手ＩＴ企業、農林水

産省を筆頭にした関連省庁にて構成されている。現在まで約８年間続いており、コンソーシアムメンバー

にて各方面からの有識者の意見を聞く事で日本の農業の目指すべきビジョンの策定と共に、具体的施策の

アイデアを創造する活動をされている。 



34 

 

 

  

アグリプラットフォームコンソーシアムの研究テーマ(ホームページより抜粋) 

平成２１年度において、農林水産省と共に、ＡＩ研究会において篤農家の有する「匠の技」の普及啓

発に関する取組みを進めてきました。また、平成２０年度、平成２１年度において、経済産業省からの

委託事業として、熟練流通小売事業者の「判断」に基づいた生鮮食料品の販売ソリューションに関する

取組みを進めてきました。「生産」と「流通」の双方を結びつけることで、「価値ある農産物を生産販

売する仕組み」が見出されてきました。  

本コンソーシアムは、これらの活動に基づき、「匠の技」、すなわち熟練農家や熟練流通小売事業者

の「判断」に着目した上で、我が国農業の中長期的な発展の基礎となる、以下の活動を実施します。  

慶應義塾大学は、既にインターネットの普及啓発に関わる活動を長年展開してきました。本コンソー

シアムは、これら既存取組みを踏まえながら、世界有数のわが国の農業技術に裏付けされた、「攻める

農業」を実現するための、単なる標準化の議論に終わることがない、「価値ある農産物を生産販売する

仕組み」を具現化するプラットフォーム作りを目指していきます。 

 「匠の技」の展開は、食料自給率の向上に留まらず、高品質農産物の諸外国への輸出や、発展途上国

の食料問題解消へと繋がっていきます。これら成果は、農林水産省、経済産業省と連携し、わが国全体

での取組みとなるよう、産官学が連携して広めていきます。 
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50.4%

21.7%

25.0%

1.8%

1.1%

これまで経営に

利用しておら

ず、今後も利用

するつもりはな

い

その他過去に経営に利用してい

たが、現在は利用してお

らず、今後も利用するつ

もりはない

これまで経営に利用

していないが、今後

は利用したい

これまでにも

経営に利用し

ており、今後

も利用したい
回答者数

1,061人

(100.0%)

4.0%

1.3%

7.7%

10.9%

76.3%

85.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

携帯電話

パソコン

スマートフォン・タブレッ

ト端末・ＰＤＡ等

監視カメラ

フィールドセンサー（温度、

湿度、気温等のセンサー）

その他
回答者数：1,062人

(100.0%)

IT機器等の所有状況 IT機器等の今後の経営への利用意向

回答者数：1,062 人 

（100.0％） 

携帯電話 

パソコン 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 

ＰＤＡ等 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰ（温度、

湿度、気温等のｾﾝｻｰ） 

監視カメラ 

その他 

農業データ基礎８ 

スマート農業への政府の取組み２ 

8.1 農業分野におけるＩＴ利活用に関する意識・意向調査(２０１２年農林水産省) 

農林水産省では農業生産者のＩＴ利活用の状況を知るにあたり、「農業分野におけるＩＴ利活用に関す

る意識・意向調査」(２０１２年９月２８日公表)を実施した。この調査は、２０１２年７月中旬～下旬に

かけて、農林水産情報交流ネットワーク事業の農業生産者モニター１，２６９名に対して実施され、 

１，０６２名から回答を得てまとめたものである。公表されている情報から注目点を下記に抜粋する。 

 

(1) ＩＴ機器等の所有状況 

ＩＴ機器等の所有状況については、「携帯電話」(８５．９％)及び「パソコン」(７６．３％)は

７割以上が所有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ＩＴ機器等の経営への利用意向について 

今後のＩＴ機器等の経営への利用意向については、「これまでにも経営に利用しており、今後も

利用したい」の割合が５０．４％、「これまで経営に利用していないが、今後は利用したい」が 

２１．７％となっており、利用意向がある農業生産者の割合は合わせて７２．１％となっている。 

ＩＴ機器等の所有状況 



36 

 

 ＩＴ機器等の今後の経営への利用意向 

42.4%

40.4%

5.9%

5.5%

1.2% 4.7%

経営規模が小さく
必要がないため

忙しく時間的な
余裕がないため

どのような効果が
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ないため
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ＩＴに関する知
識が少ないため

その他

回答者数
265人
(100.0%)

IT機器等を経営に利用
しようと思わない理由

農業法人数

経営耕地面積15ha以上
が10年で2倍以上に！

年々大規模化

50.4%

21.7%

25.0%

1.8%

1.1%
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ず、今後も利用

するつもりはな

い

その他過去に経営に利用してい

たが、現在は利用してお

らず、今後も利用するつ

もりはない

これまで経営に利用

していないが、今後

は利用したい

これまでにも

経営に利用し

ており、今後

も利用したい
回答者数

1,061人

(100.0%)

4.0%

1.3%

7.7%

10.9%

76.3%

85.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

携帯電話

パソコン

スマートフォン・タブレッ

ト端末・ＰＤＡ等

監視カメラ

フィールドセンサー（温度、

湿度、気温等のセンサー）

その他
回答者数：1,062人

(100.0%)

IT機器等の所有状況 IT機器等の今後の経営への利用意向

「これまでにも経営に利用しており、今後も利用したい」と答えた農業生産者について、現在の

利用状況をみると、「インターネットによる栽培、防除、気象、市況等情報収集」の割合が最も高

く６９．２％、次いで「経理事務や経営に関するデータ分析」（６７．１％）、「農作業履歴や出

荷履歴の記録」（４８．８％）の順となっていた。 

「これまで経営に利用しておらず、今後も利用するつもりはない」と答えた農業生産者について、

経営に利用しようと思わない理由をみると、「ＩＴに関する知識が少ないため」の割合が４２．４％

と最も高く、次いで「経営規模が小さく必要がないため」（４０．４％）の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＴ機器等を経営に利用しようと思わない理由 

 

1,062 人 

265人 
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(3) 農林水産分野においてＩＴの利活用を促進するための取組について 

農林水産分野においてＩＴの利活用を促進するための取組については、「地域において農業分野

におけるＩＴ利活用に精通したサポート人材の充実」の割合が６０．２％と最も高く、次いで「地

域の営農の実情に応じた農業分野におけるＩＴ利用技術の開発、実証」（４１．１％）、「地域で

の勉強会や意見交換会の企画」（３８．２％）の順となっている。 

 

「スマート農業」がスピーディに普及しない理由として「高齢者が多いためにＩＴリテラシーが低いの

ではないか」と諦めてしまう人が多いであろう。しかし、上記２０１２年の調査結果においても、農業生

産者の約７６％はパソコンを所持し、約８６％は携帯電話を所持している。さらに、農業経営にＩＣＴ機

器を活用している人も５０％を超えている。今後活用を検討している方も含めると７０%になることが判明

した。この結果から見ても、農業現場でスマート農業が普及しない理由の第一に挙げられる高齢者のＩＴ

リテラシーの低さとは全く関係が無いということがわかる。 

この結果を受けて、比較的大規模生産が多い農業法人の数の推移について目を向けてみると、統計開始

以来現在に至るまで年々増加しており、１経営体当たりの面積も１０年間で倍増している。よって今後も

増え続け、大規模化が進んで行くのが明らかに予見される。この状況から、モニター調査において、「経

営規模が小さく必要がないため」と答えた層は、今後確実に減って行くと予見される。このように次世代

の農業を担う農業生産者（スマートファーマー）が作る作付面積は今までとは違い、大規模になり、ＫＫ

О（経験、勘、思い込み）

で行われていた農業に限

界がやって来るのだ。永年

日本の食を担って来た家

族経営の小規模農業生産

者だけではなく、法人格を

持った大規模農業企業が

共存を始めるのである。し

たがって、今後の経営規模

が増大した農業生産法人

の大幅増加により、「スマ

ート農業」の実践者が増え

ると充分に想定される。 
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8.2 「日本再興戦略」＆「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」(２０１３年) 

多くの方々に記憶の片隅に残っていると思われる政権与党・民主党が内閣府に設置した行政刷新会議（事

業仕分け）の文部科学省予算仕分けの際に、計算速度世界一を目指す次世代スーパーコンピュータ（スパ

コン）の研究開発予算２６７億円の妥当性を審議した時の仕分け人、蓮舫参議院議員の「世界一になる理

由は何があるんでしょうか？２位じゃダメなんでしょうか？」という発言を皮切りに、民主党政権時代は、

ＩＣＴ関連予算は全体的に大幅な削減傾向にあり、「スマート農業」に関する各種施策も進捗が鈍化し、

下火になって行ったのが実情であった。その後、第二次安倍内閣発足によって方向性が大きく変わり、 

２０１３年５月２１日、安倍総理は、農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持続的に

発展するための方策を幅広く検討を進めるために、内閣に総理を本部長、内閣官房長官、農林水産大臣を

副本部長とし、関係閣僚が参加する「農林水産業・地域の活力創造本部」を設置した。その第１回会合に

おける総理の「攻めの農林水産業」発言を受けて、「スマート農業」が加速し始めたのである。また、安

倍総理の成長戦略として、２０１３年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」を受け、各関連省庁

及び関連部局においても、製造業の国際競争力強化や高付加価値サービス産業の創出による産業基盤の強

化、医療・エネルギーなど戦略分野の市場創造、国際経済連携の推進や海外市場の獲得などを掲げた。 

「日本再興戦略」中で記載された農業に関係するＫＰＩ（重要業績評価指標）を下記に示す。 

⚫ 今後１０年間で全農地面積の８割が担い手に利用されている。 

⚫ コメの生産コストを現状比４割削減する。 

⚫ 法人経営体数を５万法人にする。 

⚫ ２０２０年に６次産業の市場規模を１０兆円（現状１兆円）にする。 

⚫ ２０２０年に農林水産物・食品の輸出を１兆円（現状約４５００億円）とする。 

⚫ 今後１０年間で農業・農村全体の所得を倍増する。 

⚫ 新規就農し定着する農業生産者を倍増し、１０年後に４０代以下の農業生産者を約２０万人から約 

４０万人に拡大する。 

どれも明らかな根拠に基づいたＫＰＩでは無く、努力目標的な数値である事が一目瞭然であるが、この

中で「２０２０年に農林水産物・食品の輸出を１兆円」については、日本から２０１８年に輸出した農林

水産物と食品は前年より１２．４％多い９，０６８億円（速報値）となり、ここ数年連続で過去最高を更

新している。この推移を見て、政府は、２０２０年を待たずに達成が可能と判断し、後に「２０１９年に

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89-177981#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD-545718
https://kotobank.jp/word/%E5%89%B5%E5%87%BA-552526
https://kotobank.jp/word/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E7%9B%A4-1169844
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC-37073
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１兆円」という目標に変更した。 

２０１３年は内閣情報通信政策監（政府ＣＩО）制度創設元年でもある。過去の歴史では存在しなかっ

た、内閣情報通信政策監を内閣官房に新たに法的に位置付けた。ＩＴ総合戦略本部に参画することで、政

府全体のＩＴ 政策の司令塔として機能し始めたのである。また、「日本再興戦略」が閣議決定された同日

に、日本のＩＴ戦略としては初めて閣議決定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」では、上記「日本再

興戦略」のＫＰＩをどのようにＩＣＴの活用によってイノベーションを起こし、実現につなげるかという

ビジョンや方向性（規制緩和や実証）が記載された。この「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の中で記載さ

れている農業のＫＰＩとしては、「篤農業生産者のノウハウのデータ化などにより、ＩＣＴを高度利活用

する新たなビジネスモデルを構築し、国内外に展開することで、農業だけではなく農業資材・機械等の農

業関連の周辺産業も含めた産業全体の知識産業化（ナレッジ・イノベーション）を図り、海外にも展開す

る“Ｍａｄｅ ｂｙ Ｊａｐａｎ 農業”を実現すること。併せて、農場から食卓までをデータでつなぐト

レーサビリティ・システムの普及により、小規模事業者も含むバリューチェーンを構築し、付加価値の向

上との相乗効果による安全・安心な“ジャパンブランド”の確立を図り、ＩＣＴ利用技術により生産され

た農産物と当該技術の海外展開を成長軌道に乗せることである。また、データ・ノウハウを商品とセット

で販売する等の複合的なサービスの展開を図り、業界の主要収益源の一つに成長させる。」とされている。 
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農業データ基礎９ 

スマート農業への政府の取組み３ 

9.1 スマート農業の実現に向けた研究会（２０１３年農林水産省） 

「日本再興戦略」と「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の閣議決定を受けて、農林水産省では、生産局技

術普及課生産資材対策室スマート農業推進班が中心となって、「スマート農業の実現に向けた研究会」を

設置した。これまで農林水産省の内部でも「農業分野でのＩＴの利活用」については、各部局の判断に任

され、一元的に進められていなかったが、本研究会の発足を機に農林水産省としてまとまった方向性を出

すきっかけになった。 

メンバーは、農機メーカー、スマート農業関連ソリューションを開発している大手ＩＴ企業、大学教授(北

海道大学、東京農工大学、慶應義塾大学)、総務省、経済産業省、内閣官房等により構成された。設置の趣

旨は、「我が国農業の現場では、担い手の高齢化が急速に進み、労働力不足が深刻となっており、農作業

における省力・軽労化を更に進めるとともに、新規就農者への栽培技術力の継承等が重要な課題となって

います。他方、異業種では、ロボット技術や人工衛星を活用したリモートセンシング技術、クラウドシス

テムをはじめとしたＩＣＴの活用が進展しており、農業分野への活用が期待されています。このため、ロ

ボット技術やＩＣＴを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業（スマート農業）を実現するた

め、スマート農業の将来像と実現に向けたロードマップやこれら技術の農業現場への速やかな導入に必要

な方策を検討する」としており、２０１７年に至るまで計６回開催された。 

なお、検討結果の中間とりまとめ（２０１４年３月２８日公表）の中において、ロボット技術やＩＣＴ

等の様々な分野の方々の協力を得て、我が国農業が直面する課題を解決し、新たな農業（スマート農業）

を拓いていくには、スマート農業の将来像をわかりやすく提示し、関係者で方向性を共有して取組を進め

ることが重要である。このため、ロボット技術やＩＣＴの導入によりもたらされる新たな農業の姿を以下

の５つの方向性に整理した。 

参考URL: http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_smart_nougyo/pdf/cmatome.pdf 

 

1.  超省力・大規模生産を実現 

トラクター等の農業機械の自動走行の実現により、規模限界を打破 

2.  作物の能力を最大限に発揮 

センシング技術や過去のデータを活用したきめ細やかな栽培（精密農業）により、従来にない多収・

高クオリティ生産を実現 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_smart_nougyo/pdf/cmatome.pdf


41 

 

3.  きつい作業、危険な作業から解放 

収穫物の積み下ろし等重労働をアシストスーツにより軽労化、負担の大きな畦畔等の除草作業を自動

化 

4.  誰もが取組みやすい農業を実現 

農業機械の運転アシスト装置、栽培ノウハウのデータ化等により、経験の少ない労働力でも対処可能

な環境を実現 

5.  消費者・実需者に安心と信頼を提供 

生産情報のクラウドシステムによる提供等により、産地と消費者・実需者を直結 

 

 

 

さらに、今後の検討に必要な視点として、下記５点が示された。 

1. 開発に着手する前に全体の作業システムを分析し、本当に自動化等で解決すべきものは何かを特定の

上、効率化することが必要。 

2. ロボット等だけが働く自動化技術でなく、機械と人が共に働く視点で検討すべき。 

3. 農家の所得向上に繋がるよう、新たな技術の導入コストと具体的なメリットをわかりやすく示すべき。 

4. 戦略的にＩＣＴ等を活用し、その成果を産地の生産・流通等に反映させる地域の全体戦略の作り手や

実施拠点の育成などについても検討すべき。 

5. 新たな技術の導入に必要な相当額の資金について、その調達をどのように図っていくかの視点で検討
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すべき（一定の資金力を有する農業経営体以外の主体（コントラクター等）が新技術を導入する作業

体系も要検討）。 

 

この「スマート農業の実現に向けた研究会」における検討を踏まえて、圃場内や圃場周辺から監視しな

がら農業機械（ロボット農機）を無人で自動走行させる技術の実用化を見据え、安全性確保のためにメー

カーや使用者が遵守すべき事項等を定めた「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」が 

２０１７年３月３１日に策定されている。 

 

9.2 農林水産分野におけるＩＴ利活用推進調査（２０１４年農林水産省）＆農業情報

(データ)の相互運用性・可搬性の確保に資する標準化に関する調査（２０１４年

総務省） 

農林水産省では、２０１２年に実施した「農業分野におけるＩＴ利活用に関する意識・意向調査」、 

２０１３年から開催されている「スマート農業の実現に向けた研究会」を受けて、「農業ＩＴシステムの

現状把握」と｢農業ＩＴシステムの効果分析｣、さらには、「スマート農業」普及の足かせとなっている課

題の洗い出しを目的として、２０１４年に「農林水産分野におけるＩＴ利活用推進調査」を実施した。 

同時期に総務省において「農業情報(データ)の相互運用性・可搬性の確保に資する標準化に関する調査」

を実施した。この２つの調査は、両省庁が別々に手配を行い、税金の無駄使いと指摘されることもあった

が、総務省と農林水産省は連携して進めており、農林水産省は農作業・農作物・農薬・肥料等の名称等に

標準化、総務省は、植物工場や次世代施設園芸での通信手段等に関する標準化として役割分担をしっかり

と行えていたのである。 

 

⚫ 農業ＩＴシステムの現状把握 

1. 作業等の記録に注力したシステムが多い⼀⽅、データ活⽤のための機能を保有するシステムは限

定的。 

2. データの所有・利⽤に関する規約等を準備していないシステムが４割以上。 

3. データベースの作成に統⼀的な手法がなく、各社独自に対応。 

4. 標準化の推進肯定的な意見が多いものの、目的の明確化や体制、各農業生産者の状況に対応可能

な仕様の検討について課題が指摘されている。 

5. 現時点で何らかのＧＡＰに対応しているシステムは約３割。 

6. 国に期待することは、農業ＩＴシステムの普及支援（中小農業生産者含む）とデータ活⽤・連携

の基盤づくり、資金援助等。 
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⚫ 農業ＩＴ利活用の効果分析 

1. ＩＴが農業経営に必要不可欠となる環境変化があり、それに対応してきたこと。 

2. ＩＴの導入により解くべき課題(ターゲット)が明確であったこと。 

3. 明確な経営戦略のもと、組織・人材・業務・情報が総合的にデザインされてきたこと 

4. ＩＴ導入効果を生み出す源泉は、作業・環境・生体情報に関するデータ記録・活用 

 

⚫ 作業、作物、農薬、肥料の標準化に係る検討の方向性 

<作業・作物> 

1. 大～中項目レベルについては、農業経営統計調査(生産費統計)の作業区分等を参考に作物共通の

「ひな形」を作成。 

2. 小項目レベルはユーザーによって拡張(組み替え)可能とする。 

3. システム間・ユーザー間で異なる体制を比較するためのツールとしてのシソーラスの開発・準備

を推進。 

4. 生産段階と流通段階の名称について、青果標準品コード（ベジフルコード）等を参考にしつつ、

情報交換のための用語連携インターフェース（共通語彙基盤）を活⽤するなど、紐付け方法につ

いて検討。 

<農薬> 

1. 既提供データをマシンリーダブルな形式に変換・加⼯することによる、オープンデータとしての

共通化・公開(ＡＰＩ化を含む)について検討。 

2. 農薬製造企業からの登録申請時に電子データを登録する仕組みについて検討。 

3. 作物分類と農薬の適用作物表のマッチング表の整備・オープン化について検討。 

<肥料> 

1. 既提供データをマシンリーダブルな形式に変換・加⼯することによる、オープンデータとしての

共通化・公開(API化を含む)について検討。 

2. 肥料製造企業からの登録申請時に電子データを登録する仕組みについて検討。 

3. 業界標準としての肥料成分表示のフォーマットについて検討。 

4. 販売されている肥料の管理データベース構築について検討。 

5. 維持管理更新していく組織・体制の構築について検討。 

 

この調査の中で、農業分野でＩＣＴを活用するにあたっての課題として「異なるサービス間での情報連

携が困難であること」と「農業情報の知的財産の扱いが不明確なまま情報蓄積が進んでいること」の２点

があることがわかり、作業、作物(品目、品種)、農薬、肥料などの「農業関連データ」の標準化の必要性
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が明らかになったのである。 

１３章で詳しくお伝えするが、ここでの調査結果が「農業分野における成果物等」として各種ガイドラ

インの元となったのである（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/nougyou.html）。 

 

 

 

   

農業情報(データ)の相互運用性・可搬性の確保に資する標準化に関する調査 

（２０１４年総務省）から引用 
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農業データ基礎１０ 

スマート農業への政府の取組み４ 

 農業は、異業種との連携が薄い(下記図参照)と言われている。これは学問や研究、さらには政治の場面に

おいても当てはまっている。 

 

また農業に就農する際も植物生態学も含めた農学を農学部や農業大学校等で習得することは現状では必

須では無い。総合大学においても農学部と他学部が連携した研究というのはほとんど事例が無いのが実情

である。農林水産省には、農林水産技術会議事務局という日本の農林水産分野の研究を取りまとめている

部門が存在する。以前は、多収穫量米の研究など生産サイドの研究が主体であったと思われるが、これま

での「スマート農業」の各種施策の方向性が出た事により、生産から消費までの一連の流れの中で情報技

術や人工知能の研究もかなり増加して来ている。「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「ス

マート農業加速化実証プロジェクト」の元締めとなっている国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研

究機構の農林水産省サイドのカウンターパートでもある。 
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10.1 革新的技術創造促進事業(異分野融合共同研究) (２０１４年～２０１７年) 

農林水産・食品分野と異分野の融合研究を推進するに当たり、「科学技術イノベーション総合戦略」 

が２０１３年６月７日に閣議決定された。

新)https://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2017/honbun2017.pdf 

この中で、府省連携により「科学技術イノベーションの活用による農林水産業の強化」を言及されたこと

を踏まえ、達成すべき目標を基に研究を組み立て、推進するバックキャスト型のアプローチにより事業化・

商品化を念頭においたオープン・イノベーションへの転換を推進する必要があるとして、 

農林水産省農林水産技術会議事務局では、我が国の有する医学、理学、工学、ＩＴ等の高い技術力を活か

した研究を推進するため、２０１３年８月３０日に「異分野融合研究の推進について」を策定し、これに

基づき、異分野融合研究を推進することとした。本方針では、異分野融合研究を実施するにあたり、対象

領域ごとに研究戦略を定めた上で、研究に着手することとされた。 

これに従い、以下の４つの分野を選定し、外部専門家による研究戦略検討会（２０１４年２月～４月）

を開催した。 

各研究分野の概要は次の通りである。 

 

① 医学・栄養学との連携による日本食の評価 

〇｢日本食｣は欧米食に比べ､健康維持･増進効果が高いとされており、また、平成２５年１２月には、

「和食:日本人の伝統的な食文化｣がユネスコ無形文化遺産に登録され､国内だけでなく諸外国か

らも｢日本食｣の有する効果への注目が高まっている。 

〇－方､我が国では､食生活の欧米化が進行し、これに伴い、生活習慣病の増加､ストレス耐性の低

下による精神疾患の増加等が指摘され､諸外国からは、｢日本食｣に関する科字的エビデンスの不

足に対する懸念が寄せられている。 

〇日本食は我が国固有の食文化であり、ユネスコ無形文化遺産への登録を契機として、国民の各世

代が日本型の食生活を再認識し､健康かつ質の高い生活が送れる社会環境を構築する必要がある。

また､２０２０年に東京でのオリンピック開催が決定され､諸外国からの日本食への関心が高ま

る機会となる。このため､伝統的日本食の有する健康維持･増進効果を評価し、この情報を内外に

発信していく必要がある。 

 

② 理学・工学との連携による革新的ウィルス対策技術の開発 

○国際化の進展に伴い、農畜産物･食品の輸入が拡大しており、ウィルス等による植物や家畜の疾

病の侵入やまん延の拡大を防ぐことが重要である。 

〇このような中､理学･工学分野では細胞内でのウィルスの複製を阻止し、ウィルスを不活化する技

術が開発され、また、ウィルスを迅速に高感度で検知するセンサーが開発されるなど､抗ウィル

ス技術はめざましく発展している。 

〇本技術の活用によって、当該ウィルス疾病の防除の他、ウィルス病全般に抵抗性を有する作物等

の開発やウィルスに感染した農畜産物について迅速､簡易な診断キット等の開発が可能となる。 

 

 

https://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2017/honbun2017.pdf
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③ 情報工学との連携による農林水産分野の情報インフラの構築 

〇ＩＣＴの発展はめざましく､丁寧な生産･流通による質の高い農林水産物の供給を強みとする我

が国の農林水産業においては、これら強みを活かすためのＩＣＴの活用が期待される。 

〇農林水産省は昨年１１月、ロボット技術やＩＣＴを活用した新たな農業(スマーﾄ農業)を実現す

るため｢スマーﾄ農業の実現に向けた研究会｣を設置し、スマーﾄ農業の将来像と実現に向けたロー

ドマップ等について検討を進めている。 

〇農業分野において情報通信技術をインフラとして整備するための研究開発によって、ディバイス、

サービスの低廉化､標準化、需要の高いコンテンツの開発及びそのクラウド化等にかかる研究開

発を行う。 

 

④ 工学との連携による農林水産物由来の物質を用いた高機能性素材等の開発 

〇農林水産業は､生物の物質生産機能を活用した産業として、人類の歴史の中で､衣食住に必要な多

様な素材･原料･資材を供給してきた。近年､進展がみられるナノテクノロジーとの融合により、

自動車、航空機等の機械産業や電子産業等の新たな産業への高機能性素材等の提供が期待されて

おり、既に先進国では、この分野において新たな産業の創出に向けた動きが見られている。 

○農林水産生産活動における副産物等の処理、また化石燃料の高騰や資源国における鉱物等の輸出

制限等の動きの中で、農林水産物由来の原料を積極的に活用するための革新的技術開発、産業化

が必要な状況である。 

○このため、農林水産物由来の物質を原料とした高機能性素材等の製品化、低コストで安全かつ効

率的な原料生産・収集システムの構築等にかかる研究開発を行う。  

  

 

事業の趣旨としては、「農林水産・食品分野は食を通じて、人の生命や健康の維持に直結し、人が自然

環境に手を加えることにより継続する産業であることから、その研究は医学、工学、理学など異分野との

境界領域が数多く存在します。近年、異分野との融合研究としては、農林水産物、食品の機能性研究にお

いて医学、栄養、薬学との連携が進んでいるものの、概して、自らの研究機関のみ、あるいは同一分野内

の研究と、都道府県試験場が基礎研究から実用化研究までを分担して実施する垂直統合型の研究が多く、

いわゆるクローズド・イノベーションによる研究が進められています。一方、欧米においては、分野をま

たいだ研究ネットワークが構築され、それぞれの研究機関、企業が保有する技術やアイデアを持ち寄る形

で、オープン・イノベーション研究が進められ、国際的な技術競争力を高めています。このため、本事業

では、我が国の農林水産業・食品産業の国際競争力の強化を図るため、農林水産業の生産現場や消費者等

のニーズを踏まえ、遺伝子工学、医学、ＩＣＴ、ナノテクノロジー等異分野の革新的な技術を農林水産・

食品分野へ活用する研究開発を行う。」と記載されている。 

この中の「情報工学との連携による農林水産分野の情報インフラの構築」が、「スマート農業」関連分

野の第一歩となる研究にあたる。研究戦略検討会を経て、策定された異分野融合研究戦略(２０１４年５月

１５日農林水産省公表) 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/ibunyakyodo/files/senryaku_ict.pdf 

をベースとして、農林水産各分野でのＩＣＴ（データ）を活用した各方面の研究が実施され始めたのであ

る。この４つの各分野について拠点となる研究機関（拠点研究機関）を公募し、選定した。その拠点研究
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機関に連携プラットフォームを設置して、各種の研究ワークショップを開催したり、公募型の補完研究も

行われた。名古屋大学が主体となって進めた「ＩＣＴ活用農業 事業化・普及プロジェクト」（２０１４年

度～２０１６年度）https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/ict/index.html は、「本プロジェクトで

は、農業分野にＩＣＴを活用して、農作業の軽減や農業収入の増加を図り、若年就農者にも魅力ある農業

を実現する取組みを行います。即ち、個々の圃場の生育環境、農作物の生育状況などの情報をセンサー等

から取入れ、これらを元に栽培管理作業や経営情報など必要とされるサービスを農家に提供するために、

安価でユーザーフレンドリーなシステムを開発します。国内農業を強化すべく農業ＩＣＴの普及に向けた

取組みを行う。」として、高額で農業現場での活用として費用対効果が合わないことにより、普及が難し

かった各種センサーの実用化に向けた研究や農業生産者に使いやすいユーザーインターフェイスの研究、

今までに無かった農業向けのセンサー研究、情報基盤プラットフォームやそこに搭載する際のＡＰＩの研

究などの他に、下記８つの補完研究も実施した。 

1. 低層リモートセンシングによる作物モニタリングを用いた効率的栽培管理システムの構築 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S1.pdf 

2. 超微量ガス検知技術を用いた園芸作物の病害早期発見／診断センサーの開発 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S2.pdf 
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3. 植物状態と作業行動記録による気づきナレッジの開発とその現場実証 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S3.pdf 

4. 農業情報標準の相互運用性を Web Service として実現する情報プラットフォームの開発と実証 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S4.pdf 

5. 情報入力・通信環境機能を備えた低価格センサーシステムの全国圃場への導入と共通データベース・

情報共有システムの構築による実証試験 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S5.pdf 

6. 生理生態学的分析を可能にする低コストモバイルセンサと次世代農業ワークベンチの開発 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S6.pdf 

7. 中小農家が使いやすい栽培ナレッジ共有オープンシステム開発と検証 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S7.pdf 

8. 生産者と消費者等の双方向の情報流通 野菜・コメの総合的品質指標の開発・実装 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S8.pdf 

これら研究結果は、現在農業現場にて使われている農業用センサーやロボットに搭載されている。 

なお最新版となる「科学技術イノベーション総合戦略２０１７」 （２０１７年６月２日閣議決定） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2017/honbun2017.pdf 

においては次に掲げるスマート・フードチェーンシステムの構築と、スマート生産システムの取組みが閣

議決定されている。 

 

⚫ スマート・フードチェーンシステム 

「ＩＣＴ等を活用し、国内外の多様化するニーズなどの情報を産業の枠を超えて伝達することで、それ

に即した生産体制を構築し、さらには商品開発や技術開発（育種、生産・栽培、加工、品質管理、鮮度保

持等）にフィードバックし、農林水産業から食品産業の情報連携を実現する「スマート・フードチェーン

システム」を構築する。本システムの構築により、ニーズオリエンティッドな農林水産物・食品の提供、

その特長を生かした商品のブランド化によるバリューの創出が可能となる。生産者の持つ可能性と潜在力

を引き出し、ビジネス力の強化やサービスの質を向上させることにより、競争力の高い持続可能な農業経

営体を育成することが可能となり、農林水産業を成長産業へと変革し、ＧＤＰの増大に貢献することが期

待される。また、生物情報のデジタル化、ＡＩ、ゲノム編集技術などの融合により、スマートセルや遺伝

子組換えカイコを始め、生物機能を最大限活用した高付加価値品の生産による新たな産業群を育成する。」 

として下記（ア）～（オ）を重点取組として設定している。 

(ア) 次世代育種システム 

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S5.pdf
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S6.pdf
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S7.pdf
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/docs/S8.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2017.html
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(イ) ニーズオリエンティッドな生産システム 

(ウ) 加工・流通システム 

(エ) 実需者や消費者への有益情報伝達システム 

(オ) 社会実装に向けた主な取組 

 

⚫ スマート生産システム 

「ＩＣＴやロボット技術等を活用し、大規模生産システムによる農作業の自動化・知能化、ビッグデータ

を活用した新たなＩＣＴ農業サービス、熟練者のノウハウの形式知化、機械化が困難な作業の軽労化など、

超省力・高生産のスマート農業モデルを実現する。それにより、安定した営農と収益性の向上を可能とし、

若い世代をはじめ女性、高齢者など、誰もが取り組める魅力ある次世代農業の全国展開を目指す。本取組

により新規就農者の増加等による雇用増と地域活性化を実現するとともに、生産力増進による食料自給率

（平成２７ 年カロリーベースで３９％：２０２５ 年目標４５％）の向上を図る。」 

として下記（ア）～（イ）を重点取組として設定している。 

(ア) 栽培・生産・経営支援システム 

(イ) 社会実装に向けた主な取組 

 

このように当初は、生産現場の業務改善や作業効率化であった「スマート農業」からゲノム編集を伴う

育種や食・農に関わる全ての人間がＷＩＮ－ＷＩＮになるフードバリューチェーンといった幅広い領域へ

と移り変わって来ているのである。 
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農業データ基礎１１ 

スマート農業への政府の取組み５ 

11.1 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）(２０１４年～) 

日本の経済再生と持続的経済成長を実現するには、科学技術イノベーションが不可欠である。総合科学

技術・イノベーション会議では、内閣総理大臣、科学技術政策担当大臣のリーダーシップの下、我が国全

体の科学技術を俯瞰する立場から、総合的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画立案および総

合調整を進めてきた。そうした中、自らの司令塔機能を強化する目的で打ち出された施策のひとつが「戦

略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）」である。 

内閣府総合科学イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメ

ントにより、科学技術イノベーション実現(基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据えた取組を推

進)のために創設した国家プロジェクトであり、国民にとって真に必要な社会的課題や、日本経済再生に寄

与できるような世界を先導する課題に取組む組織である。 
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２０１４年度から２０１８年度までの５年間を第１期として１１課題（「重要インフラ等におけるサイ

バーセキュリティの確保」のみ２０１５年度から２０１９年度まで）に取組み、２０１８年度からは第２

期として１２課題を推進している。各課題を強力にリードするプログラムディレクター（ＰＤ）を中心に

産学官連携を図り、基礎研究から実用化・事業化、すなわち出口までを見据えて一気通貫で研究開発を推

進している。現在、２０１６年１２月に総合科学技術・イノベーション会議と経済財政諮問会議が合同で

取りまとめた「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ」に基づき、６００ 兆円経済の実現

に向けた最大のエンジンである科学技術イノベーションの創出に向け、官民の研究開発投資の拡大等を目

指して、２０１８年度に創設された「官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲＩＳＭ）」や我が国発の破

壊的イノベーションの創出を目指し、従来の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発「ム

ーンショット型研究開発」と共に統合イノベーション戦略において戦略的な研究開発として推進されてい

る。 

さて、「次世代農林水産業創造技術」は、第１期として１１あるＳＩＰの対象課題のうちの１つです。

我が国の農林水産業は、地域経済や食料の安定供給、国土保全等に重要な役割を有していますが、農林漁

業者の減少・高齢化等の問題に直面しており、世界的には食料問題解決が共通の課題となっている一方で、

ライフスタイルの変化、世界の食市場の拡大及び和食への関心の高まりは、農林水産業を変革し、若者た

ちを惹きつけるアグリイノベーションを実現する絶好のチャンスとなっています。
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このため、府省連携により、従来技術では成し得なかった、①農業のスマート化、②農林水産物の高付

加価値化の技術革新を実現し、これらの新技術や成果を政策と一体的に現場や市場に展開することにより、

新規就農者の増大、農業・農村全体の所得増大を図って農山漁村の維持・発展に貢献し、食生活等を通じ

た国民生活の質の向上や企業との連携による関連産業の海外展開を含めた事業拡大を図って世界の食料問

題解決に寄与することを目標に掲げています。 

農村には、農産物を始め、バイオマス、自然エネルギー、伝統文化等有形無形の様々な資源が存在して

います。農産物の価格低迷や生産資材価格の上昇等、農業経営を取り巻く情勢が厳しさを増す中、農業を

持続的に発展させていくためには、農産物の生産のみならず、農村に由来する様々な地域資源を活用した

６次産業化や農商工連携の推進による農産物の加工等を通じた農業の高付加価値化、国産農産物等の輸出

促進等を図ることにより、農村地域の雇用の確保と所得の向上を実現していくことが重要です。また、こ

れと併せ、地産地消の取組等を通じ、生産者と消費者との絆を一層強めていくことも重要です。 

また、研究開発成果の実用化・事業化に向けて、「農地等に係る構造改革と一体的な技術の現場展開」、

「企業の参画・連携による市場や消費者ニーズを踏まえた商品提供」、「技術のユーザー視点に立った成

果普及とビジネスモデルの確立」、「知財管理等、グローバル視点での技術普及、制度改革、規制改革等

と連動した取組み」等を出口戦略として、研究開発を行うこととしています。 

「次世代農林水産業創造技術推進委員会」があり、現時点で計１０回開催されている。目標としては、

下記のように記載されている。 

(1)農業のスマート化 

ロボット技術、ＩＣＴ、ゲノム編集等の先端技術を活用し、環境と調和しながら、超省力・高生産の

スマート農業モデルを実現する。これにより、世界をリードする技術や日本型生産システムを確立し、

知的財産化・標準化して海外展開も狙う。 

〈社会実装に向けて着実に進行中〉 

⚫ 水田作業の効率化と生産性を飛躍的に向上させるために、自動走行マルチロボットトラクタやス

マート農機群、圃場水管理システム、栽培管理支援システム等を開発、実用化段階に。 

⚫ イネやトマト等の作物においてゲノム編集個体の作出に成功し、商業化の可能性も見えている。 

⚫ 食品の新たな機能性を示すのに必要なエビデンスを獲得中（γ-オリザノール（玄米）、プロシ

アニジン（黒豆）、マスリン酸(オリーブ）等）。 

⚫ 木材から高付加価値な改質リグニンの製造に成功。多様な工業製品を開発中（電子回路基板、ガ

スケット、自動車用内装・外装材）。 
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⚫ Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０を実現するために、「農業データ連携基盤」のプロトタイプを構築し、

試験運用を開始。 

⚫ 施設園芸においては、トマトの育苗システム、栽培管理支援システムを開発し、実証試験で目標

を上回る年間収量（糖度５以上で５５ｔ/１０ａ以上）を達成。 

 

(2)農林水産物の高付加価値化 

農林水産物や食品が持つ健康機能性による差別化や未利用資源からの新素材開発により農林水産物の高

付加価値化を図ることにより、国際競争力の強化や新たな地域産業の創出に寄与する。 

⚫ 国産農林水産物にこれまでにない健康機能性を見出し、差別化 

⚫ 未利用資源由来の新素材により新たな地域産業を創出 
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後に出て来る「農業データ連携基盤」の構築もこれら研究結果により、詳細化され、構築に至ったもので

ある。 

 

スマートバイオ産業・農業基盤技術の趣旨 

我が国のバイオエコノミーの拡大と関連産業の競争力強化等のため、府省連携により、バイオとデジタ

ルの融合によるイノベーションの基盤を構築し、「食」による健康増進社会の実現や革新的なバイオ素材・

製品産業の振興・創出を図ります。 

また、「食」を生産する農業にあっては、生産から加工・流通・販売・消費・輸出までのデータを相互

活用するスマートフードチェーンの構築や、様々なデータにより駆動する革新的なスマート農業技術・シ

ステムの開発、データ駆動型育種を推進するための技術開発等を実施します。基礎研究から実用化・事業

化まで一気通貫の取組を通じ、持続可能な成長社会の実現や農林水産業・食品産業の生産性革命・競争力

強化を目指します。 

本課題が対象とする領域は、グローバルレベルでイノベーションが加速しています。食、医薬品、素材、

エネルギー等々、私たちの日々の暮らしから地球環境まで、本領域におけるイノベーションのインパクト

は、あらゆる領域に及びます。非連続の成長発展が期待される市場ゆえに新規参入も活発であり、ダイナ
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ミックな変革が起きています。 

このような認識のもと、本課題においては、持続可能な成長社会の実現や農林水産業・食品産業の生産

性革命・競争力強化とともに、 

• 資源少国の日本が、画期的な高機能資源を創造したり、資源を再利用したりすることを可能にすること 

• アイデアや思いを持つ誰もが参画しやすい研究開発環境づくりをすること 

• さらには、日本の弱点とされている「標準化(国際標準化)」、「協調領域(スケーラビリティ)の構築」、

「国際市場における競争領域(戦略的アライアンス)の創出」 

を目指すことを視野に入れて研究開発を推進し、社会実装が可能なプロトタイプを開発することとします。 
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農業データ基礎１２ 

スマート農業への政府の取組み６ 

12.1 クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立(２０１４年度) 

食・農の分野でいち早くＩＴが使われたのは、いわゆる農業生産物の出し入れに当たる「トレーサビリ

ティ」である。２０１４年農林水産省食料産業局は、次世代のトレーサビリティの姿を明らかにすべく、

「クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立事業」を実施した。農業法人、流通・外食企業が

委員となり、情報流通が伴う「次世代のトレーサビリティ・システム像（グランドデザイン）」について

議論し、方向性をまとめた。 

目的としては、「我が国では、「攻めの農林水産業」が推進されているところであり、このための施策

として、生産現場の強化、需要フロンティアの拡大、需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築が図ら

れている。  

このような中、農林水産物・食品に関する様々な情報が、食品事業者などが整備した既存の食品トレー

サビリティ・システムなどの食品情報システム（以下、「食品情報システム」という。）に蓄積されてい

るものの、以下のような問題が存在している。  

・ 一般に、消費者による食品情報システムへのアクセスは少なく、農林水産物・食品の付加価値を高める

ものとして十分な活用に至っていない。  

・ 生産者（一次産業従事者のうち、主に生鮮食品を扱う生産者を指す。以下同様。）側においても、施肥

状況、使用農薬などに係る情報を取引先ごとに異なるフォーマットに入力するといった煩雑な手続きが

発生している。また、取引先を変更し、又は新規に開拓する場合に過去のデータが活用できないことも

あり、新たな取引の大きな障壁となっている。  

・ 消費者並びに中間事業者（主に食品を扱う卸売業者、製造・加工業者、流通業者および小売業者を指す。

以下同様。）が求める情報は食べ頃、食べ方など多種多様であるため、現状の食品情報システムにおい

て収集している情報では、こうした実需者のニーズに十分対応できていない。  

こうした状況を鑑み、本事業では、食品事業者間で異なるデータ項目の統一、データの連携などを通じ

て、関係者が広く利活用可能なクラウドを活用した食品情報システムを構築するためのグランドデザイン

（以下、「グランドデザイン」という。）を検討・策定し、生産者・中間事業者などの新たな事業機会の
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創出、取引先の拡大などの実現を目指す。また、将来的には、国内のみならず世界に向けて情報発信する

ことにより、日本の農林水産業の国際競争力向上に寄与する。」としている。 

こちらも農林水産省のホームページに「平成２６年度クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム

確立委託事業の成果報告について（委託事業）」として掲載されているのでご覧いただきたい。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/pdf/gd.pdf 

 

食品トレーサビリティは、記録の整理・保存に手間がかかることや、取組の必要性や具体的な取組内容

がわからないなどの理由から、特に中小零細企業での取組率が低いのが現状です。 

 農林水産省では、これらの課題を解消し、食品トレーサビリティの取組を着実に推進するため、トレー

サビリティの意味や効果、業種ごとに段階的な取組の進め方などを解説した「実践的なマニュアル」を作

成しました。 

・「総論」  ・・・食品トレーサビリティの意味や取組の効果などを解説しています。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-1.pdf 

・「取組手法編」  ・・・トレーサビリティに取組むための記録様式を掲載しています。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-25.pdf 

システム全体の情報流通イメージ図 
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・「各論」  ・・・業種別の特徴に応じた取組み方や、参考になる取組事例を紹介しています。 

1. 農 業 編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-26.pdf 

2. 畜 産 業 編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-4.pdf 

3. 漁 業 編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-18.pdf 

4. 製造・加工業編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-7.pdf 

5. 卸 売 業 編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-36.pdf 

6. 小 売 業 編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-20.pdf 

7. 外食・中食業編 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-46.pdf 

 

12.2 次世代で求められるトレーサビリティ 

昨今、メディアで頻繁に取り上げられる「スマート農業」の多くは生産過程におけるＩＣＴ化事例であ

るが、フードバリューチェーン（サプライ・チェーン・マネジメント）全体で考えることで、「農林水産

業」の枠から大きく飛び出し、多様なビジネスモデルの創造が想定される。 

例えば、トレーサビリティのＩＣＴ化は急務と考えられているが、現段階ではＩＣＴ化によって農業生

産者と消費者をどう結び付けるかという議論が多く、「農薬使用履歴表示」や「消費者のニーズ把握」と

いった限られたアイデアになりがちで、今までに無い新たなメリット（イノベーション）につながる未来

について十分な検討がなされておらず、食・農業に関するプレイヤーがそれぞれの立場で閲覧・利用でき

る仕組みは、今のところ存在していない。 

現在、大手流通・小売と取り引きしている農業生産者は、システム上で日々の作業の記録(主に農薬・肥

料の散布履歴)の入力を義務付けられてはいるが、現システムは大手流通・小売サイドのトレーサビリティ

を意識したものであり、蓄積されたデータを農業生産者が後に利活用することによるメリットまでは想定

された仕組みにはなっていない。 

農業生産物のトレーサビリティは、安心・安全がクローズアップされてから関心を持たれているがトレ

ーサビリティの仕組みとしては従来から大きく変わっている事はほとんど無い。また、食品業界全体に対

して更なる普及と徹底が求められております。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/attach/pdf/index-46.pdf
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 農林水産省にて提唱している「食品トレーサビリティ」とは、「生産、加工及び流通の特定の一つまた

は複数の段階を通じて、食品の移動を把握すること」と定義され、「各事業者が食品を取り扱った時の入

荷と出荷に関する記録を作成・保存しておくことで、食中毒など健康に影響を与える事故等が発生した際

に、問題のある食品がどこから来たのかを調べたり（遡及）、どこに行ったかを調べたり（追跡）するこ

とができる」ことを目的にしており、非常に範囲が狭く、単純な物の出入りだけの事を表している。この

食品事業者による食品トレーサビリティへの取組みは各社各様であり、現実は、出入りの情報の管理さえ

もあまり普及していないという状況である。 

本来、生産物に付帯情報という物は次の工程に移行するにつれて増えて行くはずである。しかしながら

現在は次の工程に移行する際に、次の工程の業種が必要（法律的な要因も含む）とする情報だけに削り落

とされてしまう。結果的に、個々の組織内でどう扱われたかという情報については、各組織で閉じてしま

うのである。顔が見える野菜という事で一時期流行した物のように近隣の農業生産者とスーパーなどが直

接契約しているものを除くと、消費者が農業生産者の情報に行き着くのは難しい。またその顔が見える野

菜においても農薬や肥料の散布履歴にまでは到達できない。 

 筆者が農業生産者の所を訪問すると、必ず「うちの野菜はね、◯◯っていう有名料理屋さんで使われて

いるのだよ！」と嬉しそうに語ってくれる。自分の生産物がどこでどのように消費されているのか等の把

握も可能になるので、農業生産者のモチベーション維持や向上につながる。さらに、このＮｏｂｅｒ（生

産者、消費者、外食産業をつなぐプラットフォーム）が確立されれば、自分の生産物がどこでどのように

消費されているのか等の把握も可能になるため、例えば「自分の作ったメロンが、高級フルーツパーラー

でパフェの材料として使われている」「自分の作ったトマトが、高級イタリア料理店で使われている」等

の情報を農業生産者に

フィードバック（逆方向

のトレーサビリティ）す

ることができる。 

このように、生産者か

ら消費者までの流通に

おいて品種名消滅ゾー

ンが存在している事が

おわかりいただけるだ

ろう。そこで農業生産者

や農業生産物の各種デ

逆方向のトレーサビリティ 
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ータを見える化・オープン化することで、さらなる価値の付加ができる。現状では、消費者が農業生産者

の情報を得るには、直販という手段を取るしか無かったが、このような情報が農業協同組合や流通企業を

経由しても農業生産者に伝わる仕組みとなれば、その情報が付加される事で販売価格を高くできる可能性

もある。オールジャパンで多種多様な流通企業が、このＮｏｂｅｒという土俵を皆で活用するようになれ

ば、食品流通関連のビッグデータも早期に構築され、様々な効果が生まれることが想定される。しかしな

がら、本構想は既存の大手流通企業には受け入れ難いらしい。恐らく長年培った自社ならではの仕組みが

作られており、それに手を加えるのが費用面なども含め困難なのだろう。比較的新興プレイヤーの「オイ

シックスドット大地」や「らでぃっしゅぼーや」に、受け入れてもらえる事を期待している。 
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農業データ基礎１３ 

スマート農業への政府の取組み７ 

13.1 農業情報創成・流通促進戦略(２０１４年６月) 

２００８年前後に始まった「スマート農業」ブームも１０年を超え現在に至っている。当初は、「スマ

ート農業」に関わる民間企業もまだまだ少なく、今までにない新たなチャレンジとしてメディア等に取り

上げられることも多かった。ＩＴ企業サイドも既にあらゆるビジネスシーンでＩＴが使われるようになり、

最後の砦として「農業」に白羽の矢を立てたのである。また、２００９年に農地法が改正され、リース方

式による参入の全面自由化が認められたことにより、異業種の新規参入ビジネス分野の一つとして「農業」

を考える企業が増加し、全国各地で様々な今までにない新たな取組を始めるきっかけになったのである。 

農林水産省のホームページにてこれら取組の一部をリストアップしている。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/it/itkanren.html 

 ＩＴ関連情報（農山漁村におけるＩＴ活用事例等） 
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本リストにある事例のように各種企業のトライ＆エラーにより、多くの知見が生まれているのは間違い

ないが、各社独自の方式やロジックでデータを扱い、システム設計・開発を行った為にそれぞれの仕組（ソ

リューション）間でのインターオペラビリティ（相互運用性／移植性）とデータポータビリティ（可搬性

／自主運用性）が意識して開発されていなかった。結果的に今後ユーザーである農業生産者がシステムの

リプレースを行った際等に多大なる工数が発生するのが目に見えていた。さらには、ビッグデータとして

の集約も困難となり、解析し相関を見出すことの障害になる事も明らかであった。暫定策として、データ

コンバートツールなどを開発し、欠損無くデータの移行ができればまだ良いが、データ移行に失敗し、結

果的に欠損といった事になってしまったら目も当てられない。また「スマート農業関連ソリューション」

を提供する企業において、各社でデータの所有権等のデータの取り扱いルールやデータフォーマット、扱

う単位が違う等の事が今後の「農業データ活用」の障壁になっていると共に、「世界最先端デジタル国家

創造宣言・官民データ活用推進基本計画」 

(参照: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20190614/siryou1.pdf)の目的の一つであ

る「データ・ノウハウを商品とセットで販売する等の複合的なサービスの展開」の際においても、困難を

期する事が容易に想像できる。本案件が議論し始められた当初、ＩＴベンダーは、「蓄積された各種デー

タの囲い込み（ベンダーロックイン）を行い、そのデータを売る事などにより、儲けようとしている」と

まで各方面から攻撃をされたのである。この状況は、日本の農業の成長産業化を阻むと危惧された内閣官

房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室長代理  兼 副政府ＣＩОを務める慶應義塾大学の神成淳司

教授が中心となり、内閣に設置されている「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦

略本部）」(２００１年１月設立)において、内閣官房、総務省、経済産業省、農林水産省が構成員となり、

既存の「スマート農業関連ソリューション」に関するデータ項目・データ形式・通信方法・データの取扱

を各種文献調査及びオープンデータ等の有識者へのヒアリングによって整理し、共通性を見出すことなど

を推進した。これら実証調査を経て「我が国農業の産業競争力強化を達成するため、農業情報を利活用し

ようとする農業者の権利に留意しつつ、農業分野全体における広範な情報創成・流通を促進させるための、

農業情報の相互運用性等の確保に資する標準化や情報の取扱いについて定めた政府横断的な戦略」として

「農業情報創成・流通促進戦略」が２０１４年６月に策定されたのである。 

(参照 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/senryakuzenbun_140603.pdf) 

本戦略を受けて最初に農業生産に関わるあらゆる言葉(語彙)の「標準化(共通化)」の着手が

始まった。農業現場で使用されている様々な言葉は、地域や作物が変わる事によって同じ物を

全く別な言葉として表現される事が多々あることが判明した。このように同じ物でありながら

違う言葉のままデータを蓄積すると、統計データに齟齬が発生し、農業データ活用さらには標

準化(モデル化)に支障をきたすのである。そこで農作業や農業生産物の名称、温度や湿度など
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の環境情報の単位などについて、用語の統一と各種データの取得単位等の標準化検討が進めら

れた。「農作業名」については、農業経営統計調査での作業区分分類を元に、「農業生産物名」に

ついては、農薬を使用することができる作物群・作物分類をベースにして検討を開始した。また「登録農

薬」、「登録肥料」については独立行政法人農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭＩＣ）が所有するデ

ータベースも参考にしながら検討作業が進められた。途中から、経済産業省にて進めていた「共通語彙基

盤」(分野を超えた情報交換を行うためのフレームワークであり、個々の単語について表記・意味・データ

構造を統一し、互いに意味が通じるようにすることにより、オープンデータのデータ間の連携はもちろん

のこと、行政システムをはじめとした各種システムの連携、検索性の向上等を実現する社会全体の基盤)

検討チームも加わり、省庁横断スキームで検討が進められた。(参照 https://imi.go.jp/goi/) 

こうしてあらゆる分野の専門家も交えて様々な角度で検討の結果、現時点においては下記 1～12のガイ

ドラインがラインナップされている。なお暫定版となっているガイドラインも存在するが、今後、「スマ

ート農業」の分野に新にビジネス参入を検討されている企業は、基本的にこのガイドラインをベースにし

たソリューション開発を行うことが望ましい。またユーザーとしても「スマートファーマー」と呼称され

る農業データをフル活用する次世代農業人材も、これらを理解し、実際に運用する上で課題や気が付いた

点については、農林水産省に都度フィードバックすることで、これらガイドラインをさらに良いものに改

善して行くことにご協力していただきたい。 

○：データの利用が既にあるかその可能性が高い △：将来的にはデータの利用の可能性があり得る 

サプライチェーン上で必要となるデータの検討 
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作業名称マスタの検討 

 

 

 

 

 

《Ａ農家の水稲作業名称例》
富士通のAkisaiの事例

統計調査分類
《B農家の水稲作業名称例》

富士通のAkisaiの事例

作業 作業分類 作業

畔塗 種子予措 畔塗

ハロー 耕起整地 ハロー

代かき 育種 代かき

田植補助 施肥 播種

田植オペ 田植 育種

田植前水調整 直まき 田植

水管理 防除 田植（直播）

代かき前水調整 除草 ハウス内片付け

行政事務 追肥 防除

補植 管理 農薬散布

投込み前水調整 刈取・脱穀 草刈

投込み 乾燥 生育調査

除草剤散布 生産管理労働 見回り

草刈 間接労働 水管理

溝切り（中干し） 穂肥散布

見回り 刈取り

作物・鳥獣害対策 機械整備

生育調査

薬剤散布

穂肥散布

刈取り

作業名称マスタの事例
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農薬名称マスタの検討 

 

 

1. 農業ＩＴサービス標準利用規約ガイド（２０１６年３月３１日取りまとめ） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/shiryo21.pdf 

生産者等が農業ⅠＴサービスを活用するに当たり、農業ＩＴサービスの提供者と契約を行う際に、

特に権利やお互いの義務について記載されているサービス利用規約について、どこを注意して確認

すればよいか等を解説するもの。 

2. ＜ＧＬ１＞農業ＩＴシステムで用いる農作業の名称に関する個別ガイドライン（第３版） 

（２０１７年３月１０日取りまとめ） 

 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/170310gl1.pdf 

3. ＜ＧＬ２＞農業ＩＴシステムで用いる環境情報のデータ項目に関する個別ガイドライン（第３版） 

（２０１７年３月１０日取りまとめ） 

 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/170310gl2.pdf 

項目 記載内容

登録番号 ｿﾗﾏﾒ ｴﾝﾄﾞｳ

用法 殺虫剤 ｱｽﾞｷ ｻｻｹﾞ ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ ﾗｲﾏﾒ ｿﾗﾏﾒ ｴﾝﾄﾞｳ

農薬の種類 PAP粉剤 ○ ○ × × ○ ×

農薬の名称 ｴﾙｻﾝ粉剤3DL 11 12 13 14 15 16

略称 住友化学

作物名 ナス（露地栽培）

適用場所
〈農地・山林〉〈公園・庭園・堤とう・駐車
場・道路・運動場・宅地・のり面、鉄道等〉

適用病害虫雑草名 ｶﾐｷﾘﾑｼ類（ｽｷﾞｶﾐｷﾘを除く）

使用目的 豆類（種実、ただしｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ、ｴﾝﾄﾞｳﾏﾒを除く）

散布液量 〈床土・堆肥〉3～5mL/穴〈圃場〉3～5mL/穴

使用時間

本剤の使用回数 2回以内（床土〉1回以内〈圃場〉1回以内

使用方法 散布、土壌くん煙

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

3 5 2 3 60 80

31 32 33 34 35 36

単位：mL 単位：mL 単位：g

農薬名称の事例（FAMIC公開状況）

豆類

マシンリーダブルでないため、
IT企業各社が独自に変換を行っ
ている

ｻｻｹﾞ ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ

希釈倍数使用料

床土・堆肥 圃場 育苗箱
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4. ＜ＧＬ３＞農業ＩＴシステムで用いる農作物の名称に関する個別ガイドライン（第３版） 

（２０１９年３月２２日取りまとめ） 

 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/190322gl3.pdf 

5. ＜ＧＬ４＞農業情報のデータ交換のインタフェースに関する個別ガイドライン（第２版） 

（２０１７年３月１０日取りまとめ） 

 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/170310gl4.pdf 

6. ＜ＧＬ５＞農業ＩＴシステムで用いる生育調査等の項目に関する個別ガイドライン（第２版） 

（２０１９年３月２２日取りまとめ） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/190322gl5.pdf 

7. 農業ＩＴシステムで用いる登録農薬に係るデータ項目に関する情報（暫定版） 

（２０１７年３月１０日取りまとめ） 

 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/170310noyaku.pdf 

8. 農業ＩＴシステムで用いる登録肥料等に係るデータ項目に関する情報（暫定版） 

（２０１７年３月１０日取りまとめ） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/170310hiryo.pdf 

9. 農業ＩＴシステムで用いる生産履歴の記録方法に係る情報（暫定版） 

（２０１９年３月２２日取りまとめ） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/190322seisanrireki.pdf 

10. 農業ＩＴシステムで用いる水管理情報のデータ項目に関する情報（暫定版） 

（２０１９年３月２２日取りまとめ） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/190322mizukannri.pdf 

11. 農業ＩＴシステムで用いる畜産分野における名称・データ項目等に関する情報（暫定版） 

（２０１９年３月２２日取りまとめ） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/190322tikusann.pdf 

12. 農業分野におけるデータ契約ガイドライン 

（２０１８年１２月取りまとめ） 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/attach/pdf/deta-50.pdf 
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農業データ基礎１４ 

スマート農業への政府の取組み８ 

日本の農産物は、場所に紐づいた○○県産などを謳い、その結果国内において都道府県間の産地間競争

を生み、産地間の足の引っ張り合いを発生させている。一つの事例として、夕張メロンと富良野メロンで

ある。世界地図で見たらほぼ同じ地点に位置するそのエリアでブランド名の違いにより大きく販売価格に

違いが出ているのである。多くの方々は、その味の違いは恐らくわからないにも関わらずである。この小

さなエリア内での過当競争は、海外から見れば意味のない事に映るであろう。多くの外国人は、日本産で

はなく、○○県産という日本の都道府県を言われてもどこなのかピンと来ないというのが正直な所であろ

う。そういった現状にも関わらず日本における農業生産物のトップセールスは、各都道府県の知事が海外

に出向いて行っており、これも小さな国日本での無駄な産地間競争を生む火種になっていると思われる。

政府も目標に掲げるのは輸出額だけであり、その実現に向けたストーリーが政策としてはっきりしていな

い。従って、ブランド・アイデンティティー（Ｂｒａｎｄ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）が明確になっていない状況

下において、パンフレットや幟を作ったり、イベントを仕掛けたりする等で知名度をあげようとしている

事が、多額の費用をはじめとする多くの無駄を生んでいるのが実情である。知名度を向上させる事がブラ

ンド化であると多くの方が勘違いしている結果なのだろう。今後は、「農業データ」の活用によって、そ

れぞれのブランドが生産方法や品質を確立・明確化し、「ブランド」の本来の言葉の意味である「約束」

を担保するものにしなければならない。 

14.1 知的財産戦略（２０１５.５農林水産省）＆農業ＩＴ知的財産活用ガイドライン

(農林水産省：慶應義塾大学委託) 

日本の食材「ジャパンブランド」のクオリティやプレゼンスの高さが利用され、さらには日本で開発さ

れた種子等が流出したあげく、日本産で無いにもかかわらず日本をイメージさせるブランドが世界各国で

生まれてしまっている。その代表例として「和牛(ｗａｇｙｕ)」がある。この「ｗａｇｙｕ」は、日本か

ら輸出された和牛肉ではない。豪州の生産者が豪州で生産した「ｗａｇｙｕ」が，これまでの牛肉にはな

い霜降りの風味と食味を持つ高級食材として，豪州の消費者に高く評価されたのである。その後、「ｗａ

ｇｙｕ」は東南アジアや香港，韓国，中東産油国といった市場にも輸出され，豪州は今や「ｗａｇｙｕ」

の世界最大の輸出国となっている。「ｗａｇｙｕ」は，表示上も品質的にも日本の和牛肉とは異なるもの

である。このような事例は、世界的な日本食ブームが生じている２０００年代以降に多く見られる。 
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直近では、平昌オリンピックにて、カーリング女子チームが試合中の補助食品として食べられていた韓

国産のイチゴが、もともとは日本で品種改良された物であったことなどが明らかになったという報道が記

憶に新しい。ここ数年、世界的な評価を高めている韓国産イチゴだが、農林水産省によると「その９０％

が日本の原種を元に開発したもの」であり、しかも「契約を無視して、勝手に販売している」と関係者が

語るいわくつきの品種なのである。このような過去の失敗を再発しない為にも、新たに開発した品種や生

産方法を知的財産として守って行く事が国策として急務となっている。 

植物の優良な品種は、農林水産業生産の基礎であり、多収、高品質、耐病性等の優れた形質を有する多

様な品種の育成はその発展を支える重要な柱です。植物新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成

の振興を図るため品種登録制度があります。また特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物・

食品等の産品の名称を知的財産として保護するために地理的表示保護制度(略称ＧＩ)があります。 

 

【我が国は、高クオリティな農産物を生み出す技能・技術を有しています。これは、産学官が一体とな

った生産活動、研究活動の貴重な積み重ねの成果であり、今や農業は、「知識産業・情報産業」と位置付

けられ、我が国の成長戦略の中核の一つとなっています。近年、農業生産・食料産業等のグローバル化に

伴い、技術流出、営業秘密の漏洩への迅速かつ的確な対応が求められるようになっています。また、知的

財産としての価値を、ＩＣＴとより多様に結び付けることによってさらなる収益性に結び付け発展させる

活動は、未だ発展途上の段階にあります。これらをより発展させていくためには、熟練農業生産者や農業

団体からの円滑な知的財産のＩＣＴ化と、その知的財産の安全な展開と、利用者の拡大を促進するための

基本的な考え方の整理が必要です。そこで、農林水産省「平成２７年度農業ＩＴ知的財産活用実証事業」



70 

 

における活動において、農業現場の知的財産のさらなる活用を促すことを目的とした「農業ＩＣＴ知的財

産活用ガイドライン」が策定されました。 

(参照：http://agri-ip.sfc.keio.ac.jp/Agri-IP_Guideline_v1.pdf) 

本ガイドラインは、 

1. 農業現場の知的財産をＩＣＴ化することによって、広くその価値を知識産業として広めること 

2. 農業現場の知的財産を安心して提供するための具体的な留意点を示すこと 

を目指している。】 

(以上 慶應義塾大学作成：農業ＩＣＴ知的財産活用ガイドラインホームページより引用)  

 

14.2 「知」の集積と活用の場(２０１５年～) 

「知」の集積と活用の場は、「人」、「情報（場）」、「資金」の３つを「オープン」にすることで、

多様な参加者による「協創」を促進し、農林水産・食品分野との異分野の融合を図り、農林水産・食品産

業の競争力強化、国民が真に豊かさを実感できる社会の構築及び世界に向けて「貢献」できる場を目指し

て作られた。筆者らも８章で詳細を記載するＮｏｂｅｒの活動について、「食・農情報流通基盤研究開発

プラットフォーム」として登録をし、２０１８年から活動を開始している。 
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14.3 農業経営におけるデータ利用に係る調査(２０１６年度) 

２章で一部紹介したが、農林水産省経営局経営政策課が主体となり、ＩＴ企業、銀行、農業法人協会を

有識者委員として行った調査である。目的としては 

「情報通信技術が急速に発展する中で、農業経営においてもスマートフォン、タブレットや各種センサー

等によりデータを収集・利用する取組が進んでいるが、取得したデータを農業者自らの経営改善や生産性

向上に活用できていないケースも多く、農業現場へのＩＴ導入による効果ができていないケースも多く、

農業現場へのＩＴ導入による効果が十分に発揮されているとは言えない状況にある。そこで、農業経営に

おけるＩＴシステムの利用状況の調査・分析を行う。さらに、効果的なデータ活用方法の普及を図ること

を目的として、分析結果から導かれる効果的なデータの利活用方法について、紹介パンフレットと配布を

行う。具体的には、ＩＴシステムを利用して個々の農業経営上の課題を解決するためには、どのようなデ

ータを取得すべきか、そしてそのデータをＩＴシステムでどのように活用すれば望む効果が得られるかに

ついて調査・分析を行い、利活用の例を課題ごとに掲示する。」 

とされている。 

本調査事業の有識者の多方面からの意見をベースにアンケートを作成し、その後、公益社団法人日本農

業法人協会が農業生産者向けに広く実施した。アンケート作成中の議論においては、そこで得た回答を分

析することにより、「農業データ活用」に向いた農業人物像(ペルソナ)の設定を目指したが、農作物(品種、

品目)毎やエリア毎の環境条件、土壌条件等の条件(パラメータ)の違いの多さとそれを明確化できるほどの

回答数が集まらなかった為に断念をした。結果的には、営農類型別にＩＴシステムの利用シーンやその効

果、課題を定量的、もしくは定性的に整理し、未来の農業像を農業生産者にイメージしてもらう為に、「農

業データ活用ガイドブック」として一般の方にもわかりやすいイラスト付きのパンフレットが完成した。

(下記参照) 

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-19.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-7.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-12.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-15.pdf 

 

  

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-19.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-7.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-12.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/seido_houzin-15.pdf
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農業データ基礎１５ 

スマート農業への政府の取組み９ 

15.1 農業データ連携基盤協議会(ＷＡＧＲＩ)設立(２０１７年度) 

内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム(ＳＩＰ)「次世代農林水産業創造技術」及び、２０１４

年６月に内閣官房、総務省、農林水産省等で協力して策定した「農業情報創成・流通促進戦略」に従い構

築される事が決まった。農業の担い手がデータを使って生産性向上や経営改善に挑戦できる環境の創生

を目指して、データ連携・共有・提供できる「農業データ連携基盤（データプラットフォーム）」

を慶應義塾大学ＳＦＣ研究所により構築した。２０１９年４月から運営事務局を農研機構農業情報研究セ

ンターに設置し、サービスの本格運用を開始した。 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/index-45.pdf 
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ＩＴ企業や農業機械メーカー、関係府省など産官学が連携して異なるシステム間でデータ連

携を可能とし、気象や土壌などのオープンデータや企業の有償データも提供するプラットフォ

ームで、２０１９年４月から本格運用が開始された。「スマート農業」における各種データは、

これまで「競争領域」と「協調領域」が不明瞭であり、各企業の認識もバラバラであった。地

図や気象、市況などの公的データを含め、あらゆるデータを各ＩＴ企業で揃えようとするとコ

スト高になってしまい、結局、農業生産者が払うサービス利用料が高額になってしまい、農業

生産者の値ごろ感に合わないものになってしまう。明らかに協調領域に属するデータに関して

はデータプラットフォームに配備することで、安価で良質な情報を提供する事を目指して構築

された。現時点では、大手ＩＣＴ企業と農業機械メーカーなど、ハードやソリューションの提供側が主体

で進められているが、多くの人に積極的に使っていただける仕組みにする為、今後は、食・農に関係する

全てのプレーヤーから検討委員を募り、ワーキンググループ形式の中でそれぞれの立場や目線でのユース

ケースを想定して創り上げて行く。 

 

15.2 人工知能とデータ連携基盤を統合した農業情報研究センター開設(２０１８年

度) 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）は２０１８年１０月

１日の組織改革で農業情報研究センターを開設した。同センターでは、外部からの人材も登用し、人工知

能(ＡＩ)やビッグデータを活用して、スマート農業等を実現するための研究を行っている。研究を通じて、

農業・食品産業分野でのスマート化とＡＩ人材の育成を推進する。 

1. 農研機構は、政府が掲げる超スマート社会「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の農業・食品分野での実現に向け、

農業情報研究センターを開設した。同センターの目的は次の 3点。  

(1)最新のＡＩ技術、農業データ連携基盤として整備されつつあるビッグデータを活用し、農研機構独 

  自の知見に立脚した、徹底的なアプリケーション指向の農業ＡＩ研究の推進。  

(2)農業データ連携基盤の長期安定運用を目指した研究並びに運営体制の構築。  

(3)農業が抱える様々な課題解決のため、ＡＩを中心としたＩＣＴ人材の育成。 

2. 同センターは、理事長直属の研究センターとして設置し、２つの研究テーマである農業ＡＩ研究と農業

データ連携基盤研究の研究推進責任者は、外部より第一人者の専門家を招聘する。近い将来は民間企業

等の研究者も受入れる予定。また、産業技術総合研究所や主要な大学との連携を推進する。 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/naro/119549.html#yogo3
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3. 同センターは、育種から生産、加工・流通、消費まで、農業・食品分野での「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」

の形態であるスマートフードチェーンにおいて、各過程の戦略的課題にＡＩ技術を以って取組む。外部

から登用したＡＩ研究専門家が、農研機構内から集結したＡＩ研究要員をＯＪＴ（Ｏｎ Ｔｈｅ Ｊｏｂ 

Ｔｒａｉｎｉｎｇ）により教育すると共に、課題解決を図る。また、スキルアップしたＡＩ研究要員が

農研機構内の各研究センターに研究成果を持ち帰ると共に、ＡＩ研究を実施し、ＡＩ技術の普及を図る。

これにより、農研機構内の研究者の約１０％（２００人）が高いＩＴリテラシーを保有することを目指

す。また、公設試験研究機関、技術普及員等と連携し、政府目標の「２０２５年までにほぼ全ての担い

手がデータを活用できること」を達成すべく活動する。 

4. 同センターは、スマートフードチェーンにおいて特に重要な約３０課題を重点ＡＩ研究課題に位置付け、

それらの課題解決を通じてスマートフードチェーン全体の生産性向上、無駄の排除、トータルコストの

削減、農作物・食品の高付加価値化、ニーズとシーズ（売り込みたいもの）のマッチング等を実現して

行く。これらの農業ＡＩ研究の成果を、農業データ連携基盤を通して産業界、農業界に広範かつ迅速に

提供し、「Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０」の農業・食品分野での早期の実現に貢献して行く。 

 

15.3 「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」および「スマート農業加速化実

証プロジェクト」(２０１９年度) 

「未来投資戦略２０１８」(平成３０年６月１５日閣議決定)において、「スマート農業」の実現に向け

た取組を総合的に推進するという方向性が示された。また、平成３０年１２月のＴＰＰ１１協定発効に伴

い、新たな国際環境の下で、我が国の農業を持続的に維持・発展するためには、生産現場の体質強化・生

産性の向上、国際競争力の強化が喫緊の課題であり、生産性の飛躍的な向上や収益力向上を実現する「ス

マート農業」の社会実装を速やかに推進する必要が出て来た。 

このため、農研機構では、「スマート農業」の社会実装の加速化に資するよう、平成３０年度補正予算

で措置された「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び平成３１年度予算で措置された「スマ

ート農業加速化実証プロジェクト」を実施するため、生産者の参画の下、実際の生産現場の栽培体系の中

に先端技術を導入し、実証する者を広く募った。 
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事業概要 

1. スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 

国際競争力の強化に向け、近年、技術発展の著しいロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用した「ス

マート農業」の社会実装を加速化するため、先端技術を生産から出荷まで一貫した体系として導入・実証

する取組や、現場の課題解決に必要なスマート農業技術を実証する取組。 

2. スマート農業加速化実証プロジェクト  

生産者の生産性を飛躍的に向上させるためには、近年、技術発展の著しいロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の

先端技術を活用した「スマート農業」の社会実装を図ることが急務であるため、現在の技術レベルで最先

端の技術を生産現場に導入・実証する取組。 

農林水産省は、上記プロジェクトの委託予定先事業を決定し、その６９件の概要を公開した。 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/attach/pdf/19Pamphlet1_all.pdf 
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全国の研究者や農業関係者などを審査員とし、実現可能性や予算計画などを厳正に審査した上で選出さ

れた。「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」は、平成３０年度（２０１８年度）補正予算にて

６１億５３００万円、「スマート農業加速化実証プロジェクト」は、平成３１年度（２０１９年度）予算

で５億５００万円が予定されている。プロジェクト実施には企業や農家などが組んでコンソーシアムとい

うかたちで実施するものも多く、代表機関には自治体、大学、企業などが名を連ねている。農業の区分と

しては、水田作、畑作、露地野菜・花き、施設園芸、果樹・茶、畜産の６部門となっており、水田作は大

規模／中山間／輸出用米といった規模や目的により分けられ、様々な分野におけるスマート農業の具体的

な導入やデータ収集を目的としている。一例として、大規模水稲経営に建設機械のブルドーザとドローン

を活用する石川県の例や、日本の人工衛星「みちびき」を活用した株式会社ＮＴＴデータの水田営農ソリ

ューション、輸出用米として３年５作の高度輪作による超低コスト生産を目指す岐阜県の例などがある。

他にも、琉球大学農学部が取組むサトウキビの精密栽培管理や、株式会社日本総合研究所による小型自律

多機能ロボットを用いたナス栽培の機械化、阿蘇のイチゴ栽培と自動選別・パック詰めロボットを活用し

た経営体系の実現、ＩｏＴやドローンを活用したＪＡ山梨のブドウ栽培などがある。なお、これらのプロ

ジェクトに関係している営農・栽培管理システム等を開発しているＩＣＴベンダーや、農機メーカーで実

際に開発・実装を担当する技術者に対しては、スマート農業技術を導入し実証で得られた経営及び営農に

関するデータを、農水省が進める農業データ連携基盤「ＷＡＧＲＩ」に提供することとなっている。 
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主な用語（アルファベット順、アイウエオ順） 

 

⚫ CSR 

企業の社会的責任（corporate social responsibility）の略。 

企業が倫理的観点から事業活動を通じて、自主的（ボランタリー）に社会に貢献する責任のこと。 

⚫ CSV 

いくつかのフィールド（項目）を区切り文字であるカンマ「 , 」で区切ったテキストデータおよび

テキストファイル。 拡張子は .csv 、MIMEタイプは text/csv。 

⚫ GIS 

地理情報システム（Geographic Information System）の略。 

地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、

視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。 

⚫ GPS 

グローバル・ポジショニング・システム（Global Positioning System, Global Positioning Satellite） 

の略。全地球測位システム）。アメリカ合衆国によって運用される衛星測位システム（地球上の現在

位置を測定するためのシステム）のこと。 

⚫ ISO 

アイエスオーとは、International Organization for Standardization というスイス・ジュネーヴに

本部を置く非営利法人のこと。  

ISO の主な目的は ISO 規格とも呼ばれる国際規格の策定。本来 ISO とは国際標準化機構という団体

のことを指すが、日常的には団体が定めた「規格」のことを意味する。 

⚫ PDCAサイクル 

生産技術における品質管理などの継続的改善手法。  

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4段階を繰り返すことによって、業

務を継続的に改善する。 

⚫ POS 

販売時点情報管理（Point of sale system）の略。POSシステムとも言う。 

物品販売の売上実績を単品単位で集計すること。 

⚫ UECS 

ユビキタス環境制御システム（Ubiquitous Environment Control System)の略。ウエックスと読む。 

植物を生産するための園芸施設の環境制御を実現するための優れた自律分散型システム。 

⚫ アドバイザー 

アドバイザーの意味は忠告者・助言者・顧問など助言を行う専門家。 

アドバイザーはこれまでの経験で得た知識を会議の参加者に「助言・忠告」という形で発言する。 

⚫ 閾値 

しきい値（閾値、しきいち）あるいは閾値（いきち）は、境目となる値のこと。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%83%E7%95%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%A4
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⚫ エバンジェリスト 

本来、キリスト教における伝道者のこと。 

現代の IT業界においては「ITの技術的話題を社内外に広く解りやすく布教する」という意味に置き

換えられて認識されている。 

⚫ エビデンス 

証拠・根拠、証言、形跡などを意味する英単語 "evidence" に由来する、外来の日本語。 

⚫ エマージェンシー情報 

非常事態・緊急事態情報。 

⚫ オープンデータ 

「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり「人手

を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」。  

つまり，誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・加工や頒布などができるデータをさす。 

⚫ オープンマインド 

直訳すれば、「心が開かれている」状態を言うが、これは自分の意見や意思、目標などを決定させる

際に、他者の関わりや意見も参考にして取り入れたり解釈しながら進めていける余裕のある人のこと。  

⚫ キャリア形成 

キャリア・デザインに沿った「自己実現」を可能にするための資格取得や学力と人間力などの「自己

実現力」を在学中に計画的に身に付けること。 

⚫ クラウド 

クラウドコンピューティング（cloud computing）は、インターネットなどのコンピュータネットワ

ークを経由して、コンピュータ資源をサービスの形で提供する利用形態。 略してクラウドと呼ばれ

ることも多く、cloud とは英語で「雲」を意味する。 

⚫ 形式知化 

文章や図表、数式などによって説明・表現できる知識のこと。明示的知識ともよばれる。暗黙知の対

概念として用いられる。 例えば、マニュアルは形式知を具体化したもの。 

⚫ コンシェルジュ 

アパートなどの管理人を指し、ホテルにおいては、客の要望に応えたり、代行・案内したりする人を

指す。 

⚫ コンシューマー 

「消費者」や「購入者」という意味の英単語（consumer）からきたカタカナ用語。 

ビジネスでは、主に製品やサービスを最終的に利用する個人を指して、「一般消費者」「最終使用者」

といった意味で用いられる。 

⚫ 自律分散型システム 

それぞれのコンピュータが勝手に動く、やるべき内容を複数のコンピュータで分担して行う形態にな

っているシステムのこと。 
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⚫ 情報インフラ 

情報システムを稼動させる基盤となるコンピュータなどの機材、ソフトウェアやデータ、通信回線や

ネットワークなどの総体のこと。 

⚫ 人工知能(ＡＩ) 

人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。 

 経験から学び、新たな入力に順応することで、人間が行うように柔軟にタスクを実行する。 

⚫ ステークホルダー 

企業・行政・NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。 

具体的には、消費者（顧客）、従業員、株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関など。 

⚫ スパイラル 

連鎖的な変動。物価・原価・賃金・収益などの一つが上昇（または下降）することにつられ、それ以

外も連鎖的に上昇（または下降）する悪循環が起こること。 

⚫ スマートファーマー 

次世代の農業生産者。 

⚫ スマート農業 

ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進し

ている新たな農業のこと。 

農作業における省力・軽労化を更に進められる事ができるとともに、新規就農者の確保や栽培技術力

の継承等が期待される効果となる。 

⚫ セキュア 

安全を意味する英単語 security の形容詞 secure で、IT 分野では、データなどが安全な状態に保

たれていること。  

一般的に、「セキュアな通信」「セキュアに保たれている」などのように用いられる。  

具体的には、暗号や防御ソフトなどを活用して、外部から攻撃や盗聴、改ざんなどの干渉を受けない

ように技術的に保護されている状態をいう。 

⚫ センシング 

必要な情報を用意された手法や装置を使用して収集することをいう。 

⚫ ソリューション 

一般的には「回答」や「解決すること」などの意味を持つ英語。 

IT用語としては、企業がビジネスやサービスについて抱えている問題や不便を解消すること、および、

そのために提供される情報システムなどを指す。 

⚫ ディープラーニング 

深層学習。人間が自然に行うタスクをコンピュータに学習させる機械学習の手法の一つ。 人工知能

(AI)の急速な発展を支える技術であり、その進歩により様々な分野への実用化が進んでいる。 近年

開発の進んでいる自動運転車においても用いられている。 
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⚫ トレーサビリティ 

物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態。 

⚫ 篤農家 

熱心で、研究心に富んだ農業家。 

⚫ ナレッジ 

一般的には「知識」や「知見」といった意味の英語である。 企業経営に関する用語としては、企業

が蓄積しているあらゆる情報を体系的に可視化し、営業活動や経営活動に有益な情報を「知識」とし

て新たに活用する考え方を表す際に用いられる。 

⚫ バイタル情報 

バイタルサイン（vital signs）の略称。 生命（vital）の兆候（sign）とも訳される、患者の生命

に関する最も基本的な情報である。 

具体的には、脈拍あるいは心拍数・呼吸（数）・血圧・体温の４つを指すことが多く、これらの数値

情報から、患者の病態現在状況を把握・表現する。 

⚫ ハイパースペクトルカメラ 

光を波長ごとに分光して撮影するカメラ。 

⚫ フードバリューチェーン 

農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を高めながらつなぎあわせる

ことにより構築される、食を基軸とする付加価値の連鎖のこと。 

⚫ フランチャイズ 

一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した商品（サービスを含む）を提供する権

利、営業上のノウハウなどを提供し、これにより自己と同一のイメージ（ブランド）で営業を行わせ、

他方が、これに対して対価（ロイヤルティー）を支払う約束によって成り立つ事業契約のこと。 

⚫ プロダクトアウト 

企業が商品開発や生産を行う上で、作り手の理論や計画を優先させる方法のこと。  

買い手（顧客）のニーズよりも、「作り手がいいと思うものを作る」「作ったものを売る」という考

え方。 

⚫ マーケットイン 

市場や購買者という買い手の立場に立って、買い手が必要とするものを提供していこうとすること。 

⚫ マイルストーン 

物事の進捗を管理するために途中で設ける節目をいう。もとは道路などに置かれ、距離を表示する標

識（里程標）のこと。商品開発やシステム開発など、長期間にわたるプロジェクトなどで用いられる

ことが多い。 

⚫ マルチスペクトルカメラ 

複数の波長帯の電磁波を撮影できるカメラ。 

マルチスペクトルには、人の目で見える可視光線だけでなく、紫外線や赤外線、遠赤外線など、人の

目で見えない不可視光線の波長帯の電磁波も記録される。 



81 

 

⚫ ユースケース 

使用者目線でシステムの振舞を表現するやり方。 

⚫ ライフサイクルコスト 

製品や構造物などの費用を、調達・製造～使用～廃棄の段階をトータルして考えたもの。 

訳語として生涯費用ともよばれる。 

⚫ リコメンド 

顧客の好みを分析して、顧客ごとに適すると思われる情報を提供するサービス。 

あらかじめ登録された顧客の趣向に関する情報や、購買履歴などを参照して、それぞれの好みに合致

すると思われる商品やサービスが紹介される。 

⚫ リスクテイク 

あえて危険性（損失が生じる可能性）があることを理解したうえでの行動。 

⚫ リスクヘッジ 

起こりうるリスクの程度を予測して、リスクに対応できる体制を取って備えること。単にヘッジとも

言う。例えば、資産運用において、資産価値が一方的に下落することを最小限に食い止めるために、

先物取引を使ってリスクを回避する方法がある。 

⚫ リモートセンシング 

離れた位置からセンシングすること。 

観測装置（センサー）と、それを上空に運ぶためのプラットフォームが必要である。広範囲を観測で

きる、人が行きにくい場所（危険地域）が観測できる、などの利点がある。 

⚫ ロジック 

議論の筋道。論理。また、論法。論理学。 

 

 


