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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はじめている。

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出来る。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

出来る。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、さま

ざま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
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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

さまざま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し、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卒業し、ＳＥ等の職業にあ

ごか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はしていな

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にも大きく

二種類に分ける事が出来る。一つは、会社員として働

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多くしたいという意

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
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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・実施をして来た。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

改正をかわきりに、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

りの作業が出来、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はじめる事になる。また電気

メーカーなどだとすると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

需要がある物に取り組むのが良い。

農業生産物の生産だけでは無く、食品加工する事で

付加価値を付け収益を増やすために、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
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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。

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

由で世界各国に於いてブームになっている、その結

果、海外に於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はじめた。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た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出来る。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 は、加盟国の中で最大で

あるアメリカのトランプ大統領が離脱する事を決めた

のは比較的記憶が新しい。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
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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

アメリカのＴＰＰ離脱により、今後アメリカとの自由貿

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

ているので、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の輸出を意識して各種準

備を開始しているというところ。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（Ｇ

Ｉ）（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。という２点であり、

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か国で協定の発効がされた (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 ＧＡ

Ｐ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Ｇ

ＡＰ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ているから

だ。

しかしながら、現時点において GLOBAL GAP や

ASIAGAP( 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出来ているのは、これ

ら取組 (５Ｓ活動 ) をしている組織の中でおいてもたっ
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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。現時点に於いても続いている

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

う選択は出来ない。」と言われてしまう事が多いのが

実情である。しかし、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。これは特別栽培や有機栽培の

次の流通業としての付加価値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、GFSI（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。

1.7 昨今の農業協同組合の事例

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 を々中心として、「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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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

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。

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」として確率できれば、世界中どこでも日本の

農業生産物と同じように生産が可能となり、市場で高

農業データ基礎 2

我が国の農業をとりまく状況 2
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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 農業に於ける規模の経済

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

発生しており、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 アール辺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か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

カーなどとさまざま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Ｉ

Ｔ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てからの播種時

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

なの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

出来るようになれば、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。

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。

 

農業生産者の情報伝達

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

施設園芸にて成功し、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出来る施策であり、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。
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 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、国際競争の中に於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だすのは

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とするという

ことだ。

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出

来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

グで仕事が出来る農業であれば、俺にも出来るだろう。」

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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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於ける「農業デー

タ」蓄積について学ぶ。モデルとしたのは、宮崎県の

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 な々プロトタイプに

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 、々取り組み、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

をつみやすいのか“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ができ、

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

農業データ基礎３

スマート農業ケース１
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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 な々人材がおり、

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

於ける生産性向上は、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、他産業に於いては当たり前

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。

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、ある圃場に於いて、

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於い

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
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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においては

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。

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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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 な々チェック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、p H（水素イオン濃度）、ＥＣ（電気

伝導度）、風向、風速、降雨量など様 な々計測が可能

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がＧＰＳの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

があ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。

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

農業データ基礎４

スマート農業ケース２
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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

が可能になった。

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よ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。

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

に次の作業を進めるどう進めるか、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
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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（Ｕ

Ｘ）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

幅に削減ができ、歩留まりが向上した。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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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。

農業データ活用に於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を

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

法や内容が決まっておらず、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

農業データ基礎５

スマート農業ケース３

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 .maf f .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 .maf f .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
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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。そこで表 5.1 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。

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

して積みあがるのである。

5.2 匠の農業のノウハウ

農業の匠と呼べ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、形式知化が容易に出来るように

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無い。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、帰ってく

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、作物の育成状況などを把握し、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さまざ

まな「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Ｉ

Ｔも含めたあらゆる手段を駆使する事で明文化が出来

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なによ

りも先決である。その結果、その法人の生産方法が一
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つのマニュアルとして冊子にすることが可能になる。こ

の冊子にのっとって、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サイクルが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おこな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出来たお陰で現場での発生した

各種課題にタイムリーに対応する事が出来るようになっ

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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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

取り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 と々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 と々世に出始めている。

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 )

「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

農業データ基礎６

スマート農業で活躍するＩＣＴ
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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 な々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害のある方々が農業

現場で働きやすくなるという支援にもなるとよい。

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、衛星による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

あたり、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 な々研究がされている。

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
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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) のベータ版を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での分析が可能になり、

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。衛星で分散する他のエリアの生

育状況把握し、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、今後の天気予報などか

ら最適な対処を常にＡＩが提案、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、人的ミスも発生がし易

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、日本全

国的な課題となっている。現状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
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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。これら結果と組み合わせることにより、

最適な場所にＩｏＴ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回復すれば、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いってしまう。サクラ

ンボや桃、葡萄、マンゴーといった高級果樹だけで無

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がされて

いる。
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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

於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

くが取り組む事を躊躇し、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、「ＩＣＴ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、重い腰があ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 人々が「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。

直近の農業に於けるデータ活用のウェーブ ( 流行 ) は、

２００８年頃にＩＴ企業の一部に於いて「農業データ活

用」実現に向けた実証実験に入りはじめた。こうした

活動が、政府や他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、

農業に於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）の監督下の元、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、連携してさまざまな施

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。

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 )

農業データ基礎 7

スマート農業への政府の取組み 1
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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。

・　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

・　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

・　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

・　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、あらかじめ考えておくことが重要

これを受けて、今後取り組むべき事項として下記３点

が示された。

・　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

・　ＡＩシステム実用化時におけるビジネスモデルの検

討

・　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。

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

向性が会い、「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
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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。

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

発に関する取り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

ンに関する取り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、これら既存取り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

国全体での取り組みとなるよう、産官学が連携して広めていきます。
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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名に対して実施し、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。

「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６９．２％と最も高く、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。

(2) 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

農業データ基礎 8

スマート農業への政府の取組み 2

IT 機器等の所有状況

IT 機器等の今後の経理への利用意向
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農林水産分野においてＩＴの利活用を促進するための

取り組みについては、「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リテラシーが低さ

とはまった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、ＫＫО（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。

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、下火になっていた

のが実情であった。その後、第二次安倍内閣発足によっ

IT 機器等を経営にご利用

しようと思わない理由 農業法人数

年々大規模化
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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日閣議決定された「日本再興戦略」を受けて、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

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ＣＩ

О）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はじめたの

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

ルの構築等し、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。あわせて、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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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」設置し

た。これまで農林水産省の内部でも「農業分野でのＩ

Ｔ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、本研究会の発足を気

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、内閣官房等の構成された。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 な々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（図１）。

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

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誰もが取り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

農業データ基礎９

スマート農業への政府の取組み３
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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。

●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なにかを特定の

上、効率化することが必要。

●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。

●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。

●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。

●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、ほ場内やほ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

した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。

同時期に総務省に於いて「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
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様

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。

●農業ＩＴ利活用の効果分析

①ＩＴ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。

②ＩＴ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

④ＩＴ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」の標準化の必要性が明らか

になったのである。

 農業情報 ( データ ) の相互運用性・可搬性の確保に
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資する標準化に関する調査
（２０１４年総務省）から引用

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
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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於

いても当て余っている。

 

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。総合大学に於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。

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

農業データ基礎 10

スマート農業への政府の取組み４



35

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

童に登録され､ 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・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､ 諸外国へ日

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。

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、自勣車、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。

○農林水産生産活勣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､ 晨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
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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独法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はじめたのであ

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り組みを行います。

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り入れ、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

の普及に向けた取り組みを行う。」

として、高額で農業現場での活用として費用対効果が

あわないことにより、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。
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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

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

に於いては

●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

( 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
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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」からゲノム編集をともなう

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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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り組む組織である。

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）

に取り組み、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

農業データ基礎 11
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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

なっている。

 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 な々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、
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自動車用内装・外装材）。

● 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

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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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
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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り組むた

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

・「各論」  ・・・業種別の特徴に応じた取り組み方や、

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、安全・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。
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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）することが出来る」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者各様であり、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出来ない。

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。

逆方向のトレーサビリティ

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行企業を経由して

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出来る可能性もある。

オールジャパンで多種多様な流通企業が、このＮｏｂｅ

ｒ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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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。

IT 関連情報（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

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出来ればまだ良いが、

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」を提供する企業に於いて、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

フォーマットや扱う単位等が違う事が今後の「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」する際においても困難を期す

る事が容易に想像出来る。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
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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 な々言葉は、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、現時点に於いては下記①～⑬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、実際の運

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。

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）
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https://cio.go.jp/sites/default/f i les/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

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

○：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

作業名称マスタの検討

農薬名称マスタの検討
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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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日本の農産物は、場所に紐づいた○○県産などを謳

い、その結果国内に於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。多くの一般の方々は、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於ける農業生産物の

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 IdentＩＴ y）が明

確になっていない状況下に於いて、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Ｉ

Ｔ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、「wagyu」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。

農業データ基礎 14
スマート農業への政府の取組み 8
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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。

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」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」

が策定しました。( 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。
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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。

 

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をした。アン

ケート作成中の議論に於いては、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
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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」に従いが構築される

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

 

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」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あわないものに

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

で良質な情報する事を目指して構築されました。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

に今後は、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。
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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

の研究を行います。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 な々課題解決のため 3)、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します。近い将来は民間企

業等の研究者も受入れる予定です。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。

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 技術を以って取り組む。外部登用の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 により教育すると共に、課題解決を図ります。

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 技術の普及を図ります。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、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、ニーズとシーズの

マッチング等を実現して行きます。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きます。

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。
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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。

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

 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、さまざまな分野におけるス

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。ほかにも、琉球大学農学部が取り組むサ

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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