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図 12
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（電子試読版）

生育量と施肥量（p. 83）

マシンビジョンによる果実と果柄の検出例（p. 122）

図2

RGB 画像と NDVI 画像（p. 163）
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図3

図3

図4

全面農薬散布とピンポイント農薬散布の違い（p. 165）

衛星 WorldView-3 により推定した小麦の施肥診断期のクロロフィル量分布 （p. 182）
17）

注） 図中の数値は圃場平均値。裸地圃場も含む。

衛星 WorldView-2 により推定した水稲の施肥診断期
（幼穂形成期）
の窒素含有量分布 （p. 183）
17）
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図5

衛星 SPOT6 により推定した玄米蛋白質含有率分布 （p. 183）

図6

図7

27）

衛星 SPOT6 により推定した水稲収穫適期分布 （p. 184）
28）

衛星 GeoEye-1 により推定したパン小麦の穂の水分含有率分布 （p. 185）
17）
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図8

衛星 WorldView-2 により推定した農地土壌の肥沃度分布 （p. 185）
17）

注） 観測時点に裸地状態でなく評価対象外の圃場も含まれる。

図2

可視画像マップ（a）と NDVI マップ
（b）の例（p. 189）

圃場 B は A よりも NDVI 値が高く，生育が良いことを示している。

図5

植被率算出画像（p. 190）

（a）は植被率が低く，（b）は植被率が高い。
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図8

図 10

NDVI 生育マップ（一覧表示）
（p. 191）

図9

圃場全体の生育状況を一覧できる。

幼穂形成期 NDVI（葉色）マップ（p. 192）

（a）2016 年撮影，（b）2017 年撮影。2017 年春の基肥可変実施
により生育ばらつきが減少した。

図 13

植被率生育マップ
（一覧表示）
（p. 191）

列 D の圃場は総じて NDVI が低く，植被率が高い。移植直後
の生育は良好であったが，肥料がなくなったと考えられる。

図 11

施肥量マップ（p. 192）

2016 年幼穂形成期の生育マップより基肥量を変えたもの。

作業ムラが生育に影響を与えた状況を表した生
育マップの例（p. 193）
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図3

水田における群落窒素含有量推定事例（p. 198）

図4

リモートセンシング学会誌より転載。

図5

小麦を対象とした群落クロロフィル指数（クロロ
フィル総量）
推定事例（p. 198）
リモートセンシング学会誌より転載。

ファイバー端の出力計測例（p. 210）
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図2

図3
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イチゴ苗からの放出ガスのガスクロマトグラム（p. 220）

イチゴの健全苗と炭疽病感染苗の放出ガスの赤外吸収スペクトル（p. 221）
（（b）は（a）の拡大図）

図8

センサを用いた診断結果（p. 223）
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図2
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実験用太陽光植物工場内のトマト個体群の光合成
活性マップ（p. 226）

図2

特殊空調技術による栽培の均質化（p. 243）

図3

外観および内部写真（p. 253）
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図1

（電子試読版）

作業計画・管理支援システム
（PMS）
（p. 264）

図4

目視評価結果のグラフ（p. 301）

（a）

（b）

ポリゴンの粒度が低いため，欠けて見える。

図2

ズームインすると自動的にポリゴン粒度が上がる
（歴然とした矩形表現となる）

レイヤ表示例（p. 344）
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図4
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発育予測パラメータの適用イメージ（p. 374）

図1

GeoMation で表示した圃場図（p. 377）

図3

実証の画面例（p. 380）
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文
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
理事長

久間

和生

内閣府の総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）は，我が国全体の司令塔として，科学技術政策の企
画立案および総合調整を行う機関である。筆者は，2013 年 3 月から 2018 年 2 月までの 5 年間，CSTI の常
勤議員を務め，戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）
，革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）な
どの画期的な国家プロジェクトの創設と推進，第 5 期科学技術基本計画の中核である「Society 5.0」のコンセ
プトの構築を行った。
我々を取り巻く環境は大きく変わりつつある。1 つ目は経済・社会構造の変革である。情報化
（ICT 化）と
デジタル化が飛躍的に進展し，人，モノ，資金，情報，文化が国境を越えて駆け巡り，これまでに経験した
ことのないスピードで経済・社会構造の変革が進行している。正に
「Society 5.0」
の到来である。
「Society 5.0」
とは，CSTI が第 5 期科学技術基本計画において我が国が目指すべき社会として提唱した概念で，狩猟社会，
農耕社会，工業社会，情報社会に続く第 5 の社会である。すべての経済システムや社会システムはフィジカ
ル空間
（現実空間）
とサイバー空間
（仮想空間）
で構成され，フィジカル空間とサイバー空間を高度に融合させ
高い価値を創造することにより，経済発展と社会的課題の解決を両立し，人間中心の社会を実現しようとす
る概念である。
「Society 5.0」
は，
国連が 2015 年に掲げた SDGs
（持続可能な開発目標）
と相通じる概念でもある。
2 つ目は農業・食品産業を取り巻く環境の変化である。国内では人口減少社会と超高齢化社会が急速に進
み，農業の担い手不足と食料市場の縮小が懸念されている。一方で，世界人口は大幅に増加すると見込まれ
ており，2050 年には現在の 76 億人から 1.3 倍の 98 億人に達し，世界の食料市場も大幅に拡大すると予測さ
れている。また，現在の我が国の農業生産額は世界 10 位
（2016 年，UNCTAD の統計より）
であるが，農産物・
食料品の輸出額は世界 45 位
（2016 年，同上より）に留まっていることを踏まえると，今まさに
「戦略的に農
産物・食料品の輸出を拡大する大きなビジネスチャンス」を迎えている。このような世界的な環境変化の中
で，政府は
「農業の成長産業化」
，
「グローバル産業競争力の強化」
に向けて，有望な担い手への農地の集約化，
戦略的輸出体制の整備などの施策を進め，農業経営の法人化，販売額 1 億円以上の法人の増加など，着々と
成果を上げている。実際，農業生産額は，長期的に減少してきたが，直近は 2 年連続で増加し，2016 年は 9
兆円台を回復した。また，農林水産物・食品の輸出額は 5 年連続で過去最高を更新し，2017 年には 8,000 億
円を越えた。しかし，人手不足と営農者の高齢化対策，生産性向上と生産コストの大幅削減など，未解決な
課題も山積している。
スマート農業は，農業・食品分野における
「Society 5.0」
実現の基盤として重要なシステムの 1 つである。最
新のロボット技術，ICT，AI，リモートセンシング技術等の先端技術や，農業データ連携基盤などの基盤技術
を活用して，我が国農業における担い手不足と高齢化，生産性向上，生産コストの大幅削減など，これまで
未解決であった課題に対応し，農業を成長産業化する新たな生産形態として注目されている。例えば，政府は，
「統合イノベーション戦略
（2018 年 6 月 15 日閣議決定）
」
において，
「Society 5.0」
の実現に向けて特に取組を強
化すべき主要分野の 1 つとして農業分野を取り上げた。また，当該戦略では，目指すべき将来像として，
①

担い手がデータを徹底的に活用し，スマート農業技術を導入した革新的農業を実践することで，生産
性を飛躍的に向上させ，所得向上を実現

②

我が国発のスマート農業技術・システムを生かした生産拠点をアジア太平洋地域等に展開すること

で，我が国の農業ブランド力向上，フードロス削減等に貢献
が示され，スマート農業が我が国農業の競争力強化に不可欠であることに加え，我が国発のスマート農業技

─
（電子試読版）
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序
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文

術・システムの海外展開も見据えた姿を設定した。
さらに，当該戦略の目標として
①

2025 年までに農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した農業を実践

②

2025 年までにスマート農業技術の国内外への展開による 1,000 億円以上の市場獲得

を掲げ，スマート農業の速やかな実用化を目指している。政府のこれらの将来像や目標は，スマート農業に
寄せる大きな期待の現れである。
また，筆者が現在理事長を務め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
（農研機構）
におい
ても，統合イノベーション戦略に沿って，スマート農業の実用化促進に向けた取組みを強化している。1 つ目
は重点的に実施する研究課題の設定である。
具体的には，
農業・食品分野での
「Society 5.0」
の早期実現に向けて，
①

データ駆動型革新的スマート農業の創出

②

スマート育種システムの構築と民間活力活用による品種育成

③

輸出も含めたスマートフードチェーンの構築

④

生物機能の活用や食のヘルスケアによる新産業の創出

⑤

農業基盤技術（ジーンバンク，土壌等の農業環境データ，病害虫防除など）

⑥

先端基盤技術（人工知能，データ連携基盤，ロボットなど）

に関する研究開発を加速する。2 つ目の取組みは，2019 年から，スマート農業の普及加速化を目的とした
「ス
マート農業加速化実証プロジェクト」を，農研機構が中心となり，都道府県，民間企業，生産者等と連携し
て開始することである。このプロジェクトでは，
「スマート実証農場」を日本各地に設置し，SIP 等で開発さ
れたスマート農業技術の実践と，
データ収集・解析を通じた現場で使える実用的な技術体系の構築を目指す。
3 つ目は，2018 年 10 月 1 日に，新たなセンターとして，AI 研究と農業データ連携基盤の整備・運用を担う
「農
業情報研究センター」を開設したことである。この研究センターには，以下の 3 つの重要な役割がある。
①

農業データ連携基盤（通称：WAGRI）
の整備をさらに推進し，その運用体制を構築すること

②

徹底したアプリケーション指向の AI 研究を進め，育種から農業生産，加工・流通，消費までの過程を，
AI 技術で最適化したスマートフードチェーンを実現すること

③

農業・食品分野における AI を中心とした ICT リテラシーを全国規模で高めるため，OJT（On-The-Job
Training）
によって，農業研究者に対する AI 技術の研修を行うこと

すなわち，
「農業情報研究センター」
は，研究を推進するだけでなく，AI を中心とした ICT リテラシーを全
国的に向上させ，その結果，スマート農業をはじめとした ICT を活用した技術体系が全国各地でスピーディ
に実用化される環境整備を進めることを目的としている。このように，農研機構は，
「スマート農業加速化実
証プロジェクト」
や
「農業情報研究センター開設」
などの戦略的な取組みによって，スマート農業の早期普及を
実現し，
「統合イノベーション戦略」
に記載の将来像の早期実現や目標達成に貢献することを目指す。
本書は，自動運転農機，ロボットトラクター，軽作業化アシストスーツ，リモートセンシング，ICT・AI
等の活用技術，農業データ連携基盤などについて，最新の動向や課題，今後のあり方などを体系的に整理し
たものである。例えば，自動運転が可能なロボットトラクター，水田における給排水の自動・遠隔制御シス
テム等の SIP などで開発し，実用化してきた機械・システムを紹介している。このため，前述のとおり，今
後の政府の戦略や農研機構の取組みによって，スマート農業の現場での普及が一気に加速される情勢下で，
本書が出版されることは，今まさにスマート農業の導入を検討している農業生産者や農業技術の普及指導員
などの皆様に，タイムリーにお役に立ていただけるものと確信している。さらに，本書は，スマート農業技
術に関する課題や今後のあり方なども整理しており，ロボット，ICT 等のビジネスを農業・食品分野に展開・
拡大するお考えの企業等の皆様にも，お役立てていただけると確信している。
最後に，本書を監修した慶應義塾大学教授の神成淳司先生，および編集にご協力いただいた農林水産省大
臣官房政策課技術政策室，内閣官房情報通信（IT）総合戦略室，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」
の皆様をはじめ，多くの執筆者の先生方に深く感謝申し上げたい。
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社会実装が始まったスマート農業
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
慶應義塾大学

1.
1.1

寺島
神成

一男
淳司

の生産と加工，流通や販売を通じて，生産から消費

スマート農業とは

まで一貫したスマートフードチェーンに展開するこ

スマート農業とは

とが期待できる。すなわち，農業だけでなく，食品

スマート農業は，近年，研究開発が進んでいるロ

産業全体にわたる大きな効率転換につながる。した

ボット技術や情報通信技術
（ICT）を活用し，従来に

がって，スマート農業の確立はこうした農業および

比較して飛躍的な農作業の省力化や，高精度化され

食品に係る産業界の発展の中核に位置づけられよ

た栽培技術により，低コストで高品質な農産物の生

う。

産を可能とする新しい営農の有り様を意味する。こ
うした新たな各種農業技術のより高度な相互連携を
進めるのが「農業データ連携基盤」
で，これにより政
府の目指す
「データを活用する」農業（統合イノベー
ション戦略 2018）
の実現が可能となる
（図 1）
。

1.2

農業における
「Society 5.0」
とスマート農業

科学技術基本計画において実現が提起されている

「Society 5.0」は，近年，発達の著しい情報処理技術
と，従来から進められてきた機械や物理的な機構，

「農業データ連携基盤」は農産物の鮮度や品質に係

さらには素材となる物質などを組み合わせ，言い換

る情報技術へと機能拡張を図ることで，今後展開が

えれば Cyber 空間と Physical 空間を高度に融合さ

見込まれる「スマート育種」や
「スマート物流」
などと

せた社会の創造を意味している。これにより，従来

連携し，需要に応じた新品種の効率的な開発からそ

問題となってきた経済発展と地球環境や社会的な環

図1

データ駆動型スマート農業のイメージ

─
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境の相互矛盾を解消して，持続性の高い社会を築き
上げようとするものである。
ス マ ー ト 農 業 の 目 指 す 方 向 は， 農 業 に お け る
「Society 5.0」の実現にあると言っても過言ではない
であろう。例えば，ロボット農機は Physical なプ
ロダクツと捉えられるが，その機能を詳細に見ると，
まさしく Cyber との連携に基づく技術であること
が理解できる。ロボットが正しく機能するには，正
確な位置情報を必要としており，これはいわゆる G
空間と呼ばれる位置情報の提供システムに依存した
ものである。ロボット農機といえども，圃場や周辺
施設の正確なマップが基盤として与えられなけれ
ば，
適切に作業を行うことはできない。このことは，
他のスマート農業に係る生産システムにおいても同

図2

担い手に集中する耕地
（茨城県下 10 市町村）

1）

様である。可変施肥機による精密農業は，ドローン
や衛星データ，あるいは各種のセンサが採取する作

面で，1 人の作業者が複数の農機を作動できる技術

物生育データをもとに最適施肥量を圃場内の細かな

の開発，すなわちスマート農業でのロボット農機の

区分ごとに設定し，施肥管理を行う。こうすること

開発は重要な意義を有することになる。

で余分な施肥を回避し，地下水などへの化学肥料成

農業における栽培作業は耕起や播種，収穫作業だ

分の流出を最低限度に抑制する。このようなシステ

けでなく，水田では水管理や畦畔の除草作業など，

ムは，農業における
「Society 5.0」の実現に向けた 1

これに付随する各種の作業がある。前者は労働時間

素材と見ることができるであろう。

として大きな割合を占め，後者は重労働となる。こ
れらを含めた自動化を進め，総合的なスマート農業

2.

技術体系を確立していくことが求められている。ま

スマート農業の意義

た，果樹や重量野菜の生産においては，重量物の移
動や運搬が作業者に大きな負担となる。アシスト

では，こうしたスマート農業の開発と導入がなぜ

スーツなどの開発はこうした作業の軽労化に有効で

求められるかについて以下に記載する。

2.1

ある。

労働力の減少と規模も拡大への対応

2.2

我が国の農業は転換期を迎えている。特に，農業

法人経営への対応

表 1 は農業生産法人の動向について示したもの

従事者数の減少と高齢化の進展が顕著で，耕作放棄
地も増加の傾向にある。しかし，その一方で大規模

である。
上述したように，
農業従事者数の減少に伴っ

化や法人化など，農業経営の著しい発展が期待され，

て農地が流動化し，また，政策的な誘導もあって農

産業としての競争力強化につながる可能性を秘めて

家の法人化が急速に進んできている。その規模も拡

いる。

大し，100 ha 以上の作付面積を有する法人経営は，

図 2 は，茨城県下での 10 市町村
（作付面積約 3 万

2005 年の 55 経営から 2015 年には 234 経営へと増

ha）を対象とした調査結果を示している。この調査

加してきている。一方，法人に雇用される方の数も

では，離農される農業者の予測をより厳密にし，そ

2005〜2015 年の 10 年間で約 5 万人以上の増加が認

の耕作地が担い手に集まると想定している。その結

められている。法人化した経営体では，経営者は従

果，担い手経営 1 戸当たりの耕作面積は 2015 年の

業員に対して各圃場に対応した栽培管理を適切に行

25 ha に対して，2030 年には 121 ha に増大するこ

うよう指示しなければならない。圃場の位置とその

ととなる 。およそ現状の 4.8 倍の耕作面積である。

圃場で実施すべき作業内容，例えば追肥作業の場合

これを可能とするには，従来にない作業能率を有す

は，どの圃場にいつ，どういった肥料をどの程度の

る技術体系の構築が必要となるであろう。こうした

量で散布すべきか，これを日々的確に指示できない

1）

─
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表1

法人経営の動向

法人経営体数
計

常時雇用者数（人）

うち販売金額

同 3 億円

同 5 億円

1 億円以上

以上

以上

1995 年

4,986

─

─

─

45,454

2000 年

5,272

─

─

─

49,369

2005 年

8,700

2,537

956

547

52,888

2010 年

12,511

3,036

1,164

648

67,713

2015 年

18,857

3,766

1,523

851

104,285

資料：農林水産省，農林業センサス

と，収量や品質に影響を及ぼす。法人の規模が大き

理が求められる。このため，日々の気象の動向を把

くなり，対応しなければならない圃場枚数が数百に

握しておくことが必要となり，気象に係る情報シス

上ると，こうした指示を従来の口頭やメモなどで行

テムの活用が不可欠となる。気象情報や気象予測に

うことはほとんど困難になるであろう。スマート農

連動する作物の発育予測，病害虫，冷害や高温障害

業における ICT を活用した営農管理支援システム

などの発生予測を提供する情報システムはこうした

は，民間企業から多くのプロダクツが販売されてい

栽培上の対応に有効に機能するであろう。

るが，これらは法人経営の作業管理において，また，

栽培管理を適切に行うためには，当該圃場の作物

次年度以降の栽培管理に有効な生産履歴の記録とし

生育状況や土壌環境などの把握も重要である。この

て機能すると考える。

点に関しては以前より人工衛星からのリモートセン

また，農業生産法人が新たな従業員を雇用した場

シングの活用技術が用いられてきたが，近年は診断

合，技術の伝達と教示が必要となる。この人材育成

に適した時期に詳細な空撮画像を取得できるドロー

をいかに効率的かつ適切に行い得るかは，当該法人

ンを利用した手法が開発され，民間企業でもサービ

の生産性や品質の維持に影響を及ぼす。例えばトラ

スが開始されてきている。スマート農業ではこうし

クタによる作業の効率と精度は，圃場内の合理的な

た作物のセンシングと気象情報に基づいた生育予測

運行の仕様，旋回や耕起深の制御など，圃場条件を

を統合した情報システムを用いることで，合理的な

加味したきめ細かな技能の有無によって左右され

栽培管理による収量の向上や収穫物の品質向上が期

る。通常の作業進行の中でこうした技能の継承に対

待できる。また，センシング技術の発展に伴い，病

して時間と労力をかけることは容易なことではな

虫害発生など，より詳細な作物体情報の取得が将来

い。自動化・知能化されたロボット農機はこのよう

可能となるであろう。

な技能継承をいわば代替し，新規雇用者における技
能不足の問題をカバーするであろう。さらに細かな

3.

作物の管理技術，例えば果樹における選定作業や摘
果作業については，AI などを用いた教育システム

水田作におけるスマート農業の概要

以上のようなスマート農業の実現に向け，研究課

などがこれを補助し，新規就農者の技能のレベル

題「情報・通信・制御の連携機能を活用した農作業

アップを容易にする 。

システムの自動化・知能化による省力・高品質生産

2）

2.3

技術の開発」
（ 以下，
「SIP 生産システム」
）が，2014

栽培管理の適切化

年度から 5 カ年の計画で内閣府戦略的イノベーショ
ン創出プログラム（SIP）
「 次世代農林水産業創造技

規模の拡大に伴い，圃場の枚数が増加すると，扱

う作物の種類や品種，作付時期がより多様となる。

術」
の 1 課題として取り上げられた。

その場合においても，近年の気象変動幅が拡大する

この課題では，主に土地利用型農業を対象として

中では気温や降雨量の変化に対応した適切な栽培管

スマート農業の核となる農業技術の開発が，国立研

─
（電子試読版）
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成

果

内容と効果

ロボットトラクタ

遠隔監視で自動作業

（単体）
マルチロボットトラクタ

遠隔監視で 2 台が自動作業

作業システム

作業能率 160％以上

実用化時期
H30 年度予定

H30 年度以降早期

遠隔監視で自動作業
自動運転田植機

田植作業をワンマン化

H30 年度以降早期

熟練者並の精度
ロボットコンバイン

遠隔監視で 2 台が自動作業

（人搭乗型）

作業能率 170％

準天頂衛星対応の

基準局不要で性能同等

高精度受信機

低コスト化（30 万円）

図3

H30 年度以降早期
H30 年度予定
（H29 年度モニター
機販売）

自動走行するロボット農機の開発

究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構，国立

ボット農機の作業能率は，ロボットトラクタの 2 台

研究開発法人宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
，国立

体系で従来の 1 台体系の 160％，同 3 台体系では

研究開発法人産業技術総合研究所，国立研究開発法

250 ％， 一 方 ロ ボ ッ ト コ ン バ イ ン は 2 台 体 系 で

人情報通信研究機構
（NICT）など所管省庁の異なる

170％となることが示されている。また，ロボット

研究機関，多数の民間企業の連携により進められた。

農機の制御機構については，現在，補正信号を活用

その中で取り組まれた農機の自動化技術，水管理の

した高精度な RTK-GPS
（Real Time Kinematic GPS）

自動化，データを活用した栽培管理支援システムな

が用いられているが，
「みちびき」
など準天頂衛星を

どを中心に，スマート農業技術の具体的な事例を以

活用した低価格で安定性の高い受信機の開発も取り

下に紹介する。

組まれている。

3.1

実用化が近づいた自動走行するロボット
農機

3.2

水管理の自動化

水稲生産における水管理労力は，労働時間全体の

「SIP 生産システム」ではロボット農機として，ト

中で大きな部分を占めることから，その省力化が求

ラクタ，田植機，コンバインの自動化・知能化が取

められてきた。特に，中山間地域などで，居住地区

り組まれた（図 3）。

と圃場とが遠く離れている経営体においては移動に

このうち，標準区画向けならびに大区画向けのト

時間を要し，適正に圃場の水位を管理していくため

ラクタとコンバインについては，マルチロボット作

には相応する労働時間を割かなければならない。ま

業システムとしての開発が進められている。すなわ

た，水稲作では，圃場の水深を適切に管理すること

ち，自動走行のロボット農機を用い，一名の作業員

で水稲生育の制御や，冷害などの気象災害における

が複数の農作業機を操作して作業を行うことを可能

影響軽減が可能である。したがって，適正な水管理

とするシステムである。2 台の機械を同じ圃場，あ

を自動で行う技術の開発は栽培管理上も重要な意義

るいは隣接する 2 つの圃場で，場合によっては異な

を有する。一方，数十枚から数百枚にわたる圃場に

る作業（耕起と播種など）を組み合わせて同時に行う

対して水を供給する揚水場などのポンプの操作も，

ことを技術的に可能とした。これらの開発ロボット

省力化の対象となるほか，水需要に応じたポンプの

農機については現地試験での効率の検証を行い，ロ

作動による電力使用量の削減も課題とされてきた。

─
（電子試読版）
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図4

気象条件や作物生育に応じた給排水モデル

「SIP 生産システム」では，クラウドを通した圃場

発された。青森県ではこうした情報端末を生産現場

内の給排水バルブの遠隔操作および自動制御システ

の指導員に配布し，新たな地域ブランド米の生産と

ムを開発した。また，システムに API を実装する

タイアップして，より高品質な米の生産につなげる

ことで，気象情報や作物の発育予測モデルと連動さ

取組みが行われている。ドローン画像は，衛星画像

せ，気象条件や作物生育に応じた給排水モデル
（水

に比較して適時により詳細なデータを収集できるメ

管理ソフト）のプロトタイプを作成している
（図 4）
。

リットがある。これにより圃場内の生育むらを把握

さらにソフトウエアの高度化により，灌漑時間の設

し，施肥での対応を可能とするなど，生育や品質の

定を通じて現場の多様な水管理ニーズに対応できる

斉一化に有効である。
一方，気象データを有効に生かすシステムの開発

ようになった。現地実証試験においても水管理労力

も進んでいる。まず，気象庁から配信されるアメダ

の 8 割程度の削減が可能との結果を得ている。
圃場─広域連携型水管理システムについては，上

ス地点の気象データをもとに，1 km 四方のメッシュ

記の圃場水管理システムとの間を API でつないで

に対応した気象情報の提供技術が開発された。農業

現地圃場に実装し，用水路に水を供給するポンプ出

者が栽培管理を行う圃場や地域の位置情報に応じ

力の約 4 割を削減することが可能であることを確認

て，よりきめ細かな気象データの提供を可能として

した。これらを通じて水稲栽培の水管理の省力化と

いる。こうした気象情報を活用することにより，作

省エネ化が見込まれる状況となった。なお，圃場水

物の発育ステージや収穫適期を予測し，気象変動に

管理システムについては 2018 年から試験販売が開

対応した栽培管理が可能となる。これらの情報を総

始され，導入が始まっている。

合的に提供するシステム
「栽培管理支援システム」
が
開発されつつある。例えば
「これから 1 週間は高温

栽培管理や作業管理を支援する情報シス
テム

条件が予想されます」
というような警戒情報や，
「高

上空からの画像は作物の植え付けの有無や作物の

いでしょう」といった栽培管理を支援する情報の提

生育状況，栄養状態を把握するツールとして有効で

供を目指している。また，Web API を通じて他の

ある。このうち，衛星リモートセンシングを活用す

システムへの提供を図ることが可能となっており，

ることで収穫適期や米タンパクをマップ化し，タブ

農業データ連携基盤への搭載も一部始まっている。

レット端末などにその情報を提供するシステムが開

また，前述したように，圃場マップなどを活用し

3.3

─
（電子試読版）
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た営農管理支援ツールについてはさまざまな ICT

の実証試験で評価の対象としたスマート農業技術

ベンダーから提供されており，大規模経営農家の作

は，ロボットトラクタ，自動運転田植機，ロボット

業管理や営農の支援ツールとして役立てられてい

コンバイン，栽培管理支援システム，多圃場営農管

る。
「SIP 生産システム」ではその機能の拡張が取り

理システムなどで，
自動水管理システムについても，

組まれた。

他の経営体におけるデータをもとに解析に加えられ

「SIP 生産システム」以外の取組みについては，人

た。その結果，現状 110 ha の経営面積が，ロボッ

工知能
（AI）などを活用し，これまで機械化が困難で

ト農機などによる省力効果を活用することで

あった果菜類や果樹の収穫などの複雑な作業のロ

150 ha 程度に拡大し得ることが明らかとなった。た

ボット化も進められてきている。画像認識によりト

だし，ここで注意しなければならないのは，作業の

マトの熟度を判定し，収穫すべきもののみを選別収

中の 1 作業を取り上げてロボット農機を用いて自動

穫する技術が開発され，夜間の自動収穫など，大幅

化しても，効果は限定的な範囲に留まるという点で

な省力化が期待できる状況となってきた。重量野菜

ある。

や果実などの運搬や，荷上げ・荷降ろしなどの重労

図 5 に示すように，自動運転田植機とロボット

働を軽労化するアシストスーツ，圃場や畦畔の除草

コンバインが共に使用された場合にのみ経営上のメ

等の作業を軽労化する農機などの研究開発や導入実

リットが得られるわけで，例えば自動運転田植機だ

証も進みつつある。

けでは十分な効果が引き出せない。
すなわち，
スマー
ト農業技術を活用して耕作面積の拡大効果を得るた

4.

めには，作業全体にわたる自動化と効率化が必要で

スマート農業の経営上の効果

あることを意味している。
農業は播種作業から収穫，

こうした技術体系を現場の生産法人において適用

出荷作業まで，一連の作業から成り立つ。これらは

した場合に，どのような経営的効果が得られるので

各経営体において合理的な配置と運用が行われてい

あろうか。これについて，
「SIP 生産システム」では

ることから，その中の 1 作業のみを省力化しても効

千葉県山武郡横芝光町に所在する営農法人において

果は限られ，作業全体の効率化が必要となるわけで

実証試験が実施され，経営評価が取り組まれた。こ

ある。このことは，スマート農業においても，個別

図5

スマート農業技術の経営的効果
資料：松本浩一，未発表
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表2

スマート農業の研究開発に対する現場の声
評

価

課

題

・労力不足が進行する中，将来必要な技術

・苗箱の運搬などの省力化にも取り組んで欲しい

・若い農業者でも精度が高い作業ができる

・ロボトラで一つの作業を省力化しても経営全体
のメリットは小さい

自動走行農業機械

・露地野菜などの収穫物運搬や調製作業にも自動
化が必要
・早朝と夕方の水回りをしなくなって助かる。 ・価格が高い
移動も含めると 2 〜 3 時間以上かかっていた
圃場水管理システム

・ため池が小さく，水不足で悩んでいたが，
節水もできるので助かる
・水管理の見える化で若い世代へ技術の継承
ができる

情報システム

・作業計画立案に必要

・次年度の対応など処方箋も欲しい

・見える化でわかりやすい

・ユーザーインターフェースを改善して欲しい
・乾田直播などへ適応を拡大して欲しい

技術の導入ではなく，スマート農業技術体系として

6.

組み立てていくことがその効果を最大限に引き出す

始まりだしたスマート農業の社会実装

ために肝要であることを示唆するものであり，今後

以上のように，スマート農業はいくつかの課題を

の技術開発を進める上で重要な視点となっている。

残してはいるが，農業の今後の展開に重要な意義を
有することから，開発技術の現場への実装が始まっ

5.

ている。自動操舵やガイダンスシステムを搭載した

ロボット農機の安全性確保に向けて

トラクタなどの作業機は北海道で導入が進んでお

ロボット技術の普及を図る上で安全性の確保は避

り，本州でも普及が進むとみられる。リモートセン

けて通れない重要な技術的課題である。特に，圃場

シングを用いた米の収穫時期やタンパク含量の推定

内に出入りする人の検知が重要で，例えば作物中の

システムは，ブランド米の生産の現場で実装が始

人を電磁波の利用により簡便に検出する手法や，ロ

まったことは先に述べたとおりである。自動水管理

ボットトラクタに画像処理技術を実装し，単眼カメ

システムは 2018 年より試験販売が開始され，その

ラで裸地圃場内における走行路上の人を検知して自

他のロボット農機についても図 3 のような市販化の

動停止する技術などが開発されている。併せて，安

予定が示されている。営農管理支援システムについ

全センサの標準化や検査手法の開発も取り組まれて

てはすでに多数の ICT ベンダーから市販化されて

いる。

いる。しかし，これらの多くは個別技術としての導

一方，ロボット技術を生かすための社会的な制度

入であり，さまざまな技術を組み合わせたスマート

の整備については，農林水産省が 2017 年 3 月に策

農業体系としての整備はまだこれからである。ス

定した
「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガ

マート農業の導入効果は生産システム全体の改善を

イドライン」が重要な位置づけにある。自動走行農

図ることで初めてその効果が明瞭となることから，

機の販売者，利用者，使用者の責任の範囲の設定，

体系化に基づく実証研究がなお必要であろう。

3）

使用に当たっての訓練の実施など，安全な利用に向

一方，これまでに実施された実証試験などで収集

けた基本的な考え方が示されている。さらに，有人

された生産現場の意見を表 2 に示した。
「労力不足

監視下での圃場内自動作業システムの安全性確保に

が進行する中，将来必要な技術である」
，
「若い農業

向けたリスク分析では，より具体的な事例の提示が

者でも精度の高い作業ができる」
，
「早朝と夕方の水

行われており，農林水産省と
（一社）
日本農業機械工

回りをしなくなって助かる。移動も含めると 2〜3

業会で参考とされている。

時間以上かかっていた」
，
「作業計画立案に必要であ
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る」などの評価がある一方，ほかの作業にも自動化

もが利活用可能にするとともに，個々の農業関連

を展開する必要があること，価格がまだ高いこと，

サービスが相互に連携し，あるいはデータを補完し

ユーザーインターフェースの改良が必要であること

合うデータハブとしての機能も兼ね備える。誰もが

などの指摘もある。さらに，スマート農業の社会実

必要とするデータとは，例えば地図や気象データで

装を広範囲に進めていくためにはこうした課題の解

ある。これらデータが農業データ連携基盤を介して

決を図るとともに，さまざまな地域や経営体での実

提供されれば，個々の企業のデータ整備費用の低減

証を踏まえながら，真に農業の成長産業化に寄与す

につながる。このような協調領域の低コスト化効果

る技術体系に組み立てていく必要がある。

を，競争領域に投資することで機能を向上させ，あ
るいは利用料金の低減化へとつながる。

7.

農業データ連携基盤は，2017 年末より試験稼動

スマート農業の社会実装加速化への

を開始し，2018 年には国内各地で実施された複数

取組み─農業データ連携基盤

のスマート農業の実証事業において利活用と効果検

このように個別に進められてきたスマート農業に

証が取り組まれた。検証結果を踏まえた機能向上を

関する取組みについて，今後の社会実装を進める上

図り，2019 年以降，我が国農業分野の社会基盤と

では，複数の取組みを組み合わせたり，生産部会や

して，利活用されることが期待される。

地域全体でのデータの共有や比較検討をしたりな
ど，地域の多様なニーズに合わせて複数の取組みを
連携することが必要である。そこで，
2017 年より
「次

文

世代農林水産業創造技術」の 1 課題として，
「農業

1）松本浩一：水田作経営における最小適正規模の上昇の可
能性に関する一考察─茨城県南西地域を想定して─，関
東東海北陸農業経営研究，108, 71─77（2018）．

データ連携基盤」に関する取組みが進められた。農
業データ連携基盤とは，インターネット上に構築さ
れる農業分野に関する多様なデータを連携させ，
データ利活用を図る場である。個々の企業が独自に
整備してきた農業データの利活用環境のうち，誰も

献

2）神成淳司：IT と熟練農家の技で稼ぐ AI 農業，日経 BP
社（2017）．
3）農林水産省：農業機械の自動走行に関する安全性確保ガ
イドライン（2017）．

が必要とするデータや機能を，基盤上に構築して誰
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（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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（電子試読版）
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─ 索─ iv ─

（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。

（電子試読版）
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（電子試読版）
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（電子試読版）

閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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