
資料１－１

農山漁村におけるＩＴ活用の農山漁村におけるＩＴ活用の

総合化について総合化について

平 成 ２ １ 年 ７ 月



農業・農村は食料供給の役割に加え、国土の保全や自然環境の保全、良好な景観形成など様々な役割を持っている。
しかしながら 農業の就業人口は減少傾向に歯止めがかからず 高齢化が進展し 担い手が不足している

厳しい農業・農村の情勢

しかしながら、農業の就業人口は減少傾向に歯止めがかからず、高齢化が進展し、担い手が不足している。

また、耕作放棄地が増加し、農業産出額が低下している状況にあり、農業・農村の持続性確保を望む声が高まってい
る。

農家戸数 農業就業人 推移 基幹的農業従事者 年齢構成１ 農家戸数、農業就業人口の推移 ２ 基幹的農業従事者の年齢構成

３ 耕作放棄地面積の推移

４ 農業産出額の低下

平成２年
兆 億円

平成19年（概算）
8兆1 927億円11兆4,927億円 8兆1,927億円

△29％

○どうすればもうかる農業ができるのか？ ○若年層にとって魅力ある農業とはどういうものか
○長年培われた高い生産技術を引き継げないか ○国産ニーズに適時的確に対応できないか

農業農村の持続性確保を望む声
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厳しい農業・農村の情勢の中で、農業法人や集落営農で大規模経営、交代勤務、週休二日制を実践し、農業の未
経験者が新規参入して地域農業の担い手になっている例が見受けられる

新しいスタイルでの農業の取組

経験者が新規参入して地域農業の担い手になっている例が見受けられる。

また、人工衛星からの情報を使って最適熟期の収穫や天候被害の軽減等効率的営農をしたり、流通・加工・外食等
の分野と連携して農産物の付加価値を高めるなど創意工夫している取り組みもみられる。

人工衛星を活用した食味測定データをベースとした管理分析農業 生産管理システムで消費者の需要に即対応

概要
からり特産品直売所は、平成8年から農業情報連

絡システムと販売管理システムを活用している。

概要

生産管理の効率化を図るためＩＴ導入を検討し、ソ
フトウェア業者と連携し、データ農業を実現。

経験年数が異なる人物が営農活動を行っても同

概要

米国の商用衛星「クイックバード」を使用し、
１ピクセル60cm四方の高解像度により肌理
の細かいほ場解析を実施

[石川県羽昨市][宮崎県都城市] [愛媛県内子町]

・１時間ごと売上情報
・販売分析情報
・市況情報
・気象情報
・消費者ニーズ情報

農 家
営農計画（収入計画）

ｺｰﾄﾞ12345  農協  太郎

平成９年 平成10年
チホク 0 0
ホクシン 8500 8700
タクネ 0 0
計 8500 8700
大豆 1600 1450
小豆 2650 2780
金時 1845 1320

小
麦

豆
類

経験年数が異なる人物が営農活動を行っても同
等の結果が得られる農業を実践。栽培履歴の管理
や経営分析が実現できるシステムを構築。

の細かいほ場解析を実施。
一度に撮影できる面積は64k㎡で、米粒に

含まれるタンパク質含有量の測定（従来の食
味測定特Ａ～Ｅまで５段階の分布表示図）、
植生指数分布（１ほ場ごとの色分け図）、衛
星写真（広域写真）、パンクロ写真（白黒衛星

出荷予約
（品目・数量・単価）

出
荷 消

費

販売情報
身元はっきり
情報

費者 情報
等

農業情報
センター

星写真（広域写真）、パンクロ写真（白黒衛星
写真；地区地図）などにより撮影解析を行い、
１ほ場ごとの平均値色分け図などを提供。

バーコード印刷
費
者

農産物直売所

金融機関

販売データ

オンライン

注文・
消費者
の意見

振込（２回／月）
ＰＯＳ

畑での携帯
ＰＣを利用し
た作業内容
の記録

撮影画像から米粒に含
まれるたんぱく質含有量
の解析結果

左記 解析結果平均値

バ コ ド印刷

活用の効果

加工所 レストラン

金融機関
オンライン

活用の効果

パソコンを使 た作業日報の記帳を開始し これま

栽培履歴管理の概念図（新福青果ＨＰより抜粋）

活用の効果

・米の味の良さを科学データで実証し、消
費者の信頼性の確保

赤：高い 黄：やや高い
ライトブルー：やや低い
青：低い 緑：中

活用の効果

・本システムにより、生産者が携帯電話を使ってほ
場からの直売所販売情報の確認ができるため、出
荷品の調整による生産者の所得向上に寄与してい
る。

・パソコンを使った作業日報の記帳を開始し、これま
での農家の勘と経験による経営から、ITを駆使し畑
ごとのコストを計算した企業経営を実現
・携帯PCの端末機を利用し現場の担当者が、その日
の作業内容、肥料、農薬などの情報を入力管理

費者の信頼性の確保。

・低タンパク米育成の施肥量指導や収穫
適期の判定等で品質の向上。

・低タンパク米は、ブランド化により有利
販売。 2



このような農業分野で魅力ある取組を動かす原動力は、消費者が欲しいと思うものを「作る力」と「売る力」、 つまり経営

経営力を支える手法

力。経営力は創意工夫を続ける生産者のたゆまぬ努力と努力をサポートする手法により効果があらわれる。
こうしたサポート手法として、
① ほ場や生育等の生産情報や市場価格、消費者ニーズの動向等の流通・消費情報をつかみ、
② 自分の農業の現状を分析して課題を設定し、

「 省力 」に資するＩＴの活用 「 便利 」に資するＩＴの活用

③ 所得向上や生産地のブランド化等目指すべき方向へと経営改善する
流れを円滑に進めるための技術、つまり情報通信技術（ＩＴ）活用が考えられる。

・ほ場の栽培管理を記録するため
→ 携帯電話を活用して農薬散布等農作業を記録
管理
定品質 も を安定的 生産するため

・生産農産物を欲しい人へ欲しい時に供給するため
→ インターネットを活用して販売、せり取引
・園地現場で選果データを見ながら適切な営農指導を
するため

省力 」に資する の活用 便利 」に資するＩＴの活用

・一定品質のものを安定的に生産するため
→ センサー・ロボットを活用してハウス等を監視・
管理

するため
→ 携帯情報端末（ＰＤＡ）を活用して相談、指導

「 元気 」に資するＩＴの活用

・各ほ場の生育状況を把握し、最適収穫期等を判断し
て収量や 品質向上で売上を増加させるため

→ 電子地図や衛星を活用して産地ぐるみで栽培管理

・直販所や観光スポットへ人が集まり地域が元気になる
ため

→ 携帯電話を活用して特産品売上や観光情報を提供

「 売上 」に資するＩＴの活用
元気 」に資するＩＴの活用

→ 電子地図や衛星を活用して産地ぐるみで栽培管理

・離れていても子供の見守りや健康相談を行い、安心し

「 安心 」に資するＩＴの活用

離れていても子供の見守りや健康相談を行い、安心し
た暮らしをおくるため

→ 携帯電話を活用して位置情報やカメラ診断を提供
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（省力その１）

○ 携帯電話を活用した農作業記録の自動化、センサー・ロボットを活用したほ場・ハウス・畜舎

概要

生産者が簡単に使える生産履歴・農薬適正利用システム
[東京都立川市]

概要

みょうが養液栽培プラントとハウス内環境管理システムで

肥培・栽培管理労力を軽減 [群馬県前橋市]

の監視・管理作業の省力化

概要
JA東京グループでは、生産者が手軽で確実に生産履歴の管理、農薬の適正

使用確認が行えるようにするため「生産履歴管理・農薬適正使用システム」を構
築。

栽培履歴を管理する生産履歴管理システムと、農薬使用に伴う診断システム
で構成。

概要
・みょうが養液栽培プラント
あらかじめ設定された濃度・回数・間隔・時間等をマイコンで自動制御。

・ハウス内環境管理システム

ハウス内外のセンサーが温度・日照・降雨などを随時計測し、データに基づ
き遮光・保温カーテン・天窓などの開閉、電照をマイコンで自動制御。

防除作業を登録すると、使用された農薬が適正か不適正か、日本植物防疫協
会の最新データと自動的にチェックが行われ判定。また、結果の診断だけでなく、
今後使用できる農薬を検索できる機能を兼ね備えている。

生産者は生産履歴の登録をパソコン・携帯電話での入力と、入力帳票（ＯＣＲ）
による入力が選択可能。 活用の効果

・管理労力の省力化。

活用の効果

・適正な（種類、回
数、濃度など）農薬
が検証可能。

農地環境モニタリングシステムを使って水稲の品質を向上
[福岡県粕屋町]

みょうが養液栽培
プラント制御ボックス

ハウス内環境管
理制御ボックス

検証可能。

概要

粕屋農業協同組合は、九州大学が開発した「農地環境モニタリングシステム」
を導入。

水田に設置した気象観測装置により、基本データ（気温、日射量、湿度）と画
像を設定時間おきに観測

[福岡県粕屋町]

遠隔監視ロボットを活用した牛舎内の監視
[北海道西興部村] 像を設定時間おきに観測。

収集されたデータは九州大学のサーバーに送信し蓄積。
観測データはJAホームページでリアルタイムに公開され、誰でも見ることがで

き、日別にグラフ化され稲作期間中の動きを知ることが可能。

活用の効果
（導入初期のため見込み）

概要

カメラ、マイク及びライトを内蔵した遠隔監視ロボットを牛舎内に設置し、自宅のパ
ソコンから牛舎状況を監視可能。自宅のパソコンからカメラの向きやズームアップ、
ライト点灯も操作可能。

[北海道西興部村]

（導入初期のため見込み）
・管理労力の省力化。

・地域に即した栽培指導によ
り、収量の増加、品質向上。

活用の効果
・牛の監視作業の省力化。

遠隔監視ロボット 4



（省力その２）

○ 携帯電話を活用した農作業記録の自動化、センサー・ロボットを活用したほ場・ハウス・畜舎

携帯電話を活用した農作業記録（ほ場情報蓄積システム）
[開発 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構]

フィールドサーバによるほ場監視システム

[茨城県築西市]

○ 携帯電話を活用した農作業記録の自動化、センサ ロボットを活用したほ場 ハウス 畜舎
の監視・管理作業の省力化

概要
ほ場において、携帯電話を活用して、農作業の内容や作物の生育状況を記録。
記録した過去の作業は、携帯電話で簡単に検索が可能。

ほ場情報蓄積システムは、個人情報を扱うことからユーザー登録制であり、
ユーザー登録は無料。

[ ]
概要

ほ場に監視カメラと気象データ測定器が一体化した小型監視ロボット（フィールド
サーバ）を設置。

本フィールドサーバにより、自宅にいながら農作物の生育管理を徹底して行うこと
が可能。

[茨城県築西市]

活用の効果
活用の効果

・農作業の内容の記

いちご栽培管理システムによる管理作業の省力化
[奈良県奈良市]

搾乳ロボットを使った経営の効率化

[愛知県半田市]

・ほ場管理作業の省力化。帳作業を省力化。

概要
高設土耕式栽培方式の施設（3,000㎡）１棟と多段式水耕栽培方式の施設

（1,000㎡）２棟で70,000株のいちごをシステム化し栽培。

ガラス室内外にセンサーを設置して、湿度、温度を測定。状況に応じてカーテ
ンや天井の換気窓の開閉 室内の温度・湿度を管理。

[奈良県奈良市]
概要
搾乳ロボットに乳牛が中に入ると、ブラシで乳頭を洗浄し、レーザーセンサーに

よってそれぞれの乳頭へカップを自動的に装着搾乳。カップは、搾乳し終わった乳
頭から自動的に外れ、すべて搾乳し終わると、乳頭消毒して一連の作業を終了。

搾乳ロボットは 乳牛の首に付けた電子タグによって 個体の識別を行い 個体

[愛知県半田市]

ンや天井の換気窓の開閉、室内の温度 湿度を管理。
昼間にCO2発生装置を作動することにより、いちごの肥大を促進。
かん水・液肥管理を時間設定で制御。

搾乳ロボットは、乳牛の首に付けた電子タグによって、個体の識別を行い、個体
ごとに搾乳時間や乳量、牛の状態などを把握し、そのデータはパソコンへ送られて
管理。

活用の効果
・搾乳作業時間の減少効 ・搾乳作業時間の減少。
・乳量の１～２割増加。

活用の効果

・ハウス内生産管
理労働力の軽減。

温度センサー CO2発生装置 搾乳ロボット 5



（売上）

○ 電子地図 衛星を活用した産地ぐるみの栽培管理により作物の収量・品質向上で売上が増加

人工衛星を活用した食味測定
[茨城県つくば市]

人工衛星を活用した成熟度マップの作成
[北海道帯広市]

○ 電子地図、衛星を活用した産地ぐるみの栽培管理により作物の収量・品質向上で売上が増加

総合選果施設情報と樹園地管理情報を

概要

人工衛星データと気象情報データを組み合わせ
て、転作田の確認、水稲の生育判断・収量予測、食
味判定などの高精度な情報提供を行うためのシス

[茨城県つくば市]

概要

人工衛星画像データ・空撮用無人ヘリコプタに
よる画像データ・ＧＩＳを中心とした解析システムを
用 ほ場ごと 成熟度（乾燥度）やたんぱく質

[北海道帯広市] リンクさせた栽培管理 [和歌山県海南市]

概要

総合選果施設において、生産者ごとの選果（糖
度・等級等）データを自動蓄積。
この選果デ タを電子地図化した樹園地管理情味判定などの高精度な情報提供を行うためのシス

テムを平成17年に完成。

①日本の人工衛星「ひまわり」、「大地」や米国の人
工衛星「TERRA衛星/MODIS」「AQUA衛星
/MODIS」から送られてくるデータを解析し、気象・
生育状況・食味・収量予測等の情報を配信。

用いて、ほ場ごとの成熟度（乾燥度）やたんぱく質
含有量を測定、「小麦刈り取り順マップ」を作成。

この選果データを電子地図化した樹園地管理情

報（土地所有者、耕作者、地目、面積、営農情報
管理、経営意向情報）にリンクさせデータベースを
構築。
樹園地ごとの選果データを生産者に迅速に還

元し、的確な栽培管理指導を展開。

②衛星データから推定した生育状況や食味情報を
マップ化、グラフ化、数値化し作柄（生育）トレンド情
報を提供。

小麦刈り取り順マップ 総合選果施設 樹園地管理情報に選果
データをリンクした電子地
図情報

活用の効果
活用の効果

・適期刈り取りによる乾燥施設の効率的な利用

活用の効果

・優良園地を特定し高品質果実を選定すること
により システム導入前２％だった特選品率が

情
衛星画像を用いた水稲玄米タン
パク含量分布図：

赤色は玄米タンパク含量が少な
く、緑色に近づくにつれ含量が多
くなる。

衛星画像を用いたほ場図：

人工衛星から送られたデー
タを解析しほ場図の作成を
行っている。

活用の効果

・栽培管理の結果を客観的、定量的に評価できるこ
とから食味向上、品質安定化の効果が期待できる。

・適期刈り取りによる乾燥施設の効率的な利用
で、コストダウン。
・収穫適期の判定で品質の安定化。

により、システム導入前２％だった特選品率が
15％程度までアップ。

6



（便利）

○ ブ ドバ ドを活用したネ ト販売 農作物市況 営農情報提供 電子商取引 行政サ ビ○ ブロードバンドを活用したネット販売、農作物市況・営農情報提供、電子商取引、行政サービ
スの提供で情報を簡単入手、便利な暮らし

概要
JA紀の里は 航空写真などによる地理情報を

GISと連動したＰＤＡ（携帯情報端末）を使った

生産現場での営農指導 [和歌山県紀の川市]インターネット販売

概要

市場のオ クシ ンル ム（せり場）で行われて

インターネットを活用した「在宅せりシステム
[東京都大田区]

概要
ホ ムペ ジにより情報発信 JA紀の里は、航空写真などによる地理情報を

基に園地情報を管理するＧＩＳ（地理情報システ
ム）を導入し、園地の地番、面積、品目、品種に加
え、等級・階級・糖酸度などの選果データを園地ご
とに管理する営農支援情報システムを構築。

ＧＩＳと連動したＰＤＡ（携帯情報端末）を営農指

市場のオークションルーム（せり場）で行われて
いる「機械せり」をそのままパソコン上で行う「在
宅せりシステム」を導入。
（株）大田花きのホストコンピュータへ登録。

売買参加者は、発行されたＩＣカードをパソコン
に接続し、在宅せりシステム専用ページにログイ

ホームページにより情報発信。

導員（24名）に１台ずつ配付。

指導員は、予め担当地区別に、ＧＩＳから地番、
品目、品種、選果データ（糖度等）などのデータを
ＰＤＡに転送しておき、園地へ携帯。

ＰＤＡにはＧＰＳ機能が付いているので、当該園
地の位置を確認した上で 各園地のデータを見な

ンして買い付けに参加。

地の位置を確認した上で、各園地のデ タを見な
がら、農家に適切な相談、指導。

現地でＰＤＡに入力した指導内容などの情報は、
持ち帰りＧＩＳにフィードバックして蓄積。

在宅整理システ オークションルームで

活用の効果

在宅整理システ
ムパソコン画面

オ クションル ムで
の「機械せり」の様子

ＰＤＡ端末

・営農指導員がＧＩＳの園地データを現地で閲覧、
更新できるようになり、より的確な営農指導が可
能。

・園地で園地情報の更新等ができるので、職場
に帰ってからの入力作業の軽減。

活用の効果
・遠方の流通業者の参入による取引の省力化。
・せり取引のため時間を省力化。

活用の効果
・販路拡大。
・売上増加。 7



（元気・安心）

○ 携帯電話を活 た観光情報 地域情報 直売所情報 提供 携帯 話を ども○ 携帯電話を活用した観光情報、地域情報、直売所情報の提供
で人が集まり地域が元気

○ 携帯電話を活用した子ども
の見守り、遠隔健康相談、交
通情報の提供で安心した暮
らし

携帯電話を活用した遠隔健康相談
（イメージ）

携帯電話を活用した観光情報の提供
（イメージ）

携帯電話を活用して、消費者に情報提供
【青森県十和田市】

らし

概要

携帯電話のカメラ機能等を利用し、タイムリー
な病状等を相談。

概要

観光等で農村地域を訪れた訪問者が、
位置情報とあわせ特産物や地域の情報
を携帯電話で容易に得られるよう農村地

概要

産直施設において携帯電話を活用した売上通
知システムを導入・改良することにより、生産者
への迅速な売上情報の通知と多彩な産直活動
を消費者に情報発信できる仕組みを構築。を携帯電話で容易に得られるよう農村地

域の基盤等を整備。
を消費者に情報発信できる仕組みを構築。

地域情報システムなどから、
観光情報、地域情報をタイ
ムリーに情報提供

活用の効果
・配信メールを見たことによる来客の増加。

8



日本が有する世界最高の情報通信基盤・技術、いわゆるＩＴは、現在抱える農業・農村の課題に対応して、弱みを強み
に変える潜在力発揮の手法と言えるのではないか

研究が進むＩＴ

に変える潜在力発揮の手法と言えるのではないか。

ＩＴは一部の農業現場で導入されつつあり、農商工連携により活用されつつあるが、さらに、生産者や消費者のニーズ
に応え、我が国農業の持続的発展を図るため、農作業ロボットの開発や熟練農家が有する匠の技のデータベース化等
に向けた研究開発が進んでいる。

匠の技データベース

システム概要
センシング（計測）技術で圃場 農作物 農

ロボット田植機
システム概要

ロボットスーツ ロボット農業機械

センシング（計測）技術で圃場、農作物、農
作業の状態をデータ化したり、ベテラン生産
者の行動をデータ化・蓄積・分析することで生
産者の経験や勘(暗黙知)を知識化(形式知)、
標準化を目指す。
デ づ

システム概要
水稲を対象に耕転か

ら施肥・ 播種、移植、収
穫までの作業について、
GIS、GPS等を活用し無

システム概要
農業従事者の高齢化が進むなか、重

労働である農作業の負担を軽減し、労
働環境の改善に貢献するツールとして
ロボットスーツの開発を目指す。

データ(知識)に基づいた効率的な営農、生
産コストの低減、質の高い安全で付加価値の
高い農作物の生産や次世代生産者にベテラ
ン経営や生産ノウハウ継承を可能にする。

人で行える農作業ロ
ボッ トを開発し、超省力
作業技術の開発を目指
す。

水田除草ロボット水田除草ロボット

システム概要
工学分野で開発さ

れた各種センサー技
術を利用して 水田

作業者の動作を外部から補助する

術を利用して、水田
の条間を走行して除
草作業を行う除草ロ
ボットの開発を目指
す。

9

作業者の動作を外部から補助する
ことにより農作業の負担を軽減



ＩＴ活用するためには、いわゆる通信インフラと呼ばれる情報通信基盤整備が行われていることが前提となる。

情報通信基盤の整備及び活用の状況

基盤整備の進捗状況は全国で進んでおり、ブロードバンドの世帯カバー率は98.6％（08年9月末現在）、携帯電話
の使用可能エリアは、居住地域の人口カバー率99.8％となっている。
しかしながら、利用状況については、ブロードバンドの利用率は町村部（農山漁村地域）で低い。
また、農業は、居住地から離れて行われる場合もあり、仕事場となるほ場で携帯電話がつながらない状況もある。

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

市町村の人口規模別ブロードバンドの整備状況

【出典】総務省「平成19年版情報通信
白書」30.4

( )
30.5
( )

23.6
(47)

28.5
( )

32.1

1.3(25) 0.1(1)

4.9(24)
100%

経営にパソコンを活用している状況

88.5

53.8

11.5

46.2

白書」

注１：データは平成19年３月末現在

２：市町村の区分については、平成
19年４月１日を基準としている（1,827
団体）。

３：ブロードバンドとは 光ファイバ
68.2 69.5

( )

76.4
(152)

71.5
(203)

67.8
(525)

63.5
(309)

(556) (25) (47) (81) (249) 31.6
(154)

40%

60%

80%

生産者

流通加工業者

３：ブロードバンドとは、光ファイバ、
ADSL、ケーブルテレビ等

(1,246) (57) (152) (203) (525) (309)

0%

20%

全市町村 30万人以上 10～30 ５～10 １～５ １万人未満

全ての地域で加入可能 一部の地域で加入可能 全ての地域で加入不可能

【出典】：「ＩＴ（情報技術）の利活用に関するアンケート」
（平成20年度農林水産情報ネットワーク事業
地方アンケート調査（東北農政局））

利用している 利用していない

全国の携帯電話サービスエリアの居住地域人口カバー率99.8％。
サービスエリア外人口は、２０．６万人（人口カバー率０．２%） となってい

る （平成21年３月末現在）

携帯電話

全ての地域で加入可能 部の地域で加入可能 全ての地域で加入不可能

ほ場で携帯が使えない

携帯電話サービスエリア外人口の推移

る。（平成21年３月末現在）

平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末

【出典】「携帯電話エリア整備推進検討会」資料より抜粋 10

平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末

全 国 41.6万人（0.3％） 29.7万人（0.2％） 20.6万人（0.2％）



農山漁村地域では、条件不利地域の情報通信基盤の整備と有効な活用の拡大が期待される。

期待されるＩＴ活用

農山漁村地域の至るところでブロードバンドや携帯電話が使えるようになれば、農林漁家の経営力がさらに強まる
だけでなく、魅力ある農林漁業の実践により、地域に人が集まる。また、地域のきめ細かなニーズに合致した情報
サービス（教育分野、医療分野等）を享受できることとなり、安心して暮らせる。

つまり、ＩＴ活用により、農林水産業の振興が進み、他産業との連携ができ、他分野（観光、交通）へも広がって、地
域全体が活性化する可能性が高まる。

生産者の声 流通・販売業者の声

作業を効率化したい、
品質を向上して安定供給したい、
ほ場にいる時でも必要なときに情報
（市場価格、害虫駆除法等）がすぐ欲しい

消費者に生産現場での取組みを伝えたい
直販所の集客を増やしたい
消費者がほしい時にほしいものを提供したい

ＩＴについて知りたいと思っている ＩＴをもっと活用したいと思っている

初期投資や維持管理に係るコストを抑えたい
消費者がほしい時にほしいものを提供したい

農業との結びつきを望んでいる

こうした声に応える支援策が必要であるこうした声に応える支援策が必要である

・農林水産業の経営に役立つＩＴは基礎研究から応用研究へとシフトが進み、ほとんどの現場の声に応えるこ
とができると考えている。

・自動車はＩＴが結集された商品だが、誰もＩＴとは意識せずに日常生活で使われている。携帯電話もＩＴと意識

ＩＴ関連業者の声

自動車はＩＴが結集された商品だが、誰もＩＴとは意識せずに日常生活で使われている。携帯電話もＩＴと意識
せず誰もが所有している。農業分野にもＩＴ活用は広まりつつある。
・農林水産業は成長産業として考えられる。もっとつながりを持って支援していきたい有望分野である
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