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１、自己紹介とこれまでの経験

２、「データに基づく農業」を生かす戦略

３、「データに基づく農業の展開」の
具体案やアイデア



私が関わってきた農業ＩＣＴ関連技術例とその産業展開の課題
取り組んだICT技術等 開発の目的 産業展開の成果、課題

選果データ・生育
データ等を用いたウ
ンシュウミカン用営
農指導支援システム

果実を近赤外線非
破壊法で糖度選果
し、選果結果を農
家フィードバック。
品質と収益向上を
期待

成果：品質の高位平準化
課題：露地気象長期予測が困難で果
実品質の事前制御に技術的限界
園地・栽培情報のメンテナンスの労
力不足という組織的限界
非破壊選果機が、主に産地間競争に
勝つ手段として活用（産業育成とい
う協調戦略の不在）

FAPSを用いた経営指導 地域の平均的な営
農類型をもとに半
旬別作業計画や収
益をシミュレー
ション

成果：一般的農家の経営指導に有効
課題：利用する経営類型は地域内限
定。他府県の魅力ある経営類型が共
有できない。（優良経営事例の広域
共有体制に課題）



「ICT技術」という効果的な農具は如何につかうべきか？

競合業者間
の敵対関係

①目指す市場の中で競合の
相手は誰？

競合産地が同じ技術を採用すれば比較優位は不成立
（同質化、コモディティ化）

新規参入の
脅威

②新規参入は誰？どこに？ど
んな商品？

後発産地であっても新技術で市場参入容易に
競争は一層激化

代替品の脅
威

③あなたの商品に代替する商
品やサービスはあるか？

（国内産地で多く見られる）品質原理主義は輸入品のCP
に対する競争力を損なう可能性も

供給企業の
支配力

④あなたの生産力の現状や上
限は（生産リスクは？）

流通量の多い農産物は、産地はリーダー（シェア41.7%以

上＝コトラーの戦略的地位に定義されるトップリーダー）
が不在。
都道府県やJAに地域分割された農産物は完全競争。品

質向上のチキンレース化が進み生産リスクは拡大。販売
者は巨大化・ネットワーク化・ICT化が進み、供給側＜買
い手側という力関係の変化は一層顕著に。
6次産業化にもブルーオーシャンは多くはない？

買い手の交
渉力

⑤あなたの商品に対する消費
者や実需者のニーズはどの程
度強いか？（無いと困る？）

ボーダーレス経済の中で国内産地間競争への対応一本
ではコモディティ化は逃れられないのでは？



品質にこだわりぬいて、産地間競争に勝ったものの…



ICT技術を生かした産地戦略は

ICT技術の強みは時間と空間を超え
ること（いつでも、どこでも）

地域農業振興における課題とは

特徴、課題

１、地域JAや地方公共団体が支え
る地域農業
個別・独自ブランディング戦略
個別の予算措置、人材配置

品種、栽培上の独自開発技術の流通
制限

２、国内産地間の競争に重心
共同市場開発や輸出振興の余力少

産地間競争対応戦略一本
からの脱却

共同の市場開発戦略策定
が重要=戦略的産地連携



合成の誤謬、コモンズの悲劇
部分最適・全体不最適



２、「データに基づく農業」を生かす
戦略とは？



「データに基づく農業」の鳥瞰

Product Out Market In

Independent Business

Network Business

精密農業

大規模営農

コストダウン

地域内連携（共同）生産

遠隔地連携（リレー）生産

品目別国内統合生産組合

農家ネット販売

契約栽培

6次産業化

農商工連携

企業の農業参入（フードチェー
ン垂直統合）

アグリツーリズム

競争戦略

協調戦略



日本農業の特徴と強み弱みとその対応

消費 生産

成熟した国内1億人市場

縮小トレンド、高齢化への対応遅れ

農業者の世代交代期を迎え、高いモチ
ベーションを持つ経営者・生産者増加
経営資産や生産技術の継承に課題

東アジア市場に近接、世界における日
本食の本質的定着（安全安心、ヘル
シー、おいしい）

国外市場へのアクセス遅れ、萎縮と無
関心、輸出インフラ整備の遅れ

多様な情報技術、産業技術の重層的蓄
積、分厚い公的農業技術者層

個別分散状態の技術、情報

データに基づく農業による課題解決が有効



課題

円滑な経営
資産、生産
技術の継承

個別分散状
態の技術、
情報を使え
るようにする
ために

具体的内容

１、農地の流動化促進

前提：農地品質（面積、土質、
地形、微気象、水源、農業インフ
ラとの関係）の評価提供

２、データに基づく生産ノウハウの
形式知化

１、地域を跨ぐ統合化されたビジ
ネスモデルの実現

ICTソリューションでの留意点

１、客観評価と一元的提供（レイ
ヤー表示）

２、地域、時間をまたぐ技術伝承モ
デルに有利性
（地域・時間限定なら口述伝承OJT
が有効）

１、技術とデータの「語彙、定義、評
価の標準化」

２、知的財産としての流通促進「定
義、価値評価、モジュール化
、仲介・オークション機能」如何

データに基づく農業による課題解決・経営継承

空間と時間を超えるＩＣＴ技術は地域を結ぶビジネスモデルの達成の
ための道具として極めて有効（EX.方言と標準語）



３、「データを生かした農業」（Network型）
その具体的展開事例案と方向性

１、人材育成戦略は産地間の協調が効果的

２、計画出荷→産地間協調出荷で市場プレゼンスを強化

（特に輸出）（将来的には産地協調マーケティングを）

３、ビッグデータでリスクマネジメントを地域全体に波及

４、地域＝コミュニティ+生業農業のラミネート構造

小規模農家への効率的情報提供と技術支援にICT技術を



人材育成で協調する

１、素人を（セミ）プロに

２、技能実習生を人財化

３、匠の技を個人の技量から組織的ブラッシュアップ
体制に
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

書籍+タブレット+
10分間のOJT講義後

書籍+タブレット学習

書籍学習のみ

総合作業評価（5段階評価）

タブレット学習で定着した剪定イメージが、OJTによって実際の枝で確認されることによ
り、剪定作業の質が大きく向上したと推察
特にコンテンツ作成者がOJTすると、教えたい内容が直截に伝わり効果的→その道の
第1人者ではなく、OJTする人がコンテンツ作りするのが効果的＝共育

学習支援システムでパートの技術力を効率的に向上

パート採用してもい
いと思うレベル



多言語型学習支援システムにより外国人技能実習生の技術レベル
を向上、さらに帰国後もビジネスの関係性を継続できないか

WAGRIを活用したソリューション例

現状と課題 解決にむけた対応と
ICT技術の活用例

１、大量の外国人技能実習生が現場作
業を底支え（不可欠な存在）
２、帰国後の受け皿が未整備
３、雇用農家の指導体制のC/Pを改善

１、日本の農家の海外拠点の設立

２、共同でのビジネス経営体設立（共同の商
品開発や栽培、販路開発等）

３、送り出し前から研修中まで一気通貫で使
える農業技術学習・支援システム（スマホ利用
による多言語型学習支援など）

４、帰国地における生産方式の決定、栽培計
画づくり、品質管理基準の設定、相手国現場
技術者の人材育成等



地域間の熟練者連合で意欲ある若手を熟練経営者に

求められる人材育成 具体策

数年で一人前の経営
者にならなければ生き
残れない

地域内外の一流の
技の追体験と内省
化

戦略的、計画的人材
育成計画

計画的学習

レベルに応じた学
習とOJTの組合せ

タフな経営者として

多様な農業体験を通
し、経営者としての柔
軟な技術理解と人脈
が必要

地域を超えた経営
者の日常的広域交
流の場づくり（SNS）

ICTプラットフォーム活用例

オープンにされた様々な優良経営事
例データと自経営との差分を分析、問
題点を発見、改善方法を探す

技術レベルに応じた学習支援システ
ムの提供（匠の技の学習）と指導者が
効率的OJTを実施

異なった地域間での熟練者同士のノ
ウハウ交換コミュニティの形成で熟練
者間の新たな気付き形成
若手は多様な熟練を学べる場に参加



計画出荷で協調する

１、個人の作付け計画を出荷時期逆算型からスター
ト

２、産地リレーを高度化、長期安定出荷に

３、産地連合で海外市場を戦略的に攻める



出荷計画から生育予測で逆算。作付けや作業
管理まで無駄のない計画を簡単に作成

必要な技術要素
基本的な生育モデル（地域の栽培指導指針）

販売時期、販売量の確定

大まかな作付け計画の作成

実際の圃場の準備

必要資材等の手配
作業労力の事前調整

必要な技術要素
圃場の評価、土壌分析や前作物などの栽培履歴

必要な技術要素
肥料や資材の積算、時期毎の労力配分（作業計画）

任意の場所、暦日間における「積算温度積み上げ、平年値、積算温度振
れ幅の予測」などで生育予測、生育ステージ毎の作業計画を策定

野菜の作付をイメージ



産地リレーを高度化し長期安定出荷につなげる

今行われている産地
リレーの一例

課題 ICTプラットフォームの活用事例

モノ 主要野菜等 異常気象や温暖
化など想定を超え
るリスク発生

「人財」の継続的
拡大生産の仕組
みづくりは？

精密生育モデル構築

単作組み合わせから複数商品組み
合わせ（ポートフォリオ生産）

コト 日本列島の気象や標
高差を生かした時期
別生産をつないで連
続安定出荷

適地性の網羅的評価（土質、積算
温度、最高最温度、降霜日など）
生育情報のモニタリング
アラート型リスクマネジメント

ヒト 高いモチベーションと
生産技術を持った農
家の集団化

e-Learningと効率的OJT
生産技術交換で生産者間の共育
栽培ノウハウの地域内(間)連携



産地連合で海外市場での競争力を強化
商品：産地間の品質レベルをそろえる必要
時期：出荷時期を産地ごとに事前に調整して、バッティン

グ防止
流通：産地をまとめることで、一定の量を確保。

流通コストを削減
販促：各産地をまとめた効率的効果的な販売促進をしたい。

１、地域にカスタマイズされた「生育、品質の予測やモニタリングシ
ステム」
２、モニタリング結果の「リアルタイム産地間共有システム」
３、トレーサビリティシステムの一元化、共有化

ICT技術を活用したソリューション例



ビッグデータでリスクマネジメントを
地域全体に波及

１、個人の営農イベントをビッグデータ化

２、データをプッシュ型アラートシステムに生かす

３、地域全体のリスクマネジメントに活用



音声応答型のデジタル栽培日誌なら作業中でも簡単に入力
農作業しながら記録や意思決定、判断支援ができる

農家の日常作業を音声入力を元にしたデジタル化⇒クラウドにアップ⇒地域内でのビッ
グデータ解析で農作業の現場把握と意思決定支援

今から収穫作業をします。

昨年は●月〇日から収
穫でした。

軟腐病が出ているように思い
ます。

地域では軟腐病が先週から多発傾向
です。確認の写真と対策案を送りま

す。参考にしてください。



データプラットフォームに害虫発生状況・生育評価など
進行管理を蓄積、そのデータを地域農家と共有し

自らの農作業の精度を上げる
翌年はプッシュ型のアラートに＝リスク管理型経営に
生育
進捗度

時間、季節、積算温度、月日

昨年、平年

今年、現状

防
除

防
除

防
除

アラート例
昨年防除は遅れ気味

今年の生育ステージ
は2日早い

今年は3日早くしたら
いいのでは？



現場データを共済・保険と組み合わせ、
地域全体のリスクマネジメント力を強化

気象情報サービス
メッシュ予測

生育予測モデルをベー
スにした
リスク分析システム

農家、作物、圃場毎
に想定されるリスク
情報が農家に直接
届く

指導機関、
JA関係機関等

予察情報など

気象データ

過去の共済事故事例等

プッシュ型アラート通知することで個別農家のリスクマネジメント（病
虫害発生防止、気象災害発生防止）を支援、

園地、作物等の登録

想定されるリスクの通知

収入保険制度
スタート

ローリスク経営は保険金が安くなるような仕組みも。



地域を活かす、生業を強化する

１、地域の存続に不可欠な小規模生業農家への営
農指導を効率化

２、既存紙資料をデジタル活用

３、小規模農家でも収益計画、作業計画を簡単に実
施



地域を消滅させないためには
昭和40年代-50年代 近年 個別経営だけでは地域は

守れない

小さな経営だけでは産業は
維持できない

オリジナリティの高い品種や低コスト
大規模生産ノウハウを持つビジネス
農家の育成

小規模でも個性的な品種＋技術を
もつ農家を育成する方策

地域や産地というかたまり

手が回らない。
コスパが悪い。



小規模農家を効率よく最適指導できれば地域が安定

現状と課題 ICT技術による課題解決

１、「小規模農家を含む地域」
がコミュニティや農業インフラ
維持の生命線

２、収益不安定、後継ぎ不在
から地域が急速に縮小

３、経営改善と技術習得機会
は僅か（数の多さ、スキルの
ばらつき、兼業の場合本業の
時間拘束）

時間場所を問わない研修
個人が理解できるまで繰返し学習

技術の階層毎にカスタマイズされた
学習システムと効率的OJTトレーニン
グで農業スキル向上を高いC/Pで実
現
学習理解度の階層別OJT指導等も効
率的に実施可能



プラットフォームに搭載される様々なデータを利用、
誌面だけでは載せきれない情報、アップデートすべき

情報を効率よく農家に伝えたい

１、AR編集と画像データベースを活用し

て、紙資料をデジタル化し、必要に応じ
アップデート

２、紙だけでは伝わらない内容をデジタ
ルで補強する
３、画像データはDB化し、検索や再利用

容易にして、業務引継ぎなどに幅広く活
用したい（現場技術者）



ビッグデータ解析で、多様な経営における収益、
コスト、投入労力や必要資材等が一覧できるように

労働力基本入力 雇用（人、万円、円）

家族(人） 常勤雇用 3

　基幹従事者 2 　年給与（万円） 0

　補助従事者 0 臨時雇用

　時給(円） 700

労働時間 家族 雇用

収益・費用 1月 450 327 123

605 2月 463 254 209

1,109 3月 740 488 252

1,109 4月 329 329 0

5月 43 43 0

504 6月 326 326 0

470 7月 445 445 0

4 8月 162 162 0

4 9月 177 177 0
10月 57 57 0
11月 425 185 240

12月 229 221 8

30 合計 3,846 3,014 832

作物名 面積（単位10a） 労働時間 利益係数

温室ミカン 宮川早生施設高松西部、11／20加温 1.0 624 146

露地ミカン 大津露地高松西部、２月中旬～出荷 5.0 1,265 95

露地ミカン 青島露地高松西部、３月上旬～出荷 3.0 783 81

ビワ 田中露地高松西部、６月中旬出荷 2.0 726 40

中晩柑 不知火施設高松西部、無加温：温室ミカンハウ 2.0 448 277

合計 13.0 3,846 638.8

8.支払い雇用労賃
9.支払い地代

1.所得(=2-5)

2.粗収益(=3+4)

3.売上高

4.水田転作助成金等

7.第２変動費計(=8～11)

11.

備考

10.

面談計画分析withFAPS by香川県農業試験場

経営指標(万円)

12.固定費（現有分）

5.経営費(=6+7+12)

6.第１変動費計
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1
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月
中
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労
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時
間
（
時
間
/
旬
）

旬

労働時間可能時間および必要労働時間 家族労働 臨時雇用年間雇用
作目選択

選択解除

分析内容（FAPS)
１、県内で自分の経営にあっ
た標準的な作物や作型の選
択と旬別作業時間試算
２、目標収益やコスト試算
３、必要雇用時間試算

作物毎の栽培収益計画、労働時間の試算イメージ（FAPS）

予め登録された作物や作型と面積を入力すると旬
別作業時間やコスト、収益が試算される

標準事例だけでなく、様々な
経営実態を知りたい
他地域の事例を知りたい

＝ビッグデータをプロセス
シートに自動生成・・・



Conclusion

農業の世代交代期こそ
新しい農業展開のチャンス



ご清聴ありがとうございました。
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