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II. 土壌の物理的・化学的性状の評価ビジネスの現状と今後の参

入見通し 

１．参入状況 

１.１  リモートセンシング 17 
リモートセンシングによる土壌水分や土壌温度といった土壌分析項目の把握に関す

る研究は行われていたものの、土づくりビジネスまで拡大した事例は多くはなかった。

その原因としては技術的な側面が考えられる。例えば、土壌水分は SAR より把握するこ

とが可能であるが、その精度は高くはない。また、マイクロ波放射計からでも推定可能

であるが、その観測幅は 20~50km と日本の農地環境では使用しづらいのが現状である。

土壌水分と比較し、土壌温度は容易に把握することができるが、JAXA が持つ衛星でも

その分解能では土づくりに活用するには厳しい現状であった。ドローン等にハイパース

ペクトルセンサを搭載することで、衛星画像よりも詳細な土壌データを得ることができ

るが、ハイパースペクトルセンサでは、その画像処理に手間がかかってしまい、ビジネ

スで活用することは現実的ではない。 

一方土づくり以外の分野において、リモートセンシング技術を活用する「生育診断」

や「病害虫の発生予察」といった、作物に焦点を充てたビジネスには多くの企業が取り

組んでおり、そこから波及し、徐々に土づくりビジネスにも注目が集まってきている。

そのような状況の中で、現在実施されているリモートセンシングを用いた土づくりビジ

ネスを、その用いられている技術ごとに 3 つに紹介する。 

（1）作物からの情報を基にした土づくり 18 

「作物からの情報を基にした土づくり」は複数の企業で実施されており、リモート

センシングからの撮影画像より把握できる生育状況等、作物の情報を基に間接的に土

壌状態を推定する方法（図表 8）を用いている。生育診断の延長として行えるため技

術的なハードルはそこまで高くはないものの、生育状況が悪い箇所の土壌をピンポイ

ントで知ることが可能となる。生育状況から土壌状態を把握する例として以下のよう

なものがある。 

1) 稲の葉色は、土壌から吸収される化学成分（窒素等）を基に作られる葉緑素に

よるものである。ドローンによる撮影画像から稲の葉色を分析することで、土

壌に含まれる窒素量を間接的に評価することができる。 

2) 根からの吸水量が落ちると葉温が上昇する性質を活かし、ドローンの撮影画像

から葉温を分析することで、土壌の還元状態を間接的に評価することができる。 
                                                        
17 一部関係者ヒアリングより 
18 関係者ヒアリングより 
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図表 8 作物からの情報を基にした土づくりの技術的なプロセス 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

実際にこのようなサービスを提供している企業では、ドローンを用いて図表 9 のよ

うなビジネスモデルで土づくりを行っている。このサービスでは、メインのサービス

である生育診断を基に、土壌診断を行うべき地点についての情報のみを農家へ提供し

ている。そのため、リモートセンシングを用いた土壌診断自体は行っておらず、土壌

診断を実施するかどうかも農家が決定することとなる。農家が土壌診断を希望する場

合には、研究室での分析により診断が行われる。 

本サービスの料金体系は、圃場の空撮を農家自身で行うかどうかによって異なり、

以下の 2 パターンに分かれている。 

1) 企業が圃場の撮影も行う：幼穂形成期ごろ（主に夏場）にスタッフ 2 名がドロ

ーンとカメラを携帯し、圃場の撮影を行う。最低価格は撮影後の分析も含めて

150,000 円（10ha）からであり、1ha 増えるごとに 15,000 円の追加料金となる。

なお、撮影は年 1 回である。 

2) 農家が圃場の撮影を行う：農家自身でカメラを購入・圃場の撮影を行う。企業

はドローンの使い方や撮影方法に関する研修と画像解析のみを担う。利用は

1ha から可能で、価格は 7,500 円（1ha）である。農家が撮影するたびに分析を

依頼できるため、1 年間に複数回、生育情報を把握することができる。 

土壌診断を行う場合、その時期は基本的には稲刈り後の冬～春にかけて行われるた

め、その次の農業に診断結果を反映させることができる。また、このサービスは作物

をセンシングすることにより得られる情報を基にしているため、対象とする圃場に稲

等の作物（植生）が存在していることが必須条件となっている。 
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図表 9 作物からの情報を基にした土づくりビジネスモデル例① 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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また、同様の技術を用いた異なるビジネスモデルでの土づくりを実践している例も

存在する（図表 10）。そのビジネスモデルでは、日単位の PlanetScope からの衛星画像

を活用し、農家へその画像自体の提供や、画像解析から把握される Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI)を基にした可変施肥マップの提供をメインサービ

スとしている。先の例と異なる点は、土づくりに直結できる可変施肥マップを農家へ

提供していることである。本ビジネスを展開している企業が位置する地域では 1 年間

の施肥量は農家が決めているため、その全量の配分方法を決定するためのサポートツ

ールとして可変施肥マップは利用されている。 

料金体系としては、PlanetScope の画像閲覧のみであれば年間 200 円/ha であり、可

変施肥マップも含めたサービスは年間 2,000 円/ha となっている。 

 

図表 10 作物からの情報を基にした土づくりビジネスモデル例② 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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NDVI を基にした可変施肥による土づくりを実施している別の企業では、上記とは

異なる形でのビジネスモデルを構築している（図表 11）。このビジネスモデルでは、

ドローンの提供を含めた農業ソリューション自体を農家へ無償提供し、ドローン操作

方法の指導等を行う。さらには提供したソリューションで栽培された米や作物を市場

価格で企業が買い取ることを農家へ約束している。企業はその買い取った作物を高タ

ンパク・減農薬作物として、付加価値をつけて一般消費者へ販売することで利益を得

ている。 

 

図表 11 作物からの情報を基にした土づくりビジネスモデル例③ 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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（2）土壌データの直接把握による土づくり 19 

北海道の十勝地域を中心に、リモートセンシングで土壌データを直接計測し、土づ

くりに繋げるサービスを提供する取組が拡大している。その取組では、土壌の色に表

れることから容易に把握が可能な土壌中の有機物量（腐植量）と、土壌の保水力から

粒子の表面積を把握することで土壌のリン酸吸収係数を間接的に把握している。腐植

量の把握に関する技術的精度としては、2.5~4.5%の幅の中で絶対平均誤差が 0.38%と

いう結果も得られている。 

リン酸吸収係数を把握することへのニーズは、北海道の畑地の主な土である黒ボク

土に起因している。黒ボク土は高いリン酸吸収係数を有するため、古来より黒ボク土

上に作物を生育する場合は利用できるリン量が制限されてしまうという課題があっ

た。十勝地域の開拓者はその黒ボク土の特徴によるリン欠乏を防ぐために、あえてリ

ン量が突出して多く含まれている肥料を昔から使用していた。その結果、現在土壌中

にリンが過剰に蓄積された状態となってしまい、圃場によってはリン障害が見られる

こともある。以上のような理由から、十勝地域ではリン施肥量を調整するために、リ

ン酸吸収係数をリモートセンシングで把握する取組が実施されている 20。 

このビジネスで用いられている技術の詳細を図表 12 に示す。リモートセンシング

から把握できる情報は土壌からのスペクトルデータであり、腐植量やリン酸吸収係数

が直接得られるわけではない。そのため、事前に対象とする圃場の一区画で取得する

土壌サンプル（1 圃場で 5~6 地点ほど）と同地点で得られるスペクトルデータを用い

てキャリブレーションを行い、スペクトルデータと腐植量またはリン酸吸収係数との

関係性を示す検量線を作成する。その後、対象とする圃場全体をセンシングし、計測

されたスペクトルに推定された検量線を適用することで対象圃場全体の腐植量また

はリン酸吸収係数を把握することが可能となる。 

腐植量の把握には RGB と近赤外を観測できるセンサで実施できるため、ハイスペ

ックな技術を必要としない。センサを搭載するドローン自体も家電量販店で購入でき

るようなもので十分である。リン酸吸収係数の把握においても、土壌中の無機物量は、

基本的に数年で変化するものではないため、撮影周期が 16 日程度である Landsat の衛

星画像でも問題はない。本技術で、最も手間を要するのが前準備段階の土壌分析であ

る。分析結果が得られた後のキャリブレーションから検量線の作成までは最短 1 日で

行うことができるものの、その分析自体は県の試験場（北海道の十勝農業協同組合連

                                                        
19 関係者ヒアリングより 
20 地下水の上昇による地下水湿性や、トラクタ等により踏み固められた土壌層（耕盤層）が降雨等の浸

透を妨げてしまうことによる表面帯水が原因となって、十勝地方では過剰な土壌水分量も地域固有の

問題として存在する。その課題へ対応するために、現在土壌表面の情報から地中の水分挙動を把握す

る研究が実施されている。将来、土壌表面だけでなく、地中の情報も把握するビジネスが生まれる可

能性もある。 
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合会農産科学研究所の評判が高いようである）等での作業を要するため、サンプリン

グから結果を得るまでには 1~3 か月ほど要してしまう。なお、本技術について述べて

いる論文に井上ら（2017） 21がある。  

 

図表 12 土壌データの直接把握による土づくりの技術的なプロセス 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

この技術を土づくりビジネスに繋げるためには、「作物の成長に本来必要な養分量」

に関するデータが必要である。作物ごとの最適な養分量に関する知見がなければ、リ

モートセンシングを用いて土壌中の腐植量やリン酸吸収係数を把握したとしても土

づくりに繋げることはできない。本事業が展開されている北海道であれば、北海道立

試験場がそのようなデータを整備しており、「熱水抽出性窒素量（mg/100g）に対して

必要な窒素量（kg/10a）」等の情報を把握することができる。 

この技術を活用したビジネスモデルを図表 13 に示す。実際に企業から農家へ販売

している商品としては窒素肥沃度マップ（1,500 円/10a）と可変施肥マップ（500 円/10a）

であり、窒素肥沃度マップは 1 度作成すると再度作成する必要はないため、2 年目以

                                                        
21 井上吉雄, and 横山正樹. "ドローンリモートセンシングによる作物· 農地診断情報計測とそのスマー

ト農業への応用." 日本リモートセンシング学会誌 37.3 (2017): 224-235. 
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降、農家は可変施肥マップのみを作成すれば良いこととなる。十勝の農家は平均 45ha

の農地を有しており、4-5 年かけて全農地のマッピング化を行うことが多く、このサ

ービスを利用することで平均 15,261 円/10a の増収益となったという結果も得られて

いる。一方で、全ての畑地で増収効果が見込まれるわけではないため、新規顧客に対

しては 1 畑地から試験的な実施を促す営業を行っている。 

 

図表 13 土壌データの直接把握による土づくりビジネスモデル例 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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 図表 10 で紹介したビジネスモデルと図表 13 のビジネスモデルの違いは、前者で

は施肥量は農家の経験に基づいて決定されているため、可変施肥マップはその配分に

しか利用されていないのに対し、後者では施肥量を調整することができる点である。

図表 13 のビジネスモデルでは、作物の成長に本来必要な養分量が把握できているた

め、肥沃度マップと可変施肥マップを使用することで、全体での減肥に繋げることが

できる（理論上は増肥となる可能性もある）。どちらのビジネスモデルにおいても高効

率な農業への取組ではあるが、図表 13 のモデルでは減肥による経費削減というメリ

ットも農家へ与えることができる。 

 

（3）シミュレーションモデルを用いた土づくり 22 

シミュレーションモデルを用いた土づくりは、現時点ではビジネスとして実施され

ていないものの、検討が進んでいる段階であり、今後このようなサービスが誕生する

ことが想定される。 

 

検討が進んでいるシミュレーションモデルは、気象条件と初期土壌データを入力と

して土壌中における窒素量の経年変化等を推定できるものであり、長期的な土づくり

への貢献が期待されている。気象条件は気象シミュレーターからの出力や、気象庁に

よる長期予報、実測値等を、初期土壌データには旧農耕地土壌図やヴァーヘニンゲン

大学が集約した土壌データを活用している。図表 14 で示すように、将来的には土壌

サンプルとスペクトルデータから検量線を作成し、その検量線と衛星画像からのスペ

クトルから把握される土壌データを入力としたシミュレーションの実現を目指して

いる。このシミュレーションモデルについては Charoenhirunyingyos ら（2011）23で詳

細に述べられている。 

  

                                                        
22 関係者ヒアリングより 
23  Charoenhirunyingyos, Sujittra, et al. "Soil hydraulic parameters estimated from satellite information 

through data assimilation." International journal of remote sensing 32.23 (2011): 8033-8051. 
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図表 14 シミュレーションを用いた土壌診断 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.２  設置型センサ 
基本的に設置型センサはそれ自体のみだけでなく、計測された情報を基にした管理シ

ステムとセットで導入されることが多い。管理システムのスペックを超える設置型セン

サを整備しても意味がないため、1 つの圃場に 1~2 台設置されることが一般的である 24。 

そのため、開発企業の多くは、設置型センサ単体を農家へ直接販売することは行って

いない（行っていたとしても、主要顧客としては捉えていない）。設置型センサ自体の価

格は企業やその機能によって 3 万円台後半～10 万円とバラつきはあるものの、個人農家

が手軽に購入できる値段ではないことも 1 つの理由である。大学の研究者や県の試験場

等へ設置型センサ単体を販売するケースは見られるものの、その主なビジネスの形態は、

(1)システムインテグレーター(SIer)への販売、(2)農業ソリューションも含めた設置型セ

ンサの販売、の 2 つに大別することができる。 

                                                        
24 関係者ヒアリングより 
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（1）システムインテグレーター(SIer)への販売 25 

農業分野におけるシステムインテグレーター (SIer)とは、他社が開発した個別の環

境センサや IoT 技術を仕入れ、それらから収集されるデータを蓄積するクラウドを開

発することで、総合的な農業ソリューションを農家へ提供する企業・団体のことであ

る。設置型センサ以外にも、照度センサや自動走行ロボット等と組み合わせることで、

パッケージ化した農業システムを販売している（図表 15）。その中でも設置型センサ

を活用している SIer の多くはハウス農家を対象としたサービスを展開している。その

理由としては、露地栽培では電源や無線通信環境の確保が難しいこと、屋外で土壌デ

ータを取得しても、その管理が難しい（例：土壌水分量を把握したとしても、降雨現

象に依存するためその管理が難しい）ことが挙げられる。 

そのような SIer に対し、設置型センサを開発している企業は、BtoB ビジネスとし

て自社製品を販売することで利益を得ている。販売した設置型センサの活用（設置方

法等）や、そこで計測されたデータの分析等は SIer が担当することが多く、このビジ

ネス形態において、設置型センサ開発企業が行う活動としては商品の販売のみである。

設置型センサを開発している企業の多くは電子工学系や通信系であり、農学的な知見

を持っていないことが多く、そのような企業では計測情報を基にした土づくりが行え

ない。また、そもそも土づくりを自社のサービスとして捉えていないケースも見られ

る。そのため、開発企業にとっても、農家ではなく SIer へ販売するビジネスモデルが

より利益を生みやすい状態となっている。 

一方で、SIer の立場で考えると、自社で設置型センサを開発することは非常に困難

である。実際に開発した企業からの話では、設置型センサの開発からその販売ビジネ

スが軌道に乗るまでに 3 年ほど要したという例もあるほどである。他社の設置型セン

サを利用することはコストがかかるものの、ベンチャー企業等にとってはより手軽な

方法となっている。 

  

                                                        
25 関係者ヒアリングより 



 

29 

 
 

図表 15 SIer への販売ビジネスモデル 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

近年は、1 度に導入してもらう設置型センサ数を増やすために、露地栽培への導入

を促進している取組も見ることができる。上でも述べた通り、露地栽培で設置型セン

サを利用する際の大きな障壁は、電源の確保と無線通信環境の設備である。電子工学

や通信技術に知見を持つ開発企業が電源や無線通信環境も整備することで、露地栽培

での利用が可能となる環境を作り出している。実際に、親機と子機が 10km 以上離れ

ていても通信が可能な設置型センサも開発されている。また、海外進出を検討してい

る SIer に対し、設置型センサ開発企業が自社製品に現地で無線通信を提供している企

業の紹介も含めたサービスとして提供する等、様々なビジネスモデルが誕生している

（図表 16）。 
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図表 16 海外進出を検討している SIer への新たなビジネスモデル 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（2）農業ソリューションも含めた設置型センサの販売 26 

その数は少ないながらも、設置型センサの開発から農業ソリューションの提供まで

を手掛ける企業も存在する。開発企業が農業ソリューションにまで手掛けるメリット

としては、 

1) 農家が独自で設置型センサを単体で購入し、そこから土壌データを把握したと

しても、農業への活用が困難であるため、農業ソリューションへの農家からの

需要があること 

2) 設置型センサ単体では収益を上げることが困難であるため、ソリューションと

併せて提供することで、安定した利益を得られること 

が挙げられる。 

具体的なサービスは、自社で開発した設置型センサとそこから把握できる情報（土

壌水分・温度・EC 等）を基にした制御装置（農業ソリューション）の提供である。設

置型センサや制御装置のメンテナンスや営農指導等もサービス内容に含まれている

一方で、価格帯は数百万円規模となっているため、対象顧客は個人農家ではなく大規

模な法人農家となっている。また、このような企業にとっては、先に述べたような SIer

は競合にもなるため、SIer への設置型センサのみの販売は購入希望が届いたとしても

行っていないケースも見受けられる。 

対象顧客である大規模法人農家の中でも、利用者は葉菜類の栽培等を行っているハ

ウス農家が多い。その理由は上でも述べた通り、露地栽培では設置型センサで土壌水

                                                        
26 関係者ヒアリングより 
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分・温度といった項目を計測したとしても、それらを制御することは困難であり、土

づくりに繋げることが難しいためである。実際にサービスを利用している農家側のメ

リットとしては、(1) 熟練農家が持つ知見のデータ化、(2) 1 農家あたりの管理面積増

加に対応した省力化、(3) 水分調整による収量変化の把握（コーン等）・果樹糖度を上

げるための最低な水分量の把握、といった意見が得られている。 

 

図表 17 農業ソリューションも含めた設置型センサの販売ビジネスモデル 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

１.３  車両搭載型センサ 
車両搭載型センサは、リモートセンシングや設置型センサと比較し、携わっている企

業の数が少ない。また、その開発自体に莫大な投資が必要であり、ベンチャー企業等が

開発も含めたビジネスとして参入することは、ほぼ不可能な状態となってしまっている

27。仮に資金面の問題をクリアしたとしても、車両搭載型センサは農業機械でもあるた

め、特許争いが激しく、ヤンマー・クボタ・井関農機・三菱マヒンドラ農機いった大企

業が占めてしまっているこの業界で、新たな企業が参入することは難しい状況になって

しまっている 27。 

このように数が少ない車両搭載型センサの活用ではあるが、その中でも技術面の違い

に起因する 2 つのビジネスモデルが存在する。 

  

                                                        
27 関係者ヒアリングより 
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（1）光センサを用いた車両搭載型センサによるビジネス 28 

このビジネスでは、トラクタ等に搭載された土壌センサによって観測されたスペク

トルより土壌データを把握し、土づくりへと繋げている。単に土壌センサを搭載した

トラクタを走行させるだけで土壌データが把握できるが、土づくりが実践できるわけ

ではなく、2 つの作業を必要としている。 

1 つ目の作業は検量線（スペクトルと土壌データの関係性）の作成である。土壌セ

ンサから観測されるスペクトルは、それ自体が土壌データを指し示すものではない。

そのため、スペクトルの値と計測項目の関係性について事前に分析を行う必要がある。

具体的には、圃場の土壌サンプリングを行い、その試料を研究所で分析し、その分析

結果とスペクトルデータを照らし合わせ、検量線を作成するといった作業である。検

量線が作成できた後は、同じ土壌環境を持つ圃場においてその検量線を用いることで、

スペクトルデータから土壌データを把握することが可能となる。2 つ目の作業は農地

管理記録の活用である。検量線を作成し、それを基に土壌データを把握することで得

られるものは「EC または pH が高い」という情報だけであり、「なぜこれらの値が高

いのか」といった要因までは分析することができない。検量線から把握できる土壌デ

ータに実際の農地管理記録を組み合わせることで、「EC または pH が高い」理由が明

らかとなり、土づくりに繋げていくことが可能となる（図表 18）。 

 

図表 18 光センサを用いた車両搭載型センサによるビジネス 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

                                                        
28 関係者ヒアリングより 
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現在、この方法を用いたビジネスは普及しておらず、2000 年代に一部の企業で行わ

れたものの、既に撤退や倒産といった状況に置かれている。一方で、同様の技術を活

かしたビジネスへ TOYOTA が参入し始めており、今後の動向に注目である。なお、本

ビジネスに使用されている技術については、小平ら（2016）29にて詳細に解説されて

おり、そこでは土壌データの pH や EC 等、計 34 項目中の 31 項目で決定係数が 0.8 以

上となる検量線の作成に成功している。 

 

（2）可変施肥田植機によるビジネス 30 

可変施肥田植機を用いたビジネスモデルでは検量線の作成を行うことなく田植作

業と同時にリアルタイムセンシングが可能であるため、分析等はサービスとして含ん

でおらず可変施肥田植機自体の販売を主流としている。定期的なメンテナンスは販売

業者で行うものの、オペレーション等は農家自身で行い、データ収集・管理も基本的

には業者が関わることはない。 

現在は 6 条植・7 条植・8 条植の 3 種類が販売されており、大規模農場だけでなく中

規模農場でも使用可能となっている。8 条植タイプに絞れば、全体の 35%ほどは可変

施肥田植機という状況であり、全体では 100 台ほど（全 8 条植田植機の 1 割ほど）販

売されている。なお、価格は 490 万円ほどである。 

可変施肥田植機は、1 秒間に 10 回ほど計測・演算（10a の圃場で 1,000 点以上の分

析）を行い、走行する圃場の平均値を基にした相対値で施肥量を決定しているため（図

表 19）、初期設定が非常に重要となってくる。減肥率は 1%レベルで指定することがで

きるが、細かい施肥管理にはより多くの入力データが必要となってくるため、農家が

管理可能なレベルでの設定を行うことが求められる。 

  

                                                        
29 小平正和, and 澁澤栄. "トラクタ搭載型土壌分析システムの多項目多変量回帰モデル推定と土壌マッ

ピング ." 農業食料工学会誌= Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery and Food 
Engineers 78.5 (2016): 401-415. 

30 関係者ヒアリングより 
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図表 19 可変施肥田植機によるビジネス 

 
（出所）ヒアリング結果を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

なお、この可変施肥田植機のリアルタイムセンシング技術は、既に一企業が特許を

取得しており、今後同様の機器を製造することは事実上不可能だと思われる。  
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２．参入に向けた課題・条件 

２.１  リモートセンシング 

（1）技術的な課題①（計測可能項目の限界） 31 

現在リモートセンシングにより計測が可能な項目としては、先に述べた近赤外線

を観測することによる土壌温度や土壌水分量、土壌の保水力を基にしたリン酸吸収

係数、葉色から判断する土壌の還元状態等がある。さらには、腐植量等、土壌の色に

出てくる項目であれば市販のカメラからの画像（可視光）でも十分に把握することが

可能となっている。上記に関しては既に技術として確立しており、いくつかのビジネ

スモデルも展開している状況である。 

一方で土づくりを実践するにあたり、より重要となってくる肥料保持力（陽イオン

交換量）や pH、有機態リンといった化学性や、粘土割合といった物理性の一部は現

在のリモートセンシング技術では計測することができず、リモートセンシングのみ

に頼った完璧な土づくりは実質不可能だと言える。現時点で、有機体リン酸や陽イオ

ン交換量等の化学性を把握するためには、RQ フレックス 32等の簡易キットを使用

するか、研究室にて化学分析にかける必要がある。 

また、リモートセンシングから把握できるものは土壌表面の情報のみであり、項目

によっては土壌表面の情報だけでは土づくりに活用できないという課題も存在する。

無機物については土壌表面の情報だけでも農業に活用することはできるが、土壌水

分は表面から乾燥していくため、表面が乾燥しているにも関わらず土壌中では水分

の挙動が続いていることが一般的である。そのため、土壌水分に対しては最低でも地

中 20cm ほどの土壌データが必要であるが、それを把握または推定する技術は世界的

にも確立されていない。 

2019 年 12 月に打ち上げが予定されている HISUI にはハイパースペクトルセンサ

が搭載されているため、計測可能な土壌の項目は増えると思われる。しかし、観測可

能なバンド数が増えることによる解析の複雑さに加え、HISUI は環境監視衛星であ

るため、その分解能では土づくりへの活用は難しいという見解もある。将来的に、超

小型衛星等に高分解能（2.5m 分解能程度）のハイパースペクトルセンサが搭載され

る可能性もあるが、その場合にはそこから得られる画像は衛星リモートセンシング

記録の適正な取扱いの確保に関する法律（衛星リモセン法）の規制対象内に入ってし

まうという課題が生じてしまう。 

                                                        
31 関係者ヒアリングより 
32 関東化学株式会社（2019.11.28 閲覧） 
 (https://products.kanto.co.jp/web/index.cgi?c=t_product_table&pk=30) 

https://products.kanto.co.jp/web/index.cgi?c=t_product_table&pk=30
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（2）技術的な課題②（一定の期間を要する検量線の作成） 33 

リモートセンシングを用いて圃場内の土壌データを絶対評価するためには、事前

準備としてスペクトルから計測したい項目を推定する検量線を作成しなければなら

ない。つまりサンプリングした土壌の分析結果と同地点で取得したスペクトルを用

いてキャリブレーションを行う必要がある。この毎回のキャリブレーション作業を

省略していくことが理想ではあるが、現時点では難しい。例えば、降雨後の環境であ

れば、腐植量とは関係のないところで土色が変化してしまう、また、異なる土の種類

であれば、同じ土色であったとしても腐植量が異なる等、キャリブレーションは必須

の作業となってくる。キャリブレーションを行うための土壌分析には 1~3 か月ほど

要するため、その手間が土づくりビジネスの障害となっていると考えられる。 

1 つの工夫としてリモートセンシングと設置型センサの併用が考えられる。土壌水

分量や EC 等、設置型センサで計測可能な項目についての検量線の作成であれば、設

置型センサの計測値とスペクトルデータでキャリブレーションを行えるため、土壌

サンプリングを必要としない。 

一方で、キャリブレーションによって検量線を作成するにあたり、どこまで精度を

求めていくかは検討が必要である。研究分野であれば当然高い精度が求められるが、

ビジネス用途の場合スペクトルと計測項目の間に見られる検量線の決定係数が 0.7

程度であれば「問題ない」とすることも可能である。モデルの精度と手間のトレード

オフを考慮すると、「地域ごとに同一の検量線を作成する」もしくは「衛星画像を基

に分類される土壌群ごとに検量線を作成する」といったレベルが現実的だと思われ

る。 

 

（3）技術的な課題③（異なるセンサ同士の互換性への対応）33 

一般的にセンサ等は製造会社が異なればその仕様も異なるため、各センサから得

られたデータを補正処理無しに比較することは現実的ではない。例えばアメリカの

PlanetScope では、100 機以上の機体が毎日撮影を行っているものの、正確には 1 機 1

機の仕様が異なってくるため、その撮影画像を用いる際には各機体のバラつきを補

正する必要がある（なお、「この程度のバラつきであればビジネス利用には問題がな

い」とする意見も得られた）。そのため、データの共有化が行えず、土づくりサービ

スを展開する企業は 1 つ 1 つのサービスでキャリブレーション等の作業が必要とな

ってくる。 

アメリカでは AGGATEWAY と呼ばれる共通化された API の中でリモートセンシ

                                                        
33 関係者ヒアリングより 
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ングから得られたデータを共有するシステムが構築されているが、日本ではそのよ

うな取組が存在していない。ある有識者からの意見では、様々な農地データを収集・

蓄積する目的で構築されたプラットフォームである WAGRI では、データの互換性に

ついては考慮されていないため、データカタログとして利用されることが一般的で

あり、そこに集められたデータで土づくりを行うことは現実的ではないとのことで

あった。このような状況に鑑みて、AGGATEWAY-Asia と呼ばれるプラットフォーム

にて、データの互換性に関する取組が一部の研究者で進められており、企業レベルで

もこの課題を解決するサービスを提供するビジネス（ListenField 株式会社等）も展開

されつつある。 

 

（4）ドローンによる土づくりにおける課題 34 

ドローンは個々人での撮影が必要であるものの、雲等の影響が受けないことやハ

イパースペクトルセンサを搭載することで、より詳細な土壌データが把握できるこ

とから注目が集まってきている。その一方で、ドローンを用いたビジネスが普及しな

い要因となる課題が複数存在する。 

1 つ目は法規制である。規制によってドローンが飛行できない土地では、当然では

あるがドローンを用いた土づくりビジネスを実施することができない。規制外地域

においても、圃場近くに電柱や鉄塔、民家等が位置してしまっていると、安全上の観

点からドローンを飛ばすことができず、飛行の制約がビジネス拡大の妨げとなって

いる。 

2 つ目は圃場の正確な位置情報の把握である。ドローンを自動で飛行させるために

は、位置情報をドローンに入力する必要があるが、農家に位置情報を尋ねても正確な

回答が得られることは少ない。正確な自動飛行のためには、入力値の 2~3m ほどのズ

レが大きな障害となってしまうため、正確な位置情報を知るための方法やデータベ

ースを構築する必要がある。 

3 つ目は通信環境の整備である。ドローンに LTE 通信等を搭載することで自動飛

行を遠隔で行えるようになり、ビジネスの幅が広がると思われる。 

 

（5）土壌データから土づくりへと還元できる知見を持つ人材の不足 34 

上で述べたように、リモートセンシングでは計測できない項目がいくつかあるも

のの、リン酸吸収係数や腐植量（窒素量）等を把握する技術は確立しつつあり、十勝

                                                        
34 関係者ヒアリングより 
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の JA 等では既に近赤外線を用いた土壌診断が実施されている。しかし、その次の段

階で課題となってくるのは、取得・分析した土壌データを土づくりに活用できる知見

を備えた人材が不足していることである。サービスを利用する農家としても、分析結

果の数値そのものに関心があるのではなく、土づくりを行うための情報を欲してい

るため、数値を提供するだけではビジネスとして成り立たない。例えばリモートセン

シングによる解析によって、あるじゃがいも畑の一地点における窒素量が xg と把握

できた場合に、「じゃがいもの収量を上げるために何をすべきか」といった知見は基

礎研究等によって別途把握しておく必要がある。北海道では、土づくりのための指導

要領を独自で整備しているため、それらと分析結果を照らし合わせることで適した

土づくりを行うことができる。しかし、その指導要領が現在の農地環境に適合してい

るものかどうかは検証が必要であり、品種の違いから北海道の値をそのまま本州で

用いることは適していない。そのため、理想としては情報技術に優れた技術者と、JA

の指導員等の分析結果から土づくりを実践できる技術者の両者の存在が求められる。 

実際に衛星画像を取り扱っている企業等では、農業分野への参入を阻む障壁とし

て「農業に関する知見がない」ことが挙げられていた。現場でしかわからない知識が

必要とされる農業分野において、土づくりを実践していくためにはリモートセンシ

ングの知見だけでは不十分ということである。 

 

（6）土づくりを実行する際の課題 35 

十勝地方等では、「土壌中のリン量が過剰である」という背景の下、リモートセン

シングを用いてリン酸吸収係数を把握し、土壌中のリン量を調整する取組が行われ

ている。しかし、市販されている肥料は一般的に窒素・カリウム・リンが混合された

状態であるため、「リン量を減らす必要がある」という結果が出た場合においても、

肥料中のリン量だけを調整することはできない。単肥を用いることで調整すること

も可能だが、そこまで手の込んだ作業を行っている農家は非常に限られている。また

センシングから作成した可変施肥マップを実行する「可変施肥機の有無」も土づくり

実行の制約になり得る。十勝地方等、1 農家が所有する農地面積が広大な地域では、

可変施肥マップに応じた土づくりを人の手で行うには大きな労力を要する。近年は

海外メーカーから可変施肥マップに対応した機器やドローン等を利用しているが、

土づくりを行う手段の実現性を考慮した上での土壌データの収集が必要となってく

る。 
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（7）低い収益率 35 

本報告書では、北海道にてリモートセンシングを用いた土づくりビジネスを実施

している企業のビジネスモデルを紹介したが、同様のビジネスは本州で確認できな

かった。北海道の企業へヒアリングを行ったところ、「本州のとある大企業が興味を

持ち、話を聞きに来たことはあるものの、実際に本格的なビジネスまで発展した例は

ない」ということであった。北海道と本州での 1 農家あたりの農地面積の違い等も

原因として考えられるものの、大きい理由としては、土づくりビジネスでは大きな利

益を得られないことがあげられる。土づくりビジネスでは対象としているものが作

物であるため、1 年に 1 回しかサービスを提供することができず、企業がビジネスと

して実施していくには厳しい分野である。実際にある企業では、研究開発への初期投

資から、技術が農家に受け入れられ、事業が軌道に乗るまでに 4 年ほど要したとい

うことである。 

 

２.２  設置型センサ 

（1）技術的な課題①（計測可能項目の限界） 36 

現在の技術では、肥沃度等の化学性を把握する設置型センサは存在しない。以前ヨ

ーロッパで窒素・カリウム・リンを計測できる設置型センサが開発されたものの、正

確な計測ができるものではなかった。現時点でそのような技術ができる見込みもな

いため、化学性の計測には簡易なハンドキッドの自動化等、既存技術を発展させてい

くことが現実的である。 

また、設置型センサは設置した定点の土壌データしか把握できないということも

土づくりビジネスの制約になり得る。設置型センサで計測する地点がその圃場の代

表地点であるという確証が得られないのであれば、その地点でのデータによる土づ

くりは正しい取組にならない恐れが生じてしまう。 

 

（2）技術的課題②（圃場ごとに必要な初期設定）36 

リモートセンシングにおいてスペクトルと計測項目の関係性を事前に把握する必

要があるように、土の種類ごとに設置型センサの運用方法（初期設定）を調整しなけ

ればならない。例えばある企業では、土の種類によって土壌水分特性曲線が大きく異

なることに対応するために、設置型センサを農家へ提供する前に、土壌サンプルを農
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家から送付してもらい、その分析結果を基にした初期設定を行っている。 

また、土壌ごとに適した設置方法があることも課題となっている。圃場の多くで見

られる黒ボク土においては、その最適な設置方法に関する知見が集まってきている

ものの、沖積土等では最適な設置方法が見つかっていない。不適切な設置方法では正

確な計測ができない可能性があるため、どの農家がどのような土地で利用しても正

確なデータの計測ができるように、設置方法も含めた設置型センサの標準化に取組

んでいくことが求められる。 

 

（3）農家からの低い認知度 37 

設置型センサの価格は、1 本 3~10 万円と農家にとって気軽に購入できる値段では

ない。そのため、ただ単に売るのではなく、「農業が改善する」といった設置型セン

サを使用することによるメリットを認知してもらうことがビジネス拡大には重要と

なってくる。そのためには実証実験等を多く実施し、成功事例を増やしていく必要が

あるが、その場合には実証実験後にも続けて設置型センサを活用してもらうために

意欲のある農家の選定が重要である。ある企業では、設置型センサの有用性について

の啓蒙活動を行っており、徐々に理解は広まってきているものの、設置型センサを活

用することで「農家が長年の経験で培った感覚を数値化できる」ことや、「自身の営

農方法を他の農家と比較して改善につなげることができる」といったメリットをさ

らに認知させていく必要がある。 

 

（4）新規開発の難しさ 37 

設置型センサの開発には非常に大きなコストや時間を要するため、その開発に着

手する企業は多くはない。そのため、SIer 等は既にある技術を積極的に利用するとい

うスタンスをとっている。さらに、近年世間に出回っている設置型センサはその質が

高く、これから開発を行う場合にはベンチャー企業だったとしても高品質のセンサ

の提供が求められる。農学や工学、ソフトウェアといった様々な分野のノウハウが必

要とされる設置型センサの新規開発は、その敷居がかなり高いのが現状である（例：

通信事業を主要ビジネスとしている企業にとっては、土壌環境に耐えうる丈夫さ（十

分な対候性・防水性・日射耐性等）の開発が障壁となる）。 
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２.３  車両搭載型センサ 

（1）技術的課題①（圃場ごとに必要な初期設定）37 

車両搭載型センサにも、リモートセンシングや設置型センサと同様に各圃場に合

わせた設定が必要であることが 1 つの課題となっている。観測したスペクトルデー

タから土壌マップの作成には圃場のバラつきを補正した検量線を作成しなければな

らない。このような事前作業は、政府や大企業、研究機関、農業関連団体が協働する

ことで達成できるものであり、ベンチャー企業等が簡易に手を出せるものではない。 

 

（2）新規開発の難しさ 37 

リモートセンシングや土壌センサと異なり、車両搭載型センサは農業機械として

の側面も持つ。そのため車両搭載型センサの開発となると、農業機械ビジネスへの参

入といった意味合いも含まれてしまうため、ヤンマー・クボタ・井関農機・三菱マヒ

ンドラ農機等が占めるこの業界でベンチャー企業が新たに参入することは難しいと

思われる。また、仮に参入を検討している企業がいたとしても、車両搭載型センサの

開発自体に莫大な投資が必要となるため、ほぼ不可能な状態である。 

 

（3）低い収益率 38 

車両搭載型センサ自体からの収益性も大きくはないため、メンテナンスの必要性

も考慮すると車両搭載型センサ自体の開発や標準化といったところには政府が公的

資金を導入し、主体としては大企業が担うという形が現実的であると思われる。  
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３．今後のビジネス拡大に向けた方策 

（1）衛星データの無償化 39 

衛星リモートセンシングを活用したビジネスを拡大していくために、最も多く頂

いた意見は衛星画像の無償化である。世界的にみると、Landsat や Sentinel 等が無償

で公開されており我が国でもそれらの衛星画像を用いた研究等が多く行われている。

現在、我が国では ASTER が無償で公開されているものの、ALOS や ASNARO につ

いては有償であり、購入して画像を取得するまでのプロセスも Landsat のそれと比較

すると煩雑である。2019 年 12 月に打ち上げられる HISUI も含めて、我が国が持つ

衛星からの画像の無償化は土づくりビジネスの拡大に不可欠である。 

さらには、衛星画像の提供に留まるのではなく、衛星画像から作成した圃場マップ

の無償提供が実現されれば土づくりビジネスは大きく広まると思われる。ヨーロッ

パでは、農業分野への衛星データを国としての社会資本として整備している。例え

ば、”Sentinel-2 Agriculture 40”と呼ばれるサービスでは、Sentinel 衛星画像データから

得られる圃場に関する情報を EU が無償で公開しており、農家は自身のスマホ等から

圃場マップへ自由にアクセス可能となっている。 

このように衛星データを無償公開することで、ビジネスだけでなく、それらを用い

た研究も活発になると思われる。上で述べた参入の課題である「計測可能項目の限

界」というのは、単に研究が行われていないという側面も持つため、土壌の水分保持

力からリン酸吸収係数が把握できることが研究より判明したように、現時点では把

握する技術が確立されていない土壌の物理性・化学性についても、データの無償化を

継起として、将来それらの計測が実現できる可能性が出てくる。 

 

（2）成功事例の創出 39 

設置型センサ等はその価格は農家にとって安いものではないため、確実な増収等

の保証がない中で新しい技術の導入に積極的になれないのは当然のことである。農

家の人は、IoT 技術による作業の簡便化によって作業時間が減るといった労働環境の

改善よりも、収量が上がるかどうかに関心を持っているため、IoT 技術を活用した土

づくりに農家が支払う金額に対して、見合う分の増収が保証できるかどうかは非常

に重要なポイントとなってくる。 

本調査でヒアリングを実施した企業の多くは、「最初に実証実験で成功し、そこか

ら口コミで利用客が増加した」というビジネスの確立経緯を持っていた。農家がセン

                                                        
39 関係者ヒアリングより 
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シング技術の導入に踏み出すためにも成功事例を多く創出していき、農家自身で

「IoT 技術が必要である」と感じてもらう機会を用意していく必要がある。また農業

で実証実験を行う場合には、その検証機会は 1 年に 1 回しかないため、長期的な支

援が求められる。 

 

（3）農業分野の知見を持つ人材の育成 41 

現在は IoT がブームとなっていることもあり、データサイエンティストは大量に

存在し、その数はこれからも自然と増えていくと思われる一方で、取得した土壌デー

タを活用する農学系の人材を養成していくことが求められてくる。他分野からいき

なり農業に参入する企業が存在するが、農業の知見が無い中で素晴らしい成果を出

すことは非常に難しい。実際にセンシング画像を扱っている企業の一部では、新卒採

用時に農学部出身の学生を一定数以上採用する取組を開始しており、農学の知見が

ビジネスを行う上でも重要であることが認識されつつある。下で述べる「分析ツール

の標準化」は実現が可能だが、土づくりの指導は個々のノウハウが必要となり各企業

の腕の見せ所にもなるため、「土づくりの標準化」は不可能に近い。農業系の人材育

成は土づくりビジネスの普及にも繋がっていくと思われる。 

 

（4）分析ツールの標準化（センサの互換性への対応）41 

既に述べたように、異なるセンサで収集された土壌データは単純に比較すること

ができず、個々のセンサが持つバラつきを補正する必要がある。我が国では現在、一

部の企業や団体が独自で取得した土壌データを特定のプラットフォームで収集・公

開しているが、その値を基準として他の農地で土づくりを行ったとしても間違った

データによる管理を誘発するだけである。そのためにも下で紹介するイングランド

とアメリカの事例のように、分析ツールの標準化を進めていく必要がある。 

例①：イングランドの例 

1996 年から 2000 年までの 5 年間、イングランドの Home-Grown Cereals Authority 

(HGCA)と呼ばれる政府機関が主導となり、数十億の予算を投じた土壌の標準化

プロジェクトが実施された。同プロジェクトでは、畑地の主な土壌を対象として、

合計 300 枚ほどの畑地（1 枚 8~10a）で土壌分析を行い、各土壌に最適な施肥量を

特定するための知見を収集、農家が活用できるガイドライン 42を作成した。農家
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Guidelines. Home Grown Cereals Authority, 2002. 
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はそのガイドラインに記載されている分析を行うことで、その土地で必要となる

正しい施肥量や農地管理方法が明らかとなり、最適な農業を営むことができる。 

例②：アメリカの例 

アメリカの農務省では、一般分析が実施済みの何万点もの土壌のアーカイブサン

プルが保存されている。現在、それらサンプルに対して中赤外線による分析を実

施しており、最終的に反射率ライブラリーとなるデータベースの作成を目指して

いる。このデータベースが実現すると、今後の土壌分析は全て中赤外線で簡易に

行うことが可能となる。なお、本分析は単独の企業が実施しており、企業間の分

析方法の違いが生じないような体制で進められている。 

 

（5）将来の我が国における農業のあり方の明確化 43 

現在、我が国の農業では様々な IoT 技術が導入され始めており競争が激化してい

る。その影響もあり、環境センサの多くは「全ての作物に対応」等、備わっている機

能が非常に豊富である。結果として環境センサ自体の価格が高騰してしまい、逆に農

家が手を出しにくい状況を作り出している。つまり、IT 化が先行してしまい、農家

の需要に見合った技術を提供できていないのである。農家が本当に必要としている

技術、計測したい項目は何であるのかを考え、その実現を目指した技術開発・導入促

進を進めていく必要がある。 

そのためには、まずは我が国の農業が今後どこを目指していくのかを明確にして

いかなければならない。ある企業では、我が国で毎年のように大災害が生じている現

状を踏まえ、今後は露地栽培ではなく、ハウス栽培に注力するべきであるという考え

を持っている。そのような我が国の農業の将来像を描くことができれば、自ずと必要

となる技術や計測項目がわかるはずである（ハウス栽培に注力している企業では、設

置型センサ等に頼らない、植物生理学に基づくハウス栽培に特化した土づくりを研

究開発している）。政府としては我が国における農業の将来像を描き、その実現に必

要な、スマート農業の中でも特に力を入れるべき重点領域というものを設け、そこに

集中した投資が行われる状況を作り出すことが求められる。仮に「日本の伝統的な農

業の維持」を目指していくのであれば、IT センサのような最先端技術は必要ない。

IT 化を進めるかどうかは、農家を主体とする市場が決めることであり、農業の将来

像を描くことで市場も自ずと時流に乗ってくると思われる。 
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