
＜スマート農業推進総合パッケージ（続き）＞ 令和４年度補正予算・令和５年度予算②

（１）技術の進展に応じた制度的対応
①農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討（継続） 【農産局】
農業機械の自動走行など生産性の飛躍的な向上につながる先端ロボットの現場実装を実現するた

め、安全性確保策の検討を支援。

（２）農業データの活用促進
①農林水産データ管理・活用基盤強化（拡充） 【大臣官房】
さらなるデータの活用を進めるため、異なる種類・メーカーの機器から取得されるデータの連携実証、農

業データの川下とのデータ連携実証を支援。

②データ駆動型土づくり推進（継続） 【農産局】
土壌診断における簡便な処方箋サービスの創出に向け、協議会が行う土壌診断の実施と改善効果

の検証、AIによる土壌診断技術の開発、実証の取組を支援。

③食品等流通持続化モデル総合対策事業（拡充） 【新事業・食品産業部】
食品等流通の合理化・高度化を図るため、デジタル化による業務の効率化と輸送コストの低減と輸

出物流の効率化、コールドチェーンの整備、食料品アクセスの確保等、効率的なサプライチェーン・モデル
の構築を支援。

④強い農業づくり総合支援交付金(食品流通拠点施設整備)（拡充） 【新事業・食品産業部】
RFIDや無人搬送車(AGV)等を活用した搬送業務の自動化を行うための卸売市場施設の整備を

支援。

⑤強い農業づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)（拡充） 【農産局】
産地の収益力強化と持続的な発展のため、産地の発展の状況に応じて必要な施設の導入を支援。

優先枠を設けスマート農業の導入を加速するため、実証事業等により効果が検証された技術を導入し
た施設の整備を支援。

⑥畜産経営体生産性向上対策 （拡充） 【畜産局】 （再掲）

⑦食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策のうち
家畜取引スマート化推進支援事業（新規） 【畜産局】
家畜市場の利用者の増加・利便性の向上、運営の省力化を図るための機器・設備の導入を支援。

⑧食料安定生産に資する新たな病害虫危機管理対策・体制の構築（継続） 【消費・安全局】
IoT等の活用により収集した病害虫情報を基に、AIを活用した発生予測シミュレーションモデルによる

精度の高い発生予察及び農業者等への迅速な情報発信などを実現するための取組を支援。

４．技術対応力・人材創出の強化
（１）スマートサポートチーム等によるデジタル人材の育成・確保
①データ駆動型農業の実践・展開支援事業（継続）【農産局】
・データ駆動型農業の実践体制づくり、ノウハウの整理、化石燃料使用量削減に係る取組の事例収
集やノウハウの展開等の取組を支援。

（２）スマート農業教育の充実・関心醸成
①スマート農業教育推進（継続） 【経営局】
農業大学校や農業高校等の農業教育機関の学生及び教員、農業者等が、スマート農業について

体系的に学ぶことがきる環境整備を実施。

②新規就農者育成総合対策のうち農業教育高度化事業（継続） 【経営局】
農業大学校、農業高校等における農業機械・設備の導入、海外研修、スマート農業等のカリキュラ

ム強化、現場実習、出前授業の実施等を支援。

③新規就農者育成総合対策のうち農業者キャリアアップ支援事業（新規） 【経営局】
地域において、現役農業者に対するリカレント教育を充実し、デジタル・グリーン分野の人材育成を強
化するため、農業者が農閑期や夜間にスマート農業や有機農業などの新たな技術を学び直すことができ
る研修モデルの構築・実施を支援。

④新規就農者育成総合対策のうち雇用就農資金（継続） 【経営局】
就業希望者を新たに雇用して、農業に必要な技術・経営ノウハウ等の実践的な研修を行う農業サー
ビス事業体等に対して、資金を助成。

⑤農業人材力強化総合支援事業のうち農の雇用事業（継続） 【経営局】
サービス事業体等が行う新規就業者に対する実践研修等を支援。※継続分のみ

５．実践環境の整備

※ 青字：令和４年度補正予算事業
赤字：令和５年度予算事業のうち、「みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証

事業のうちスマート農業の総合推進対策」に含まれる事業
黒字：令和５年度予算事業

３．更なる技術の開発等

（１）開発が不十分な領域の研究開発
① 「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出のうち

オープンイノベーション研究・実用化推進事業（新規）【技術会議】
スマート農林水産業の技術開発など、国の重要政策の推進や現場課題の解決に資するイノベーショ
ンを創出し、社会実装を加速するため、産学官が連携して取り組む基礎研究や実用的な技術開発研
究を支援。

（２）最先端の研究開発
①スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト【技術会議】（再掲）

②次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化（新規） 【技術会議】
畑作物や野菜・果樹等の収量安定化や省力化を実現し、新規就農や畑作物等への転換・定着を
促進するための、スマート農業技術の開発・改良・実用化を推進。

③ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証（継続）【技術会議】 （再掲）
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６．海外への展開

（１）海外ビジネス展開の推進
①スマートグリーンハウス先駆的開拓推進（継続） 【農産局】
先駆的な事業者によるスマート技術を含む施設園芸の現地生産の事業化可能性調査を支援。

（２）国際的なアウトリーチ活動の強化
① 「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出のうち
オープンイノベーション研究・実用化推進事業（新規）【技術会議】 （再掲）

②アジアの新興国におけるスマート農業実証事業（継続）【輸出・国際局】
アジアモンスーン地域の持続的な食料システムの取組モデルとなるみどりの食料システム戦略に基
づき、アジアの新興国における食料・農業分野のスマート化を促進。

③アセアン諸国等における持続的な食料システム構築分析事業（継続）【輸出・国際局】
東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)に我が国専門家を派遣し、持続的な食料システム
構築にあたっての課題や方策に関する調査・分析を実施。

④農業デジタル技術・政策外部効果の評価手法等検討開発事業（継続）【輸出・国際局】
OECDに我が国から専門家を派遣し、我が国農業政策の正当な評価の獲得、農産物市場予
測、デジタル技術や情報基盤整備に係る分析等を実施。

（３）官民連携したプロジェクトづくり
①アセアン緊急時食料安全保障情報整備・共有体制の強化支援事業のうち
農業基盤データ整備を通じた民間企業参入支援（継続）【統計部】
途上国において、日本の衛星技術を活用し、農地区画情報を基にした農業基盤データを整備す
ることにより、農地管理、営農指導、農業統計調査の母集団編成に資するとともに、民間企業によ
るスマート農業や農業保険等への参入を支援。

②食産業の戦略的海外展開支援事業（拡充）【輸出・国際局】
日本事業者へ海外展開に資する日本企業のスマート農業技術といった実証の取組等を支援。

５．実践環境の整備

（２）農業データの活用促進
⑩農地区画データ情報体制整備（継続） 【統計部】
スマート農業や各種施策の推進に貢献するため、農地区画情報(筆ポリゴン）を継続的に整備・
管理する体制を整え、現況を反映した最新の情報を提供。

⑪鳥獣被害防止総合対策交付金（継続）【農村振興局】
デジタル技術を活用した、効果的・効率的な鳥獣の捕獲等の推進や処理加工施設における情
報管理の効率化のためのＩＣＴシステムの導入等を支援。

⑫多面的機能支払交付金（継続）【農村振興局】
リモコン式自走草刈機等のデジタル技術を活用した地域共同の保全管理活動や、事務の効率
化に向けたシステム導入等を支援。

（３）スマート農業に適した農業農村整備の推進
①国営農用地再編整備事業【農村振興局】
②農業競争力強化農地整備事業【農村振興局】
③農地中間管理機構関連農地整備事業【農村振興局】
④国営かんがい排水事業【農村振興局】
⑤水利施設等保全高度化事業【農村振興局】

⑥国営農用地再編整備事業（拡充）【農村振興局】
⑦農業競争力強化農地整備事業（拡充）【農村振興局】
⑧農地中間管理機構関連農地整備事業（拡充）【農村振興局】
自動走行に適した農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を支援。

⑨農地耕作条件改善事業（スマート農業導入推進型）（継続）【農村振興局】
基盤整備と一体的に行うGNSS基地局の設置等のスマート農業の導入を支援。

⑩国営かんがい排水事業（継続）【農村振興局】
⑪水利施設等保全高度化事業（継続）【農村振興局】
水管理の省力化・高度化に必要な水管理施設等の整備を支援。

⑫情報化施工技術調査（継続）【農村振興局】
情報化施工により得られる３次元座標データの自動走行農機等への活用に係る調査を実施。

＜情報通信基盤整備＞
①農山漁村振興交付金のうち情報通信環境整備対策 （拡充）【農村振興局】
人口減少、高齢化が進行する農村地域において、農業水利施設等の農業農村インフラの管理
の省力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、地域活性化を促進するため、情報通信
環境の整備を支援。

＜スマート農業推進総合パッケージ（続き）＞ 令和４年度補正予算・令和５年度予算③

※ 青字：令和４年度補正予算事業
赤字：令和５年度予算事業のうち、「みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証

事業のうちスマート農業の総合推進対策」に含まれる事業
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業社会実装加速化のための技術開発・実証
スマート農業の社会実装を加速化するため、必要な技術の開発や現場実証等を行
います。
① スマート農業産地モデル実証
② 次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化
③ ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証

２．スマート農業普及のための環境整備
スマート農業を普及させるための環境整備を行います。
① 農林水産データ管理・活用基盤強化
② データ駆動型農業の実践・展開支援事業
③ スマートグリーンハウス先駆的開拓推進
④ 農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討
⑤ データ駆動型土づくり推進
⑥ スマート農業教育推進

【令和５年度予算額 １,196（1,404）百万円】
(令和４年度補正予算額 4,400百万円)

＜対策のポイント＞
スマート農業の社会実装を加速するため、必要な技術開発・実証やスマート農業普及のための環境整備等について総合的に取り組みます。

＜事業目標＞
農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年まで]

＜事業の流れ＞

国

（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

交付（定額）
民間団体等
(公設試、大学を含む)

委託
（１の事業）

技
術
開
発
・
実
証

実
装
・
普
及
に
向
け
た
環
境
整
備

１．スマート農業社会実装加速化のための技術開発・実証

スマート農業の社会実装・実践

２．スマート農業普及のための環境整備

⑤ AIによる土壌診断
技術の開発

土壌診断の実施

④

遠隔監視による自動走行
の安全技術等の検証

安全性確保策
の検討

自動走行農機 有識者委員会

①
スマート農機

営農管理ソフト

データ連携に向けた
環境整備

オープンAPI

②
② データ活用の

体制づくりを支援

産地による
データ駆動型
農業の実践

環境モニタリング
装置等

③
我が国の優れた
施設園芸の技術

スマート農業技術
の進展

施設園芸の
先駆的開拓

①スマート農業産地モデル実証

経営体の枠を超えた産地内で
のシェアリングや作業集約による
生産性向上やコスト低減等を
実証

畑作物や野菜・果樹等の収量安定
化や省力化を実現し、新規就農や
畑作物等への転換・定着を促進する
ための、スマート農業技術の開発・改
良・実用化

改善効果の検証

⑥
スマート農業拠点校

の設置

現役農業者・教員
向けの研修会の開催等

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7462）

ペレット堆肥の製造・物流を最適
化するシステムの構築、帰り荷とな
る敷料の探索、現地実証

受発注や物流の
最適化

農業副産物ペレット堆肥 物流の最適化

受注
発注

③ペレット堆肥活用促進のための
技術開発・実証

②次世代スマート農業技術の
開発・改良・実用化

定額

民間団体等 （２②の事業の一部、２③の事業）

定額
民間団体等
（公設試、大学を含む）

（２①④の事業）

定額

委託
民間団体等

全国協議会

（２⑥の事業）

（２⑤の事業）

定額
都道府県

定額、1/2
協議会 （２②の事業の一部）

みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業のうち

スマート農業の総合推進対策
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スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト

【令和４年度補正予算額 4,400百万円】

＜対策のポイント＞
海外に依拠するところの大きい我が国の食料供給の安定化を図るため、海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上

等、必要な技術の開発・改良から実証、実装に向けた情報発信までを総合的に取り組むことで生産現場のスマート化を加速します。

＜事業目標＞
農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年まで]

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．戦略的スマート農業技術の開発・改良 2,860百万円

海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上

等に必要なスマート農業技術を開発・改良します。

２．戦略的スマート農業技術の実証・実装 1,540百万円

① 海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上

等に資するが、データ不足等により市販化には至っていないスマート農業技術の実

証を行います。

② 実証データの情報発信及び実証参加者が、その成果を全国各地の生産者・産

地に横展開する取組を推進します。

＜事業の流れ＞

国
（国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

民間団体等
（公設試、大学を含む）

委託

交付
（定額）

〇戦略的スマート農業技術の開発・改良

開
発

実
装

実
証

〇戦略的スマート農業技術の実証・実装

「スマート農業」の社会実装による食料供給の安定化

AI分析による斜度を踏まえた経路設計など、ほ場高低
差も考慮した効率的な作業が可能な作業機械

実証参加者による横展開実証データの分析 実証成果等の情報発信

マルチスペクトル
カメラ

ドローンによるセンシング
「ほ場内のNDVI(生育)のバラつき」をマップ化

従来のセンシングによる肥料不足箇所の特定に加え、当該箇所の土壌診断データを加味す
ることで、肥料成分ごとの必要量を正確に把握したうえでの可変施肥が可能となり、収量
の向上と余分な肥料投与の抑制を両立。

土壌診断
データを加味

リン過剰！

日照不足！ 窒素不足！

「何らか」の
理由で生育不足

摘果・袋掛け
ロボット

人手に依存している作業の自動化技術

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7437）
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（抜粋） （令和４年６月７日閣議決定）

Ⅴ．経済社会の多極集中化
１．デジタル田園都市国家構想の推進
（２）デジタル田園都市国家を支える農林水産業、観光産業、教育の推進

ⅲ）スマート農林水産業

デジタルを活用した農林水産業の成長産業化を通じて、若者に魅力のある産業にしていく。このため、ス

マート農業機械のシェアリングを行う農業支援サービスの育成・支援や人材育成を進め、デジタル技術を実装

するスマート農林水産業を推進する。関係者が参加する地域コンソーシアムを形成し、デジタル実装の局面を

点から面へと広げる。

新しい資本主義のフォローアップ（抜粋） （令和４年６月７日閣議決定）

（スマート農林水産業など農林水産業の成長産業化）

・2022 年度中に、農業者が行うスマート技術導入のシミュレーショ
ン用アプリを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）で開発する。

・農業者の経営改善のため、2022年度中に農研機構で営農管理システ
ムを用いたデータの利活用方法を整理し、周知を行う。

・スマート農業の導入のため、農地の集積・集約化を進め、スマート
機械のシェアリングサービスの活用等の実証を行うスマート農業実
証地区を2023年度までに200地区以上形成する。

・スマート農業を推進する地域コンソーシアムの組成に当たって地方
大学や地域金融機関等の積極的な参加を促すため、スマート農業関
連の事業採択での参加の加点化を行う。

・農村での通信環境整備に向けて、調査や整備手法に関するガイドラ
インを周知するとともに、地区ごとに民間事業者や地方公共団体等
による技術的助言を行う。2022年度に20地区程度、計画策定や施設
整備を支援する。

・スマート農林水産業における通信分野の課題解決のため、農林水産
省と総務省は、民間会社の協力も得ながら連絡会議を通じて連携し、
ローカル5GやLPWAの導入拡大や衛星コンステレーションなどの衛星
通信サービスの導入に必要な制度整備を行う。

・スマート農業人材の育成のため、スマート農業を実践する農業者や
産官学の有識者等を支援チームとする産地の課題を踏まえたスマー
ト農業の実地指導支援を行う。また、2022年度に都道府県の普及指
導員と農業支援サービス事業者との連携による技術指導を開始し、
取組事例の普及等を行う。

・林業関係学科を含む農業高校の生徒の農林水産業への就業意識の向
上のため、スマート機械等の導入支援や地域の農業者や農業支援
サービス事業者などの授業での指導支援等を行うとともに、教員の
指導力・意識向上に向けて、オンライン方式も含めた研修を拡充す
る。

・スマート農林水産業における人材育成分野の課題解決のため、農林
水産省と文部科学省は、連絡会議を通じて連携し、スマート機械等
の導入支援や地域の農業者や農業支援サービス事業者などの授業等
への活用等を行う。

・農林漁業法人等投資円滑化法に基づく投資や日本政策金融公庫の融
資により、農業支援サービス事業者の活動を支援する。また、農業
支援サービス事業者の活動に関する情報提供を拡充する。

49



第２章 デジタル田園都市国家構想の実現に必要な施策の方向
１．取組方針
（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上
①地方に仕事をつくる

【スマート農林水産業・食品産業】
地域を支える産業である農林水産業・食品産業は、担い手の減少・高齢化や労働力不足が特に進んでいる。地域の

経済社会の維持、食料安全保障の観点からも、生産性の維持・向上と担い手の育成・確保は喫緊の課題であり、女性
や若者も含めた様々な人材が活躍できる魅力ある産業とするとともに、農林水産物・食品の輸出や「みどりの食料シ
ステム戦略（令和３年５月 12 日みどりの食料システム戦略本部決定）」による農林水産業・食品産業のグリーン化
を進め、農林水産業・食品産業の成長産業化と地域の活性化を図ることが求められる。このため、センサーやリモー
ト制御による農機等の遠隔操作、ドローン等を活用した農薬や肥料の適量散布、AI 等を活用した熟練者の技術の再
現、アシストスーツを活用した作業の軽労化、ICT 等を活用した森林施業の効率化や高度な木材生産、森林における
通信の確保、デジタル林業戦略拠点の創出、デジタル水産業戦略拠点の創出等に取り組み、農林水産業の従来のイ
メージを一新し、多様な人々に開かれた地域の基幹産業とする、言わば“ゲームチェンジャー”の役割を果たすス
マート農林水産業の取組を積極的に推進するとともに、地域の農林水産物の主要な仕向先である食品産業についても、
AI・ロボット等による生産性向上や流通のデジタル化、農林水産業との連携強化などの取組を推進する。

デジタル田園都市国家構想総合戦略（抜粋）（令和４年12月23日閣議決定）
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経済財政運営と改革の基本方針2022（抜粋）（令和４年６月７日閣議決定）

第３章 内外の環境変化への対応

１．国際環境の変化への対応

（４）食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進
我が国の食料・農林水産業が輸入に大きく依存してきた中で、世界の食料需給等を巡るリスクが顕在化していることを踏まえ、生産資材の

安定確保、国産の飼料や小麦、米粉等の生産・需要拡大、食品原材料や木材の国産への転換等を図るとともに、肥料価格急騰への対策の構築

等の検討を進める。今後のリスクを検証し、将来にわたる食料の安定供給確保に必要な総合的な対策の構築に着手し、食料自給率の向上を含

め食料安全保障の強化を図る。

気候変動に対応しつつ人口減少に伴う国内市場縮小や農林漁業者減少等の課題克服に向け、人材育成を始め農林水産業の持続可能な成長の

ための改革を更に進める。

みどり戦略の実現に向け、2030年目標やみどりの食料システム法に基づき、新技術の開発、有機農業の推進、環境負荷低減の見える化等を

進める。

国内生産の維持・拡大のためにも、改訂輸出戦略等に基づき、オールジャパンで輸出に取り組む認定輸出促進団体、輸出産地・事業者を支

援するＧＦＰ、輸出支援プラットフォームの体制や活動支援等を強化する。

中山間地域等を含めた生産基盤の確保・強化、農山漁村の活性化に向け、スマート農林水産業の実装加速化、支援サービス事業の育成等の

推進、改正基盤法による地域計画の策定、農地バンクを活用した農地の集積・集約化、担い手等の確保等の推進、デジタル技術を活用した農

山漁村の課題解決のための枠組みの創設を行う。土地改良事業により農地の大区画化や汎用化・畑地化を進めるとともに、鳥獣対策、家畜疾

病対策を推進する。地域食材を活用した高付加価値化を始め食品産業の持続可能な取組を進める。

再造林促進や林道等の生産基盤整備等を含む木材の安定的・持続的な供給体制の構築、ＣＬＴ等の木材利用拡大を進める。

着実な資源管理、養殖業の成長産業化、漁業者の経営安定、漁船等の生産基盤整備、海業の振興等を進める。
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物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策（抜粋）（令和４年10月28日閣議決定）

第２章 経済再生に向けた具体的施策

Ⅱ 円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化

１．コロナ禍からの需要回復、地域活性化

（２）地域活性化

農業産地や畜産・酪農、水産業等の生産基盤の維持・強化を促進する。その他、担い手の確保、鳥獣害対策、中山間地域の振興、農業支援

サービスのスタートアップ支援、スマート技術の開発・実証、グリーン化の推進、木材の供給力強化や国産材への転換等を図る。



Ⅳ 新しい資本主義の下での農林水産政策の新たな展開に向けた主要施策

１ スマート農林水産業等による成長産業化

食料の安定供給のためには、国内生産を支える人と技術の確保が不可欠である。一方で、農業従事者は直近25年
間で半減するなど、担い手が不足し、これを支える労働力不足も深刻化している。そのため、スマート技術等の省
力化技術や、作業の外部化・機械の共同利用につながる農業支援サービス事業体等の活用により、労働力不足の解
消や生産性の向上等を図り、「2025年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践」、「2025年
までに農業支援サービスの利用を希望する農業の担い手の８割以上が実際に利用できている」等の目標を実現する。

―スマート農林水産業の展開と、スマート農林水産業の実装に向けたサポート体制の強化

（農業分野におけるスマートサポートチーム・拠点の創設）

―日本版SBIRを通じた研究開発のシーズ創出、事業化等への支援

食料安全保障強化政策大綱 （抜粋）
（令和４年12月27日食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定）

52 



食料安定供給・農林水産業基盤強化本部（第３回）
（令和４年12月27日）
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主なスマート農業技術
■ ドローン / Drone

農業用ハイスペックド
ローン開発
－ハイスペックドローン開発コン
ソーシアム
－Institute for Rural 

Engineering, NARO

新しい農業をつなぐ
「Nile-T20」
－株式会社ナイルワークス
－Nileworks Inc. 

農薬散布やほ場のセンシングなど、農業分野で
もドローンの活用が進んでいます。また、セキュリ
ティ対策についても検討が行われています。

■ 作業用ロボット
/ Working Robot

小型多機能ロボット
「XCP100」
－株式会社DONKEY
－DONKEY Corporation

農場リモートセンシング
ロボット
－GINZAFARM株式会社
－GINZA FARM Co., Ltd.

移動を基盤とする
農支援ロボット
－国立大学法人 宇都宮大学
－Utsunomiya University

自律走行型農薬散布
ロボット
－株式会社レグミン
－Legmin inc.

リモコン草刈機
+自律走行キット

－三陽機器株式会社/東京大学
－SANYO KIKI CO., LTD./The 

University of Tokyo

収穫物の運搬、草刈り、農薬散布など、農業現
場の様々な作業を対象としてロボットの活用が
進んでいます。

■ ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝ・田植機
/ Tractor ,Combine Harvester 
and Rice Transplanter

アグリロボトラクタ
（写真上段）

アグリロボコンバイン
（写真中段）

アグリロボ田植機
（写真下段）
－株式会社クボタ
－KUBOTA  Corporation

ロボット田植機
－井関農機株式会社
－ISEKI＆CO.,LTD

水田作での耕起、田植え、収穫といった作業で
も、ロボットによる自動化が実現しています。

■ その他の農業技術
/ Others

つり下げ型画像計測
ロボット
－PLANT DATA株式会社
－PLANT DATA Co., Ltd.

ＡＩ、スマートグラス
を使用したブドウ栽培
管理ソリューション
－株式会社 YSK e-com
－YSK e-com Co.,Ltd.

AI搭載着果モニタリ
ング装置
－農研機構 農業機械研究部門
－Institute of Agricultural 

Machinery, NARO

圃場水管理システム
－農研機構 農村工学研究部門
－Institute for Rural 

Engineering, NARO

AI潅水施肥ロボット
「ゼロアグリ」
－株式会社ルートレック･ネット
ワークス
－Routrek Networks, Inc.

搾乳ユニット自動搬送装置
「UCA30A」 （写真上段）

敷料散布装置
「BSMA08」 （写真下段）

－オリオン機械株式会社
－ORION Machinery Co., LTD.

作物の生育管理やほ場管理など、人手や手間
がかかる場面でも様々な技術が開発され、活用
が進んでいます。

■ 収穫用ロボット
/ Harvesting Robot

様々な作物を対象として収穫ロボットの開発・
導入が進んでいます。

パワーアシストスーツ
－パワーアシストインターナショナ
ル株式会社
－Power Assist International 

Corporation

ニホンナシ収穫・
運搬ロボット
－農研機構 果樹茶業研究部門（企
業型経営大規模果樹生産実証コン
ソーシアム）
－Institute of Fruit Tree and Tea 

Science, NARO

カボチャ収穫ロボット
－北海道大学/北見工業大学/農研機
構北海道農業研究センター
－Hokkaido University/Kitami 

Institute of Technology/Hokkaido 
Agricultural Research Center, 
NARO

トマト収穫ロボット
－パナソニック株式会社
－Panasonic Production 

Engineering Co., Ltd.

ピーマン自動収穫
ロボット「L」
－AGRIST株式会社
－AGRIST Inc.

未来を支えるセキュア
な国産ドローン
－株式会社ACSL
－ACSL Ltd.
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お問い合わせ先

農林水産省 大臣官房 政策課 技術政策室

代表：03-3502-8111（内線3094）

ダイヤルイン：03-3502-5524

HP：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/index.html


