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スマート農業の展開について



第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

２（７）① スマート農業の加速化など農業現場でのデジタル
技術の利活用の推進
スマート農業については、「農業新技術の現場実

装推進プログラム」（令和元年６月農林水産業・地域
の活力創造本部了承）等に基づき、生産現場と産学官
がスマート農業についての情報交流を行うプラット
フォームを創設し、熟練農業者の技術継承や中山間地
域等の地域特性に応じてスマート農業技術の実証・導
入・普及までの各段階における課題解決を図る。また、
スマート農業技術の導入に係るコスト低減を図るため、
シェアリングやリースによる新たなサービスのビジネ
スモデルの育成や推進方策を示す「スマート農業推進
サービス育成プログラム（仮称）」を策定するととも
に、海外におけるスマート農業の展開に向け、知的財
産の権利にも配慮しつつ、海外市場の獲得を目指して
いく。さらに、スマート農業のための農地の基盤整備
や整備で得る座標データの自動運転利用、農業データ
連携基盤（WAGRI）等を活用したデータ連携、関係府
省と連携した農業・農村の情報通信環境の整備、技術
発展に応じた制度的課題への対応を図るため、「ス
マート農業プロジェクト」を立ち上げ、生産性や収益
性の観点からも現場実装が進むよう、必要な施策を検
討・実施する。

また、農業者と連携しデジタル技術の開発・普及
に取り組む企業が活躍できる環境整備や分析データの
農業生産への活用等を推進する。さらに、農産物の生
産・流通・消費に至る様々なデータを連携し、生産技
術の改善、農村地域の多様なビジネス創出等を推進す
る。

スマート農業やデジタル技術を平素の農業生産に
活用するのみならず、災害の発生が見込まれる有事の
際においても、安全かつ迅速に対応できる取組を推進
し、農業者をはじめ、国民生活の安全確保につなげる。

２（２）② 次世代型の農業支援サービスの定着
生産現場における人手不足や生産性向上等の課題に

対応し、農業者が営農活動の外部委託など様々な農業
支援サービスを活用することで経営の継続や効率化を
図ることができるよう、ドローンや自動走行農機など
の先端技術を活用した作業代行やシェアリング・リー
ス、食品関連事業者と連携した収穫作業などの次世代
型の農業支援サービスの定着を促進する。

１（２）① 農林水産物・食品の輸出促進
ウ 食産業の海外展開の促進

成長著しいアジア地域などでは所得の向上により
内需が拡大しており、第三国がその拡大する需要を
取り込もうとしている中、農林水産物・食品の輸出
のみならず、食産業（食品産業や農業等）の戦略的
な海外展開を通じて広く海外需要を獲得していくこ
とは、国内生産者の販路や稼ぎの機会を増やしてい
くことにつながる。

このため、モノの輸出のみならず、食料安全保障
の確立や我が国農業の持続的発展の観点から、我が
国の技術やノウハウを活用したグローバル・フード
バリューチェーンの構築等を通じた食産業の海外展
開など生産者等の所得向上につながる海外需要の獲
得のための取組を戦略的に推進する。

食料・農業・農村基本計画（抜粋）（令和２年３月31日閣議決定）
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・農業支援サービス事業者を農業大学校生等に紹介するポータルサ

イトを2020年度中に整備した上で、インターンや就職関連情報の
提供を開始し、人材の確保を図る。

・2020年度中に、農業者のニーズや農業支援サービス事業者の

サービス内容等の調査を行い、農業支援サービス事業者のサービ
ス発信内容を標準化するためのガイドラインを作成し、農業者と
のマッチングを図るとともに、2021年度までに経営が成り立つビ
ジネスモデルの公表を開始する等により、農業支援サービス事業
者の参入を促す。

・農業者が作業工程を見える化し農業経営に合った農業支援サー
ビスを選択できるよう、GAP手法を用いて作業工程を改善する取
組事例を共有し、普及指導員等による指導の促進を図る。

・農業支援サービスを含めた地域サービスを提供する地域づくり
団体の立上げを促進し運営を改善するため、2020年度中に、コー
ディネータ育成のための研修カリキュラムや、優良事例集の作成
を行う。

・農業支援サービスの創出に向けて民間企業や研究機関が参加す
るプラットフォームにおいて、マッチング機会の創出、課題の分
析、環境整備の検討等を行う。

（新たな枠組みの構築）
・人口減少下においても力強い農林水産業の構築に向け、農林水
産業の生産性を向上させるスマート技術や新たな需要を創出する
フードテック技術の開発や現場実装等の取組を一体的に促進する
ため、関連事業者の取組等を多角的に支援する新たな仕組みにつ
いて、2020年度中に検討し、所要の措置を講ずる。

・病害虫の農産物への被害の軽減のため、ドローン等を活用した
病害虫発生量等の情報収集や、AI等を活用した病害虫発生予測技
術の開発等に取り組み、2025年度までに新しい病害虫発生予察を
実現する。

・将来の気候を見通した農業生産に向け、全国の気候・品目・技
術・生産量等のビッグデータ化や、AI等を活用した生産量予測等
に取り組み、地域の最適生産モデルの2025年までの提示に向け取
り組む。

６．個別分野の取組

（２）新たに講ずべき具体的施策

ⅴ）農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現
① 農業改革の加速
ウ）スマート農業の推進
（スマート農業の推進）

2022年度までに、スマート農業の本格的な現場実装を着実に
進める環境が整うよう、研究開発、実証・普及及び環境整備の
取組を、以下の取組を含め一体的に進める。
・全農業大学校でのスマート農業のカリキュラム化等に向け、

2020年度中にスマート農業の教材の作成等を行うとともに、
若者のスマート農業への関心の醸成等のため、同年度中に学
生向けスマート農業技術アイデアコンテストの実施について
の検討を行う。

・農業データの利活用と農業生産ノウハウの流出防止を図るた
め、2020年3月に整備した「農業分野におけるAI・データに関
する契約ガイドライン」の普及を、リーフレットの配布や、
普及指導員、知財総合支援窓口の相談員、弁理士等への研修
等を通じて行う。

・ICTを活用した農業農村整備で取得した座標データから、自動
走行農機やドローンの自動運転用の地図を作成し活用する手
法を、2022年度までに整備する。

・2020年度に全国の農地区画データ情報（筆ポリゴン）を更新
し、2021年度にドローン等の自動航行ガイドデータに活用す
る実証を行う。

（農業支援サービスの育成・普及）
農業者の減少・高齢化が進む中、農業の成長産業化を支援す

るため、収穫作業を行うロボットや農薬散布を行うドローンな
ど先端技術等を活用した農業支援サービスの育成・普及を図る
環境が2021年度までに整うよう、以下の取組を一体的に進める。

・農業支援サービス事業者の先端技術の開発等に必要な資金の提

供体制の整備や、保険の充実について検討する。

成長戦略フォローアップ（抜粋） （令和２年７月17日閣議決定）
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農業分野における課題

資料：「2015年農林業センサス」

農業就業人口の年齢構成（2015年）

○ 農業分野では、担い手の減少・高齢化の進行等により労働力不足が深刻な問題。
○ 平均経営耕地面積が拡大しており、１人当たり作業面積の限界を打破する技術革新が必要。

※ 農業就業人口：15歳以上の農業世帯員のうち、調査期日前１年間に農業のみに従事した者
又は農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い者。

○ 農業就業人口 414万人（1995年）
→ 210万人（2015年）

資料：農林水産省「農林業センサス」

注:１ 1995年は10ha以上を細分化できないため、最上位層を「10ha以上」としている。
注:２ < >内の数値は、当該規模階層の経営体数である。

○ １経営体当たりの平均経営耕地面積も着実に拡大。
（1995年1.6ha→2015年2.5ha）
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○ 選果や弁当の製造・盛付など多くの雇用労力に
頼っているが、労働力の確保が困難になっている。

○ 農林水産業の現場には、機械化が難しく
手作業に頼らざるを得ない危険な作業やきつ
い作業が多く残されている。

○ 農業者が減少する中、一人当たりの作業面積
の限界を打破することが求められている。

農林水産業・食品産業分野における課題

○ トラクターの操作などの熟練者でなければできない
作業が多く、若者や女性の参入の妨げとなっている。

○ 農林水産業・食品産業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない
作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が重要な課題となっている。
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① 作業の自動化
ロボットトラクタ、スマホで操作する水田の水管理システムなど
の活用により、作業を自動化し人手を省くことが可能に

② 情報共有の簡易化
位置情報と連動した経営管理アプリの活用により、
作業の記録をデジタル化・自動化し、熟練者でなくても
生産活動の主体になることが可能に

③ データの活用
ドローン・衛星によるセンシングデータや気象データの
AI解析により、農作物の生育や病虫害を予測し、
高度な農業経営が可能に

「農業」× 「先端技術」=「スマート農業」

スマート農業について

スマート農業の効果

「スマート農業」とは、「ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業」のこと。
「生産現場の課題を先端技術で解決する！農業分野におけるSociety5.0※の実現」

※Society5.0：政府が提唱する、テクノロジーが進化した未来社会の姿

スマート農業をデータ面から支えるプラットフォーム。生産から加工・流通・消費・輸出※に至るデータを連携。
農業データ連携基盤（WAGRI）

6※内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において、WAGRIの機能を拡張したスマートフードチェーンシステムを開発中



○ 耕うん整地を無人で、施肥播種を有人で行う
有人-無人協調作業を実施（2018年市販化）

○ 慣行作業と比較した省力化効果や作業精度
等について検証するとともに、リスクアセスメント
に基づく安全性の評価を行う

システムの導入メリット

取組概要

○ 限られた作期の中で１人当たりの作業可能な

面積が拡大し、大規模化が可能に

自動走行トラクター 北海道大学、ヤンマーなど（北海道岩見沢市）

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」において開発

ヤンマー（株）
機械名：ロボットトラクター[88～113馬力]
価 格：1,214～1,549万円
2018年10月 販売開始

7

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例①-１



ほ場間での移動を含む遠隔監視による無人自動走行システム
農研機構、農機メーカー、北海道大学など

政府目標

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例①-２

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において開発中

【日本再興戦略2016】
（平成28年6月2日 閣議決定(抜粋)）
○ ほ場間での移動を含む遠隔監視
による無人自動走行システムを
2020年までに実現

レベル３（ほ場間での移動を含む遠隔監視下での無人走行）

使用者が搭乗
した状態での
自動走行

レベル１（自動操舵）

自動操舵装置

レベル２（有人監視下での無人走行）

ほ場内やほ場周囲から
の監視の下で、ほ場内
の作業を行う無人状態
での自動走行

ロボットトラクター

概 要

○ 目視できない条件下で、無人
のロボット農機がほ場間を移動
しながら、連続的かつ安全に作
業できる技術を開発

○ 関係者以外の進入を制限した
ブロック内で、農道等を跨いだ
「ほ場間移動」を行う

農業者

作業中のほ場
隣接する
ほ場

ロボット農機は農道の幅員や障害物
等を認識。危険を検知した際には緊
急停止し、監視者に通知する。

ロボット農機の自動走行に適した形
状・強度の進入退出路や農道を整備
し、走行の安全性を確保する。

車両や周辺状況を遅滞なく確認でき
る通信システム・環境を整備し、農
業者は遠隔地から監視。
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○ 直進と旋回の大幅な速度アップを
可能とする自動操舵システムを開発

○ 機体前方にRTK-GNSSのアンテナと
受信機を備え、自機の位置を数cm
の測位精度で把握

取組概要

システムの導入メリット

○ 田植え作業と苗補給を１人で実現可能

○ 最高速度で植付作業を行っても熟練者並み
の直進精度が誰でも得られる

○ 人間とは違い疲れを知らないため、高い作
業精度を維持しながら能率向上が期待

○ 田植機に限らず農機全般の自動運転技術と
して活用が期待

無人作業中の自動運転田植機（自動旋回の様子）
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」において開発

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例②

自動運転田植機 農研機構など

2020年度以降実用化
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農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例③

直線キープ機能付田植機 （株）クボタ

自動運転アシスト機能付コンバイン （株）クボタ

出典：（株）クボタWebサイトより

○ 直進キープ機能により落水しなくても田植えが可能に
○ 苗補給する際の補助者の省人化が可能に

（株）クボタ
機械名：ED8D-GS 8条植
価 格：約392万円～
2016年9月 発売開始

○ オペレータが搭乗した状態での自動運転による稲・麦の収穫が
可能に

○ 収量センサでタンクが満タンになることを予測し、最適なタイミング
で事前に登録しておいた排出ポイント（運搬用トラック）付近ま
で自動で移動

（株）クボタ
機械名：WRH1200A
価 格：約1,697万円～（ベース機＋約173万円）

※１ 別途、GPSユニット（基地局）が必要
※２ GPSユニット（基地局）は既存のもので代用可

2018年12月 発売開始 10
出典：（株）クボタWebサイトより



農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例④

○ 水田水位などのセンシングデータを
クラウドに送り、ユーザーがモバイル
端末等で給水バルブ・落水口を遠隔ま
たは自動で制御するシステムを開発

システムの導入メリット

システム概要

出典：農研機構Webサイトより

水田の水管理を遠隔・自動制御化するほ場水管理システムの開発
(農研機構など）

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」において開発

○ センシングデータや気象予測データ
などをサーバーに集約し、アプリケー
ションソフトを活用して、水管理の最適
化及び省力化をすることにより、水管
理労力を８０％削減、気象条件に応じ
た最適水管理で減収を抑制

（株）クボタケミックス
価 格：自動給水バルブ 15万円

自動落水口 12万円
基地局 20～30万円
通信費 3,000円/月

2018年3月 先行販売開始
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ほ場の低層リモートセンシングに基づく可変施肥技術の開発
ファームアイ(株)ほか

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑤

○ ドローンに搭載したNDVIカメラからのセン
シングにより、「ほ場のバラつき」をマップ化
○ データから可変施肥設計を行い、可変の
基肥・追肥を実施。

システムの導入メリット

システム概要

○ 圃場の可視化による栽培の効率化、農機
とのデータ連動による省力化
○ 可変施肥による必要最小限の肥料での
最大の収量と品質の向上

薄← 葉色 →濃
(不良 生育状況 良）

水稲の葉色マップ例

12



衛星リモートセンシングを活用したクラウド型営農支援サービス「天晴れ」
国際航業(株)

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑥

○ 人工衛星が撮影したほ場の画像を解析し、
農作物の生育状況を診断・見える化して
お知らせ
○ サービスの利用（オーダー、診断レポートの
受取り等）は、専用Webページにて実施

システムの導入メリット

システム概要

○ 診断レポートに基づく、ほ場ごとの状況に
応じた作業計画の立案、適切なタイミングで
の施肥や収穫が可能となり、 高収量化、
高品質化、省力化に寄与
○ 様々な農機や農業ICTサービスとも連携

国際航業(株)の営農支援サービス「天晴れ」
利用料金：５万円～/10㎢ (撮影範囲) ※作物、診断内容により異なる
初期登録料、月額利用料：不要

2017年10月 サービス開始 13内閣府「第４回宇宙開発利用大賞」農林水産大臣賞受賞

出典：国際航業株式会社

あ っ ぱ れ

あ っ ぱ れ



農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑦

スマート追肥システム（乗用管理機用作業機） 井関農機（株）

○ 前方の生育センサーで稲の生育量を測定し、
その生育データに基づきリアルタイムに最適量の
施肥（追肥）を計算

○ 計算結果に基づき、後方の施肥機での散布
量を可変制御

○ 従来の経験や勘に基づく作業と比べて、高精
度な追肥作業を可能にし、収量向上と品質安
定に寄与

井関農機（株）
機械名：スマート追肥システム IHB200LX-SET

（乗用管理機JKB23（キャビン仕様）用）
価 格：550万円（税別）

※作業機のみの価格（別途、乗用管理機［JKB23(キャビン仕様)］が必要）

2020年４月 発売開始

14

出典：井関農機（株）

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」において開発



農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑧

○ 各種センサー情報（日射量、土壌水分量、
ＥＣ値、地温）を、ゼロアグリクラウドへ集約

○ ゼロアグリクラウド内で、かん水施肥量
（液肥供給量）を割出し、ゼロアグリ本体か
ら自動で供給し土壌環境制御を行う

システムの導入メリット

システム概要

○ 既存のパイプハウスでも導入が可能

○ 作物の生長に合わせたかん水施肥により、
収量や品質を向上

○ 自動供給により、かん水と施肥の作業時間
を大幅に軽減。

○ 新規就農者にも利用し易く参入が容易に

作物の生長に合わせ潅水施肥を自動実行する養液土耕システム（施設栽培）
ゼロアグリ （(株)ルートレック・ネットワークス）

「食料生産地域再生のための先端技術展開事業（H25～27）」で研究開発 出典：ルートレック・ネットワークス

「 ICT ＋ AI ＋ 栽培アルゴリズム 」

スマホ等からの供給量・濃度
変更、LINEによるプッシュ型の
栽培データの配信が可能

15



○ トラクター・軽トラック等の機械作業の
間に繰り返される重量野菜の収穫やコ
ンテナ移動等の腰への負担を軽減

ATOUN
（パナソニック系ベンチャー）

｢農業界と経済界の連携による先端モデル
農業確立実証事業｣において開発

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑨

農業用アシストスーツ イノフィス、 ATOUN、和歌山大学など

16

○ 空気の力で腰の負担を軽減
（簡単装着、防水、バッテリー不要、
－30～50℃まで対応）

○ 中腰姿勢での作業や収穫物の持ち
運びなど、様々な作業で活躍

○ 比較的安価に導入可能

イノフィス
（東京理科大学発ベンチャー）

｢農林水産業におけるロボット技術導入実
証事業｣等において実証

パワーアシストインターナショナル
（和歌山大学発ベンチャー）

農林水産省の委託研究
プロジェクトにおいて開発

○ 10～30kg程度の収穫物の持ち上げ
作業で負荷を１／２程度に軽減

○ 持ち上げ運搬作業等の軽労化により、
高齢者や女性等の就労を支援

（イノフィスより提供）
（ATOUNより提供）

（パワーアシストインターナショナルより提供）



農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑩

リモコン式自走草刈機 三陽機器（株）

○ アーム式草刈機の技術と油圧・マイコン
制御の技術を組み合わせ、リモコン操作
可能な草刈機を開発

取組概要

システムの導入メリット

○ 人が入れない場所や急傾斜（最大傾斜４０°）
のような危険な場所での除草作業もリモコン操作
で安全に実施可能に

○ 軽量コンパクトで、軽四輪トラックでの移動が
可能

〇 作業効率は慣行作業の約２倍（3a/hr→6a/hr）

出典：三陽機器（株）Webサイトより

三陽機器（株）
価 格：約150万円
2018年4月 発売開始

革新的技術創造促進事業（事業化促進）にて農研機構生研支援センターの支援のもと研究開発 17



農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑪

無人草刈りロボット

○ 従来の乗用型草刈機（1台100万円程度）を最小限の機能に絞り込み、小型の無人草刈機として、
半額程度（50万円）となるよう開発。

○ これにより、規模拡大の障害となる雑草管理を自動化し、労働力不足を解消。

＜負担の大きい草刈りを無人化＞
（無人草刈機の作業性は乗用型草刈機と同等）

（現在の草刈り） （無人草刈機）

ポイント②
・緩斜面の除草作業が可能
・乗用型草刈機と比べて
遜色ない能力

ポイント①
・作業時間が減る
ことにより削減

H28補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」において開発中

産業技術総合研究所、太洋産業貿易（株）、（株）筑水キャニコムなど

2020年度以降実用化 18

（イメージ）



○ 農業者の技能向上や新規就農者の技術習得の
ためには、熟練農業者の「経験」や「勘」に基づく「暗
黙知」を「形式知」化する必要

○ このため、みかんの摘果など、マニュアル化が困
難とされてきた熟練農業者の高度な生産技術を「見
える化」し、熟練農業者の技術・判断を継承するとと
もに、新規就農者の学習に活用するシステムが実
用化

○ 革新的技術開発・緊急展開事業により17府県、10
品目以上でシステムを整備し、2019年度末までに
30府県に展開

経験や口伝によって継承されてき
た熟練農業者の技術・判断の記録

熟練農業者が摘果した果実

学習支援モデルを作成し、新規
就農者等の学習、指導に活用

熟練
農業者

ICT技術による
形式知化

なるほど！熟練農業者
はこういう果実を摘果し
ていたのか。

（例）みかんの摘果作業ノウハウを学べるシステム取組概要

システムの導入メリット

○ 熟練農業者のノウハウを短期間で習得可能

○ 熟練農業者はノウハウで対価を得ることも可能

ICTの活用

○ ICT を活用することで複雑な判断を要する様々な作業に

ついて見える化、技術の継承などが可能に。
適用作業の拡大

（剪定等）

H28補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」において開発

新規
就農者

品目 内容

ブドウ ジベレリン処理、剪定等（石川県など）

ミカン マルドリ栽培（三重県など）

イチゴ 収穫・パック詰め（長崎県など）

リンゴ わい化栽培の剪定（岩手県など）

計10品目以上 計30府県に展開

主な学習支援システム

農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑫

熟練農業者の技術・判断の継承① ＮＥＣソリューションイノベータ(株)など

19



農業分野におけるＩＣＴ、ロボット技術の活用例⑬

20

●ヘッドマウントディスプレイを
装着することで、ＶＲ空間上で
立体的に樹を捉えることが可能
●複数人による空間の共有が可能
●生長過程の理解と共有が可能

樹全景の３Dモデル

枝ブロックの
３Dモデル

シミュレーションモデル

■剪定前後の３Dデータを作成

■果実が成る枝先部位について
３Dデータを作成

■分枝シミュレーションを作成
■剪定により枝がどう反応するかの
再現も検討

① VR空間における学習

② 現地における学習
仮想空間で学習した内容を踏まえ、
現地剪定会で学ぶ

③ VR学習会の復習
VR空間で議論した録画映像など
を見て復習

・技術の継承や習得の期間短縮が可能に。
・新規就農者や女性など多様な人材が参画しやすい環境を
構築し、高品質安定生産に繋げる。

＜３DモデルやVRを活用したりんご剪定技術の新たな学習方法の構築＞
高品質なりんごを安定的に生産するための重要な技術（剪定）について、早期習得を可能とする
学習支援システムの構築に向けた実証研究を実施

指導者の視野を共有し議論

学
習
支
援
シ
ス
テ
ム
化

ＶＲの活用 システム利用イメージ

熟練農業者の技術・判断の継承② 青森県弘前市 など

内閣府「地方創生推進交付金」において
弘前市と慶應義塾大学の共同研究により開発中



人工知能（AI）等を活用した研究課題の例①

✓ 病害虫の発生状況を不慣れな生産者でも的確に把握が可能
✓ 早期診断・早期対応を可能とすることで、病害虫による被害の最小化を実現

ＡＩを活用した画像診断等により、病害虫被害を最小化する技術

被害リスクに応じた
対応を実施

○○病です。
危険度：中
5％減収リスク
があります。

次年度は、抵
抗性品種の利
用、輪作を推奨
します。

DNA増幅パターンや
遺伝子発現等

ビッグデータ化

AI
特徴量を抽出、学習

↓
診断、リスク分析、防除

メニュー

サ
ー
バ
ー
に
送
信

病害虫の発生状況や
遺伝子情報の取得

人工知能による病害虫
の診断、リスク分析

葉色、病斑等の外観データ等

CAAATCCTCACAGGC
CTATTCCTAGC．．．

生産者等への防除
対策の提供

携
帯
端
末
等
へ
送
信

診断結果、
リスク分析
結果、防除
メニューの
提供

21H29委託プロジェクト研究「人工知能未来農業創造プロジェクト」において開発中



人工知能（AI）等を活用した研究課題の例②

H28補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」において開発中

トマト収穫ロボット パナソニック(株)、農研機構

○ 収穫適期のトマトを認識し、高速・高精度で収穫することで、収量の５割以上をロボットで収穫。
○ AIを活用し、葉や茎に隠れている果実、最適な収穫動作の経路、収穫の順序などを判断することで、

より効率的に収穫する技術を開発。

収穫動作： 果実と果梗を引き
伸ばし離層で分離

収穫用エンドエフェクタ

カラー画像 赤外画像 距離画像

・ＡＩを活用し、収穫適期の果実を認識し、位置を特定。
・障害物の回避動作を学習することにより、動作が最適化
され収穫速度を向上。

・３Dセンサによる果実の認識技術と果実を
収穫するハンド技術が協調し、
自動で走行して収穫することが可能。

・目標性能
収穫能率：350個/台･時間
連続運転時間：8時間以上

・果実を把持することなく、もぎ取るエンドエフェクタの
開発により、果実に傷をつけずに収穫することが可能。

・他の野菜収穫に対応するエンドエフェクタを開発中。

トマト収穫ロボット

収穫状況

2台による収穫作業

22



H28補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」において開発中

○ ＡＩを用いてキャベツを認識し、自動収穫。

○ コンテナへのキャベツ収納、コンテナ交換も自動で
行い、収穫・運搬作業にかかる時間と人手を縮減。

システムの導入メリット取組概要
○ 従来の機械収穫では５～６名、20時間以上/10a
かかっていた作業を、自動収穫機では１名、20時間
以下/10aで作業することを目標とし、負担軽減。

○ 熟練者の技術が必要とされていた収穫機の運転を無
人化することで、新規就農者の参入も容易に。

キャベツ自動収穫機 立命館大学、農研機構、オサダ農機、ヤンマーなど

人工知能（AI）等を活用した研究課題の例③

ＡＩでキャベツを認識し、自動収穫
無人の運搬台車がキャベツの入った
コンテナを自動で交換し、ほ場外へ搬出

23



スマート農業実証プロジェクト （令和元年度採択一覧）
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スマート農業実証プロジェクト（令和２年度採択一覧）

●水田作 11地区 ■畑作７地区 ■露地野菜12地区◆施設園芸６地区◆花き２地区 ◆果樹８地区◆茶１地区 ◆畜産５地区 ローカル５Ｇ ３地区

棚田・中山間 31地区（うち棚田５地区）、被災地９地区、シェアリング等の新サービス：7地区 25



スマート農業実証プロジェクト（令和２年度第１次補正採択一覧）

（2020年６月現在）

1. JA幕別町
2. (有)エスエルシー
3. JA阿寒ほか

北海道

【宮城】
4. (株)イグナルファーム大郷ほか
【福島】
５.(株)吉野家ファーム福島
６.(一社) とみおかワインドメーヌ

東北

【茨城】
7. (一社)もりや循環型農食健
協議会

【山梨】
8. (株)クピドファーム
【長野】
9. (株)グリーンフィールド
【静岡】
10. (株)鈴生
11. JAとぴあ浜松

関東甲信・静岡

【富山】
12. くろだ牧場(株)

北陸

【岐阜】
13.(株)エスタンシア

東海

【大阪】
14.(特非)太子町ぶどう塾
【兵庫】
15. パソナ農園隊
【奈良】
16.JA西吉野柿部会

近畿

中国・四国
【広島】
17.(有)トールファーム
【徳島】
18. みのるファーム(株)
【香川】
19. (株)さぬきベジファーム
【高知】
20. (公財)三原村農業公社

九州・沖縄
【佐賀】
21. A-noker ほか
【大分】
22. (株)田んぼ屋のじり
【鹿児島】
23. (株)指宿やさいの王国
24.カミチクホールディングス

1

3

６

３
２

５

７

８

４

９

10 11

12

13

15
14

16

17

18

19

20 

21

24

23

22

26●：水田作 １地区 ■：畑作１地区 ■：露地野菜 ９地区 ◆：施設園芸 ３地区 ◆：果樹 ５地区 ◆：畜産 ５地区



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業加速化実証プロジェクト
〇 各地域の実情に応じたスマート農業技術体系が構築・実践されるよう、現在の技
術レベルで最先端のロボット・AI・IoT等の技術の生産現場への導入・実証、技
術面・経営面の効果を明らかにする取組を実施します。

２．スマート農業普及のための環境整備
① 農林水産データ管理・活用基盤強化
データを用いた農業を加速するため、農林水産省が保有・収集するデータを農業
データ連携基盤（WAGRI）に実装します。
② 農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討
自動走行など農業用先端ロボットの現場導入の実現に向け、安全性確保につい
てのルールづくりや技術の検証を支援します。
③ 次世代につなぐ営農体系確立支援
産地が抱える課題解決のため、新技術を組み入れた新たな営農技術体系構築
の戦略づくり、データ駆動型農業の実践体制づくり、ノウハウの整理等の取組を支
援します。
④ データ駆動型土づくり推進
科学的データに基づく土づくりを推進する環境を整備するため、土壌診断データ
ベースの構築、土壌の生物性評価手法の検証等の取組を支援します。
⑤ スマート農業教育推進
農業大学校等においてスマート農業のカリキュラム化を推進するため、授業で活用
できる教育コンテンツを提供します。

＜対策のポイント＞
スマート農業を総合的に推進するため、先端技術の現場への導入・実証や、地域での戦略づくり、科学的データに基づく土づくり、教育の推進、農業データ連
携基盤(WAGRI)の活用促進のための環境整備等の取組を支援します。
＜政策目標＞
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［2025年まで］

【令和２年度予算額 1,500（505）百万円】スマート農業総合推進対策事業

経営管理システム
ドローンを活用した

生育・病害虫モニタリング
重量野菜の
自動収穫機

経営管理 耕起・施肥 栽培管理 収穫

産地の戦略・体制づくり
農業者

普及組織

その他関係機関自治体

民間企業

技
術
開
発
・
実
証

スマート農業の社会実装・実践

実
装
・
普
及
に
向
け
た
環
境
整
備

スマート農業加速化実証プロジェクト

スマート農業教育の推進

農業データ連携基盤の活用促進
（WAGRI）

データの提供

ロボット技術の安全性確保

安全性確保
ガイドライン

リスクアセスメントの実施 ガイドライン等へ反映

共通カリキュラム作成

［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）

自動走行トラクタの
無人協調作業

各段階で
データを
取得し、
経営分析

国

(国研)農業・食品産業
技術総合研究機構

交付（定額）
＜事業の流れ＞

民間団体等
委託

民間団体等

（1の事業）
委託

（２①及び⑤の事業）

民間団体等
定額

（２②及び③の事業）

都道府県
定額

（２③の事業）協議会
定額、1/2

民間団体等
定額、1/2

（２④の事業）

科学的データに基づく
土づくりの推進

土壌診断の実施と
データベース構築

生物性評価の検証
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業技術の開発・実証
○ 生産現場が抱える課題の解決に必要なロボット・AI・IoT等の先端技術を現場
に導入・実証し、経営効果を明らかにします。
この中で、優先採択枠を設定し、被災地の速やかな復興・再生や、中山間地
等の条件不利地域の生産基盤を強化します。
また、異業種やベンチャー等を含め、地域の多様な関係者が参画して、シェアリ
ング・リース等のスマート農業技術の導入コスト低減を図る新サービスのモデル実
証を行います。

○ 併せて、スマート農業と連携しつつ、栽培体系の高度化等を図るための生産・加
工・流通関連技術の開発を支援します。

２．社会実装の加速化のための情報提供
○ 実証データや活動記録等を技術面・経営面から分析し、その結果を踏まえ、農
業者が技術を導入する際の経営判断に資する情報提供や、スマート農業技術を
より安価に提供する新サービスの創出を促す取組を実施します。

＜対策のポイント＞
国際競争力の強化に向け、ロボット・AI・IoT等の先端技術を活用した「スマート農業」を現場に導入・実証し、経営効果を明らかにするとともに、スマート農
業の最適な技術体系を検討し、情報提供を行うこと等により、スマート農業の社会実装を加速化します。
＜政策目標＞
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［2025年まで］

【令和元年度補正予算額 7,150百万円】

国 （国研）農業・食品産業
技術総合研究機構

交付（定額）

＜事業の流れ＞

民間団体等
委託

［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）

「スマート農業」の社会実装を加速化

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト

家畜生体データ
センシング

経営管理システム ドローン農薬散布 重量野菜の
自動収穫機

経営管理 耕起・施肥 栽培管理 収穫
実証のイメージ

自動走行トラクタ
の無人協調作業

導入が期待される先端技術の例

技術面・経営面からのデータ分析
最適な技術体系の検討

スマート農業技術の導入コスト
低減を図る新サービスの創出

※ ＜事業の流れ＞の民間団体等は、公設試・大学を含みます。

中山間でも使用可能な
気象センサーロボット

自動収穫ロボット
センシング結果に基づく
施肥・防除、受粉等

28



労働力不足の解消に向けたスマート農業実証

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大に伴う外国人技能実習生の受入制限等によって急速に深刻化する人手不足の影響を受ける品目・地域を対象に、強い生産基
盤を構築するため、農業高校等と連携し、スマート農業技術の実証を緊急的に実施します。

＜政策目標＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響による農業における人手不足の解消

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

労働力不足の解消に向けたスマート農業実証
○ 人手不足が深刻化する品目・地域を対象に、ロボット・AI・IoT等の活用による
農作業の自動化などのスマート農業技術を現場に導入・実証し、省力化等の効
果を明らかにします。
この中で、農業高校・農業大学校等と連携し、現に農業生産について学ぶ学生
等に実習の機会を提供します。

○ また、ローカル５G通信基盤を活用した高度なスマート農業技術について、シェア
リング等の手法も活用しながら、地域での実証を推進します。

（関連事業）
農業労働力確保緊急支援事業
他産業従事者や学生等の多様な人材が、人手不足の農業経営体において農作
業を実施する（援農）ための研修と活動費を支援します。

＜事業の流れ＞

【令和２年度補正予算額 1,046百万円】

［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）
国 （国研）農業・食品産業

技術総合研究機構

交付
民間団体等

委託

AIを搭載した
キャベツ自動収穫機

ドローンによる
農薬散布

搾乳ユニット
自動搬送装置

導入が期待される省力化スマート農業技術

農業高校等と連携したスマート農業技術の実証
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スマート農業の社会実装に向けた関連事業
１ スマート農機の導入等

３ 普及・指導に関する支援
協同農業普及事業交付金

【令和２年度予算額 2,431百万円】

普及指導員による農業者への直接的な技術・経営支援を行うとと
もに、担い手のニーズに即した開発技術の迅速な社会実装を支援
します。

（１）強い農業・担い手づくり総合支援交付金
【令和２年度予算額 20,020百万円の内数】

①先進的農業経営確立支援タイプ

②地域担い手育成支援タイプ

広域に展開する農業法人等の経営の高度化に
必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

・補助率：融資残額
（事業費の３/10以内）等

・上限額：個人1,000万円、
法人1,500万円等

・補助率：融資残額
（事業費の３/10以内）等

・上限額：300万円等

２ 基盤整備・通信環境整備

(１) 自動走行農機の導入に対応した農地整備
【令和２年度予算額（農業農村整備事業）326,436百万円の内数

（耕作条件改善事業） 24,990百万円の内数】

自動走行農機の導入・利用に対応するため、GNSS（衛星測位シ
ステム）基地局等の整備や農地の区画・形状の整備を行います。

(２) 土地改良施設情報基盤整備推進調査
【令和２年度予算額（農業農村整備事業）326,436百万円の内数】

情報通信基盤（無線基地局等）の導入により、ICTを活用した
農業水利施設の操作・監視の省力化や、用排水管理の適正化等
を図る取組を推進します。

スマート農業に対応した基盤整備

農業者の経営基盤の確立や更なる発展に向けた農
業用機械・施設の導入を支援します。特に、労働力
不足等の課題に対応するロボット技術・ICT機械等
の導入について、優先枠を設定します。

（２）担い手確保・経営強化支援事業
【令和元年度補正予算額 6,379百万円の内数】

（３）産地生産基盤パワーアップ事業
【令和元年度補正予算額 34,750百万円】

先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地
域の担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入
を支援します。また、更なる生産性向上を図るため、
優先枠を設定し、スマート農機等の生産現場への
導入を推進します。

・補助率：1/2以内
・上限額：個人1,500万円

法人3,000万円

収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業
者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系
の転換等に係る経費等を総合的に支援します。

補助率：定額、１/２以内

［お問い合わせ先］
１(１、２)の事業 経営局経営政策課担い手総合対策室（03-6744-2148）

(３)の事業 生産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
２(１)の事業 農村振興局農地資源課 （03-6744-2207）

(２)の事業 農村振興局地域整備課 （03-6744-2209）
３の事業 生産局技術普及課 （03-3501-3769）
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農業支援サービスの事例

【実績と今後の展開】
○ 佐賀県鹿島市に拠点を設け、アスパラガ
ス収穫ロボットのサービスを令和元年10月
に開始。

○ 今後、台数普及を図るとともに、トマト、い
ちご、きゅうり、ピーマン、ナスなど品目を拡大。

○ 海外展開も見据える。

【サービス内容】
○ 収穫ロボットを無償でレンタルし、ロボッ
トが収穫した量に応じた利用料が発生す
るRaaSによる事業を展開。（アスパラガ
スでは収穫物の市場価格の15%）

・ 初期費用やメンテナンス費用が不要。
・ 最新の技術をロボットに取り入れられる
ので、性能が継続的に向上。

カメラで収穫基準を満たす作物
だけを選択し、アームに取り付け
られたカッターとハンドで収穫。
スマートフォンから予め登録した
ルートを自動で収穫。

【概要】
自動収穫ロボットを販売せずサービスとして提供するRaaS（Robot as

a Service）による事業を展開。令和元年10月にサービスを開始。

農業支援サービスの広がり

事例② iｎａｈｏ(株)

【概要】
JA鹿児島県経済連の若手職員６名をドローンオペレーターとして育成・配

置。JA組合員から防除作業を受託し、ドローンを活用した農薬散布作業を
代行。令和元年度からサービスを開始。

【実績と今後の展開】
○ 令和元年度は、かんしょ、水稲において
約36ha実施。 （令和元年度９月時点）

○ 今後は、ばれいしょやさとうきび、大豆も
対象品目にするとともに、県内の幅広い地
域でサービスを展開予定。

ドローンによる農薬散布の代行

【サービス内容】
○ JA組合員からの作業申請の後、JA職員がほ場確認や薬剤選定を行
い、県経済連職員がドローンによる防除作業を実施。

○ 一回の防除作業は、約４～５名（オペレーター、薬剤調合者、ほ場
案内者等）で実施。
作業料金：約2,600円／10a（薬剤費込、料金は薬剤により変動）
作業時間：約20分／ha ※JA南さつま（かんしょ）の例

○ 農薬散布計画や実績報告書の作成及び市町村への提出までを受託。

事例① ＪＡ鹿児島県経済連（鹿児島県鹿児島市）

〇 近年、ドローンやIoTなどの最新技術を活用して重労働の農薬散布作業を代行したり、自動収穫ロボットを販売せ
ず収穫量に応じて課金するRaaS（Robot as a Service）による事業を展開するなど農業支援サービスが増加。
〇 こうした取組は、人手不足に悩む生産現場で広がりつつあり、スマート農機等の導入コストの低減にも期待。
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2．関連施策を見える化

農業支援サービスの推進に向けた情報提供（施策パンフレットの作成）

経済産業省と連携し、農業支援サービスに取り組む事業者を対象に、
活用できる主な施策（出融資、保証制度、税制、補助金等）を
とりまとめ、パンフレットとして作成・公表（以下リンク先からご覧いただけます）。

１．新たな農業支援サービス
農業の担い手不足が深刻化する中、農機のリース・シェアリング、
ドローンによる防除の代行、データを駆使したコンサルティング等、
農業者をサポートするサービス（農業支援サービス）が登場。

新たな食料・農業・農村基本計画に即し、農林水産省では、
関係省庁と連携し、農業支援サービスの育成・創出を推進。

（農業支援サービスの例）

▲ドローンによる防除の代行
（JA鹿児島県経済連）

▲収穫量に応じた自動収穫ロボットの貸出
（inaho㈱）

▲作物の生育状況のセンシング
（ファームアイ㈱）

（農林水産省ホームページ：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nougyousien.html ）
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