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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
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