
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
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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
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○ 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
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