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・我が国が人口減少社会に移行している中で、①今後ますます厳しくなる人手不足への対応と、②国内
マーケットの縮小に向けて農業の付加価値の向上を図ることが必要。

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）

59.7
64.2

69.0 67.4 69.7 68.1
63.8

59.1 57.7
53.9 51.8 51.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060年

年少人口（14歳以下） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 生産年齢人口割合

（百万人） （％）

（出所）総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の
将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計

○ 我が国の生産年齢人口割合
69．7％（1990年） → 51.6％（2060年・予測）

年齢3区分別人口及び人口割合の推移と予測

１．我が国農業が抱える課題
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コロナ禍での農業における被雇用者の状況

・被雇用者は、H17年からH28年までは増加しているが、近年は横ばい。農畜産分野の有効求人倍率は
他産業に比べて高く、H30年までは上昇。
・コロナ禍における入国制限により、技能実習生等の受入の見通しが立たなくなったといった事態が発生し、
現在は、国内にいる実習生等の在留延長や国内の代替人材の確保により対応。（なお、R２年７月よ
り入国制限は緩和されつつある。）

農畜産分野の有効求人倍率（H24年～R1年）

出典：農林水産省「農業分野における外国人材の受入れについて」令和２年２月
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２．対応方向

人手不足

付加価値の向上

機械を使う

人を雇う

データを読む

ロボットトラクタ・アシストスーツ

経営管理ソフト

センシングとAI解析

・生産現場が直面する課題に対し、

ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する「スマート農業」への期待が高まる。

課題 対応方向 対応技術
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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」

３．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）
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４．スマート農業実証プロジェクト ＞技（推）

6
※各ブロックの品目毎の（ ）内の数字は、左から令和元年度採択地区数、

令和２年度採択地区数、令和２年度（緊急経済対策）採択地区数である。
（2020年７月現在）

R1年度採択 69地区
R2年度採択 55地区
R2年度採択（緊急経済対策） 24地区

水田作 ２（２､ ―、－）
畑作 ４（２、１、１）
露地野菜 ２（－、２、－）
施設園芸 ０（－、－、－）
畜産 ４（１、１、２）
５Ｇ １（０、１、０）
合計 13（５、５、３）

（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

水田作 ７（５、２、－）
畑作 １（－、１、－）
露地野菜 ４（３、－、１）
施設園芸 １（－、－、１）
花き ２（１、１、－）
果樹 ３（１、１、１）
合計 18（10、５、３）

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、神奈川、山梨、長野、静岡

水田作 ５（４、１、－）
畑作 １（－、１、－）
露地野菜 ８（２、２、４）
施設園芸 ４（２、２、－）
果樹 ４（２、１、１）
茶 １（１、－、－）
畜産 ２（１、１、－）
５Ｇ １（０、１、０）
合計 26（12、９、５）

（新潟、富山、石川、福井）

水田作 ９（８、１、－）
畑作 ２（－、２、－）
露地野菜 ３（－、３、－）
果樹 １（－、１、－）
畜産 ２（－、１、１）
合計 17（８、８、１）

（岐阜、愛知、三重）

水田作 ３（１、２、－）
露地野菜 １（－、－、１）
施設園芸 ２（１、１、－）
花き １（－、１、－）
果樹 １（１、－、－）
合計 ８（３、４、１）

福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

水田作 ６（２、３、１）
畑作 ５（３、２、－）
露地野菜 ６（３、２、１）
施設園芸 ９（５、３、１）
果樹 ２（１、１、－）
茶 １（１、－、－）
畜産 ４（１、２、１）
５Ｇ １（０、１、０）
合計 34（16、14、４）

滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

水田作 ４（３、１、－）
露地野菜 １（－、－、１）
果樹 ６（２、２、２）
茶 １（－、１、－）
合計 12（５、４、３）

北陸

関東甲信・静岡

東北

北海道

鳥取、島根、岡山、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、高知

水田作 ６（５、１、－）
畑作 １（１、－、－）
露地野菜 ６（２、３、１）
施設園芸 １（－、－、１）
果樹 ５（２、２、１）
畜産 １（－、－、１）
合計 20（10、６、４）

九州・沖縄

近畿

中国・四国

東海
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スマート農業実証プロジェクト取組事例（畜産、水田作、果樹）

実証経営体
（所在する
都道府県
市町村）

品目 牧草、飼料用トウモロコシ、生乳 水稲 ウメ、ミカン

取組概要

サイレージ成分、
飼料設計、製造
履歴、・・・

飼料作物の栽培から、混合飼料の
製造、酪農家での生乳生産まで、
スマート農業技術を一体的に導入。
飼料製造に掛かる労働時間を10％
以上削減し、飼料の品質向上による
乳生産性の向上と高品質化を目指す。

TMRセンターアクシス＆漆原牧場
（北海道中標津町）

（株）紅梅夢ファーム
（福島県南相馬市）

森川農園、井澗農園
（和歌山県みなべ町、上富田町）

東日本大震災の被災地の復興に向け、
担い手不足に対応し、ロボットトラ
クター等の導入により省力化を目指
す。非熟練者であっても早期に栽培
技術習熟を可能にしたスマート一貫
体系による営農を実現。

圃場全体の画像

拡大画像

アシストスーツによる収穫物等の運搬
作業の軽労化や、ラジコン草刈機や
ドローンでの薬剤散布等による省力化
を実証。
作業時間についてウメ栽培で15％の削
減、ミカン栽培で23％の削減を目指す。

TMRセンター：TMR（混合飼料）を製造し、酪農家へ配送する施設

アシストスーツ 薬剤散布用ドローン

ラジコン草刈機ドローンの空撮による飼料作物の生育管理

IoT活用型TMR調製システム

スマート一貫体系

いたに
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スマート農業実証プロジェクト取組事例（露地野菜、地域作物（茶、さとうきび））

実証経営体
（所在する
都道府県
市町村）

品目 ほうれん草、キャベツ、にんじん 茶 さとうきび

取組概要

ジェイエイフーズみやざき
（宮崎県西都市）

鹿児島堀口製茶
（鹿児島県志布志市）

アグリサポート南大東（株）
（沖縄県南大東村）

加工・業務用野菜の生産拡大のため、
ドローンや自動収穫機等の省力化や、
生産から出荷までのデータ集約・活
用を目指す。
農協組織がスマート農機を保有し、
契約農家が収穫作業等をアウトソー
シングすることで、農家の初期投資
額を抑え、収益向上を実現。

土壌水分や気温によって自動で散
水・止水する散水装置や摘採を行う
ロボット茶園管理機等を導入し、
省力化と軽労化を図る。
また、経営の見える化に向けて、
生産から荷受けまでの情報を一元的
に管理する経営管理システムの確立
を目指す。

離島において、熟練オペレーター
が減少する中、非熟練者でも自動
操舵システムにより、定植や収穫
作業を高精度で実施できるよう
取り組む。
生育データや環境データに基づき、
貴重な水資源を精密自動灌水に
よって有効利用し、収量の確保と
品質向上を目指す。

測位衛星による自
動操舵システムを
利用した植え付け
と収穫作業

スマート散水 ロボット茶園管理機

情報の一元化システム

キャベツ収穫機
ドローンほ場管理・

出荷収量予測

環境センサによる適正施肥

精密自動潅水
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スマート農業の効果（ロボットトラクタにより省力化）
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慣行 スマート農機

ロボットトラクタの代かき作業時間（時間/10a）

31%減

位置情報の取得によりロボットトラクタが
無駄なく効率的に代かき作業を実施

ロボットトラクタと有人トラクタ2台による耕起
作業の協調作業で大幅な省力化を実現ロボットトラクタの耕起作業時間（時間/10a）

34%減

省力効果

慣行 スマート農機

0.31

0.48

0.73

0.50

スマート農機慣行

（農研機構資料を基に作成）
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田植え人員
4割減

5名

3名

2018年
（導入前）

2019年
（導入後）

省力効果

ロボット田植機による高速・高精度移植作業

ロボット田植機を汎用利用したロボット湛水直播機

田植作業に５名従事して
いたが、ロボット田植機の
導入により３名に削減

➢ 田植作業が省力化
→田植え人員が４割減

➢ 深水管理（泥水を排出しない）で
も田植えができ、環境負荷を軽減

➢ ほ場の外周を一回りすれば、自動的
に走行経路を計算・設定

スマート農業の効果（ロボット田植機により省力化・省人化）

（農研機構資料を基に作成）

＞技政
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ドローンによるセンシング 無人ヘリによる追肥・可変施肥

水稲の生育状況のマップ化

収量・品質計測コンバイン

400 籾収量(kg/10a) 1200

収量マップの作成

基肥の可変施肥作業

➢ 水稲の生育状況に応じた施肥により、
約40kg/10a（約10％）の収量向上を実現

スマート農業の効果（ドローン・収量コンバインによるセンシングと可変施肥）

（農研機構資料を基に作成）

＞技政
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スマート農業実証プロジェクトに参画する農業者の声（課題）

（コスト面の課題）
⚫ スマート農機の価格について、オープンになっている価格より相当高くなってしまうことも問題。
例えば、ドローンでは、機体購入費用のほか、バッテリー、基準局、付属品等でどんどん高くなる。

⚫ 自動操舵トラクタなどについては、必要が無いと考えているわけではない。大きな圃場を対象に
するようなものばかりであり、10-15aの小さな圃場が多い中山間地では使えるものがない。

（インフラ面の課題）
⚫ ロボットトラクタや自動運転コンバインについて、外周は手動で作業しなければならず、不定形で

狭小な圃場の多い経営体では、利用圃場が限定。

⚫ 直進キープ田植機について、狭小な圃場の場合、直ぐに圃場の終端に到達し、安全装置が働き作業
が止まるため、直進機能を使わず移植する場面が多かった。

⚫ リモコン式草刈機について、対応可能な40度未満の傾斜であっても、実際は均平ではなく凹凸が
あるため、使用場面が限られた。

⚫ 一部の地域では、スマートフォンによるGPS位置制御が不安定になる場合があり、スマート農業が
隅々まで普及する際の課題。

（操作面の課題）
⚫ 自動給水システムについて、乾田直播栽培圃場で一部意図する操作ができず予定外の作業が生じた
が、原因は習熟度不足による誤操作。

⚫ ドローンについて、液剤や粒剤の散布幅は感覚的に対処しなければならない。また、散布時の風向
や風速の影響を受けるため、均一散布にはノウハウや経験が必要。

⚫ 自動操舵システムについて、相当効果を感じているがサポート状況が悪く、実際に問題があっても
すぐに使えない。



○ 先端技術を生産現場に導入し、経営効果を明らかにするスマート農業実証プロジェクトを2019年から実施。

○ 今後、スマート農業の効果を分析し、現場に横展開を図るとともに、更なる課題の克服に総合的に取り組み、現場
実装の加速化を推進。

○ 先端技術を生産現場に導入し、経営効果を
明らかにするスマート農業実証プロジェクトを
2019年から実施。

＜これまでの取組＞

2019年（H30補正＋R元当初）
・69地区でスタート

2020年（R元補正＋R２当初）
・55地区を追加

（棚田・中山間や被災地、畜産・園芸等を追加）

2020年 緊急経済対策（R２補正）
・24地区で緊急実施

（人手不足が深刻化した品目・地域、農業高校等連携）

スマート農業技術

＜推進上の課題＞

○ 作業の省力化や負担の軽減、熟練者でなくて
も高度な営農が可能となるなど、スマート農業の
効果が実感される一方、以下のような課題が
明らかに。

①導入初期コストが高い

②インフラ面での整備が不十分

③スマート農機の学習機会が不十分

＜今後の対応方向＞

スマート農業を加速化するための
「スマート農業推進総合パッケージ」
を策定し、関係者と連携し、実施できるものから
速やかに実施する。

①導入コストの低減

○ 実証で得られたデータを分析し、農業者が
スマート農業を実践する際の参考となるよう
情報提供を実施。

○ リース・レンタル・シェアリングなど新たな農業支援
サービスの育成・普及。

②実践環境の整備

○ 自動走行に適した農地整備などスマート農業
に対応した農業農村整備を展開。

③学習機会の確保

○ 農業大学校・農業高校等への研修用農業械・
設備の導入などスマート農業教育を充実。

等営農管理 アシストスーツ ドローン

自動収穫機自動水管理ロボットトラクタ

条件不利地域における
ICTインフラが不十分

スマート農業に最適な
ほ場形状が不明

スマート農業の現場実装の加速化

13

＞技政
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５．スマート農業推進総合パッケージ

（１）スマート農業の実証・分析、普及
①スマート農業実証プロジェクト
②戦略的な研究開発の推進
③横展開に向けた体制強化

（２）新たな農業支援サービスの育成・普及
①プラットフォームの創設と育成プログラムの策定
②農業支援サービスの調査・分析、マッチング
③農業支援サービスへの支援強化

（３）実践環境の整備
①スマート農業に適した農業農村整備
②農業データの活用促進
③技術の進展に応じた制度的対応

（４）学習機会の提供
・スマート農業教育の充実 等

（５）海外への展開
・国際的なアウトリーチ活動の強化 等

耕起・整地 移植・直播

水管理 栽培管理 収穫

経営管理

自動走行トラクタ

自動水管理システム ドローンを活用した
リモートセンシング

自動運転田植機

収量コンバインによる
適切な栽培管理

見える化

経営管理システム

実証：スマート一貫体系のイメージ（大規模水田作）

重量野菜の
自動収穫機

研究開発の例

果樹収穫
ロボット

スマート農業に
適したほ場形状

中山間地域など
の通信環境

傾斜：○度
進入退出口：○○材

農業農村整備 データ活用環境の整備

共通カリキュラムの作成・提供 農業アイデアコンテストの開催

「スマート農業新サービス創出」プラットフォーム 農業支援サービス関連施策の紹介

官⺠挙げた海外展開
の取組推進

＞技政

金 融

生産者団体

ＩＴ企業

リース会社

保 険

研究機関

農機メーカー



５．（１）スマート農業の実証・分析、普及

・中山間地域を含む様々な地域、品目で先端技術を生産現場に導入・実証し、経営効果を明らかにする
実証プロジェクトを進めるとともに、実証で得られたデータを分析し、農業者への情報発信を行う。

１．生産現場への導入実証 ２．分析と情報発信

スマート農業の加速化を図るため、ロボット、AI、IoT等の先端
技術を生産現場において導入。

2019年（平成30年度補正＋令和元年度当初）69地区でスタート

2020年（令和元年度補正＋令和２年度当初）55地区を追加
（棚田・中山間や被災地、畜産・園芸、ローカル５G等を追加）

2020年 緊急経済対策（令和２年度補正） 24地区を採択
（人手不足深刻化地域、農業高校等連携、５G強化）
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①実証の着実な実施

＞技・政

実証で得られたデータを農研機構において分析し、
農業者がスマート農業を実践する際の参考となる
よう、MAFFアプリ等を活用して情報発信。

実証で得られた成果を、
直接農業者へ届けて、
経営の参考にしてもらう。

【実証事業の成果】

＜記事イメージ＞

MAFFアプリ

スマート農機の導入により、
生産コスト○割減！

農林水産省ＨＰ

令和元年度からスタートした「スマート農
業実証プロジェクト」に参画された水田作
の実証農家８名の実証効果や感想など
農業者の「生の声」を情報発信！

加工・業務用野菜の生産拡大
に取り組むジェイエイフーズみやざき

（宮崎県西都市）

さとうきびの収量確保・品質向上
に取り組むアグリサポート南大東（株）

（沖縄県南大東村）



②戦略的な研究開発の推進

５．（１）スマート農業の実証・分析、普及

・中山間地域や野菜・果樹、有機農業など空白領域の研究開発や、遠隔監視によるトラクターの自動
走行などに産官学が連携して取り組むとともに、安全性やセキュリティ等の性能と低価格を両立する農業用
ハイスペックドローンとその利用技術の確立に向けた研究開発を検討する。
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国内のサーバーやユーザー自身により、
フライト情報やデータ等を管理

○高いセキュリティ機能を有した
ドローン開発

○ユーザビリティ、スペック向上を
図る基盤技術開発

高度な診断技術と高精度な散布技術
等の連携による生産性の向上

遠隔監視トラクターの技術開発
（農研機構、農機メーカー、北海道大学など）

農業者

作業中のほ場
隣接する
ほ場

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。

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。

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。

・遠隔監視による農業機械の無人自動走行
システムの実演を2020年中に予定。

経産省・NEDOと連携した
農業用ハイスペックドローンの研究開発

果樹、野菜収穫ロボット有機栽培に対応する小型除草ロボット

畝間や株周りなど、
除草の労力負担が大きい
有機栽培への対応



③横展開に向けた体制強化

５．（１）スマート農業の実証・分析、普及

・スマート農業に関する農業者からの相談対応、産地の課題解決に向けた戦略づくり支援、農業者による
スマート農業機械等の導入支援の優先枠の設定、マッチングイベントなどを通じて、取組の横展開を推進する。
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普及組織による相談対応 産地の戦略・体制づくり

農業者

普及指導員
農業者から

相談常時受け付け

農業者

普及組織

その他関係機関自治体

民間企業

〔産地としての戦略づくり〕
産地の課題・目指す産地像を明確化

〔データフル活用の体制づくり〕
データに基づく栽培技術・経営の最適化

地域の現場環境に応じて、先端技術を活用した営農技術の定着

②地域担い手育成支援タイプ

農業者の経営基盤の確立や更なる発展に向けて、
ロボット技術・ICT機械等の導入を推進するための
優先枠を設定。

強い農業・担い手づくり総合支援交付金

①産地基幹施設等支援タイプ

中心的な農業法人や農業者団体等による、スマート農業実践施設の
整備等の取組について優先枠を設置。

例：複合環境制御に加え、作業の自動化、省エネ化、
雇用型生産管理等の技術を導入する施設

産地生産基盤パワーアップ事業（収益性向上対策）

収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、スマート農業推進枠を
設け、より高い成果目標（15％以上）を設定する場合は、１年間に
限り関連費用を定額助成（限度額：100万円/取組主体）。

例：農薬散布用ドローン

スマート農業に関する普及指導センターによる
相談対応、戦略づくり

スマート農機等導入支援の優先枠設定



５．（２）新たな農業支援サービスの育成・普及

①プラットフォームの創設と育成プログラムの策定

・2020年４月に設立された「スマート農業新サービス創出」プラットフォームにおいて、情報発信やマッチングの
機会を提供するとともに、農業支援サービスのビジネスモデルの育成方針と方策を⽰す「スマート農業支援
サービス育成プログラム」を策定する。
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「スマート農業新サービス創出」プラットフォーム

スマート農業の社会実装を加速するため、導入・利用コストを
低減する新しいビジネスの創出を目指す。

主な活動内容
① スマート農業に関する優良事例や共通課題の情報共有
② コスト削減に寄与する新ビジネスモデルの検討
③ スマート農業実証プロジェクトの経営分析結果の情報発信

金 融

生産者団体

ＩＴ企業

リース会社

保 険

研究機関

農機メーカー

（農業支援サービスの例）

〇農作業実施

規模拡大が困難な中山間地域
でも有効なドローン散布などの
農作業を受託し、負担を軽減

〇機械提供

農機のシェアリング等により、
導入・利用コストを低減

〇人材派遣

スマート農業の技術を
有する人材を派遣

〇データ分析

生育状況等のデータを分析し
農業経営をサポート

スマート農業支援サービス育成プログラムの策定

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るようにするため、「スマート農業支援
サービス育成プログラム」を策定し農業支援サービスのビジネスモデル
の育成に向け施策を推進。



５．（２）新たな農業支援サービスの育成・普及

②農業支援サービスの調査・分析、マッチング
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サ
ー
ビ
ス
事
業
体

農

業

者

➢ 営農・経営の改善目標の設定（規模拡
大、生産量増、販売強化 等）

➢ 目標達成上の課題の把握・分析（作業
工程の見える化、改善点の洗い出し）

➢ 課題解決方策の決定

➢ 委託先の選定

➢ 事業体制の構築（事業体立上げ）

➢ 受託サービス内容の設定（実施内容、価
格、対象範囲 等）

➢ 外部化する作業内容の設定

➢ 受託サービス内容の発信（営業）

➢ 作業の受注・実施

＜ 作業受委託までの流れ ＞

受委託契約

＜ 対応方向 ＞

【農業支援サービスの費用対効果の見える化】

・ 先行事例調査(2020年度)を実施し、支援
サービスの内容と価格を明らかにする。
ｰ 経営を黒字にするための受注規模
ｰ 一つの作業チームの限界作業量 等

【農業支援サービスのニーズ発掘】

・ 農業者への意向調査(2020年度)を実施し、
いつ、どこで、どんなニーズがあるかを明らかにする。
- 経営類型・時期ごとの作業量・コスト
- 先行事例の料金等を踏まえた利用意向 等

【マッチング環境の整備】

・ サービス内容・価格の見える化等により、農業者
が安心して委託できる仕組を検討・構築する。

事業者が発信するサービスに関する情報を
共通化するガイドラインを作成

（2020年度）

事業経営が成り立つ
条件が分からない

選択に必要
な条件が
分からない

外部化が可能な
作業があるのか
分からない

外部化する場合

・農業支援サービスに関する事例調査を通じて、農業現場とのマッチングや、事業者が発信するサービスに
関する情報を共通化するガイドラインを策定する。



５．（２）新たな農業支援サービスの育成・普及

③農業支援サービスへの支援強化
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サービス事業体の
立ち上げ当初の
ニーズ調査、人材
育成等を支援

サービス事業体の
農業用機械の導入
等を支援

成長促進／異業種参入の支援シーズの発掘・実用化／事業化への支援

研
究
開
発

融
資
制
度

補
助
金

ビジネス確立対策 参入加速化対策

日本政策金融公庫における新たな融資制度の創設

農業支援サービスの新規参入を支えるため、
日本政策金融公庫の中小企業事業の
融資制度を創設

スタートアップ総合支援事業（仮称）の創設

新たな日本版SBIR制度（内閣府）も活用し、新たなサービスの事業化を目指すスタートアップ
が行う研究開発やベンチャーキャピタルによる伴走支援など、起業に必要となる取組を支援

・農業支援サービスを行う事業者の育成に向けて、中小企業向けの融資制度のほか、新規事業立ち上げ
当初のビジネス確立及び農業用機械の導入等の支援、新たな日本版SBIR制度を活用したイノベーション
や実装化を担うスタートアップを育成する新たな事業の創設を検討する。

農業支援サービス関連施策
パンフレットの周知

• 農業支援サービスに取り組む事業者
を対象に、経産省と連携して、活用で
きる主な施策をまとめたパンフレットを
本年５月に作成。

• 省公式ホームページでの掲載と併せて、
冊子をスマート農業関連イベント等で
配布予定。

パンフレットはこちらから→

農業支援サービスへの支援強化に向けた検討



５．（３）実践環境の整備

①スマート農業に適した農業農村整備の推進
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スマート農業に対応した農業農村整備事業の展開

○自動給水栓やスマート農業に対応した水路の整備

衛星測位データを補正し
高精度の自動走行を実現
するRTK-GNSS基地局

○自動走行農機や中山間地域の効率的作業に適した農地整備

営農作業上の障害を除去する
用排水路の管路化

用水路
（埋設管）排水路

（埋設管）

基地局

誤差補正情報

位置情報

自動走行農機

スマート農業技術の実装等に資する情報通信環境の一体的な整備

自動走行農機が
効率的に作業できる
区画形状や規模

○情報化施工で得る３次元座標データを自動運転に活用
（活用手法に係るガイドラインを策定）

施工段階（情報化施工）

自動給水栓による遠隔での水管理

ICT建設機械

GNSS基地局

UAV測量

座標データ（工事成果） 走行線の図化

道路端→

←中心線

農機搭載用の地図

活用段階

農村地域の情報通信環境の整備・利用イメージ

・自動走行に適した区画整理や傾斜地の多い中山間地域での勾配修正などスマート農業に対応した農業
農村整備や、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推進、スマート農業
技術の実装等に合わせて、農泊、新たな生活様式にも活用できる情報通信環境の整備の推進を検討。

※2：LPWA（Low Power Wide Area）とは、省電力で、農地等の気象や
水位等を観測する場合に適し、電波伝播距離は数kmから数十kmと広範囲。

※1：BWA（Broadband Wireless Access）とは、高速通信が可能で、
大容量な映像データ等を送信する場合に適した無線。

取水堰の
監視・操作

遠隔自動
給水栓 水位センサー

水利施設の
監視・制御

排水路の
監視

自動走行農機

分水工の
監視・操作

中継局

B

B

市町村道河川

L

子供・高齢者
見守り

農泊

WI-FI

VRS

中央管理所

農道（橋）
の監視

ドローン

豪雨時や夜間でも
ため池の水位がわかり
監視が楽で安全！

配水を自動化し
少人数でも管理が
適切に行える！

ため池の
監視

ハウス監視

鳥獣害対策

B BWA基地局

L LPWA基地局

既設光ファイバ

新設光ファイバ

新設地中化
【電柱地中化】

【凡例】 ※赤字が整備対象

無線草刈機の運用
に対応した傾斜

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxrMqyncbZAhUBNpQKHdB7DPUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.istockphoto.com/jp/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%80%E8%BE%B2%E6%A5%AD&psig=AOvVaw2WLsHxhCnQMCfmLZteyJx4&ust=1519825507121117
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxrMqyncbZAhUBNpQKHdB7DPUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.istockphoto.com/jp/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%80%E8%BE%B2%E6%A5%AD&psig=AOvVaw2WLsHxhCnQMCfmLZteyJx4&ust=1519825507121117
https://4.bp.blogspot.com/-WTWqadeLYmI/WEVok29KAaI/AAAAAAABAOM/EmEYS8EMGYA5q-2rg7dvhsH1j_PqFhITQCLcB/s800/tablet05_ojiisan.png


５．（３）実践環境の整備

②-1農業データの活用促進（データ利活用）
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筆ポリゴンの精度向上と合わせて、ドローン等の自動航行のガイドデータへ

の活用、情報通信環境の見える化、土壌分析への活用等について実証実

験の実施を検討。

（筆ポリゴン：青色の線）

※筆ポリゴンとは、統計調査の母集団情報として、全国の土地を隙間なく200メートル四方（北海道は、400メート
ル四方）の区画に区分し、そのうち耕地が存在する約290万区画について衛星画像等をもとに筆ごとの形状に沿っ
て作成した農地区画のデータ情報。（全国の筆数は約3,000万筆）

農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン
(2020年３月策定）の普及

GLの適用範囲
農機メーカ、ICTベンダ等の農業データを保管するシステムサービス
提供企業と農業者の間の契約

契約の取決め事項＆ひな形の解説
➢農業者がデータを提供する範囲、利用目的
➢農業者が提供したデータの加工データ、成果物等の利用範囲 等

普及方針
GLは農業者のデータ利活用促進とノウハウ流出防止を調和させるツール
であり、研修開催や農機・IoTセンサ等導入支援事業を通じて普及

WAGRI

オープンデータ等の実装（イメージ）

データクレンジング、データ形式標準化、API制作等

…

API実装

①の結果を踏まえ、ニーズの高いものから
活用しやすいAPIでWAGRIに実装

民間企業等による
サービスの提供を促進

②データ実装

①ニーズ把握

農業データ連携基盤（WAGRI）
へのオープンデータ等の実装

農業者、企業等を対象にニーズ調査を行い、
有識者による検討会で取りまとめ

令和２年度中に様々なオープンデータやデータベースを接続

その他オープン
データ・DB

パブリックデータ
APIs

生産費データ市況データ

農地区画データ（筆ポリゴン）の利活用

・スマート農機等の導入事業における農業分野AI・データ契約ガイドラインの普及、ドローン等の自動航行
に向けた筆ポリゴンの活用の検討、オープンデータ等統計調査データのWAGRI上への実装を行う。



５．（３）実践環境の整備

②-2農業データの活用促進（データ連携）
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流通の自動化・効率化モデルの実現

・農業ICTサービスのオープンAPI整備の推進、土壌診断データベースの構築等による土づくりの推進、
生産・加工・流通・販売・消費・輸出までデータ連携を可能とするスマートフードチェーンの構築、サプライ
チェーン全体の取組として、ICT・データ連携等による食品流通の自動化・効率化モデルを実現する。

農機メーカー、ICTベンダー、業界団体等による
データ連携・共有のルールづくり等を検討する場を立上げ

１つの営農管理ソフ
トで様々なメーカーの
農機データをまとめて
管理できる。

オープン
API

オープン
API

オープン
API

営農管理
ソフト

営農管理
ソフト

営農管理
ソフト

農機メーカー

ICTベンダー

農業ICTサービスのオープンAPI整備

WAGRI
WAGRIへのAPI

実装も合わせて検討

作業正確性の向上
省力化・効率化の向上

RFID

AGV

産地

RFID

卸売業者

自動で
商品管理

RFID
ゲートアンテナ

仲卸業者・

実需者

オンライン・リモート
AGV操作、マッチング

RFID：Radio Frequency IDentifier
AGV：Automatic Guided Vehicle

【例】花き流通自動化プロジェクト
RFID（電子タグ）、AGV（自動搬送機）を用いて、
市場内の荷受、分荷、仲卸の搬送業務を自動化



５．（３）実践環境の整備

③技術の進展に応じた制度的対応
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警察庁と連携し、農道管理者の判断による農道の通行
止め等の考え方を明らかにした措置を分かりやすく周知。

（※平成31年２月19日農林水産省農村振興局整備部地域整備課長 事務連絡）

措置の概要資料 申請書のひな形

農業者・農道管理者に分かりやすく周知し、活用事例を創出

安全性確保
ガイドライン

ロボットの現場導入に際しての問題点

「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
の内容を見直し
→ 「ほ場内での遠隔監視」「小型ロボット農機」にも対応

安全性確保のポイントが分からないと、ロボット関係
企業が実用化しにくくて、現場での普及が進まないなぁ

ほ場内での遠隔監視による
ロボット農機の自動走行

小型ロボット農機
（運搬・防除等）

（農林水産省生産局長通知）

対応機種を拡大

通信

対策

実用化が近い新技術

ほ場内での遠隔監視
小型ロボット農機

監視用
端末

無人機

通信

自動走行

「農道における車両の通行に関する措置」※
の活用促進

「農業機械の自動走行に関する安全性
確保ガイドライン」の見直し

・ドローンによる農薬散布を複数ほ場で安全かつ連続的に作業可能
・研究開発中のほ場間移動を行うロボットトラクターの運用も可能
となるなど、スマート農業機械のより効率的な運用に貢献

この措置により、例えば・・・・

・ほ場内での遠隔監視によるロボット農機の自動走行や小型ロボット農機にも対応するよう「安全性確保ガイド
ライン」の見直しや、農道の通行止め等の考え方や手続の周知等を実施する。



５．（４）学習機会の提供
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スマート農業教育コンテンツの作成・提供

農業大学校、農業高校等において、授業で活用できる
オンライン学習ツール等を作成・提供。

＜内容例＞
・スマート農業概論 ・データ活用の意義
・費用対効果分析 ・先進的農家等の事例 など

スマート農業の実習

スマート農業技術アイデアコンテストの実施検討

全国の農業大学校生や農業高校生が
スマート農業技術を活用して地域の課題
を解決する取組等を発表。

＜活躍する学校の事例＞

■旭川農業高等学校
収穫した作物などを自動で運ぶ「低コスト
農業用アシストカート」を開発した。
第７回高校生ビジネスプラン・グランプリ
で優秀賞受賞。

■鹿児島県農業大学校
ハウス内の気温・湿度モニタリング
装置や日射量に合わせて自動かん水
する装置を低コストで開発。
全国農業大学校等プロジェクト・意
見発表会で優秀賞受賞。

スマート農業技術の現場実証において、農業大学校・農業高校等と
連携し、現に農業生産を学ぶ学生等に実習の機会を提供。

・全国の農業大学校生、農業高校生、農業者等を対象としたスマート農業の担い手育成に向けて、教育
コンテンツの作成や、農業大学校生、農業高校生等が先端技術を体験する現場実習等の機会の提供に
より農業教育の高度化を図るとともに、学生向けのスマート農業技術アイデアコンテストの実施の検討等を
通じて、若者のスマート農業への関心を醸成する。



５．（５）海外への展開
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日本の強みを生かした
施設園芸の海外展開を促進

◎優れた品質
◎過酷な高温条件への対応
◎高い耐候性 等

日本型施設園芸の強み
◎施設園芸の現地生産、スマート技術の
海外展開に向けた事業化可能性調査
や、知的財産保護活動等を推進

スマート農業技術の進展

我が国発のスマート農業の海外進出

収穫ロボット 生育測定機器

〇施設園芸の海外展開

〇ASEANをメインターゲットとした技術導入に向けた取組の推進

〇⼆国間対話等を活用した環境整備

〇スマートフードチェーン(SFC)構築のためのFS調査・実証支援

グローバル・フードバリューチェーン推進官⺠協議会
スマート農業部会の立上げ

データ連携によるSFC構築

スマート農業（生産） 加工 小売

スマート技術の海外展開

・ 海外のニーズを踏まえた開発、
実証試験を支援し、研究成果
の海外展開を推進。

例）ICTを活用した沖合
大規模養殖の自動化技術

〇『「知」の集積と活用の場』からの研究成果

・我が国のスマート農業や食のインフラ技術の海外展開に向けた取組の推進の検討、海外の研究機関との連携、
ASEANをメインターゲットとした技術導入に向けた取組の推進、⼆国間対話等を活用した環境整備、スマート
フードチェーン構築を検討する企業のフィージビリティスタディの検討等、官民挙げた海外展開を推進する。

＞国＞技（推）


