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ロボット・AI・IoT等の先端技術を実際の⽣産現場に導⼊して、技術の導⼊による経営改善の効果
を明らかにする。

事業のねらい

経営管理 耕起・整地 移植・直播

⾃動⽔管理 ドローンによる⽣育状況把握⾃動運転⽥植機 収量や品質データが
とれるコンバイン

⽔管理 栽培管理 収穫
実証イメージ(⽔⽥作)

研究開発 技術実証 社会実装

スマート農業実証プロジェクト①

2

・衛星測位システム(GNSS)
・⾃動運転
・LiDAR（障害物認識センサー）

・衛星測位システム (GNSS)
・オートステアリング

・衛星測位システム（GNSS）
・衛星等センシングデータ
・営農判断⽀援システム

・衛星測位システム（GNSS）
・衛星等センシングデータ
・NDVIデータ(植⽣指数)
・病害⾍被害検出

・LPWA
・IoT
・⽔温・⽔深センサー

⾃動⾛⾏トラクタ営農アプリ

・衛星測位システム
・収量・⾷味センサー



スマート農業の現場実装の加速化
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スマート農業実証プロジェクト②

※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、令和３年度
採択地区数、令和４年度採択地区数である。（2022年４月現在）

岐阜、愛知、三重

水田作 ４（１、２、－、－、１）
畑作 ２（－、－、－、２、－）
露地野菜 １（－、－、１、－、－）
施設園芸 ３（１、１、－、１、－）
花き １（－、１、－、－、－）
果樹 ３（１、－、－、１、１）
合計 14（３、４、１、４、２）

滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

水田作 ４（３、１、－、－、－）
露地野菜 ３（－、－、１、２、－）
果樹 ７（２、２、２、１、－）
茶 １（－、１、－、－、－）
合計 15（５、４、３、３、－）

新潟、富山、石川、福井

水田作 10（８、１、－、－、１）
畑作 ４（－、２、－、１、１）
露地野菜 ４（－、３、－、－、１）
施設園芸 ２（－、－、－、２、－）
花き １（－、－、－、１、－）
果樹 １（－、１、－、－、－）
畜産 ２（－、１、１、－、－）
合計 24（８、８、１、４、３）

北陸

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 ２（－、１、－、－、１）
露地野菜 13（２、２、４、５、－）
施設園芸 ６（２、２、－、２、－）
果樹 ７（２、２、１、２、－）
花き １（－、－、－、１、－）
茶 ２（１、－、－、１、－）
畜産 ２（１、１、－、－、－）
合計 38（12、９、５、11、１）

関東甲信・静岡

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

水田作 ８（５、２、－、１、－）
畑作 ２（－、１、－、－、１）
露地野菜 ５（３、－、１、１、－）
施設園芸 ２（－、－、１、１、－）
花き ３（１、１、－、－、－）
果樹 ４（１、１、１、１、－）
合計 23（10、５、３、４、１）

東北

水田作 ４（２､ １、－、－、１）
畑作 ６（２、１、１、１、１）
露地野菜 ３（－、２、－、－、１）
果樹 １ (－、－、－、１、－)
畜産 ７（１、１、２、２、１）
合計 21（５、５、３、４、４）

北海道

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 ８（３、２、－、－、３）
露地野菜 ６（３、２、１、－、－）
施設園芸 13（５、３、１、１、３）
果樹 ３（１、１、－、１、－）
茶 ３（１、１、－、－、１）
畜産 ４（１、２、１、－、－）
合計 43（16、14、４、２、７）

九州・沖縄

近畿

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 ７（２、３、１、１、－）
施設園芸 １（－、－、１、－、－）
果樹 ７（２、２、１、１、１）
畜産 ２（－、－、１、－、１）
合計 24（10、６、４、２、２）

中国・四国

東海

◎2019年度から全国202地区で展開。

令和元年度採択 69地区
令和２年度採択 55地区
令和２年度採択（緊急経済対策） 24地区
令和３年度採択 34地区
令和４年度採択 20地区

水田作 47（30、12、１、１、３）
畑作 25（６、７、１、４、７）
露地野菜 42（10、12、９、９、２）
施設園芸 27（８、６、３、７、３）
花き ６（１、２、－、２、－）
果樹 33（９、９、５、８、２）
茶 ６（２、２、－、１、１）
畜産 17（３、５、５、２、２）
合計 202（69、55、24、34、20）

全
国
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慣行 スマート農機

○ AI機能や⾃動操舵機能等を活⽤
し、導⼊したキャベツ収穫機を改
造して実証した結果、労働時間は
8.54時間/10aから6.83時間/10a
に20％削減。

〇 品種によって⾊や形が異なるた
め、認識できない品種も⽣じたこ
とから、これに対応できるよう再
学習を実施し、収穫ロスも検証し
ていく予定。

スマート農業技術の効果（実証成果の中間報告）
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平均81%減

慣⾏
(a)

スマート農機
(b)

削減率
((a-b)/a) 慣⾏防除

⼤規模① 1.14 0.12 89% セット動噴
⼤規模② 0.14 0.09 32% ﾌﾞｰﾑｽﾌﾟﾚｰﾔｰ

中⼭間① 0.10 0.09 11% ⾃⾛式ｷｬﾘｰ動噴
圃場周囲のみ

中⼭間② 1.68 0.24 85% セット動噴
中⼭間③ 1.69 0.35 79% セット動噴
平均 0.95 0.18 81%

（単位︓時間/10a）

（ドローン農薬散布）

○ 慣⾏防除に⽐べ作業時間が平均で81％短
縮。特に組作業⼈数の多いセット動噴と⽐べると
省⼒効果が⼤きい。ブームスプレーヤーと⽐べると
給⽔時間が短縮された。

○ ドローンとセット動噴等との間で同等の防除効果
が得られた。

○ セット動噴のホースを引っ張って歩かなくなり、疲
労度が減った。
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平均87%減

（単位︓時間/10a）
慣⾏
(a)

スマート農機
(b)

削減率
((a-b)/a) 設置期間

⼤規模① 0.29 0.05 82% 7⽉上〜8⽉下

中⼭間 3.80 0.55 86% 5⽉下〜9⽉下

輸出 0.58 0.01 98% 5⽉中〜9⽉中

⼤規模② － 0.86 － 5⽉上〜9⽉上

平均 1.55 0.20 87%

⾃動⽔管理システムの作業時間（時間/10a）
※平均は、慣⾏の作業時間も報告があったものを基に算出。

（⾃動⽔管理システム）

○ 作業舎から離れた⽔⽥に設置し、⾒回りを
減らしたことで、作業時間が平均で87％
短縮できた。

○ 障害型冷害対策としての深⽔管理も適切
に実施できた（不稔割合は2.8％で冷害
の発⽣なし）。取⽔時間を変更することで
⾼温対策の効果も期待できる。

ドローン農薬散布の作業時間（時間/10a）
※平均は、慣⾏の作業時間も報告があったものを基に算出。

（AI機能搭載のキャベツ⾃動収穫機）
20%減

（単位︓時間/10a）
慣⾏
（a）

スマート農機
（b）

削減率
（（a-b）/a）

収穫 8.54 6.83 20%

AI機能搭載の全⾃動収穫機の作業時間（時間/10a）
※慣⾏は、AI機能⾮搭載の⾃動収穫機の作業時間。
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岐⾩県の事例

• 集落営農法⼈において、⽶の輸出拡⼤に向け、ロボットトラ
クターや直進キープ⽥植機等を導⼊して労働時間を削減。

• また、効率化だけではなく、「農作業のハードル」が下がり、農
作業の経験がない⼥性スタッフなど社内の⼈材が新たに活
躍できる機会をもたらした。

• こうした⼥性が新たにオペレーターとして活躍したこともあり、
経営⾯積は164haから196haに拡⼤、輸出⽶の⽣産量
は70トンから194トンへと2.8倍に増加。

取組の概要と効果

•今までは法⼈の経理担当をしてい
ましたが、オペレーターになりました。
⾃動で操作⽅法も簡単なので、慣
れれば⼤丈夫です。

•費⽤が少し⾼くなりますが、
（スマート農業技術を）取り
⼊れた⽅が⼥性でもすぐに機
械操作ができますし、作業時
間も短縮されます。

（⽔稲・⼩⻨等 196ha）
宮崎県の事例

• 農機のオペレーター不⾜という課題に対して、ロボットトラク
ター、ラジコン草刈機等を導⼊し、経験の浅い職員も活躍。

• スマート農機を有効活⽤することで、作付⾯積が16.7haか
ら23.9haへと1.4倍に拡⼤。

• ⼥性、⾼齢者、学⽣アルバイトも含め、多様な⼈材が集う
法⼈経営を実現。

取組の概要と効果

•夏場の草刈は疲れるので嫌だけど、ラジコン草刈機を使えば、⽊陰
でくつろぎながらゲーム感覚で楽しい（学⽣アルバイト）。

（ゴボウ・ニンジン等 24ha）

スマート農業技術の効果（女性や若者の参加拡大の事例）
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スマート農業による環境負荷の低減

○ スマート農業は、みどりの⾷料システム戦略で⽬指す「⽣産⼒向上と持続性の両⽴」を実現する鍵の⼀つ。
○ センシングデータ等の活⽤により、農薬・肥料の適切な利⽤、ＣＯ2の排出削減等に貢献。

⽥植機やトラクター、無⼈ヘリを活⽤した可変施肥

○ ドローンや衛星によるセンシング等により得られたデータを
活⽤し、⼟壌や⽣育状況に応じて適切に肥料を散布

○ ⼟壌センサ搭載型の可変施肥⽥植機も登場

データを活⽤した可変施肥

通常の農薬散布 ドローンによるピンポイント農薬散布

①⾃動⾶⾏による⼤⾖畑全体撮影

②AIが画像解析、害⾍位置特定

③⾃動⾶⾏で
害⾍ポイントに到

着。
ピンポイント農薬散布

⼤⾖畑への
全⾯農薬散布

栽培のムラを防ぐとともに、農薬使用量を大幅に低減（１/１０程度：企業公表値）

ハスモンヨトウの
幼⾍による⾍⾷い

データを活⽤したピンポイント農薬散布
(株)オプティム

出典︓井関農機(株) Webサイト 6



スマート農業の現場実装の加速化

○ 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
⼀⽅で、明らかとなった課題に具体的に対応していく必要がある。

社会実装の更なる加速化に向けて

＜具体的な対応⽅向＞
農機のシェアリングやデータ分析、作業代⾏等を⾏う

農業⽀援サービスを育成

課題①︓導⼊初期コストが⾼い
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テラスマイル（株）

【概要】
デジタルマーケティングを農業経営
に応⽤し、データのスムーズな可視
化・予測・試算が可能な経営分析
サービスを提供。九州地域から次
第に全国に活動の幅を拡⼤中。 ⾃治体、JAと連携して、産地内の

営農データの⽐較分析等を実施

データ分析型

大信産業（株） 専⾨作業受注型

【概要】
中⼭間地でのドローン防除サー
ビスなど、施肥や防除、⽣育診断
など多様なサービスを提供。中四
国地域を中⼼に活動。

中⼭間地における⾃動⾶⾏
による柑橘ドローン防除

＜具体的な対応⽅向＞
⼈材の育成

課題②︓指導する⼈材が不⾜

実証プロジェクトで培われた⼈材・ノウハウを集積し、
チームで産地を⽀援することによる⼈材育成

体制イメージ


