
- 1 - 

 

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 

           平成 30年 6月 28日号－4 

－ ニュース － 
≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 

 

１．農林水産省主催 ｢スマート農業推進フォーラム｣を開催 

平成 30年 6月 12日、農林水産省主催の平成 30年度｢スマート農業推進フォーラム｣が、

一橋大学一橋講堂（東京都千代田区）で開催され、都道府県、関連メーカー、JA、農家、

関係団体の約 400 名が参集した。 

開催に先立ち、農林水産省大臣官房生産振興審議官の鈴

木良典氏が、｢第 1 回目の本フォーラムでは参加者・出展

も少なかったが、3 回目(今回)のフォーラムには都道府県

の普及センターの方々を始め多くの方に参加頂き、また、

28 の関連企業・団体の出展を頂いている。技術の進歩に

伴い、スマート農業の形ができつつあると考えている。 

講演される先駆者の苦労を共有し、地域における技術普及

に活用して欲しい｣と挨拶した。              【挨拶する鈴木良典審議官】 

講演は、スマート農業の導入事例、地方行政機関による新たな取り組み紹介、データに

基づく農業の展開の 3 部構成で、以下の講演が行われた。 

なおフォーラムの様子は maffchannel(You Tube)で動画配信される予定である。 

詳細は農水省 HP 参照：http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/minkanrenkei.html 

 

1．スマート農業の導入事例 

①土地利用型農業におけるロボットトラクター導入事例 

株式会社クボタ 特別技術顧問 飯田 聡氏 

株式会社紅梅夢ファーム(水稲・大豆等生産/福島県)代表取締役 佐藤良一氏 

農業就労者が高齢化、離農により大幅に減少する中、5ha 以上の担い手農家の規模が拡

大している。このような現状を踏まえ、(株)クボタでは、i)高性能・高耐久農機及び低価格

農機の開発とサービス、ii)営農ソリューションの提案強化(鉄コーティングや密播疎植によ

るコスト削減等)、iii)スマート農業システムの開発と普及(KSAS、自動・無人化農機、省

力・軽労化)、iv)クボタファームの展開・販売支援に取り組んでいる。KSAS(クボタ スマ

ート アグリシステム)では、食味収量コンバインを開発、圃場ごとの収量や食味を検知す

ることができ、次年度の施肥等の情報を提供できるようになっている。自動・無人化農機

では、自動運転トラクター(有人監視)、直進キープ機能付き田植機等を開発した。 

福島県南相馬市にある紅梅夢ファームでは、福島原発の事故により離散した住民、農家

が地域に戻らず、戻った農家も委託栽培の要望が多いことから、作付面積の拡大を行わな

ければならず、人材確保と作業効率の向上が課題となっていた。課題解決のためにアグリ

ロボトラクタを導入した。農業高校を卒業したての 2 名が担当したが、耕起・代掻作業で

は熟練者と同等の働きをした。導入当初は、安全センサーが過敏に反応し作業の中断があ

ったが、現在は改善されている。 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/minkanrenkei.html
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②施設園芸による CO2局所施用導入事例 

株式会社テヌート 代表取締役 藤原慶太氏 

株式会社リコペル(トマト生産/山梨県)代表取締役 米田茂之氏 

植物は光合成により、CO2と水からデンプンを作る。CO2の濃度が上がれば、それに伴

い形成されるデンプン量が多くなるが、ハウス全体に CO2を発生・充満させるにはコスト

がかさんでしまう。CO2 を局所施用することでも同様な作用があることから、(株)テヌー

トは CO2局所施用コントローラーを開発した。このシステム使用で施設のみならず露地に

おいても高糖度、収量の増加が認められている。 

(株)リコペルでは、この CO2局所施用コントローラーを導入したところ、施設トマトの

2 月～4 月に認められる“なり疲れ”が防止され、年間 2.7t の増収があった。 

 

③ドローンによるセンシング活用事例 

株式会社オプティム 執行役員 休坂健志氏 

株式会社イケマコ(米・麦・大豆等生産/佐賀県)代表取締役 池田大志氏 

(株)オプティムは、｢世界一、AI を実用化させる企業になる｣を目指し、農業のみならず

建設、鉄道、医療、水産の分野でも実用化に向けて事業を進めている。特に AI、IoT、Robot

を使って最も変わる産業を農業と捉え、“楽しく、かっこよく、稼げる農業”の構築にチャ

レンジしている。リモートセンシングはもとより、今回、ドローンを使用してのピンポイ

ント農薬散布テクノロジーを開発した。ドローンで撮影した画像を基に、被害葉を特定、

その部分のみをピンポイントで薬剤防除するもので、農薬散布量の削減、農薬残留の削減

を可能にした。(株)イケマコでは、大豆栽培にこのシステムを導入、｢スマートえだまめ｣

の名前で従来の価格 67 円/100g からブランド品と同等の価格、200 円/100g で販売するこ

とができた。 

 

2．地方行政機関による新たな取組の紹介 

スマート農業の普及に向けて～岩手県の取組み～ 

岩手県農林水産部農業普及技術課 菊池政洋氏 

岩手県も全国の状況と変わらず、担い手の減少・高齢化・労働力不足が問題となってお

り、作業の省力化、負担軽減、人手の確保がスマート農業に取り組む契機となった。平成

28 年度に、県予算がないままに岩手県農業研究センター・東北農業研究センターで｢いわ

て ICT 農業祭｣を開催し 19 社が出展、約 1000 名の参加を得た。この農業祭が参考になっ

たというアンケート結果(96%)が得られ

たことから、平成 29 年度に｢いわてスマ

ート農業推進事業｣（平成 29～31 年度）

を立ち上げた。いわてスマート農業推進

研究会(作物、園芸、畜産、GNSS、ドロ

ーン、クラウド、アシストスーツ、IT 企

業と農業の 8 つの分科会)を創設し、先端

技術と農業者のマッチングや農業祭・シ

ンポジウムの開催、農業研究センターに

よる実証を通じ技術シーズの蓄積と実用

化研究を実施、補助事業を活用した技術の      【フォーラム会場の様子】 
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導入支援を実施することとなった。平成 29 年度の｢いわてスマート農業祭｣には、66 社が

出展、2 万人が参加した。平成 30 年度には、｢いわてスマート農業祭 NEO｣と銘打って林

業分野にも拡大して実施を考えている。また、金融機関の出展による導入促進を計画して

いる。 

 

3．データに基づく農業の展開 

データに基づく農業 競争と協調の展開戦略 

農業データ連係基盤協議会 普及戦略担当ディレクター 末澤克彦氏 

農業をマーケティングの手法である 2 軸（独立した事業－ネットワーク事業、プロダク

トアウト－マーケットイン）を使って分類すると、独立した事業でプロダクトアウトの位

置には精密農業、大規模営農、コストダウンが、独立した事業でマーケットインの位置に

はネット販売、契約栽培、6 次産業化が、ネットワーク事業でプロダクトアウトの位置に

は地域内連携生産、遠隔地連携（リレー）生産、品目別国内統合生産組合が、ネットワー

ク事業でマーケットインの位置にはアグリツーリズム、農商工連携、企業の農業参入があ

る。演者の経験から、国内産地間競争に勝ててもコモディティー化は避けられない。その

ため、独立した事業での競争戦略ではなく、ネットワークを生かした協調戦略が重要とな

ってくる。協調戦略では、人材育成の協調、計画出荷で協調、ビックデータでリスクマネ

ージメントを地域全体に波及、小規模であっても地域を消さない活動が重要となってくる。 

 

ポスター出展企業・団体は以下の通り。 

1．ロボット農機 

 (株)クボタ、ヤンマーアグリ(株)、(株)トプコン、井関農機(株)、(株)アストラ、 

農研機構 革新工学研究センター 

2．ドローン、リモートセンシング 

 ファームアイ(株)、(株)ナイルワークス、DJI Japan(株)、NEC フィールディング(株) 

3．農業 ICT (生産管理) 

 (株)クボタ、日立造船(株)、(株)イーエスケイ、(株)オプティム、小林クリエイト(株)、 

(株)セラク、ソリマチ(株)、データプロセス(株) 

4．農業 ICT (環境制御) 

 (株)テヌート、(株)A・R・P、テラスマイル(株)、ネポン(株)、ベジタリア(株)、 

(株)ルートレック・ネットワークス 

5．農業 ICT (熟練見える化) 

 キーウェアソリューションズ(株) 

6．アシストスーツ 

 (株)クボタ、(株)ATOUN、 

(株)イノフィス、 

CYBERDYNE(株) 

 

 

 

 

【ポスター展示で熱心に話を聞く関係者】 
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２．農薬工業会が「農薬危害防止に関する講演会」を開催 

平成 30 年 6 月 11 日、農薬工業会主催の農薬危害防止に関する講演会が、東京薬業健保

会館(東京都千代田区)で開催され、農薬メーカー、関係団体

の 120 名が参集した。 

講演に先立ち農薬工業会の阪本専務が、｢工業会では、毎

年、危害防止運動に合わせ会員を中心に危害防止に関する講

演会を実施している。本年は、最近利用が拡大しているマル

チコプターを取り上げた。この講演会が今後の危害防止の一

助となれば｣と挨拶した。講演は以下の 4 題であった。 

【挨拶する阪本専務】 

 

講演 1：「農薬の危害防止について」 

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室 雨宮 崇 課長補佐 

 農薬危害防止運動は、農林水産省、厚生労働省が主体で農薬使用者に対する安全使用、

毒劇物農薬の保管管理の徹底を目的に、昭和 28 年(1953 年)より開始し、平成 23 年から環

境省も参加し実施している。活動内容としては、｢農薬危害防止運動実施要綱｣を策定し地

方自治体・関係団体等に通知、ポスター作成(農水省:2000 枚、都道府県:14000 枚)・配布、

新聞等への記事の掲載等の活動を実施している。昨年からの変更点は、危害防止運動中に

実施した活動や取組みについて効果を検証して次年度の活動に生かす、昨年発生した小学

校での事故を受けて住宅地通知の再周知を徹底させる、インターネットを利用した農薬の

販売に対する指導を行う、の３点である。インターネットでの農薬販売には届出が必要で

あること、農薬の小分けの禁止等を農林水産省 HP に掲載、また、インターネット通販サ

イトの管理会社には農薬の出展者への指導を依頼しているとのこと。 

 農薬使用に伴う事故・被害事例は、平成 28 年度は 19 件で、誤飲・誤食、保護具の装備

不十分によるものが多かった。基準値超過事例では平成 29 年は 18 件であった。 

 マルチコプターについては、平成 29 年 12 月 25 日付農林水産省消費・安全局農産安全

管理課長通知による「無人航空機」の扱いについて説明した。使用方法が｢散布｣の場合、｢防

除対象に応じて、適切な散布機器（人力散布機、可搬式動力散布機、走行式動力散布機、

無人航空機等）を選択して散布すること｣を意味する。使用方法が｢無人ヘリコプターによ

る散布｣の場合、｢無人航空機によって散布する｣ことを意味する。また、使用方法が｢空中

散布｣の場合、｢有人ヘリコプターによって広域に散布する｣ことを意味するとした。 

 

講演 2：「ドローンによる農薬散布の安全かつ適切な推進について」 

農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 防除対策室 白石正美 課長補佐 

 平成 29 年度の水稲散布における有人ヘリコプター、無人ヘリコプターの利用実績は、

それぞれ 3 万 ha、89 万 ha で、約 97%が無人ヘリコプターとなっている。平成 27 年 12

月に施行された航空法改正により、産業用無人ヘリコプターやドローン等は｢無人航空機｣

に該当し航空法の規制対象になった。無人航空機の飛行に当たっては、飛行する空域によ

って国土交通大臣の｢許可｣、飛行の方法によって｢承認｣が必要となる。この改正を受けた

｢空中散布等における無人航空機利用技術指導指針｣（消費・安全局長通知）により、無人

航空機による空中散布について人畜・農林水産物・周辺環境等に対する安全性を確保する 
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ようにしている。事業計画の策定に当たっては、作業環境を十分に勘案し散布薬剤の種類

・剤型・自動操作の可否について検討する、空中散布の実施の際には事前に周知徹底を行

う、登録された薬剤を使用し均一性が確保されるようメーカー標準を遵守する、危害防止

対策を徹底する、オペレーター・ナビゲーター・作用補助者の安全を確保する、事業計画

の策定、実績報告・事故発生時の対応、等が内容に含まれている。最近、ドローン等での

自動航行技術の向上があるが、現時点では、ナビゲーターの設置を要請している。ナビゲ

ーターの要否については、リスク評価の検討を開始した。 

 

講演 3：「農業とマルチローター型無人航空機の今後」 

（株）エンルート 品質管理部 中村幸徳 

 無人ヘリコプター事業を行っていたが、2013 年にマルチローター導入を開始、2014 年

にプロトタイプの実販売を開始した。農林水産航空協会を通じて性能確認を行い、2016 年

に 5L 搭載の AC940-D と 10L 搭載の AC1500 の販売を開始し、2018 年 5 月までに 410

機を販売した。本年より自動散布性能について確認する予定である。 

 スマートフォンの性能 Up に伴いマルチローターが進化しており、DJI 製と Drome kit

製のフライトコントローラー（機体制御）の二つが主流となっている。安全性機能も向上

しており、散布の即時中止や圃場への安全な着陸が可能となっている。また、航行に際し

ては保険をかける、オペレーター養成のため座学・実習研修の実施、飛行速度・高度の遵

守、飛散防止、セーフティーエリアからの散布等、安全対策を実施している。自動航行に

ついては架線の太さの認識を入れることが可能だが、現時点では架線を認識できないので、

オペレーターを置くようにしているとのこと。 

 マルチローターは市街地に隣接する圃場、山間部などの無人ヘリコプターでは散布の難

しい圃場に適しており、また、中規模の農家に受け入れやすい価格や維持費となっている。

また、リモートセンシングにも活用でき、スマート農業の一助となると考えている。 

 

講演 4：「ドローン用散布装置について」 

（株）丸山製作所 営業推進統括部 旭 拓哉 

 2015 年より(株)エンルートと共同開発を開始し、2017 年に農林水産航空協会の定める

基準に適合した散布装置「第 MR-02 号」を開発した。農林水産航空協会では、寸法検査

（液剤・粒剤）、重量検査（液剤・粒剤）、吐出量測定試験（液剤・粒剤）、作動・停止時間

測定試験（液剤・粒剤）、吐出不能残量測定試験（液剤・粒剤）、模擬散布飛行試験（液剤）、

落下分散性能試験（液剤・粒剤）、吐出量直進性試験（粒剤）、吐出量安定性試験（粒剤）

での性能確認を必要としている。

飛行の際には、基準をクリアした

機器であっても、無風条件での散

布、安全な飛行航路と安全確認を

推奨している。 

 

 

 

 

 【講演会場の様子】 
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－ お知らせ － 

 

 

「ひと目でわかる果樹の病害虫 第１巻」 対象樹種を加えて改訂第二版を発行しました。 

 

B５版 195 頁 本体価格 6,000 円＋消費税（送料実費） 

ご注文は、日本植物防疫協会支援事業部へ。協会 HP からもご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

テーマ ：「転換期にたつ植物防疫」（仮題） 

日 時 ： 平成３０年９月２０日（木）10:00～17:30 

場 所 ：「日本教育会館 一橋ホール」東京都千代田区一ツ橋 

主 催 ： 一般社団法人日本植物防疫協会 

参集範囲： 国及び都道府県の行政・試験研究等の植物防疫関係者、研究機関、 

普及センター、農薬企業、農機企業、関係団体等 

参加費 ： 無料 

 

プログラム、申込み方法等につきましては、次号でお知らせいたします。 

 

発刊のご案内 

シンポジウムのご案内 


