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調査結果：農業（国内の現状、課題、将来像、取組事例）
日本標準産業分類を基準とし区別しております。

（全国の課題）
○基幹的農業従事者数（個人経営体）

176万人（2015年） → 136万人（2020年）
○基幹的農業従事者数に占める65歳以上の割合

64.9%（2015年）→ 69.8%（2020年）
※「農林水産省_農林業センサス」参照

課 題

総農家数と農業就業人口の推移

（本県の課題）
○総農家数、農業就職人口は年々減少。
○ 基幹的農業従事者の高齢化が年々進行。
平成17年以降、65歳以上の占める割合が5
割を超える。

※「農林水産省_スマート農業の実現に向けた
取り組みの現状と今後の展望」参照

現 状
高齢化や新規就農者の不足 などの厳しい状況の下で、農業・畜産業の競争
力を強化し、魅力ある産業とするとともに、担い手 の意欲と能力を存分に
発揮できる環境を創出していくためには、農業技術においても、省力化・
軽労化や精密化などの方向を目指していくことが重要となっている。

最大の課題は労働力不足

将来像

農林水産省では、ロボット技術やICTといっ
た先端技術を活用して超省力・高品質生産
などを可能にする新たな農業を「スマート
農業※」として位置付けており、経済界な
どの協力を得て研究会を立ち上げ、スマー
ト農業が目指す将来像の方向性を次の五つ
に整理している。

※スマート農業とは
ロボット、AI、IoTなどICTを活用した農業のこと。

①超省力・大規模生産を実現 ②作物の能力を最大限に発揮

③きつい、危険な作業から解放 ④誰もが取組みやすい農業を実現 ⑤消費者・実需者に安心と信頼を

※「農林水産省_スマート農業の実現に向けた
取り組みの現状と今後の展望」参照

例）アシストスーツ
積み下ろしなどの重労働を軽労化。
除草ロボット
作業の自動化

例）クラウドシステム
生産の詳しい情報を実需者や消費者に
ダイレクトにつなげ安心と信頼を届ける

例）精密農業
センシング技術や過去のデータに基づ
き、多収・高品質を実現。

例）GPS自動走行システムの導入
農業機械の夜間走行・複数走行・自動
走行など

例）農業機械のアシスト装置
誰でも高精度の作業化可能となるほか、
ノウハウをデータ化することにより若
者などが農業に続々とトライ

スマート農業の将来像

国内の取組事例

GNSSを活用した『直進キープ機能付田植機』

導入経緯

導入効果
⃝ 「直進キープ機能付田植機」を導入することにより、 経験年数が少ない社員でも真っ
直ぐ田植えを行うことができた。

⃝ 作業時間の短縮等の明確なデータはないが、ベテラン社員においても、直進キープ機
能により心的な ストレスから解放されたとともに、直進中に苗の補給が可能であるこ
とから作業の一定の効率化が図られた。

⃝ 田植え作業を、稲作作業の中で最も高い精度が必要な作業と位置付けている。
⃝ そのため、経験年数が少ない社員が田植え作業を 行うために、社内でのベテラン社員に
よるＯＪＴが必要となっていた。

⃝ そこで、経験年数が少ない社員でも簡単に真っ直 ぐに田植えができる「直進キープ機能
付田植機」を平成29年度に導入した。

GNSS（人工衛星）を活用し、一工程目で直進方向の基
準線（始点・終点）を登録すると、 次工程からは、基
準線に対して自動的に平行走行する。

IoTロボット

※「農林水産省_スマート農業取組事例」参照



県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県内取組事例 調査結果）

（1）遠隔制御が可能なデータに基づいた野菜（バジル）栽培

事業者：グリーンリバーホールデイングス株式会社（宮崎県都城市）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
遠隔制御が可能なビニールハウスを設置し、ほぼ無人で栽培している。

〈主な取組〉
①どこでもできる農業（地方で眠る遊休資産を利用）
植物工場は生産性は高くなるが、初期投資費用も高いのが問題。
利用していない施設を有効利用することでプロダクトコスト（製品原
価）を低減化。
➡ 投資回収年月も短くなり、より低単価な野菜を作ることが可能。

②豊かになる農業（高い生産性）
空間を有効活用し、スペースを取らない『垂直両面式の水耕栽培システ
ム ※1』を使用し、標準的サイズのビニールハウス1棟（567㎡、テニス
コート約2面分）で１年間のバジル収量は、従来型の土耕栽培と比べ2.5
面分が収穫可能。

※1：従来の垂直両面式の水耕栽培システムを改良し、裏面にも定植でき
ることで、更に省スペース、高収量を実現した栽培システム。 ※「グリーンリバーホールデイングス株式会社HP」参照

取組を始めた背景：
元々は太陽光発電システムの開発をやっていたが、太陽光発電で生まれた
エネルギーを他の分野でも使えないかと試行錯誤した結果、バジルの栽培
にいきついた。

効果（成果）と今後の課題：
農業従事者としては珍しい完全週休2日制を
実現できている。
今後、本システムを更に多くの企業へ普及させていきたい。

誰でも、どこでも、簡単に、豊かになる未来型農業パッケージ
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県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県内取組事例 調査結果）

（2）追肥や作物の生育管理のためのスマート農業

事業者：株式会社ジェイエイフーズみやざき（宮崎県西都市）
立ち位置：ユーザー

取組概要：
さまざまなICTを活用し、業務の効率化を図る。

〈主な取組〉
①無人トラクターを活用した圃場整備
広大な圃場の耕運作業等をより効率的に行うために無人トラクターを導入。
複数台を並走させることで、作業の質は保ちながらもより早く、圃場整備
を行うことが可能。

②追肥や作物の生育管理のためにドローンを導入
ドローンを使用することで、肥料散布や作物の生育状態が可能。
今後は空撮したデータを基にAIでの収量予測をできるよう展開。

③ 土壌環境のモニタリング
地中の土壌センサーで土壌情報をリアル
タイムで測定し、生産管理システムで一
括管理。時期を逸することなく最適な管
理で生産性を向上。
（1）ドローンと連携
（2）センサーを土壌に埋め、土壌環境の

モニタリング
※「株式会社ジェイエイフーズみやざきHP」参照

④クラウド型生産管理システム
クラウド型「生産管理システム」を活用することで、下記の情報を社内
で共有している。

○作物の生育状況の記録、圃場の位置面積情報
○巡回記録、空撮記録
○栽培履歴の登録・確認（肥料・農薬）
○スケジュール管理

取組を始めた背景：
広大な圃場の耕運作業等をより効率的に行うため、スマート農業を導入。

効果（成果）と今後の課題：
システムを活用し栽培工程をマニュアル化することで安定した収穫量の
確保を実現が可能となった。今後は更なる普及と活用方法の指導を合わ
せて行うことが必要である。

ロボット

最新機器を使ったかしこい農業

（1）

（2）
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県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県内取組事例 調査結果）

（3）スマート農業に関する実証実験

※「株式会社山内システムHP」「延岡市HP等」参照

取組を始めた背景：
延岡市は、農業の担い手の確保や労働負担の軽減等の観点から、スマート
農業導入に向けて取り組みを開始しており、今回、システム開発を行う株
式会社山内システムは、旧北方小学校跡地に立地する際の事業計画におい
て、地域農業発展に向けた貢献事業として、農業ICT・IOTの技術提供と共
同開発を掲げており、今回はその計画実現に向けたプロセスの一環として、
スマート農業のシステム開発に取り組むこととなった。

効果（成果）と今後の課題：
開発予定のシステムは、農家の要望に沿った最小限のシステムであり、汎
用品を活用したシステム化をすることで、低コストでの導入が可能。また、
地元企業による開発のため、迅速なフォローアップが可能である。
延岡市としても、今回の取り組みが地域農業の課題解消に繋がるとともに
市のスマート農業施策が展開され、農業経営改善にも大きく寄与される。

地方での農業改革

事業者：株式会社山内システム（宮崎県延岡市）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
農事組合法人うつぎファーム及び延岡市と共同で、スマート農業に関するシ
ステム開発に向けた実証事業を開始。

〈主な取組〉
①自動散水システム
システム導入前はハウスに赴き手動で行っていた散水作業が、ハウス内
の日射量、温度、湿度等をセンサーで感知の上、自動散水が可能。

②ハウス側面の自動開閉システム
現在、ハウス内の温度・湿度調整のため、手動(巻上)で行っている側面の
開閉作業を、センサーを活用し自動での開閉が可能となるシステム。
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県外取組事例

IoT

宮崎県外の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県外取組事例 調査結果）

（4）米の銘柄判定をAI搭載のアプリで実現するプロジェクトの実証実験に成功

事業者：株式会社 KAWACHO RICE（青森県三沢市）
立ち位置：ユーザ

取組概要：
約1年をかけてAIの開発および実証実験を行い、検査対象からサンプリン
グで無作為に抽出した複数の米粒をスマートフォンのアプリで撮影する
だけで銘柄を判定することに成功した。

〈主な取組〉
① AIを用いた米の銘柄判定を行うRiceTagプロジェクト
約1年をかけてAIの開発および実証実験を行い、検査対象からサンプリ
ングで無作為に抽出した複数の米粒をスマートフォンのアプリで撮影
するだけで銘柄を判定することに成功した。実証実験は、青森県産米4
銘柄および秋田県産米4銘柄に対して行い、資格を有する検査員と同等
以上の正解率を得ることができた。

※「株式会社 KAWACHO RICE HP」参照

取組を始めた背景：
米の流通過程において異品種混入(コンタミ)を防止するための、銘柄の
チェックは資格を有した検査員が目視で行われているが、現在の検査方法
では、具体的なデータを示せないことが課題であったため。

効果（成果）と今後の課題：
今後は、さらなる精度の向上や判定できる銘柄を増やしていき、検査員の
負担を減らすとともに、流通の過程でより正確に銘柄のチェックができる
ように実用化に向けて開発を進めている。
また、今後の実利用に向けて、 2021 年の米の収穫期となる 9 月から 11 月
にかけて第 2 弾の実証実験に着手し、試験場で実作業を想定した試験を繰
り返している。第 2 弾では、検体の判別精度をより高めることを目指すと
同時に、スマートフォンを活用した簡易的な検査台を装備した撮影キット
を開発し、誰でも均質かつ効率的に検査業務ができるように、実用化を意
識した検証を進めている。

米粒をスマートフォンのアプリで撮影するだけで銘柄を判定することに成功

※「AWS 導入事例：株式会社 KAWACHO RICE」参照
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県外取組事例

IoT

県外の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県外取組事例 調査結果）

（5） IoTを活用したイノシシの捕獲・生態把握を推進

鳥獣害対策にとどまらず、ジビエとして活用することで地域産業を活性化

取組を始めた背景：
近年、全国的に深刻な問題となっている野生鳥獣による農作物被害や、狩猟
従事者の担い手不足という課題が顕在化していることより、更なる被害の防
止と、IoTを用いたユースケースを拡大させていくことが必要だと考えた。

効果（成果）と今後の課題：
①猟師の巡回稼働削減
罠ごとに毎日の巡回が必要であったが、週1回程度に削減（約85％削減）

②生態把握の効率化
これまで経験則や事後把握に留まっていたが、映像によるデータ解析
が可能となったことで、生態に合わせた檻の設置等が実現された。

③迅速な食肉加工処理
捕獲したイノシシの情報を処理場が事前に把握できるようになり、止
めさし後30分以内に処理が可能となった。

事業者：株式会社NTTアグリテクノロジー（東京都新宿区）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
NTTアグリテクノロジー社は、千葉県木更津市と連携し、猟師の巡回稼働
の削減や野生鳥獣の生態把握による捕獲の効率化に向けてIoTを活用した取
り組みを開始。さらに、捕獲したイノシシはジビエとして活用する手法を
取った。

＜主な取組＞
①猟師の巡回稼働削減
遠隔から罠の稼働状況を監視、捕獲を実施

②生態把握の効率化
自動撮影カメラで鳥獣の様子を確認

③迅速な食肉加工処理
処理場が事前に捕獲情報を把握することが可能

※NTTアグリテクノロジー「農業から始まる地域づくりの事例」参照

カメラで捕らえたイノシシの画像
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県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県内取組事例 調査結果）

（6）デジタルデータを活用した農業産地形成・営農指導の高度標準化

農業支援サービス「RightARM for Ex」にて、生産者・指導員が連携した取り組みを実現

R3

取組を始めた背景：
産地指導において、産地に適した栽培マニュアルがなく、データは蓄積さ
れつつあるものの、データを活用して就農支援・担い手育成をするための
方法がなかった。マニュアルを作成するにあたっても、担当を2、3人置か
なければならず、時間と労力のコスト的に厳しい背景があった。

効果（成果）と今後の課題：
（1）勘に頼ってしまいがちな農業技法にRightARM for Exを活用することで、

年間の平均収穫量が20%増加した事例あり。
（2）蓄積したデータに基づいた営農指導が可能となったことで、説得力

のある指導、データを共通言語とした人材育成を実現。

今後もRightARM for Exの利用により、産地ごとのデータ蓄積、農業者・
指導員とのワークショップを重ねることで、サービスの向上を目指す。

事業者：テラスマイル株式会社（宮崎県宮崎市）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
農業経営支援サービス「RightARM for Ex」を用いて、新規就農者・生産者営農
情報をデジタル化し、気象変動等に対応した農業者の経営が見える化を実現。

〈主な特徴・取り組み〉
①担い手指導のデジタル化を実現
（1）営農に関するデジタルデータを活用した農業普及員・営農指導員の

早期育成が可能
（2）連携する「環境制御センサー」や「栽培管理システム」のデータな

ど、複数データを手間なく集計・見える化し、多様な実績分析が可能
（3）自治体・JAでも“我がまちが目指す”農業経営指標（営農のマニュア

ル）が簡単かつ、従来の約2割のコストで作成・取得可能

②生産者と指導員がともに目標を共有し達成する仕組みを提供
（1）15以上の多様な分析の切り口で農業経営状況を見える化
（2）データはクラウド上で管理され、生産者・指導員ともいつでもアクセ

ス可能
（3）伴走のための充実した研修・バックアッププログラムを提供

※担い手指導のデジタル化「 R i g h t A R M f o r E x 」参照



県内取組事例

ロボット

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（県内取組事例 調査結果）

（7） AI技術を駆使したピーマン自動収穫ロボットにて、人手不足の解消と収穫量の向上を行う。

ピーマン自動収穫ロボットが夜間もLサイズのピーマンを収穫することで、導入農家の省力化と収入アップに貢献

R3

※「AGRIST株式会社HP」参照

取組を始めた背景：
農家の高齢化による慢性的な収穫の担い手不足や、深刻化する耕作放棄
地の増加が課題としてあった。担い手不足による収穫量・収入の減少と
いう悪循環を解消するため、自動収穫ロボットの必要性が地元の農家か
らあがった。

効果（成果）と今後の課題：
収穫ロボットには、3年間のレンタルサービスの初期導入費用やロボット
が収穫した作物の出荷額に対する10％の手数料は生じるが、パートの人
件費負担やロボット導入による収穫量の向上を考慮すれば、ロボット導
入後の農家の収益性が改善される。また、将来的にはロボットがハウス
内を巡回し、生育状況の画像データの収集をすることで、収穫時期の予
測や病気の早期発見が可能となり、同農地面積での収量が増加すること
が期待される。

事業者：AGRIST株式会社（宮崎県児湯郡新富町）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
AI技術を駆使したロボットが、ピーマンを収穫。ロボットが夜間も自動で
収穫することで人手不足の解消に貢献するだけでなく、着果負担の大き
なLサイズのピーマンを狙って収穫することにより他の小さな実の成長を
促し、収穫量の向上にも貢献する。

〈主な取組〉
①ピーマン自動収穫ロボット、きゅうり自動収穫ロボットの開発
農家が導入しやすい安価でシンプルなロボットをコンセプトに開発。

②自動収穫ロボットを活用したピーマン栽培方法の検証、成果の普及
自社の農場でロボットに最適化された畝間や枝の仕立て方を確立し、
そのノウハウをロボットとパッケージで農家に提供。

※「AGRIST株式会社HP」参照

収穫

AI



県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

調査結果：農業（直売所）（県内取組事例 調査結果）

（8）農産物直売所のバックヤードオートメーション（店舗事務作業の省力化・効率化・リモート化）

スマートワークが実現できるシステムを構築

R3

取組を始めた背景：
多くの農産物直売所において、売上データと出品データが連携しておらず、
出品者（生産者）へ売上金（預り金）を分配する業務は手動で行っている。
生産者と売上高が増えるほど事務コストが増大し、生産農家への日次売上
などの報告も追いつかずという状態に陥っていた。

効果（成果）と今後の課題：
システムを導入した店舗からは、事務作業時間の大幅な短縮（30％～

50％）や各生産者の毎日の品出し作業の効率化が認められるとの報告を受
けている。生産者数が増えるほど波及する効果も大きくなるため、費用対
効果の曲線は指数関数的に増加する傾向がある。
また、他社システム連携に関しては「入荷業務」「販売業務」「精算業
務」について実績があるが、今後は「会計業務」や「ECモール販売」との
連携も実現して、農産物直売所の店舗運営を総合的に支援できるように取
り組んでいく予定となっている。

事業者：株式会社クリエート（宮崎県東臼杵郡門川町）
立ち位置：ベンダー

取組概要：
農産物直売所の運営において、農産物の出品受付から販売登録～売上集計～
預り金分配～入金データ作成など一連のバックヤード作業を定型で処理し、
少人数でも店舗の運営ができる仕組みを作る。
さらに、外部システムと連携できるようなI/Fを構築し、他のPOSシステムや
会計システムとのデータ連携を図ることにより、更なる利便性を追求する。

＜主な取組＞
①農産物直売所に携わる方すべてが利便性を享受できる仕組みつくり。
②自社システムだけでなく他社システムとも連携することで、より豊かな
ネットワークの構築。

2021年度のワンダーマルシェ
コンソーシアムにおける、AI
画像認識レジ（スキャナ）と
弊社EC直売所システムとの販
売データ連携実績
（北海道：ナンモダ百貨新冠
本店において稼働中）



県内取組事例

IoT

宮崎県内の取組事例を紹介します。

R3調査結果：農業（県内取組事例 調査結果）

（9）農作業マッチングサービスの実証

農作業のマッチングプラットフォーム事業

事業者：トッパン・フォームズ株式会社
立ち位置：ベンダー

取組概要：
社会課題解決を起点とした新事業の創出に取り組むフロンティア領域の一つ
として農作業マッチングサービスの実証を開始。

〈主な取組〉
①受託業務のデジタル化
②データに基づく見積もり
③作業の統合、マッチング
④受託判断の見える化
⑤コントラクターの投資判断に必要な情報の提供

※「トッパン・フォームズ株式会社 News Release」参照

取組を始めた背景：
農業における担い手の高齢化や新規就業者の減少傾向などで、人手不足や
耕地放棄地といった問題が発生している。一方、効率的な農機具を保有し
他の農家の農作業受託も行うコントラクターも存在するが、飼料作物の分
野以外では委託側と受託側のマッチングがうまく進んでいないのが実情で
あった。

効果（成果）と今後の課題：
既に生産者の労力軽減に向けた取組みを進めていたJA宮崎経済連による協
力の下、2021年度中は九州地区における実証サービス提供、2022年度には
マッチングシステムを構築して本格サービス化を目指す。


