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生産規模の異なる花き球根生産者を広域連携する球根版スマート農業サービスの確立
富山県花卉球根農業協同組合、（農）富山東部球根プラント組合、富山西部球根プラント
(株)、埜村丈雄、城宝清幸、株）ヰセキ関西中部、富山県（農業技術課広域普及指導セン
ター、砺波農林振興センター、新川農林振興センター、農林水産総合技術センター）、砺
波市球根組合、新川地区球根組合、砺波市、南砺市、入善町

○富山球根の強みは球根組合が一元体制のもと生産指導・集荷販売・価格調整・マーケティングを行っ
て、 時代のニーズにあった品質と品種バランスをコントロール

○近年、輸入球根との競合により収益力が低下し、新規担い手不足と高齢化が進み、生産量が減少
○「農地・人・スマート農機・情報」を提供・共有し、家族完結型から地域連携型への転換がポイント

○スマート農機利用時でも、負担可能な作業請負料金：186,700 円 /10a
○スマート農機サービス利用及び多品目拡大により経営全体の利益増加率54％
○地域連携型生産体制による球根生産の実運用。
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（農）富山東部球根プラント組合ほか（富山県砺波市ほか）実証面積：2.0ha

実証課題名

構　成　員

＜地域連携型生産体制への構造転換＞
　大規模生産者と小規模生産者の連携によって、
「農地・人・スマート農機・情報」を相互に提供・
共有し、足腰の強い地域農業を確立し、総合球
根産地の復活を目指したい。 
＜大規模生産者の役割＞
　・スマート農機利用の大ロット生産へ
　・圃場と品種の集約化へ
＜小規模生産者・ベテラン生産者の役割＞
　・農地集約化の共有連携
　・大ロット生産に必要な人材を提供連携
　・多品種小ロット生産に特化

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①球根植付ロボット ②球根収穫ロボット ③営農支援ツール ④気象・土壌モニタリング

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①球根植付ロボット ②球根収穫ロボット ③営農支援ツール ④気象・土壌モニタリングシステム

▶実証代表 富山県花卉球根農業協同組合　藤岡昭宏

富山県花卉球根農業協同組合　担当：藤岡    
e-mail: fujioka@tba.or.jp 　TEL: 0763-33-2448

▶視察等の受入について問い合わせ先

①球根植付ロボット

★
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実証テーマ 新サービス　 品目 花き球根（チューリップ、サフラン・クロッカス、グラジオラス）
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データシェアリング等を活用した麦・大豆生産を支援する新たな農業支援サービス
の実証
石川県農林総合研究センター農業試験場、（株）アグリとくみつ、（農）大長野水稲生産
組合、JA松任 大麦・大豆協議会、JA能美 大麦・大豆スマート農業研究会、（株）オプ
ティム、ＪＡ松任、ＪＡ能美、（公財）いしかわ農業総合支援機構、石川県（農林水産部
生産流通課、石川農林総合事務所、南加賀農林総合事務所）

〇人口減少等の影響で米の需要が減少しており、水田農業では水稲から麦・大豆等への作物転換
が課題。
〇麦や大豆は気象条件等の変化で収量や品質が大きく変動するため、データ駆動型農業を導入し、
これらの変化に迅速に対応できる営農体系を確立する必要がある。
〇また、これらの実現には農業者がデータ活用を簡便かつ安価に実施できる仕組みが求められて
いる。

○大麦・大豆の収量 10%向上。
○大麦・大豆の単収向上による収益性 5%向上。
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データシェアリング等を活用した麦・大豆生産を支援する新たな農業支援サービス

（株）アグリとくみつ、（農）大長野水稲生産組合（石川県白山市・能美市） 実証面積：92ha

実証課題名

構　成　員

本実証では、大麦・大豆の収量向上に向けて、
 ・データ収集の外部委託やデータシェアリングを行
う新サービス

 ・データに基づいた管理作業が通知される情報提供
システム

 ・生育調査等のデータを活用する農業情報クラウド
  などの見える化技術の実証を行います。
　実証を通して、データ駆動型農業を実現する簡便
かつ安価な仕組みを構築し、センシング技術をはじ
めとしたスマート農業技術の社会実装を推進します。

▶実証代表 石川県農林総合研究センター農業試験場
e-mail：nk-kika@pref.ishikawa.lg.jp
（公財）いしかわ農業総合支援機構
e-mail：info@inz.or.jp

▶視察等の受入について
問い合わせ先

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要

①センシング画像を広域収集する新サービス ②管理作業が通知やほ場情報の見える化を行う農作業・ほ場管
理アプリ ③生育調査等のデータを活用する農業情報クラウド

①センシング画像を広域収集する
　新サービス※（㈱オプティム）
　※広域画像収集プラットフォーム

③生育調査等の
　データを活用する
　農業情報クラウド

②データに基づいた管理作業の通知や
　ほ場情報の見える化を行う農作業・
　ほ場管理アプリ（㈱オプティム）

地域版農業情報クラウド

★
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生産規模の異なる花き球根生産者を広域連携する球根版スマート農業サービスの確立
富山県花卉球根農業協同組合、（農）富山東部球根プラント組合、富山西部球根プラント
(株)、埜村丈雄、城宝清幸、株）ヰセキ関西中部、富山県（農業技術課広域普及指導セン
ター、砺波農林振興センター、新川農林振興センター、農林水産総合技術センター）、砺
波市球根組合、新川地区球根組合、砺波市、南砺市、入善町

○富山球根の強みは球根組合が一元体制のもと生産指導・集荷販売・価格調整・マーケティングを行っ
て、 時代のニーズにあった品質と品種バランスをコントロール

○近年、輸入球根との競合により収益力が低下し、新規担い手不足と高齢化が進み、生産量が減少
○「農地・人・スマート農機・情報」を提供・共有し、家族完結型から地域連携型への転換がポイント

○スマート農機利用時でも、負担可能な作業請負料金：186,700 円 /10a
○スマート農機サービス利用及び多品目拡大により経営全体の利益増加率54％
○地域連携型生産体制による球根生産の実運用。

（農）富山東部球根プラント組合ほか（富山県砺波市ほか）実証面積：2.0ha

実証課題名

構　成　員

＜地域連携型生産体制への構造転換＞
　大規模生産者と小規模生産者の連携によって、
「農地・人・スマート農機・情報」を相互に提供・
共有し、足腰の強い地域農業を確立し、総合球
根産地の復活を目指したい。 
＜大規模生産者の役割＞
　・スマート農機利用の大ロット生産へ
　・圃場と品種の集約化へ
＜小規模生産者・ベテラン生産者の役割＞
　・農地集約化の共有連携
　・大ロット生産に必要な人材を提供連携
　・多品種小ロット生産に特化

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①球根植付ロボット ②球根収穫ロボット ③営農支援ツール ④気象・土壌モニタリング

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①球根植付ロボット ②球根収穫ロボット ③営農支援ツール ④気象・土壌モニタリングシステム

▶実証代表 富山県花卉球根農業協同組合　藤岡昭宏

富山県花卉球根農業協同組合　担当：藤岡    
e-mail: fujioka@tba.or.jp 　TEL: 0763-33-2448

▶視察等の受入について問い合わせ先

★
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実証テーマ 新サービス　 品目 大麦、大豆
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房どりミニトマトを核としたポストコロナ型生産流通体系の実証

千葉大学、（株）福井和郷、福井県農業試験場、ヤンマーグリーンシステム（株）、
パナソニックプロダクションエンジニアリング（株）、（株）メディカル青果物研究所

ポストコロナにおける新しい生活様式にも対応しつつ、商流と結びついたスマート農業の取組や、
人手の介入を極力抑えた非接触型生産への対応が急務。

①房どり体系により、生産から出荷までにかかる労働時間を 3 割以上削減、品種および生産方法
の選択により、フードロス (裂果 ) を 2割以上削減。

②また非接触型の流通により、果実に付着する衛生微生物数を平均 1/10 に低減することを実証。
③衛生微生物数を低減させる生産流通システムにより清浄野菜等で 1 割以上の付加価値向上を経
営実証。

3-23
（株）福井和郷（福井県高浜町） 実証面積：0.15ha

実証課題名

構　成　員

　品種活用、生産、流通まで民間企業を中心とした国産技術群のパッケー
ジ化を社会実装し、ポストコロナ時代の青果物生産流通のモデルを提示
します。
　特に、衛生管理が十分可能な、生産流通体系の実証をポイントにして、
要素技術と統合モデル双方の活用普及を積極的にはかります。
　具体的なターゲットは需要が増加しているミニトマトで、生産から流
通のスマート化により、省力化と衛生管理の同時達成を目指します。シ
ステム全体として、コスト低減、高付加価値化を図ります。
　本プロジェクトを通じて、生産のロボット化の着実な社会実装と青果
物流通の革新を目指します。

▶実証代表 千葉大学　中野明正　anakano@chiba-u.jp
要相談　e-mail：anakano@chiba-u.jp▶視察等の受入について

問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

★

①ミニトマトNSP生産実証
　（福井県農業試験場）

②ミニトマト安定生産システム
　（千葉大学柏の葉キャンパス）

③自動収穫ロボット
　（千葉大学柏の葉キャンパス）

④総合品質評価システム
　（メディカル青果物研究所）

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①房どりに適したミニトマト品種 ②ミニトマト安定生産システム ③自動収穫ロボット 
④総合品質評価システム
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北
　
陸

実証テーマ リモート化　 品目 ミニトマト
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★

新たな農業支援サービス、スマート商流及び新たな生活様式に対応した果樹産地の
発展モデル構築の実証
岐阜県、(株)えな笠置山栗園、（農）アグリアシスト中野方、東美濃栗振興協議会、JAひ
がしみの、（株）七福、岐阜大学応用生物科学部、（株）東海近畿クボタ、キーウェアソ
リューションズ（株）、ソフトバンク（株）、（一社）岐阜県農畜産公社、中津川市農林部農
業振興課、恵那市農林部農政課、（一社）岐阜県農業会議

★

〇本実証地域は、中山間地域に位置するため担い手や労働力の確保が難しく、生産体制維持や技
術継承が困難となっていることから、高品質なクリの安定供給が課題となっている。
〇VR技術等を活用した効率的な選定技術の伝承や、スマート農業機器のシェアリング等による新
たな農業支援サービスの提供により産地の維持・発展を図る。

○スマート農機の導入による作業負担軽減及びシェアリングによる導入コスト 50％削減。
○ＶＲ技術等の導入による剪定師合格率 20％向上 等
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新たな農業支援サービス、スマート商流及び新たな生活様式に対応した果樹産地の

（株）えな笠置山栗園ほか（岐阜県恵那市） 実証面積：34ha

実証課題名

構　成　員

　「栗きんとん」発祥の地として生産者・地元菓子業
者・関係機関が一体となって恵那のクリ産地は発展
してきました。
　スマート農業機器の活用による作業負担軽減や経
営改善、ベテラン生産者から担い手へのスムーズな
技術伝承、流通の最適化などにより産地の更なる発
展を目指します。
　農商連携の実証プロジェクトとして実証結果を発
信していきます。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①直進アシスト
　機能付きトラクタ

⑤剪定技術伝承のための
　VR・e-ラーニングシステム

②リモコン式草刈機 ③ＱＲコードによる
　流通管理

④防除用ドローン

▶実証代表 岐阜県農政部農政課　　e-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp
岐阜県農政部農政課　　TEL：058-272-1111（内 2808）▶視察等の受入について

問い合わせ先

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①直進アシスト機能付きトラクタ ②リモコン式草刈機 ③ＱＲコードによる流通管理
④防除用ドローン ⑤剪定技術伝承のためのＶＲ・ e- ラーニングシステム

栽培情報 適期加工
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房どりミニトマトを核としたポストコロナ型生産流通体系の実証

千葉大学、（株）福井和郷、福井県農業試験場、ヤンマーグリーンシステム（株）、
パナソニックプロダクションエンジニアリング（株）、（株）メディカル青果物研究所

ポストコロナにおける新しい生活様式にも対応しつつ、商流と結びついたスマート農業の取組や、
人手の介入を極力抑えた非接触型生産への対応が急務。

①房どり体系により、生産から出荷までにかかる労働時間を 3 割以上削減、品種および生産方法
の選択により、フードロス (裂果 ) を 2割以上削減。

②また非接触型の流通により、果実に付着する衛生微生物数を平均 1/10 に低減することを実証。
③衛生微生物数を低減させる生産流通システムにより清浄野菜等で 1 割以上の付加価値向上を経
営実証。

（株）福井和郷（福井県高浜町） 実証面積：0.15ha

実証課題名

構　成　員

　品種活用、生産、流通まで民間企業を中心とした国産技術群のパッケー
ジ化を社会実装し、ポストコロナ時代の青果物生産流通のモデルを提示
します。
　特に、衛生管理が十分可能な、生産流通体系の実証をポイントにして、
要素技術と統合モデル双方の活用普及を積極的にはかります。
　具体的なターゲットは需要が増加しているミニトマトで、生産から流
通のスマート化により、省力化と衛生管理の同時達成を目指します。シ
ステム全体として、コスト低減、高付加価値化を図ります。
　本プロジェクトを通じて、生産のロボット化の着実な社会実装と青果
物流通の革新を目指します。

▶実証代表 千葉大学　中野明正　anakano@chiba-u.jp
要相談　e-mail：anakano@chiba-u.jp▶視察等の受入について

問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

★

①ミニトマトNSP生産実証
　（福井県農業試験場）

②ミニトマト安定生産システム
　（千葉大学柏の葉キャンパス）

③自動収穫ロボット
　（千葉大学柏の葉キャンパス）

④総合品質評価システム
　（メディカル青果物研究所）

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①房どりに適したミニトマト品種 ②ミニトマト安定生産システム ③自動収穫ロボット 
④総合品質評価システム
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東
　
海

実証テーマ 新サービス　 品目 クリ、水稲
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★

JA西三河における生産から流通・販売のデータ駆動一貫体系の実証

愛知県、下村堅二、ＪＡあいち経済連、ＪＡ西三河、PwCあらた有限責任監査法人、東
海ローディング(株)、(株)エヌアイシー、IT工房Z(株)

　JA 西三河きゅうり部会では 10 年で単収を約 30％向上している。しかし、キュウリの販売に
おいて品種や味・糖度など特色を出しづらく、差別化が難しく、日による生産量の増減が大きい
品目である。また、物流においては、青果物の産地基盤の縮小に伴い、継続輸送を行うためには
非効率な輸送が課題となっている。

○出荷情報の活用による積載率の向上（5%向上を目標）
○レギュラー販売と袋詰め販売の収益差（5%向上を目標）
○袋詰め機導入による農業所得 3%向上

3-25
JA西三河きゅうり部会生産者ほか（愛知県西尾市） 実証面積：11.4ha

実証課題名

構　成　員

　JA西三河きゅうり部会は部会全体の経営規模、
収益等をあげるための方策に取り組んでいます。
その一つとして流通・販売に取り組み、産地全体
で発展するモデルの構築を目指します。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

きゅうり養液栽培ハウス

▶実証代表 愛知県農業総合試験場普及戦略部技術推進室
電話：0561-62-0085　e-mail：nososi@pref.aichi.lg.jp
西三河農業協同組合　営農部営農企画課
電話：0563-56-5274　e-mail：einoukikaku@ja-nishimikawa.com

▶視察等の受入について
問い合わせ先

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

①きゅうり環境データ等の収集 ②袋詰め機の高度化 ③出荷予約モデルの構築

実証する技術体系の概要

①環境データの収集 ②袋詰め機の高度化 ③出荷予想モデルの構築　　　　　　　　　

JA西三河きゅうり部会・全員にモニタリングシステム
（あぐりログ）が導入・データ共有されている
⇒蓄積されたデータを出荷予測に活用

包装機を導入し、産地で商品化を可能に

生産者/形状･重量
情報蓄積

生産者コードと結び付け
売り上げ分配機能 消費者とつながる

ＱＲコード

下村　堅二愛知県産きゅうり￥１９８ＱＲコードから生産者情報をチェック！▶画像処理
等階級決定

任意の本数で袋詰め

包装機 ラベラー
データ管理
パソコン

画像処理

栽培管理へのフィードバック

品質向上

販売自由度
向上

産地と消費者
をつなぐ

鮮度向上

JANコード
QRコード
ラベル発行

実証テーマ スマート商流　 品目 キュウリ、いちご
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ドローンを使った農作業のシェアリング体系の実証

（株）つじ農園、東海スカイテック（株）、 ドローン・ジャパン（株）、三重北部ドローン
シェアリング部会、三重県津地域農業改良普及センター

★

○担い手への農地集積が進む一方で、熟練者の減少と労働力不足により、適期の作業を逃してし
まうことがあり、期待される収量・品質が得られていない。
○ 当地は栽培面積 30ha 以下の中小規模の生産者が多く、高額なドローンを購入しても稼働面積
が小さく、費用対効果が低いことが技術導入の妨げとなっている。

○散布用ドローンのシェアリングにより、導入コストを 35％削減。
○リモートセンシング用ドローンのシェアリングにより、導入コストを 65％削減。
○労働時間を 10％削減。
○適期の防除作業により、カメムシ被害による着色米割合を 11％→6％に低減。

3-26
（株）つじ農園（三重県津市） 実証面積：150ha

実証課題名

構　成　員

　私たちが活動している三重県津市大里地区は、平安時代に
作られた古書「和名類聚抄」に記録があるとして、「千年
村」の認証を受けています。1000年以上前から、この地でお
米を作り続けてきました。しかし、農家の高齢化と離農、担
い手への作業負担の増大は避けられません。「これから先
1000年も、ここで安定してお米を作りたい」その一心で、最
新技術を導入して農業経営を効率化するために、より広い地
域から仲間が集まりました。ドローンにかかる「機体」と「オ
ペレーター」を仲間でシェアし、ともに生産能力を高めるこ
とは、今後1000年を見据えた私たちの生き残り戦略です。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

大里地区 千年村の水田

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

① MDSS：ドローンとオペレーターの
　　　　    シェアリングシステム

②リモートセンシングドローン ③散布ドローン

実証する技術体系の概要

①三重ドローンシェアリングシステム(MDSS)運用 ②リモートセンシング用ドローンのシェアリング 
③散布用ドローンのシェアリング

▶実証代表 株式会社つじ農園　辻 武史
辻 武史 059-202-2205　info@tarafuku.org▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証テーマ 新サービス　 品目 麦、水稲3-25

★

JA西三河における生産から流通・販売のデータ駆動一貫体系の実証

愛知県、下村堅二、ＪＡあいち経済連、ＪＡ西三河、PwCあらた有限責任監査法人、東
海ローディング(株)、(株)エヌアイシー、IT工房Z(株)

　JA 西三河きゅうり部会では 10 年で単収を約 30％向上している。しかし、キュウリの販売に
おいて品種や味・糖度など特色を出しづらく、差別化が難しく、日による生産量の増減が大きい
品目である。また、物流においては、青果物の産地基盤の縮小に伴い、継続輸送を行うためには
非効率な輸送が課題となっている。

○出荷情報の活用による積載率の向上（5%向上を目標）
○レギュラー販売と袋詰め販売の収益差（5%向上を目標）
○袋詰め機導入による農業所得 3%向上

JA西三河きゅうり部会生産者ほか（愛知県西尾市） 実証面積：11.4ha

実証課題名

構　成　員

　JA西三河きゅうり部会は部会全体の経営規模、
収益等をあげるための方策に取り組んでいます。
その一つとして流通・販売に取り組み、産地全体
で発展するモデルの構築を目指します。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

きゅうり養液栽培ハウス

▶実証代表 愛知県農業総合試験場普及戦略部技術推進室
電話：0561-62-0085　e-mail：nososi@pref.aichi.lg.jp
西三河農業協同組合　営農部営農企画課
電話：0563-56-5274　e-mail：einoukikaku@ja-nishimikawa.com

▶視察等の受入について
問い合わせ先

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

①きゅうり環境データ等の収集 ②袋詰め機の高度化 ③出荷予約モデルの構築

実証する技術体系の概要

①環境データの収集 ②袋詰め機の高度化 ③出荷予想モデルの構築　　　　　　　　　

JA西三河きゅうり部会・全員にモニタリングシステム
（あぐりログ）が導入・データ共有されている
⇒蓄積されたデータを出荷予測に活用

包装機を導入し、産地で商品化を可能に

生産者/形状･重量
情報蓄積

生産者コードと結び付け
売り上げ分配機能 消費者とつながる

ＱＲコード

下村　堅二愛知県産きゅうり￥１９８ＱＲコードから生産者情報をチェック！▶画像処理
等階級決定

任意の本数で袋詰め

包装機 ラベラー
データ管理
パソコン

画像処理

栽培管理へのフィードバック

品質向上

販売自由度
向上

産地と消費者
をつなぐ

鮮度向上

JANコード
QRコード
ラベル発行
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3-27

★

農業インフラの多目的活用による多面的機能発揮と強靭な中山間農業のための技術
体系の実証

三重大学、（農）元丈の里営農組合、立梅用水土地改良区、(一社)ふるさと屋、農研機構
農村工学研究部門、京都先端科学大学、ベジタリア(株)、(株)協和コンサルタンツ、
(株)NTTアグリテクノロジー、(株)クロノステック

台風の巨大化や降雨の激甚化といった自然条件の変化にある中、農業用水である立梅用水を利用
して流域全体で治水を実施することが求められている。また、農業従事者の高齢化により里山活
動が減少することでヒトと野生鳥獣の境界線がこわれ、地域に侵入し農作物の食害が多くなって
いる。このため、減災防災、獣害対策を目的とした監視システムの実証により、地域の強靭化を
図り、定住を促進する必要がある。

○情報通信ネットワークの統合により従来のランニングコストを 20％低減。
○スマート施設管理の導入により洪水緩和機能を 20％向上、湛水被害を 30％削減。
○スマート水管理により水配分に関するクレームを 50％削減。
○スマート獣害対策の導入により野生獣による被害額を 40％削減。

3-27

農業インフラの多目的活用による多面的機能発揮と強靭な中山間農業のための技術

（農）元丈の里営農組合（三重県多気町） 実証面積：7.6ha

実証課題名

構　成　員

　多気町勢和地域を潤す立梅用水は開設から約200年となり、農業用水としての機
能のみならず、防災用水、地域教育等といった9つの多面的機能を農業従事者だけ
でなく、地域全体で形成してきた。また、あじさい一万本植樹運動やあじさいまつ
りを開催するなど、地域住民の心のよりどころになっている。地域では立梅用水を
今後200年繋いでいくために農業を継続するとともに、様々な活動を始めており、
継続のためには農村の維持が重要であり、立梅用水、水田やため池を利用して、地
域全体で洪水緩和、湛水被害の削減を行う強靭な地域を構築する必要がある。ま
た、農業に大きなダメージとなっている野生獣（シカ、イノシシ、サル）による農
作物の食害を防いでいなかければ、離農がすすみ地域が荒廃してしまう。
　本実証プロジェクトでは、農業用水、水田や農業水利施設を有効に利用した流域
治水を図り、かつ野生鳥獣の被害軽減により継続的な農業を行える環境整備といっ
た中山間地域のモデル地区になれるよう、農業・農村の強靭化を図る。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

勢和地域の風景

▶実証代表 三重大学大学院生物資源学研究科　岡島賢治
一般社団法人ふるさと屋  http://furusatoya-taki.com / TEL：0598-67-5457▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

①情報通信ネットワークの整備 ②水路・ため池のリアルタイム
　監視によるスマート水管理

③防災機能を発揮するための
　スマート施設管理

④野生獣被害軽減のための
　スマート獣害対策

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術 ①適切な情報ネットワーク環境の構築と実証 ②水路及びため池の水位監視による適切な用水配分
③水路およびため池の水位監視・制御による洪水緩和機能の向上 ④獣害監視システムの構築

元丈の里営農組合ゆめ工房

営農組合事務所 Wi-Fi LPWA SIM

片野地区

朝柄地区

波多瀬
地区

古江地区

丹生地区

実証テーマ 強靭な地域農業　 品目 麦、大豆
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3-28

★丹波地域における有機野菜栽培のリモート化を通じた持続可能な営農モデルの実証 

(株)マプリィ、(株)パブリック・キッチン、新池古池水利組合、(株)デザイオ、(株)ＭＯＭ
Ｏ、（株）燦環境デザイン、ネイチャーダイン(株)、(株)シーテック

丹波での露地有機野菜は小規模多品目栽培で、多種多様な作業の省力化が求められ、本課題では
病害発見 (見回り )、収穫物の運搬、除草を中心に省力化効果を検証する。

○栽培管理総作業時間の削減：25時間/10a・年(約10％減)
○地域内除草受託（シェアリング）：サービス料の10％減。
○育苗時の生育促進：生育期間20％減。
○営農設備防災減災効果：大規模災害被害想定額5割減。

3-28
(株)パブリック・キッチン（兵庫県丹波市） 実証面積：1.5ha

実証課題名

構　成　員

【背景・課題】
　消費者の有機農産物への関心は近年高まっていますが、さ
らに世界的に脱炭素への取り組みが加速していることで有機
農業へさらなる期待が寄せられています。
　有機農業の拡大に向けて、小規模でも利用可能で省力化を
実現する製品群として、マルチに活躍する自動草刈り等の電
動ユニットや育苗プランターのハードウェアと、アクセシビ
リティ・ユーザリティを高めるソフトウェアを連携して実証
します。
　また、近年多発する災害に対して営農設備防災のためのソ
リューションの確立を目指します。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 株式会社マプリィ　山口　圭司
連絡先：株式会社マプリィ　（e-mail：smart_agri＠mapry.co.jp）▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①データ解析・マッピングツール ②汎用ロボティクスユニット ③リモートセンシング ④雑草生育抑制技術 
⑤内城菌活用＋オーガニックプランター ⑥流体シミュレーション＋簡易対策資材

①データ解析・
　マッピングツール
　「Mapry」

②汎用ロボティクス
　ユニット
　「Agri Mover」

③リモートセンシング
　「AgriPalette」

④雑草生育抑制技術
　(重曹使用)「インター
　レジェンス工法」

⑤内城菌活用＋
　オーガニックプランター
　「SoBiC」

⑥流体シミュレーション
　＋簡易対策資材
　「KODOBOKU」

実証テーマ リモート化　 品目 サツマイモ、タマネギ等（有機）3-27

★

農業インフラの多目的活用による多面的機能発揮と強靭な中山間農業のための技術
体系の実証

三重大学、（農）元丈の里営農組合、立梅用水土地改良区、(一社)ふるさと屋、農研機構
農村工学研究部門、京都先端科学大学、ベジタリア(株)、(株)協和コンサルタンツ、
(株)NTTアグリテクノロジー、(株)クロノステック

台風の巨大化や降雨の激甚化といった自然条件の変化にある中、農業用水である立梅用水を利用
して流域全体で治水を実施することが求められている。また、農業従事者の高齢化により里山活
動が減少することでヒトと野生鳥獣の境界線がこわれ、地域に侵入し農作物の食害が多くなって
いる。このため、減災防災、獣害対策を目的とした監視システムの実証により、地域の強靭化を
図り、定住を促進する必要がある。

○情報通信ネットワークの統合により従来のランニングコストを 20％低減。
○スマート施設管理の導入により洪水緩和機能を 20％向上、湛水被害を 30％削減。
○スマート水管理により水配分に関するクレームを 50％削減。
○スマート獣害対策の導入により野生獣による被害額を 40％削減。

（農）元丈の里営農組合（三重県多気町） 実証面積：7.6ha

実証課題名

構　成　員

　多気町勢和地域を潤す立梅用水は開設から約200年となり、農業用水としての機
能のみならず、防災用水、地域教育等といった9つの多面的機能を農業従事者だけ
でなく、地域全体で形成してきた。また、あじさい一万本植樹運動やあじさいまつ
りを開催するなど、地域住民の心のよりどころになっている。地域では立梅用水を
今後200年繋いでいくために農業を継続するとともに、様々な活動を始めており、
継続のためには農村の維持が重要であり、立梅用水、水田やため池を利用して、地
域全体で洪水緩和、湛水被害の削減を行う強靭な地域を構築する必要がある。ま
た、農業に大きなダメージとなっている野生獣（シカ、イノシシ、サル）による農
作物の食害を防いでいなかければ、離農がすすみ地域が荒廃してしまう。
　本実証プロジェクトでは、農業用水、水田や農業水利施設を有効に利用した流域
治水を図り、かつ野生鳥獣の被害軽減により継続的な農業を行える環境整備といっ
た中山間地域のモデル地区になれるよう、農業・農村の強靭化を図る。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

勢和地域の風景

▶実証代表 三重大学大学院生物資源学研究科　岡島賢治
一般社団法人ふるさと屋  http://furusatoya-taki.com / TEL：0598-67-5457▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

①情報通信ネットワークの整備 ②水路・ため池のリアルタイム
　監視によるスマート水管理

③防災機能を発揮するための
　スマート施設管理

④野生獣被害軽減のための
　スマート獣害対策

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術 ①適切な情報ネットワーク環境の構築と実証 ②水路及びため池の水位監視による適切な用水配分
③水路およびため池の水位監視・制御による洪水緩和機能の向上 ④獣害監視システムの構築

元丈の里営農組合ゆめ工房

営農組合事務所 Wi-Fi LPWA SIM

片野地区

朝柄地区

波多瀬
地区

古江地区

丹生地区
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3-29

淡路島から発信！ほ場利用率300%が挑む、SDGs社会の実現に向けた施設園芸と露
地野菜を組み合わせた ハイブリッド地域社会農業の実証 
（一社）スマートな島ぐらし推進協議会、（株）アクアヴェルデAWAJI、リベラ（株）、
（株）神戸デジタル・ラボ、ヤンマーアグリジャパン（株）、（福）淡路島福祉会、三篠環境
整備隊、兵庫県立農林水産技術総合センター、南あわじ市産業建設部、神戸大学大学
院、（一社）食品需給研究センター ★

○水稲と露地野菜を組み合わせた三毛作が行われている。
○高収益化と環境負荷軽減を目指し、超節水環境適応型ハウスを導入。
○一方、担い手不足により安定的な労働力確保が課題。

○ミニトマト
摘葉作業時間を 23％削減し、さらに秀品率を現状の 70％から 80％に向上する。
○ハクサイ
省力化機械の導入およびシェアリングにより、経営基盤強化と地域農業への貢献。

3-29

淡路島から発信！ほ場利用率300%が挑む、SDGs社会の実現に向けた施設園芸と露

（株）アクアヴェルデAWAJI （兵庫県南あわじ市） 実証面積：1.1ha

実証課題名

構　成　員

　南あわじ地域の農業は、その
生産循環システムが日本農業遺
産に認定されており、農業が盛
んな地域です。
実証生産者は、新規就農者支援
や農福連携にも積極的に努めて
います。
　本事業では、スマート機器の
活用による新たな雇用機会の創
出を目指します！

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

①自律自走式センシングロボット ②ウェアラブルデバイス ③乗用管理機

実証する技術体系の概要

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ミニトマト：熟練者並みの作業精度を実現するIT技術の活用【①自律自走式センシングロボット＋②ウェアラブル
デバイス】、ハクサイ：作業管理アプリ等を活用した農機のスマートシェアリング 【③乗用管理機】

▶実証代表 （一社）スマートな島ぐらし推進協議会

（一社）スマートな島ぐらし推進協議会　奥野　竜平
TEL：0799-38-6107　  e-mail：info@sil.or.jp

▶視察等の受入について問い合わせ先

実証テーマ 強靭な地域農業　 品目 ミニトマト、ハクサイ
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3-30

中山間地域の高齢化・離農に対するスマートシェアリング産地支援ス
キームの構築実証
(株)パンドラファームグループ、農業生産法人(有)王隠堂農園、(有)御浜
天地農場、今西清次、仁司与士久、吉田公司、岡本好司、井関角宜、菊本佳
孝、山崎裕康、妙瀬田宏、内芝和也、(株)日本総合研究所、ベジタリア(株)

　急勾配の農地が多い中山間地域の果樹農家では高齢化が進み、継続的に農業を維持いていく為
には、作業時間の削減と作業負担の軽減が不可欠である。そのような背景の下、スマート農機へ
の期待は大きいが、一戸当たりの経営面積が小さく高額な機械の導入は難しいのが実態である。

○リモコン式草刈機の導入により、労働時間の 20%以上の削減と安全性を確保。
○追従型自走運搬車の導入により、労働時間 10％の削減と労働負担を軽減。
○シェアリングを効率よく行うため、栽培管理システムの開発とスキームを検証。

3-30
（有）王隠堂農園ほか（奈良県五條市ほか） 実証面積：23.29ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

目　　標

　私たち中山間地域の果樹農家が、次の世代、次の次の世代へ
と果実の生産体制をつなげていくには、過酷な労働環境を改善
し、若手を育てなければならない。スマート農業技術による作
業時間の削減と作業負担の軽減への期待は非常に大きいが、
個々の農家で導入した場合の導入コストの負担は大きい。
　本実証プログラムでは、地域の中核農業者であり実需者であ
る㈱パンドラファームグループが地域の農家と共にスマート農
機のシェアリングを行い、稼働率を上げ導入コストを削減して
普及につなぐ実証実験を行う。また、スマート農機の専属オペ
レーターの育成を行い、労働力不足の解消を実証する。これに
より、現実的で新しい「スマート農業シェアリングサービス」
を確立し、中山間地域の果樹農家を明るい未来に導く！

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要

①追従型自走運搬車 ②リモコン式草刈機 ③営農管理システム ④気象環境測定装置

②リモコン式草刈機
　アグリア 9600

①追従型自走運搬車
     agbee

③営農管理システム
　圃場生育管理システム（梅･柿)

④気象環境測定装置

▶実証代表 （株）パンドラファームグループ　電話番号：0736-66-9966
e-mail：momono.3@gamma.ocn.ne.jp
同上▶視察等の受入について

問い合わせ先

Fieldserver Fieldcom

御浜天地の梅圃場

★

★

★

実証テーマ 新サービス　 品目 ウメ、柿、ミカン3-29

淡路島から発信！ほ場利用率300%が挑む、SDGs社会の実現に向けた施設園芸と露
地野菜を組み合わせた ハイブリッド地域社会農業の実証 
（一社）スマートな島ぐらし推進協議会、（株）アクアヴェルデAWAJI、リベラ（株）、
（株）神戸デジタル・ラボ、ヤンマーアグリジャパン（株）、（福）淡路島福祉会、三篠環境
整備隊、兵庫県立農林水産技術総合センター、南あわじ市産業建設部、神戸大学大学
院、（一社）食品需給研究センター ★

○水稲と露地野菜を組み合わせた三毛作が行われている。
○高収益化と環境負荷軽減を目指し、超節水環境適応型ハウスを導入。
○一方、担い手不足により安定的な労働力確保が課題。

○ミニトマト
摘葉作業時間を 23％削減し、さらに秀品率を現状の 70％から 80％に向上する。
○ハクサイ
省力化機械の導入およびシェアリングにより、経営基盤強化と地域農業への貢献。

（株）アクアヴェルデAWAJI （兵庫県南あわじ市） 実証面積：1.1ha

実証課題名

構　成　員

　南あわじ地域の農業は、その
生産循環システムが日本農業遺
産に認定されており、農業が盛
んな地域です。
実証生産者は、新規就農者支援
や農福連携にも積極的に努めて
います。
　本事業では、スマート機器の
活用による新たな雇用機会の創
出を目指します！

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

①自律自走式センシングロボット ②ウェアラブルデバイス ③乗用管理機

実証する技術体系の概要

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ミニトマト：熟練者並みの作業精度を実現するIT技術の活用【①自律自走式センシングロボット＋②ウェアラブル
デバイス】、ハクサイ：作業管理アプリ等を活用した農機のスマートシェアリング 【③乗用管理機】

▶実証代表 （一社）スマートな島ぐらし推進協議会

（一社）スマートな島ぐらし推進協議会　奥野　竜平
TEL：0799-38-6107　  e-mail：info@sil.or.jp

▶視察等の受入について問い合わせ先
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3-31

多品目広域連携で実現させる「AaaS（農業版MaaS）」によるAI農機シェアリング
県立広島大学、庄原商工会議所、（同）重原農園、㈱いづも農縁、㈱勝部農産、カン
ドーファーム㈱、(有)コスモ21、㈱vegeta、㈱宇惠ファーム、ファームナガタ84、
村岡農園、白根リンゴ園、農縁たねまき、（農）くまの、㈱エネルギア・コミュニケー
ションズ、㈱中四国クボタ、広島県（農林水産局農業経営発展課、北部農業技術指導
所）、庄原市、三次市

　現在、スマート農機類の導入において、通信網の課題やイニシャルコストの負担等の課題から、
即導入し経営拡大できる状況には至っていない。我々はMaaS（Mobility as a Service，交通系
AIシステム）を農業分野に転用したシェアリングシステム「AaaS」（Agriculture as a Service）を
用い、農機と人的資源を高度にシェアリングするしくみを構築する。

○スマート機械の導入及びAaaS の実装により、機械シェア日数を最大で 200日とし、
　生産面積 10％増加、売上高 10％以上の増加、20%の経営改善、及び 5％の作業性向上を目指す。

3-31

多品目広域連携で実現させる「AaaS（農業版MaaS）」によるAI農機シェアリング

（同）重原農園ほか （広島県庄原市ほか） 実証面積：477ha

実証課題名

構　成　員

　今回の取組みは、地域のグループリーダーである若い生産者
が「放棄地が増え続ける地域を、スマート技術で救えないか」
との思いから、若い農業者の仲間を集めて議論した活動から生
まれました。地域に足りないモノがあっても決して諦めるので
はなく、専門家に協力を依頼しつつ、産学官のすべての力を結
集し、補うことができました。その結果、この度、より先進性
があり、かつ、実効性も備わった新たなシェアリングシステム
「AaaS」の可能性を実証する機会を頂きました。
　私たちの取組みが、全国の中山間地域の農業における深刻な
課題を解決できる一助になればと考えています。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 広島県公立大学法人 県立広島大学 生物資源科学部 三苫好治（みとま よしはる）

問い合わせ先：庄原商工会議所（本平正宏）
（e-mail：motohira@shobara.or.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

実証する技術体系の概要

①自走トラクター ①ロボットトラクター ①収量コンバイン ②農業用ドローン

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①ロボットトラクター＋収量コンバイン ②農業用ドローン ③AaaS への改装（高度シェアリングシステム）

重原農園（庄原市内）

★
★

実証テーマ 新サービス　 品目 キャベツ、水稲、大麦他
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3-31

多品目広域連携で実現させる「AaaS（農業版MaaS）」によるAI農機シェアリング
県立広島大学、庄原商工会議所、（同）重原農園、㈱いづも農縁、㈱勝部農産、カン
ドーファーム㈱、(有)コスモ21、㈱vegeta、㈱宇惠ファーム、ファームナガタ84、
村岡農園、白根リンゴ園、農縁たねまき、（農）くまの、㈱エネルギア・コミュニケー
ションズ、㈱中四国クボタ、広島県（農林水産局農業経営発展課、北部農業技術指導
所）、庄原市、三次市

　現在、スマート農機類の導入において、通信網の課題やイニシャルコストの負担等の課題から、
即導入し経営拡大できる状況には至っていない。我々はMaaS（Mobility as a Service，交通系
AIシステム）を農業分野に転用したシェアリングシステム「AaaS」（Agriculture as a Service）を
用い、農機と人的資源を高度にシェアリングするしくみを構築する。

○スマート機械の導入及びAaaS の実装により、機械シェア日数を最大で 200日とし、
　生産面積 10％増加、売上高 10％以上の増加、20%の経営改善、及び 5％の作業性向上を目指す。

（同）重原農園ほか （広島県庄原市ほか） 実証面積：477ha

実証課題名

構　成　員

　今回の取組みは、地域のグループリーダーである若い生産者
が「放棄地が増え続ける地域を、スマート技術で救えないか」
との思いから、若い農業者の仲間を集めて議論した活動から生
まれました。地域に足りないモノがあっても決して諦めるので
はなく、専門家に協力を依頼しつつ、産学官のすべての力を結
集し、補うことができました。その結果、この度、より先進性
があり、かつ、実効性も備わった新たなシェアリングシステム
「AaaS」の可能性を実証する機会を頂きました。
　私たちの取組みが、全国の中山間地域の農業における深刻な
課題を解決できる一助になればと考えています。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 広島県公立大学法人 県立広島大学 生物資源科学部 三苫好治（みとま よしはる）

問い合わせ先：庄原商工会議所（本平正宏）
（e-mail：motohira@shobara.or.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

実証する技術体系の概要

①自走トラクター ①ロボットトラクター ①収量コンバイン ②農業用ドローン

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①ロボットトラクター＋収量コンバイン ②農業用ドローン ③AaaS への改装（高度シェアリングシステム）

重原農園（庄原市内）

★
★
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3-32

★
大規模果樹生産法人による収穫作業自動化によるスマート農業生産体系の一気通貫
化とスマート農機のロバスト化
農研機構果樹茶業研究部門、（農）世羅幸水農園、東京大学、立命館大学、(株)デンソー、
CDS経営戦略研究所、神奈川県農業総合センター、広島県東部農業技術指導所、広島
大学、農研機構基盤技術研究本部農業ロボティクス研究センター

★

○大規模生産法人において、省力化・軽労化が立ち後れている作業は収穫作業・剪定作業であり、
生産の効率化や規模拡大の上で課題。
○圃場生産性を高めるための大規模区画の基盤整備に伴い、果樹栽培以外に、園地周辺環境（法面）
の管理（除草）が大きな負担。

○省力樹形と自動収穫ロボット等の導入により労働時間（コスト )を 10%削減。
○圃場法面の除草作業時間を 50%以上削減。

3-32
（農）世羅幸水農園（広島県世羅町） 実証面積：0.42ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

目　　標

　世羅幸水農園はナシ大規模経営のパイオニアで
あり、東京ドーム約13個分にもなる日本最大級の
栽培面積を持つ果樹園です。主力のナシ栽培で
①収穫ロボットによる収穫作業の機械化
②無人走行車による収穫果実の搬送
③リモコン式草刈機による法面の除草
等の技術実証により、栽培の一層の効率化を図り、
生産力の向上を図ると共に、持続可能な大規模経
営の将来像を具現化します！
　そして、消費者の皆様方に今まで以上にご満足
頂ける果実をお届けします！

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要

①自動収穫ロボット＋果実収納システム ②リモコン式草刈機 ③営農管理システム ④気象環境測定装置

②リモコン式草刈機①自動収穫ロボット＋
　果実収納システム

③営農管理システム ④気象環境測定装置

世羅幸水農園の省力樹形ナシ圃場

▶実証代表 農研機構果樹茶業研究部門果樹生産研究領域
果樹スマート生産グループ

▶視察等の受入について
問い合わせ先

同上　担当：喜多（mkita@affrc.go.jp）

実証テーマ リモート化　 品目 ニホンナシ
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3-33

★

with コロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマートフード
チェーンの実証
長崎県（農林技術開発センター、県央振興局、農政課）、JA長崎せいひ このとうみ柑橘
部会、JA長崎せいひ （じげもん長与直売所、長与町農業後継者会）、NECソリューショ
ンイノベータ㈱、㈱デンソーウェーブ、NPO法人ドローンエイド、慶應義塾大学、シス
テムファイブ㈱、大青工業㈱、㈱アグリ未来長崎、長与町産業振興課、山口賢剛

★

　実証地区では、カンキツを中心にびわ、いちご等が生産され、卸売市場への出荷に加え、多く
の直売所が運営され地域内流通しています。新型コロナ感染症の拡大による社会情勢の変化の影
響で農産物の販売環境が変化する中、生産原価をできるだけ抑えた低コスト省力栽培体系を導入
するとともに、生産と出荷、販売を連携し、消費動向に即応したカンキツの出荷体制の構築や新
しい販売手法が必要となっています。

○販売と農産物の集荷機能を有する多機能型移動スーパーと RFID 利用無人レジ直売所を実証し、
　消費動向をリアルタイムで収集し、活用する流通・販売体制を構築する。
○営農指導支援システムやプレ選果、貯蔵システム等の導入により経営体の収益を５％向上する。

3-33

with コロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマートフード

ＪＡ長崎せいひ ことのうみ柑橘部会（長崎県長与町ほか） 実証面積：4.4ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

目　　標

  新型コロナ感染症の拡大は、家庭内需要の増加
などの変化を生む一方、農村地域においては、高
齢化の進展による買物難民の課題を拡大していま
す。そこで、RFID（電子タグ）を利用した無人レ
ジや農産物の集荷も行う多機能型移動スーパーを
実証し、出荷と販売が連携した農産物の新しい販
売手法を確立します。併せて、カンキツ栽培に様々
なスマート農業技術を導入することにより、低コ
スト省力化栽培体系を確立し、生産者の収益と消
費者の満足を実現する生産体制を実証します。

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要

①営農指導支援システム ②クラウド型かん水制御 ③運搬･防除用無人走行車 ④ドローンによる防除、出荷量推定
⑤摘果管理指南システム ⑥プレ選果システム ⑦AI貯蔵システム ⑧RFID利用無人レジシステム ⑨多機能型移動スーパー

④ドローン防除③運搬･防除農業用無人車 ⑧RFIDスマートレジシステム ⑨多機能型移動スーパー

ことのうみ地区のカンキツ圃場風景

▶実証代表 長崎県農林技術開発センター カンキツ研究室長 高見寿隆
長崎西彼農業協同組合 南部営農経済センター TEL：0957-47-5586▶視察等の受入について

問い合わせ先

RFID により
無人レジを実現

農産物集荷も行うことで
地域コミュニティ維持に貢献

実証テーマ スマート商流　 品目 温州ミカン、中晩柑
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3-34 

日本産イチゴの輸出拡大を強力に後押しするスマート高品質生産・出荷体系の構築 

農研機構九州沖縄農業研究センター、JA阿蘇いちご部会委託部、農研機構食品研究部
門、九州大学大学院農学研究院（環境農学部門、農業資源経済学部門）、長崎県立大学
情報システム学部、秋田県立大学生物資源学部、宇都宮大学農学部附属農場、熊本県
農業研究センター農産園芸研究所高原農業研究所、イオン九州(株)、日本通運(株)、(一
社) GAP普及推進機構、キヤノンITソリューションズ（株）、大石産業(株)

★

◯イチゴ生産拡大と収益力向上を図るため、中・大規模栽培での環境制御技術を導入した高設栽
培と共同選果施設を活用した高収益生産システムの構築が必要である。
◯海外に新たな市場を開拓し需要拡大と収益力拡大を図り、2025年度には輸出額 86 億円に増加
させる目標達成のため、輸出需要に対応した低コストな生産・流通システムの構築が切望され
ている。

○栽培時の25％省エネ、着色向上による商品性向上。
○生育特徴量計測精度90％以上、収量予測精度85％以上の達成、各種情報の見える化､遠隔指導技術。
○非破壊品質評価と選別ロボットの活用で、品質未達果実80％除去、パック詰め作業効率30％向上。
○高鮮度輸送技術により、着荷時の減損率を20％軽減、品質保持期間を４日程度延長。

3-34 
ＪＡ阿蘇いちご部会委託部（熊本県阿蘇市ほか） 実証面積：37ha

実証課題名

構　成　員

　我々の課題では JA 阿蘇いちご部会の協力を得て、ス
マート農業実証事業「阿蘇イチゴ」での実績を踏まえ、
更なる効率化を進めたスマート生産技術の導入と新たに
海外に新たな市場を開拓し需要拡大と収益性の拡大を図
り、2025年度には輸出額 86 億円に増加させる輸出拡大
目標達成に必要となる中・大規模栽培におけるスマート
農業技術を生産、出荷調製、流通に活用し、輸出需要に対
応したシームレスな技術体系を構築するとともに、その
導入効果を評価検証するための基盤データを提供します。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 農研機構九州沖縄農業研究センター
農研機構九州沖縄農業研究センター研究推進部研究推進室・096-242-7635▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

①局所適時環境調節技術に
　よる多収安定生産技術

②生育量計測技術、生育量・収量予測、
　各種関連情報の見える化

③出荷調製の省力化、高品質化 ④長期間鮮度保持輸送技術

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①局所適時環境調節技術を活用した多収安定生産技術 ②生育量計測技術、生育量・収量予測、各種関連情報の見
える化 ③非破壊品質評価技術を導入した選別・パック詰めロボットの実証 ④輸出に対応した長期間鮮度保持技術

実証テーマ 輸出　 品目 いちご3-33

★

with コロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマートフード
チェーンの実証
長崎県（農林技術開発センター、県央振興局、農政課）、JA長崎せいひ このとうみ柑橘
部会、JA長崎せいひ （じげもん長与直売所、長与町農業後継者会）、NECソリューショ
ンイノベータ㈱、㈱デンソーウェーブ、NPO法人ドローンエイド、慶應義塾大学、シス
テムファイブ㈱、大青工業㈱、㈱アグリ未来長崎、長与町産業振興課、山口賢剛

★

　実証地区では、カンキツを中心にびわ、いちご等が生産され、卸売市場への出荷に加え、多く
の直売所が運営され地域内流通しています。新型コロナ感染症の拡大による社会情勢の変化の影
響で農産物の販売環境が変化する中、生産原価をできるだけ抑えた低コスト省力栽培体系を導入
するとともに、生産と出荷、販売を連携し、消費動向に即応したカンキツの出荷体制の構築や新
しい販売手法が必要となっています。

○販売と農産物の集荷機能を有する多機能型移動スーパーと RFID 利用無人レジ直売所を実証し、
　消費動向をリアルタイムで収集し、活用する流通・販売体制を構築する。
○営農指導支援システムやプレ選果、貯蔵システム等の導入により経営体の収益を５％向上する。

ＪＡ長崎せいひ ことのうみ柑橘部会（長崎県長与町ほか） 実証面積：4.4ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

目　　標

  新型コロナ感染症の拡大は、家庭内需要の増加
などの変化を生む一方、農村地域においては、高
齢化の進展による買物難民の課題を拡大していま
す。そこで、RFID（電子タグ）を利用した無人レ
ジや農産物の集荷も行う多機能型移動スーパーを
実証し、出荷と販売が連携した農産物の新しい販
売手法を確立します。併せて、カンキツ栽培に様々
なスマート農業技術を導入することにより、低コ
スト省力化栽培体系を確立し、生産者の収益と消
費者の満足を実現する生産体制を実証します。

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要

①営農指導支援システム ②クラウド型かん水制御 ③運搬･防除用無人走行車 ④ドローンによる防除、出荷量推定
⑤摘果管理指南システム ⑥プレ選果システム ⑦AI貯蔵システム ⑧RFID利用無人レジシステム ⑨多機能型移動スーパー

④ドローン防除③運搬･防除農業用無人車 ⑧RFIDスマートレジシステム ⑨多機能型移動スーパー

ことのうみ地区のカンキツ圃場風景

▶実証代表 長崎県農林技術開発センター カンキツ研究室長 高見寿隆
長崎西彼農業協同組合 南部営農経済センター TEL：0957-47-5586▶視察等の受入について

問い合わせ先

RFID により
無人レジを実現

農産物集荷も行うことで
地域コミュニティ維持に貢献




