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な状況を踏まえ，本稿では，我が国の特徴的な農業

農業 ICT の隆盛

ICT ソリューションである AI 農業を踏まえ，取り

農業分野における ICT の活用が進んでいる．農

組みの最新状況についてまとめる．

機の自動運転は，2018 年より半自動走行（人間が
運転する農機に，自動運転農機が追従する）車が，

2020 年には完全自動走行車の発売が開始される見
込みで，普通乗用車よりも早い実用化となり，こ

@@匠の技の継承～ AI 農業～

れに合わせ，2017 年 3 月には，自動運転農機の安

従来，さまざまな分野において，「匠」と称さ

全性ガイドラインが制定された．これら，農機の

れる熟練者が注目され，その「暗黙知」の解析解

自動運転，本稿で紹介する AI（アグリ・インフォ

明が試みられている．農業においても篤農家とも

マティクス）農業や農業データ連携基盤，あるい

呼称される農業技術の「匠」が存在し，高い生産

は精密農業等の一連の農業 ICT に関する取り組み

性や品質を生み出す栽培技術を保有するとされる．

を，農林水産省は，「スマート農業」と名付け

1）

，

従来，篤農家の生産性は，長年にわたる家族，あ

同省の中核的な施策と位置づけ，内閣官房，内閣府，

るいは地域内での共同作業を通じて継承され，育

総務省，経済産業省等の各省とともに，政府全体

まれてきた．それを端的に示すのが「水やり 10 年」

で取り組みを進めている．我が国のさまざまな研

というよく知られた言い回しで，作物に的確に水

究開発の中でも，農業は，積極的な ICT 投資が実

をやるために 10 年という経験が必要という言い回

施されている分野と言える．

しである．AI 農業は，ICT の活用により，この

このように農業 ICT が急速に進展する背景には，
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10 年をどれほど短縮できるかという点が命題であ

我が国の農業が，担い手となる農家の高齢化と後継

る．一方，暗黙知の解明は，情報科学，特に人工

者不足という深刻な問題に直面している点と，多く

知能分野等において現在もさまざまな取り組みが

の地域における基幹産業の 1 つである農業活性化が

なされている．すでに，ディープラーニング等の

地域の雇用の受け皿として求められている点が挙げ

学習手法を用いた作物の収穫作業等の物理的な作

られる．実際，
農家の担い手数（基幹的農業従事者）

業に関する習熟化に関する取り組みが始められて

は，240 万人（2000 年）から 168 万人（2014 年）に，

いる．これに対し，AI 農業が対象とするのは，主

平均年齢は 62.2 歳（2000 年）から 66.8 歳（2014 年）

に農家の意志決定プロセスである．

であるが，70 歳を超えて平均年収が 1,000 万円以

AI 農業は，熟練農家の知見活用を目的とした研

上の農家は各地に実在している．このような高収益

究分野として，農林水産省が 2009 年に設置した「農

性を実現している農家の栽培ノウハウを早期に継承

業分野における情報科学の活用に係る研究会」にお

し，次世代の地域産業の 1 つとして農業を活性化

いて，「人工知能を用いたデータマイニングなどの

するための ICT 活用が求められている．このよう

最新の情報科学等に基づく技術を活用して，短期間
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栽培施設内に複数のセンサを設置し，篤農家と同様
環境

環境

の「状態把握」を数値化することで，特に安定的な

作物

栽培環境制御に伴う一定品質，一定規模の作物の安
定生産に資する成果が得られている．ただし，現状
の植物工場は，栽培環境に関する「状態把握」が主

①状態把握

②判断

③農作業

農業知識
…

…

図 -1

従来，着目され，記録されていた部分
AI農業の主対象

農家の意志決定プロセスモデル

での生産技能の継承を支援する新しい農業」として
2）

定義された ．

体であり，作物そのものに関する取り組みが不足し
ている．結果として，作物の状態変化に伴い「農作
業」を変化させる必要性に乏しい作物（主に葉物）
が主栽培対象となっており，各種センサを活用して
作物の生育情報を計測する SPA（Speaking Plant
Approach）等の取り組みの適用が期待されるとこ
ろである．
植物工場に対し，AI 農業は露地栽培も含めた作
物栽培全般が対象である．環境制御を実施しない場

AI 農業は，農家の意志決定プロセスを，
「状態把

合には，その土地の自然環境の影響は前提としなけ

握」と「判断」の 2 つに分離している点が特徴であ

ればならない．もちろんそれを前提とした上で，一

3）

る ．図 -1 に，AI 農業における，農家の意志決定

連の農作業の中で，どのような農作業が，その土地

プロセスモデルを示す．個々の農家は，生体（果実

における安定的な，あるいは生産性の高い，付加価

や花，葉など）や環境（温度，湿度，天候など）へ

値の高い作物栽培に必要とされるかを作物生理や成

の観察行為に基づき「状態把握」を実施する．次に，

育分析に基づき類推する．このようにして選定した

把握された状態から意味を抽出して必要とされる農

農作業を対象に，篤農家を含めた複数の農家の「状

作業内容を「判断」し，
「農作業」を実施することで，

態把握」状況の差異を，視点解析，あるいは作物の

生体や環境への影響を及ぼす．これら一連のプロセ

生育状況の把握における相違（以下，気づきと呼

スが作物の生育行為であり，その繰り返しが農業で

ぶ）解析に基づき比較検討し，その農作業に必要と

ある．
「農作業」そのものは，作物ごとに種まきか

される「状態把握」の内容を類推する．たとえば，

ら収穫までの一通りの過程を一定期間経験する，あ

果樹の摘果作業においては，複数の果実，そして樹

るいは文献等からの知識獲得による習熟化が見込ま

木全体の状態を踏まえ，摘果すべき実を判断するこ

れる．実際，新規就農者の多くは，経験が豊富な熟

とが求められる．摘果数が少ないか，果実の間引が

練農家のところで，一定の経験を積むことにより農

十分でなければ収穫される個々の果実の価値は低下

作業を円滑に実施することが可能となる．彼らが独

し，摘果数が多ければ収量は減少する．判断能力が

り立ちをして最初に悩むのは，
「これから，どの農

個々の農家の収益性を左右するのである．将来的に

作業をするべきか」という「判断」であり，その「判

は，周囲の環境情報等とあわせた画像処理等を用い

断」を実施するために，どのような「状態把握」が

て摘果すべき実の自動判別等も考えられるが，この

必要となるかである．多くの農家が日々記録するの

ような判断を機械学習に用いるためには一定規模の

は，実施した農作業内容であるが，その記録をどれ

データ数が不可欠とされる．そこで現状で実施可能

ほど比較検討しても，その差異の要因となる「状態

なソリューションとして用いたのが，学習支援シス

把握」や「判断」を推測することは難しい．これに

テムである．図 -2 に果樹の摘果を対象とした学習

対し，施設栽培の高度化に資する取り組みとして進

支援システムを示す．果樹の一定範囲を示し，どの

められてきたものの 1 つに植物工場が挙げられる．

果実を摘果すべきかを学習者が判断し，その結果が

情報処理 Vol.58 No.9 Sep. 2017

・
・

819

特集

農業 ICT ─ IoT・ビッグデータ・AI 活用で農業を成長産業へ─

どの実を摘果すべきかの判定問題
（摘果する場所にマーク）

の差異の源泉となる「状態把握」能力やそれに基づ
く「気づき」の差異の学習支援ソリューションとし
ての展開が図られ，我が国の農業 ICT の中核を担

次の問題

うソリューションとしての役割を果たしつつある．

@@農業情報の標準化
マーク開始

正解と理由の表示

AI 農業に関する取り組みにおいても，個々の農家
の作業や判断，あるいは作物の状態を比較検討する
際に課題となるのが，これらデータに関する標準的

図 -2

820

学習⽀援システムのコンテンツ例（果樹の摘果）

な記述方式や用語が存在しないという点である．我

フィードバックされる．複数の問題を繰り返し解く

が国においては，伝統的に地域ごとの農法や伝統的

ことで，判断技能の習熟化を図る．問題作成に際し

な作物の呼称を重んじる風潮から語彙の統一に関す

ては，アイカメラ等を用い，この作業において，果

る取り組みが遅れていたことはもちろん，農業 ICT

樹のどの範囲（部位）を対象とした状況把握（観察）

の進展に伴う栽培環境データに関してすら，統一的

が必要とされるかが検討される．個々の作業におい

な記述に関する検討が近年まで取り組まれていなか

て，あるいは同じ作業においても品種や地域におけ

ったのである．その端的な例の 1 つが，農地情報に

る環境の差異が，求められる状況把握に差異をもた

関する点で，我が国の農地の大多数は，各地の農業

らす．作物生理等を踏まえた検討，あるいは同一地

委員会が個別に管理しており，その書式や記述内容

域における篤農家を含めた複数農家を対象とした状

は一致しておらず，農地情報そのものも集約化が図

況把握の再分析によりこの差異を一定範囲に抑え，

られていなかったのである．結果として，農地情報

図 -2 のような学習支援システムの学習コンテンツ

を得ようとすれば，その地区の農地を所管する農業

の 1 つとしてとりまとめるのである．作物の種類に

委員会を訪問しなければいけなかったのである．全

もよるが，収穫物の品質や収量に影響を及ぼす農作

国の農業委員会数は 1,700 超と，おおむね，各市町村

業は，年間実施する農作業のうちいくつかに限定さ

単位で存在している．このような状況では，市町村

れる．それらをこのようなソリューションを用いて

範囲を超えた農地の比較，そして集約化は困難となる．

学習することで，実際に圃場（ほじょう：田畑，農

これら状況を踏まえ，農業情報の標準化に資す

場）で当該農作業を実施する際に必要とされる知見

る取り組みが 2012 年より政府全体において取り組

が得られ，従前よりも的確な判断がなされることが

まれてきた．図 -3 に，この取り組みの最新状況を

期待される．すでに，国内各地での取り組みにおいて，

示す ．これは，政府全体の農業 ICT 戦略である，

その効果が検証され，ここ数年各地で取り組まれてい

農業情報創成・流通戦略に基づくもので，すでにガ

る地方創生事業，あるいは農林水産省のさまざまな実

イドラインとして一般に公開され，その活用が図ら

証事業等の活用を契機に，持続的な産地での後継者

れている．また，上述した農地情報については，数

育成や特産品となる作物の高付加価値化に資する取

年をかけて統一フォーマットへの変換とデータの集

り組みが進められている．取り組みの多くは高付加

約化が図られ，すでに 2015 年より「全国農地ナビ（農

価値化が見込まれる果樹であり，特に，柑橘，マン

地情報・電子地図システム）」として Web 上で農地

ゴー，葡萄，イチゴに関する取り組みが先行するなど，

情報の公開検索サービスが始められている．このよ

利活用される地域や作物が着実に増加している．

うな我が国の農業情報の標準化に資する取り組みは，

4）

このように，現行の AI 農業は，個々の農家が保

日本学術会議等とも連携した学術的な側面も踏まえ

有する暗黙知自身を解明するというよりも，暗黙知

た政府全体の動きという点に特徴があり，今後，ア
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農作業の名称

2017年春
第3版に改定

• 採種・稲取り等の農作業の標準的な名称を規
定．

農林水産省

農作物の名称

2017年春
第2版に改定

• 農作物の名称について，稲・麦類等の大分類，小
麦・大麦等の中分類を規定．

農林水産省

農薬にかかる情報

2017年春
暫定版を整理

• 登録農薬にかかる情報を機械判読が可能なデー
タ形式の在り方について検討．

農林水産省

図 -3

2017年春
暫定版を整理

肥料等にかかる情報

• 登録肥料にかかる情報を機械判読が可能なデー
タ形式の在り方について検討．

農林水産省

2017年春
第3版に改定

環境情報のデータ項目

• 温度，積算温度等を始めとする環境項目の
データ項目を規定．
総務省
• 規定外の項目もユーザごとに拡張可能．
2017年春
第2版に改定

データ交換インタフェース

• 農業情報を異なるシステム・ユーザ間で交換す
るためのインタフェースを規定．

総務省

農業情報創成・流通促進戦略にかかる標準化の取り組み状況

ジア諸国を始めとした諸外国への展開も政府の標準

年培ってきたノウハウは農家自身に益をもたらす財

化施策の一環としての取り組みも含め，期待される．

産そのものであり，その流出には非常にセンシティ
ブな対応となることが多い．一方で，地域産業の振

@@農業情報の取り扱い
標準化に関する議論に加えて重要となるのが，

興という点からは，ノウハウの利活用が重要となる．
このような状況を踏まえ，政府並びに関連省庁によ

「データの所有権」に関する検討である．いわゆ

り，
「農業 ICT サービス標準利用ガイドライン」と

る 個 人 情 報 に つ い て は， 我 が 国 に お い て も， い

「農業 ICT 知的財産活用ガイドライン」が整備され
4）
，5）

わゆるマイナンバー制度の導入をきっかけに個人

た（図 -4 参照）

情報保護委員会が設立され，この 2017 年 5 月に

が提供される際，特に権利や義務について，どこに

も，トレーサビリティの確保，要配慮個人情報の

注意して確認する必要があるかを示すことを目的と

新設などが含まれた改正個人情報保護法が施行さ

し，「契約者および契約希望者」とサービスの「提

れるなどビッグデータ時代の到来を踏まえた議論

供者」との間における取り決め（具体的なデータの

やその対応が図られている．1 年後となる 2018 年

帰属について整理）がなされている．また，後者は，

には EU において GDPR（General Data Protection

農業 ICT サービスの開発（農業知財の農業 ICT 化）

Regulation）の適用が図られる予定であり，今後の

および提供時に，現場のノウハウ（農業知財）の円

展開が注目されている．従来，農業 ICT が取り扱う

滑な活用促進と，保護のために，どこに留意して確

情報の多くは，このような厳しい取り扱いが必要と

認する必要があるかを示すことを目的とし，主に「農

される個人情報は含まれておらず対処は必要ないと

業生産側協力者（知財保有者）」と「農業 ICT サー

いう解釈が一般的であったが，さまざまなデータが

ビス開発／提供者」との間における取り決めを，実

マッシュアップされる状況を踏まえ，さらに後述す

証事業等を通じた現場農業知財の農業 IT への活用

る農業データ連携基盤等のデータ利活用環境の推進

事例を例示してまとめている．今後，これらガイド

により，農業情報だけを範囲外とすることは困難と

ラインの適用は，次節に述べる，農業データ連携基

なっている．この点に加え，前節に示す AI 農業の

盤等の取り組みを通じ，具体の農業 ICT ソリュー

ような篤農家のノウハウの継承等のソリューション

ションへの適用が図られる見込みであり，農家側の

においては，
「ノウハウは誰のものか」という点が

ノウハウ流出リスクへの懸念を回避し，農業 ICT

各地での大きな関心事となる．農家側においては長

の普及展開に資する見込みである．

．前者は，農業 ICT サービス
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ユーザ

サービス提供者

サービスの提供

対価
システムの利用

知的財産提供者
（熟練農家・生産団体）

知的財産
（栽培ノウハウ等）
の提供

対価

データの形成や，さま
ざまな農業 ICT サービ
ス， 農 業 機 械，IoT セ
ンサ間でのデータ連携，
そ し て 2016 年 に 成 立

開発・保守・運用

した「官民データ活用
推進基本法」に基づく，

農業ICT

公的機関や公的研究機
関等が保有するさまざ

農業ICTサービス
標準利用規約ガイドライン

図 -4

農業ICT知的財産活用
ガイドライン

農業 ICT サービスのステークホルダとガイドライン

まな農業・地図・気象
関係のデータの集約・
連携が図られることで，
ビッグデータを活用し

農業データ連携基盤
現行において，農業 ICT の普及は限られており，

た経営改善・生産性向上，気象データ等を活用した
生育予測等による作物の安定供給，そして篤農家
の経験や勘とデータを融合した高品質生産の展開

ユーザ数が伸び悩んでいるのが実情である．この状

が期待される．2017 年中での設立後，運営体制の

況の要因の 1 つとして挙げられるのが，個々の農

確立等を踏まえ，2019 年春以降，一般ユーザへの

業 ICT サービスの連携不足である．多様な企業が，

サービス展開が予定されている．また，流通・小売

それぞれさまざまな ICT サービスを展開し，これ

り，あるいは金融・保険等との連携に関する取り組

らサービスごとに個別に完結している現状を乗り越

みも進められている．今後の農業 ICT の基盤とし

え，ベンダの壁を越えて，異なるサービス・システ

て，多くの農家や周辺産業とも連携して発展するこ

ム間の連携を実現することが求められる．企業が個

とで，我が国農業はもとより，世界の農業分野を牽

別にサービスを展開し，データフォーマットの差異

引していくことが期待される．

等によりユーザを囲い込みするような状況は忌避す
ることが，農業 ICT の普及展開には非常に重要で
ある．
この状況を踏まえ，2017 年中に新たに立ち上が
るのが，情報連携プラットフォーム「農業データ連
6）

「農業データ連携基盤」は，パ
携基盤」である ．
ブリッククラウド上に構築されるオープンプラッ
トフォームであり，ICT ベンダ，農業機械メーカ，
研究機関，農業者および農業者団体等の農業分野
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に関係する多様な主体が参画したコンソーシアム
が主体となり，内閣府，農林水産省などの関連省
庁が連携した支援体制のもとで，構築が進められ
ている．基盤は，上述した標準化やガイドライン
等の政府の取り組み活用に基づき，一定のルール
下で農家個々人のデータの共有が可能となるビッグ
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