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Ⅰ．スマート農業の推進について
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農林水産業・食品産業分野における課題

資料：「2015年農林業センサス」

○ 農業就業人口の年齢構成（平成27年）

○ 農林水産業・食品産業分野では、担い手の減少・高齢化の進行等により労働力不足が深刻な

問題。

○ 農業就業人口は210万人で、平均年齢は66.4歳、うち65歳以上が６割以上を占める。

※ 農業就業人口：15歳以上の農業世帯員のうち、調査期日前１年間に農業のみに従事した者
又は農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い者。 2



農林水産業・食品産業分野における課題

○ 基幹的農業従事者は年々高齢化が進行しており、主要国と比較しても突出。
○ 農業経営組織別基幹的農業従事者の年齢は、全体で65歳以上が６割以上を占める。

【農業経営組織別基幹的農業従事者の年齢構成（2015年）】

資料：農林水産省 「農林業センサス」（組替集計）

【各国の農業従事者の年齢構成】

出典：
英仏独蘭は、EUROSTAT（2015）：農業に従事した世帯員
米は、米国農務省「2012年農業センサス」：農業に従事した世帯員
日は、農林水産省「2015年農林業センサス」：基幹的農業従事者
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Sheet1

		年齢 ネンレイ		25歳未満 サイミマン		25-49歳
（米：25-54歳） サイベイサイ		50-64歳
（米：55-64歳） サイベイサイ		65歳以上 サイイジョウ		合計 ゴウケイ

		英 エイ		9.6		36.2		34.3		19.8		99.9

		仏 フツ		6.9		47.0		43.1		3.0		100.0

		独 ドク		9.1		41.5		40.3		9.2		100.1

		蘭 ラン		16.5		38.4		35.9		9.3		100.1

		米 ベイ		1.5		41.5		28.2		28.8		100

		日 ニチ		0.4		9.7		25.3		64.6		100

				グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。





グラフデータ (3)

		

				英国 エイコク

				年齢 ネンレイ		割合(%) ワリアイ

				25歳未満 サイミマン		9.6

				25-49歳 サイ		36.2

				50-64歳 サイ		34.3

				65歳以上 サイイジョウ		19.8

				合計 ゴウケイ		99.9		※ラウンドの関係 カンケイ

				フランス

				年齢 ネンレイ		割合(%) ワリアイ

				25歳未満 サイミマン		6.9

				25-49歳 サイ		47.0

				50-64歳 サイ		43.1

				65歳以上 サイイジョウ		3.0

				合計 ゴウケイ		100.0

				ドイツ

				年齢 ネンレイ		割合(%) ワリアイ

				25歳未満 サイミマン		9.1

				25-49歳 サイ		41.5

				50-64歳 サイ		40.3

				65歳以上 サイイジョウ		9.2

				合計 ゴウケイ		100.1		※ラウンドの関係 カンケイ

				オランダ

				年齢 ネンレイ		割合(%) ワリアイ

				25歳未満 サイミマン		16.5

				25-49歳 サイ		38.4

				50-64歳 サイ		35.9

				65歳以上 サイイジョウ		9.3

				合計 ゴウケイ		100.1		※ラウンドの関係 カンケイ

				米国 ベイコク

				年齢 ネンレイ		割合(%) ワリアイ

				25歳未満 サイミマン		1.5

				25-54歳 サイ		41.5

				55-64歳 サイ		28.2

				65歳以上 サイイジョウ		28.8

				合計 ゴウケイ		100.0

		出典 シュッテン		英仏独蘭は、EUROSTAT (2015) エイフツドクラン

				米は、米国農務省「2012年農業センサス」：農業に従事した世帯数 ベイベイコクノウムショウネンノウギョウノウギョウジュウジセタイスウ

				※米国は前回と同じ数値 ベイコクゼンカイオナスウチ





日本（2015農林業センサス）

								９　世帯員 セタイイン

								（12）年齢別の基幹的農業従事者数（自営農業に主として従事した世帯員のうち仕事が主の世帯員数） ネンレイベツキカンテキノウギョウジュウジシャスウジエイノウギョウシュジュウジセタイインシゴトシュセタイインスウ

																																														単位：人 タンイニン

		コード
農業地域 ノウギョウチイキ		地域名称 チイキメイショウ		行番号 ギョウバンゴウ		男　女　計 オトコオンナケイ

								計 ケイ				15 ～ 19歳 サイ		20 ～ 24				25 ～ 29		30 ～ 34		35 ～ 39		40 ～ 44		45 ～ 49				50 ～ 54		55 ～ 59		60 ～ 64				65 ～ 69		70 ～ 74		75 ～ 79		80 ～ 84		85歳以上 サイイジョウ

										～25						25～49												50～64								65～

		Ａ０００		全国 ゼンコク		1		1 753764		7499		771		6728		169995		17106		26629		34446		41585		50229		444198		76662		125460		242076		1 132072		304826		283371		272243		186158		85474

		Ｂ００１		北海道		2		89228				121		1263				2975		4198		5173		5707		6246				8414		10434		13397				11180		8102		6564		3824		1630

		０００２		都府県 トフケン		3		1 664536				650		5465				14131		22431		29273		35878		43983				68248		115026		228679				293646		275269		265679		182334		83844

		１０１０		東北 トウホク		4		314957				120		1070				2585		4188		5161		5704		7361				13360		25104		51314				57088		50391		49172		30816		11523

		２０２０		北陸 ホクリク		5		103512				38		225				557		907		1179		1368		1635				2644		5155		13903				21168		20076		18189		11515		4953

		３０３０		関東・東山 カントウヒガシヤマ		6		411170				180		1437				3968		6115		8154		10044		11971				17238		28630		56413				70386		65939		63136		44673		22886

		３０３１		北　　関　　東 キタセキヒガシ		7		167652				77		644				1686		2761		3564		3997		4629				6928		12393		25143				29428		25927		25261		17228		7986

		３０３２		南　　関　　東 ミナミセキヒガシ		8		145894				67		531				1573		2336		3186		4162		4899				6894		10518		20263				24916		22225		21370		14988		7966

		３０３３		東　　　　　山 トウサン		9		97624				36		262				709		1018		1404		1885		2443				3416		5719		11007				16042		17787		16505		12457		6934

		４０４０		東海 トウカイ		10		163810				48		398				1219		1944		2752		3759		4386				6429		10094		19284				27843		28025		26848		19719		11062

		５０５０		近畿 キンキ		11		121849				30		330				875		1387		1948		2665		3175				4726		7530		15807				23098		21224		18828		13646		6580

		６０６０		中国 チュウゴク		12		135910				27		197				510		874		1105		1395		1494				2444		5280		15549				26342		25770		25316		19529		10078

		６０６１		山　　　　　陰 ヤマカゲ		13		43556				11		75				207		301		403		433		459				830		1912		5480				8427		7610		8059		6247		3102

		６０６２		山　　　　　陽 ヤマヨウ		14		92354				16		122				303		573		702		962		1035				1614		3368		10069				17915		18160		17257		13282		6976

		７０７０		四国 シコク		15		104429				40		296				775		1396		1916		2410		2747				4064		6836		13936				19422		16984		16434		11694		5479

		８０８０		九州 キュウシュウ		16		291152				157		1444				3463		5346		6688		8016		10544				16188		24456		39625				45836		44536		45269		29028		10556

		８０８１		北　　九　　州 キタキュウシュウ		17		196952				114		1023				2392		3667		4558		5410		7204				10752		16144		27155				32344		30472		29720		19035		6962

		８０８２		南　　九　　州 ミナミキュウシュウ		18		94200				43		421				1071		1679		2130		2606		3340				5436		8312		12470				13492		14064		15549		9993		3594

		９０９０		沖縄 オキナワ		19		17747				10		68				179		274		370		517		670				1155		1941		2848				2463		2324		2487		1714		727

		Ｂ００１		北海道		20		89228				121		1263				2975		4198		5173		5707		6246				8414		10434		13397				11180		8102		6564		3824		1630

		１１０２		青森		21		58222				34		311				729		1164		1375		1662		2302				3724		5907		9161				9743		8246		7642		4663		1559

		１１０３		岩手 イワテ		22		59162				12		169				393		617		805		898		1180				2171		4180		8817				10350		10022		10090		6797		2661

		１１０４		宮城 ミヤギ		23		41790				13		137				316		574		653		685		798				1572		3334		7370				7798		6506		6479		3957		1598

		１１０５		秋田		24		44886				14		119				316		504		635		711		869				1586		3244		7669				9124		7615		6978		4097		1405

		１１０６		山形		25		45821				17		193				443		760		901		893		1113				2129		3945		7910				8156		6862		6786		4185		1528

		１１０７		福島		26		65076				30		141				388		569		792		855		1099				2178		4494		10387				11917		11140		11197		7117		2772

		３１０８		茨城 イバラギ		27		76821				41		305				754		1267		1589		1768		2111				3184		5448		11311				13627		12464		11786		7705		3461

		３１０９		栃木 トチギ		28		52914				17		178				527		813		1142		1249		1388				2109		4094		8588				9624		7712		7718		5263		2492

		３１１０		群馬 グンマ		29		37917				19		161				405		681		833		980		1130				1635		2851		5244				6177		5751		5757		4260		2033

		３１１１		埼玉 サイタマ		30		50812				24		133				416		667		942		1190		1411				1865		3133		7227				9051		8174		8070		5565		2944

		３１１２		千葉		31		65099				30		247				730		1039		1481		1873		2117				3183		4969		9278				11631		9984		9369		6205		2963

		３１１３		東京		32		9681				1		37				159		222		266		408		507				747		920		1181				1198		1137		1182		1024		692

		３１１４		神奈川 カナガワ		33		20302				12		114				268		408		497		691		864				1099		1496		2577				3036		2930		2749		2194		1367

		２１１５		新潟		34		62368				27		169				417		673		815		925		1136				1874		3643		9121				12108		11220		10957		6535		2748

		２１１６		富山		35		15185				1		21				41		79		126		147		176				216		455		1690				3559		3431		2727		1814		702

		２１１７		石川 イシカワ		36		11794				5		18				52		95		133		172		188				308		546		1423				2682		2513		1909		1252		498

		２１１８		福井		37		14165				5		17				47		60		105		124		135				246		511		1669				2819		2912		2596		1914		1005

		３１１９		山梨 ヤマナシ		38		24157				10		42				127		220		279		433		581				875		1601		2957				4034		4233		3958		3009		1798

		３１２０		長野		39		73467				26		220				582		798		1125		1452		1862				2541		4118		8050				12008		13554		12547		9448		5136

		４１２１		岐阜		40		29687				3		73				142		240		319		409		476				710		1198		3092				5382		5736		5479		4100		2328

		４１２２		静岡		41		51235				15		105				378		640		874		1145		1275				2321		3944		6769				8441		7954		7827		5967		3580

		４１２３		愛知 アイチ		42		55332				21		175				570		873		1324		1867		2202				2813		3933		6422				8733		8724		8330		5988		3357

		４１２４		三重 ミエ		43		27556				9		45				129		191		235		338		433				585		1019		3001				5287		5611		5212		3664		1797

		５１２５		滋賀 シガ		44		11170				4		28				83		112		158		225		240				303		552		1503				2330		2308		1886		1052		386

		５１２６		京都 キョウト		45		17463				4		39				116		217		269		408		428				536		881		1955				3073		3132		2947		2280		1178

		５１２７		大阪		46		10702				2		23				76		126		167		237		319				421		699		1393				2047		1824		1611		1111		646

		５１２８		兵庫 ヒョウゴ		47		37018				9		69				173		285		440		551		656				1018		1934		4490				7480		6900		6183		4598		2232

		５１２９		奈良		48		12996				2		37				100		146		166		220		279				442		657		1811				2490		2264		2041		1568		773

		５１３０		和歌山		49		32500				9		134				327		501		748		1024		1253				2006		2807		4655				5678		4796		4160		3037		1365

		６１３１		鳥取		50		23435				7		40				122		201		237		256		265				518		1170		3212				4436		3888		4134		3272		1677

		６１３２		島根 シマネ		51		20121				4		35				85		100		166		177		194				312		742		2268				3991		3722		3925		2975		1425

		６１３３		岡山 オカヤマ		52		37715				9		62				144		235		294		406		468				711		1426		4246				7307		7485		7109		5222		2591

		６１３４		広島		53		31308				7		44				104		211		257		332		356				525		1085		3313				5984		6026		5764		4692		2608

		６１３５		山口		54		23331				-		16				55		127		151		224		211				378		857		2510				4624		4649		4384		3368		1777

		６１３６		徳島		55		22122				6		65				196		370		482		567		645				930		1708		3452				4210		3228		3116		2161		986

		６１３７		香川 カガワ		56		23892				3		40				85		164		249		302		295				508		1019		2851				4913		4332		4356		3179		1596

		６１３８		愛媛 エヒメ		57		35175				15		90				214		339		526		665		898				1314		2136		4544				6412		6056		5876		4160		1930

		６１３９		高知		58		23240				16		101				280		523		659		876		909				1312		1973		3089				3887		3368		3086		2194		967

		８１４０		福岡		59		45742				20		202				494		782		1083		1301		1683				2409		3567		6449				7974		7405		6693		4403		1277

		８１４１		佐賀		60		23966				13		90				280		485		589		641		843				1375		2134		3627				3911		3489		3547		2086		856

		８１４２		長崎		61		31719				27		217				481		680		740		932		1239				1975		2863		4375				4793		4611		4631		2980		1175

		８１４３		熊本 クマモト		62		65209				39		449				962		1426		1760		2111		2912				4137		5786		8906				10246		9509		9286		5670		2010

		８１４４		大分 オオイタ		63		30316				15		65				175		294		386		425		527				856		1794		3798				5420		5458		5563		3896		1644

		８１４５		宮崎 ミヤザキ		64		41682				26		225				549		888		1091		1229		1549				2588		3814		5587				6119		6031		6287		4111		1588

		８１４６		鹿児島 カゴシマ		65		52518				17		196				522		791		1039		1377		1791				2848		4498		6883				7373		8033		9262		5882		2006

		９０９０		沖縄 オキナワ		66		17747				10		68				179		274		370		517		670				1155		1941		2848				2463		2324		2487		1714		727

		９３００		関東農政局 カントウノウセイキョク		67		462405				195		1542				4346		6755		9028		11189		13246				19559		32574		63182				78827		73893		70963		50640		26466

		９４００		東海農政局 トウカイノウセイキョク		68		112575				33		293				841		1304		1878		2614		3111				4108		6150		12515				19402		20071		19021		13752		7482

		９５００		中国四国農政局 チュウゴクシコクノウセイキョク		69		240339				67		493				1285		2270		3021		3805		4241				6508		12116		29485				45764		42754		41750		31223		15557







○ 選果や弁当の製造・盛付など多くの雇用労力に
頼っているが、労働力の確保が困難になっている。

○ 農林水産業の現場には、機械化が難しく手作
業に頼らざるを得ない危険な作業やきつい作業
が多く残されている。

○ 農業者が減少する中、一人当たりの作業面
積の限界を打破することが求められている。

農林水産業・食品産業分野における課題

○ トラクターの操作などの熟練者でなければできない
作業が多く、若者や女性の参入の妨げとなっている。

○ 農林水産業・食品産業の現場では、依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作
業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が重要な課題となっている。
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経営耕地面積の集積状況の推移

○ ５ha以上層の経営耕地の集積割合は20年間で34％から58％へ増加。
○ １経営体当たりの平均経営耕地面積も着実に拡大。

○経営耕地面積規模別の経営耕地面積集積割合
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(△5.5) (△9.1) (＋1.1) (＋2.1) (＋1.8) (＋2.6) (＋3.1) (＋3.8)

<115.1万>

<53.1万>

<76.5万>

<74.1万>

<5.1万>

前回構成比

からの増減→

注:１ 平成７年結果は10ha以上を詳細化できないため、最上位層を「10ha以上」としている。
注:２ < >内の数値は、当該規模階層の経営体数である。
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平成７年 17 27

（ha）
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1.9

2.5
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(13.7)
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(22.3)
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(33.7)

うち、

借入耕地面積

○農業経営体当たりの経営耕地面積

注：（ ）内の数値は経営耕地面積に占める借入耕地面積の割合である。

資料：農林水産省「農林業センサス」 5



先端技術

人工知能

農業技術

ＩｏT

ロボティクス

ビッグデータ

スマート農業＝｢先端技術｣✕｢農業技術｣

匠の技

栽培管理

農機の操縦
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○ 人工知能（ＡＩ）やＩｏＴ、ロボット技術の活用により、生産性の飛躍的な向上など
のイノベーションを推進するため、優先的に取り組むべき課題の特定、研究開発や現地実
証、新技術を普及させるための支援や環境づくりなどを推進

将来像や優先に
取り組むべき課
題の特定

新たな技術の開
発、現地実証

新技術の普及、
導入支援

先進技術が導入
できる環境づく
り

○ コストなど明確な開発目標の下で現場実装ま
で視野に入れた技術開発

○ 人工知能等による新たなイノベーション創出
○ 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）での各省連携した技術開発

○ スマート農業の実現に向けた将来像や、
重点的に取り組む課題の特定

○ ＡＩやＩｏＴを活用して新規就農者の技術習
得を短期化する新たなシステムの構築

○ ＩＣＴやロボット技術等の先端技術の導入実
証や支援

○ 農業分野におけるデータ利活用促進を図
るためのデータの標準化

○ 自動走行トラクターの現場実装に向けた
安全確保策のルール作り

○ ベンチャー企業、先進的な人工知能等の
研究者など様々な分野の方の技術開発参画

スマート農業
の将来像

無人走行には多くのリスクが存在

ほ場外への
飛び出し

第三者と
の接触

機械同士
の接触

無人機

（自動走行トラクターの例）農作業の名称

農作物の名称

農薬に係る情報

肥料等に係る情報

環境情報のデータ項目

データ交換インタフェース

データ標準化 安全性確保策のルールづくり

スマート農業の推進に向けた様々な取組

１ 超省力・大規模生産を実現

３ きつい作業、危険な作業から解放

４ 誰もが取り組みやすい農業を実現

２ 作物の能力を最大限に発揮

５ 消費者・実需者に安心と信頼を提供

ＡＩを活用した画像解析による
病害虫診断

導入しやすい価格
の水田センサー

○○病です。
○○してください。

ＡＩを活用した学習支援
システム

実用化された技術（例）

ドローンによる
病害虫防除

土壌センサー搭載型
可変施肥田植機

7



【動画】遠隔監視ロボットトラクタ
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動画（自動農作業一貫体系）

【動画】自動運転田植機

9



【動画】ほ場水管理システム
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【動画】ドローンの農業利用

11



【動画】農業用アシストスーツ

12



（出典）NECソリューションイノベータ（株）が公開している動画の一部

【動画】達人のノウハウの見える化

13



【動画】トマト収穫ロボット

14



有人
（監視）

【動画】イチゴ収穫ロボット

15



〇 現場ニーズを踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、ドローン等の先端技術を用いた研究開発から体系的な一気

通貫の技術実証、速やかな現場への普及まで総合的に推進。

研究開発 技術実証 現場への普及

耕起・整地 移植 水管理 収穫

自動走行トラクター 自動運転田植機 ほ場水管理システム
ドローンを活用した

適期収穫

経営管理システム 可変施肥トラクター ドローンを活用した
生育・病害虫モニタリング

重量野菜の自動収穫機

露
地
野
菜

水
田
作

要素技術を生産から出荷まで体系的に組み立てて
一気通貫で現場実証

スマート農業実現のための先端技術の開発・実装

16
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１. スマート実証農場等の整備・実証

○ 実用化・量産化の手前にあるロボット・ＡＩ・ＩｏＴ等の要素技術を、大
規模水田、超低コスト輸出用米、露地野菜等の営農類型ごとに生産から
出荷まで体系的に組み立てた「スマート実証農場」を整備しデータ収集等を
行います。スマート実証農場は、先進的な技術体系を農業者等が見られる・
試せる・体験できる場として提供します。

２．データ分析・解析を通じた技術の最適化
○ 農研機構が、スマート実証農場における実証計画やデータ収集等への助
言・指導を行うほか、収集したデータを基に技術面・経営面から分析・解析を
行います。分析・解析結果を踏まえ、スマート実証農場における最適な技術
体系の検討を行います。

国 農研機構

交付
（定額）

＜事業の流れ＞

民間団体等

自動走行トラクター

経営管理 耕起・整地 移植・直播

自動水管理システム ドローンを活用した
リモートセンシング

自動運転田植機

先端技術導入による最適な技術体系の確立

収量コンバインによる
適切な栽培管理

見える化

水管理 栽培管理 収穫

スマート実証農場の例（大規模水田作）

経営管理システム

データを基に技術面及び経営面で分析・解析、最適な技術体系の検討

委託

スマート農業加速化実証プロジェクト 平成31年度予算概算要求額50億円（新規）

＜対策のポイント＞
農業の成長産業化を実現するためには、近年、技術発展の著しいロボット・ＡＩ・ＩｏＴ等の先端技術を活用した「スマート農業」の
社会実装を図ることが急務です。このため、先端技術を生産から出荷まで体系的に組み立て、一貫した形で実証研究を行い、データの
分析・解析を通じ、最適な技術体系を確立する取組を支援します。
＜政策目標＞
農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［平成37年まで］

1．スマート実証農場等の整備・実証

2．データ分析・解析を通じた技術の最適化

17



Ⅱ．農業データ連携基盤の構築について

18



データを活用した農業の将来像

農業現場における生産性を飛躍的に高めるためには、データをフル活用できる環境を整備することが不可欠。

収穫

様々なデータを
集約・統合

作業計画の策定

気象データ
土壌データ

過去の収量データ

市況データ
農地データ

• スマホでの生育状況確認
• ピンポイント農薬散布、可変施肥
⇒作業時間や労力を大幅に削減
⇒資材コストを大幅に削減

データをフル活用することにより、
これまで達成できなかった

生産性の飛躍的向上、
高品質な農産物の安定生産

などを実現する。

作業中に得たデータをフィードバックし、作業効率の更なる向上に活用

様々なデータを有効活用することにより、作業の効率化やコスト削減を実現

生育予測システム

• 農作業の自動化
⇒作業効率を大幅に
向上

• 適期収穫
• 高品質な農産物の安定出荷
⇒収益を大幅に向上

• 営農形態に応じた最適な
作業計画
⇒作業効率や収益を
最大化

耕起・播種・移植 生育管理 19



データに基づく農業を実践するためには農業ICTの活用が不可欠であるものの、データやサービス
の相互連携がない、様々なデータが散在していることなどを理由にデータを活かしきれていない。

土壌マップ

栽培管理システム収量マップ

水温、水位データ

データが散在し、形式はバラバラデータやサービスの相互連携がない

市況データ
資材データ

気象データ

品種、栽培
データ

様々なデータを共有・活用できる｢データプラットフォーム｣の構築が必要。

農業ICTの現状と課題

データプラットフォーム構築の必要性

20



農業ICTの抱える課題を解決し、農業の担い手がデータを使って生産性向上や経営改善に挑戦できる
環境を生み出すため、データ連携・共有・提供機能を有するデータプラットフォーム（農業データ連携
基盤：WAGRI）の構築を進めている（2019年４月より本格稼働予定）。

データ提供機能
土壌、気象、市況などの様々な
データ等を整備し、農家に役立つ
情報の提供が可能になる。

データ共有機能
一定のルールの下でのデータ共有が
可能になり、データの比較や、生産
性の向上に繋がるサービスの提供が
可能になる。

データ連携機能
ベンダーやメーカーの壁を超えて、
様々な農業ICT、農機やセンサー
等のデータ連携が可能になる。

農業データ連携基盤の３つの機能

WAGRI
WAGRIWAGRI

様々なデータを駆使して生産性向上・経営改善に取り組むことが可能になる。
21



農業データ連携基盤（WAGRI）
Publicデータ
気象や土地、地図情報等に関する様々なデータ・システムを提供（有償提供を含む）

Private (Closed) データ
農業者個々人が「安全」に自分の
データを保存・管理

Masterデータ
PublicやPrivateデータのマスター系
を定義したデータを提供

認証方式
Open ID Connectを利用

気象
API※

農地
API

地図
API

土壌
API

生育予測
API

統計
API

センサ
API

農 業 者 等

農機メーカーＡ 農機メーカーＢ ICTベンダーＣ ICTベンダーＤ

農業データ連携基盤の構造

農業者等が、それぞれの経営形態等に応じて農業関連サービスを選択・活用

WAGRIを通じてデータ・システムを提供

民間
企業

民間
団体

民間
企業

民間
企業

農研
機構 官公庁民間

企業

WAGRIを通じてデータ・システムを取得し、新たな農業関連サービスを開発

データ・
システム
提供者

データ・
システム
利用者

○ 農業データ連携基盤（WAGRI）は、農業ICTサービスを提供する民間企業の協調領域として整備を進めている。
○ WAGRIを通じて気象や農地、地図情報等のデータ・システムを提供し、民間企業が行うサービスの充実や新たな
サービスの創出を促すことで、農業者等が様々なサービスを選択・活用できるようにする。

※Application Programming Interface の略。
複数のアプリケーション等を接続（連携）するため
に必要なプログラムを定めた規約のこと。 22



農業データ連携基盤から取得可能な主なデータ・システム （現時点）

データ・システム 内容 提供元

肥料 肥料登録銘柄情報 農林水産消費安全技術センター (FAMIC)

農薬 農薬登録情報 農林水産消費安全技術センター (FAMIC)

地図 地図データ、航空写真の画像データ NTT空間情報

農地 農地の区画情報（筆ポリゴン） 農林水産省

〃 農地の区画形状、用排水の整備状況等（ほ区ポリゴン） 農林水産省

〃 農地の緯度経度情報（農地ピンデータ） 全国農業会議所

気象 最長３日先までの気象情報（１kmメッシュ） ハレックス

〃 最長26日先までの気象情報（１kmメッシュ） ライフビジネスウェザー

〃 府県などの広域な気象情報 気象庁

生育予測 水稲の生育予測システム ビジョンテック

土壌 土壌の種類や分布が分かるデジタル土壌図 農研機構

その他 手書き文字認識システム EduLab

※ 農業データ連携基盤から取得可能なデータやシステムは、農業データ連携基盤協議会
のホームページより確認いただけます（https://wagri.net/） 23



1kmメッシュ
気象予報

農業データ連携基盤を通じて、民間企業が提供する営農管理システムに背景地図（航空
写真、地形図）、圃場筆ポリゴン、土壌データ、生育予測システム、メッシュ気象データを
取り込み、重ね合わせて表示することにより、作業適期等を管理することが可能になる。

圃場筆ポリゴン

背景地図
(航空写真、地形図)

土壌データ

作業時期により
色分け表示

作業時期凡例

【参考】 農業データ連携基盤の活用イメージ ①
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◇ 用水（パイプライン、開水路 等）
◇ 排水（排水良好、排水不良 等）
◇ 区画形状（標準区画、大区画 等）

ほ区ポリゴン

◇ 農地の形状
◇ 面積
◇ 地目（田、畑）

筆ポリゴン

提供

提供 提供

◇ 耕作者整理番号
◇ 農地に関する所有者の意向
◇ 農地中間管理権

・ パイプライン
・ 排水良好
・ 大区画

・ 開水路
・ 排水良好
・ 標準区画

・ 開水路
・ 排水良好
・ 標準区画

・ 開水路
・ 排水不良
・ 標準区画

・ パイプライン
・ 排水良好
・ 大区画

・ 開水路
・ 排水不良
・ 標準区画

さらに、他機関が提供する「気象データ」、「土壌
データ」などを重ね合わせることで、担い手が使い勝
手のよい営農情報の提供が可能

【参考】 農業データ連携基盤の活用イメージ ②

○ 農業データ連携基盤を通じて取得可能な農林水産省関連データを活用する（ほ区ポリゴン、筆ポリゴン、全国
農地ナビのデータを重ね合わせる）ことにより、担い手が希望する条件の調った農地を容易に探せるなどの効果
が期待できる。

○ これらに加え、他機関が提供する各種データ（気象データ、土壌データ及び生育予測システムなど）も活用する
ことで、担い手にとって使い勝手がよい営農情報を提供することも可能。

全国農地ナビ

＜ 想定される効果 ＞

・ 農地に関する所有者の意向
・ 農地中間管理権

農業データ連携基盤（WAGRI）

担い手が希望する条件の調った農地を容易に探せる
農地一筆毎の区画形状、用水及び排水整備などの農地の整備状況、
農地に関する所有者の意向などの情報が一元化されることにより、担い手
が希望する条件の調った農地を探すことが容易になる。 25



農業データ連携基盤におけるデータの取扱い ①

農業データ連携基盤を安心して活用可能にするための環境整備

○農業データ連携基盤の利用にあたり、｢農業データ連携基盤に接続すると、自分の保有
しているデータが、全ての企業、あるいは連携基盤の運営者等に開示されてしまうのでは
ないか？｣ との質問をいただいている。

○ こうした不安に応え、農業データ連携基盤を安心して利用できる環境を整えるために、
システム面での対応や、ルール（規約や契約書）の整備を進めている。

システム面での対応 ルールの整備

農業者の方々に
安心して活用いた
だくための取組

• 個人のデータを、WAGRI運営事
業者も確認できない形で安全に
管理・保存できる領域を構築。

• どのデータを誰に公開するのか、
自由に設定可能な仕組を構築。

• 農業者とWAGRI利用者とで
締結する契約書（ひな型）を
整備。

企業等の方々に
安心して活用いた
だくための取組

（同上） • WAGRIの運営事業者と利用
者とで締結する規約を整備。
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農業データ連携基盤におけるデータの取扱い ②

システム面での対応

○農業者等が、ICTベンダーの営農管理システム等を通じて農業データ連携基盤上に個人の
データを管理・保存する場合、Privateデータとして、WAGRI運営事業者も確認できない
領域にデータを安全に格納可能な仕組を構築。

○また、農業データ連携基盤に接続する民間企業等が、他者とデータを連携や共有する場合、
「どのデータ」を「誰」に公開するか、自由に設定することが可能な仕組を構築。

WAGRI Private (Closed)データ
個々人が安全に自分のデータを
管理・保存

農 業 者 等

農機メーカーA 農機メーカーB ICTベンダーC

• WAGRI運営事業者も確認
できない領域。

• 農業者等との合意に基づき、
農業データ連携基盤に接続
する企業等が、｢どのデータ｣
を、｢誰｣に公開するか、自由
に設定可能。

Publicデータ
様々なデータ等を提供
（※公開範囲の制限なし）

※データの公開範囲に制限をかけないように
設定する事で、Publicデータと同じ扱いに
することが可能。各種API

民間企業等

農 業 者 等 農 業 者 等

データの公開範囲に制限を
かけることも可能
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WAGRI

農 業 者 等

農機メーカーA ICTベンダーB

各種API

民間企業

農業データ連携基盤におけるデータの取扱い ③

ルールの整備

○ 農業分野におけるデータの利活用促進を目的として、現在、農林水産省において検討会を立ち上げ、農業
分野におけるデータ契約ガイドラインの策定（本年秋頃を目途）を進めている。

○ 今後、検討会の議論も踏まえ、農業データ連携基盤の利用者と運営事業者とで締結する規約（データ利
用規約、提供規約、提供利用規約）や、農業データ連携基盤の利用者と農業者等とで締結する契約書
（ひな型）を更新・整備する。

○ これらガイドライン、規約、契約書の作成にあたっては、データ化されたノウハウ等の価値ある情報に対して、
知的財産としての保護の在り方や利活用のルールが適切に適用されるように検討を進める。

研究機関

データ提供規約
データ・システム提供者と運営
事業者とで締結する規約

データ利用規約
データ・システム利用者と運営
事業者とで締結する規約

契約書（ひな型）
WAGRI利用者と農業者等とで締結する契約書のひな
型（※取組内容に応じて、ひな型を適宜修正して活用
することを想定。）

WAGRIの活用に関する規約等

データ提供
利用規約
データ・システムの
提供と利用を両方
行う者と、運営事
業者とで締結する
規約

データ・
システム
提供者

データ・
システム
利用者

28



各農機の稼働状況が分かる
から的確に作業指示が出せる。

現在実施中の実証プロジェクト ① -データ連携機能の活用-

メーカーの壁を越えたトラクター作業データの共有

○これまで共有できなかった異なる農機メーカーのトラクター作業データを、農業データ連携
基盤を活用することで、生産者同士で相互に参照可能にするプロジェクトを実施中。

○本実証により、地域や集落営農単位での農機の効率的な利用の実現を目指す。

WAGRI

農機メーカーA 農機メーカーB

農機メーカーC

【現状と課題】
農機メーカー間でデータを連携すること
ができず、メーカーが異なると、どの農機が
どこで何の作業しているのか一元的に把握
できない。

【実証（WAGRI）の効果】
異なる農機メーカーのトラクターの作業データを
一元的に把握できるため、農機の効率的な利用が
可能になる。
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品種名 ●●●●

●月■日

■月▲日

移植日

出穂予定日

・・・

・・・

作付けデータに
基づき予測

水稲生育予測システム

現在実施中の実証プロジェクト ② -データ共有機能の活用-

ビッグデータ活用による水稲生育予測システムの効率的改良

○水稲生育予測システムを多数の農業者に活用してもらい、農業データ連携基盤上で、水稲
生育に関するデータをビッグデータ化して活用することで、個々の農業者では達成できない、
効率的にシステムの予測精度を改良するプロジェクトを実施中。

○本実証により、迅速なシステムの機能改善、農業者への質の高いサービスの提供を目指す。

【現状と課題】
水稲生育予測システムは、予測値と実績値とを
比較することで予測精度を改良することができるが、
個々の農業者のデータでは、データ数が少ない
ため予測精度の改良が進まない。

【実証（WAGRI）の効果】
ビッグデータの活用により、システムの予測精度を
迅速かつ効率的に改良でき、農業者は、より精度
の高いシステムを利用可能になる。

WAGRI

④ 農業者に対して予測精度
を改良したシステムを提供

② 共有可能データ
をビッグデータ化

③ ビッグデータにより、
予測精度を迅速
かつ効率的に改良

① 多数の農業者が
生育予測システム
を活用

予定日と実際の
出穂日とを比較し、
予測精度を改良
することが可能。
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圃場データを確認
するために、作業中
にスマホを操作する
のは面倒・・・

今後期待される取組 ①

音声認識システムの活用によるデータ確認・入力等にかかる負担の軽減

今までは ・・・
作業中にスマホ等を操作してデータを

確認することや、作業後の日誌作成が、
農業者の負担になっている。

農業データ連携基盤により ・・・
営農管理ソフトに音声認識機能を追加することで、音声で圃場

データの参照や作業記録の入力等を行うことが可能になり、農業者
の作業中や作業後のデータ確認や入力にかかる手間を軽減。

音声データはテキストデータ
として蓄積され、作業記録
の入力や日誌作成にかかる
手間を軽減

今から、A圃場の収穫
作業を開始します。

昨年は●月■日に収穫
を行いました。

B圃場で病気が発生
しているようなので画像
を送ります。

90％の確率で●●病
です。対策を送りますの
で参考にして下さい。

作業後に日誌を
つけるのは負担
が大きい・・・

日時：●月●日
作業内容：

8:00- ○○
10:00- □□
・・・・・・ ・・・・

作業日誌

- 作業中のスマホ操作 -

- 作業後の日誌作成 -

営農管理ソフト

A B

C

WAGRI
音声認識
システム

WAGRIを活用して、営農管理
ソフトに音声認識機能を追加

農業データ連携基盤を通じて提供が予定されている音声認識システムを活用し、営農管理ソフトなど
に機能を追加することで、農業者の作業中や作業後のデータ確認や入力にかかる手間を軽減する
サービス等が提供されることが期待される。
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今後期待される取組 ②

地域内における農業者間のデータ共有による産地競争力の強化

農業データ連携基盤を活用して農業者間でのデータ共有が進むことで、地域内で各種データを
共有・活用して、技術・経営力の底上げや技術継承などに取り組まれることが期待される。

D

C

B

A

防除コスト （円/10a）

D

C

B

A

収量（kg/10a）

※ 各種データの提供・共有・活用にあたっては、関係者間
でのルールに基づく合意形成が前提

ＤＣ

Ａ Ｂ

WAGRI
地域内で

各種データを共有
ＤＣ

Ａ Ｂ

今までは ・・・
地域内の農業者のデータは個々で完結して

おり、地域全体での技術・経営力の底上げや
技術継承が難しい状況。

農業データ連携基盤により ・・・
農業者間でのデータ共有が可能になり、地域

全体での技術・経営力の底上げや、技術継承の
効率的な実施を実現。
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今後期待される取組 ③

産地間でのデータ共有による我が国の輸出力強化

農業データ連携基盤を活用して産地間でのデータ共有が進むことで、農産物の海外市場獲得の
ために各産地が協力して、年間を通じての輸出量の確保や流通コストの削減などに取り組まれる
ことが期待される。

産地Ｃ産地Ａ

産地Ｄ 産地Ｂ

WAGRI
産地間で

生育状況等を共有

産地Ａ

今までは ・・・
産地間でのデータ共有が進まず、地域

ごとに海外輸出に取り組んでいるため、年
間通じての輸出量確保、流通コストの削減
が難しく、海外市場の獲得にあたってのハー
ドルが高い状況。

農業データ連携基盤により ・・・
産地間でのデータ共有が可能になり、農産物の海外

輸出のための周年での輸出量確保、流通コストの削減
等を実現し、海外市場における競争力を強化。

産地Ｂ

産地Ｃ

産地Ｄ

産地 生育時期
A
B
C
D

• 生育状況を共有し、
年間通して一定の
輸出量を確保できる
ように調整。

• 出荷時期を調整す
ることで流通コストを
削減。
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産地A

産地B

a社

b社

c社

d社
・
・

生産情報と受発注・在庫情報に基づく
最適な集荷・発送ルートの選定

消費者行動分析等に基づく
生産・作業計画支援高精度な出荷・需要予測

廃棄ロスのない
計画生産・出荷

○現在、農業データ連携基盤では、生産（主に水稲）に関するデータの蓄積が進んでいる。

○今後、これを強化（データの充実、対象品目の拡大）するとともに、流通、食品製造、輸出振興
等と強力に連携し、生産から流通、加工、消費までデータの相互利用が可能なスマートフード
チェーンを創出し、農業におけるSociety5.0（超スマート社会）を実現する。

消費者・実需者
ニーズにあった生産
計画等を提示

最適な輸送
手段・ルート
等を提示

生産から流通、加工、消費までデータの相互活用が可能な
｢スマートフードチェーン｣ を構築

スマートフードチェーンの構築により可能となる取組例

生産 (川上)
（生産・収穫・選別）

流通・加工 (川中)
（集荷・輸送・貯蔵・加工）

販売・消費（川下）

農業データ連携基盤の今後の方向性 （スマートフードチェーンの構築）
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農業データ連携基盤協議会____________________________

会員数：209社（2018年７月13日時点）

オブザーバー：内閣府、農林水産省、内閣官房、総務省、経済産業省、気象庁

ホームページ：https://wagri.net
（協議会への参加申込みは、上記ホームページで受け付けています。）

目的：データの連携・共有・提供などの機能を有する農業データ連携
基盤の設計・開発・運営などについて、提案・検討や普及・啓発
活動を通じ、各機関・個人等が農業データ連携基盤を活用する
などにより、農業関係のデータの利活用の拡大に向けて農業関
連サービスの拡充、会員間の情報連携・共有や新たなサービス
の創発に寄与することを目的とします。

○農業データ連携基盤の取組に広く様々な主体からの参画を得るため、
2017年８月に「農業データ連携基盤協議会」を設立。

○今後、生産現場での利活用に加え、流通から消費まで連携の取組を拡げ、
農業や関連産業に役立つサービスの拡大を図る。

農業データ連携基盤への参画機関拡大に向けた取組

農業データ連携基盤協議会の設立
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こ
れ
ま
で

2017年 ４月・ 農業データ連携基盤の構築を開始

８月・ 農業データ連携基盤協議会を設立

12月・ 農業データ連携基盤のプロトタイプ稼働を開始

今

後

S

2018年 秋頃・ スマートフードチェーンに関する研究開発を開始（2022年度まで）

2019年 ２月頃・ 農研機構を運営母体とする運営体制を構築

４月・ 農業データ連携基盤の本格稼働を開始

2023年 ４月・ スマートフードチェーンを構築

農業データ連携基盤に関するスケジュール

・・・・

・・・・
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