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はじめに

近年、農業者の高齢化と農業地域の人口減少が加速化し、耕作放棄地の拡大や労働

力不足等による生産量の減少が危惧される一方、企業の農業参入や法人化の進展によ

り、ビジネスとして農業を営む主体が増加している。加えて、デジタル化の波は農業

にも押し寄せ、令和元年（2019年）6月に閣議決定された『成長戦略』に基づき、農
林水産省では『農業新技術の現場実装推進プログラム』を策定し、IoT（モノのインタ
ーネット）・AI（人工知能）・ロボティクス等の先進技術を駆使した「スマート農業」
の研究開発と普及を積極的に推進するなど、日本の農業はまさに大きな転換点にさし

かかっている。

平成 30年にロボットトラクターが民間で開発されたのを契機に注目され始めたス
マート農業は、作業の自動化や情報共有の簡易化、データの活用等によって、①超省

力・大規模生産の実現、②きつく危険な作業からの解放、③作物の能力の最大発揮に

よる飛躍的な増収、④誰もが取り組みやすい農業の実現、等を可能とする技術である。

１人当たり経営面積の限界を突破し、担い手の減少・高齢化という日本農業が抱える

課題を解決できる革新的技術として、全国的に大きな期待が寄せられている。

中山間地域が多く、全国に先行して少子高齢化が進み、令和元年 6月には人口が 70
万人を下回った本県では、将来にわたって集落機能や農業生産を維持していくための

システム構築が急務であり、その対策の一つとして、スマート農業の導入はなくては

ならないものと考えられる。このため、農業産出額の大部分を支えている施設園芸で

は、内閣府の交付金事業を活用して、栽培管理、ハウス内環境、生育、出荷量・品質

等の情報を総合的に活用する『Next次世代型施設園芸農業の進化』にいち早く取り
組むとともに、水稲や果樹等においても、農林水産省等の補助事業を活用したスマー

ト農業の実証や導入を進めているところである。

今後、様々な地域・品目に対応したスマート農業技術の「研究開発」、効果や作業性

を理解・体感する「実証」、普及指導員等の技術活用方法の習得や相談対応等による

「普及」、農業農村整備や情報ネットワーク整備といった「環境整備」が一体的に行わ

れることによって、各地域へのスマート農業の導入が加速化すると考えられる。一方

で、多種多様なスマート農業技術が実用化されつつあり、技術革新のスピードも速い

ため、農業者にとっては自らに適した技術・機器の選択や導入時期の判断等が難しく

なることも予想される。また、スマート農業を単なる生産効率化のツールとしてだけ

ではなく、計画立案から販売までのバリューチェーンの各所において、コスト低減と

収益向上を実現するツールとして活用していくことも重要となる。

本計画では、スマート農業の普及を図っていくための推進体制、営農類型や品目ご

との具体的な推進方向や導入技術等をとりまとめるとともに、県内の先進的な導入事

例も掲載した。今後、技術導入にあわせ随時改定を行っていく予定である。スマート

農業の導入が本県の次世代農業を支える土台となり、未来の活力につながるよう期待

すると同時に、本計画が「儲かる農業」を実現しようとする農業者の参考となれば幸

いである。

令和 3年 3月 高知県農業振興部長 西岡 幸生
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１ 背 景

（１）農業生産の現状

県土の 84％が森林で占められている本県では、耕地の比率は約 4％と低く、2020
年農林業センサスによる経営耕地面積約 18,800haは全国の 0.6％にしか過ぎない。
しかし、温暖多照の恵まれた気候や、海岸部から山間部に至る変化に富んだ自然条

件を有し、それぞれの地域の気象条件や立地条件を活かした多様な農業生産が行わ

れてきた。

冬季に晴天日が多く、温暖である平野部においては、農業者の高い栽培技術に裏

打ちされた施設栽培を中心にした野菜や花き等、収益性の高い園芸農業が発展して

おり、農業産出額に占める野菜の割合は約 64％にものぼる（令和元年生産農業所得
統計：農林水産省）。全国一の生産量を誇るナス、シシトウ、ミョウガ、ニラ、グロ

リオサ等、「園芸王国高知」ブランドが確立されている。

また、中山間部から山間部にかけては、夏秋の冷涼な気象条件を活かしたショウ

ガ等の露地野菜をはじめ、ユズ、ブンタン、新高梨といった果樹、「土佐あか牛」に

代表される肉用牛、茶等の生産が展開されている。特に本県の特産果樹であるユズ

は、輸出拡大を見据えた産地化も図られている。

さらに、水稲は県内全域で栽培され、7～8月に収穫される平野部の早期米から、
9～10月に収穫される中山間部の普通期米へとつながるリレー出荷が行われてお
り、中山間部には全国の食味コンテストで上位入賞を果たす生産組織もみられる。

台風等の自然災害を受けやすい地域にありながらも、収益性の高い施設での多品

目栽培、優れた栽培技術による高品質生産、さらには高知県農業協同組合の一元的

な集出荷による有利販売等により、平成 15年以降、農業産出額は 1,000億円前後
を維持し続け、近年は農業産出額、同全国順位は上昇傾向にある。
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（２）担い手等の現状

農業が主要な産業となっている本県にあっても、近年の少子高齢化の進行により、

農業生産現場における担い手の減少・高齢化が顕著となっている。農林業センサス

によると、平成 17年から令和 2年までの 15年間で、農業経営体は約 9,000経営
体、基幹的農業従事者は約 10,000人減少している。また、基幹的農業従事者に占め
る 65歳以上の割合は約 49％から約 64％へと 15ポイント上昇し、平均年齢も 61.7
歳から 66.2歳に高まっている。こうした傾向が著しい中山間地域においては、将来
的に集落の維持すら困難になることが懸念されている。

農業経営体や基幹的農業従事者の減少に伴って、15 年間で経営耕地面積も約
4,500ha減少した一方で、1経営体当たりの経営耕地面積は拡大傾向にある。従業
員を雇用する集落営農組織等の大規模な法人経営体が増加し、「常雇い」は増加して

いるものの、収穫調製作業を中心とする季節的で短期間の「臨時雇い」は平成 27年
調査では減少に転じており、農繁期に限定した労働力の確保が難しくなりつつある

（「常雇い」、「臨時雇い」のデータは省略）。農繁期の労働力不足は、意欲ある農業

経営体が規模拡大を図っていくうえでのボトルネックとなっており、今後、農業産

出額の減少が危惧される。
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（３）スマート農業への期待

農業分野での担い手・労働力の不足が全国的に顕著となるなか、生産性の向上と

人手不足に対応する新しい農業の形として、ロボット、AI、IoT等の先端技術を活
用した「スマート農業」への期待が高まっている。農林水産省は、令和元年を「ス

マート農業元年」と位置づけ、「スマート農業実証プロジェクト」を開始するととも

に、同年６月には「農業新技術の現場実装推進プログラム」を策定して、技術開発

や実装に向けた取組を加速化している。

現在、遠隔操作や自動運転が可能な機器、センサー類などの測定装置等がすでに

開発・実用化され、現場実装に向けた実証試験が全国で展開されている。自動作業

による省力化・効率化、生産性や品質の改善、データを活用した生産物の出荷管理

等による産地としての競争力の向上といった効果が多数報告されるとともに、きつ

い作業、危険な作業から解放されることによる他産業の退職者、女性等多様な人材

の活躍や、熟練を要する作業の見える化による担い手の育成・確保も期待される。

本県でも、スマート農業は生産性の向上や担い手の育成・確保等の課題解決に有

効な革新的技術であるとの認識のもと、すでに施設園芸においては、栽培管理やハ

ウス内環境の制御を行う機器等の先行的な導入が進められている。今後は、将来的

な農地の有効活用や農家の所得確保にも直結するスマート農業を、営農類型や品目

を問わず積極的に導入していく必要がある。

２ 計画の目的
平成 21年度の高知県産業振興計画のスタートから、生産性の向上、販路の開拓

及び新規就農者の確保等に取り組んできたことで、高齢化や担い手不足等により農

業経営体数が減少する中にあっても、農業生産は一定水準が維持されてきた。

今後、農業生産現場における担い手や労働力のさらなる減少・高齢化が危惧され

る背景を踏まえ、本県農業が将来にわたり魅力ある産業として成長し、活力に満ち

た農村地域を形成していくために、令和 2年度からの第 4期産業振興計画（農業分
野）に「スマート農業の普及推進」を位置づけ、実証や実装支援による県域への速

やかな普及に取り組むこととしている。本計画では、市町村・農業協同組合等の関

係機関・団体と連携したスマート農業の普及推進に向けた体制や、営農類型や品目

ごとの具体的な推進方向等を示し、上位計画である産業振興計画の目標達成を図る。

同時に、県内の先進的な導入事例を掲載することによって、スマート農業の効果や

地域の営農状況に応じたスマート農業技術等についての理解を深め、農業生産現場

における①省力化・自動化・軽労化による労働生産性の向上、②単位面積あたり収

量の向上、高品質化、③データ蓄積、活用による産地の競争力の強化、生産技術の

継承、等を期待するものである。
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３ 目標年次と目標値
本県では平成 21年度以降、産業振興計画に基づき、4カ年をスパンとして各産業

分野ごとに振興施策をすすめてきた。その第 4期計画の実施期間は、令和 2～5年
度までの 4カ年であることから、本計画についても同期間を実施期間とし、目標年
次を令和 5年度とする。
また、具体的な目標値としては、農業者の関心が高く、スマート農業の中でも実

用化が最も進んでいる技術として、①施設園芸における「IoP（Internet of Plants）
クラウドの利用農家数」、「環境制御技術の導入面積」、②水稲や露地野菜、果樹等に

おける「ドローン防除の実施面積・品目数」を下記のとおり掲げ取り組むが、農業

を取り巻く状況の変化や革新的な技術の開発等によって、新たな施策展開が必要と

なった場合には、内容の見直しを図ることとする。

４ 推進の方向性
スマート農業を各地域の栽培品目や個々の営農状況に応じて着実に導入し、効果

を最大限に発揮させるためには、技術情報を積極的に収集・発信し、産地・経営体

の抱える課題や経営戦略に応じた適切な技術を選択・導入することが重要となる。

このため、農林水産省の『農業新技術の現場実装推進プログラム』に示された「技

術実装の推進方策」に即して、以下の取組を進める。

（１）スマート農業を「知る」

①人材の育成

普及指導員のスマート農業に関する技術や資質の向上を図るため、シンポジウ

ムやセミナー等への積極的な参加、農機メーカーとの直接的な情報交換、また、

専門技術員による集合研修や各所属での OJT等の実施によって、スマート農業に
関する知識を蓄積し、地域においてコーディネートとマネジメントを担う指導人

材の育成を図る。

区分 技　　　　術 R元 R5

IoPクラウド 利用農家数 (戸) －　　 2,000 

環境制御 導入面積(主要7品目) (ha) 357 600 

実施面積 (ha) 275 915 

実施品目数 (品目) 3 7 

水稲・ダイズ
ユズ　　　　　

水稲・ダイズ・ミカン・ユズ
ブンタン・ショウガ・キャベツ

指　　　　標

施設園芸

水稲　　 
露地野菜
果樹　 等

ドローン防除
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②支援体制の充実

農業イノベーション推進課及び環境農業推進課にスマート農業担当専技を位置

づけるとともに、各地域の農業振興センター普及課・所に専門の相談窓口を設置

し、様々な情報の提供やスマート農業技術に関する農業者等からの相談に応じな

がら、関係機関・団体と一体となったスマート農業技術の普及推進を行う。

また、農業大学校及び農業担い手育成センターに実装した関連機器等を活用し

て実践的な研修を行うなど、研修教育内容の充実を図り､早期の知識・技術習得に

よる多様な担い手の育成・確保に取り組む。

③技術情報の発信

新たなスマート農業技術の開発状況等の最新情報、全国の先進的取組事例及び

県内各地で取り組まれている現場実証により得られた成果等の情報を取りまとめ、

関係機関・団体等と連携して、農業者等に対してセミナー等様々な場面を通じた

情報提供を行う。

また、農機メーカー等の民間企業や大学と連携した実演会を開催し、農業者自

らがスマート農業機器を体感できる機会の拡大を図る。

（２）スマート農業を「開発する」

現場からの多様なニーズに応えるため、県が主体となって、本県の主要品目にお

ける技術、小区画ほ場に対応した技術等、本県農業の実状に対応した新技術の開

発・実用化を進める。

「高知県農業技術センター研究ビジョン（令和 2年 3月）」の「最先端技術等の
活用による次世代型生産技術の開発」において、スマート農業に関連する研究開発

に取り組み、超省力・超高収量栽培技術の確立を目指すとともに、IoPプロジェク
トにおいても、大学や農研機構等と連携して関連研究を実施する。

併せて、ドローン防除に使用できる農薬の適用拡大を図るなど、農業者が技術を

導入しやすい環境を整える。

（３）スマート農業を「試す」

新たに開発された技術は、必要性や波及性を十分に踏まえ、国の事業を積極的に

活用しながら実証を行い、本県の圃場条件や営農形態への適合性、導入による経営

的な効果を明らかにする。また、ドローン防除に関しては、試験研究機関に導入し

た機器を活用して、普及指導員・研究員による実証を積極的に行う。

効果の確認された技術については、関係機関・団体との連携や普及活動等を通じ

て県内への横展開を図り、スマート農業技術を組み込んだ産地や品目単位での技術

体系の確立を推進する。
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（４）スマート農業を「導入する」

全国の先進的取組事例、県内で取り組まれた実証試験の成果を踏まえ、費用対効

果等の経済性も検証しながら、適正規模の機械・施設が導入されるよう取り組む。

また、国の補助事業を積極的に活用するとともに、導入コストの低減が図られるよ

う、共同利用や農作業を受託する農業支援サービス事業体の育成等、地域の実状を

踏まえた提案と支援を行う。

（５）スマート農業を「活用する」

導入効果が十分に発揮されるよう、農業者の技術習得を推進する。また、センサ

ー類等で取得・蓄積可能な複数のデータについて、収量や品質、出荷時期・出荷量

等との関連性を分析するなど、ビッグデータの活用法について提案と支援を行うこ

とによって、データ駆動型農業を推進する。

５ 技術の分類
一言で「スマート農業」と言っても、期待される効果や目的達成のために導入す

べき機器は様々である。生産から出荷まで広範囲にわたるスマート農業機器につい

て、本県での現在の普及状況や将来的な導入の可能性にかかわらず、以下のとおり

分類した。こうした機器の中から、営農類型や品目ごとに、地域の営農体系に合致

し課題解決につながるスマート農業機器の実証、導入を進める。

期待される効果
（導入の目的） スマート農業機器 具体的な効果

ロボットトラクター 無人操作による運転手の削減、作業時間の短縮

水管理システム ほ場の見回り作業の省力化（収量・品質向上効果も）

防除用ドローン 防除時間を大幅短縮（収量・品質向上効果も）

接ぎ木ロボット 作業時間の短縮による大量生産・品質の均一化

収穫・自動運搬ロボット 収穫時間等を短縮（適期収穫による収量・品質向上効果も）

自走式茶園管理機 収穫や整枝作業の省力化（収量・品質向上効果も）

リモコン草刈機 危険な場所でも安全に作業可能

アシストスーツ 持ち上げ作業等の負荷を軽減、作業時間を短縮

電動せん定バサミ 選定作業の負荷を軽減

経営管理・営農支援システム 作業進捗管理、栽培計画の改善（経費削減効果も）

直線アシスト機能付き田植機 熟練者と同等の精度・速度で作業可能（軽労化効果も）

収量等センサー付きコンバイン ほ場ごとの収量・食味のバラツキに応じた管理が可能

環境制御システム ハウス内環境を最適に保つことで増収・高品質化

空撮用ドローン（センシング） 生育にあわせた管理、病虫害の早期発見

労力削減

軽労化

ベテラン並みの作業実施
技術の継承

収量・品質の向上
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６ 営農類型・品目ごとの一貫体系の組立
県内で実装可能なスマート農業技術について、以下に営農類型・品目ごとの一貫

体系を示した。ただし、地域に導入する際は、それぞれの地域特性やコスト面を評

価しながら、これらをベースに体系を組み立てることとする。なお、本項の最後に

示した農林水産省のサイトには機器の特徴等の情報が掲載されており、体系を組み

立てる際の参考とする。

（１）水稲

四万十町では、経営管理・営農支援システムやロボットトラクター、直進アシス

ト機能付き田植機、防除用ドローン等について、国の「スマート農業実証プロジェ

クト」を活用して検討が行われてきた。経営管理・営農支援システムでは、スマー

トフォン等による作業計画や進捗状況等の可視化による作業効率の向上、また、ロ

ボットトラクターや防除用ドローンによる省力化、直進アシスト機能付き田植機に

よる作業負荷軽減といった効果が確認されている。また、本山町では水田センサー

によるほ場見回り時間を削減する取組や、香南市では収量等センサー付きコンバイ

ンによる収量や品質の改善に向けた取組も開始され、労力削減や高品質生産が図ら

れている。

直進アシスト機能付き田植機経営管理・営農支援システム ロボットトラクター

品目等 スマート農業技術・機械　＼　月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備考

栽培暦 × ×○ ○ 　　■■
播種

経営管理・営農支援システム

ロボットトラクター

直進アシスト機能付き田植機

水管理システム

リモコン草刈機

防除用ドローン

収量等センサー付きコンバイン

移植 収穫

水
　

　

稲
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（２）大豆

四万十町では、経営管理・営農支援システムやロボットトラクター、防除用ドロ

ーン等について、国の「スマート農業実証プロジェクト」を活用して検討が行われ

てきた。経営管理・営農支援システムでは、スマートフォン等による作業計画や進

捗状況等の可視化による作業効率の向上効果が確認されている。また、ロボットト

ラクターや防除用ドローンでは省力効果が確認されており、適期播種や適期防除に

よる収量･品質の向上も期待されている。

リモコン草刈機防除用ドローン

ロボットトラクター 防除用ドローン経営管理・営農支援システム

水管理システム（水田センサー）

品目等 スマート農業技術・機械　＼　月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考

栽培暦 × × ○
中耕 収穫

経営管理・営農支援システム

ロボットトラクター

リモコン草刈機

播種機（ロボットトラクター装着）

防除用ドローン

収量等センサー付きコンバイン

播種

大
　

　

豆
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（３）施設園芸

施設園芸では、経営（労務）管理システムや環境制御技術等の導入が大規模温室

を中心に進みつつあるが、その他の技術の県内での導入事例は少ない。経営（労務）

管理システムに関しては、会計管理や労務・作業管理等をデータ化・見える化し、

経営分析できるサービス等が提供されており、農作業や農業経営の効率化が期待で

きる。作業の効率化に関しては、アシストスーツ、自動振動受粉装置（トマトで導

入事例あり）、収穫ロボット（トマト、ミニトマト、ピーマン、アスパラガスで他県

での実証事例あり）、自動運搬ロボット等の技術が利用可能である。

栽培の効率化に関連する技術としては、環境制御技術や光合成リアルタイム診断

のほかに、各種センシング・モニタリング機器の利用が可能である。

また、本県では、IoTや AI技術を融合させ施設園芸農業をさらに発展させる IoP
プロジェクトに取り組んでおり、ハウス内にネットワーク通信機器を設置すること

での各種栽培関連情報の見える化や、データ共有基盤（IoPクラウド）に収集した
データの分析、診断による栽培技術の改善等、データ駆動型農業を進める。

接木ロボット労務管理システム

自動運搬ロボット環境制御装置・環境測定装置

品目等 スマート農業技術・機械　＼　月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 備　考

栽培暦　ナス他 　　× 　○ 　　■■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
播種 定植 収穫

経営管理・営農支援システム

接ぎ木ロボット、育苗施設 稼働期間が限定

環境制御技術

光合成リアルタイム診断 導入可能な品目が限定

アシストスーツ 作業強度等により機種選定

自動振動受粉装置 導入可能な品目が限定

収穫・自動運搬ロボット 導入・実証事例が少ない

施

設

園

芸

（

促

成

）
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（４）露地ショウガ

土佐市では、国の「次世代につなぐ営農体系確立支援事業」及び県の「スマート

農業技術実証支援事業」により、ドローン空撮によるセンシング技術を活用した効

率的なほ場監視及び土壌病害の早期発見技術、低濃度エタノール土壌還元消毒によ

る青枯病等の発生ほ場の健全化技術、新型掘り取り機やアシストスーツによる省

力・軽労化技術の実証・検討が行われてきた。

産地から待望されているドローン空撮による土壌病害の早期発見技術について

は、画像解析方法等の改良が進められている段階で技術確立までには至っていない

が、実用化されれば県内の露地ショウガ産地で広く活用されるものと期待される。

新型掘り取り機やアシストスーツについては、本県のほ場条件にあわせた改良や、

使い勝手の良い機種の選定等が必要である。

ドローン空撮画像解析

アシストスーツ

空撮用ドローン（生育・病害診断）

品目等 スマート農業技術・機械　＼　月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備　考

栽培暦 ○
定植 収穫

経営管理・営農支援システム 目的に応じて製品選定

低濃度エタノール土壌還元消毒
（青枯病多発で栽培してない圃場）
防除用ドローン 登録薬剤を必ず確認

空撮用ドローン（生育･病害診断） 利用事例少なく、技術確立が必要

アシストスーツ

新型掘り採り機 作業強度や内容によって機種選定

露

地

シ

ョ

ウ

ガ
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（５）果樹

果樹では中山間地のユズで、ドローンによるセンシングや防除、リモコン草刈機、

アシストスーツについて実証を行い、導入について検討を始めている。ドローン防

除では従来の手散布に比べて、作業時間が 6分の 1になるなど省力効果が確認され
ているが、果実品質は手散布と同等となり、導入による費用対効果等についてさら

に検証する必要がある。また、早急な農薬の適用拡大も望まれる。

リモコン草刈機やアシストスーツは、様々なタイプの機種が日進月歩で開発され

ており、園地や生産者の条件を考慮して機種を選定していく必要がある。

ユズでの検証結果をもとに、温州ミカン等のカンキツ類や他の果樹品目への横展

開も可能となる。

アシストスーツ

電動せん定バサミ

防除用ドローン

品目等 スマート農業技術・機械　＼　月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備　考

栽培暦 　　○
開花期 　収穫

経営管理・営農支援システム

空撮用ドローン（園地マップ作成） 10～11月は生産予測にも活用

防除用ドローン・リモコン防除機 登録薬剤を必ず確認

リモコン草刈機 園地形状等により機種選定

アシストスーツ・自動運搬台車 作業強度等により機種選定

電動せん定バサミ

カ

ン

キ

ツ

類

・

ナ

シ

等
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（６）茶

茶では、特に大規模化が進む九州において、無人で作業を行う茶園用ロボット摘

採機が開発されるなど自動化技術が進んでいるが、狭い傾斜茶園が多い本県では導

入可能な茶園は極めて少ない。一方、これまで２～３人必要であった摘採や整枝の

作業を一人で行うことができ、軽トラックに積載可能で機動性にも優れる可搬型自

走式茶園管理機の導入が進みつつあり、大きな省力効果が期待される。

ドローン防除では、航空機防除の登録薬剤がないことから、適用拡大が求められ

る。ドローンによるセンシング技術では、生育診断、病害虫診断とも研究段階であ

る。これらの課題が解決すれば、ドローンの活用も大きく進むと考えられる。

可搬型自走式茶園管理機

品目等 スマート農業技術・機械　＼　月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備　考

栽培暦
収穫期 一番 二番 秋冬番

経営管理・営農支援システム

空撮用ドローン（園地マップ作成）

可搬型自走式茶園管理機 作業道とセットで導入

空撮用ドローン（生育･病害診断） 研究機関で技術開発中

リモコン草刈機

（茶園用ロボット摘採機） （平野部の茶園で使用可能）

三番

茶
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参照サイト

●農林水産省

☆スマート農業

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/

☆農業用ドローンの普及拡大

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html

☆農業新技術＿製品・サービス集

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/products.html

☆スマート農業技術カタログ

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology
/smartagri_catalog.html

●農林水産技術会議

☆スマート農業実証プロジェクト

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/pamphlet
/index.htm

（一貫体系）

◆スマート農業一貫体系のイメージ（平成 30年 9月）
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/attach/pdf/
smart_agri_pro-22.pdf
大規模水田作／中山間地水田作／超低コスト輸出用米／畑作／

露地野菜／施設園芸／カンキツ／落葉果樹／茶／畜産

（デモ動画）

◆スマート農業一貫体系【大規模水田作】

https://www.youtube.com/watch?v=F5cVPq9VVxg
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７ 推進体制

（１）スマート農業全体の推進体制

スマート農業の推進にあたっては、農業者をはじめ、市町村や農業協同組合等と

の連携が不可欠であるため、全体的な推進方策等を検討する場として、農業者や関

係機関・団体等からなる県レベルの『スマート農業推進協議会』を設立し、先行し

て進められている「IoPプロジェクト」とも連携しながら取組を進める。
平成 31年 2月に農林水産省が示した「スマート農業の社会実装に向けた具体的

な取組について」には、全国で 360カ所に相談窓口を設置し、約 7,300名の普及指
導員を育成して、各地域でコスト検証や課題解決を図りながら普及拡大していく、

という行動計画が示された。また、令和 2年度に策定された「協同農業普及事業の
運営に関する指針」では、基本的な課題の一つとして「スマート農業の実践等によ

る生産・流通現場の技術革新等」が位置づけられた。これを踏まえ本県でも、各農

業振興センター普及課・所が農業者等からのスマート農業に関する相談に対応する

ことを「協同農業普及事業の実施に関する方針」に明記した。加えて、教育・研修

機関である農業大学校や農業担い手育成センターには、実践的な研修を行うことで

早期に必要な知識・技術の習得を図ることを目的に、スマート農業関連機器を実装

した。

こうした、農業者に対する現場支援体制を強化しつつ、研究機関における本県の

営農実態に合致したスマート農業の研究体制も充実させながら、スマート農業の導

入加速化を図る。

【目的】 ◎スマート農業に関する情報の収集、共有
◎スマート農業の普及推進にかかる施策の検討 等

スマート農業推進協議会

【行政】

県農業振興部

市町村

【農業団体】

農業協同組合 等

【農業者】

大規模経営者

集落営農組織 等

【その他】

農機メーカー

学識経験者 等
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（２）「IoP プロジェクト」の推進体制

事業責任者  （プ ロジェクト全 体 の責 任 者）
　　　　　　高知 大 学　受 田 浩之  理事 　

①ＩｏＰプロジェクト研究推進部会［ＩｏＰプロジェクトに関する研究の 推
進］

【構成員 】
　　高知 県知事 、国 立大学 法人高 知大学 学長、高知 県公立 大学法 人高知 工科大 学学長 、高 知県公 立大学 法人高 知県立 大学学 長、高 知県農 業協同 組合中 央会会 長、
高知県 農業協 同組合 副組合 長、（ 一社） 高知県 工業会 会長、高知 県IｏT推進 ラボ 研究会 会長、　(株)四 国銀行 代表取 締役頭 取、(株) 高知銀 行代表 取締役 頭取 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知県Next次世代型施設園芸農業に関する産学官連携協議会  

②人材育成部会［大学連携による高度な専門人材の育成］ ＩｏＰ推進機構［ＩｏＰクラウド管理運用］

年２回 開催( 8月､1月 )

代表 者 会議 （ 3つの 部 会の 取 組を Ｐ ＤＣ Ａ サイ ク ルに よ り ２ヶ 月 ごと に 点検 ･検 証 )　構 成 :事業 責 任者 (座 長)､ 中心 研 究者 ､部 会 長

   ［ 役割 ］ 研究 全 体の 進 捗状 況 等の 検 証

　　 　 　　 　 　（ 「 評価 (ﾁｪ ｯｸ)」 「 改善 (ｱｸ ｼｮﾝ )」 ）

　　 ［ 会の 開 催］ 概 ね四 半 期に １ 回
　　 ［ 構成 ］ 高知 大 学本 家 研究 担 当理 事 (部会 長 )、中 心 研究 者 、

　　 　 　　 　 プロ ジ ェク ト チー ム リー ダ ー、 ス ーパ ー バイ ザ ー

  
   ［ 役割 ］ 人材 育 成（ 学 生・ 社 会人 ） に関 す るプ ロ グラ ム の

　　 　 　　 　 検討 、 進捗 状 況等 の 検証

　　 ［ 会の 開 催］ 概 ね年 ２ ～３ 回 　　
　　 ［ 構成 ］

　　 　 高知 大 学： 岩崎 理 事(部 会 長)、 尾 形教 授 、石 塚 教授 、
　　 　 　　 　 　　 前 田特 任 教授 、 宮澤 特 任助 教 、鈴 木 准教 授 、

　　 　 　　 　 　　 池 島教 授

　　 　 高知 工 科大 学 ：古 沢 教授

　　 　 高知 県 立大 学 ：村 上 学部 長
　　 　 高知 県 ：岡 林 農業 振 興部 Ｉ ｏＰ 推 進監

　　 　 その 他 ：香 川 大学 、 JA高知 県 、四 万 十町 、 (株 )南国 ス タ
　　 　 　　 　 　イ ル 、林 農 園、 指 導農 業 士

プロジェクトチ ーム

＜スーパーバイザ ーの 専門部 会等へ の参画 ＞
［①Ｉｏ Ｐプロジェクト研究推 進部会 ］
  ・京都 大学大 学院農 学研究 科　教 授　土井 元 章 氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（スーパーバイザ－）
　・東京大 学大学 院情報 学環　学環 長・教授　越塚  登  氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（高知 県IoT推進アドバイザー）
　・オハイオ州立 大学食 物農業 環境科 学部教 授　チエリ　クボ タ　氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（スーパーバイザ ー）
　・東京大 学 名誉 教授　清水  誠 　氏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（スーパーバイザー）
［③ＩｏＰ 推進機 構 ］
  ・（株 ）武市 コミュニケーシ ョンズ 　代 表取締 役　武市智 行 氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（事業 戦略アドバイザー） 　
　・（株） 日本総 合研究 所創発 戦略セ ンター 　エクスパート（農学 ）　三輪泰 史 氏・・・・・（ スーパーバイザー）
　・（株） ウフル 専務執 行役員 ・Ｉ oＴイノベーシ ョンセ ンター 所長　八子知 礼　氏・・・・・・・・（ スーパーバイザー）
  ・デジ タル ハリウッド大学 　教 授　太 場次一  氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ 統括アドバイザ ー） 　

中心研究者  
（研 究 の指 揮 ・統 括）

［IoP研究分野］　
　高知大学
　　北野雅治特任教授

　［データサイエンス分野］
　高知工科大学情報学群
　　 福本昌弘教授

［サスティナブル 研究分野］
　高知大学農林海洋科学部
　　藤原拓教授

担当： 県農業 ノベー ション推進 課

担当： 県農業 イノベ ーション 推進課

部
会

部
会

＜部 会 で検 討 する 人 材育 成 等＞

詳細 は 部会 の 下に 設 置す る 各チ ー ムに お いて 検 討

［学 生 教育 ］
・Ｉ ｏ Ｐ連 携 プロ グ ラム （ 大学 院 特別 プ ログ ラ ム） R2.6月

　 開講 （ 高知 大 学・ 高 知工 科 大学 ・ 高知 県 立大 学 ）　
・Ｉ ｏ Ｐ教 育 プロ グ ラム （ 学士 課 程） R2.9月 実施

　（ 共 通教 育 科目 新 設・ 単 位互 換 ）

［社 会 人教 育 ］

・Ｉ ｏ Ｐ塾 ： R1.10 月開 講  
・土 佐 ＦＢ Ｃ －Ｓ コ ース ： R1.7 月開 講

担当： 県農業 イノベー ション 推進課 担当： 高知大 学物部 総務課   

      ［役 割 ］Ｉ ｏ Ｐク ラ ウド 管 理・ 運 用
　　 ［ 会の 開 催］ 概 ね２ ヶ 月に １ 回　 　
　　 ［ 構成 ］

　　 　 理事 長 ：武 市 智行 氏 （産 ）

　　 　 副理 事 長： 竹 吉　 功 (県JA 常務 )・ 杉村 充 孝(県 ）

　　 　 外部 理 事： 三 輪泰 史 (IT) 、八 子 知礼 (IT)
　　 　 　　 　 　　 青 山浩 子 (流通 )、 堂山 一 成(流 通 )

　　 　 県内 理 事： 東 　宣 雄 (農家 )、 野島 貴 美子 (農 家)
　　 　  本 家孝 一 (学 ・IoP研究 推 進部 会 長・ 高 知大 学 理事 )

　　 　  岩 﨑貢 三 (学 ・IoP人材 育 成部 会 長・ 高 知大 学 理事 )
　　 　  石 塚悟 史  (学 ・ 高知 大 学次 世 代地 域 創造 セ ンタ ー 長)

　　 　  清 水明 宏 (学 ・高 知 県公 立 大学 法 人理 事 ・工 科 大学 副 学長 ）

　　 　  松 島弘 敏 (産 )
　　 　  事 務局 長 ：岡 林 俊宏 (県 )

　　 　  ※ 顧問 ： 内田 誠 (弁 護士 )、 上羽 秀 敏(弁 理 士)

　　 　  ※ オブ ザ ーバ ー ：四 国 銀行 、 高知 銀 行
　　 　  　 　　 　 　　 　 　J Aバン ク 高知 、 みず ほ 銀行

担当： 県農業 イノベ ーショ ン
　　　　 　推進課

理
事
会

Ｎｅ ｘ ｔ次 世 代教 育 ワー キ ング グル ー プ

＜主な 検討内 容＞

（１） ＩｏＰ クラウ ドの構 築及び 管理運 用
（２） ＩｏＰ クラウ ドを核 とした 既存ビ ジネス の強化 や新規 ビジ

　　　 ネスの 創出に 向けた マーケ ット調 査及び 計画立 案
（３） ＩｏＰ プロジ ェクト におけ る研究 開発の 計画立 案と評 価
（４） ＩｏＰ プロジ ェクト の推進 に向け た関係 機関と の連携
（５） その他 機構の 目的を 達成す るため に必要 な事項

産業振興計画
フォローアップ

委員会
(９月,１月,３月)

Ｉ OＰ塾 ワー キ ン ググ ル ープ

クラウ ドシ ステ ム チー ム

ビジネ スチ ー ム

【Ｉ ｏＰ プロ ジ ェク ト事 務局 】　プ ロジェクト全 体 の 進捗 状 況の 把 握・ 調整 ・広 報 　等

専門 部会

知財 デ ー タ管理 チ ー ム土佐 Ｆ ＢＣ ー Ｓワ ー キ ング グル ー プ

各部会 の構成 等は、20/5/10 現在の 案。
今後の 協議により、変 更する ことがあり ます。

　ＩｏＰプロジェクトの推進体制

［サブリーダー ］高知大学　島村智子
　　　　　　　　　県工業技術セ　森山洋憲

チームＦ＆H

［サブリーダー ］高知県立大学　竹井悠 一郞

［サブリーダー ］県農業技術セ　
　　　　　　　　　　石井敬子、青木こずえ 　　　　　　　　

　［リーダー］高知県立大学　渡邊浩幸
　　　　　　　　東京農業大学　内野昌孝

チームG

チームI

高付加 価値化

流通シ ステム・統合管 理
　［リーダー］高知工科大学　古沢 浩

チームＪ

チームＫ

チームＬ

［サブリーダー ］県農業 振興部 IoP推進監 岡林俊 宏
　　　　 　　　　 　　　 東 京大学 　越塚 　登

［サブリーダー ］県農産物ﾏｰｹﾃｲﾝｸﾞ戦略課　　　
　　　　　　　　　 松岡寿充

［サブリーダー ］高知大学　松岡真如

［サブリーダー ］高知工科大学　古沢 浩チームＭ

　［リ ーダー］高知大学　森 牧人

生産シ ステム・省力化 技術

チームA ［サブリーダー ］九州大学　安武大輔

［サブリーダー ］県農業技術セ　高橋昭彦

［サブリーダー ］高知工科大学　福本昌弘

［サブリーダー ］高知大学　曳地康史

［サブリーダー ］高知大学　藤原 拓
　　　　　　　　　　京都大学　高岡昌輝

チームＢ

チームＣ

チームＤ

チームE

1
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（３）スマート農業に関する農業者等からの相談体制

（４）スマート農業の研究推進体制

産学官連携協議会
研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム
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８ 県内産地の取組事例

（１）高岡郡四万十町 水稲・大豆（ロボットトラクター等）

・所在地：高知県四万十町
・実証経営体：営農支援センター四万十 (株)
・作付面積：98ha（大豆45ha、WCS用稲44ha、飼料用米
ほか6ha、ショウガ3ha）うち実証面積：95ha（大豆、水稲）

導入対象の概要 背景・取組概要

取組の特徴・効果

⃝ 当センターは、四万十町窪川地区の水田転作の推
進や担い手不足対策に取り組む第三セクターとし
て設立され、地域に点在する農地約98haを集積。

⃝ 地域農業・農村を支えるために、当センターを大規
模経営体のモデルとして、労働力不足への対策や

生産コストの約４割を占める労働費の削減、経営・
栽培管理システムによる経営の効率化に取り組む。

⃝ 紙の地図からアグリノートに転換したことで、スマート
フォンで農地の基本情報や作業履歴を現地で確認で
きる。作業の進捗もリアルタイムで把握できることで次

の指示も円滑になり、ＰＣによるデータ出力により実績
の集計が容易となった。

【導入効果（令和２年度）】

 ・スマート農機一貫体系では慣行作業体系と比較して、
　労働時間を飼料用米で25％、WCS用稲で27％、大豆で

40％　削減。
・スマート農機による労働時間の削減により、外部委託し
ていた作業の一部を自ら行い、委託費を削減。

【今後の取り組み】
・スマート農機を最大限に活用し、得られた経営データをも

とに作業分散等による経営改善を図る。
・今後もスマート農業の実証を継続し、情報発信を行い、
中山間地域の農業を支える取組を広げる。

導入技術

①経営・栽培管理システム「アグリノート」［ｳｫｰﾀｰｾﾙ (株 )］
②ロボットトラクター　［(株)クボタ、以下同じ］

③直進アシスト機能付き田植機
④防除用ドローン、⑤リモコン草刈機

アグリノートにより約670筆の

ほ場の情報及び作業の進捗
状況が見える化。

水田作 ロボットトラクターやドローンを活用したスマート農業技術体系の実証

62
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大豆防除作業(分/10a)
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水稲除草剤散布作業(分/10a)

67％削減76％削減

ドローンにより
大豆の防除、水

稲の除草剤散

布の作業時間
が大幅に削減。　

体への負担も大
幅に軽減。　　　
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（２）長岡郡本山町 水稲（水田センサー等）

水田センサー等を活用した水稲栽培管理の省力化とブランド力の維持・向上

導入対象の概要

・所在地：高知県長岡郡本山町
・経営体名：
　本山町特産品ブランド化推進協議会（35戸）
　一般財団法人本山町農業公社

・栽培作物・作付面積：
　水稲・ 27ha（ブランド米の作付面積）
・ブランド名：『土佐天空の郷』

導入経緯

⃝ 『土佐天空の郷』の知名度は、H22、28年の「お米日本一コンテス
トinしずおか」での特別最高金賞の受賞を機に全国区となる。

⃝ 本山町では、高齢化等による農業生産の縮小を抑制するため、
『土佐天空の郷』の生産拡大、所得向上による地域の活性化を
推進。

⃝ 一方で、地域ブランド米の取組が全国各地で活発となり、ブランド
力・信頼性の維持・向上には、食味・品質の高位安定化が重要に。

⃝ 併せて、高齢化による水稲栽培管理の省力化も必要に。

⃝ 「水田センサー」によるほ場内の微気象情報のリアルタイム把握
とデータ蓄積、「アグリノート」による栽培記録管理によって、食
味・品質の高位安定化と、水管理等の省力化を図る。

導入技術

・水田センサー［ベジタリア（株）］
・アグリノート［ウォーターセル（株）］

取組の特徴・効果

⃝ 総務省のH29年度「ＩｏＴ実装推進事業」を

活用して導入。
　・水田センサー 100台（うち気象計付 10 台）、アグリノ ート

⃝ 「アグリノート」では、高齢化に伴って農
業公社へ集積（作業委託）されたほ場を
一括管理（管理作業の煩雑化を軽減）。

⃝ 「水田センサー」では、リアルタイムの水
位情報によって、水管理を省力化。

　　　　　　（農業公社の管理ほ場では見回り時間が半減）

⃝ 「水田センサ ー」から得られるデータを栽
培指導に活用。

　・出穂後の積算気温による適期収穫指導（H30～）
　・中干し、穂ばらみ期湛水管理の重要性（R元～）図　　取組イメージ

水田作
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（３）香南市 水稲（収量等センサー付きコンバイン等）

導入対象の概要

・所在地：高知県香南市
・経営体名：有限会社　北らいす

・栽培作物・作付面積：水稲・40 ha＋作業受託150戸
・従業員数：9名（R2年12月現在）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 経営規模の拡大や作業受託件数の増加により、ほ場
面積が拡大し、ほ場管理の効率化が課題であった。

⃝ そこで、ほ場管理やリアルタイムに作業の進捗管理を
するため、平成26年度にクラウドを活用したKSAS及び
対応農業機械を導入した。

導入技術

・クボタアグリサポートシステムKSAS
・KSAS対応農業機械
　トラクター（1台）、田植機（2台）、コンバイン（3台）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株式会社クボタ）

KSAS対応農業機械とは…無線通信機能を備え、KSAS 上で作業
記録等を一元管理できる農業機械

⃝ 電子地図にほ場位置及び所有者名等を登録する
とともに、全従業員（9名）がスマホや専用端末でシ
ステムを利用することで、ほ場ごとの作業計画や作
業記録を全員で共有。

⃝ これにより、ほ場位置の確認や進捗確認にかかる
移動が不要となり、作業効率が向上。

⃝ 他の作業者の進捗状況が現場でリアルタイムに把
握できるため、作業もれが減少。

⃝ 前年の収量データを活用し、ほ場毎に施肥量を調
節することで、適正施肥につながる。

⃝ 今後、高付加価値化に向けた食味＆収量センサー
付きコンバインの導入、直進アシスト機能付き田植
機の導入、メッシュマップによる細かな肥培管理に
取り組む予定。

【導入効果　平成25年度→R2年度】
　　・労働時間の削減（9時間/人/日→6時間/人/日）

　　・経営面積の拡大（32ha→40ha）　　
KSASの導入による

水稲作業時間の変化

電子地図上のほ場位置と　　

　作業記録確認画面（右下）

水田作 営農管理システムと対応農機の導入による水稲の生産性向上
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（４）安芸地域 園芸品目（環境制御技術）

導入対象の概要

・所在地：安芸農業振興センター管内（芸西村、安芸市、　
安田町、田野町、北川村、奈半利町、室戸市、東洋町）
・導入対象：管内施設園芸経営体（ 1,056戸、292ha）
・導入実績（CO 2発生器：91 ha）

・栽培作物：果菜類（ナス、ピーマン等）、
　　　　　　　 花き類（トルコギキョウ、オリエンタルユリ等）

導入経緯

取組の特徴・効果

⃝ 安芸管内は冬春ナス（生産量日本一位）、ピーマン、
花き等、施設園芸地域であるが、高齢化や生産資
材の高騰などにより農家経営は厳しい状況が続く。

⃝ 高知県では平成21年度よりオランダ・ウェストラント

市との交流を契機に環境制御技術の開発と現地
実証に取り組み、増収効果を確認してきた。

⃝ 安芸地域ではＨ27年度に環境制御技術普及推進

会議を設置し、ＪＡ、園芸連、県が連携して環境制
御関連機器の導入を推進し、生産量の向上を目標
に取り組んできた。

⃝ （国）産地パワーアップ事業、（県単）環境制御技術普
及促進事業を活用して環境制御関連機器導入を促進。

⃝ 生産部会だけでなく、環境制御技術向上を目的とした
研究会・勉強会の設立および自主的な活動を支援。

⃝ 今後は、未導入の経営者に対する支援、病害防除を

目的とした環境制御技術の検証、増収に伴う労働負
担への対策に取り組む予定。

⃝ 【導入実績と効果（Ｈ26年度→Ｒ元年度）】
 ・導入面積率

   （CO2発生器：ナス 1%→ 44%、ピーマン 19%→ 61 %
  　環境測定装置：ナス 1%→ 46%、ピーマン11%→ 45 %）
 ・10a当たり平均収量の向上
　 （ナス：15.9 ｔ → 18.7 ｔ、ピーマン：16.1 ｔ → 19 .2 ｔ）

導入技術

・CO 2発生器（グロウェア［ ネポン(株)］、
　光合成促進機［フルタ電気(株 )］等）
・環境測定装置（プロファインダー［(株)誠和］、
　ハッピィ・マインダー［(株 )四国総研］等）

・その他（日射比例灌水装置、細霧発生装置、統合環境
制御装置、除湿機、ファインバブル混入機など）

CO2発生器と

　　　　環境測定装置（右上）※導入面積率はCO2発生器に

　 ついての集計値

(H26) (R1) (H26) (R1)
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施設園芸 環境制御技術の導入による施設園芸産地の強化
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（５）高岡郡四万十町 トマト（環境制御技術）

大規模次世代型ハウスにおける高度環境制御技術及び省力化技術（四万十町）

導入機器事例 ●自動環境計測センサー

●収穫物自動運搬機
・ハウス内の収穫物を
 出口まで自動で運搬

運搬作業の省力化

・葉の表面温度、湿度
・光合成に必要な光量
・根の温度

測
定

適切なハウス内環境
管理による収量増加

●自動振動受粉システム

・受粉に交配用ハチを用いず、
 自動で受粉作業を行う

・ハチ箱の購入、管理にかかる
 コスト、労力の軽減
・天候に左右されず、安定した
 受粉が可能

●集出荷設備（組み合わせ
計量機、パレタイザー）

●統合環境制御装置、
   労務管理システム
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（６）土佐市 ショウガ（空撮用ドローン等）

＜土佐市ショウガスマート農業協議会構成員と役割＞

 JA 高知県土佐市生姜部　 　　（役割：技術の導入・普及実践）

 JA高知県とさし  　（役割 :技術の開発と普及指導及び 導入体制整備）
 高 知 県　　 （役割：技術の開発と普及指導及び 導入体制整備の支援）

 土 佐 市　    （役割：技術導入体制整備の支援）

 各機器メーカー  　　 （役割：各種機器の技術開発）

検討体制

新たな営農技術体系への転換

＜新 たな営 農技 術 体系 の 今後 の 取組 内 容＞

＜目 指 す産 地像 ＞

　優 良園 地 の確 保 のため 、 ドローンの 活 用 等による管 理作 業 の省 力 化と、 最新

技術 である土 壌還 元 消毒 法 の導 入 等により産 地 強化 を図る。

＜新たな営農技術体系の効果（検証結果）＞
　現状：ドローン等の省力機器の活用がない　→機器の利用技術が確立　→機器の導入

　　　　　効果的な土壌消毒方法がない　→新技術の実証 　 → 新技術の普及･拡大

②優良園地の確保には
　エタノール還元消毒の普及

①省力化技術の導入には
　ドローンの活用・省力機器の導入

取組主体 Ｒ2 Ｒ３ Ｒ4
高知県・中央西農業

振興ｾﾝﾀｰ

JA高知県とさし
営農経済センター

JA高知県
土佐市生姜部

各機器メーカー

土壌還 元処理 の拡大

７月 ８月 ９月 １０月 １１月

②エタノー

ル還元 消
毒実施

《　土壌還元消毒の実施　》

ドローンによるほ場監 視等

省力機 器利用
による収穫

産地の概要

＜対象地域＞　高知県土佐市

＜対象品目＞　露地ショウガ

＜産地の現状・課題＞

○現状

　JA高知県土佐市生姜部は、H30年産で生産者85戸、栽培面積29ha、生

産量約1,350ｔで販売額は8億5千万円の県を代表する産地である。

○課題

　生産者の平均年齢が60歳と高齢化も進み、収穫時期の労働力不足や、

担い手の不足が顕著になっており、省力化技術の開発･導入が必要。

　栽培ほ場では「根茎腐敗病」や「青枯病」などの発生が多く問題となって

いる。代替えでき る優良園地の確保が難しいため、これらの土壌病害に
有効な対策が求められてい る。 ①スマート

農業機 器
の活用

エタノール 灌注

土壌ビニール被覆 処理 被覆除 去

土壌 還 元消 毒 の実証 ほ 設置ドローンによるほ 場撮 影

○新たなの営農技術体系

②優良 園地の 確保

①省力 化技術 の導入
・目 視による土壌 監視　→　病害 の発見 遅れや 見落と し
・従 来型の 掘り取り機の 利用等 　 →　労働 強度の 低減へ の取組 必要

・代 替え園地へ の移り換 え　→　無病 等優良 ほ場の 減少

・青 枯病対 策に有効 な処 理方法 がない

ドローンによるほ場監 視技術 の 向上と普 及活動
土壌還 元処理 技術の 普及活 動

ドローンによる ほ場監 視技術 の開発 と向上
省力機 器の導入提 案

ドローンによるほ場監 視技術 の向上と普 及活動
土壌還 元処理 技術の 普及活 動

技術の導入により産地強化が図られる

露地野菜 土佐市ショウガスマート農業協議会
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（７）高知市土佐山 ユズ（防除用ドローン等）

産地の概要

＜対象品目＞　ユズ

ドローンによる航空防除

＜高知市ゆずスマート農業検討協議会構成員と役割＞

高知市土佐山柚子生産組合　　　 （役割：ユズ検証園の提供等）

高知県、高知市、JA高知市、夢産地とさやま開発公社

　　　　　　（役割：検証全般の調整、調査、分析、成果とりまとめ、報告）
各機器メーカー　　　 （役割：ドローン防除等の作業）

検討体制

＜産地の現状・課題＞

新たな営農技術体系への転換

（現状）　高知市土佐山柚子生産組合は、生産者196戸（R元）、栽培面積　

　60ha（同）、販売量は約900ｔ（H28-R1　平均値）、約95％を搾汁液で県内　

　企業に、約5％を青果で出荷し、販売額は約1億6千万円（H30）である。

　　個別の経営面積は小さく（50ａ以下80％（H28) )、生産者の高齢化（70 才
　以上37％、50才以下7％（H28））による労働力不足で栽培管理が不十分

　な園が多く、酢玉A品率が低下（15％（H26）→９％（R1））し、労力の軽減

　や品質向上が求められている。

　　　

（課題）(1)基幹作業の労力軽減と作業時間の短縮　(2)農家所得の向上
　　　　(3)ユズ園の流動化　　(4)有利販売に向けた精度の高い出荷予測　

＜新たな営農技術体系の今後の取組内容＞

＜目指す産地像＞

(1)スマート 農業技術導入により栽培管理作業の労働負担の軽減と作業　

　時間の短縮を図る。 

(2)ユズ果実品質のワンランクアップと生産量のアップを実現する。
(3)青果出荷の予測の精度向上により有利販売する。

＜新 たな営 農技 術 体系 の 効果 （検 証 結果 ）＞

　現状 防 除作 業 時間  90 分 /1 0ａ→ ドローン防 除 15 分 /1 0ａ

　　 　　 出荷 予測 調査 　果 実数 目視 調査 　→　ドローン撮 影 による調 査

ドローン技術

電動式せん定バサミによるせん定

アシストスーツ導入

電動せん定ばさみ導入

取組主体 Ｒ2 Ｒ３ Ｒ4
高知県・高知農
業改良普及所

JA高知市

高知市土佐山　
柚子生産組合

各機器メーカー

ドローン防除等スマート農業技術の検証と導入支援

ドローン防除等スマート農業技術の検証と導入調整

＜対象地域＞　高知市

4～９月 10月 11月 12月 １～３月

除草 ・追 肥

収穫
現在の

営農技
術体系

防除 ・果 実 数目 視 調査
せん 定

4～９月 10月 11月 12月 １～３月

新たな

営農技
術体系

ドローン防 除 ・果 実数 調 査

除草 ・追 肥
アシスト

スーツ収穫

電動 機 器

せん 定

ドローン防除等スマート農業技術の検証と導入活用

ドローン防除等スマート農業技術の開発と向上

果樹 高知市ゆずスマート農業検討協議会
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９ 用語解説

用　　語 解　　説

ＡＩ
（Artificial Intelligence）

人工知能のこと。学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュー
タシステム。

ＩＣＴ
（Information and 
Communication Technology）

情報や通信に関する技術の総称。
単なる情報処理にとどまらず、クラウド型生産管理システムなど、インターネットを利用し
て情報を共有する技術などがある。

ＩｏＰ
（Internet of Plants）

作物の時々刻々と変化する様々な生体情報をインターネット上のクラウドに収集し、環
境データ等と合わせた分析等を通じて、最適※な環境制御を行い、収量・品質の向
上、作業の省力化等を図る仕組み。
※光合成、糖の分配、蒸散、病害虫抑制等を総合的に判断

ＩｏＴ
（Internet of Things）

様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、（単につながるだけでなく、モノがイン
ターネットのようにつながる）、情報交換することにより相互に制御（自動認識や自動
制御）する仕組み。

Next次世代型こうち新施設園芸
システム

　次の世代を見据え、さらなる収量増加、高品質化、省力化などを実現していくため、
次世代型こうち新施設園芸システムに環境制御技術にIoTやAI技術を融合するとと
もに、栽培のみならず出荷、流通までをも見通したシステム。

アシストスーツ
モーターによるアシストや人工筋肉等による荷重分散効果により、重量物の持ち上げ・
下げ時に腰や腕にかかる負荷を軽減する。負荷軽減に伴い作業時間が短縮でき、軽
労化により高齢者や女性の就労も可能となる。

環境制御技術
外気温度、ハウス内の温度、湿度、二酸化炭素濃度、日射量等を測定し、これを加
温・換気や加湿、二酸化炭素施用等により作物の栽培に適した環境に制御する技
術。

クラウド：クラウドコンピューティング
（Cloud Computing）

インターネットなどのコンピュータネットワークを経由して、コンピュータ資源をサービスの形
で提供する利用形態。オンラインであれば必要な時に必要なサービスを受けられるよう
になる。

経営管理・営農支援システム
パソコン・タブレット・スマートフォン等で作業計画・実績を記録し、ほ場や品目ごとの作
業実績を見える化するシステム。記録した情報をもとに、生産コストの見える化や栽培
方法・計画の改善、収量予測等に活用できる。

自走式茶園管理機
傾斜地でも一人で安全に摘採等の茶園管理作業を行うことができる自走式の管理
機。軽トラックに積載可能な大きさであり、狭い農道が多い中山間地域の茶園でも活
用できる。

自動振動受粉システム
受粉したい花に超音波素子を並べた装置を近づけて、非接触で空気を振動させ、花
を特定の周波数で振動させることによって受粉を行わせるシステム。ハチによる受粉に替
わる技術として注目される。

収穫物自動運搬機
収穫作業は、収穫した農産物を入れるコンテナ等をのせた台車を引っ張りながら行わ
れるため、労働負荷が大きい。収穫物自動運搬機は、カメラ映像等により人に追随し
ながら自動で動くため、労働負荷の軽減につながる。

収量等センサー付きコンバイン

収穫作業と同時に収量・食味（タンパク値）・水分量等を測定し、ほ場ごとの収量・
食味等のばらつきが把握できる。ほ場ごとのばらつきに応じて翌年の施肥設計等に役
立てたり、収穫時のタンパク値・水分量に基づき乾燥機を分けるなど、収量・品質・食
味の向上が期待できる。

水田センサー

水田に設置し、水位、水温、気温等の環境データを自動で計測するセンサー。水田セ
ンサーで計測された水位データは携帯電話通信網を通じて農業者等にリアルタイムで
転送され、水管理の省力化に活用できる。また、蓄積される環境データを活用した収
量や品質の向上も期待される。
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用　　語 解　　説

スマート農業 ロボット技術やIoT、ICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能
にする新たな農業。

直線アシスト機能付き田植機

人工衛星からの位置情報を活用してハンドルを自動制御し、設定された経路を自動
走行して田植えを行う。集中力が必要な直進作業の疲労を軽減するとともに、未熟
練者であっても熟練者と同等以上の精度、速度で作業が可能。また、落水しなくても
田植え作業が可能となり、作業前後の水管理の省力化も図られる。

データ駆動型農業
産地内における複数農業者の生産環境等に関するデータを蓄積・共有し、データ分
析結果に基づき栽培技術・経営の最適化を図り、生産性・収益向上に結び付ける農
業。

統合環境制御装置

温室などの閉鎖空間で、作物の成長促進や収量増加、品質向上、省エネなどを目的
に、温度、湿度、光、二酸化炭素などの環境要因について一つの要因だけでなく、いく
つかの要素を同時に優先順位をつけて合理的にかつ統合的に管理・制御すること。近
年では各種センサーやコンピュータを利用して各種装置を制御することで、温室内を好
適・自動的かつ省力的にコントロールできるようになった。

ドローン
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令
で定める機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動
操縦により、飛行させることができるものをいう。（航空法より抜粋）

パレタイザー

段ボールケースをパレットの上に任意のパターンで積み上げる機械で野菜の集出荷施
設に導入することで省力化が図れるもの。コンピュータ制御により容易に積み上げパター
ンが設定可能で多様なニーズに対応できる。包装機器用語としては、製品を自動で整
列させてパレット上に積む装置のこと。

ビッグデータ ＩＣＴ等により生成・収集・蓄積等が可能・容易になる多種多量のデータ。肥料散
布量、農薬使用量、収量等の栽培データや温度、湿度等の気象データなどがある。

リモコン式草刈機
リモコンにより遠隔操作する草刈機で、急傾斜地や人が入りにくい耕作放棄地等での
除草作業が容易となる。作業時間の低減のほかに、農作業事故を削減する観点から
も注目されている。

リモートセンシング

対象物に触れることなく、離れたところから物体の形状や性質などを観測する技術。農
業分野では、衛星やドローンなどに搭載されたカメラにより、作物の生育状況や病害虫
の発生状況を遠隔診断する技術が実用化されている。スマート農業における先進的な
取組として、さらなる技術開発が期待される。

ルーフウォッシャー 温室の被覆資材の外側を自動で洗浄する装置のこと。

ロボットトラクタ－

人工衛星からの位置情報を活用して、無人でほ場内を走行し作業を行うトラクター。
使用者は自動走行するロボットトラクターをほ場内やほ場周辺から常時監視する必要
があるが、一人で有人トラクター・ロボットトラクター２台の操作が可能となり（有人-無
人協調システム）、作業時間の短縮による大規模化への貢献が期待される。

ロボティクス

ロボティクスとはロボットの設計･製作･制御を行う「ロボット工学」を指す。ロボットに関
連したさまざまな科学研究を総じてロボティクスと呼ぶ場合もある。ロボティクスによって、
インターネットにつながったセンサーからさまざまなデータを収集、AI（人工知能）で処
理して動作、という流れが一般的になり、労働力不足等の課題解決が図られることが
期待されている。
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10 関連資料

（１）産業振興計画（スマート農業にかかる計画抜粋）

○　Next次世代型こうち新施設園芸システム
の推進体制等の構築

　・推進母体である産学官連携協議会を設立
（H30.7)し、本格的にプロジェクトが始動

　・国内外のトップレベル人材の参画による推

進体制の強化（R元）
　・「IoP推進機構」の設立（R2.3月）

○　各種情報システムの開発

　・「高知県園芸品生産予測システム」を開発し

運用開始：利用者数839名（R元）
　・「環境データ一元化システム」を開発し運用

開始：利用者数63名（R元）

○　IoPプロジェクト研究の推進

　・13の研究テーマに100名を超す研究員が参
画し、63課題（出口戦略を見据え77課題から絞

り込み）で研究開発を開始
　・特許出願2件

○　IoPクラウドの早期の構築、検証、営農サー
ビスの開始に向け、IT、AIや法律に精通した

スーパーバイザー、プロジェクトマネージャー
の助言が必要

○　現場データ収集、活用に関する生産者、関
係機関（普及、ＪＡ）の意識向上

○　通信料やサービス利用料等に関する生産

者の意識醸成

○　IoPクラウドで活用できる研究成果の早期

創出

【農01】
◆Next次世代型こうち新施設園芸シス

テムの開発と普及（R2拡充）

○　環境制御技術を標準装備した次世代型ハ

ウスの整備支援

　・次世代型ハウス整備面積（累計）　
　　  H30：46.0ha  →　R元：59.6ha（見込み）

○　次世代型こうち新施設園芸システムの推

進

　・推進協議会を設立（H30.4）
　・研修会・講習会3回、現地検討会2回、先進

地視察研修4回、技術実証4カ所
　・若者の参入促進に向けた支援拡充：次世代

加算利用件数5件、1.65ha

○　整備コストの高さ

○　所得目標や品目・作型に応じたハウス構
造、導入する附帯設備の選定などによる過剰

投資の抑制

○　大規模ハウスを建設するための一定規模

の農地の確保に向けた農地の集約の加速化

【農02】

◆次世代型施設園芸の普及推進

○　環境制御技術のレベルアップに係る実証・

展示ほの設置
　・実証・展示ほ：ナス、ピーマン各1カ所/年

　・県域現地検討会：6回、実証成果報告会：3

回　（いずれもH28～H30累計）
　・実証ほ実績報告書の作成・配布

○　生産効率の向上を目指した環境制御技

術、省力化技術の開発と普及

【農03】

◆環境制御技術のレベルアップと省力
化技術の開発

○　関係機関と連携しながら「学び教えあう場」
を活用し、環境制御技術の普及を推進

　・環境制御に係る補助事業の活用戸数（全品

目）
　　　H26：93戸→H30：508戸

　・野菜主要7品目での導入面積率（H30）
　　　ナス：55.4％、ピーマン：60.1％、シシトウ：

37.2％、キュウリ：29.9％、ミョウガ：39.0％、ニ

ラ：40.1％、トマト：88.3％

○　事業を活用したさらなるなる環境制御技術
の導入支援。特に未導入農家への普及推進

【農04】
◆学び教えあう場の活用による環境制

御技術の普及

分野 　農業分野
戦略の柱 　１　生産力の向上と高付加価値化による産地の強化

No. 取組方針 これまでの取り組みと成果 課題 具体的な取り組み

1 Next次世代型こ
うち新施設園芸
システムの普及
推進
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①IoPクラウド（プロトタイプ）の構築と検証開始 【R2】

　・県農業イノベーション推進課：IoPクラウドプロトタイプの委託開発、検証、進捗管理、サービス運用の検討
　・県農業振興センター、農業団体：現場データ収集の調整・支援、検証と改良点の抽出

　・生産者：データ提供、検証と改良点などのアイデア出し

②IoPクラウド（プロトタイプ）の検証と改良 【R3】

　・県農業イノベーション推進課：クラウド運用、検証、改良点の抽出と進捗管理

　・県農業振興センター、農業団体：現場データ収集の調整・支援、検証と改良点の抽出
　・生産者：データ提供、検証と改良点などのアイデア出し

③IoPクラウド（商用タイプ）の構築とサービス展開  【R4～R5】

　・農業イノベーション推進課：IoPクラウド構築のための進捗管理

　・IoP推進機構：IoPクラウドを活用したサービスの本格運用
　・県農業振興センター、農業団体：現場データ収集における調整・支援、検証と改良点の抽出

　・生産者：IoPクラウドを活用した営農の実践、データ提供、検証と改良点などのアイデア出し

④IoPプロジェクト研究の推進「光合成と収量の見える化技術」の開発【R2～R5】
　・県農業技術センター：大学法人、農研機構、民間企業等と連携して、作物の生理・生育情報の可視化による
高収量・高品質生産技術の開発

⑤IoPプロジェクト研究の推進作業効率の改善による生産性の向上【R2～R5】

　・県農業技術センター：大学法人、農研機構、民間企業と連携して、熟練者の栽培管理を「見える化」による高
効率・安定生産技術の開発

⑥IoPプロジェクト研究の推進病虫害管理システムの構築【R2～R5】

 　・県農業技術センター：大学法人、農研機構、民間企業と連携して、病害虫モニタリング技術と栽培環境デー

タを組み合わせた病虫害管理システムの開発

　⇒　別図＜農01＞参照（P○○）

＜IoPクラウドの構築
（年間）＞

　　－
　　↓
構築（R4）

＜営農サービス数

（累計）＞
2システム（H30）

　　↓
12システム（R5）　

＜増収技術の開発

品目数(累計）＞
　　－

　　↓
5品目（R2～R5）

＜栽培技術の指標化

品目数（累計）＞
　　－

　　↓
5品目（R2～R5）

＜病害発生予測シス

テムの開発（累計）＞
　　－

　　↓
1件(R2～R5）

○ ○

①次世代型ハウス等の整備促進【R2～R5】

　・県農業振興センター、県農業イノベーション推進課： 環境制御装置を装備した次世代型ハウス等の園芸用
ハウスの整備啓発、企業による農業参入促進、初期投資低減に向けた支援拡充

　・農業団体：環境制御装置を装備した次世代型ハウス等の園芸用ハウスの整備促進
　・生産者：環境制御装置を装備した次世代型ハウス等の園芸用ハウスの導入

②次世代型こうち新施設園芸システム推進協議会による整備促進【R2～R5】

　・次世代型こうち新施設園芸システム推進協議会（県関係機関、次世代型ハウス生産者、ＪＡ営農指導員、ＪＡ
高知県等）：新規掘り起こしに向けた次世代型ハウスの現地検討会や情報交換、フェア等での啓発活動の実

施、整備コスト低減に向けた検討

＜次世代型ハウス整
備面積（累計）＞
46ha（H27～H30）

　　↓
120ha（H27～R5）　

○ ○

①IoPクラウドを利用した営農サービスの開発を推進【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課、県環境農業推進課、県農業技術センター、県農業振興センター、農業団体：

IoPクラウド構築のための調査ほ・実証ほの設置、データの収集・分析 、データを活用した営農指導により生産
性の向上、作業効率の向上を図る

　・生産者：データ提供、IoPクラウドを活用した営農の実践、IoPプロジェクトの推進に係るデータ収集ほの設置、
IoPプロジェクト関連技術実証ほ設置

＜ＩｏＰクラウド利用経
営体戸数（累計）＞

　　－
　　↓

2,000戸（R2～R5）
○ ○

①現地検討会等の開催を通じた技術支援、情報発信、成果の共有【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課、県環境農業推進課、県農業技術センター、県農業振興センター、農業団体：関
係機関の連携により、「学び教えあう場」を活用した現地検討会を開催し、技術支援、情報発信、成果の共有を

図る
　・生産者：環境制御技術の導入と実践、環境制御技術実証・展示ほの設置、外部専門アドバイザーを招いた

勉強会及び品目別現地検討会の開催

②環境制御技術等の普及を促進【R2～R5】

 　・県農業イノベーション推進課、県農業振興センター：産地パワーアップ事業、環境制御技術高度化事業等の
補助事業内容の見直しを行いながら、継続して実施し、環境制御技術の導入、省力化機器等の導入を支援。生

産者への事業内容の周知
　・農業団体、民間団体：生産者への情報提供、実践のための支援

　・生産者：環境制御技術の導入と実践

＜環境制御技術導入

面積（主要7品目）（累
計)＞

353ha（R元）
　　↓

600ha（R5）　　

○ ○

基本方向
取り組み内容

（R2～R5）

＜指標＞
出発点

↓
目標値（R5）
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1 Next次世代型こ
うち新施設園芸
システムの普及
推進

○　企業の農業参入を推進

 ・四万十町次世代団地（四万十町、3法人） 
 ・四万十あおぞらファーム（四万十町）

 ・南国スタイル（南国市）
 ・ゆめファーム全農Nextこうち（安芸市）

 ・イチネン農園（日高村）

 ・シミズ・アグリプラス（香南市）

○　企業の要望に沿った園芸用地の確保

○　産地から企業を誘致する仕組みの強化

○　企業の強みやニーズを活かしたビジネスモ

デルと、産地強化につながるビジネスモデルと

の一致

○　参入企業の経営安定と雇用労力の確保

【農05】

◆地元と協働した企業の農業参入の
推進

3 園芸品目別総合
支援

○　地域の実情に応じて高収量・高品質を実現
し、生産拡大に向けた取り組みを推進

　ナス：38.4千t（H26） → 37.9千t（H30）

　ニラ：16.0千t（H26） → 14.8千t（H30）
　露地ショウガ：16.4千t（H26） → 17.1千t（H30）

○　ナス：更なる生産拡大のための増収・高品
質技術、省力化技術の確立と普及による産地

の活性化

○　ニラ：産地維持、拡大のための増収・高品

質技術、省力化技術の確立と普及による産地
の活性化

○　ショウガ：産地維持のための病害対策技
術、増収技術、省力化技術の確立と普及によ

る産地の活性化

【農09】
◆園芸品目別総合支援

4 スマート農業の
普及推進

○　スマート農業技術の実証

　・水管理の省力化を図るための水田センサー
の導入（本山町・100基：H30～）

　・国費事業を活用した実証（R元～）

　　高知市ゆず協議会：
　　　ドローン防除　等

　　土佐市ショウガ協議会：
　　　ドローン空撮　等

　　営農支援センター四万十：

　　　無人トラクタ　等

○　スマート農業技術の普及推進

　・ドローン防除の実施面積：66ha（H30）

○　スマート農業技術の実証品目・地区数の

拡大

○　スマート農業技術を組み込んだ新たな営

農体系の確立

○　ドローン防除の普及品目・面積の拡大

○　ドローン防除に使用できる農薬の登録拡大

【農28】

◆スマート農業の実証と実装支援（R2
拡充）

戦略の柱 　２　中山間地域の農業を支える仕組みの再構築

No. 取組方針 これまでの取り組みと成果 課題 具体的な取り組み

No. 取組方針 これまでの取り組みと成果 課題 具体的な取り組み
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①産地から企業を誘致する活動強化【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課：誘致企業の掘り起こし、企業への戸別訪問、「企業版産地提案書」による誘致
活動

　・県農業担い手支援課：市町村の「企業版産地提案書」作成支援
　・地元関係者：意識啓発、取り組み周知、地域のニーズの掘り起こし

　・市町村：「企業版産地提案書」の作成と、地域情報として企業へ提供し誘致
　・関係部局：企業や消費者のニーズの収集、情報共有

②企業参入のための用地確保対策の強化【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課：1ha以上の園芸団地候補地の選定、用地の確保に関する施策の充実

　・県農業担い手支援課：市町村、関係機関との連携を強化し、市町村による土地情報の収集を支援
 　・市町村：土地情報を盛り込んだ「企業版産地提案書」の作成と、地域情報として企業へ提供し誘致

③立地企業へのアフターフォロー【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課：課題対応のワンストップ窓口、関係部局と連携した課題解決

＜新たに農業参入し

た企業（累計）＞
　　－

　　↓
4社（R2～R5）　

○

①ナスの技術確立と生産拡大【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課、県環境農業推進課、県農業技術センター、県農業振興センター：速やかな課

題解決、技術確立、普及およびＮｅｘｔ次世代型施設園芸を導入した生産拡大への支援
　・農業団体：技術確立、普及およびＮｅｘｔ次世代型施設園芸を導入した生産拡大への積極的な取り組み支援

　・生産者：環境制御技術（炭酸ガス施用等）や省力化技術（日射比例かん水装置、自動換気等）の更なる導入
および生産拡大の実践、Ｎｅｘｔ次世代型施設園芸の導入

②ニラの技術確立と生産拡大【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課、県環境農業推進課、県農業技術センター、県農業振興センター：速やかな課
題解決、技術確立、普及および生産拡大への支援

　・農業団体：技術確立、普及および生産拡大への積極的な取り組み支援
　・生産者：環境制御技術（電照、炭酸ガス施用等）や省力化技術（そぐり機、抽だい抑制等）の確立、導入およ

び生産拡大の実践

③ショウガの病害対策技術確立と生産拡大【R2～R5】

　・県農業イノベーション推進課、県環境農業推進課、県農業技術センター、県農業振興センター：速やかな課
題解決、技術確立、普及および生産拡大への支援

　・農業団体：技術確立、普及および生産拡大への積極的な取り組み支援
　・生産者：土壌病害対策技術（青枯病、根茎腐敗病：還元土壌消毒等）や省力化技術（収穫機等）の普及、導

入および生産拡大の実践

＜ナス生産量（年間）
＞

37.9千t（H30）
　　↓

42.0千t（R5)

＜ニラ生産量（年間）
＞

14.8千t（H30)
　　↓

15.8千t（R5)

＜露地ショウガ生産
量（年間）＞

17.1千t（H30)
　　↓

17.4千t（R5)

○

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①スマート農業技術の実証と普及拡大【R2～R5】

　・生産者・生産者協議会：スマート農業技術の実証、実装
　・農業団体：スマート農業技術の実証、実装の支援

　・県農業技術センター：スマート農業技術を組み込んだ営農体系の確立
　・県環境農業推進課、農業振興センター：スマート農業技術、ドローン防除の普及拡大に向けた支援、産地や

農業団体等が取り組む革新計画策定の支援

②ドローンによる農薬散布及びリモートセンシング技術の研究開発【R2～R5】

　・県農業技術センター：大学法人、民間企業との連携によるドローン防除に使用できる農薬の適用拡大に向け

た試験の実施、散布方法の検討、リモートセンシングによる病害虫・生育診断技術の開発

　⇒　別図＜農05＞参照（P○○）

＜スマート農業の実
証取り組み地区数

（累計）＞
5地区（H29～R元）

　　↓
15地区（R2～R5）

＜ドローン防除用農

薬の新規登録数（累
計）＞

　　－
　　↓

10剤(R2～R5）

○ ○

基本方向

基本方向

取り組み内容
（R2～R5）

＜指標＞
出発点

↓
目標値（R5）

取り組み内容
（R2～R5）

＜指標＞
出発点

↓
目標値（R5）
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（２）スマート農業関連補助事業

事業名 事業内容 事業対象 取組主体 補助率 所管課 県内取組組織

【農林水産省/生産局】

次世代につなぐ営農体系確立
支援事業（R元～）

穀物や園芸作物等の耕種品目の産地において
産地の抱える課題を踏まえつつ、産地に適した
ICT,IoT、ロボット、AI等の先端技術を組み入れた
新たな営農技術体系を検討するとともに、その実
現に向けた具体的な戦略等を検討する取組を支
援する。

検討会の開催
革新計画の策定（新たな技術体系の導
入：ICT等を一つ以上組み入れ）
新たな技術体系の検証

協議会（生産
者、ICTベン
ダー、農機メー
カー、地方自
治体）

定額
1取組主体当たり
2,000千円

環境農業推
進課

○高知市ゆずスマート
　農業検討協議会(R元)
○土佐市ショウガスマート
　農業協議会(R元)
○本山町スマート農業
　推進協議会

【農林水産省/
 農林水産技術会議】

スマート農業技術の開発実証
プロジェクト／スマート農業加
速化実証プロジェクト（R元～）

最先端の技術を生産現場に導入・実証すること
により、スマート農業技術の更なる高みを目指す
とともに、社会実装の推進に資する情報提供を行
う取組を支援。

農研機構が実証計画やデータ収集等へ
の助言・指導、技術面・経営面からの分
析、解析を行い、最適な技術体系を検
討する。

農研機構から
民間コンソーシ
アムに導入・
実証委託し、
支援

定額
環境農業推
進課

○四万十町水田作
　スマート農業実証
　コンソーシアム(R元～2)
○北川村スマート農業
　実証コンソーシアム
　(R2～3）

【総務省】

地域IoT実装推進事業
（H29～）

IoT実装に取り組む地域に対して、初期投資・連
携体制の構築等にかかる経費を補助。

初期投資、連携体制の構築経費
<要件>
地域IoT実装推進ロードマップの達成す
べき目標（KPI）の実現に資すること
関係団体との連携を構築すること
システムはクラウドを活用すること

地方公共団
体、民間団体

民間団体は1/2 －
○本山町（H29）
○四万十町（H30）

【内閣府】

地方大学・地域産業創世交付
金（H30～R4）

首長のリーダーシップの下、産官学連携により、
地域の中核的産業の振興や専門人材育成など
を行う優れた取組を重点的に支援する。

地域の任意の取組（「地域における大
学振興・若者の雇用創出事業評価委員
会」が評価し、採択決定）
※全国7件中、農業分野は高知県のみ
（他は富山県、岐阜県、島根県、広島
県、徳島県、北九州市）

産官学連携機
関

事業の内容に応じ
て1/2、2/3、3/4、
上限7億円

農業イノベー
ション推進課
IoP推進室
（先端技術開
発担当）

○高知大学他(R元～5)
（IoP推進機構：R2設立）

【高知県】

スマート農業技術実証支援事
業（R2～）

国事業「次世代につなぐ営農体系確立支援事
業」で単年度取り組んだ実証において、新たな課
題等がある場合の実証継続を支援する。

検討会の開催
新たな技術体系のうち課題が残るもの
について実証継続

協議会（生産
者、ICTベン
ダー、農機メー
カー、地方自
治体）

1/2以内
環境農業推
進課（労働力
確保担当）

○高知市ゆずスマート
　農業検討協議会（R2）
○土佐市ショウガスマート
　農業協議会（R2）

【高知県】

地域営農支援事業（H28～）

中山間地域の農業の維持及び活性化を図るた
め、地域農業の中核を担う組織の育成と、地域
農業を面的に支える仕組みづくりを目的に市町村
が行う事業を支援する。

集落営農組織等が実施する事業に対し
て補助
ハード事業（農業機械・施設、農産加工
機械施設整備）、ソフト事業（先進地視
察等研修、園芸品目導入、農の雇用事
業の実施支援）

集落営農組織
等

1/3～1/2以内

農業担い手
支援課（地域
営農支援担
当）

【高知県】

こうち農業総合確立支援事業

市町村等が自主性、主体性をもって推進する農
業生産活動等にかかる農業振興施策を支援す
る。

農業生産活動にかかる農業振興施策
共同利用施設、機械他

市町村等 1/2以内
農業政策課
（事業推進担
当）
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（３）関連数値等

事業名 事業実施
年度 市町村名 品目等

R元～2
（2カ年） 四万十町 水稲

大豆

R2～3
（2カ年） 北川村 ユズ

労働力不足の解消に向けた
スマート農業実証
（補助率等：定額）

R2
（単年） 三原村 ユズ

R元
（単年） 高知市 ユズ

R元
（単年） 土佐市 ショウガ

R2
（単年） 本山町 野菜育苗

高知市 ユズ

土佐市 ショウガ

高知県における令和2年度までのスマート農業の実証状況

実証内容

「自動運転トラクターやドローンを活用した中山間地水田作のスマート農業技術体系の実証」
　　経営管理･営農支援システム、ロボットトラクター、直進アシスト機能付き田植機、防除用ドローン、
　　リモコン草刈機による省力効果の実証

「柑橘の超省力・早期成園化実証を通した持続的中山間農業構築モデル事業」
　　ドローン空撮によるほ場のマッピング、遠隔操作搬送台車による薬剤散布･収穫物等運搬、索道による
　　省力効果、鳥獣害予防効果の実証、ベテラン農業者の技術伝承のためのデータ化

「ユズの大規模生産におけるスマート農業を活用した労働力不足解消実証」
　　リモコン草刈機、経営管理･営農支援システムを活用した園地作業の効率化による労働力不足の
　　解消と、地域の農業高校生を対象とした講習会や現場実習の実施による即戦力人材の育成

ドローン防除による省力化、収量・品質の向上効果、リモコン草刈機、アシストスーツ、電動せん定バサミ等による省力
化、労働負担軽減効果、ドローン空撮によるほ場マップの作成と出荷量予測精度等を実証・検討し、産地営農体系革
新計画を策定

ドローン空撮によるセンシング技術を活用た土壌病害の早期発見技術、エタノール還元処理等によるほ場の健全化技
術、新型掘り取り機やアシストスーツ等の活用による収穫・運搬作業の省力化・労働負担軽減効果を実証・検討し、産
地営農体系革新計画を策定

栽培環境データ、管理者が有する栽培管理上の経験値、苗生産工程に必要な最適面積や期間等の各データをICTク
ラウドシステムに蓄積・分析、高品質な苗を計画的に安定供給できる育苗管理システムや、管理者のスペシャリスト技能
をデータ化し伝承できるシステムを検討・検証

R元年度に実施した「次世代につなぐ営農体系確立支援事業」のフォローアップ

R元年度に実施した「次世代につなぐ営農体系確立支援事業」のフォローアップ

スマート農業技術の開発
実証プロジェクト
　　　及び
スマート農業加速化
実証プロジェクト
（補助率等：定額）

次世代につなぐ
営農体系確立支援事業
（補助率等：定額）

高知県スマート農業技術
実証支援事業費補助金
（補助率等：2分の1以内）

R2
（単年）
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スマート農業機器 台数 普及地域等 備考

水田センサー 118 台 本山町(100台)・四万十町(18台) 水回り作業の省力化及びブランド米「土佐天空の郷」の生産拡大、ブランド力の維持に寄与。

直進アシスト機能付き
田植機 36 台

香美地域(4台)・南国市(12台)・高知市(5台)
コスモス地域(2台)・四万十町(7台)
幡多地域(6台)

無人ではないため省力化の効果は小さいが、作業負荷が軽減され、正確な作業が可能。農業
濁水の河川への流入量軽減にもつながり、環境保全にも寄与。

防除用ドローン 23 台

室戸市(1台)・香美地域(3台)・南国市(3台)
本山町(1台)・コスモス地域(1台)
須崎地域(1台)・四万十町(4台)
幡多地域(9台)

水稲、大豆等の防除に活用。大幅な省力化が期待できるため、今後の導入（防除面積・防
除品目の拡大）を推進。
【産業振興計画の目標値等】
　・R  2年：防除面積   450ha（  4品目）　※実績：506ha
　・R  5年：防除面積   915ha（  7品目）
　・R11年：防除面積2,010ha（10品目）

直進アシスト機能付き
トラクター 6 台 安芸地域(1台)・香南市(1台)

四万十町(2台)・幡多地域(2台)
無人ではないため省力化の効果は小さいが、作業負荷が軽減され、正確な作業が可能。

リモコン草刈機 5 台 四万十町(2台)・三原村(3台) 水田畦畔やユズ園、クリ園の下草刈りに活用され、省力化の効果を確認。
生産者等からの関心も高いため、傾斜地への適性等を確認しながら、今後の導入を推進。

収量等センサー付き
コンバイン 3 台 香南市 無人ではないため省力化の効果は小さいが、ほ場ごとに収量や食味データの収集が可能であり、

県産米の品質向上に対する効果が期待できる。

アシストスーツ 0 台
特徴の異なる様々な機種が販売され、作業内容に適した機種を選定し購入することが必要で
あるため、現在は未導入。
省力化、軽労化が期待でき、生産者等からの関心も高いため、今後の導入を推進。

環境測定装置 1,527 台 県下全域 県内には、主に５社の測定機が普及している。スマートフォンやタブレットなどから遠隔監視できる
製品が多く、栽培管理の改善やリスク回避に寄与。

炭酸ガス発生装置 963 台 県下全域 光合成が促進され、増収効果が期待できる。炭酸ガスの効果は、施用濃度だけでなく温湿度
条件や灌水管理にも影響を受けるため、環境測定装置と併用して用いられる。

細霧発生装置 454 台 県下全域
冷房・加湿目的で利用される冷房専用細霧システムと葉面散布などの用途にも使える多目的
利用細霧システムがある。使用目的や時期によって制御方法が異なるため装置の特性を良く理
解したうえで導入する必要がある。

高知県におけるスマート農業機器の普及状況
(台数・防除用ドローン実績はR3年3月現在：農機メーカー、JA農機センター聞き取り等）


