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はじめに
AI、IoT などの ICT 技術の急速な発展により、様々な産業が「非連続」なイノベーションに直面して
いる。なかでも農業は、農業情報科学の発達により、生産性革命というべき大変革期を迎えている。欧
米の農業 IT ベンチャー（AgTech）が 50〜数百億円規模の資金調達を行うなど、アグテック産業の隆盛
が目覚ましい。製薬大手バイエルが Agtech 新事業を設立するなど、異業種からの参入も増えている。
この革新を支えるのが「ビッグデータ」の活用である。日本においても、農業生産者がデータを活用
し、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のデータプラットフォームの普及・拡大の
場『農業データ連携基盤協議会』（通称：WAGRI、筆者が会長を務める）が昨年設立され、企業・生産
者によるビッグデータ集積のための連携が始まっている。翻って、アグリビジネスを牽引するグローバ
ル・プレイヤー達は、ビッグデータ・プラットフォームにどのように取り組んでいるのか。
国際ＩＴ財団（IFIT）のイノベーションリーダーズ・プログラム（ILP）では、異業種の多様な専門性
を持つ若手リーダー達を日本企業や各種組織より集め、
「ビッグデータと AI が変える産業分野：農業を
事例に」をテーマに、欧州視察を実施した。当プログラムは、通常の業務の枠を超え、未知の領域を研
究することで、新たな気づきを自分の専門分野と組み合わせることでイノベーティブな提言を生み出す
ことを目的としている。本稿は、約 3,000 社の AgTech が一同に会する世界最大の農業見本市「アグリテ
クニカ」における穀物メジャー、商社、先端アグリ企業の最新動向、世界第２位の農作物輸出額を誇る
オランダ農業の視察を踏まえ、参加メンバーによる考察・アクションプランをまとめたものである。
ILP では当視察に先立ち、第 1 弾として米国視察「IT×ゲノム情報」を実施し、IT の進展によりバイオ
産業がもたらす未曽有の可能性に触れた。この潮流を踏まえ企画した今回は、農業がグローバル規模で
いかに注目され、チャンスに満ちているかを目の当たりにした。当視察を契機として、訪問先とのコラ
ボレーション、メンバー間の「オープン・イノベーション」が触発され、新プロジェクトや交流が生ま
れる事が期待される。視察参加者達のアクションプランが実現し、日本の農業振興に繋がることを願っ
てやまない。
最後に、本視察を実施するにあたり技術面のご指導を賜った理化学研究所・光量子技術基盤開発グル
ープ 和田智之グループディレクターを始め、国内でのワークショップ講師陣、欧州での訪問先組織な
らびに協力者、本企画の趣旨に賛同頂いた派遣元企業の各位に、心より厚くお礼申し上げる。

神成

淳司

慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担）
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室長代理／副政府 CIO
国際 IT 財団 理事 ILP コーディネーター

目

次

I. 本調査の概要 ............................................................... 1
II. 総括（エグゼクティブ・サマリー） ........................................... 2
III.現地視察訪問録 ............................................................ 6
1.

アグリテクニカ .................................................................... 6

2.

ワーヘニンゲン大学 ............................................................... 13

3.

Noldus ........................................................................... 28

4.

Farmresult ....................................................................... 30

5.

Anterra Capital .................................................................. 32

6.

Arcadia Chrysanthemum ............................................................ 34

7.

Sion ............................................................................. 36

IV. メンバーによる考察 ....................................................... 39
1.

ドイツ・オランダ農産業の位置づけについて日本との比較 .............................. 39

2.

オランダにおける農業イノベーションのエコシステム調査を踏まえた、日本の農業イノベーション

に向けた提言 ............................................................................ 42

3.

農業分野における技術投資に関するオランダと日本との比較 ............................ 47

4.

日本の農業を魅力ある産業へ～食、素材、ブランドの好循環を創る～ .................... 51

5.

農業を憧れの職業へ –1 次産業の新 10K プラン- ...................................... 57

6.

日本の熟練農家の経験則の ICT 技術による継承についての考察 .......................... 63

7.

日本農業における高コスト構造の主要因である中間マージン削減に向けたサプライチェーン改革..... 66

8.

日本の農産物の販路拡大を支える国際物流網を目指して ................................ 71

9.

グリーン価値クレジットによる農業と低炭素社会の発展可能性 .......................... 76

10.

ゲノムデータを活用することで描ける世界............................................ 83

11.

農業分野における人工知能（AI）に関する学術論文の引用関係に基づくクラスタリング .... 87

V.

コーディネーター紹介 .................................................... 91

VI.

企画運営・編集 .......................................................... 91

VII. 執筆者紹介 .............................................................. 92
VIII. 巻末資料 ............................................................... 93

I. 本調査の概要
本視察では、ビッグデータと AI が変える産業分野の農業事例について調査するため、ドイツ・ハノ
ーバー及びオランダ・アムステルダムにてヒアリングを行った。調査項目等は以下の通り。
訪問時期： ２０１７年１１月１２日（日）～１５日（水）

調査方法： インタビュー（1～2 時間程度）及び施設見学、資料調査、専門家による
ワークショップ

調査項目：・アグリテクニカにみる AI/IoT/ロボティクス等 AgTech 事例及びグローバル企業動向
・農業ビッグデータ・プラットフォーム、スマート農業の成功事例（フードバレー他）
・グローバルなビッグデータおよび AgTech 動向を踏まえた、日本で導入すべきビジネス
モデル、プラットフォーム
視 察 先：
【農業見本市】

アグリテクニカ（ドイツ・ハノーバー）

【学術機関】

ワーヘニンゲン大学（オランダ・ワーヘニンゲン）

【ベンチャー企業】

Noldus
Farmresult

【ベンチャーキャピタル】

Anterra Capital（オランダ・アムステルダム）

【グリーンハウス】

Arcadia Chrysanthemum（オランダ・ウェストランド地域）
Sion

視察メンバー：

神成 淳司 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担）
内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室長代理/副政府 CIO
（組織名 50 音順）
吉田 新吾
佐竹 真悟
村田 靖雄
本多正俊志
黒田 達也
四田 耕三
水田 高弘
佐藤 拓也
西原新太郎
前田 俊秀
村上 久治
松木 崇晃

アグリオープンイノベーション機構 プロデューサー
EduLab 事業開発室
オイシックスドット大地 フードイノベーション推進室
グランドグリーン 共同創業者・取締役
事業創造大学院大学 副学長・教授
新日本有限責任監査法人 パブリック・アフェアーズグループ シニアマネージャー
日本電気 未来都市づくり推進本部 主任
ネクストスケープ 社長室
フューチャーアーキテクト アドバンスドビジネス事業部 ディレクター
ブレイン 代表取締役
ヤマト運輸 センターオペレーション部
Rhelixa 研究開発部 プロジェクトマネージャー

和田 智之 理化学研究所 光量子技術基盤開発グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
小川 貴代 理化学研究所 光量子技術基盤開発グループ
日下部裕美子

国際ＩＴ財団 プログラムディレクター

1

II.総括（エグゼクティブ・サマリー）
本報告書は、現地調査、国内ワークショップ、そしてメンバーによる調査に基づき、多様な観点から
の発見を訪問録・考察としてまとめたものである。大きく分けて、今回の視察では１）世界最大の農業
IT 見本市「アグリテクニカ」にみるアグテック産業の隆盛と動向からの学び・示唆、２）ウェストラン
ド施設園芸にみる世界随一の農業生産効率、オランダ式農業の背景、３）EU 食・農の先端科学を牽引
するワーヘニンゲン大学の農業データ連携活動、４）Anterra Capital から聞いたアグテック業界への投
資動向について学ぶことが出来た。今回の視察から得られた日本の農業産業振興への示唆、今回の参加
企業メンバーによる取り組み・活動の紹介を本報告書で行うことにより、具体的なアクションや事業活
動につながることを希望する。下記は、メンバーによる考察の各章の要約である。
○ ドイツ・オランダ農産業の位置づけについて日本との比較
ドイツ/オランダでは、農業を一つの産業として扱っており、農家もまた農業経営者として振る舞い、
事業を行っている。日本では農業が大人の産業として認められておらず、５K という表現などマイナス
のイメージがある傾向がある。「農家・補助金・就農・跡継ぎ」といった表現を「農業経営者・投資・
起業・次期経営者」といった風な前向きな表現に変えることで、農業に対するマイナスのイメージを無
くしていく必要がある。また、日本では農家＝作業者・技術者の立ち位置である一方、ドイツ/オランダ
の農家は経営者として農業に取り組んでいる。この視点の差が大きな違いである。視察では、農業の技
術的な側面での差は大きく感じなかったが、意識の部分での差異があることが日本の農業の産業として
の立ち位置を低くしており、農業者が自立した産業としてふるまえるような活動が重要である。
○ オランダにおける農業イノベーションのエコシステム調査を踏まえた、日本の農業イノベーションに
向けた提言
ワーヘニンゲン大学で紹介があった EU の農業、食の IoT とビックデータのプロジェクトである
IoF2020 では、農業ビックデータの活用に向けて、EU 圏内で集められたニーズと、ICT 技術的要件をマ
ッチングし、重点的な課題の選択を行う。ワーヘニンゲン大学周辺のエコシステムにおいては、基礎研
究、民間や多面的な特性を生かして実践的なプロジェクト展開を行なっており、農業ビジネスを知的財
産権や、設備投資、事業規模拡大といった面でサポートするコンサルティングやプロジェクトの目利き
をして投資を行う投資ファンドの存在がある。このことが、農業を産業として強く進め、イノベーショ
ンを推進している。日本においても農業技術の目利きや、コーディネートを行う専門人材を育成し、成
功事例を積み上げて行くことが必要である。静岡を中心とした農業経営者、また農業への参入を希望す
る企業体、研究者などのニーズ、シーズの一覧化、共通課題の提示、サービス設計、チーム設計を行い
ながら、科学技術と ICT を用いた日本型の農業イノベーションのエコシステムを確立していきたい。
○ 農業分野における技術投資に関するオランダと日本との比較
オランダでは Anterra Capital のような農業に特化した VC が存在する。農家保護よりも研究開発を重
視しており、農業予算の 22％が研究開発向けである。EU 共通の農業政策のもと、施設園芸に対する補
助金の割合は非常に低い。経済省に農業省が組み込まれる歴史的な経緯から一産業としての見方が強い。
一貫した研究体制を行う拠点を構築するため、国内の農業大学と公的農業試験場を集約し、ワーヘニン
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ゲン大学を中心とするリサーチセンターが設立されている。ワーヘニンゲン大学が高度な研究開発とマ
ネジメント人材育成を担い、ワーヘニンゲン大学を中心に民間企業の研究機関が集積したフードバレー
が形成されることで、消費者ニーズから基礎研究まで一貫した研究開発が可能となった。日本は専門家
人材・投資専門家・ベンチャー起業家の層を厚くせねばならない。先進都市と連携しながらのバリュー
アップ・ブランディングが肝である。国際社会において社会的意義の大きい食農領域で、日本はどのよ
うな役割を担えるか、インパクト投資・評価手法の国際基準の導入、農業の先進事例、経営手法を蓄
積・共有し、資金的リスクを取るハブとなるシンクタンクがあるべきである。
○ 日本の農業を魅力ある産業へ～食、素材、ブランドの好循環を創る～
欧州農業の特色である、徹底した生産性向上の仕組み、産官学が連携した農業の産業化と高度化、農
業に対する魅力あるブランドの浸透を参考とし、農業政策の観点から考察した。日本の農業を魅力ある
産業へと進化させていくためには、日本の食・農業の強みを活かし、農業に対する新しい価値観・ブラ
ンドを創り、農業関係者だけでなく、異業種や一般の国民にとっても魅力ある産業としていくことが重
要である。「（和）食を提供する」、「高い品質の農作物を提供する」、「新しい農業ブランドを創
る」を軸とした、食・素材・ブランドの好循環を創る提案をする。素材に対する関心が高まることで、
日本の農作物の海外販路拡大につながる。国内消費だけでなく、海外消費を喚起し、日本の農作物の提
供機会を拡大していくことで、農業という産業の拡大につながる。日本の「食」の良さと素材（農作
物）の「品質」の提供を推し進めながら、日本の新しい「農業ブランド」を創る必要がある。新しい農
業ブランドの構築には、「儲かる農業」として農業従事者が活き活きと働ける環境をつくり、新規参
入・投資を呼び込み、農家から農業経営へと個々の農家の意識改革も必要と考える。
○ 農業を憧れの職業へ –1 次産業の新 10K プラン欧州では農家への新規参入が少なく、家族経営の継承が大部分を占める。一方、日本では新規就農に
よる農家出身者の割合が減少傾向にあり、特に若年層は顕著だ。「農業の魅力」について「兼業農家の
現状」、「農業法人から見る農業従事の多様化」、「ネガティブなイメージからの脱却」の 3 つの観点
で考察した。先進的な役割を担う「儲かる農業法人」の共通点はビジョン、バリューチェーンにあり、
3,000 万円以上の売上を有する経営体もある。また、「働く場所として農業には魅力がないのか」ある
いは現場を知らないだけで、「魅力に気づいていないのか」。これは農業の「働き方改革」検討会にお
ける大きなテーマであり、「経営者のマインド変化」が何よりも求められている。欧州視察では子ども
が農業に憧れを抱くシーンを度々目にした。日本においては、自治体やメディアを巻き込んだ情報発信
の内容と頻度、農業に触れる機会の創出、義務教育では年に一度、農業体験を設けるなどの方策をとる
こと、働き方改革による半農半 X の推進、兼業農家削減による大規模農家推進の是非についても検討す
べきである。
○ 日本の熟練農家の経験則の ICT 技術による継承についての考察
ドイツのアグリテクニカでは、多くの企業が農業 ICT をテーマに出展していた。センシング技術を有
しているメーカー、農業プラットフォームベンダー、ドローンメーカー、農機メーカー等である。アグ
リテクニカに出展していた多くの企業の農業プラットフォームは、入力されたデータを分析してレコメ
ンド内容をブラッシュアップしていくという機能は無く、データの蓄積を行うのみでとどまっている。
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ヨーロッパ型の農業プラットフォームでは、定量的なデータのみの取得にとどまっており、気象情報
や、作業記録などが記録されるように作られている。熟練農家の経験則は感覚に拠る部分も多くあるた
め、熟練農家の経験則を取得しなければならない。農作物をいくつか画像分析をして、色の特徴等を抽
出して、輝いていない状態の農作物と比較、データ化する事が出来る。データを使用する新規就農者に
とっては、収穫量に応じた使用料徴収であれば、負担を軽減する事が出来るのではないか。
○ 日本農業における高コスト構造の主要因である中間マージン削減に向けたサプライチェーン改革
オランダ農業のサプライチェーンにおける特徴は、生産者・卸・小売含めた全体最適の視点、生産者
と小売が直接取引する方式が主流という点である。日本農業のサプライチェーンにおける課題は、サプ
ライチェーンにおける中間マージンが、生産額の約 9 割であること、卸・仲卸のビジネスモデルが時代
に合わなくなってきていることが挙げられる。日本の農業では、集荷・配送・販売・決済機能を担う農
協や中央・地方卸売市場が、生産者にとってのメリットが大きく、現代においても一定の役割を担って
いる。一方、JA 全農青果センターや産直等、卸売市場外取引の割合も年々増加しており、卸売市場関係
者のビジネスは年々厳しくなっている実情もある。オランダでの事例から、市場ではなく生産者が価格
を決定し、小売企業や食品加工企業と直接取引できるプラットホームを構築し、かつ、物流コストを最
小化するための適切な配送ルートの選択や共同配送・混載を実現することで、生産者、消費者双方にメ
リットのあるサプライチェーン改革を実現できるのではと考える。
○ 日本の農産物の販路拡大を支える国際物流網を目指して
欧州においては、物流のトレーサビリティを向上させ、農産物にさらなる付加価値をつけることで、
より豊かな食生活の実現の検討が進められている。米国においても UPS がブロックチェーン技術を活用
したトレースのセキュリティ向上を検討しており、トレーサビリティの向上に焦点が集まっている。一
方、日本においては農産物の輸出基盤が未成熟なため、物流基盤の構築が目先の課題として急務となっ
ている。先行する欧米に対抗し、成長する海外での食品需要に応えるためにも、物流基盤の構築から付
加価値の付与まで、整備していく必要がある。①生産者の新規参入障壁の緩和、②徹底したコストコン
トロール、③輸送品質の向上についてのモデルを検討した。このモデルを検討した 1 番の理由は生産者
を輸出者としないことで輸出に関わるリスクを生産者に負わせず、生産に集中する環境をつくること
で、事業に参入しやすくすることにある。オールジャパンの体制で戦略的な生産、販売、物流を行い、
付加価値の高い食生活の提供を内外に展開していかなければ後発の日本の農産物は国際競争力を持てな
いだろう。
○ グリーン価値クレジットによる農業と低炭素社会の発展可能性
欧州での再生可能エネルギーの普及が農家の副収入の後押しになっていることに着目し、日本農家に
おける収入の向上についての方策と課題について検討する。具体的には日本農家の農地・牛舎などの付
近に再生可能エネルギーによる経済エコシステムのモデルを提示し、エネルギーの観点から農家の収入
向上の可能性について示唆する。農家と再生可能エネルギーを必要とする企業の間にバイオマス発電共
同事業体を設置する。本事業体の役割は、農家から家畜の排せつ物等、燃料を仕入れて発電し、グリー
ン価値クレジットを創出する。電気そのもの以外に、グリーン価値クレジットを再生可能エネルギーを
必要とする企業群へ提供し対価を得る。オランダではガスから電気・熱・CO2 を発生するトリジェネレ
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ーション（ガス発電設備から生産される電気と熱に加え、CO2 を供給するシステム）が一般的であると
いうことである。日本でも再生可能エネルギーに取り組む企業は既に存在するが、農家とのバイオマス
発電に専業で取り組むことで、類似事例を増やすこと、設備コストの低減といった技術面での進歩も必
要である。農家に寄り添い、農家に近い存在としてバイオマス発電の経済圏が成り立つことで、農家の
新たな収入向上に貢献できる。
○ ゲノムデータを活用することで描ける世界
ゲノム解析コストの減少や、後天的な影響による遺伝子発現の変化を示すエピゲノム等、バイオデー
タを活用することで農業 ICT 分野において多大な貢献ができる可能性がある。農業における損失を減ら
すためにゲノムデータと農業 ICT データを組み合わせることによるサービス展開を考えてみる。ゲノム
解析コストが劇的に低下し、$100 ゲノム時代が数年後に到来するとはいえ、まだゲノム、特にエピゲノ
ムとメタデータを統合したデータベースの構築やそれを用いた作物栽培にはコストやマーケットニーズ
の問題もあり実現が難しいと思われる。しかし、生産性の向上ではなく、生産過程で生じる病気による
損失を少なくするという観点では、一般企業や政府が対象となり、小売から IT サービスへとシフトする
ため実現の可能性があると考えられる。今後の課題として、どれだけバイオデータやその他メタデータ
を集積できたとしても、集積したデータを用いた標準化が行われなければデータの活用が難しい。標準
化をどのような基準で行なっていくのかを検討していく必要がある。
○ 農業分野における人工知能（AI）に関する学術論文の引用関係に基づくクラスタリング
今回の視察団への参加の目的は、世界最大規模の農業見本市であるアグリテクニカおよび世界有数の
先端的農業研究で名高いワーヘニンゲン大学などの訪問を通じて、特に人工知能（Artificial Intelligence :
AI）が、農業に関してどのような分野でどこまで研究が進み、またビジネスに実装されてきているのか
を探ることであった。AI に関する学術論文のうち、適当なクエリを設定し、農業分野に関するものを抽
出した上で、論文引用関係に基づきクラスタリングを試みた。農業分野における AI の活用に関して
は、一般には①圃場環境情報、②自動機械操作、③農作業記録、④農作物選別、⑤生産流通履歴情報管
理、という分野で語られることが多い。今回の視察では、アグリテクニカでは①～③が様々な展示館で
見ることが出来、④および⑤に関してはワーヘニンゲン大学で研究を見ることができた。ただし、②の
摘果や④の自動選別などは、日本の関係メーカーの技術の方が勝っている印象を受けた。これは農作物
の品質管理の精度や、規模の生産性を追う欧米の農業経営スタイルとの違いが影響しているように感じ
た。

国際ＩＴ財団
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III. 現地視察訪問録
1. アグリテクニカ
日時：2017 年 11 月 12 日（日）10 時～15 時、11 月 13 日（月）10 時～12 時
1) アグリテクニカ概要
・イベント概要：2 年に 1 度の割合で開催される、ドイツ農業協会（DLG）主催の世界最大規模の農業
機械・機器見本市。今回は 53 カ国から一昨年並みの 2,803 社が出展、特に海外企業の出展割合が 60％と
過去最高を記録した。また、特に中国をはじめロシアなど 13 カ国が国際パビリオンコーナーを出展
し、新興国の参加も多い。
また来場者は 45 万人で、過去最高の前回並みを確保。内訳は国内 35 万人、海外 10 万人以上で欧州を
中心に 138 カ国から来訪した。来場者の過半数は、農家または農業法人であり、うち７割が穀物生産者
であった1。
・会場：ドイツのニーダーザクセン州ハノーファー市郊外にある、世界最大級の規模を誇るハノーバー
国際見本市会場（Hanover Fairground（英）/Messegelände Hannover（独））で開催された。会場の総面積
約 100 万 m2、27 の展示ホールを合わせた総展示面積は 498,000m2（東京ドームの約 10 個分）にもな
る。
・歴史：アグリテクニカの第 1 回は、フランクフルトにて 551 社の展示参加社により開催された。そし
て、1995 年に初めてハノーバーにて開催され、現在に至る。

アグリテクニカ風景

1

アグリテクニカ 2017 レビュー（2018 年 1 月 30 日アクセス）
https://www.agritechnica.com/fileadmin/downloads/2017/aussteller/AT_Rueckblick_e_IT.pdf
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【参考】世界の見本市について
会場となったハノーバー国際見本市会場は、「図表Ⅲ－1－1」にあるように、世界最大の展示場であ
る。面積ランキング上位 10 か所を見ると、ドイツと中国が目立つ一方、日本は最大の東京ビッグサイ
トでさえ、ハノーバーの 5 分の 1 程度の大きさである。
さらに、経済産業省の資料2によると、展示会件数の 55％が東京ビックサイトに集中しており、稼働
率も７割を超え、展示会場としてはほぼ満杯の状態であること、2020 年の東京オリンピック・パラリン
ピックの際にはメディアセンターとして利用されるため、半年程度、展示会の開催が出来ないこと、そ
もそも日本の展示会の来場者は 9 割以上が日本人であり、外国人の来場者が海外の国際展示会に比べる
と極めて少ないこと、などが課題として指摘されている。
図表Ⅲ-1-1 世界の展示場ランキング3

世界
RANK

展示場名

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

ハノーバー（ドイツ）
上海（中国）
フランクフルト（ドイツ）
ミラノ（イタリア）
広州（中国）
昆明（中国）
ケルン（ドイツ）
デュッセルドルフ（ドイツ）
パリ（フランス）
シカゴ（米国）

68

東京ビッグサイト（日本）

92

幕張メッセ（日本）

95

インテックス大阪

面積
（万㎡）

46.6
40.0
36.7
34.5
33.8
31.0
28.4
26.2
24.6
24.2
9.6
7.2
7.0

2) 特徴的な展示 IT 利活用関連企業及び提供システム
2-1)

FARM DOCK

今回の展示会で銀賞を受賞した、圃場/農作業の管理システム。Glacier FarmMedia が販売。PC 版とス
マホアプリ版を展開している。オーストラリアではすでに事業展開しており、スマホアプリは 5,000 件
のダウンロードがされている。2016 年からヨーロッパで事業展開を開始する。

2

特定複施設区域整備推進会議第２回会合経済産業省説明資料（2018 年 2 月 1 日アクセス）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/ir_kaigi/dai2/siryou1_2.pdf
3 日本展示会協会「展示会場面積 世界ランキング」
（2018 年 2 月 1 日アクセス）
http://www.nittenkyo.ne.jp/image/kaijou_Ranking.pdf
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基本アプリは無料で、追加機能での課金システム。特徴的なのが、シンプルな画面で、簡単に管理で
きる点。経営視点からの農作業の記録・管理作業を、自動化・省力化する事が出来る。そのデータ取り
のために、農機につけたセンサー情報や地図情報を活用して情報を自動収集している。農業機械から取
得するセンサーデータを自社の機械以外からも取得出来るところは、汎用性が高い。

FARM DOCK システム4
2-2)

DKE-Data（ドイツ）

農業機械のセンシング技術と圃場管理ソフトとの相互データを連携させるシステムを構築している 。
機械メーカー4 社とソフトウェア企業 6 社が提携している。2014 年創業。
民間でデータ連携に取り組んでいる。取り扱うデータの項目は、ISO で決まっているデータ項目を流
用しており至ってシンプルな管理体制で、データを相互のシステムに翻訳して読み替えるサービスのみ
を提供している。得られたデータについては、バックアップを持っているくらいで、データの二次利用
は行っていない。クラウドなどのデータベースサービスの提供も行っていない。
データ連携の仕組みに対するニーズはあり、今回の展示会でも銀賞を受賞している。
データを生かしての圃場管理アプリや、データを使った研究は行っておらず、寧ろデータのやり取り
だけを行い、多くの会社を巻き込んだデータ交換プラットフォームに特化していくことで互換性を高め
ている。

4

FARM DOCK（2018 年 2 月 13 日アクセス）http://farmdock.com/
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FARM DOCK の展示

DKE の展示

2-3) Xarvio
バイエルが提供している、圃場管理アプリと、病虫害を写真によるセンシングするアプリ。いずれも
無料でダウンロードして使用する事が出来る。病虫害アプリは、菜種、小麦などの主要品目のみ対応し
ている。
・病害虫アプリ
病害の判断は、画像センシング技術から行っている。バイエルのこれまでの研究データとの解析で、
判断を行っている。集めたビッグデータからの解析ではなかった。リコメンド技術については、まだ未
搭載だが、結果に対する責任問題に発生する恐れがあるため導入には消極的。
・圃場管理アプリ
圃場管理アプリは、衛星とドローンからの画像技術解析によるもの。画像データを用いてセンシング
を行い、主に殺菌剤の散布時期をリコメンドしてくれる。気象データ、圃場データとの連動を行ってい
るため、一般的な圃場管理アプリもこれで十分こなせるスペック。
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Xarvio 展示

Xarvio 画面5

2-4) 365Farmnet
農機メーカーである CLAAS が提供するシステム。ドイツ・フランスを中心に展開している。畜産
（ヨーロッパでは農畜複合経営が多い）も一緒に管理出来るシステムであることがユニーク。連携する
企業の農業機械類とデータ連携が出来る。メインシステムは無料提供で、追加機能に対して課金してい
る。

5

Bayer Digital Farming（2018 年 2 月 13 日アクセス）www.digitalfarming.bayer.com
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特徴的なのは、畜産システム（各頭ごとにトレースが出来る）が同じインターフェイスで扱えるこ
と、各営農コストを算出する事での経営改善機能が多く含まれている点。

Farmnet 展示

Farmnet アプリ画面6

6

365FarmNet（2018 年 2 月 13 日アクセス）https://www.365farmnet.com/en/
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3) 特徴的な展示 エネルギー利活用関連企業
アグリテクニカでは先述の通り、大規模農業におけるトラクター等の展示や、IoT により収集した農
地データを扱う IT システムの展示が目立っていた。ここでは、さらに異なる分野として、エネルギーに
関する展示についても取上げたい。
3-1) ドイツにおけるバイオマス発電
ドイツでは再生可能エネルギーが普及しており、その一種であるバイオマス発電に関する取組みも盛
んである。農業におけるバイオマス発電は、家畜排せつ物、間伐材など農林水産業で発生する有機系の
資源を燃料として発電を行うものである。電気だけではなく、発電の際に副次的に発生する熱の利用も
可能である。
アグリテクニカでは、バイオマス発電に関連する設備メーカーや、電動化したトラクターを展示する
メーカーも現れている。以下、その一部について記載する。
3-2)

Green Energy Max Zintl GmbH

Green Energy Max Zintl 社は、畜産農家向けにバイオガスプラントのコンサルティングおよびガスエン
ジン販売を行う企業である。ガスエンジンの全景は当頁の写真左を参照されたい。ガスエンジン本体は
一般的な成人の身長より低く、小型である。小麦やトウモロコシ由来の燃料を使用している。
また、ガス化プラントは大きな設備のため写真のみの展示であった。
3-3)

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH

SILOKING Mayer Maschinenbau 社は、畜産農家（牛舎）向けの飼料供給に関する農機具のメーカーで
ある。展示のミキサーワゴン車の一種を当頁の写真右に示す。全高は 2～3 メートルと大きい。説明員
によると数メートルの高さに固めた飼料をシャベルで削り取り、車両後部のバケツでほぐし、牛に供給
するものである。
本展示で注目すべきは、当該ミキサー車が 100%電気で駆動している点である。車両横にバッテリー
の展示があり、電動であることを訴求している点が他企業の展示と異なる。
畜産農家でバイオマス発電設備を導入している場合は、発電した電気を本展示のミキサー車などで自
家消費することができる。

電動ミキサーワゴン車

バイオガスエンジン
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2. ワーヘニンゲン大学
日

時：2017 年 11 月 14 日（火）10 時 00 分~15 時 00 分

対応者：1) 挨拶
Dr. Martin Scholten, Director, Animal Sciences Group
Dr. Willem Jan Knibbe, Head of Wageningen Data Competence Centre
2) 講演内容「農業と食における IoT」
Dr. Sjaak Wolfert, Scientist Information Management & ICT in Agri-Food
3) 講演内容「耕作における精密農業:農家へのプラットフォーム」
Dr. Thomas Been, Scenior researcher
4) 講演内容「フードチェーンにおけるビックデータと AI」
Dr. Jan Top, Professor and Senior Scientist Food Informatics
Dr. Liesbeth Luijendijk, Business Development Manager
5) 講演内容「ロボティクスを用いた AI 農業」
Dr. Jochen Hemming, Senior Researcher, Computer Vision & Robotics in Horticulture
6)講演内容「ワーヘニンゲン大学と農研機構（NARO）の協力関係」
Dr. Jos Verstegen, Senior Researcher
Mr. Kazuhisa Goto
1) ワーヘニンゲン大学概要およびエコシステムについて

キャンパス内の”Forum”の外観
世界 2 位の農作物輸出国のオランダ農業の特徴として、土地が小さいことから、土地やリソースを有
効的に活用すること、そして農作物が高品質であることが挙げられる。
ワーヘニンゲン大学の特徴は、農業を専門に研究を行うオランダで唯一の単科大学という点である。
扱う分野は農業、園芸、そして食品分野の基礎研究であり、アグリビジネスにおける価値創造を行い実
践的な研究をしている。
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続いてエコシステムについて説明する。併設されている国の研究機関としてワーヘニンゲンリサーチ
という大学研究センターがある。また、キャンパスには、大企業や、アジアからの企業、スタートアッ
プが拠点を構えている。世界的な酪農企業であるフリースランド・カンビーナやユニリーバーがラボを
構えている。そのほかにも、中国の酪農企業であるジリヤードや、IT 関連のスタートアップが拠点を構
えている。
このような連携の中で、特にワーヘニンゲン大学がユニークなのは、社会やビジネスにおける価値創
造を重視しており、実践的なアプローチを行っていることである。
図表Ⅲ-2-1 ワーヘニンゲン大学のアプローチ7

研究機関の国際連携については、研究分野の連携が進んでいる。修士の 40%は海外からの留学生であ
る。ちなみに、日本の農業・食品産業技術総合研究機構とは農業や園芸分野での連携協定に向けて合意
している。
今後の研究課題について説明する。世界の人口が増えているところに、どのようにサスティナブルな
発展を遂げていくかが、国連でも SDGs に代表されるように課題になっており、このことはワーヘニン
ゲン大学でも課題であると認識している。その課題において農業分野で対応するには、世界の人々が十
分に食料で栄養を摂取できるということ、そしてその食品が安全であることを保証すること、またより
健康な食品を口にできることという 3 つのポイントが重要である。それらの課題解決のためには、知識
と企業家精神の組合せが必要であり、非連続、革新的なキーテクノロジーを開発することが求められて
いる。

7
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図表Ⅲ-2-2 現在取り組んでいる領域8

食品の安全は確実な輸送という点が重要であるが、それを実現するのは、食品と農業におけるロボッ
ト技術であり、それをビックデータ活用しスマートに展開することが現在では求められている。ビック
データを活用したスマートテクノロジーなどを今後開発し、未来に適応する基礎技術を研究して、地球
環境を考慮し、再利用を含めた循環性を高めていくことが求められている。
また、ワーヘニンゲン大学のイニシアチブの１つで、各企業が参加可能であるプラットフォームとし
て今年新しくスマートコンピテンシー・データセンターが稼働する予定である。
2) 農業と食における IoT
図表Ⅲ-2-3 IoF2020 ロゴマーク9

Dr. Sjaak Wolfert は、データサイエンス＆インフォメーションというセクションで、分析、設計、実際
の ICT のプロダクトの実用化について担当している。
IoF2020 では、IoT で農場のデータをつなぐだけでなく、輸送のトラッキングデータを収集することに
より、健康やフィットネスに生かすことを目指し、フードチェーン全体の改善を行う事を目標としてい
る。そして、多様なトライアルとユースケースを様々な協力者を取りまとめながら作り出す。そしてビ
ジネス面でもサポートすることにより、エコシステム全体を開発していく。

8
9
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図表Ⅲ-2-4 IoF2020 の全体構想10

IoF2020 は、75 社のパートナー企業、EU 圏内 16 カ国の拠点と連携しながらプロジェクトを実施して
いる。現在 5 種類のトライアル、19 件の実用例を作り出している。実用例は IoF2020 のサイト上で、そ
の種類、地域などが確認することができる11。
図表Ⅲ-2-5 IoF2020 のユースケースの広がり12

10
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Technology trials related to the internet of food and farm in the EU - IoF2020（2018 年 2 月 16 日アクセス）
https://www.iof2020.eu/trials
12 同上
11
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例えば、フランスでは、ワイン用のブドウ栽培の最適化、およびワイン製造の最適化を、IoT センサ
ーから収集したビッグデータを用いて行う BIG WINE OPTIMISATION プロジェクト13を実施している。

BIG WINE OPTIMISATION プロジェクトのワイン畑14
・プロジェクト概要
センサー・アクチュエータ・ネットワークによる、ワイン栽培における処理の最適化とクラウド内で
の大規模データ分析が実施されている。IoT 技術を利用したリアルタイムでの正確な気象状況、ブドウ
の状態を把握・監視し、精密ブドウ栽培、遠隔ブドウ園モニタリングという新しい栽培方法の利点を実
証する。
・プロジェクトの目標

13
14

-

リアルタイムの気象状態監視を実装

-

ワイン生産時の水資源を最適化

-

データ収集と処理の需要が高い多数のブドウ園を管理

-

ワインの生産と品質を最適化

-

資源効率の向上により、生産と商業化に関連するコストを削減

-

二酸化炭素の排出、水と電気の使用を削減し、環境を保護

-

ISO 14001 および HVE 3 の認証を遵守

Big wine optimisation（2018 年 2 月 16 日アクセス）http://www.iof2020.eu/trials/fruits/big-wine-optimisation
同上

17

-

保管、出荷時のおけるリスクの軽減

・期待される効果
-

農薬コストの 20%削減

-

肥料コストの 20%削減

-

400 ユーロの生産性向上（1ha 当たり）

-

ボトルあたりの平均販売額 7%向上

IoF2020 では、プロジェクトレベルでの活動と、ユースケースレベルでの活動が相互連携する仕組み
となる。ユースケースレベルでは、プロジェクトレベルで定めれられた IoT アーキテクチャのリファレ
ンスモデルを利用する。
リファレンスモデルの上に、ユースケースレベルで必要となるシステムを構築し、検証されたシステ
ムは、プロジェクトレベルの IoT Lab に還元される構造となる。
IoF2020 は技術的アプローチだけでなく、農業生産関連のデータ連携プラットフォームを構築する。
データ連携プラットフォーム構築のアプローチとしては、IoT のユースケースを集め、PF 開発とユース
ケースの相互で進める。そのプロセスとしては、ユースケースレベルと、プロジェクトレベルとが相互
関与する。ユースケースレベルでは、ユースケースの要求から元に、どのようなアーキテクチャが必要
か検討する。そしてそれにより、システム開発が必要な部分を特定し、システムのインプリメント（実
装計画立案）を行い、開発を行う。プロジェクトレベルでは、それぞれがリファレンスとなるように、
IoT のリファレンスアーキテクチャを定義したり、カタログとして整備したり、IoT Lab にて IoT のカタ
ログとして再利用可能な技術のリストアップを行う。
図表Ⅲ-2-5 ユースケースと IoT 技術の関係15

プロジェクトレベルでは、すでに、技術仕様として確定しているドキュメントが公開されている。ビ
ジネスサポート面においては IoF2020 で行うことは、ビジネスモデルを開発し、最終的に知識やシステ

15
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ムの共有を目的としたカタログの作成である。具体的に行うこととしては、KPI の策定、市場調査であ
り、データガバナンスやプライバシーガイドラインを策定する。
3) 耕作における精密農業:農家へのプラットフォーム
ワーヘニンゲン大学研究センターでは、ビッグデータを用いた精密農業の研究を 1996 年から行ってお
り、多くの知識を蓄積してきた。その知識を活用するためのインフラとして、ワーヘニンゲン大学自ら
プラットフォームの構築を開始したのが、2012 年である。Akkerweb と呼ばれるそのプラットフォームは
2016 年に完成した。
図表Ⅲ-2-6

Akkerweb の画面イメージ16

Akkerweb は農業生産者の以下 3 つのニーズに応えることを目的として構築され、農業生産者は無料で
利用可能である（農業生産者以外もアカウントを登録することで利用可能）
。
① 効率的で収益性の高い農作物収穫の実現
② 農作物及び農地に関するリスクの低減
③ プロフェッショナルな方法での農場管理
農業生産者が Akkerweb 上でアカウントを登録しログインすると、自分の農地データを参照することが
でき、その農地データを SNS と同じ感覚で仕事仲間と共有することも可能である。
また、Akkerweb 上で動作するアプリケーション（一部は有料）を追加で利用することも可能である。

16

AkkerWeb・youtube ページ（2018 年 2 月 16 日アクセス）https://www.youtube.com/watch?v=oaaDwN-V9gQ

19

図表Ⅲ-2-6

Akkerweb で提供されているアプリケーション一覧17

現在はオランダのみで利用可能だが、将来的にはヨーロッパ全体での利用を目指し、農地データの共
有でベルギー、デンマークとの協力を開始している状況である。
Akkerweb を利用することでどのようなことが実現できるのか、事例を 1 つ紹介する。
オランダでは約 600 種類の農作物を栽培しているが、その中でもジャガイモは重要な作物として位置
づけられており、Akkerweb を最初に適用したのもジャガイモである。
オランダのジャガイモ生産では、1 ヘクタールあたり年間平均約 250Kg の窒素を使用しているが、気
候条件等で適切な窒素使用量は農地ごとに異なる。
Akkerweb を使って農地データでの窒素含有量を確認し、必要な窒素使用量のアドバイスを受けること
で、窒素使用量を適正化することが可能となる。

17

Akkerweb（2018 年 2 月 16 日アクセス）https://akkerweb.eu/nl-nl/ この時点で 20 アプリケーションが利用可能。

20

図表Ⅲ-2-6 ドローンを使った農地データ計測18

図表Ⅲ-2-7 農地データの窒素含有量確認画面19

18

Precision application of nitrogen in potato farming using drones（2018 年 2 日 16 アクセス）
https://www.wur.nl/en/newsarticle/Precision-application-of-nitrogen-in-potato-farming-using-drones.htm
19 同上
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図表Ⅲ-2-8 窒素使用量を表示する画面20

4) フードチェーンにおけるビッグデータと AI
農作物の栽培から消費者による食の消費までのフードチェーン（Food Chain）において、フードイン
フォマティクス（Food Informatics）の観点から、ICT を活用した各ステージの開発プロジェクトを進め
ている。
図表Ⅲ-2-9 フードチェーン（Food Chain）21
AGRICULTURE

TRANSFORMING

CONVERTING

PACAGING

SELLING

CONSUMING

ICT の活用において中心となるものが「データ」となる。各ステージのデータの内容や意味、その分
析を行い、知識エンジニアリングを通じて、意思決定を支援する仕組みを ICT で実現する調査研究を実
施している。現状の課題は、データの発生元により、データフォーマットが統一されていない、構造化
されていない、欠落や不正確、矛盾しているなどデータの信頼性が十分ではないところである。
フードチェーンの各ステージで発生するデータは、ビックデータには至っていないが、大小様々なデ
ータを人間の知識と合わせて AI（Artificial Intelligence）でモデリングしている。モデリングの結果を活
用し、オントロジー（Ontology）やアルゴリズム（Algorithm）、スマートアプリケーションへと展開し
ている。
このプロジェクトでは様々な専門分野で開発を進めているが、そのうちの 4 つの専門分野での開発事
例とその他関連する取組み事例を紹介する。

20
21

同上
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①収穫の予測
収穫予測に関しては収穫の「量」だけでなく、「品質」の予測も行っている。予測データは、様々な
データソースを活用し、大学や研究機関、このプロジェクトに協力する企業などがもつ専門知識に基づ
いてモデリングして、ベイジアンネットに基づき（Bayesian Belief Networks）確率や因果関係といった要
素を用いて取得している。予測データの取得には、AI や機械学習の技術も活用している。具体的な収穫
予測の実例としては、バラの品質予測や青果物への提供などがある。なお、このプロジェクトはオラン
ダ政府の資金を受けて実施している。
図表Ⅲ-2-10 バラの品質予測モデリングイメージ22

②食品のリスク予測
前述の収穫予測と同じような方法論で、食品に関するリスク予測も行っている。分析する対象データ
を変えることで、様々な予測を行うことができる。
③食生活の提案
食品に関する栄養、ニーズ、消費者個々人の健康状態に合わせてどのような食品生活を過ごせば良い
かを提案するもので、上述の予測とは方法論・アプローチが異なる事例となる AI や機械学習、モデリン
グの対象とするデータは、個人の属性データで、健康に関するデータ、習慣や好み、文化などのデータ
で、これらに加え、栄養学的なデータを組み合わせることで実現している。
このプロジェクトは、オランダ政府の資金を受けて実施しており、オランダ応用化学研究機構（the
Netherlands Organization for Applied Scientific Research）も参画している。さらにオランダ国内だけでなく、

22
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外国の企業（Google、PHILIPS など）も加えたコンソーシアム（Personalized Nutrition & Health consortium）
でプロジェクトを進めている。
特徴としては、一般の個々人にカスタマイズされたデータ（結果・提案）を提供する、ということで
あり、社会科学的な側面も重要となってくる点である。さらにオランダ国内だけでなく、外国企業の参
画する中で、どのようなビジネスモデルを構築していくかという点も重要な点となる。
③スマートフードコンサンプション
食の生産面の ICT の活用から食の消費の面への活用に向け、10 年、20 年後などを見据えたスマート
フードコンサンプション（Smart Food Consumption）という、個々人のスマートな食品の消費というのを
考えていく必要がある。
図表Ⅲ-2-10 スマートフードコンサンプションのイメージ23

スマートフードコンサンプションの概念として、まず個人の食生活にかかるデータとして健康、ゲノ
ミクス、家族構成、趣向、文化などのデータを中心にデータ測定・モニタリングを行う。台所から食の
購入につかう e-コマース、食品の梱包、配送、調理に至るまで ICT を活用したスマートな食の消費の実
現を進めている。
具体的な開発例としては、画像認識技術を活用した自動のレジ計算システムがある。これはバーコー
ド無しで生鮮食料品含めた約 3 万点の食料品を画像認識し、対応する商品価格を計算する。配送面では
個人が必要な商品だけを自動でパッケージングして配送するシステム、調理の面では、オランダ応用化
学研究機構や国内の研究機関で 3D プリンターを使った調理の共同開発を実施している。
④その他
フォードインフォマティクスの観点からの ICT を活用した開発プロジェクトの過程で得られる科学的

23
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知見や様々なデータを、農業従事者などの個人利用できるよう、ポータルサイトの開発（Ask Valerie）
も行っている。その他、ブロックチェーン技術をフードチェーンに組み込んで、新しい展開を模索して
いくなどの検討も進めている。
5) ロボティクスを用いた AI 農業
フードチェーンの各ステージにおけるロボティクス技術の活用は、収穫の部分に限らず、収穫後の作
物のハンドリング、作物品質の検査、流通、消費者への運搬まで、全てのステージを範囲としている。
そして、各ステージをデータですべてつなげていくことを目標としている。本研究のアグロフードロボ
ティクスの事例として、品質の検査などへのロボティクスの活用についてプロジェクトを進めており、
サンプルプロジェクトとして 2 例紹介する。
①クレバーロボットプロジェクト
収穫を目的としたロボットで、収穫の対象物を認識し、それに基づきロボットアームがアプローチし
て収穫するという、２つのステップで収穫を行う。エンドエフェクターと呼ばれる先端部をアタッチメ
ント的に変えることで、グリッパーを使った作物の収穫、刃先を使った草木の刈り取り機械にもなる。
特徴的なところは、あまり正確な情報がなくとも動作が可能なところであり、この原理については特許
を取得している。ソフトフィンガーについては、既に実用化され、これを使った機械を生産している企
業がある。

クレバーロボットのデモマシン
②スイーパープロジェクト
スイーパープロジェクトは、クレバーロボットの研究をさらに推し進め、改良を目指したもの。ロボ
ットの装着したカメラを小型化し、ロボットアームにカメラを組み込む方式とした。このカメラはアド
バンスド・センサリング・システムとよび、対象物の距離や色合いなどを判断する性能をもっている。
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センサリングによる果実品質確認機械のデモマシン
収穫は、まずこのカメラが収穫物の位置を認識して、ライトを出して距離を測り、イメージに基づい
て分類をして収穫できるか否かを判断する。また、重要なポイントとなる学習技術は、収穫するときに
障害物などがあった場合は、それを避けるという機能が必要となる。合わせて施設園芸を対象とした技
術であるため、施設内を移動しながら収穫するというロジスティクス的な機能も必要となる。さらに、
実際の圃場で発生するデータをビックデータとして活用することで、どれが果物か、どれが茎で、どれ
が側枝であるかなどの識別だけでなく、センサーデータなどリアルタイムでデータがフィードバックさ
れると、収穫の際の風・振動などを検知し、その場でアーム・ハンドの位置を修正することができるよ
うになる。
この技術を展開して、庭を自動で選定する機械（トリムボット）を実現している。これは、レーザー
技術、ビッグデータを活用して庭をマッピングし自動走行する。機械のアーム部にステレオカメラを装
着し、剪定する対象物を認識して、剪定対象物の形状を判断し、どういう形状にするのか、距離を測定
しながら指示した形状に剪定する。この機械には、ステレオカメラが 10 台程度装備されており、360 度
の視界を可能としている。
③その他
その他、同様の技術を活用した品質検査機械として、5 台のカメラ、ラインスキャナーを利用したも
のがある。対象物の進行方向に対して順々にスライス画像で断層画像を撮る。その画像をもとに対象物
の実際の形状を再現し、長さ、直径、重量を測定する。測定した品質データは、データベースに蓄積す
る。センシングする対象物は高速に移動させることが可能で、じゃがいもを例にすると 1 時間に 50 ト
ンのじゃがいもを処理することができる。この機械はアグリテクニカ 2017 にも展示している。
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品質検査機械のデモマシン
これらロボティクス・AI・IoT 関係技術を活用した機械は、ワーヘニンゲン大学の研究プロジェクト
として企業とコラボレーションして実現する例が多い。また、大学間でのコラボレーションもあり、例
えばロボットアームの技術ではミュンヘン大学の研究成果を活用している。またコラボレーションは、
オランダ国内・ヨーロッパに限らず、中東や中国、日本といったような国々とも実績があり、国際的に
取り組んでいる。オランダの園芸に関するロボティクスに関しては、世界のトップレベルにある。
ロボティクスで活用される機械・機械部品・AI や IoT などのソフトウェアは、できる限り汎用的な仕
組みとし、それら部品・技術をうまく組み合わせることで、市場にニーズに応える製品を提供するとい
うアプローチをとっている。
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3. Noldus
時：2017 年 11 月 14 日（火）15 時 20 分～16 時 00 分

日

対応者：Wilko Dijksma, Channel Management
Bran vam Mil, Product Portfolio Manager
1) Noldus 概要
Noldus は 1989 年に現社長のルーカス・ノルダス氏によって設立された企業である。行動科学を用い
た革新的なソフトウェアとハードウエアの組み合わせにより、ソリューションとサービスを開発、提供
している。世界 9 か国に 14 のオフィスを持ち、オランダのワーヘニンゲンに国際本社、北京にはアジア
本社を構える。中国国内には 4 カ所のオフィスを展開している。これまで世界 75 以上の国々で 4,500 を
超える大学や研究所との連携、顧客との取引実績がある。
研究開発はオランダとハンガリーのオフィスに集中しており、売り上げの 18%に相当する年間 300 万
ユーロを投資している。2011 年に設立された研究室、Noldus Innovation Works（ノルドスイノベーショ
ンワークス）では次世代に向けた画期的な技術を開発するために、学界や政府および業界の研究者との
パートナーシップを結んでいる。
2）行動科学を用いた製品
ソフトウェアの事例として、家畜の空間的行動の認識と分析に用いられる TrackLab（トラックラボ）
について紹介する。家畜に限らず、動物の社会行動学における測定だけでなく、福祉や動物愛護分野で
の活用も期待される。
特徴は超広域帯のトラッキングシステムだ。牛舎などの畜舎において測定したい部分にだけセンサー
を設置することで、様々な場所で動物の行動をトラッキングできる。複数ユーザーが異なる場所から使
える柔軟性も兼ね備えながらも、測定したデータを正確に取得できる。センサーは壁に取り付けるタイ
プで、部屋の四隅や選択した所に搭載する。タグは家畜の個体に取り付け、牛は首輪に、豚は耳標、羊
であれば背中になる。
また、餌やりのポイントや 1 区画における動物有無測定なども可能で、実際に動物がどのような動き
をしたのかというトラックデータの再生や画像化によって、特定箇所をピックアップし解析することも
できる。解析された画像について色が濃いところは密度が多く、たくさん動物がいるという状況を視覚
的にも図示できる。
分析は個体別やグループ別、例えばメスあるいはオスだけでも可能。年齢別のカテゴリーや機能別の
クラスターでも見ることができる。これによって、餌場やキュービックなど興味のあるエリアのデータ
を拾うことができる。TrackLab は学術機関や研究機関だけでなく、畜産業における研究開発においても
有効なソリューションである。
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Noldus24

TrackLab25

3）日本企業との連携
日本のパートナー企業は愛知県安城市のソフィア・サイエンティフィック社で、2000 年から正規代理
店を務めている。Noldus は日本を非常に重要な市場と認識しており、2018 年にも日本支社を立ち上げる
予定。ソフィア・サイエンティフィックとの協力は今後も不可欠で緊密な協力体制を継続する。
日本支社に対してはサービスのフル提供に向け、営業からデリバリー担当者まで各々が独立した機能
を備えた支社と位置付けている。事業活動は製品開発よりもカスタマーサービスに力を注ぐ想定で、顧
客が現在利用しているシステムに自社製品を導入していきたいと考えている。
今後のターゲットとしては大学やメーカー、サービスプロバイダー、研究機関が挙げられる。健康や
車両、エアスペースなどの分野も候補で、NASA に限らず、日本の JAXA や筑波の研究機関とも連携が
あることは大きな強みだ。製薬関係ではアステラス製薬やシオノギ製薬、キョーリン製薬とも取引実績
がある。
4) 参考資料


Noldus
http://www.noldus.com/

24
25

Noldus（2018 年 1 月 29 日アクセス）http://www.noldus.com/
同上
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4. Farmresult
時：2017 年 11 月 14 日(火) 17 時～18 時

日

対応者：Richard ten Cate, CEO and Owner

創業者の Cate 氏26

プレゼンテーション風景

1) 組織概要
ワーヘニンゲン大学からの支援を受け、同大学内のインキュベーションセンターに本拠地を構える
2010 年に設立された企業であり、家畜管理を中心とした経営情報システムの開発とその開発したシステ
ムを用いたコンサルティングを主な事業として展開している。具体的には、契約している農場に設置さ
れた同社が開発した FarmBox というマルチセンサーを用いて動物の健康や食料の消費率等を数値化し、
データ収集から解析までを一貫して行うサービスを展開している。家畜の中でも、対象としては豚と家
禽（鶏）を対象にしており、スマートフォン・タブレット上で室温から餌の管理までいつでも確認が可
能となる。最大の特徴としては、上記のデータと動物行動学の分野の知見を組み合わせた統合解析によ
り、各動物に対する最適な生育環境や手法を提案することができる点となっている。
2) FarmResult の特徴・強み
FarmResult は、豚や鶏をターゲットとし、体温・水分摂取量・施設内温度・餌摂取量等、バイタルデ
ータや環境中のデータを同社が独自に開発した FarmBox を用いてデータの蓄積・解析を行なっている。
データの収集から解析結果の提供までを一貫して行なっている点が特徴となっている。しかし、他社と
比較して最大の違いとなりうるのが上記統合データと動物行動学に基づいたデータによる「家畜動物そ
れぞれに最適な生育環境」を提供できる点である。
家畜動物情報のプラットフォーム化に関しても、豚に関しては 2012 年のサービス開始からすでに
3,500 万頭分のデータが蓄積されており、国内最大規模のデータ量となっている。また、鶏に関しても
オランダに限らずニュージーランド・ベルギー・カナダ等、700 以上の養鶏場と提携が進んでおり、デ
ファクトスタンダードになるような顧客数は順調に獲得している。
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http://magazine.partnershipvarkenshouderij.nl/partnergids#!/farmresult-bv （2018 年 1 月 30 日アクセス）
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今後は、既存の FarmBox のデータだけでなく、より複合的なメタデータを獲得するためにセンサー開
発会社との協業を行い、多様なデータを蓄積する。その先には、豚・鶏といった家畜ごとの最適な生育
環境を提示するのみならず、屠殺までの最適なロジスティックス環境やウイルス等の病気の蔓延を事前
に防ぐためのアラートシステム等の提供も視野に入れている。
図表Ⅲ-4-1 FarmResult が描く提供サービス概要27

3) 参考資料


後藤貴文「代謝インプリンティングを基盤とした子牛の成長と産肉性」
http://www.kachikukansen.org/kaiho2/PDF/3-4-129.pdf
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”Short Overview FarmResult B.V.”（ FarmResult 提供資料）

FarmResult 提供資料
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5. Anterra Capital
日時 ：2017 年 11 月 15 日（水）10 時 15 分～11 時 15 分
対応者：Adam Anders, Managing Partner
1） Anterra Capital 概要
食品及び農業分野に特化したベンチャーキャピタル。2013 年設立。グローバルな食品サプライチェー
ンをより安全に、効率的で持続可能性なものにする企業に投資を行う。植物科学・農業の集積地である
オランダ・アムステルダム及び、バイオテクノロジー・金融の集積地、アメリカ・ボストンの 2 拠点に
本拠を置いている。資金の出し手（リミテッド・パートナー）は世界最大の投資運用会社であるフィデ
リティ・インベストメンツとオランダにおける農業協同組合にあたるラボバンクの 2 社であり、長期的
な目線に立った投資が可能となっていることが特徴である。
ラボバンクや、ワーヘニンゲン大学などとも協力しながら、農業全般における深い洞察力を基盤とし
た投資実行、バリューアップが可能であり、関連分野におけるネットワークがあることが圧倒的な強み
である。主な投資メンバーは 7 人で 1 憶 2,500 万 US ドルのファンドを運用・管理している。2016 年は全
世界の農業系ベンチャー投資の 20％を占める代表的な VC とまでなっている。
次の 35 年で世界の食糧生産は 2 倍必要となるが、半分の自然資源と土地でこれを賄わねばならない。
世界の人用の食料生産の 1/3 は廃棄されているにもかかわらず、世界の 9 人に 1 人が十分な食料を得て
おらず、少なくとも年間 280 万人は肥満が原因で死亡している。このような世界を取り巻く非合理に立
ち向かうことをモットーとしている。
アムステルダムの拠点は市内でも指折りの高級地区であるヘーレングラハトの黄金時代に建設された
建物に構えている。
2） 投資方針
投資の方針としてはマイナー出資でバリューチェーン（図表Ⅲ-5-1）における幅広い領域が対象とな
っている。主に北米・ヨーロッパの企業で、既に売上を上げており、急成長が期待される会社にのみ投
資を行い、各社 2,000 万 US ドルまで投資する。
サプライチェーンに関しては、特に日本の JA を初めとして、アジア地域では特に既存の農業組合の役
割が大きく、そのために商流が複雑化している側面も否めず、効率化を目指すベンチャーがあったとし
ても、その市場の変革には時間がかかると見ている。AI に関しては、まだ各分野へのアプリケーション
の段階を待っているが、食糧生産へ応用したサービスへの投資機会をうかがっている。養殖は世界的な
需要が見込まれている一方で、水中のインプット（エサなど）の大半はゴミとなるので、これを効率化
するソリューションには注目している。
ゲノムデータに関しては、エピゲノムや、ゲノムデータとメタデータを組み合わせるような統合解析
は将来的に重要であるとみている。エピゲノムに関してはまだアカデミアでの研究がメインで行われて
おり、産業界に活かされるのは時間を要する。
種苗分野に関しては、流通やノウハウに課題があり、アジアではこれらの統合的なオンライン管理サ
32

ービスが求められるとみている。ゲノム編集を用いた新しい品種開発にも着目しており、CRISPR/Cas9
のカリフォルニア大学ダウドナ教授の立ち上げた Caribou Bioscience にも投資している。積極的に上流の
バイオテクノロジー分野に投資を始めている。
図表Ⅲ-5-1 投資領域28

Anders 氏（右）
3)

参考資料



Anterra Capital
http://www.anterracapital.com/

28 Anterra

Capital（2018 年 1 月 30 日アクセス）http://www.anterracapital.com
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6. Arcadia Chrysanthemum
時：2017 年 11 月 15 日（水）12 時～13 時 30 分

日

対応者：Bert van Ruijven
Antoon van de Ven, Strategy Advisor Horticulture / Greenport and International Affairs

栽培されている菊

温室内の様子

1) Arcadia Chrysanten 概要
Arcadia Chrysanthemum（以下、Arcadia）は、オランダの南西部ウェストランド地域を拠点としている
菊の栽培とマーケティングに特化した設立 10 年目の企業である。オランダ国内に総面積 20ha の圃場を
有し、年間 5 千万株の菊を生産している。生産している菊の品種は 27 品種で、その内 75%をヨーロッ
パ向けに出荷し、その他日本向けにも出荷している。売上規模としてはオランダ国内の 30%を占め、市
場のマーケットリーダーである。
Arcadia は 5 人のオーナーによって経営されており、5 人それぞれが自らの温室を所有している。その
中で視察した温室は、広さ 4ha、建設後 2 年目の新しい温室である。建設費用はおよそ 850 万ユーロ、
日本円にするとおよそ 11 億円である。この規模の施設の建設工期は 12 週間。温室の寿命は 20 年から
30 年と言われており、建設費はおよそ 15 年で回収できる予定である。この温室では 2 品種の菊だけを
合計年間 1 千万株生産している。原産地がエチオピアやケニア等の菊の苗木を仕入れ、栽培して出荷し
ている。苗木を植えてからおよそ 10 週間で収穫して出荷している。11 月は菊生産の閑散期という事
で、午前中で仕事が終わった従業員が多く、視察時に作業をしている従業員は数名のみであった。菊の
花は傷つきやすく、咲いた花にネットを被せていた。こうする事によって傷がつくのを予防できる。ま
たネットを被せるのは花が大きな品種のみである。
2) 温室の特徴
エントランスを通り、奥に進むと出荷作業スペースがあり、そこに隣接する形で温室がある。温室は
年間通じて約 20℃に調節されている。オランダの冬の時期は曇りの日が多く、日照時間が短い。菊の栽
培には日光が必要な為、人工光を使用している。また、土壌に白い砂を撒く事で、それが反射材代わり
となり菊に十分な光を当てる事が出来る。一方、菊の栽培には光の遮断も必要となる。天井は二層構造
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となっており、一層目は光をなるべく遮断しないようにガラスに覆われている。二層目は光を遮断する
為に黒いフィルムで、この黒いフィルムは折り畳みが可能で、自由に開閉する事が出来る。
前述の通り、苗木を植えてから 10 週間で収穫する。圃場は 10 区画に分けられ、区画ごとに苗木を植
えた時期が異なるので、一目でどの区画が収穫間近、植えて間もないか等を判別する事が出来る。
建設後 2 年目と新しい温室ではあるが、まだまだ人手に頼る所が多い。他の花卉類と同様に、菊でも
側葉の摘葉が必要である。Arcadia では 150 人の従業員の三分の一の約 50 人がフルタイムで摘葉の作業
に従事している。1 時間で 500 株から 600 株の摘葉する事が出来る。また、圃場には等間隔で害虫を確
認する為の黄色のシートが設置されている。黄色のシートを見ると所々に害虫が付着している。この害
虫を人の目で、種類、数を確認している。1 年のうち 3 ヶ月間は害虫が発生しない事もあり、この温室
では基本的には農薬を散布しない。発生している害虫の種類、数に合わせて、害虫の天敵を放す事で害
虫を駆除している。
一方、機械によって人の作業工数を減らす工夫も多くなされている。苗木を植える作業や収穫作業は
自動化はなされていないが、機械を使用する事で効率化がなされている。温室内部には様々なセンサー
が設置されており、温室内部の温度、湿度、CO2 濃度等様々なデータを取得する事が出来る。1 週間ご
とに集計され、Arcadia 内の他の温室や競合他社とデータを比較する事が出来る。このデータと人の経験
則を基に意思決定を行う。
3) 温室以外の施設の特徴
視察した施設には、収穫した菊を梱包する施設もある。温室の隣のスペースが梱包施設となってお
り、梱包用の機械が設置されている。収穫された菊は、ベルトコンベアを経て梱包用の機械に送られ
る。機械に送られた菊はまず画像認識によって規格分けされる。同規格の菊を 10 株まとめて自動で包
装される。その後箱詰めを経て出荷される。この箱は再利用が可能で、環境に配慮した設計となってい
る。
さらに奥には発電機が設置されている。ガス発電を行っており、施設全体で使用する電気のおよそ半
分をこのガス発電で賄っている。発電により発生した CO2 は温室内で使用している。また、ガス発電に
よる熱エネルギーで生じた温水は、温室内を温める用に使用している等、資源を効率的に使用してい
る。ただ、蓄電する仕組みは現時点ではない。
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7. Sion
日

時：2017 年 11 月 15 日(水) 14 時 45 分～16 時 15 分

対応者：Peter Bakker
Andrea Hofran
Antoon van de Ven, Strategy Advisor Horticulture / Greenport and International Affairs

栽培されている胡蝶蘭

生産ラインを移動する胡蝶蘭

1)Sion の概要
Sion は胡蝶蘭の栽培を行う施設園芸企業である。この地域は 20 世紀初頭から温室での施設園芸農業が
行われた地域としても知られている。
Sion では様々な品種の胡蝶蘭を顧客の要望に合わせて栽培し、出荷している。それは胡蝶蘭の花の大
きさ、色、模様、鉢の大きさ等、多岐にわたる。
イベントで展示する胡蝶蘭のコーディネートも行っており、様々なレセプションに文字通り華を添え
るビジネスを展開している。
2)胡蝶蘭の生産工程

温室 2 階での栽培

出荷前の検品の様子
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様々な品種の胡蝶蘭をオーダーメイドで栽培するため、温室内をフル活用して栽培を行っている。
Sion の温室は写真左の様に階層構造を持っている。これは効果的に苗木を生育させるために、品種や出
荷時期に応じて生育場所を変更できるようにしているためである。
温室内では鉢毎にタグが付けられ、品質管理が行われている。タグには品種の情報や栽培状況の情報
が付加されており、エラーが見られた場合は時系列で生育状況を確認できるようになっている。一方で
これは工場内での品質管理のためのタグであり、出荷後も一貫してトレースがされているわけではない。
温室内において胡蝶蘭は移動ラインが整備されており、作業員が手で鉢を移動させるということはな
い。ライン上を移動する胡蝶蘭は常に一定間隔が保たれており、鉢の転倒があった時に他の鉢に被害が
拡大しないような工夫が取られている。
3)胡蝶蘭の生産管理

生産ロットの管理

顧客ごとの生産状況可視化

Sion においては、作業は生産計画に基づいて行われる。写真左の貼札は 1 日の苗木の生産計画が 3 ロ
ットに対して 2 ロット目であることを表している。
写真右は温室内にいくつか設置されているモニター画面で、温室内の鉢の位置を模しており、色は顧
客を表している。
4)ウェストランドの施設園芸農業について
オランダにおいて、施設園芸というのは非常に収益の高い、非常に重要なセクターといえる。ウェス
トランドでの生産、輸出だけでなく、オランダでは生産できない果物とウェストランドで生産された野
菜を加工して、ヨーロッパ圏に加工食品の出荷もしている。
現在、ウェストランドでは世界の急激な人口増に対して、例えば水といった食糧生産資源が枯渇傾向
にあることを踏まえ、これからの食糧需要に対応するためにも、サスティナブルな生産方法を模索して
いる。
その解決策の一つが温室での作物の生産である。いかに最小限の資源でより高い収量の作物を生産す
るか、その答えを出すためにまずデータ収集の高度化に取り組んでいる。
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現在開発しているのは、トマトのストックをカウントするシステムである。まずは 1 つの茎にどれだ
けの房が付いているか、その房当たりいくつ果物が付いているのか、それぞれの果物の色、収穫データ
との相関性などを収集している。このシステムを導入することで、この先 2 週間の収穫予測がかなり正
確にできることが期待されている。
日本とオランダの農業において、最も違いがあるのは資金調達面だといえる。オランダでは各農業法
人に対して、政府から資金援助は行われていない。逆に言うと、革新的なものをどんどん進めていかな
いと業界では生き残っていけないということでもある。エネルギーの節約をするということで、ガスの
消費量を減らすために地熱を使ったヒーティングシステムの開発や、クーリングシステムを作ることも
している。
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IV.メンバーによる考察
1. ドイツ・オランダ農産業の位置づけについて日本との比較
村田 靖雄 オイシックスドット大地 フードイノベーション推進室
1) 目的・背景
オランダを中心とした欧州の農業は、日本に比べて先進的と言われ、輸出産業として育成が進んでい
るとされている。一方日本では、農業は衰退産業に位置づけられ、保護の対象とされ、海外への輸出も
限定的である。
このような差が生まれるのはどのような点が原因で、どうしたら日本の農産業が衰退せず、成長産業
として生き残れるのかを調べ、良い点を取り入れることで日本の農業界を盛り上げていきたいと思い調
査を行った。
2) 調査方法
農業系の展示会であるアグリテクニカの視察、ワーヘニンゲン大学におけるオランダの農業に対する
取り組みについてのレクチャー、及び Anterra Capital のレクチャーなどの現地調査を行った。併せて、
5）参考資料の文献を参考とした。
3) 調査結果
（農業のブランディング）
アグリテクニカの視察で展示内容以外に持った感想が、「参加者が若く、子供連れも多い」「トラク
ターの展示やファンショップなどで格好よさを感じる」「大人が楽しめるコンテンツが多い」と言った
点だった。同行した視察メンバーも、概ね同様の感想を述べており、農業関係に従事する私だけが感じ
た感想ではなさそうだった。
一方、訪問先での聞き取り調査では、欧州でも農業に対して積極的にかかわりたいと思う学生やワー
カーは少なく、農業に対して多少は抵抗感があると思われる。
そのためなのだろうが、こういった展示会を通して、若者や次世代の取り込みを積極的に進めて行こ
うと産業界が取り組んでいる姿勢を感じた。
（産業の位置づけ）
アグリテクニカの展示では、特に IT サービスの展示ブースで感じたが、機能が経営者視点で語られる
ことが多い。コストの削減や、作業管理などが主で、日本の技術視点が中心の展示とは対照的に感じ
た。
ワーヘニンゲン大学では、産学一体になった研究を行い、農業・食品分野を成長産業にさせるための
研究を行っている。日本の研究との大きな違いとしては、たとえば画像センシング技術の研究では、そ
の技術をレジや物流に応用する研究など、物流などの下流部分へも応用しようとしている点が印象的だ
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った。農業だけでなく、農産業・食品産業全体へのイノベーションを考えている。ただ、ロボット技術
や、農産物の流通などの技術は、日本とほぼ変わらないか劣っている印象だった。
（投資環境）
オランダの農業法人へのヒアリングでは、ハウスに対する投資は自己資金を中心に、銀行の融資を受
ける事が多く、国からの補助金に頼ることは少ないとの事だった。
オランダは、直接農家への補助金は出さない一方で、ワーヘニンゲン大学などの研究に対し投資を行
いイノベーションの進化を引き起こす取り組みを行っている。日本では、基本的には施設の購入に対す
る補助という形で農家へ補助金が供与されている。
農業向けのベンチャーキャピタル Anterra Capital とのセッションで農業向け投資についてのレクチャ
ーを受けた際、農業、特に e コマースと、AI 技術については投資の対象として非常に魅力的な分野であ
るという説明があった。
4) 考察
ドイツ・オランダの農業と、日本の農業の位置づけについては、農業技術レベルでも社会的環境でも
なく、農産業の社会における立ち位置が負けていると感じた。ドイツ/オランダでは、農業を一つの産
業として扱っており、農家もまた農業経営者として振る舞い、事業を行っている。一方、日本では農業
が大人の産業として認められておらず、５Ｋという象徴的な言葉があるが、農業に対して国民や農業従
事者にマイナスのイメージを持たせてしまっており、結果として補助が必要な衰退産業としての立ち位
置になってしまっている。
今回の視察を通して、その理由として思ったのが、一つは農業で使われる言葉の問題であるという点
だった。農家という本来経営体であるものを、家と言ってしまうところから始まり、ドイツ/オランダ
では、グリーンハウス事業への「参入」「起業」であり、「設備投資」と表現されるところが、日本で
は、「就農」であったり（農業という仕事に就くと表現）、「補助金」となる。日本だと、どうも後ろ
向きな表現に見えるので、まずはこういった負の印象を与える言葉を無くし、マイナスのイメージを減
らしていくことが必要に思われた。
図表Ⅳ-1-1 言葉の使い方例
良くない表現

前向きな表現

農家

農業経営者

補助金

投資

就農

起業

後継ぎ

次期経営者

まずは、こういった表現を変えることで、マイナスのイメージを無くしていく必要を強く感じた。こ
れは、今後自社の表現を変えていくことと並行して、農業関係者にも呼びかけて、変えていくように働
きかけを行っていきたい。
もう一つは農家の立ち位置の問題で、日本では農家＝作業者・技術者の立ち位置を抜けることが出来
ていないように感じるが、ドイツ・オランダの農家は経営者として農業に取り組んでいる。この視点の
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差が、ドイツ・オランダの農家とは大きな違いである。農業システムを見ていても、日本では技術観点
中心で、作業記録の登録、栽培技術向上に寄与する機能が多くみられるが、ドイツ・オランダでは、主
にコスト削減に寄与するためのデータ記録が多い。視点を、常に経営視点に置くことが出来ているよう
に感じた。
今回の視察を通して、農業の技術的な側面での差は大きく感じなかったが、前述したような意識の部
分での差異がとても大きく感じられた。その結果が、農業の産業としての立ち位置を低くしているよう
に思えたので、日々の仕事を通して、農業者が自らを自立した産業としてふるまえるような活動を行っ
ていきたい。
5) 参考資料


三輪泰史「オランダ農業の競争力強化戦略を踏まえた日本農業の活性化策」
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/7372.pdf



金間大介「オランダ・フードバレーの取り組みとワーヘニンゲン大学の役割」
http://www.md.tsukuba.ac.jp/gradmed/seminar/pdf/140523_00.pdf



流通研究所「農産物の輸出に向けた展望 ～農産物は戦略的輸出品目になるのか～」
https://www.ryutsu-kenkyusho.co.jp/columns/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9%E3%81%AE%E
8%BC%B8%E5%87%BA%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E5%B1%95%E6%9C%
9B-%EF%BD%9E%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9%E3%81%AF%E6%88%A6%E7%95%A5%E
7%9A%84%E8%BC%B8%E5%87%BA/



アグロ・イノベーション 2017
http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/seminar03_2017.html



吉田忠則「オランダ農業だって楽じゃない カゴメのトマト栽培の伝道師かく語りき（1）
」
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/252376/072900006/
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2. オランダにおける農業イノベーションのエコシステム調査を踏まえた、日本の
農業イノベーションに向けた提言
吉田 新吾 アグリオープンイノベーション機構 プロデューサー
1) 目的・背景
世界最先端といわれている農業イノベーションのエコシステムを持つオランダの現状を調査し、日本
の農業のエコシステムとの対比を行い、日本で農業イノベーションを引き起こすエコシステム構築に向
けた提言を作成するのが本調査の目的である。
著者は、静岡県沼津市に 2017 年 8 月にできた農業の新しい研究施設である AOI-PARC にて、研究機
関と企業のコーディネートや、情報発信を行う一般財団法人アグリオープンイノベーションで、事業の
企画や運営を担当する。本提言では、ワーヘニンゲン大学とその周辺の世界最先端の農業イノベーショ
ンのエコシステムの状況を調査し、静岡の農業実行可能な提言を作成することを目的とする。また、本
提言における日本の現状報告および、提言内容については、著者が現在業務を行っている静岡県農業を
中心に記述する。
2) 調査方法
IT 財団でのイノベーションリーダーシップ調査に参加し、現地でのヒアリングを行う。また帰国後、
これまで静岡から見た日本の農業分野のイノベーションにおける状況を追加で調査、対比を行いなが
ら、実現可能な提言を作成する。
3) 調査結果
調査方法今回の視察を通じて得られた日本と、EU の農業エコシステムに関する差異について、知見
をいくつか紹介を行う。
3-1) IoF2020 のニーズ、シーズマッチングから得られた知見
ワーヘニンゲン大学で紹介があった EU の農業、食の IoT とビックデータのプロジェクトである
IoF2020 では、農業ビックデータの活用に向けて、EU 圏内で集められたユースケース側のニーズと、
ICT 技術的要件をマッチングし、重点的な課題の選択を行う。このような取り組みが、実行可能である
のは、まずユースケースの探索範囲が EU 圏内ということで大きいこと、既にオランダをはじめ、フラ
ンス、ドイツなどの農業産業が集約化され、巨大化していることが挙げられ、そのために発見したニー
ズが実現可能であると思われる。
一方、日本においては、農業生産の大規模化は始まりつつあるが、中小規模の生産者が多くを占め
る。そして、生産者側の情報が一覧化されていない。例えば、中規模以上の経営母体がある静岡県法人
協会の会員に一覧公開されている情報は、法人名称、代表者、法人住所、経営作目、ホームページアド
レスである。こちらの情報だけであると、技術シーズ側が自社の技術を売り込みに行く際になどに、ど
れくらいの見込みがあるのかなどの経営体の規模（売上高、雇用人数、資本金、経営形態）や、保有栽
培技術などの情報が記載されておらず、初期調査コストが発生する。つまり、現状ではビジネスマッチ
ングを始める際の基本情報が静岡の農業生産側では存在していないと言える。
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3-2) 農業を取り巻く研究から投資に向けたエコシステムの違い
オランダでの視察では、ワーヘニンゲン大学を中心とした研究開発、コンサルティング、そして投資
ファンドと言ったエコシステムについて調査を行なった。そこで得られた知見と、日本の農業研究の違
いを説明する。
ワーヘニンゲン大学周辺のエコシステムにおいては、基礎研究や民間や多面的な特性を生かして実践
的なプロジェクト展開を行なっているのが特徴である。また、農業ビジネスを知的財産権や、設備投
資、事業規模拡大と言った面でサポートするコンサルティングが存在する。
また、農業 IT だけでなくゲノム関連といった新技術に対する情報収集や、他分野からの技術転用を行
うプロジェクトの目利きをして投資を行う投資ファンドの存在がある。このことが、農業を産業として
強くし、イノベーションを推進している。
一方で、日本のこれまでの農業分野の研究は、国直結の研究機関で基礎的な研究を行い、研究結果を
各県の研究機関と共同で実証し、徐々に現場での効果を測定するモデルが取られていた。国の長期的な
計画に基づき、予算を作り、補助金を使った研究開発が多く用いられていた。
従来の研究開発モデルを変革するべく現在、農林水産省が中心となり、「知」の集積と活用の場とい
った取り組みが実行されており、農業以外の他の技術シーズのスピード感を持った産学連携研究を推進
している。また民間への投資という観点では農林水産省が中心に農林漁業成長産業化ファンド（AFIVE）が作られ運用されているが、新技術への投資等よりも、農業の６次産業化などが中心的な対象で
あり、先端技術に対する投資額などは、まだ小規模である。
国としての研究開発モデルの変更や、それを実行する地方行政の変更が求められるので、すぐさまオ
ランダ式のエコシステムへ移行するのは困難である。まず新技術や、他分野からの技術転用を行う技術
の目利きや、現場で実行可能とするコーディネートを行う専門人材を育成し、成功事例を積み上げて行
くことが必要であると思われる。
3-3) 日本の他分野で先行するオープンイノベーションの事例との考察
続いて、日本における他の分野でのオープンイノベーションの事例をあげながら、農業分野での転用
がなぜ難しいかを考察する。
工業分野でのオープンイノベーションの事例をみると、工業や IT システム分野においては、Web サ
イト上での開発、受発注のコーディネートを行うプラットフォームである Linkers が先行している。
Linekrs では全国の私的、公的な産業支援機関をネットワーク化し、大、中、小の企業がニーズとシーズ
を登録することで、生産委託、保守などのマッチングを探すことができる。このことは、既に工業では
技術の標準化、受発注の電子化などが普及している産業分野であるため実現可能である。日本の農業分
野での適用を考えると、現状は標準化と受発注の電子化がスタートや検討している状況であり、工業分
野や IT システム分野で先行する Linkers のモデルをそのまま現在利用するのは困難である。
また基礎研究分野においても、主にバイオ系での研究者の派遣業などが存在している。農業分野での
基礎研究は、現在国が中心であるが、今後国発だけでなく、民間や、地方発からも実現されると研究者
の派遣活動も農業分野でも適応されることになる。工業やバイオ研究といったこれらの他分野でのオー
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プンイノベーションの成功モデルをベンチマークにしながら、農業分野での実現性を検討する必要があ
る。
4) 考察
4-1) 提言概要
日本発の農業分野でのオープンイノベーションの推進に向け、農業生産側のニーズと農業技術や、他
分野の農業転用など技術シーズのマッチングを行う。
まずは農業生産におけるニーズと技術シーズ側それぞれについて、事業内容や生産作物、規模、開発
や事業進展の時間軸の整理といった、コラボレーションに必要な情報の整理を行う。そして、それらの
情報をもとに、単独の生産者、企業では解決することが困難であるような共通課題の設定を行う。
本提言において、今回の視察を通して EU が日本の農業の現状と比較し先行していると思われる点
と、現状の日本の農業分野での状況と課題について説明し、その後上記提言内容を具体化するための具
体的アクションについて記す。
4-2) 具体的アクションプランと今後
続いて、著者が所属する AOI 機構が農業分野でのオープンイノベーションに向けて、今後実施希望す
るアクションプランについて記載する。
4-3) ニーズ、シーズどちら側もプレイヤーの一覧化
まずは、静岡を中心とした農業経営者、また農業への参入を希望する企業体、そして研究者などの一
覧化を行う。下記表のような情報を収集し、一覧化を行い、基本的には AOI フォーラムウェブサイトに
て公開する。
図表Ⅳ-2-1 一覧情報
項目
法人名
業種
代表的作物
法人説明
今後の希望
連携希望対象
機構からの紹介文
設立時期
資本金
連絡先(電話、FAX、メールアドレス)
URL
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これまでの情報に比べどれくらいのビジネス規模にあるのか、どのような意向があるのかということ
をなるべくわかりやすく一覧化する。収集した情報は、基本的に公開を行っていく。一部、秘匿情報な
どの情報は、ビジネスマッチングなどの用途に向けて保有し、活用する。
なお、作物情報など、すでに内閣官房で作成している農作業名ガイドライン基本表を参考に作成す
る。
4-4) 共通課題として、あるべき姿の提示
前のステップで一覧化を進めたあと、メンバー間での創発を誘導するべく、共通課題を設定し、ある
べき姿を描き、成功事例を作る。
これまで述べてきた日本の農業における研究開発のエコシステム以外の課題として、既存技術の現場
での適応ができないことが挙げられる。それは、社会的ルールや制度上実現できないもの、生産した作
物が商流に乗らない、既存技術の情報が流通していないなどといった問題がある。
我々は、現在静岡の農業現場における課題を取り上げ、あるべき姿を描く取り組みを行いたい。ある
べき姿については、将来的に利用可能なるような情報インフラの利活用や、技術転用が進んだと仮定し
て、実現できるようなものを作成する。
例えば、静岡中心的な農作物であるお茶の生産を取り上げることを検討する。静岡は茶の生産は有名
ではあるが、売価の低下に加え、生産者の高齢化、そして化学肥料利用の見直しなど、様々な課題があ
る。一方、地域経済の観点でも、お茶の生産以外に、加工、流通、パッケージング、生産補助用の機械
などお茶の周辺産業が存在している為、関連の産業が多く存在する。
また既に進行中の農業従事者の高齢化が進展するのに応じ、若手の生産者が出てきている。彼らの話
を聞くと、稲作で起こっているような茶園の集約化、大規模化が急速に進行している。我々としては、
お茶生産のあるべき姿を描きながら、沼津にできた AOI-PARC の最新鋭の研究開発や、ICT ツールを生
かしながら、若手の農業生産者を後押しし、地域経済を持続的な成長を描くビジョンを作成したい。
それ以外にも、既に大規模生産を行っている植物工場の経営者群の技術の展開や、食品加工の高度化
といったことなどのテーマを検討し、可能なものからあるべき姿を描きながら実践していく。その検討
と実践により、複数生産者と、自治体、研究機関が連携できるような、共通課題の設定を行って行く。
4-5) オープンイノベーションを推進するサービス設計、チームの設計
上記で説明したようなリスト化、そして共通課題の設定などのステップを実行しながら、この取り組
みに、誰でも参加可能とするための、サービス設計を並行して行う。
具体的には、AOI 機構が構築する AOI フォーラムという会員制の組織があるが、その会員組織に対す
るサービス設計を行う。現状、補助金の申請の支援や、マッチングを行っているが、具体的なメニュー
を定義し、運用して行く。
そしてサービス設計を行いながら、安定的にサービスを提供可能なサポートチームを構築する。チー
ムには、他分野新技術の目利きや、現行農業技術の知識、そしてそれぞれ企業の経営体制や、実行する
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ためのネットワークなどの能力が求められる。将来的には、このサービス自体をサスティナブルなもの
にすべく、ビジネス化を行い、日本の農業産業発展に貢献する。
4-6) アクションアイテムまとめ
これまで述べて来たアクションアイテムを整理すると、1) ニーズシーズの一覧化、 2) あるべき姿の提
示 3)サービス設計、チーム設計 を行いながら、科学技術と ICT を用いた日本型の農業イノベーションの
エコシステムを確立していきたい。
5) 参考資料


静岡県農業法人協会会員名簿
http://www5.ja-shizuoka.or.jp/hojin/wp-content/uploads/2017/02/niei.pdf



農林水産技術会議「
「知」の集積と活用の場の構築について」
http://www.affrc.maff.go.jp/sangakurenkei/knowledge.htm



農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）
http://www.a-five-j.co.jp/subfund/support_standard.html



Linkers
https://linkers.net/tops/about_linkers



内閣官房 農作業名ガイドライン 基本表
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/nougyou.html



AOI フォーラム
http://aoi-forum.jp
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3. 農業分野における技術投資に関するオランダと日本との比較
1)

目的・背景
狭い国土で優れた農業技術を活かし競争力のある農業を展開するオランダ農業が注目されている。 オ

ランダは九州程度の狭い国土面積にもかかわらず、世界有数の農産物輸出国となっている。オランダ農
業の特徴は高度な施設園芸であるが、大学を中心としたエコシステムが新規技術を市場に出す仕組みを
形成している。2050 年には世界人口が 100 億人に到達するという指標もある中で、今後さらなる品種改
良技術が求められている。その中で、ゲノム編集など新興の技術や、経験の蓄積である育種、接木など
による苗の育成方法の組み合わせは引き続き重要な農業技術といえる。これらの技術をいち早く実用に
活かすためには、流動的な資金やスタートアップのエコシステムを活用するのが有効である。国際的な
スタートアップ投資も増えてきている中、オランダにおけるクラスター経済と日本の在り方を今回の視
察を通して比較したい。
2)

調査方法

① Anterra Capital 及びワーヘニンゲン大学とスタートアップ企業に対するヒアリング
② オランダ・日本における農業投資の調査
3) 調査結果
世界における農業投資
農業分野向けの技術を開発する企業（アグテック）への投資が増えている。2017 年 1-3 月期に世界の
アグテック関連の新興企業の資金調達額は前年同期比で約 2 倍に膨らんだ。食糧不足や人手不足など農
業分野が抱える問題は大きいだけに、解決につながる技術やビジネスモデルに関心が高まっている。セ
ンサーやクラウド、データ解析などを活用した精密農業システムのほか、ドローンを使った農地観測や
農薬散布、植物工場、スマート灌漑システム、農作業を効率化するロボット、農場経営の最適化を図る
管理ソフトなどが注目されている。米調査会社 CB Insights によると、1-3 月期の資金調達額は約 240 億
円で、投資件数は 2.5 倍の 52 件。投資ステージ別にみると、創業間もないシード期への投資件数が最も
多く、全体の 45％を占めている。
投資家の層は広がっており、米モンサントやスイスのシンジェンタなど、メジャーの CVC だけでな
く、シリコンバレーの有力 VC もアグテック企業への投資を増やしている。米アルファベット傘下の投
資事業 GV は農業関係者向けの情報共有サービスを提供する米ファーマーズ・ビジネス・ネットワーク
にリードインベスターとして出資した他、アンドリーセン・ホロウィッツは品種改良のための家畜向け
ゲノム検査を開発するＴＬバイオラブズに出資した。
投資対象としてアグテック分野に注目が集まるきっかけとなったのは、13 年のモンサントによる米ク
ライメート・コーポレーションの買収とされる。買収額は 9 億 3,000 万ドル。クライメートは気象デー
タと収穫量や土壌などのデータを組み合わせ、作物の収穫リスクを計算して農家に保険商品などを販売
し、データ解析を農業に導入した草分け的な存在として知られる。これを機に多くの起業家が農業分野
へと参入し、投資家からの注目も集まるようになった。13 年に通年で 5,400 万ドルだったアグテック企
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業への投資額は、14 年には 3 倍以上の 1 億 8,000 万ドルに急拡大しており、それ以降投資額は拡大基調
を保っている。
ソフトバンクによるビジョンファンドも垂直型農場の Plenty に大型投資を決め、ヨーロッパ・米国・
アジアを跨ぐ技術投資が活発になりつつある。
オランダにおける技術投資
世界的な Agtech 投資の過熱化の中で、存在感を示す拠点としてのオランダがある。Anterra Capital の
ような農業に特化した VC が存在する。Anterra Capital は食品及び農業分野に特化したベンチャーキャピ
タルであり、2013 年設立。グローバルな食品サプライチェーンをより安全に、効率的で持続可能性なも
のにする企業に投資する。資金の出し手（Limited Partner）は世界最大の投資運用会社であるフィデリテ
ィ・インベストメンツとオランダにおける農業協同組合にあたるラボバンクの 2 社であり、長期的な目
線に立った投資を行っている。
また、民間金融機関のラボバンクが農業法人への資金提供を担っている。ラボバンクの母体は農家が
資金を出し合って立ち上げた地域の金融組合である。このように、LP が様々なアセットクラスを持つ中
で農業に特化した VC に投資を行うように、良いリスクアロケーションができていることが、農業特化
型でも総合的にリターンを生み出せている理由の一つであろう。
オランダは農家保護よりも研究開発を重視しており、農業予算の 22％が研究開発向けである。EU 共
通の農業政策のもと、施設園芸に対する補助金の割合は非常に低い。国内では経済省に農業省が組み込
まれる歴史的な経緯から一産業としての見方が強い。
一貫した研究体制を行う拠点を構築するために、国内の農業大学と公的農業試験場を集約し、ワーヘ
ニンゲン大学を中心とするリサーチセンターが設立されている。これにより、ワーヘニンゲン大学が高
度な研究開発とマネジメント人材育成を担い、ワーヘニンゲン地域にワーヘニンゲン大学を中心に民間
企業の研究機関が集積したフードバレーが形成されることで、消費者ニーズから基礎研究まで一貫した
研究開発が可能となった。
ワーヘニンゲン大学は農業技術・食品 科学部、動物科学部、環境科学部、植物科学部、社会科学部の
5 学部で構成されており、学生数は約 8,000 人、教職員は約 2,950 人となっており、QS 世界大学ランキ
ングの「農業＆森林学」部門で 2016・2017 年で 1 位を獲得している。また、 農業、畜産、流通、環
境、経営など、農業に関連する総合的な知識を学ぶ機関として、ファン・ハル・ ラーレンスタイン応用
科学大学がある。 そして、試験・応用・開発研究を担う専門機関と して、食品・生物学研究所、畜
産・獣医学研究所、アルテラ自然環境研究所、国際植物研究所、LEI イノベーション研究センター等が
ある。これらの機関 では、食品の品質検査や加工、保存に関する試験等 の様々な研究サービスが提供
されている。食品関連企業にとっては、これらの機関の持つ最新設備や専門人材へのアクセスが容易と
なることもフードバレーに参加する大きな要因の 1 つとなっている。また、このように研究機関と大
学、食品関連企業等が密接に連携する中では多様で細かなサービスに対するニーズが発生するため、そ
の解決を提案するベンチャー企業が生まれている。ワーヘニンゲン大学で学位を取得した高度な専門人
材が役割を担うことも少なくない。
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技術面では、ワーヘニンゲン大学や特定の民間企業が基礎技術を生み出すと、設備・機器メーカーが
商品化を進める。これを農業法人が導入・運用する際には DLV 社など農業コンサルや民間農業試験場
が技術支援を行う。フードバレー財団のような農業を産業として稼がせるスマートな運営モデルとイン
パクト評価及び社会発信が確立しており、大学も地域とグローバルな企業・研究機関とのコラボレータ
ーとして機能している。
4）考察
オランダと比較した日本の政策・技術投資に関して
日本は民間では総合商社などが農業の技術投資に活発になり始めているが、国内ベンチャーに対する
投資額が少なく、日本の農業従事者は高齢者が大部分であるため新技術が浸透しにくいといった理由は
欧米と比べ考えられる。オランダと比べても農家個人の持つ資本力が小さいといったことも普及を阻ん
でいる他、現場に合った技術開発がまだ未熟であることや技術に対する信頼度を十分に高められていな
いことも大きい。特に日本列島は縦に長く、各地で栽培方法や環境は大きく異なるため、そのニーズも
微妙に異なる。こうしたニーズにひとつひとつ丁寧かつ地道に応えていくことが、今後の鍵である。生
産者と提供者の協力関係が重要なことは疑いがない。
日本がオランダ農業の強みを取り入れるために必要な第１の施策は、競争力に欠ける弱い品目も網羅
的に支援する農業政策を改めることである。競争力のある農産物に集中した競争力向上の政策を進める
ことが必要だ。日本でも、小規模な農家が集合して法人化したり、農業参入を希望する企業と合弁で農
業法人を設立したりすることで、設備投資のための資金力を高める事例が出てきている。さらに、2013
年２月には国や民間企業が出資して農林漁業成長化ファンド（A-FIVE）が設立された他、民間金融機関
の独自の農業ファンドも次々と立ち上がっている。ここに農地の集約を促す政策を講じれば、日本でも
農業経営の規模拡大を実現することができる。オランダの小規模農家が個人経営に対する過度なかかわ
りを捨てたことで競争力に富む経営体が組成された、という経緯は日本農業にとって重要な示唆とな
る。
A-FIVE の出資総額は、国：300 億円と民間企業：18 億円。事業としては、1 次産業の農林漁業者と 2
次産業・3 次産業の事業者が連携した 6 次産業化事業体（共同出資する会社）の経営支援（出資・資本
性劣後ローンの提供）を行う。農林中央金庫が JA バンクから上がってくる約 80 兆円の貯金を各県の信
用農業協同組合連合会（県信連）を通して運用しているが、農業団体等の第一次産業事業への貸付は全
体のポートフォリオの 5%に満たない。A-FIVE のように第一次産業事業への支援ができる取り組みは求
められているが、オランダと比較して投資規模が少ないとはいえない。むしろ、大学や第二次・第三次
産業を巻き込んだシステムに差があるといえる。
殊に、加速するテクノロジーの進歩によって、農業の在り方が根本から変革する時代である。食農領
域はさらにバリューチェーンの統合が加速していくだろう。AI・IoT バイテク然り、個々の技術をパッ
ケージ化して提供できる会社を増やしていかねばならない。日本は技術投資には良い市況である。アク
セレレータ・VC・PE 等が独立してしまっているが、専門家人材・投資専門家・ベンチャー起業家の層
を厚くせねばならない。ポートフォリオワークとして食農領域技術のインキュベーションに取り組む人
材を育成し、増やすことが、技術投資の目利きとして欠かすことができない。
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そもそも国土や、作物に求められる品質、栽培せねばならない品種の多様性など、日本とオランダは
大きく異なる。日本は食の安全性・嗜好性、及び個々の技術レベルの高さを活かしながら、本当に良い
ものを作り、輸出することが引き続き重要だろう。とはいえ日本独自のシステムや慣習にのみとらわれ
ることなく、限定的なグローバルなネットワークを強化して、オランダのような先進都市と連携しなが
らの低コスト・高効率を実現し、ブランドを高めていくことが肝であるといえよう。
5)

参考資料



紺野登『幸せな小国オランダの智慧』



金間大介「オランダ・フードバレーの取り組みとワーヘニンゲン大学の役割」
http://www.md.tsukuba.ac.jp/gradmed/seminar/pdf/140523_00.pdf



三輪泰史「オランダ農業の競争力強化戦略を踏まえた日本農業の活性化策」
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/7372.pdf



農林漁業成長産業化支援機構
http://www.a-five-j.co.jp/



CB Insights, ” The Ag Tech Market Map: 100+ Startups Powering The Future Of Farming And Agribusiness ”
https://www.cbinsights.com/research/agriculture-tech-market-map-company-list/

50

4. 日本の農業を魅力ある産業へ～食、素材、ブランドの好循環を創る～
四田 耕三 新日本有限責任監査法人 パブリック・アフェアーズグループ シニアマネージャー
1) 目的・背景
ICT 技術の発展は目覚ましく、近年では AI（Artificial Intelligence）、IoT（Internet of Things）など、人
や物の活動をデータ化し、データ活用による新たな付加価値を提供するなど、日本を含めた世界中の
様々な産業で、生産性の向上や高度化、新しいビジネスの創出などを実現している。農業分野において
も例外ではなく、営農管理、品質管理、生産性の向上から農作物の生育予測、需要予測などに ICT 技術
を活用している。
農業先進国と呼ばれるオランダは、アメリカに次ぐ世界第 2 位の農産物輸出国であり、ICT 技術の活
用はもとより、国の政策による農業に関連する企業、研究機関、教育機関の一大集積地（フードバレ
ー）の整備を行うなどにより、産学官の連携による農産業発展に大きく寄与している。さらにドイツに
おいては、約 3,000 社の農業関連サービスを提供する団体が集まる、世界最大の農業見本市であるアグ
リテクニカが 2 年に 1 度開催されており、農業が１つの魅力ある産業として注目されている。
一方で、日本の農業は、基幹的農業従事者の減少、高齢化、後継者不足等により、食糧生産額、自給
率の面でも下降の一途を辿っており、いわゆる衰退産業になりつつある。オランダ、ドイツの事例を踏
まえ、日本の農業が今後魅力ある産業として発展していくために、日本の農業の強み・特色を活かす方
策や農業政策の観点からの課題・方向性を提案することを目的とする。
2) 調査方法
欧州現地調査として、ドイツ・ハノーバーで開催される国際 DLG 農業技術展・アグリテクニカ 2017
の展示会場の視察と担当者ヒアリングを実施。特に、農業における ICT 技術の活用の観点から AgTech
関連団体を中心に調査。オランダでは、フードバレーでの試験・応用・開発に関わる研究機関の中心的
存在であるワーヘニンゲン大学にて、農業と食における AI、ビッグデータ、ロボティクスの活用をテー
マに、各研究担当者の説明、ヒアリング、研究実機の視察等調査を実施。また、オランダの特色の 1 つ
である施設園芸の観点からウェストランド・クラスターの ICT グリーンハウス施設園芸の視察、投資機
関の視点から食品及び農業分野に特化したベンチャーキャピタルである Anterra Capital の担当者説明・
ヒアリングによる調査を実施。
その他、インターネット調査として、農林水産省の農業政策・統計情報等、並びに農業関係テーマの
セミナーや講演資料等の調査を実施。
3) 調査結果
欧州現地調査と日本での調査を踏まえ、欧州（ドイツ・オランダ）と日本の農業の現状の比較検討を
行い、調査結果を整理した。
① 大規模農地・大量収穫農業
欧州では広大で平坦な国土の特性を活かした大規模農業を実施している。農業経営団体・者の単位あ
たり平均農地面積は、日本の約 10～20 倍以上を有している。アグリテクニカ 2017 における視察におい
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ても、巨大な農業機械を導入し、大規模なほ場を効率的に管理することで、収量拡大につなげるための
仕組みを追求する展示が多くを占めている。
例えば農業機械では、世界最大の農業機械メーカーである JOHN DEERE 社（アメリカ）は、巨大な
農業機械にセンサーを搭載し、「My John Deere」という ICT サービスを通じて、農業機械の管理、ほ場
の管理、作業の管理を効率的に行う仕組みを提供している。欧州ドイツの農業機械メーカーである
CLASS 社（ドイツ）においても、子会社 365Farmnet を通じて、営農管理システム（FMIS：Farm
Management Information System）を提供し、農業機械からのセンサーデータ等の収集、管理を行い、農作
業の効率化を提案している。また、農業機械を持たない企業でも、農業 ICT サービスを提供する企業が
多数展示されており、主に大規模農地・大量収穫・巨大農業機械の効率的な活用を目的としたソフトウ
ェアサービスが多数提供されている。
このように、欧州の農業は大規模な農地を活かし、農業機械にセンサーを搭載することで様々な農作
業をデータ化し、営農管理ソフト（Farm Management system）を活用した作業管理と合わせて、気象・
土壌・病害虫データ等とのデータ連携などを行い、徹底的な「量」の生産性向上を志向している。
一方日本は、１つ１つの農地が小さいため、欧州のような大規模農地に対応した巨大な農業機械を活
用した効率的大量収穫には適さない事情がある。また、農地の集積・大規模化に取り組んではいるが、
農地がある土地は平野部から遠い山岳・丘陵地に多いことなどから大規模化による生産性向上という点
では一定の限度がある。
② 農業の産業化と政府支援
オランダ・ドイツの農産物輸出額は、それぞれアメリカに次ぐ世界 2 位と 3 位に位置しており、農業
が国の１つの産業として位置付けられている。特にオランダにおいては、食に関する教育機関、研究機
関、企業の一大集積拠点である「フードバレー」を政策的に作り、産学官の連携による農産業の発展に
力を入れている。フードバレーの中心的教育・研究機関であるワーヘニンゲン大学は、企業の課題解決
や新商品開発など市場ニーズに対応し、政府や農業者組合、企業等が出資しするなどしてプロジェクト
を実施している。農業における ICT 技術の活用にも積極的で、スマート農業と食の安全を目的とした
IoT のパイロットプロジェクト、「IoF（Internet Food and Farm）2020」を計画・実行しており、2017 年
から 2020 年の 4 年間で、3,000 万€（約 40 億円）を投資する。また、農業分野の投資市場の観点からみ
ると、世界一の農業協同組合出身の銀行であるラボバンクで 2013 年に 3 億ドル以上の投資を実施したこ
とをきっかけに、投資対象として農業分野に 2015 年は 25 億ドル、2016 年は 32 億ドル程度の投資が行
われている。民間においても Anterra Capital という農業専門の投資会社があるなど、投資市場としても
一定の規模と魅力を有している。さらにオランダの農業は露地栽培だけでなく施設園芸にも力を入れて
おり、ウェストランドはオランダ全土の施設園芸の 30%程度を集積させるなど、施設園芸の集積地とな
っている。
このように、農業専門大学・研究所を１カ所に集約する、施設栽培の集積地を作る、ベンチャーキャ
ピタルの有力な投資対象分野に挙げられるなど、農業は 1 つの産業として位置づけられている。また、
政府支援は、産業成長のための「投資」色が強く、下支え的な「補助」色は薄い傾向がある。
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一方日本における国等の農業に対する支出は、農業従事者の高齢化・農業人口減少を背景とした新規
就農者への就農支援や現農業従事者の収入の補助など、下支え的な「補助」色が強い傾向がある。ただ
し、ここ数年、「日本再生戦略 2016（平成 26 年 8 月：閣議決定）」において農業が成長産業として位
置付けられたり、農林水産大臣を本部長とする「攻めの農林水産業実行本部（平成 26 年 9 月）」を設置
されたりするなど、農業を日本の新たな成長産業とするための「投資」色が強くなっていることを補足
する。
③ 農業の文化・ブランド
ドイツ・ハノーバーのアグリテクニカ 2017 への視察、オランダのワーヘニンゲン大学を中心とした
フードバレーやウェストランド施設園芸への視察を通じ、農業は、「農家が行う作業」ではなく、製造
業やサービス業と同じ産業であり、「ビジネス」であるという認識が農業関係者に強くあることを認識
した。また、農業関係企業は農業機械・農業サービス等を売り込むだけでなく、購入者が満足するよう
なブランドを創るため、広告・宣伝、ノベルティの配布、自社ブランドグッズの販売などを積極的に実
施している。特にアグリテクニカ 2017 の視察の中で、家族連れで展示会場に来訪し、子どもは農業機
械メーカーのおもちゃやゲームを楽しみ、大人はデザインされた衣服や小物を購入するなどして楽しん
でいる光景が印象的であった。
一方日本では、農業は企業が行う「ビジネス」ではなく、農家が行う「家業」のような印象が強く、
農業をビジネスとして捉える社会的風潮は、一般的に浸透しているとはいえない。さらに、農業への一
般国民のイメージは、いわゆる「５Ｋ（キツい、汚い、かっこ悪い、稼げない、結婚できない）」とい
われ、魅力ある「職業」とはいえない状況である。
4) 考察
欧州農業の特色である、徹底した生産性向上の仕組み、産学官が連携した農業の産業化と高度化、農
業に対する魅力あるブランドの浸透を参考とし、農業政策の観点から考察する。
日本の農業を魅力ある産業へと進化させていくためには、日本の食・農業の強みを活かし、強みを活
かした先に、農業に対する新しい価値観・ブランドを創り、農業関係者だけでなく、異業種・異業界に
とっても、一般の国民にとっても魅力ある産業としていくことが重要と考える。このような観点のも
と、「（和）食を提供する」、「高い品質の農作物を提供する」、「新しい農業ブランドの創る」を軸
とした、食・素材・ブランドの好循環を創るための方向性を提案する。
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図表Ⅳ-4-1 食、素材、ブランドの好循環

① 「食」を提供する
日本の食である和食は、平成 25 年にユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、日本の食関係の強み
の一つである。和食の良さの提供の先に、和食を構成する素材（農作物）への関心へとつなげていくこ
とがもう 1 つの目的となる。素材に対する関心が高まることで、日本の農作物の海外販路拡大につなが
るものと考える。
和食の提供方法として、海外現地での提供機会の拡大、世界の食に関係するイベントへの積極的な参
加などが考えられる。また、世界でも高いレベルにある食材の加工技術と冷凍・レトルト技術を活用し
た提供方法も考えられる。海外での和食の提供は、海外現地の文化や食の趣向に合わせてローカライズ
することにより、日本人が知る「和食」とは異なったものが提供される例があるが、特に大きな問題で
はないと考える。和食が日本の文化であることと同じように、各国にも食の文化（宗教的背景含む）が
あり、それは尊重すべきである。
また観光施策と連携して、日本国内での外国人観光客向けに和食を提供する機会の拡大を図ることも
有用と考える。外国人観光客の口コミ・SNS などでの拡散は、効果的なプロモーションになる。2020 年
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に予定されているオリンピック・パラリンピック東京は、和食や日本の農作物に対する絶好のプロモー
ション機会である。
重要なことは、和食の体験を通じてその素材である日本の農作物の良さに関心を持って頂くことであ
る。国内消費だけでなく、海外消費を喚起し、日本の農作物の提供機会を拡大していくことで、農業と
いう産業の拡大につながると考える。
② 「品質」を提供する
日本の農作物は、個々の農家・生産地域によるこだわり・徹底した品質管理（味・大きさ・形など）
と農作物のブランド化（特に米、果樹）により、大規模な農地を活かした「量」の生産性と追求する欧
州農業とは違った付加価値ある農作物を作ることができる。また、日本の肥沃な土壌、南北に長く、高
低差のある国土を活かし、様々な気候帯の農作物や旬の時差を活かした農作物の周年出荷も可能であ
る。日本国内における産地間競争による「品質（美味しさ、形、大きさ、色、安全性、栄養価など）」
という成果を強みに、日本国内だけなく、海外に向けて高付加価値な農作物市場を創ることで、日本産
の海外展開と合わせて海外現地での日本型農業の展開を行うことで、日本の農作物の強みを活かした農
産業の拡大ができると考える。
一方で、日本の高付加価値な農作物であっても、一定の価格競争力は必要である。農作物の生産・販
売にかかるコストの面では改善が必要な部分もあり、生産段階では農業機械、農薬、肥料等のコスト削
減、流通段階では集出荷、卸、仲卸、小売等のコスト削減が必要である。また生産性の更なる向上も必
要で、オランダを例とした産学官連携や ICT 技術やサービスを活用した生産性の高度化・効率化が必要
である。合わせて、制度・規制面での対応も必要で、GAP（Good Agricultural Practice:農業生産工程管
理）への対応、検疫の効率化、卸売市場法などの規制緩和、特区の活用など、国・地方公共団体が政策
として対応ができることも多くあると考える。
③ 新しい農業ブランドを創る
現状の農業に対する一般国民の認識は、必ずしも前向きなものではない。上述の①、②にあげた取り
組みを通じた、日本の「食」の良さと素材（農作物）の「品質」の提供を推し進めながら、日本の新し
い「農業ブランド」を創る必要がある。新しい農業ブランドの構築には、「儲かる農業」として農業従
事者が活き活きと働ける環境、例えば「儲かる農業」を創ること、そして異業種・異業界からの参入・
投資を呼び込む、積極的な海外展開など農業市場自体の拡大などによる魅力ある産業づくりが必要であ
る。また農家から農業経営へと個々の農家の意識改革も必要と考える。
この取り組みの中で特に重要なことが効果的かつ継続的な広報戦略と考える。日本の農業の歴史は長
く、その歴史の中で作られた日本の農業・農家に対する印象（ブランド）を変えるには一時的な対処で
は困難である。国、地方自治体、農業関係企業、教育・研究機関、そして異業種・異業界も巻き込んだ
産学官連携での取り組みが必要で、農業が楽しい、農業が産業として魅力的であることをマスメディ
ア、SNS 等を通じて発信し続けることが重要である。また産学官連携は物理的な連携と合わせて、ICT
技術の活用を通じ、政府関係機関、農業関係企業・団体、異分野産業、農業従事者個人などがもつ、デ
ータ（ノウハウ含む）、サービス、技術を連携させ、これまでにない新しい農業関連 ICT サービスの創
出も魅力ある農産業育成に大きく寄与すると考える。
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さらに、日本の農業・食文化を、教科書・給食・体験学習等を通じた学校教育の中で浸透させたり、
旅行・アミューズメント企業等と連携して家族・友人・個人のレジャーや旅行の企画としたりするな
ど、農業関係者以外の巻き込みや広く国民の日常に浸透するような政策・事業を、官民が一体となって
継続的に実施し続けることが、新しい農業ブランド構築へとつながるものと考える。
5) 参考資料
・ 神成淳司『IT と熟練農家の技で稼ぐ AI 農業』
・ 三輪泰史「IoT と AI が切り開く農業の新たなビジネスチャンス」
（ワークショップ資料）
・ 角張徹「日本の強みを活かしたスマート農業の推進」
（ワークショップ資料）
・ 農林水産省「攻めの農林水産業の実現に向けた新しい政策の概要 [第 2 版]」
http://www.maff.go.jp/j/pr/annual/pdf/semep_kaitei2.pdf


農林水産省「ドイツの農林水産業概況」
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/deu.html

・ 農林水産省「オランダの農林水産業概況」
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/nld.html
・ 農林水産省「農業生産資材（農機、肥料、農薬、飼料など）コストの現状及びその評価について」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jjkaigou/dai33/siryou2.pdf
・ 農林水産省「日本食・食文化の海外普及について」
http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/kaigai/pdf/shoku_fukyu.pdf
・ 日本貿易振興機構「欧州 「日本」の味を強みに（ジェトロセンサー 2016 年 6 月号）
」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/eeea160614c69a55/20160017.pdf
・ みずほ総合研究所「農作物輸出の拡大に向けて（みずほインサイト 2017 年 2 月 16 日）
」
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/pl170216.pdf
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5. 農業を憧れの職業へ –1 次産業の新 10K プラン佐藤 拓也 ネクストスケープ 社長室
1) 目的・背景
欧州では農家への新規参入が少ない。理由は家族経営の継承が大部分を占めているためだ。今回の欧
州視察においても、世界最大の農業見本市であるアグリテクニカで親子連れを頻繁に見かけたことは意
外であり、同時に子どもと農業の関わりが生活に根強く密接していることを実感した。勿論、すべての
世帯で継承されるわけではなく、継承しない場合は他農家が吸収して規模を拡大する。次世代の競争力
維持に必要な一定数がいればよく、全ての農家に後継者がいる必要はないという JA 総合研究所の調査
結果29もある。また、教育機関との関係構築も制度化しており、ドイツの農業学校では 20 歳前後の若い
農業者に対し、3 年間の見習い期間と 3 年間のマイスター研修、計 6 年間の教育システムを導入してい
る30。オーストリアやスイスでは農業高校卒業が補助金受給の要件となっており、実習以外に簿記や会
計、マーケティングなど幅広く経営を学んでいる31。
一方、日本では新規就農における農家出身者の割合が減少傾向にあり、特に若年層は顕著だ。農林水
産省の平成 28 年度調査32によれば、39 歳以下は全体の 12%に留まる。平成 2 年以降の比較結果では、兼
業農家が半減しているとの報告資料33もある。
日本の 1 次産業全体の価値や職業としての魅力が希薄となりつつある中で、「農業の魅力は十分に伝
わっていない」のではないかとの仮説を基に、年代別は若年層、農家のカテゴリー別としては兼業農家
を中心とした調査を実施し、今後の日本の農業について考察をする。
2) 調査方法
現地調査：アグリテクニカ企業ブースでのヒアリング、現地メディアからの情報発信など。
先行調査：農家出身者や農業法人経営者へのインタビュー、農林水産省主催の農業「働き方改革」検討
会への一般傍聴。また、監査法人より発刊された農業法人の成功事例集含め、書籍やインターネットに
て公開されている情報および各種報告書など。
3) 調査結果
調査から得られた情報について、以下 3 つの視点で整理した。

29

JA 総合研究所「研究員レポート：EU の農業・農村・環境シリーズ 第 15 回 ドイツの農業経営者」
（2018 年 2 月 17 日ア
クセス）http://www.jc-so-ken.or.jp/pdf/agri/research_report/izumi/eu15.pdf
30 同上
31 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「MURC 政策研究レポート【農村村・農林業の人材育成政策最前線～EU に学ぶ
処方箋～②】
」
（2018 年 2 月 17 日アクセス）http://www.murc.jp/thinktank/rc/politics/politics_detail/14.pdf
32 農林水産省「新規就農者調査」
（2018 年 2 月 17 日アクセス）http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sinki/index.html#y
33 東海農政局統計部「なるほどセンサス」
（2018 年 2 月 17 日アクセス）
http://www.maff.go.jp/tokai/tokei/narusen/attach/pdf/bn-15.pdf
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① 兼業農家の現状
地方では直近 20 年でほとんどの兼業農家が辞めている。主な理由は以下 3 点。


作業時間の制約

兼業のため、基本的には毎週土日の作業が中心。繁忙期など、極端に負荷がかかる時期は家族総出で
働き、人手が足りない場合は親戚に助けを求めることもある。近年は品質も求められており、規模拡大
にはリスクが伴う。また、家族総出で取り組むために各々他にやりたいことができず、家族のコミュニ
ケーションの時間も減った。専業農家はメリハリを付けやすいが、兼業では難しい。


JA によるマージン

作業時間の制約が大きい兼業農家に対しても、JA からの一方的な買取価格による搾取と販路確保に問
題がある。例えば、魚沼産コシヒカリは 30 キロ（一俵）9,000 円で買い取り、12,000 円で販売。単協に
よっては手厚いサポートも特になく、肥料や農機具も自前で調達している農家も多い。


生産性向上が困難

日本は機械・システム化が遅れ、いまだに重労働を伴う農作業も多い。規模が小さく、機材導入に対
する費用対効果が見合わないと判断し、導入に踏み切れないところも多い。
② 農業従事の多様化
農業法人による労働環境の改善事例が近年、数多く報告され、3,000 万円以上の売上を有する経営体
もある。その中で先進的な役割を担う、いわゆる「儲かる農業法人」の共通点は以下 2 点に当てはまる
ことが多い34。


ビジョン

共通のキーワードとして挙げられるのは「安全安心で、おいしいものを、食卓に届ける」というこ
と。生産者として何を大切にしていくのか。また、何が農業者らしいかという秩序が明確に表現できて
いる。


バリューチェーン

1 次産業は「大規模×高付加価値」で差別化するタイプが多く、大規模生産でコスト優位性を出し、糖
度の高いトマトなど、高く売れるものをスケールメリットで生かすビジネスモデルが目立つ。2 次～3 次
産業であれば、品目が加工に適していることや加工品に市場性があるなど「付加価値を創出」する傾向
あり。

34

有限責任監査法人トーマツ・農林水産業ビジネス推進室『アグリビジネス進化論』

58

③ ネガティブなイメージからの脱却
「働く場所として農業には魅力がないのか」あるいは現場を知らないだけで、「魅力に気づいていな
いのか」。これは農業「働き方改革」検討会における大きなテーマであり、「経営者のマインド変化」
が何よりも求められるといえる35。
また、農業高校の学生と農業法人の意見交換会にて、学生は一貫し、農業体験の機会を増やすべきと
主張36。自身の進路に大きな影響を与えたきっかけであるが故に、就農というより、多くの人に農業へ
の関心を持ってもらいたいという気持ちの表れが強調されていた。
4) 考察
メディアを巻き込んだ情報発信、農業に触れる機会の創出
アグリテクニカでは子ども向けブースを大勢の親子連れが囲み、100 ユーロ以上のトラクターのおも
ちゃをプレゼントするなど、笑顔に溢れ、子どもが農業に憧れを抱くシーンを度々目にした。恐らく、
地元の中高生は農家として親の跡を継ぐ上で進路の参考として訪れ、10 歳前後の子どもは農業を身近に
感じて憧れを抱いていたに違いない。また、オランダ滞在中に見かけたテレビコマーシャルでは、就寝
中の子どもが自動操縦で動くトラクターのライトで目を覚まし、指揮する父親へ憧れの眼差しを抱くも
のであった。農業における子ども視点でのテレビコマーシャルは見たことがなく、とても心に残る映像
であった。このように欧州視察では、「子ども×農業」、メディアを通した「メッセージ性の強い情報
発信」が印象的だ。
一方、日本では農業従事者の減少や高齢化、後継者不足に苦しむ地方自治体など、暗い話題が先行し
ている。近年は農業法人による給料水準も含めた労働環境の改善報告など、「儲かっている」事例が増
えてきているにも関わらず、このギャップには違和感を覚える。脱却するには自治体やメディアを巻き
込み、より積極的な情報発信を推進すべきだ。私自身、2017 年 12 月より農業「働き方改革」検討会に
傍聴参加しているが、毎回メディアの報道を見る限り、インパクトが薄く、大変有意義な会議であるこ
とを全国の関係者へ適切に発信できていないことを残念に思う。例えば、毎日 3 分間の農業コーナーを
報道番組に盛り込み、前向きで明るい事例を発信し続けるなど、持続可能性のある取り組みを求めてい
きたい。
また、日本の子ども達はもっと農業に触れられる機会を増やすべきではないだろうか。農業高校に通
う学生の多くは小中学生時の農業体験が進路に大きな影響を与えたと語る37。例えば、義務教育の間は
年に一度、農業体験の機会を設ける。あるいは自治体で催されるイベントなども子ども達を対象とする
など、現役世代の高齢化を嘆くのであれば、次の後継者候補となり得る世代をターゲットとすべきだろ
う。

35

農林水産省「第 2 回農業の「働き方改革」検討会概要」
（2018 年 2 月 17 日アクセス）
http://www.maff.go.jp/j/study/work/02_summary.html
36 同上
37 同上
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働き方改革による半農半 X の推進
農業界も働き方改革による新しいライフスタイルが検討され始めた。農業法人によるシフト制、定期
的な休暇取得の事例は度々報道されているが、「半農半 X」という新しいライフスタイルが提唱されて
いることをご存知だろうか。これは農業収入の他に、兼業収入を加えて生計を立てるいわゆる兼業就農
を指し、「半 X」にあたる兼業部分には限定がない。私の地元である福島県南会津町の「南郷トマト」
は 2015 年には日本農業賞の大賞を受賞し、糖度が高いことで知られているが、南会津町は豪雪地帯で
冬は積雪により農業ができない。そのため、冬期間の収入源としてトマト農家の多くがスキー場で働い
ている。スキー場で働くだけではなく、自身もスキーやスノーボードを楽しみ、親交を深めた旅行客に
はライフスタイルを伝授するケースもある。そこで興味を抱いた人が JA や自治体へ就農相談に行き、
毎年数世帯が生産者として生まれている。ウィンタースポーツを好きな若者が趣味の延長線上として、
就農への興味・関心を抱くところから始まり、敷居の低さと自治体からの補助金や組合からの支援が手
厚いことが特徴だ。他に島根県では看護・介護・保育などでの提案や募集を行い、自治体がサポートす
る動きも報告されており、今後自由度はますます広くなるだろう38。
新しいライフスタイルの推奨に結び付けるためにも、小規模農家でありながら生産性向上を図ること
は必要不可欠だ。アグリテクニカは精密農業技術の領域で、大きく「連携基盤」、「FMIS（営農支援シ
ステム）」、「機能特化型アプリ」の 3 点が取り上げられていた。なお、精密農業とは衛星やドローン
などのリモートセンシング機器等から撮影した画像などの情報をもとに、トラクターやコンバインなど
の農機で種を蒔き、圃場への肥料や農薬の量を制御し、コスト効率や時間効率を図る為の最適化農業を
指す。ドイツの農機メーカー10 社が共同設立した DKE DATA の「アグリルーター（Agri Router）」は
連携基盤として、農機や様々なアプリケーションのデータを他のシステムに連携・転送するシステム
だ。非営利組織として、10 社の農機メーカーからの拠出金で運営開発されている点がビジネスモデルの
特徴である。世界 6 位のドイツ農機メーカーである CLAAS 社が運営する 365Farmnet は栽培などのベス
トプラクティスをダウンロードし、基本計画を簡単に作成可能な FMIS である。各種ドキュメンテーシ
ョンを自動作成可能な点も特徴に挙げられ、直感的な操作でシンプルな作り込みの UI も特徴的だ。マ
ニュアルを何度読み込んでも使いづらさを感じる日本の農機メーカー提供の各システムとは大きく異な
る。また、世界 3 大メジャーの 1 つであるバイエル社が利用料無料で開始した病害虫診断アプリ
（xarvio scouting）は生育状況の診断だけでなく、害虫診断や病気診断機能も兼ね備え、今後は有料サー
ビスへの展開を図っていくだろう。このような機能特化型アプリの登場は本視察での象徴的な事例と言
える。
また、オランダの Noldus による家畜の空間的行動の認識と分析に用いられる TrackLab（トラックラ
ボ）は超広域帯のトラッキングシステムである。牛舎などの畜舎で測定したい部分にセンサーを設置す
ることで、様々な場所で動物の行動をトラッキングが可能。1 区画での動物有無測定や実際に動物がど
のような動きをしたのかというトラックデータの再生や画像化によって、特定の箇所をピックアップし

38

中国四国農政局「
「農のある暮らし」
「農村の豊かさ」を求めて～半農半 X 支援事業～」
（2018 年 2 月 17 日アクセス）
http://www.maff.go.jp/chushi/kohoshi/mag_newsletter/pdf/130412_32_n.pdf
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解析にかけることもできる。画像についても色が濃いところは密度が多く、たくさん動物がいるという
状況を図示できる。農業用の家畜に対しては、FarmResult のように、ストレスフリーによる飼料の使用
効率や脂肪分などの肉質に関するデータを畜場からフィードバックしてもらい、飼育環境と紐づける動
きも大変興味深い。このように欧州視察を通し、機能特化型アプリや連携基盤への期待と各国各社の事
例を多く学び、データを繋ぐことで生産者に新たな価値を提供する必要性を改めて感じた。日本でも農
業データ連携基盤に代表されるプラットフォーム構想や機能特化型アプリの検討も始まっており、期待
の声はますます高まっていくだろう。また、国内の主要農機メーカーが展開する営農支援システムにお
ける UI の使いづらさは欧米諸国と比べても歴然の差がある。コンテンツの数や範囲も重要であるが、
UI の見直しは今後大いに検討すべき点だ。
兼業農家削減による大規模農家推進の是非
日本農業の特徴としては兼業農家の割合が高いことが挙げられる。国土が狭く、山間部の多い日本の
土地柄を考慮すると、作業時間が限られ圃場面積も狭い兼業農家より、大規模農家に集約し生産性を少
しでも高めるべきとの声は以前から度々議論されている。一理あるが、一方的に兼業農家を廃止するこ
とが本当に日本の将来へ繋がるのだろうか。農林金融の調査39によると、生乳や畜産は主業農家が 90%
以上のシェアを占めており、花卉では 86%、野菜でも 83%と圧倒的に主業農家の占める割合は高い。こ
れに対して、米は主業農家の占める割合はわずか 37%に過ぎず、他の作物・畜種とは大いに様相が異な
る。数値上は水田稲作が昔ながらの手法から脱却できていないと見られがちだ。
しかし、家畜や野菜は専業化や経営規模拡大による経済的メリットが確保可能だからこそ、主業農家
への集約化が進んでいると言える。対照的に水田稲作は主業化するメリットが乏しく、言い換えれば主
業化せずとも環境条件が整っているといえるのではないか。これは米の値段が長期に渡り下落傾向であ
るために、規模拡大でのカバーによる所得確保が困難になってきたからだ。また、作業的な観点で挙げ
れば、農薬や化学肥料の進歩、農機具の改善もあり、水管理以外の要素は週末の作業だけでも対処可能
な範囲で整えられつつある。水田稲作は地域の共同作業やコミュニティなどが特に根強く、生産性や売
上額だけで割り切る政策や推進には疑問が残る。他の作物や畜種分野では大いに推奨すべきだが、兼業
農家に支えられてきたといっても過言ではない水田稲作において、一方的な大規模化を推進するべき
か、改めて検証ならびに政策の見直しを行うべきではないだろうか。
以上のように、今後の課題ならびに検討事項はあるものの、「農業の魅力」は損なわれていないと考
える。働き方改革で出会った農業高校の学生が夢や意欲にあふれている間に、我々大人や社会が先を見
通すことができる道を切り拓くべきだ。自身も含め、本視察に携わった関係者の中から、イノベーショ
ンの波が起きることを期待している。

39

農林中金総合研究所「集落営農の実態と兼業農家の位置付け」
（2018 年 2 月 17 日アクセス）
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0612re3.pdf
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6. 日本の熟練農家の経験則の ICT 技術による継承についての考察
佐竹 真悟 EduLab 事業開発室
1) 目的・背景
農林水産省の農業労働力に関する統計によると、平成 29 年の日本の農業就業人口は 181.6 万人で減少
傾向にあり、平均年齢は 66.7 歳である。また、農林水産省の平成 28 年農業総産出額及び生産農業所得
（全国）によると、農業総産出額は平成 28 年のデータによると、9 兆 2,025 億円となっている。この生
産額は平成 12 年以降で最も高い水準である。農業就農人口は減少しているが、農業総産出額は高い水
準となっているという事は、各農業従事者 1 人当たりの所得が増加しているという事が言える。一方、
平成 28 年のデータよると年間 6.02 万人が新しく農業を始めている。しかし、全国農業会議所の新規就
農者の就農実態に関する調査結果によると、新規就農者にとって問題・課題の上位 3 項目は、①所得が
少ない、②技術の未熟さ、③設備投資資金の不足となっている。つまり、所得が増加しているのは、熟
練農家であって、新規就農者は技術の未熟さや設備投資が出来ないが故に、所得が少ないという結果に
なっている可能性がある。
世界最大の農業見本市であるアグリテクニカ 2017 では、ICT のブースが多く出展されており、農業に
ICT を取り込んでいくという流れが出来ている。日本に目を向けると、2013 年に「スマート農業の実現
に向けた研究会」が設置されるなど、日本でも農業に ICT 技術を活用しようとする動きが高まってい
る。また、世の中では、ディープラーニングや機械学習、ビックデータ解析等の、いわゆる AI と呼ば
れる ICT 技術で様々な作業が効率化されている。
以上より、本稿では日本の熟練農家の経験則を新規就農者に継承していく方策を考察する。
2) 調査方法
調査方法としては以下の二種類である。
・ ドイツのアグリテクニカ 2017 の出展企業の視察及びヒアリング、オランダのワーヘニンゲン大学等
で農業 ICT の専門家からヒアリング
・ 農業従事者や農業専門家からヒアリング
3) 調査結果
上述の調査結果より得られた情報は以下の通りである。
① アグリテクニカでの農業 ICT の傾向
ドイツのアグリテクニカでは、多くの企業が農業 ICT をテーマに出展していた。センシング技術を有
しているメーカー、農業プラットフォームベンダー、ドローンメーカー、農機メーカー等である。その
中で特に熟練農家の経験則の継承に関して関連がありそうな農業プラットフォームを中心に調査した。
農業プラットフォームとは、パソコンやスマートフォンを使用して農作業記録などを入力すると、入
力データを基に次に行う作業のレコメンドや、役所に提出する資料を自動生成出来るというものであ
る。アグリテクニカに出展していた多くの企業の農業プラットフォームは、入力されたデータを分析し
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てレコメンド内容をブラッシュアップしていくという機能は無く、データの蓄積を行うのみでとどまっ
ている。インプットされるデータ大きく分けて三種類ある。気象条件など自動で入力されるデータ、農
機器にセンサーを設置して取得する作業データ、パソコンやスマートフォンを使用して入力する基本デ
ータの三種類である。
② ヨーロッパと日本の違い
ドイツのアグリテクニカやオランダでの視察から、ヨーロッパは起伏の少ない平坦な圃場かつ一人当
たりの農地面積が広いという事がわかった。また、ヨーロッパの場合、品質より生産量を求めている傾
向があり、その点は日本と異なる点である。
③ 一般的な作業記録のデータだけでなく、様々なデータが必要
ヨーロッパ型の農業プラットフォームでは、定量的なデータのみの取得にとどまっており、気象情報
や、作業記録などが記録されるように作られている。しかし、熟練農家の経験則は感覚に拠る部分も多
くある。例えば、ある農家の品質の高い農作物は、その農家の方から見れば輝いて見えるとの事だが、
他の方が同様の栽培方法をしても輝いて見えるという事を再現できない事があるそうだ。
4) 考察
熟練農家の経験則が活きている工程が、農家によって違うと思うので、種まきから収穫まで、気象情
報や与えた肥料の量等の定量的なデータと作業内容や気づき等の定性的なデータの両方を取得する必要
がある。例えば上記の農作物が輝いて見えるという場合、輝いている状態の農作物をいくつか画像分析
をして、色の特徴等を抽出して、輝いていない状態の農作物と比較する。そうすると、どのような特徴
の農作物が輝いている状態であるかをデータ化する事が出来る。次に年間通した様々な定量的なデータ
や定性的なデータを比較する事で、どのような栽培方法を取ると、どのような状態になるか特徴を抽出
し、データ化する事が出来るのではないだろうか。
しかし、上記を行うには何点か障壁がある。作業記録をデータ化する為にはヨーロッパ型の農業プラ
ットフォームの場合、スマートフォンやパソコンで入力する必要がある。熟練農家は高齢化が進んでい
る事もあり、デバイスでの入力はハードルが高いと考える。そこで、音声アシストを使用した音声認識
や、紙媒体で記載してから文字認識を用いる事で、入力の障壁を少しは下げる事が出来るのではないだ
ろうか。
二つ目の障壁は、熟練農家の経験則を無償で使う事が出来るのかという事である。もちろん無償で協
力してくれる場合もあるかと思うが、長年積み重ねてきた経験を外部に流出させてしまう事に抵抗があ
る熟練農家もいるかもしれない。上記の障壁は、熟練農家の経験則の分析結果を使用する新規就農者か
らデータ使用料を取る事で解決できると考える。ただ新規就農者からデータ使用料を取ると、もし上手
く栽培が出来なく出荷が出来なかった場合、さらに新規就農者の財政状況を圧迫してしまう。そこで、
収穫量に応じた使用料徴収であれば、新規就農者の負担を軽減する事が出来るのではないだろうか。ま
た、農業プラットフォームで収穫量を自動で管理する事により、支払う使用料を自動で計算する事がで
きるので、収穫量の計算等も簡単に算出する事が出来る。
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図表Ⅳ-6-1 経験則の分析データを使用した際の使用料徴収モデル

5) 参考資料
・ 農林水産省「農業労働力に関する統計」
http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html
・ 農林水産省「農業総産出額及び生産農業所得（全国）
」
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/attach/pdf/index-3.pdf
・ 全国農業会議所「新規就農者の就農実態に関する調査結果」
https://www.nca.or.jp/Be-farmer/statistics/pdf/OChagC5X8b3V3NsIcbsm201704071333.pdf
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7. 日本農業における高コスト構造の主要因である中間マージン削減に向けた
サプライチェーン改革
西原新太郎 フューチャーアーキテクト アドバンスドビジネス事業部 ディレクター
1)目的・背景
日本農業におけるサプライチェーンの大きな課題として、中間マージンがあげられる。生鮮食品の生
産・輸入額 3.1 兆円に対して、卸売市場での手数料や配送費用、つまり中間マージンが 2.8 兆円発生する
構造となっている。
日本の農作物は世界と比べても高品質であり、中間マージンを削減して高品質の農作物をより安く販
売できるようにすることで、日本農業の改革につなげることができるのでは、と考えた。
本考察では、先進的な取り組みを行うオランダ農業から学びを得ることで、日本農業でのサプライチ
ェーン改革に向けた提言を行うことを目的としたものである。
図表Ⅳ-7-1 日本における食料のバリューチェーン40

2)調査方法
現地では、胡蝶蘭の栽培を行う施設園芸企業の Sion と、菊の栽培を行う施設園芸企業である Arcadia

40

マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社「日本における農業の発展、生産性改善に向けて」
（2018 年 2 月 16 日 ア
クセス）
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/global%20themes/asia%20pacific/strengthening%20japanese%20agriculture%20to%20
maximize%20global%20reach/empowering-japanese-agriculture-report-ja.ashx
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Chrysanthemum へのインタビューを実施した。また、周辺の調査として、農林水産省、および農業に
関連する企業・団体の公開情報を探索することに加えて、農業、卸市場関係者へのインタビューも実施
した。
3)調査結果
現地および周辺情報の調査から、オランダと日本農業の比較検討を行い、調査結果を整理した。
3-1) オランダ農業のサプライチェーンにおける特徴
オランダ農業のサプライチェーンにおける特徴は、以下 3 点である。
① 生産者・卸・小売含めた全体最適の視点
-

空路（スギポール空港）、海路（欧州最大の港であるロッテルダム港湾）とそれらをつなぐ
道路網、鉄道網がリンクしており、物流ネットワークが発達した。

-

農作物や食品の輸送網、保管施設、物流が円滑で効率よく、高度に組織化されている。複合
一貫輸送の促進を図るために、生産と物流のクラスタリングが進んだ。

-

農作物を表すマスタデータ（品目コード等）の標準化や、流通における規格の標準化が整備
されている。

② 生産者と小売が直接取引する方式が主流
-

過去は卸売市場経由での取引が主流であったが、卸売市場での均一な取扱いや手数料・取引
価格の開示等は生産者にとってデメリットが大きいということで、生産者は自らの生産物を
販売する「生産者組織」を形成する方向に向かった。

③ 効率的な農業生産体制の確立
-

農業生産者は、農作業の IT 化・機械化や外国人労働者の活用により生産コストを削減した。

-

農業生産者間にはお互いが競争相手であっても農業の知識や技術を共有し、相互に高めあう
という特有の文化が浸透しており、生産者間の共同体制の構築は農業経営の効率化を促して
いる。

3-2) 日本農業のサプライチェーンにおける課題
日本農業のサプライチェーンにおける課題は、以下 2 点である。
① サプライチェーンにおける中間マージンが、生産額の約 9 割
-

1)目的・背景で記載の通り、生鮮食品の生産・輸入額 3.1 兆円に対して、卸売市場での手数
料や配送費用、つまり中間マージンが 2.8 兆円発生する構造となっている。

② 卸・仲卸のビジネスモデルが時代に合わなくなってきている
-

卸売市場は生産流通のインフラとして機能しているが、大正時代に制定された中央卸売市場
法を元に定められたものであり、近年の小売・消費者の多様なニーズとは乖離が大きくなっ
ているのが実情である。
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-

青果の市場経由率は年々低下しており、市場経由率は約 6 割となっている。

以下に卸売市場取引の概要を示す。
-

中央卸売市場は、農林水産大臣が認可し、都道府県または人口 20 万人以上の市が開設。

-

地方卸売市場は、知事が許可し、開設者の制限なし。
（自治体・第三セクターが２割、民間（企業、農協、漁協協同組合等）が８割）

-

卸売市場法の市場とするか否かは市場開設者の任意となる。
実際に、卸売市場法の対象となっていない卸売市場も多数存在し、出荷団体による法規制の
卸売市場と同等以上の機能を持つ施設も存在している。

-

地方卸売市場は、国による取引規制が弱く、事業者による自由度が強い。

-

平成 27 年度青果物取扱高実績は、中央 20,001 億円、地方：13,317 億円。
図表Ⅳ-7-2 卸売市場取引の概要41

また、青果物流通の概要は以下となっている。
-

平成 25 年の農業産出額は 30,121 億円。

-

農業産出額のうち、JA に出荷される割合は約 57%。残りは、卸売市場、実需者への直接出
荷となる。
JA が連合会（全農、経済連）を利用する割合は約 86%。残りは実需者への直接出荷とな
る。

-

連合会からの出荷・販売は卸売市場、JA 全農出荷センター、実需者への直販に分類される。

41

農林水産省「生産者に有利な流通・加工構造の確立に向けて【流通・加工総論】」
（2018 年 2 月 16 日アクセス）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_dai1/siryou3.pdf
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図表Ⅳ-7-3 卸売市場取引の概要42

4) 考察
3)調査結果や農業関係者へのインタビューを通して、日本の農業では、集荷・配送・販売・決済機能
を担う農協や中央・地方卸売市場が、生産者にとってのメリットが大きく、現代においても一定の役割
を担っていることがわかった。一方、JA 全農青果センターや産直等、卸売市場外取引の割合も年々増加
しており、卸売市場関係者のビジネスは年々厳しくなっている実情もある。
オランダでの事例から、市場ではなく生産者が価格を決定し、小売企業や食品加工企業と直接取引で
きるプラットフォームを構築し、かつ、卸・物流企業を巻き込んだ形での、物流コストを最小化するた
めの適切な配送ルートの選択や共同配送・混載を実現することで、生産者、消費者双方にメリットのあ
るサプライチェーン改革を実現できるのではと考えた。
・サプライチェーン改革を実現する、生産・卸・小売共同利用型プラットフォームのポイント
-

生産者が農作物の情報、取引価格、販売時期等をプラットフォームに登録することで、小売
企業は、自身が求める品質、価格の農作物を Web で検索・取引可能

42

全国農業協同組合連合会提出資料（2018 年 2 月 16 日アクセス）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jjkaigou/dai37/siryou4.pdf?t=142
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-

生産者と小売間の取引時に、プラットフォームに登録された物流企業を選択できるようにす
ることで、販売先に合わせた最適な配送ルートの選択、共同配送・混載による物流コストの
削減が可能

-

生産者の供給予測データをプラットフォームに登録することで、物流企業では事前の作業量
予測、小売企業は仕入計画のインプットとすることが可能

-

小売の需要予測データをプラットフォームに登録することで、生産者は消費者のニーズに合
った農作物の生産計画が可能

-

プラットフォームを利用する企業が増加すれば増加するほど、生産者・物流・小売各企業の
メリットが増加する仕組み

-

金融機関もプラットフォームに参加することで、生産者の販売実績データを元にした投資・
融資が可能
図表Ⅳ-7-4 プラットフォームのシステム実現イメージ

70

8. 日本の農産物の販路拡大を支える国際物流網を目指して
村上 久治 ヤマト運輸 センターオペレーション部
1) 目的・背景
第 8 節では、農産物の販路拡大を支えるためのあるべき国際物流網についてモデル提示を行う。
2013 年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）が「和食」を無形文化遺産に指定する等、海外において
日本食への認知が近年高まりをみせ、海外で日本食を提供するレストランの数は増加傾向にある。さら
に、今後の世界の人口分布の変化を踏まえると、海外での食料需要は高まっていくだろう。
それに伴い、国内から海外へ日本産の農産物の輸出の活性化が期待され、政府は 2019 年に農産物輸
出額 1 兆円を標榜し、様々な輸出支援の取り組みを始めている。また日本式の農業生産を海外現地で行
う例も見られ始めた。
このような背景から、こうした日本（式）の農産物の物流が今後、さらに活発になることが予想され
る。本節においては物流の立場からこうした農産物の販路拡大をどのように支えていくべきか、あるべ
きモデルを考察する。
2) 調査方法
現地調査：2017 年 11 月にドイツで開催されたアグリテクニカを視察し、農業技術についての動向調査
を行った。また、オランダのワーヘニンゲン大学を訪問し、農業のバリューチェーンの研究
者にヒアリングを行った。
先行研究：農林水産省、国土交通省、その他シンクタンク等の農産物の国際物流に関する課題と検討内
容について、公開資料の調査を行った。
3) 調査結果
①

現地調査の結果

(ⅰ) アグリテクニカでの調査結果
2017 年 11 月にハノーファー（ドイツ)においてアグリテクニカを視察し、農業技術の最新動向につい
て調査を行った。物流という視点で見た時、以下にまとめられる。
－各農業法人単位での生産マネジメントシステムの構築に注力しており、センサーを活用した農産物
の品質管理に興味関心が強い。ドイツは世界 3 位の農産物輸出国であり輸出を意識した農産物の生
産をしていることがうかがえる。
－運輸に関しては大型トラックの展示が目立ち、大量生産を前提に、単位当たりの輸送コストの削減
を図る思想であることがうかがえる。
－生育、生産状況に関する工程毎のデータリンクについては形になっているが、物流とのシステム連
携に関するブースは特に見当たらず、トレーサビリティの向上については今後の検討領域と考えら
れる。
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(ⅱ) ワーヘニンゲン大学での調査結果
ワーヘニンゲン大学においては食と農のバリューチェーンを研究している研究者と会合を持った。物
流という視点で見た時、以下にまとめられる。
－最終消費者の食生活を安全、健康、嗜好の観点からより豊かにするデマンドチェーンを模索してい
る。
－農産物と消費者の安全、健康、嗜好をマッチさせるためのデータリンクが不可欠。
－そのため、バリューチェーンのトレーサビリティの向上が重要になる。
以上、現地調査での結果を簡潔にまとめた。欧州では生産分野において情報のデータ活用が実用化さ
れている。そのデータと最終消費者のデータを組み合わせることで、より豊かな食生活の実現を目指し
ており、その際にキーとなるのはトレーサビリティの能力向上だと考えられる。
②

先行研究の調査結果

(ⅰ) 国際物流の課題の整理
日本国から農産物を輸出するにあたって、以下の点が課題・論点として挙げられている。
－物流の高品質化
農産物の物流における品質管理は主に 3 点あり、衝撃管理、温度管理、湿度管理である。さくらん
ぼ、ぶどう、いちご等は付加価値の高い農産物である反面、衝撃に弱い。衝撃を緩和し、輸送に耐
えられる梱包が必要になる。また、青果物の収穫後の品質劣化を抑制するためには低温、高湿度で
輸送することが望ましい。各輸送品目に合わせた環境で輸送を行う必要がある。
－物流の効率化／産地間連携
日本の農業従事者の大半は作物を少量生産している。そのため相対的に物流コストが割高になる傾
向がある。輸出においてはそれが顕著に表れる。産地間で生産情報を共有し、共同配送等を実施し
て、物流コストを下げていく必要があり、それは海外現地での過当競争の抑止にもつながる。
－輸出規制への対応
海外に輸出する場合は各国の規制情報をクリアする必要がある。動植物検疫や残留農薬基準等をク
リアする必要があり、輸出を意識した生産が必要になる。
以上、国内での国際物流における課題を簡潔にまとめた。国内においては政府目標の実現に向けて、
農産物輸出の高度なロジスティックテクノロジーを活用した基盤づくりの議論が進められている。
③

調査結果のまとめ
以上、農産物の物流動向について、欧州での動向や国内での議論を整理した。欧州においては、物流

のトレーサビリティを向上させ、農産物にさらなる付加価値をつけることで、より豊かな食生活の実現
の検討が進められている。米国においても UPS がブロックチェーン技術を活用したトレースのセキュリ
ティ向上を検討しており、トレーサビリティの向上に焦点が集まっている。
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一方、日本においては農産物の輸出基盤が未成熟なため、物流基盤の構築が目先の課題として急務と
なっている。先行する欧米に対抗し、成長する海外での食品需要に応えるためにも、物流基盤の構築か
ら付加価値の付与まで、一気呵成に整備していく必要があると考えられる。
4) 考察
現地調査、先行研究における欧州の動向や、日本における国際物流の課題認識を踏まえ、日本のある
べき国際物流網を考察する。

図表Ⅳ-8-1 あるべき国際物流網の概念図

図表Ⅳ-8-1 は本節で考察したあるべき国際物流網の概念図である。この概念図は国内産の農産物
（Made in Japan）と日本式農業で生産された海外産農産物（Made by Japan）が相互に行きかうことによ
って、消費者に農産物が安定的に供給されることを目指している。
この概念図のポイントは以下の 3 点にある。
①生産者の新規参入障壁の緩和
②徹底したコストコントロール
③輸送品質の向上
まず、①生産者の新規参入障壁の緩和から考察する。
このモデルの第 1 の特徴は、生産者と輸出入者を分離させている点にある。
これには様々な意図があるが、1 番の理由は生産者を輸出者としないことで輸出に関わるリスクを生
産者に負わせず、生産に集中する環境をつくることで、事業に参入しやすくすることにある。どんなに
技術が発達したとしても、輸出者として名を連ねる以上、リスクをゼロにすることはできない。農産物
そのものの品質リスクだけでなく、言葉、商習慣、法制度の違う国同士の取引には契約リスクや代金回
収リスクも伴う。
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続いて、②徹底したコストコントロールである。国際物流において、輸送費をどのように抑えるかは
非常に重要な問題である。海路、空路、様々な輸送モードがあるが、共通していえるのは一度にまとめ
て送ることがボリュームディスカウントに繋がり、単位当たりの輸送費を抑えることができることであ
る。そのため、ボリュームを確保するためには、輸出地点での集約が欠かせない。小規模事業者が多い
農産物においてそのようなボリュームコントロールをするためにも、生産者と輸出入者は分離している
ことが望ましい。また、物流の閑散期は相対的に低いコストで輸送することができるので、物流の閑散
期と農産物の高需要期がかみ合うとビジネス価値が最も高まるといえる。
最後に③輸送品質の向上である。言葉、商習慣、法制度の違う国同士で取引を行うにあっても円滑に
行うためには、明文化された共通規格に基づくことが重要である。農産物の輸送にあたっては温度等の
品質管理が求められる。それらの国際規格である FSSC22000 の取得を物流業者も推進していくべきであ
る。また、イスラム圏への輸出を検討する場合は物流業者もハラール認証を取得するべきだ。
これらの品質管理において物流の立場から最も望ましいのは外形基準の導入だ。これは国家間の協定
無しには実現できないが、外箱で中身が判断できれば、通関業務を極めて単純化できる。それは引いて
は貨物の規格化に繋がり、輸送に付随する作業の自動化をしやすくするためコストコントロールにも貢
献できるだろう。最も、コストコントロールや輸送作業品質の向上のためだけでも箱の規格統一を検討
するのは十分価値がある。
また、輸送品質の担保するためにもトレーサビリティの向上も欠かせない。この点に関しては国内生
産の種類が小ロット生産であることを逆手にとって向上を進めることができるかもしれない。国内産地
から国際輸送起点に送る際、小口であるが故にチャーター便に積載すると積載効率が悪く、輸送費が高
くつく上、確保も不安定になるので共同配送便に積載、宅配業者など日々地域を巡回して全国に定期便
を持つ物流業者の利用が合理的である。宅配業者も大手なら保冷輸送サービスを展開している。そのた
め、1 箱毎に国際物流を前提にしたトレース情報をバーコード、RFID 等で付加すればきめ細かい単位で
産地から一貫トレースをすることができるので、海外現地できめ細かいビジネス展開も可能になる。
このモデルを実現するうえで、一番の課題は誰が国際間の窓口になる輸出入者となるか、という点
だ。商社か、卸か、小売が担うのか。物流業者が直接担うのは荷が重いのが本音である。輸出入者は農
産物の在庫リスクや品質リスクを負い、さらにビジネス価値のある生産計画や販売計画の策定、実行が
求められる。
以上に述べたモデル通りではないが、それに近い取組は進められている。
鹿児島県、鹿児島アグリ＆フード金融協議会、ヤマトホールディングス、ANA 総合研究所の 4 者での
取り組みでは、香港行県内産の農産物を鹿児島県から沖縄への船便＋沖縄からの航空便を活用すること
で、船便より 4 日早く、福岡空港からの航空便より 2～3 割安い輸送スキームを構築した。これは鹿児島
県と協同し、スケールメリットをもたらすことで、船便より早く、航空便より安い輸送スキームを実現
している。
月並みな考えになるかもしれないが、1 個人や 1 業者でこうした日本の農産物の国際展開を成功させ
るにはやはり難しいと言わざるを得ない。
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オールジャパンの体制で戦略的な生産、販売、物流を行い、付加価値の高い食生活の提供を内外に展
開していかなければ後発の日本の農産物は国際競争力を持てないだろう。
本節において、物流の立場から日本の農産物の販路拡大に貢献にどのような貢献ができるか考察を行
った。物流は設計が非常に重要であり、最も合理的でなければならない領域である。本節での考察が何
れかの形で日本の農業の発展に貢献することができれば幸いである。
5) 参考資料


農林水産省「海外日本食レストラン数の調査結果の公表について」
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/171107.html



日本経済新聞「農産品の輸出１兆円目標、19 年に前倒し 首相表明」
（2016 年 6 月 9 日）
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H4Y_Z00C16A6PP8000/



日本貿易振興機構「日本産農林水産物・食品の輸出を支援しています」
https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/agri.html



農林水産省・経済産業省・国土交通省「農産品物流の改善・効率化に向けて」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html



国土交通省・農林水産省「農林水産物・食品の輸出に係る物流検討会 課題と対応」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/shiryo2.pdf



みずほ総合研究所「農産物輸出拡大に向けて」
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/pl170216.pdf



TechCrunch「1 兆ドルの物流業界の未来を、ブロックチェーン技術に賭ける UPS」
http://jp.techcrunch.com/2017/12/16/2017-12-15-ups-bets-on-blockchain-as-the-future-of-the-trillion-dollarshipping-industry/



鹿児島県・鹿児島アグリ＆フード金融協議会・ヤマトホールディングス・ANA 総合研究所「鹿児島
県・鹿児島アグリ＆フード金融協議会・ヤマトホールディングス・ANA 総合研究所が県産品の輸出
拡大に向けて新たな輸送スキームを構築」
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h29/h29_100_01news.html
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9. グリーン価値クレジットによる農業と低炭素社会の発展可能性
水田 高弘 日本電気 未来都市づくり推進本部 主任
1)目的・背景
欧州では再生可能エネルギーの普及が進んでおり、特にドイツでは 1991 年にその固定価格買取制度を
開始しているため、日本より一段と取組みが先行している。中でも農業の分野ではバイオマス発電によ
るエネルギー回収の促進を国が制度面で後押ししている。他方、日本では再生可能エネルギーの買取制
度は 2012 年に開始し、電力自由化が 2016 年、都市ガス自由化が 2017 年に開始しており、普及促進に向
けた取組みが着々と進行している。さらに世界全体では相次ぐ異常気象への懸念から環境に配慮した事
業活動への注目が高まり、SDGs（持続可能な開発目標）が定められるに至った。SDGs においてもエネ
ルギーに関する開発目標は存在している。
本考察では、欧州での再生可能エネルギーの普及が農家の副収入の後押しになっていることに着目し、
日本農家における収入の向上についての方策と課題について検討する。具体的には日本農家の農地・牛
舎などの付近に再生可能エネルギーによる経済エコシステムのモデルを提示し、エネルギーの観点から
農家の収入向上の可能性について示唆する。
なお、厳密なエネルギー収支のシミュレーションは発電効率をはじめ要因が多岐にわたるため本考察
では主な内容として取り扱わない。
2)調査方法
現地ではエネルギー利活用に関連する企業へのインタビューを実施した。ドイツではアグリテクニカ
でガスエンジンや電動トラクターを展示する企業があり、オランダでは施設園芸の農家が大規模なガス
エンジンを導入している。
周辺の調査として、経済産業省、環境省およびエネルギーに関連する企業・団体の公開情報を探索す
ることに加えて、本考察で取り上げるグリーン価値のクレジットを取り扱う仲介企業へのインタビュー
も実施した。
3)調査結果
現地および周辺情報の調査から、エコシステム確立に資する項目を以下に整理する。
3-1) 現地調査
第一に、ドイツで開催されたアグリテクニカにおいては、訪問録に記載の２社に代表されるようにエ
ネルギーに関する取組みを行う企業を訪問した。バイオマス発電で用いるガスエンジンをコンサルティ
ング・販売する企業では、確かにドイツで農家がバイオマス発電に取組む事例が多いこと、小麦やトウ
モロコシ、あるいは畜産における排せつ物由来のガスが燃料とされることが確認できた。これは後述す
るドイツの休耕地を活用する制度設計に裏付けされる。さらには電動化されたミキサー車や小型トラク
ターも登場しており、圃場での電気の使い道も徐々に拡大する可能性を感じた。
オ ラ ン ダ で は 大 規 模 な 菊 の 施 設 園 芸 を 行 う Arcadia Chrysanthemum を 訪 問 し た 。 Arcadia
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Chrysanthemum では出力 1.8 メガワットものガスタービンを導入しており、電気・熱・CO2 を利用し
ている。電気においては自家消費しており、ピーク電力は系統電力を購入するものの、オフシーズンは
売電し周辺住民へ供給している。CO2 が不足する場合は、ロッテルダムの石油精製所で副次的に発生す
る CO2 を、石油用に使われなくなったパイプラインを利用して調達する環境配慮も行っている。
興味深いのは、オランダではガスから電気・熱・CO2 を発生するトリジェネレーション（ガス発電設
備から生産される電気と熱に加え、CO2 を供給するシステム）が一般的であるということである。さら
には蓄電池の導入も検討していたが、テスラ社製をはじめ経済効果を得るには至らなかったこともわか
った。経済的な観点では、電気・ガスの消費量も様々な環境情報と共にデータ収集・管理し、経営判断
にも役立てている。
現地に赴き、実際にエネルギーに携わる企業にインタビューできたことで、欧州におけるエネルギー
利活用の一端を確認することができた。
3-2) 周辺調査
経済産業省や関連する企業・団体の公開情報をもとに、バイオマス発電の状況、技術的な課題、グリ
ーン価値需要の高まり、その需要に応えるクレジットについて整理する。
3-2-1) ドイツにおけるバイオマス発電の状況
日本農家へのバイオマス発電の活用を検討する前に、再生可能エネルギーの普及で先行するドイツで
の導入状況を以下に示す。
ドイツでは電力消費量の 27%が再生可能エネルギーであり、森林資源や家畜排せつ物などのバイオマ
スエネルギー資源が活用されている。再生可能エネルギーにおけるバイオマスの比率は発電の 3 割、熱
の 9 割に達する。発電設備の 3 分の 2 は個人や小規模事業主で、大半が農家であり、およそ 7,700 箇所
にのぼる。
バイオマス発電の電気は固定価格買取制度にて買い取りされている。特に、2004 年にドイツ政府は意
図的に小規模発電への買取価格を引上げ、休耕地でのトウモロコシをはじめとするバイオマス発電への
用途を目的とした作物の作付優遇を実施している。
結果、農家が持続可能な新たな収入を得ることができ、再生可能エネルギーの普及につながってい
る。
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図表Ⅳ-9-1 ドイツのバイオガスプラント分布43

3-2-2)日本のバイオマス発電
日本でも再生可能エネルギーの固定価格買取制度は 2012 年から開始されている。バイオマス（ガ
ス）発電に関しても、買取価格は 1kwh あたり 39 円と高額で推移している。
バイオマス発電の普及量は、2015 年のデータではあるが 252 万 kw であり、そのうち有機系廃棄物に
よるガス発電は 2 万 kw に留まる。発電の安定性や発電設備の価格により経済性が成り立たないと予想
できるが、2030 年の普及見通しは 16 万 kw とされており、その過程での発電設備に係る技術革新に期待
したい。
3-2-3) バイオマス発電の技術的課題
バイオマス発電が太陽光発電や風力発電と比べ普及しづらいのは、発電効率が低い故に発電コストが
高い点にある。しかしながら、農家が関与しやすい再生可能エネルギーはバイオマス発電であるため、
その課題について整理する。
バイオマス発電の発電効率は 20%未満であり、水力発電は 80%前後、風力発電は 40%前後である。比
較して効率が良くないが、さらに発電が安定しない場合は電気そのものを売電する際に高値で取引でき
ない例が多い。技術革新により発電効率の上昇、および発電の安定化が期待されるが、経済的な観点か
らはバイオマス発電の電気を有効利用する意味で蓄電池の導入も一案である。
蓄電池の価格はオランダ Arcadia Chrysanthemum にもコメント頂いたが、現在では高い状況で、経
済効果はでない場合が多い。しかしながら、蓄電池の改良、価格低減は進んでおり、産業用の蓄電池価
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事業構想大学院大学「バイオマス農家に新しい富 ドイツに学ぶエネルギー活用」
（2017 年 11 月 30 日アクセス）
https://www.projectdesign.jp/201503/localenergybiz/001963.php
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格が 2020 年には 2015 年比で 6 割削減する目標が設定されている。バイオマス発電の自家消費での電気
代削減をする場合に、良いオプションとして合わせて検討できる可能性がある。
図表Ⅳ-9-2 経済産業省 定置用蓄電池の目標価格44

3-2-4) 高まる再生可能エネルギーの需要
2015 年にパリ協定（COP23）が採択されたことは記憶に新しく、世界的に CO2 削減に向けた機運が
高まっている。海外では単純に環境に配慮するだけではなく、ESG 投資の一環として CO2 削減の取組み
を捉える動きがある。
特に気候変動に取り組む国際 NGO による CDP（Carbon Disclosure Project）といった企業を環境の側面
から投資評価する活動がある。CDP から企業へ気候変動への取組みに関する質問書を送付し、結果によ
り企業を格付し、機関投資家が判断材料とする。
CDP が取り組むプロジェクトの一つに RE100（事業活動において使用する電力を 100%再生可能エネ
ルギーにすることを目指すイニシアチブ）がある。世界中の大手企業が参画し、事業所や工場など事業
活動で使用する電力を 100%自然エネルギーとするものである。
本稿執筆時点では 119 社が参画している。
3-2-5) グリーン価値クレジット
自然エネルギーの調達方法としては、電力小売事業者から自然エネルギーの料金プランを選択する
か、再生可能エネルギーのグリーン価値（環境価値）を証書化して流通できるようにしたクレジットの
購入がある。
バイオマス発電のグリーン価値も流通可能にできるため、農家の経済性向上に寄与する可能性がある。
国内外で代表的なクレジットを以下に整理する。
3-2-5-1) 国内クレジット
国内におけるクレジットは３種類あり、発行者も異なる。


グリーン電力証書
証書の制度は経済産業省、環境省が共同運営している。グリーン電力証書発行事業者が発行し、グリ

44

経済産業省 資源エネルギー庁「定置用蓄電池の価格低減スキーム」
（2017 年 1 月 30 日アクセス）
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/energy_resource/pdf/005_08_00.pdf

79

ーンエネルギー認証センターの認証を受けた発電設備の電力を証書化する。
価格は大口取引 3～4 円/kwh ほどで、電力料金に対して決して小さくない。


J クレジット
証書の制度は経済産業省、環境省、農林水産省が共同運営している。J-クレジット制度認証委員会が

承認した発電プロジェクトごとに証書化する。J クレジットを創出、仲介、販売する環境経済株式会社
にインタビューしたところ、J クレジットの価格が高騰していることが確認できた。2017 年の平均落札
価格およそ 900 円/t-CO2 に対して、1.5 倍以上になる可能性もある。着実に再生可能エネルギー由来のク
レジットの需要は高まっている。


非化石証書
低炭素投資促進機構が固定価格買取制度の対象となっている発電設備を対象に発行する。但し、非化

石証書ではゼロエミッションの観点で原子力発電も対象となる。再生可能エネルギー由来の証書と区別
はできる見込みだが、注意が必要である。
3-2-5-1) 海外クレジット


GO （Guarantee of Origin）
主に EU で用いられている証書制度で、欧州 20 カ国がメンバーとなり証書管理システムを運営する。

欧州で事業を行う企業は、証書を CO2 排出量の報告に活用できる。


REC （Renewable Energy Certificate）
アメリカ、カナダで用いられている証書制度。地域や州により証書の認定基準、システムが異なる。

地域の発電事業者が発行して、販売する仕組み。


I-REC （International Renewable Energy Certificate）
ブラジル、インド、中国といった 21 カ国では I-REC という仕組みを用い、証書の取引が行われてい

る。今後ロシアも採用を検討中である。
4)考察
バイオマス発電においては 3)に整理したように、普及に向けた課題もあるが、クレジットとして送電
線を超えて価値を取引できる制度も整えられつつある。つまり、技術的な側面での底上げに対して、マ
ーケットの側面からもバイオマス発電の普及を後押しする環境になっていることが確認できた。
パリ協定に端を発する異常気象への関心の高まりもあり、投資対象としての側面でも CDP レポートと
いった環境への取組みがより一層重要になっていく。
そこで、日本農家のバイオマス発電に 3)で整理した周辺状況を合わせて考え、日本農家に近い距離の
エコシステムを創りあげることで、新たな収入を得られる可能性があると考える。バイオマス発電エコ
システムを以下に示す。
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図表Ⅳ-9-3 バイオマス発電エコシステム

概要としては、農家と再生可能エネルギーを必要とする企業の間にバイオマス発電共同事業体を設置
する。本事業体の役割は、農家から家畜の排せつ物等、燃料を仕入れて発電し、グリーン価値クレジッ
トを創出する。電気そのもの以外に、グリーン価値クレジットを再生可能エネルギーを必要とする企業
群へ提供し対価を得る。リサイクルしきれなかった、あるいはリサイクルしても経済的効果を得られな
かった燃料があった場合に、本事業体が介在することで新たな価値を創出することにつながる。本事業
体は可能なかぎり中立な立場であることが望ましく、自治体や学術団体等が中心となるほうが再生可能
エネルギーの広い流通に寄与できる。今後グリーン価値が高まった場合に、特定の需要側企業のパワー
バランスによる囲い込みを防ぐことも可能である。
従前このバイオマス発電共同体の事業が普及しなかった背景には、需要の高まりが不足していたこと
が一因である。発電に係るコストに対して、生産した価値（電気料金）が折り合わず、事業の成立が困
難だった。先述したようにグリーン価値クレジットの価値が向上し、再生可能エネルギー自体の需要も
高まる状況下においては事業が成り立つ。
燃料の回収においては基本的に農家と発電設備が近い方が望ましいが、日本国内では小中規模の農家
が散見され、効率的な燃料回収のロジスティクスの仕組みも必要である。さらには需要側の企業特有の
燃料提供や、設備リースといったアプローチで異業種連携することで、事業の収支検討の柔軟さを向上
できる可能性もある。
再生可能エネルギーに取り組む企業は既に存在するが、農家とのバイオマス発電に専業で取り組むこ
とで、類似事例を増やし、設備コストの低減といった技術面での進歩も必要である。
以上のように、各種課題はあるものの、農家に寄り添い、農家に近い存在としてバイオマス発電の経
済圏が成り立つことで、農家の新たな収入向上に貢献できる。
5)参考資料
・ 経済産業省 資源エネルギー庁「欧州の固定価格買取制度について」
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/001_06_00.pdf
・ 経済産業省 資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し関連資料」
http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/011/pdf/011
_07.pdf
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・ 経済産業省 資源エネルギー庁「再生可能エネルギー各電源の導入の動向について」
http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/004/pdf/004
_06.pdf
・ 経済産業省 資源エネルギー庁「定置用蓄電池の価格低減スキーム」
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/energy_resource/pdf/005_08_0
0.pdf
・ 経済産業省 資源エネルギー庁「非化石価値取引市場について」
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/017_03_01.pdf
・ 環境省「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ/SDGs」
http://www.env.go.jp/earth/sdgs/index.html
・ 農林水産省「家畜排せつ物の発生と管理の状況」
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kankyo/taisaku/t_mondai/02_kanri/
・ 農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/pdf/doc_biomss_201611.pdf
・ 日本自然エネルギー株式会社
http://www.natural-e.co.jp/green/index.html
・ J クレジット制度
https://japancredit.go.jp/
・ 関西電力「再生可能エネルギーへの取組み」
http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/water/shikumi/index.html
・ 一般社団法人日本有機資源協会「バイオマス発電事業の持続的な普及に向けて」
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/003_03_00.pdf
・ 事業構想大学院大学「バイオマス農家に新しい富 ドイツに学ぶエネルギー活用」
https://www.projectdesign.jp/201503/localenergybiz/001963.php
・ 自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック」
https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20180119.html
・ RE100
http://there100.org/
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10.ゲノムデータを活用することで描ける世界
松木 崇晃 Rhelixa 研究開発部 プロジェクトマネージャー
1)

目的・背景

2050 年には世界の人口が約 100 億人に到達すると言われている中、食糧不足の解消、また、食の遷移
に伴う生産効率化等、農業分野の発展は欠かせない状況となっている。そのような中、欧州では農業
×ICT の分野が大いに注目されている。その中でも、九州ほどの国土しか持たないオランダは農産物の輸
出総額がアメリカに次ぐ世界第 2 位と躍進しており、ワーヘニンゲン大学を筆頭に、植物工場等、土壌
成分/水分量等の農業データの集積と分析に国を挙げて取り組んでいる。また、1 農家あたりの平均面積
が日本の 10 倍ほどあるドイツでは、広い国土を背景に自動操縦の農機具等、農機具×ICT に注力してい
る。それに対して、日本でも、狭い国土を効率よく活用するために農業 ICT が注目されているものの、
農家の平均収益は約 300 万円と芳しくない。現在、農業 ICT 部門では、糖度や日射量等の化学性・物理
性の情報を組み合わせた解析が主として行われているが、微生物等のバイオデータはまだ用いられてい
ない。ゲノム解析コストの減少や、後天的な影響による遺伝子発現の変化を示すエピゲノム等、バイオ
データを活用することで農業 ICT 分野において多大な貢献ができるのではないかという仮説をもち、そ
れを検証するために本プロジェクトに参加した。
2)

調査方法

現地調査：
①2017 年 11 月 13 日に開催されたアグリテクニカでの農業 ICT 企業に対するゲノムデータの扱いに関す
るヒアリング
②ワーヘニンゲン大学とスタートアップ企業に対するゲノムデータの扱いに関するヒアリング
事前調査：
・日本/オランダ/ドイツにおける農業 ICT の概要とバイオデータ活用事例の調査
3)

調査結果

①アグリテクニカにて
訪問企業 1) 365 Farm Net45
訪問企業 2) My Data Plant46
訪問企業 3) DKE DATA47

45

https://www.365farmnet.com/en/
https://www.mydataplant.com/
47 http://www.dke-data.com/en/
46
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アグリテクニカでは様々な農業 ICT、特に圃場での肥料や栄養素といった作物の生育環境のデータの
収集・解析に特化をしている企業に主に話を聞いた。その際の共通項として、下記のことが挙げられ
た。
・プラットフォームビジネスであり、いかに早く顧客数（契約農家数）を集められるかが鍵となって
おり、サービスの提供価格は無料、もしくは€10 以下/月（土地の規模感によって価格は変動する）
低価格での提供となっている。
・取得データは、衛星を用いた位置情報、降水量、気温、湿度といった公的機関によって無料で公開
されているものや、肥料の種類・量や収量、作業工程といった契約農家によって入力されたデータ
によって構成されており、それぞれの会社が独自にデータ取得用センサーの設置、シーケンサーを
用いての土壌微生物データの取得といった活動は見られなかった。
・各企業とも、土壌微生物データや植物のゲノムデータの取得及びメタデータとの統合解析が重要で
あるとの認識はあるものの、そのデータ取得のためのコストを考えると手が出しづらい。また、デ
ータを取得したとしても、プラットフォームビジネスのため、顧客に対する価格はなるべく低く抑
える必要があり、顧客に対する訴求効果が大きくないと考えられるバイオデータを、わざわざ取得
するということは考えづらい。
②ワーヘニンゲン大学にて
ワーヘニンゲン大学) Prof. Willem Jan Knibbe, Head of Wageningen Data Competence Centre
ワーヘニンゲン大学では、オランダの農業 ICT、特に DB の構築や集積されたデータの統計を行う
Prof. Knibbe 氏に、オランダ農業の課題について話を伺い、下記にそれをまとめる。
・トマト/パプリカ/きゅうりの 3 つが主な輸出作物となり、その生産量が植物工場や農業 ICT の発達
よって爆発的に増えているものの、生産過多となり価格が下落している。また、欧州各国の品質も
向上しているため、少数の農産物に特化した方策は転換する必要がある。
・オランダ農業は世界から注目されているものの、農業をしようとする人の数は増えているわけでは
ない。作物の生産過多による価格の下落で、農家の取得は下落の一途を辿っており、農業大学を出
たからといって農家になる割合も 10%以下と相当少ない。敷地が大きく、家もある程度大きいの
で、見た目は稼いでそうに見えるが、そのような農家はほとんど見当たらない。
・農業 ICT は技術的に様々な分野（畜産や水産等）に応用が利くため、研究内容として興味深い。し
かし、高品質による単価向上ための技術としてはあまりにも投資費用が高い。
③FarmResult にて
FarmResult) Richard ten Cate, CEO and Owner
FarmResult では、創業者である Cate 氏に畜産分野での ICT 技術とバイオデータの活用の仕方について
伺った。また、同社が規定する「最適な生育環境の提供」の中の「最適」はどうやって規定するのかに
ついても伺った。下記にそれをまとめる。
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・植物よりも、家畜の方が餌の種類/内容/摂取時間/水分量/施設内温度/湿度といったデータの管理がコ
ントロールしやすいため、データ解析時のバッファーが少なくて済む。
・先天的な遺伝子の特徴（SNP：DNA の中の 1 つの塩基が別の塩基に置き換わること）による育種
や、食事や生活習慣といった後天的な影響による遺伝子発現の変化（エピゲノム）といったデータ
と家畜のメタデータを組み合わせたデータベースが構築されれば、その知見は重要な意味を持つ。
ただ、解析期間/費用を考えると、顧客に対して研究開発費分の費用を上乗せするには難しい側面も
ある。
・肉質の良さが「良い」と定義されるのか、それとも家畜の健康状態の良さが「良い」とされるかと
いった部分に関しては、どちらに沿うべきなのか、またそれ以外の尺に沿うべきなのかはまだ明確
になっていない。定義によって必要なデータセットが変わるのはわかっているものの、明確な基準
はまだない。
④Anterra Capital にて
Anterra Capital) Adam Anders, Managing Partner
Anterra Capital では、Managing partner である Anders 氏に農業分野におけるバイオベンチャーの必要性
について話を伺った。下記にそれをまとめる。
・農業分野において、エピゲノムや、ゲノムデータとメタデータを組み合わせるような統合解析は将
来的に絶対に必要になる。ただ、エピゲノムに関してはまだアカデミアでの研究がメインで行われ
ており、産業界に活かされるのは先の話になる。統合解析に関してはすぐにでも行うべきだが、最
適な環境の定義を見出すのに時間がかかると思われる。
4) 考察
オランダ・ドイツといった欧州圏での農業 ICT 産業は、プラットフォームビジネスを中心としてお
り、いかに早く多くの顧客を集客できるかにかかっている。そのため、活用するデータは公共機関のデ
ータ取得や契約農家によるデータ入力といった、サービス提供会社がなるべくデータ取得コストを下げ
るような方向性になっている。各企業とも土壌微生物や植物ゲノムデータといったバイオデータの活用
の必要性を理解し、興味を持つものの、それらにデータ取得にかかる工数やコストを考えるとバイオデ
ータを用いた農業 ICT 事業の成立は難しいと考えられる。また、一般的にゲノム、ましてはエピゲノム
といったワードが浸透していないこともあり、バイオデータの活用が顧客獲得に繋がるような訴求効果
を発揮しづらいという点もゲノム関連の研究開発に対する投資が促されない原因とも考えられる。
上記のことを踏まえて、農業分野のビジネスとして、生産性の向上を目指した場合でのゲノムデータ
と農業 ICT データと組み合わせたデータベースの構築、及びサービスの展開は、膨大な研究開発費を一
般消費者への提供商品に上乗せすることが現実的ではないため直近での実現が難しいと思われる。しか
し、視点を変えて、農業における損失を減らすためにゲノムデータと農業 ICT データを組み合わせるこ
とによるサービス展開を考えてみる。例えば、乳牛の乳房炎である。乳房炎とは、黄色ブドウ球菌や大
腸菌が原因となり、乳房が石のように固くなり搾乳ができなくなる病気のことである。原因菌の中でも
マイコプラズマ菌由来の場合は抗生物質が効かず、経済損失が甚大なものとなっている。乳牛全体の
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10-15%は乳房炎被害にあっており、治療費や牛の再購入費、搾乳量減少などを踏まえると約 800-1,000
億円程度の損害が出ている。また、一説では乳房炎の乳牛 1 頭あたり最低でも 30 万円/年の費用がかか
ると言われている。それを踏まえて世界規模での経済損失を計算すると、世界の乳牛数が役 2 億 5 千万
頭、その内 15%が乳房炎とする。約 3,800 万頭*30 万円/頭=約 11.5 兆円（乳房炎の被害額/世界合計）。
このような世界的に被害のある病気に関して、ゲノムデータとメタデータを組み合わせることによる
治療レシピを作成し、そのレシピデータを販売することで、生産性を向上して農作物という単価が低い
プロダクトへの価格転嫁をするというモデルから、治療レシピ、すなわち治療システムの販売に切り替
えることで、小売産業から IT 産業へと裾を広げることができると考えられる。また、生産性向上のため
には網羅的なゲノムデータの取得が必要となるが、特定の病気に対しては限られた領域の網羅的なゲノ
ムデータの取得となり工数やコストが抑えることができる。
ゲノム解析コストが劇的に低下し、$100 ゲノム時代が数年後に到来するとはいえ、まだまだゲノム、
特にエピゲノムとメタデータを統合したデータベースの構築やそれを用いた作物栽培にはコストやマー
ケットニーズの問題もあり実現が難しいと思われる。しかし、生産性の工場ではなく、生産過程で生じ
る病気による損失をすくなくするという観点では、最終消費者が一般消費者ではなく、一般企業や政府
が対象となり、かつ、小売から IT サービスへとシフトするため実現の可能性があると考えられる。今後
の課題として、どれだけバイオデータやその他メタデータを集積できたとしても、集積したデータを用
いた標準化が行われなければデータの活用が難しい。標準化をどのような基準で行なっていくのかを検
討していく必要がある。
5) 参考資料


農林水産省「オランダ農林水産業概況」
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/nld.html



後藤貴文「代謝インプリンティングを基盤とした子牛の成長と産肉性」
http://www.kachikukansen.org/kaiho2/PDF/3-4-129.pdf



林智人「最近の酪農生産に係る技術・情報-特に乳房炎防除を中心として-」
http://www.dairy.co.jp/dairydata/jdc_news/kulbvq0000002f5i-att/kulbvq0000002fhh.pdf



J.KVAPILIK, ”MASTITIS OF DAIRY COWS AND FINANCIAL LOSSES: AN ECONOMIC
META=ANALYSIS AND MODEL CALCULATION”
http://www.agrojournal.org/21/05-28.pdf

86

11.農業分野における人工知能（AI）に関する学術論文の引用関係に基づくク
ラスタリング
黒田 達也 事業創造大学院大学 副学長・教授
1) 目的・背景
今回の視察団への参加の目的は、世界最大規模の農業見本市であるアグリテクニカおよび世界有数の
先端的農業研究で名高いワーヘニンゲン大学などの訪問を通じて、特に人工知能（Artificial Intelligence :
AI）が、農業に関してどのような分野でどこまで研究が進み、またビジネスに実装されてきているのか
を探ることであった。
しかしながら、一口に AI と言っても、その関係領域は学術領域においても幅広く、従ってビジネス
への応用については、農業関係に限ったとしても多業種・多分野にわたっている。そのため、アグリテ
クニカのホームページでのカテゴリー分類は 32 カテゴリーに分類されているが、AI の技術が関与して
いる展示はカテゴリー横断的に散見され、トップページから AI でフリー検索してみてもヒットしなか
ったので、こうした展示を探すのには広大な会場を縦横に動き回り、一つ一つの展示の要素技術をチェ
ックしなければ判じ得なかったのである。
そこで、AI に関する学術論文のうち、適当なクエリを設定し、農業分野に関するものを抽出した上
で、論文引用関係に基づきクラスタリングを試みて、この分野の学術的な分類を提示し、その上でアグ
リテクニカやワーヘニンゲン大学などの訪問で見聞した各種の農業 AI 技術の位置づけを捉え直してみ
ようと思い、本考察を行なうこととした。
2) 調査方法
クラリベイト・アナリティクス社（旧トムソン・ロイター社）の WEB OF SCIENCE という著名な英
字論文データベースを利用して、「図表Ⅳ-11-1」にある AI と親和性の高い６語またはその派生語をク
エリとし、これらをタイトル・アブストラクト・キーワードのいずれかに含む論文（1900～2016 年）を
抽出、その上で天文学に関する singularity など、AI と直接無関係なクラスタを排し、4 万 1 千件の基礎
となる AI 関連論文データを得た。その中で農業関係のワードとして選んだ「図表Ⅳ-11-2」の 10 語のク
エリで抽出された 1,700 件の論文データをクラスタリングし、それぞれのクラスタのキーワードや中心
的な論文の内容から、それぞれの特徴を調べた。
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図表Ⅳ-11-1

AI 関連論文のクエリ

Queries

No. of papers

Artificial Intelligence

27,349

Deep Learning

4,446

Singularity

37,548

Machine Learning

50,069

Neural Network

159,377

Reinforcement Learning

11,029

simple TOTAL

289,818

exclusive TOTAL(=”AI_DB”)

277,138

図表Ⅳ-11-2 農業関連論文のクエリ
Queries

No. of papers in AI_DB

Agriculture or Agricultural

310

Food

384

Irrigation

87

Farm

133

Fruit

160

Vegetable

74

Crop

224

Harvest

53

Soil

701

simple TOTAL

2,126

exclusive TOTAL

1,698

3) 調査結果
「図表Ⅳ-11-2」の約 1,700 件の論文に対し、クラスタリングにより 22 クラスタが生まれた。引用関係
の強弱で論文の位置を配置した俯瞰図を「図表Ⅳ-11-3」に示す。とりわけ、100 件以上の論文（ノー
ド）を抱える 5 つのクラスタはそれぞれ凝縮性が高いことがわかる。これらのクラスタの共通キーワー
ドからテーマを類推すると、「図表Ⅳ-11-4」のようになる。なお、最大クラスタである C1 は、論文数
20 件以上のサブクラスタまで分析した。また、表中＊印の C1-1、C5 はそれぞれ神経反射と土壌液状化
の研究で、明らかに他分野のクラスタである。
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図表Ⅳ-11-3 農業関連 AI 論文の引用ネットワーク俯瞰図

C3

C4

C1

C2

C5

図表Ⅳ-11-4 農業関連 AI 論文の上位 5 クラスタ解析

Cluster
No.
C1
*C1-1
C1-2

Average_
Published_Year
2005.7
2004.8
2006.7

C1-3

2003.4

26

C1-4
C1-5
C2
C3
C4
*C5

2006.3
2009.5
2006.4
2006.3
2007.3
2007.1

23
20
134
123
113
111

Nord
212
44
37

Key Words

Title

food drying, weed herbicide, ANN

food quality control

food, dopamine, brain, neuron

dopamine in neuron

food quality, inspection, image,
color
crop, soil, greenhouse, predict

Inspect food quality

weed herbicide, crop classification,

prediction in
greenhouse
classify by crop & weed

moisture, fruit, drying, Longan

drying fruit

pedotransfer, soil, water, hydraulic

estimate pedotransfer

electronic nose, meat, classification

electronic nose

remort sensing, soil moisture, crop

remote sensing

soil liquefaction, cray, pile

soil liquefaction

注）図表Ⅳ-11-3 および 4 の解析プログラムは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の助成により東京大学が開発したものを使用した。
4)考察
農業分野における AI の活用に関しては、一般には次のような分野で語られることが多い。
①圃場環境情報 ドローンや圃場センサーなどを用いて、生育分析や除草剤散布の最適化、収量・病害
虫被害予測、など、主に画像認識技術を用いる。
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②自動機械操作 自動運転トラクター、ドローンなどのコントロールには AI が実装され、水やり、追
肥、さらには摘果を行なうロボットのオペレーションなども強化学習により精度が向上している。
③農作業記録 手書き記録認識や自動音声入力により、農作業記録の簡易化を図るとともに、作業手順
や労務管理の最適化などにも AI が活用されている。
④農作物選別 自動仕分け、等級判断などを画像認識により行なう。
⑤生産流通履歴情報管理 トレーサビリティに関してブロックチェーンなどの技術も導入され、履歴に
応じたプライシングなどに応用されている。
本稿の論文解析でも、独立したクラスタとして明確化されている分野と顕在化していない分野の違い
はあるものの、ほぼ①から⑤までに関連する研究論文が見られた。それもコアとなる発表されてから既
に 10 年以上も経っている分野も多く、農業分野における実装の難しさを物語っている。私見だが、農
作物は繰り返しデータを入手することが容易ではなく、そもそもビッグデータを収集することが困難で
あることに依拠しているのかもしれない。
また、論文解析では「electronic nose」等、臭覚に関する研究クラスタが目を引いた。余り実社会では
話題になりにくい AI 研究であり、今後の実装に向けた進展に注目したい。
一方、今回の視察では、アグリテクニカでは①～③が様々な展示館で見ることが出来、④および⑤に
関してはワーヘニンゲン大学で研究の片りんを見ることができた。ただし、②の摘果や④の自動選別な
どは、日本の関係メーカーの技術の方が勝っている印象を受けた。これは農作物の品質管理の精度や、
規模の生産性を追う欧米の農業経営スタイルとの違いが影響しているように感じた。
最後に、今後のアグリテクニカに関して一点要望しておきたい。それは、参加企業にも協力していた
だき、ホームページにて展示内容を横断的に検索した際、あいまい検索でもヒットするようなキーワー
ドや技術情報をインデックス化してほしいということである。
5) 参考資料


アグリテクニカ
https://www.agritechnica.com/en/



農林水産省「
「スマート農業の実現に向けた研究会」 中間とりまとめ」
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_smart_nougyo/pdf/cmatome.pdf



坂田一郎「ネットワーク分析と言語処理の融合による大規模文献データからの技術の未来予測プラ
ットフォームの研究開発」
http://www.airc.aist.go.jp/info_details/docs/170329/1350-Sakata.pdf
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VIII. 巻末資料
調査の実施に当たり、以下の日程でワークショップを開催した。
回次・日程

【第 1 回】

テーマ
基調講演：
「ビッグデータと AI が変革する産業分野：農業を事例に」
コーディネーター：
慶應義塾大学 環境情報学部 准教授、医学部 准教授（兼担）
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室長代理 / 副政府
CIO
神成淳司氏

2017 年 10 月 25 日(水)
講演：「日本の強みを活かしたスマート農業の推進」
講師：農林水産省 大臣官房政策課 技術政策室
課長補佐 角張徹氏

【第 2 回】
2017 年 11 月 1 日(水)

【第 3 回】

講演：「IoT と AI が切り拓く農業の新たなビジネスチャンス」
講師：日本総合研究所 創発戦略センター
シニアスペシャリスト(農学)
三輪泰史氏

講演：「次世代農業におけるビッグデータ活用に向けて～日本の農業の現場から」
講師： オーチャードアンドテクノロジー 代表取締役
末澤克彦氏

2017 年 11 月 8 日(水)

【第 4 回】
2017 年 12 月 6 日(水)
【第 5 回】
2017 年 12 月 19 日(火)

内容：調査訪問内容及び個別テーマに関するディスカッション①
内容：調査訪問内容及び個別テーマに関するディスカッション②
内容：個別テーマに関する発表会

【第 6 回】
2018 年 1 月 10 日(水)
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