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この講演録は、2018 年 9 月 19 日（水）に福島市の「コラッセふくしま」で開催された「第

1 回 次世代農林水産フォーラム」の講演およびパネルディスカッションの内容をもとに、冊

子として編集したものです。 



目 次 

 

●開会の辞 次世代農林水産部会長 山形大学農学部教授 片平光彦 

次世代農林水産部会について .............................................................................................................. 1 

 

●講演１ 福島県 農林水産部 技監 佐藤清丸氏 

「福島イノベーション・コースト構想 農林水産分野の主な取組について」 ........................ 2 

 

●講演２ 株式会社MOVIMAS 代表取締役 兒玉則浩氏 

「八幡平市におけるＩｏＴを活用したバジル栽培  

～スマートファームプロジェクト取組み」 ............................................................... 6 

 

●講演３ 株式会社クボタ 機械業務部長 木下武志氏 

「クボタのスマート農業の取り組み」 .................................................................................................. 10 

 

●パネルディスカッション 

「次世代農林水産部会 全ＷＧの活動中間報告」 

・土地利用ＷＧ 株式会社アースノート 代表取締役 徳永毅 ..................................................... 14 

・畜産生産ＷＧ* 株式会社バイオ・パワー・ジャパン 代表取締役 野上和利....................... 16 

*現「林畜連携 WG」 

・環境保全ＷＧ 株式会社テヌート 代表取締役 藤原慶太 ......................................................... 18 

・参加者とのディスカッション ................................................................................................................. 21 

 

 

●資料編 ................................................................................................................................................................. 25 

(1) 第 1回次世代農林水産フォーラム 案内 ...................................................................................... 26 

(2) 次世代農林水産視察ツアー 案内 .................................................................................................. 27 

(3) 次世代農林水産部会について .......................................................................................................... 28 

(4) 「福島イノベーション・コースト構想 農林水産分野の主な取組について」 ........................... 30 

(5) 「八幡平市におけるＩｏＴを活用したバジル栽培～スマートファームプロジェクト取組み」 ............ 39 

(6) 「スマート農業への取り組みについて」 ........................................................................................... 54 

(7) 「耕×畜×エネルギー連携による持続的循環型もうかる農業の創出」 ................................ 69 

(8) 「次世代農林水産部会畜産生産 WG」 ............................................................................................ 81 

(9) 「環境保全型農業 WGの提案」 ......................................................................................................... 86 



 



 
 
 

 
 

 
 

本日はお集まりいただきましてありがとうござい

ます。 
次世代農林水産部会は 2018 年 4 月に設立され、

検討を進める中でいくつかのワーキンググループ

（WG）ができました。本日はその取組み状況をご

報告するとともに、皆さんと情報交換ができたらと

考えています。後ほどのパネルディスカッションに

て、活発にご意見をいただければと思います。 
さて、次世代農林水産部会の概要について、最初

に部会を立ち上げたときに説明のためにまとめたス

ライドを用いてご紹介します。 
私たちは、首都圏に近いという立地を活かして、

農林水産物供給の拠点として大変有望な福島浜通り

地域の農林水産業の発展に向けての取組みをしてい

きたい。そのためにいろいろな農業の研究に取り組

んでおり、こだわりもあるが、一方でそれにとらわ

れるとなかなかいい技術は出てこない。そこで、従

来の技術にとらわれない民間企業の知恵を融合して、

新たな営農技術を開発したい。そのような思いでや

っています。 
次世代農林水産部会は、WG 活動を通じて、新た

な営農技術を作り上げていくことを目指しています。

2020 年までに福島県の農林水産物の高付加価値化、

人材育成、雇用創出といったことを目指し、福島県

の農林水産業の社会的・経済的な発展を後援、また

は支援させていただければと思っています。 
その活動の特徴の一つとして、福島イノベーショ

ン・コースト構想の農林水産分野における産学官連

携の支援、モデル農場を基幹とした地域密着型の技

術開発の支援といったことが挙げられます。 
福島県の農業の持続的発展に向けた取組を後援す

るということで、図に概略的なイメージを示させて

いただきました。まずは 4 月に部会と WG を設置し

現在に至っていますが、今後 2018 年から 2020 年に

かけて農産物のテスト出荷や首都圏市場への本格出

荷に向けた取組を後援していきたいと思っています。 
そして、2018 年、2019 年、2020 年の各段階にそ

れぞれ何をするか、フェーズに分けてまとめていま

すが、今後開発される技術を地域にどのように展開

していくか、スマート農業や IoT 等をキーワードと

して、何がどのように展開していくか、その技術を

使って雇用促進につなげられるかといったことを検

討していきます。 
また、ファームカレッジ等を作り、企業の皆さん

と一緒に新しい技術を、次世代を担う若者たちに伝

えていけるよう、人材育成にも役立ちたいと考えて

います。福島県の農業の持続的発展に貢献し、人材

育成による社会や経済への波及効果を創出していこ

うと思っています。 
現在、次世代農林水産部会には、①土地利用型先

進モデル農場 WG、②畜産生産先進モデル農場 WG*、
③環境保全型農業 WG があり、それぞれが活発に活

動しています。また、部会全体のマネジメントを行

う、企画 WG もあります。WG の活動領域には重な

る部分があり、認証や情報の共有化、市場開拓、農

業用ロボットなどは共通のキーワードになっていま

す。このように重なった領域にも、WG を立ち上げ

られたらと考えています。 
以上が次世代農林水産部会と各 WG の概要です。

今日は各 WG のリーダーから、それぞれ現在の取組

み状況について説明していただくという形で進めて

いきます。 
本日はよろしくお願いいたします。 

 開会の辞 

次世代農林水産部会について 
次世代農林水産部会長 

山形大学農学部教授 片平光彦 

*2018 年 11 月 29 日「林畜連携ＷＧ」に改称 
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東日本大震災・原子力事故から 7 年半が経過しま

したが、この間、福島イノベーション・コースト構

想推進企業協議会の皆さまを含め、多くの関係者の

方から大きなお力添えをいただいています。改めて

厚く御礼を申し上げたいと思います。 
それでは、福島イノベーション・コースト構想の

中の農林水産分野の取組について、ご説明をさせて

いただきたいと思います。 
構想の出発点としては、地震、津波、原発事故と

いう、これまでに人類が経験したことのない複合災

害が福島を襲ったということで、こういった災害か

ら立ち上がるために、「福島の復興無くして我が国の

復興なし」と当時の内閣総理大臣もおっしゃいまし

たけれども、浜通り地域の復興なくして福島の復興

はないという観点から、特に浜通りの産業の復興の

ために、従前の産業の再開にとどまらない、世界が

瞠目するような取組の必要が出てまいりました。 
そういった中で、平成 26 年に福島イノベーショ

ン・コースト構想がまとまり、その後、「福島復興再

生特別措置法」という法律が改正され、平成 29 年 5
月に公布されています。改正特措法に基づく重点推

進計画に、福島イノベーション・コースト構想が位

置付けられました。この構想には、教育・人材育成 

の分野、環境・リサイクルの分野、廃炉研究の分野、

ロボットの分野、エネルギー分野などがあり、その

中の一つに農林水産分野があるという位置付けにな

っています。 
農林水産分野については、平成 27 年 6 月に策定

しました。当初の構想の中では、8 つの大きなプロ

ロジェクトを抱えていました。 
水稲超省力・大規模生産プロジェクト、畑作大規

模生産プロジェクト、環境制御型施設園芸構築プロ

ジェクト、風評の問題から花を産業の一つにしなけ

ればならないのではということで、フラワー・コー

スト創造プロジェクトというのも中に入れました。

畜産では、阿武隈高地畜産業クラスタープロジェク

ト、林業では県産材の新たな需要創出プロジェクト、

水産では水産研究拠点整備プロジェクトに取り組ん

でいます。そして最後に作業支援プロジェクトとい

うことで、こういった 8 つのプロジェクトからスタ

ートしました。 
なお、福島イノベーション・コースト構想の他の

分野は、研究拠点の整備とそれに伴う地元産業の育

成という形になっていますが、農林水産分野は、研

究拠点の整備というよりは、開発した技術を活用し

て新しい農業を実証していこうという認識から、当

初から、そういったプロジェクト運営を行ってきま

した。 
先ほど申し上げたように改正特措法の中に重点推

進計画が位置付けられましたので、その中に新しい

考え方を入れ、例えば農林水産業の再開を支援して

 講演１ 

福島イノベーション・コースト構想 
農林水産分野の主な取組について 

福島県農林水産部 技監 佐藤清丸氏 
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いく観点や、皆さまにもご協力いただきたいのです

が、民間企業等の参入を促進していこうという観点

など、これらを加えて重点推進計画の中に位置づけ

ているということであります。 
 現在の取組みをもう少し具体的に申し上げますと、

こちらの地図が福島県の浜通り地域と呼ばれるとこ

ろで、一番北が宮城県と接している新地町、その南

が相馬市、南相馬市、双葉郡（浪江町から広野町ま

での 8 町村）、いわき市です。ここが浜通り地域に

なっていまして、その他に原発事故による避難指示

がなされた川俣町と田村市を含めた 15 市町村が、

この構想の対象地域となっています。 
水稲超省力・大規模生産プロジェクトについては、

ロボットトラクターの開発ということで、有人で操

作するトラクターと無人で運転するトラクターを 2
台 1 組にして 1 つの圃場で作業するというシステム

を開発しました。 
畑作物の大規模生産による新たな土地利用型農業

モデル構築では、主に土地利用型の野菜、ブロッコ

リーなどの収穫ロボットの実証等に取組んでいると

ころです。 
環境制御型園芸施設の整備では、浜通り地域は日

照時間が大変長い地域で年間を通じて園芸品目の栽

培が可能であることから、園芸施設内の環境制御す

る技術で行こうということで、その整備を行ってい

るところです。 
先ほど言いましたように、当初、食べる物には風

評等もあり、花に風評はないということで、こちら

も園芸中心にはなりますが、かすみ草などの栽培を

進めているということです。 
それから、もともと阿武隈高地ではかなり畜産が

盛んでしたが、震災後、畜産も生産基盤が弱まって

いるということで、ICT を活用した大規模繁殖モデ

ル農場の構築という課題で頑張っているところです。 
その他、この地域全体の農業再生を実証しながら

応援しようということで、県の実証研究部門として

浜地域農業再生研究センターを設置し、平成 25 年

度から農業者や企業の皆さんと一緒に実証研究をし

ています。また、農業への民間企業等の参入をさら

に進めようということで、今年からまずは企業の皆

さんに、農業参入にはどういう条件が必要かといっ

た調査を行っています。 
林業については、航空レーザー計測の実施、県産

材の需要拡大を図るような研究もしているというこ

とです。 
水産業については、県の研究施設や主要生産施設

がありましたが、津波で流されました。新たな研究

拠点や資源開発拠点を設置し、特に水産資源研究所

については、今年の 6 月から研究を開始しています。 
ここからは具体的な取組み事例です。 
水稲の超省力大規模生産の推進におきましては、

100ha規模の大規模経営体を育成していこうと、「水

田メガファームモデル事業」と名付け、中通りと会

津でもこの事業を実施しています。具体的には先進

技術、例えばドローンを活用したリモートセンシン

グ技術、GPS を取り付けた圃場管理システム、自動

水門、さらにはコンバインで収量と食味を一緒に取

得するような実証も行っています。 
また、衛星画像等を利用して収量や生育状況を把

握するような開発にも取り組んでいます。 
畑作物の大規模生産による新たな土地利用型農業

モデル構築については、まずロボットトラクターに

ついては、有人で操縦するトラクターと無人で走行

するトラクターを一つのほ場で動かして、作業効率

を高めることになっています。アシストスーツとい

って、労働負荷を軽減するような形で開発が進み、

市販化されています。農業分野だけでなく、体に負

荷のかかる労働でも活用できます。福島県には積雪

地帯があり人力の除雪でも活用できるのではないか
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ということで、メーカーさんと一緒に開発していま

す。 
同じく、畑作物の大規模生産による新たな土地利

用型農業モデル構築ですが、主に業務加工用野菜の

機械化体系と、長ねぎの大規模栽培に取り組んでい

ます。特に野菜関係では定植と収穫に労働力を要す

ることから、そのための技術体系の実証を行ってい

ます。 
次に、環境制御型園芸施設の整備です。南相馬市

の農業法人が運営している野菜の生産拠点で、トマ

ト、サンチュ、小ネギを施設で育てています。5ha
の敷地に育苗施設や集出荷施設を備え、県内でも珍

しい噴霧型水耕のトマトを栽培しています。 
同じく環境制御型園芸施設の整備で、JR とまと

ランドいわきファームの事例です。平成 27年度に、

耐風性・耐雪性に優れた耐候性ハウスを設置してい

ます。光と温度の関係、光と湿度の関係、こういっ

たものを制御することによって、生産量が増加する

と言われています。隣にレストランなども併設して

いる新しい施設で、地元の農業法人と JR 東日本が

共同出資した新しい会社で運営しています。 
次は花関係ですが、葛尾村が新たな花き栽培施設

の整備を行い、7 月に初めて首都圏に出荷しました。

良いものが生産されているということで、これから

も取組んでいきたいと思います。 
次は ICT を活用した大規模繁殖共同経営モデル

の構築です。畜産においても ICT の技術を駆使して、

一頭一頭を遠隔から管理していくような、コストの

かからない新しい手法が望まれています。例えば、

繁殖の中で分娩の立会が大変で、場合によっては 24
時間立ち会わなければなりませんが、体温をセンサ

ーで測定することで、分娩が始まることが事前に分

かるようになり、分娩に係る労力が非常に軽減され

るシステムを現在実証しています。こういった技術

を活用して、今後、畜産の大規模経営モデルを進め

ていきます。 
先ほどから農業法人等への参入支援ということで

お話しをしております。浜通りでは、避難指示区域

となって農業従事者の方も一般の方も一度避難され、

誰も住んでいない状態になりました。その後、徐々

に避難指示が解除されて、農業も一般の商工業につ

いても、避難された方に戻っていただくことへのか

なり手厚い支援があります。ただ、それだけではな

かなか全体が戻るわけではなくて、特に農業法人の

皆さんはご存じかと思いますが、震災前からの全国

的な課題として従事者の高齢化等の構造的な問題を

抱えていましたので、避難している間にそれがさら

に加速されて、もう戻りたくないという方も結構い

らっしゃいます。そこで、新しい農業法人が入って

いく取組みが必要となると考えています。 
林業関係では、県産材の新たな需要創出等の推進

に取り組んでいます。 
水産関係の研究ということで、昨年まではいわき

市に水産試験場があったのですが、放射性物質関係

の研究も含めて充実させるということで、名前を水

産海洋研究センターとし、現在整備をしています。

相馬市の水産資源研究所は栽培漁業に関する研究を

行う施設で、現在整備をしています。将来的にはヒ

ラメ 100 万尾、アワビ 100 万個、アユ 300 万尾の

生産を目指し、水産業の再生を推進していきます。 
こういった先端技術について地元や関係者の皆さ

まにも見ていただく機会が必要だということで、こ

れまでに 2 回、先端技術体験フェアを開催していま

す。昨年の 8 月に南相馬市で、今年の 1 月に浪江町

でやっています。来週 9 月 24 日には川内村で、林

業関係の先端技術体験フェアを開催します。 
ここからは事業の紹介です。やはりこれからの農

業では企業との連携が必要だと思っていまして、ア

グリイノベーション活用型営農モデル推進事業では、

FS 調査を行い、それに基づいて、こういう事業を

皆でやってみませんかという提案をしました。地元

の農業者や市町村に入ってもらって、金融機関でも

何でも、農業あるいは福島県の浜通り地域の復興に

興味がある方に参加していただきたいです。ここで

新しい事業ができればいい。新しい農業や経営で、

浜通り地域を再生していければよいと思っています。 
ここまで説明したのは浜通り地域を対象とした事

業ですが、「絆」で拓く！ふくしま未来農業創出事業

は、会津地方など県内の他の地方でもこういう取組

みが必要だということで立ち上げたのが、この事業
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になります。福島県はこういう仕組みで農林水産分

野の振興を図っていますので、どうか企業の皆さん

にもこういう観点で参加していただきたいと思って

います。今はそれぞれ、通信分野、農業機械など、

その企業の強みのある技術面で参加していただいて

おりますが、最終的には、経営の部分まで参加して

いただきたいと思っています。 
ご清聴ありがとうございました。 
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本日は岩手県八幡平市での取組みについてお話し

させていただきます。 

八幡平市では IoTを活用したバジル栽培を進めて

おり、今回は「スマートファームプロジェクト」と

いう事業について、皆さんにご紹介させていただき

たいと思います。お手元の資料は 30 ページくらい

ですが、時間が限られていますので、要点をかいつ

まんでお話しします。 

株式会社MOVIMASは主に IoT/M2M事業を推進

する会社で、IoT 関係では、今回メインでお話しす

る八幡平市、それ以外では NTT ドコモさんの関係

で、5Gと呼ばれている 4Gの次の世代のモバイル通

信事業のソリューション開発・推進などがあります。

あとはシャープさんと IoT関係で通信機器を共同開

発したり、オムロンさんとエネルギー関係で事業を

推進したりと、こういったパートナーとの協業があ

ります。 

今回は農業についてのお話ということで、1 枚目

のスライドにこれをもってきましたが、写真は弊社

のパートナーで静岡のスマートブルーさん、いわゆ

るソーラーシェアリングという、下で農業をやって

上で太陽光をやるという営農型発電設備の、その開

所式をさせていただいたときの 1 枚になります。こ

れ以降オムロンさんと一緒に、再生可能エネルギー

の電力のモニタリングや蓄電池の充放電の制御など

を、IoT を活用して行い、事業の実行を推進してい

ます。 

それ以外にも、営農型発電設備の発展を促進する

IoT のソリューションということで、MOVIMAS 

AGR TYPE-R2という、エネルギーと農業を掛け合

わせたソリューションをコミュニティ型の次世代の

ICT 農業モデルとして事業展開しています。これは

どんなことをやっているかというと、実際の写真で

見ていただくと非常に分かりやすいのでお持ちして

いますが、農地を守り、農地を 20年後、30年後に

もずっと使える形で残しておきたいという思いで始

めております。 

この農地はだいたい 6,000m2くらいですが、ブル

ーベリーの水耕栽培を IoTで運営しています。水耕

栽培には井戸水を使っており、ポンプで水を汲んで、

弊社のMOVIMAS AGRという機械で溶液の自動調

整を行っています。下ではブルーベリーを作ってい

ますが、その上に太陽光パネルを並べて、エネルギ

ーもつくっているような状況です。これにより、農

地が 20 年は担保できるという取組みを、静岡を中

心にして、事業として実行しています。 

MOVIMAS は IoT のプラットフォームを持って

おり、これで各種のサービスを展開していますが、

今日は次世代農業部会ですので、MOVIMAS AGR

という農業に関する取組みにフォーカスしてお話し

ます。 

直近では、NTTコミュニケーションズさんと農業

関係のアプリケーションの開発をさせていただいて

おりまして、無線のカメラで撮影した写真を AI の

画像分析にかけるといったサービスです。こういっ

たものを弊社だけではなく、いろいろなパートナー

さんと連携して事業構築している、一つの事例であ

ります。 

それ以外に、IoT では電波を発する通信機器が必

要になってきますが、MOVIMASとシャープさんで

一緒に通信機器を開発しています。通信機器を作る

 講演２

３ 八幡平市におけるＩｏＴを活用したバジル栽培 
～スマートファームプロジェクト取組み 

株式会社 MOVIMAS 代表取締役 兒玉則浩氏 

資料編(5)参照 
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だけではやはり物足りないので、MOVIMAS IoTプ

ラットフォームというクラウドサービスに紐づく通

信機器、セキュリティを担保するためのセキュリテ

ィソフトウェアも日立システムズさんと共同開発し

ており、通信関係や IoTに関わる部分は、一貫して

このような体制をとっています。 

これは実際の企画開発をしたときの商品イメージ

となっておりまして、4Gの LTEや無線 LANであ

ったり、アメリカとヨーロッパを中心に普及する規

格でZ-Waveの920MHz帯で特小無線と呼ばれる分

野であったり、あとは Bluetoothですね、皆さんも

マウスなど身近なところで使っていると思いますが、

そういったものを実装している通信機器を製造開発

している状況です。 

この、通信機器を内蔵しているものが実際に農業

で使われておりまして、先ほどの小さな通信機器は、

たとえば農地の中ではMOVIMAS AGRという環境

制御装置の中に通信機器が含まれているという形で

す。その機器があるが故に、今この私のパソコンか

ら岩手県の圃場を見たり、岩手県の状況をすぐ確認

して、温度異常があれば温度を下げるためのドライ

ミストをクラウドから制御したりするといったこと

が可能になります。モニタリングに関しても、温度、

湿度、CO2濃度、気圧といったものを計測するため

の IoT機器を、8～9万円で製造しています。これに

紐づくアプリケーションの提供も一緒に行っていま

す。 

今回の重要な部分は 15 ページにありますが、八

幡平市と、今までご紹介した IoTの技術を全て結集

してスキームを作ったのがこの絵になります。八幡

平市からは耕作放棄されたハウスをご紹介いただき、

さらに東北電力の地熱のエネルギーとして、松川地

熱発電所の廃熱の温泉水を利用させていただき、本

来冬で雪深いところでも通年栽培を実現可能にする

といったことで、八幡平市での取組みを進めており

ます。 

MOVIMAS は基本的には IoT の分野に特化して

いますので、それ以外に必要なハウスの再生、電気

工事、建設工事といった分野を、グリーンリバーホ

ールディングスさんをパートナーとして立てて、

MOVIMAS と八幡平市で事業企画したものに参画

していただいています。耕作放棄されたハウスを再

生し、そこで IoTを活用する形で事業のモデル化を

図る、というような分担になっています。 

耕作放棄されたハウスをどのように復活させるの

かですが、弊社だけではできない工事関係の部分を

担保いただくことや、作物をどのようにつくってい

くかを、作物選定を含めて考えていくことが必要で

す。そして、つくられた作物を売らないと最終的な

利益になりませんので、ブランディングが必要です

が、それに関しては今回マイナビさんと組んで、一

貫した体制をとっています。 

八幡平市には大きく 2つ課題がありまして、全国

的な状況を踏まえてご説明いたします。1 つは、就

農人口が 30 年前と比べて 7 割くらい減っていると

いうことです。右上の円グラフを見ていただくと、

11%だった就農者の割合が 3%未満になっており、

このような状況が顕著になってきました。 

2 つ目が、ハウスを含む耕作放棄地が増加してい

ることです。簡単に調査したところでは、日本の耕

作放棄地は岩手県の面積よりも広いということで、

福島県の面積もかなり広く 3番目ですが、それより

も広い面積が耕作放棄地になっているという課題に

着目しました。 

それを実際に解決するために行ったのが、今回の

八幡平市とのスマートファームプロジェクトで、作

物はハーブ系のバジルです。1 棟のハウスがだいた

い 210m2で、1棟当たり約 2トンのバジルを栽培し

ています。既に実証から始めて 1年間回して出荷を
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行い、着々と販売先を拡大しているような状況です。 

約1年前に初出荷式の状況がテレビ収録された2、

3分の動画がありますので、ご覧ください。 

バジルの栽培は 2棟のハウスで実証を行い、現在

5 棟に拡大しています。スマートファームプロジェ

クトは、2018 年 5 月に総務省東北総合通信局様に

推薦頂いたYRP研究開発推進協会(YRP協会) WSN

協議会のWSN-IoT AWARD 2018 特別賞を受賞さ

せていただきました。八幡平市のホームページにも

掲載していただいていますが、プロジェクトは 2017

年 9月から始まり、現在では 5棟のハウスがありま

す。 

バジル栽培は、露地栽培が普及しておりますが、

縦型の水耕栽培装置を採用して 8株植えられるよう

にしましたので、収量が単純に 8 倍になりました。

このため、バジルがどんどん栽培出来るようになっ

たのですが、出荷をするために摘む作業が必要にな

り、その部分は人手になります。それをサービス付

きの高齢者住宅であるオークフィールド八幡平と連

携し、医療関係者の皆様と一緒に事業を組み立てて、

弊社のハウスでバジルの収穫作業をご支援頂く体制

を農福連携として協働でまちづくりを推進していま

す。 

2017 年 6 月以降から本格展開された、八幡平市

のふるさと納税でも販路拡大出来る様に、生産した

バジルを 6次化する取組みをスタートしました。さ

らに、この 5棟のハウスを拡大していこうというこ

とで、農林水産省と岩手県、八幡平市にご支援をい

ただき 2019年の 1月くらいからスタートする形に

なりますが、約 2haの団地で 50棟のハウスを建設

する計画を立てております。 

23 ページの資料がこれまでのお話の集大成とい

うことになります。事業を始めたきっかけを振り返

りますと、八幡平市と包括連携協定を締結させてい

ただいたことからスタートし、スマートファームプ

ロジェクトを立ち上げ、MOVIMASと八幡平市で補

えない部分をパートナーと一緒に推進しようという

ことで、この事業に至りました。実際に栽培された

作物は、グリーンリバーホールディングスさんの関

連会社が全量買取りをして、生鮮から加工品、自社

ブランド品といった展開をしています。IoT を使っ

た営農者のトレーニングを行っていますし、栽培し

たバジルをマイナビさんのウェブサイトで展開する

ような 6次化も始めています。 

バジルの定植は挿し木でスタートするのですが、

2、3週間くらいで伸び切った状態に成長すると、成

長した部分をサービス付き高齢者住宅の入居者様で

元気な高齢者の方がはさみで切っていきます。切っ

た部分からさらにまた二股で生えてくることがバジ

ルの特性で、切った部分もこの水耕栽培装置で挿し

木をすることになるので、種から苗にする作業があ

りません。そこで 1 か月くらい時間の短縮ができ、

定植したときに挿し木で成木とするため、そこから

2 週間でバジルがどんどん成長しますので、基本的

にはバジルに関する原価はほとんどかかっていない

という状況です。 

これは 210m2のハウスですが、1年間常に一定の

温度で環境制御がされているので、働く人にとって

も働きやすいです。バジルは本来、露地栽培の品目

ですが、これを水耕栽培としているため、立って収

穫作業を行うことができ身体への負担が少ないとい

うこともありまして、冬場に仕事が少なくなる地域

特性がある中で、皆さんが積極的にハウスで働く環

境の受入れをさせていただいております。 

最後になりますが、今の取組みをどんどん展開す

るということで、2018年 7月 31日に八幡平市から

正式な文書を出していただきました。今までのスマ

ートファームプロジェクトの体制をある程度維持し

た形で、IoT 次世代施設園芸への転換を拡大すると

いうことで、準備を進めています。 

8



それを進めるために、マイナビさんの農業活性事

業部から 7月末に取材を受け、1年間の振り返りと

今後の展開を記事にしていただきましたので、詳細

はウェブサイト※をご覧ください。 

※ https://agri.mynavi.jp/2018_07_27_33658/ 

実証の 5棟から 50棟に拡大することに関しては、

改めてご共有させていただきたいと思っていますが、

私は IoTを使った事業の企画開発と推進に重きを置

いています。実証エリアでは耕作放棄された 210m2

のハウス修繕をしましたが、これを本格展開するた

めの対象候補地は 2ha、ハウス 50 棟分あります。

こちらを全て更地にして鉄骨型のハウスを建て直し

ますが、私どもは鉄骨型のハウスのプロではありま

せん。 

今回、農業関係のプロフェッショナルの皆さんが

お揃いだとお伺いしていまして、もし可能であれば、

たとえば、観光体験をするような農園とか、IoT を

使った技術継承をするためのプラットフォームなど、

いろいろな部分で皆さんと協力していきたい。八幡

平市でやってきた内容が、福島でも事業化につなが

ればと思っていますが、皆さんと農業の部分の協力

に関して、今後議論を重ねていきたいと思っていま

す。もしご興味があれば、また、一緒にこの部分な

らやれそうだということがあれば、お声がけをいた

だければ嬉しいです。 

現在の取組みに関して、先の予定をお話しします

と、マイナビ農業さんと一緒にやっているオンライ

ンストアの販売、これはいわゆる 6次化の部分です

が、こちらの掲載を 10月 10日から開始する予定で

す。そして明日 9 月 20 日にも、マイナビさんと一

緒の企画で、東京の品川で農業関係者の方 500名ほ

どお招きして展示会を行う予定です。もしスケジュ

ールが合えばぜひお越しください。 

ご清聴ありがとうございました。 
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今日はこのようにお話しさせていただく機会をい

ただきまして、ありがとうございます。現在弊社が

力を入れている、スマート農業の取組みについてお

話ししたいと思います。 
まず、弊社の事業概要についてお話しします。

2017 年の売上高は 1 兆 7,515 億円でした。事業の

内訳としましては、農機・エンジンで 66%、建機で

15%、水関係の事業で 13%という構成になっていま

す。 
弊社はご覧のような取組みで、日本の農業の担い

手の皆さまに貢献したいと考えております。 
1 つ目は、農業の生産資材コストの引下げという

ことが一昨年あたりから言われています。これまで

の担い手の皆さまは、製品として、高機能・高耐久

なものを求める声が多かったので、メーカーとして

それに対応してきましたが、現在はもっとシンプル

で安価なものに対するニーズが高まり、これまで以

上にそのラインナップを強化しております。担い手

の皆さま向けの機種を、お客様のニーズによってお

選び頂けるように高性能高耐久とシンプル安価型の

2 系列でラインナップするような形で、ご満足いた

だく方向に持って行きたい、そんなことを考えて取

組みをしております。 
2 つ目ですが、担い手の皆さま方は、生産コスト

を引き下げていくためにさまざまな営農をご検討さ

れております。それに対応する機械化技術等も、私

たちに求められることになりますので、営農スタイ

ルに合わせた農機の機械化を進めていくという取組

みにも注力したいと考えています。 
3 つ目はスマート農業で、これから詳しくお話し

したいと思います。 
4 つ目は、特にお米の消費拡大に貢献したいとい

う思いがありまして、お米の輸出や、お米をパンや

パスタにして喜んでいただくようなことなど、消費

拡大の事業にも取組むようにしているところです。 
今日は 3 つ目のスマート農業についてお話ししま

す。 
福島に限らず、日本の農業は高齢化やそれに伴う

離農といったことが、昨今課題になっています。担

い手の皆さま方に農業が集積しているということに

なりますが、この中で、農業を実際にやられる皆さ

ま方からの課題、問題点として、多数の圃場の管理

をしていく問題が生じること、規模拡大しても生産

コストが下がらない、下げられないこと、販売する

農作物の高付加価値化を図れないこと、あるいは、

人を雇いたくてもなかなか雇えず、後継者に技術を

伝えるとしても育成がなかなか難しいことなど、課

題が山積しています。ここに IoT 等を導入して解決

策の一助にならないかと、取組みをしているところ

です。 
その中で、弊社では KSAS（クボタスマートアグ

リシステム）と称して、独自の営農支援システム、

機械サービスシステムを構築しました。この KSAS
はクボタ独自の先進システムであり、収量や施肥な

どの情報を収集できる KSAS 対応農機を取り揃え

ています。KSAS 対応農機の情報をサーバーに送信

し、当日の作業リストと地図で作業内容や場所の確

認ができ、KSAS モバイルで集めた各種情報をクラ

ウドサーバーシステムで見える化して次の製品設計

や経営分析に活かすなど、こういったもので KSAS
は構成されています。 

 講演３

 

資料編(6)参照 

クボタのスマート農業の取り組み 

株式会社クボタ 機械業務部長 木下武志氏 
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農業経営者は、KSAS で収集したデータから、製

品分布図、農機の稼動情報、生産コスト、作業の情

報などが確認できるようになっており、さまざまな

経営分析に活用できるようになっています。また、

サービス等を担う組織であるクボタグループの販売

会社では、サービススタッフが農機の稼動状況を共

有しており、もし生産現場で機械トラブルが生じた

ら、迅速にどこが悪いかを把握して、部品を持って

現場に走るというようなことで、メンテナンスを最

小化し、最適なメンテナンス時期を提案するなど、

より良いサービスにつなげていくことを目指してい

ます。2014 年からこのサービスはスタートさせまし

た。 
この表は、食味・収量が測定できるコンバインを

導入して、実証してみた結果です。縦軸が収量、横

軸がタンパク含有率、つまり食味を表します。中に

小さな点がありますが、点の一つ一つが実証した圃

場です。圃場が単位面積あたり収量とタンパク含有

率で、どの位置にあったかということを表していま

す。初年度はもともと「勘」でやってきたところを

計ってみた結果で、2 年目には初年度の実績を見た

上で、生産者がそれぞれの圃場に合わせて単位面積

の肥料の量を考えて、散布して刈り取った結果が真

ん中ということです。狙っているのはピンクの１と

いうことです。同じことを 3 年目にも行い、結果が

うまい具合に良いほうに出ているということです。

この例では、気象その他の要素は加味せずに行いま

したが、約 15%の増収効果がありました。 

 
KSAS にはこのようなことができますが、これか

らもっと進化していくようにと期待されて、私たち

もそれに向けて取組みを進めています。たとえば、

圃場全体の食味ということで申し上げましたが、さ

らに細かく圃場内の場所ごとに食味が計れて、その

分析データに基づいて、もっと精密に場所によって

施肥を変えられるような可変施肥ができないか。ド

ローンを使って、生育過程の圃場の撮影をしてそれ

を解析することで、作物の生育状況とか病害虫の発

生状況を把握して、それに対する追肥とか施薬がで

きないか。あるいは圃場の水位を計測して、水管理

を自動化できないか。もっと進んで、気象情報や品

種ごとの生育パラメータなどの外部の知見を活用さ

せていただけるならば、計画段階で収穫時期を予測

することもできますので、計画段階から KSAS を役

立てていただけるような情報が提供できる、という

ことにもなろうかと思います。そんなことをやって

いきたいと思っています。製品化していない部分も

ありますが、それらのニーズにお応えするために開

発を進めている内容を、順にご紹介していきたいと

思います。 
ご覧のコンバインでは、食味・収量を圃場 1 枚単

位ではなくて、この図にあるように圃場の中を 5m
の格子に区切って計測できるようにしました。麦や

大豆にも対応でき、作物の適応幅も広げていこうと

いうことで、普通型コンバインというのですが、こ

のようなものを開発しています。 
画面は、そのコンバインで収穫・計測された精密

な収量・食味のデータによって、次の年の精密可変

施肥につながっている様子です。この間に KSAS レ

イヤーマップというのがあり、食味・収量のほか、

施肥や土質なども考え合わせることによって、より

11



良い次のステップができます。 
これらに対応して可変施肥・施薬ができる機器も

必要ですので、ご覧のようなものを開発中です。こ

れについても、短い期間ですが 2015 年から 2016
年にかけて実証してみました。2015 年には 16 枚の

精密食味・収量測定をしました。その結果を受けて

可変施肥をしたところ、2016 年には収量が大きく

25%増えて、食味、タンパク含有率についてもバラ

ツキが大きく抑えられるという結果になりました。 
次に、開発中のリモートセンシングドローンをご

紹介します。リモートセンシングによる生育状況の

把握は衛星画像でもできますが、これを今ドローン

で進めようとしています。ドローンに精密農業用マ

ルチスペクトルカメラを搭載して撮影します。広範

囲の生育情報を短時間で収集して、その画像を解析

して生育マップを生成し、KSAS に簡単にアップロ

ードできるようにして、生育マップに基づいた次の

可変施肥を、KSAS を使って散布する機械に指示し

ていくような流れになっています。そのイメージで

すが、撮影した画像を NDVI（正規化植生指数）や

カラーチャートによって生育状況を確認できるよう

にしています。 
次に、水管理を自動で行う仕組みをご紹介します。

これは、水位を測る水田センサーと連動して、遠隔

で圃場の水管理ができるシステムです。水田センサ

ーから送られてきた水位データを KSAS で取り込

むと、遠隔地でも KSAS を使って、スマートフォン

からそれを確認できます。それぞれの圃場の水が少

ない、多過ぎるということがあれば、給水・排水の

指示をし、あるいは設定に合わせて給水口と排水口

が動くようにすることができます。 
これは、クボタケミックスという関連会社が内閣

府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
に参画し、ここで一緒に開発させていただいたもの

です。SIP で調査した内容によると、圃場の水管理

の労力が 8 割ほど削減できたという結果が出ていま

す。 
また、それらに留まらず、農業データ連携基盤

（WAGRI）というのが動き出しています。ここに

は官と民のさまざまな農業情報が集積されていくこ

とになろうかと思いますので、これらの方々と連携

を図ることによって、KSAS のレイヤーマップの中

で、弊社の機械等が取込んだ先進データとも合わせ

ていくことになりますが、担い手の皆さんにうまく

情報を伝えることによって、営農計画をより精度の

高いものにできないかと思っております。さらには、

ディープラーニングや AI を活用して、もっと高度

な営農情報システムに発展させていくということも

夢見ながら、取組みを進めているところです。 
話しは変わりますが、ここからは KSAS とともに

進化すべきロボットについて、ご説明したいと思い

ます。 

 
画面左は、弊社のトラクターです。130 馬力、150

馬力、170 馬力ということで、国内の農機メーカー

としては最大のものを、世界の大型農機市場に投入

しようということで、2014 年から世界で発売しまし

た。これには当然、オートステアリングが世界的に

も求められていますので、圃場形状に沿ったカーブ

で、手放しで作業できるというオートステアリング

機能も備えていますし、日本でも現在、北海道を中

心に導入が進んでおります。 
画面右は、2016 年に発売した田植機で、直進のキ

ープだけができる直進キープ機能付のものです。も

のすごく精密な GPS ユニットではなく、3m 級の

GPS ユニットを搭載して、試験計測のユニットをう

まく組み合わせて制御することで目標方向に対して

正確に直進する技術を採用したものを、普通の田植

機に対してプラス 40 万円の値段で発売しました。

担い手さんがお使いになる条数の多い田植機では既

に 9 割近い装着率で販売しているという状況で、農

業現場では不可欠なものになりつつあります。 
コンバインでも、自動運転機能を搭載した機械を
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発売致します。誤差 2～3cm といわれている

RTK-GPS を利用して、高精度の位置情報によって、

コンバインが走る、曲がる、刈取部を上げたり下げ

たりする、これらを自動制御して圃場の形状を記憶

させると、作業時間が最短になるような刈取経路を

自動計算して作業する、といったことが可能になり

ます。刈取った籾をタンクの中に入れていきますが、

そのタンクがいっぱいなると、籾を排出すべき車の

ところまで勝手に移動して、籾の排出後は次のポイ

ントまで自分で戻り、刈取り始めます。圃場の中に

入って、圃場の形状を覚えさせるために圃場の外周

を走ったら、後はコンバインの示す作業経路で良い

よと押せば、手放しで刈取ります。 
安全性のことを考えると、作物の中で障害物の見

分けが非常に困難ですので、この場合、人は乗って

いただいて、安全の管理だけは人が行い、後は自動

で作業を行うということになります。熟練者がコン

バインの作業をやっていることが多いですが、それ

でもシーズンになると何週間、何か月も同じ作業を

繰り返すためストレスがたまります。これをお使い

いただくことにより、かなり軽労化されていくと考

えています。今年の 12 月に発売します。 
見ていただいたのは自動運転トラクターです。人

が乗らなくても仕事ができるもので、近くのトラク

ターが見える位置から監視する形で自動運転になっ

ています。コンバインと同じく誤差 2～3cm の高精

度な自動運転で、たとえば作業者 1 人で、無人の機

械と自分が乗っている機械の 2 台を使って協調作業

をすることもできますし、完全に無人機だけを動か

して、自分は他の仕事をしながら監視することもで

きます。普通のオートステアリングも装備していま

すので、乗車してもストレスなく高精度作業ができ

ます。4 台のカメラを搭載し、レーザースキャナを

搭載し、超音波ソナーなどで安全機能を備えている

もので、2017 年 6 月からモニターを始めています。 
このトラクターが位置掌握をするやり方を示しま

すので、少し見ていただきたいと思います。圃場の

形状を最初に覚えさせる操作をすると、「どんな風に

作業しますか」とトラクターが聞いてきます。言い

換えれば、1 回覚えさせると何度でも仕事ができる

ことになります。この赤に×をしているところが、

「走りながらここを覚えておきなさい」と指示をし

たポイントですが、それらのポイントを圃場形状に

置くことによって、ご覧のように四角だけでなくい

ろいろな形状の圃場での作業が自動でできるように

なります。 
安全性確保策については、ご覧のようなものを搭

載していますが、具体的にはレーザースキャナが前

方の左右と後方で合計 3 か所積んであって、超音波

ソナーも前方に 2 個、左右に各 3 個ずつ、計 8 個積

んであり、それらで機体近くの障害物を検知するこ

とになります。周囲の監視用のカメラも 4 台ついて

いて、監視者がアラウンドビューで、上からトラク

ターの周りに誰かいないかが常に見られるようにな

っています。スキャナーと超音波で監視するエリア

が、右の図に示されています。画面右の写真に白丸

で囲った「検出用ターゲット」というのがあります

が、これは子供がかがんだ状態を想定して作られた

ISO のターゲットで、これも検知できます。それ以

外にも、農林水産省、業界団体の皆さまと策定した

安全確保ガイドラインに適合する、安全規格化機能

を備えています。 
又、田植機でも、無人で運転できるものを採用す

べく取組みを進めているところです。無人運転機に

ついては以上ですが、それ以外に現場ニーズに適合

する技術開発もやっていまして、今話題の農薬散布

できるドローン、高温時に草刈の労が改善されるラ

ジコン草刈機、果樹園での棚下作業を楽にする、ひ

じを支える「ラクベスト」、重量物の運搬の際に太も

もと手での持ち上げをアシストする「パワーアシス

トスーツ」といったものも開発しています。 
本日ご説明させて頂きました技術や今後の研究開

発内容を通じて、福島の農業復興、あるいは、農業

発展に貢献していきたいと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 
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土地利用型先進モデル農場ワーキンググループ

（WG）の活動中間報告をいたします。WG リーダ

ーであるナラハアグリ社長の片寄さんの代わりに発

表させていただきます。 
我々のテーマは「土地利用型先進モデル農場」と

いうことで、楢葉町を中心とした活動についてご紹

介したいと思います。 
これは言わずもがなのデータですが、大震災の後、

既に徐々に全体的に減少してはいるのですが、

5,000ha が耕作放棄地になっているというグラフで

す。わが楢葉町は一体どうなっているのか、もとも

と平成 22 年度には 420ha の水耕栽培面積があった

わけですが、平成 30 年度では 57.8ha、ほんの一部

が再開されたに留まっています。 
それでは我々は一体どうしたらいいかということ

で、ナラハアグリという農業法人を立ち上げ、最先

端の技術を集積させて「儲かる農業」を世に示して

いこうではないか、こう思った次第です。もちろん、

企業は儲からないとサスティナブルではありません。

儲けは大事なポイントではありますが、それだけで

はなく帰農者や新規就農者への支援を含めて進めて

いく。そして、3 年間でコア技術をほぼ完成させて、

事業の水平展開を図り、さらに将来ナラハアグリ研

究所を立ち上げたいと考えています。 

 

ナラハアグリの事業の全体スキームはこういうも

のです。畜産部門では、黒毛和牛の繁殖事業を核と

します。エンブリオトランスファーという技術を用

いて黒毛以外の母牛から黒毛の子を産んでもらいま

す。その餌にはセシウムを吸収しないソルガムを用

います。飼料以外にもソルガムでバイオぺレット生

産販売やバイオガス生産＋発電事業を行い、そのシ

ステムが吐き出す廃熱、CO2、液肥に近い消化液な

どを活用してハウスで栽培を行う。これが儲かる農

業の一つのスキームです。 
さらにそこの部分をコアにして、グルテンフリー

のホワイトソルガム事業、業務用米の事業などを組

み合わせていきます。 
2021年には子牛の販売もJAさんと一緒に行って

いきたいと思っています。いろいろなものを集約し

て、一種のショーウインドー的な役割も果たしてみ

たいと思っています。 
ここからは各論に入っていきます。土地利用型と

いうことで、実は来年の春から目標 60ha で農地を

準備しているところで、場所は楢葉町です。業務用

に特化したお米の選抜を 4 年間継続してきました。

この結果、コシヒカリに比べて非常に収量が高く、

かつ食味もコシヒカリに負けず劣らずというレベル

のオリジナル品種を展開することが可能になりまし

た。多収でありますので俵当りの生産コストは非常

に低い。30%のコスト削減を目指しています。さら

に、先ほどのクボタさんの講演を聞いて、スマート

農業、最新の機材を使っていけばもっと儲かる稲作

 パネルディスカッション  

次世代農林水産部会ＷＧの活動中間報告 （座長：片平部会長） 

土地利用 WG 
株式会社アースノート 代表取締役 徳永 毅氏 

資料編(7)、(8)、(9)参照 
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を目指せるのではないかと思っています。 
我々の土地利用型先進モデル農場の構想というの

は、まず出口のある農業を確立することです。管理

技術についてはいろいろな方から提案があると思い

ますが、まさしく収益を上げるための管理を確立し

ていくことです。そしてもう 1 つは、品種改良を同

時に行っていくことです。この 3 つの要素が重要と

考えています。 
平成 30 年度の地域復興実用化開発等促進事業で

は、「儲かる農業」をテーマに、「耕×畜×エネルギ

ー連携」で一つのモデルを作ろうと提案しました。

幸いにもナラハアグリが採択されまして、11月7日、

8 日にビッグパレットふくしま（郡山市）で行われ

る「ふくしま再生可能エネルギー産業フェア」にも

参加します。 
これまでの話は稲がメインでしたが、今回の主役

はソルガムというイネ科の作物です。もともといろ

いろなストレスに強い作物で、それをもっと強くし

ようという研究を東京大学と一緒に行ってきました。

塩類土壌でも半乾燥地でも栽培できる品種が研究目

標です。今では沢山のオリジナル品種を所有してい

ます。 
今年の二本松市におけるソルガム栽培では 6.2m

の高さが記録でした。約 3 か月で 6m を越していま

した。穂が出る前であれば台風のアタックを受けて

も立ち上がります。 
次はセシウムに話題を移します。震災直後、ひま

わりや菜種がセシウムを吸収するといわれて多くの

場所で試験栽培がおこなわれました。そこで我々の

所有するソルガム品種とこれらの作物との比較をセ

シウム吸収に関して試験を行いました。その結果、

一部のソルガム品種は非常に高い吸収能力を示し異

なるグループは全くセシウムを吸収しないという結

果が得られました。翌年、再現性の確認のため、山

木屋地区で 382種類のソルガム品種をテストしたと

ころ、非常に強力に吸収するものから、全く吸収し

ないものまでバリエーションがあることを再確認す

ることができました。 
試験結果を踏まえ、セシウム吸収能がないあるい

は低いソルガム品種を用いて餌やエネルギー生産を

行うことができないかと考えました。具体的には、

ソルガムおよび地元の未利用資源から、バイオガス

とバイオペレットを生産することを試みることにし

ました。 
バイオガスは大きい発酵槽を利用するのではなく

て、ポリエステルのポットを何個か並べて、不具合

が生じてもすぐに復旧できるようにしたシステムで

す。さらに、廃熱や廃 CO2、消化液をハウス栽培や

イネ栽培に利用します。 
もう 1 つがバイオペレットですが、これは画期的

なシステムと言うことができます。塩素やカリウム、

ナトリウムの低減処理も含め、非常にローコストで

投入エネルギーが小さい製造方法です。日本におい

ては、2030 年には約 3,000 万トンのバイオペレット

輸入が必要といわれています。国産ペレットがコス

トで太刀打ちできるよう研究を重ねます。 

 
上の図がスキームの全体像ですが、このようにソ

ルガムからサイレージをいったん作って、そこから

バイオガスとバイオペレットを生産します。一つの

材料で 3 通りの活用が可能です。 
もちろん、私たちはメカニックの専門家ではあり

ませんので、最適化をするためには今後いろいろな

専門家の方々と組みながら、進んでいく必要があり

ます。力を合わせてピンチをチャンスに変えようと

と思っています。 
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畜産生産先進モデル農場ワーキンググループ

（WG）の活動中間報告をいたします。WG リーダ

ーを務めるバイオ・パワー・ジャパンの野上が発表

いたします。 

私たちは畜産をメインにやりたいと思っておりま

す。畜産の中でも何をしたらいいのかと私も悩みま

したが、その中で一番よいのは養鶏ではないかと考

え、それを選択した理由をご説明したいと思います。 

養鶏は、林業と連携できるのではないかというこ

とを模索しました。県木産の杉が豊富にあり、この

杉を使って何かできないかと考えるとともに、私た

ちの専門はバイオマス発電でありますので、それを

進めたいと思っていました。 

さて、持続可能な畜産はないと何をやっていいか

分かりませんので、牛肉、豚肉、鶏肉がどれくらい

消費されているかというお話をしたいと思います。 

日本の年間 1 人当たり食肉消費量は、昭和 35 年

には 3kg でしたが、現在は 31kg くらいまで増加し

ています。鶏は羽数にすると年間 13 羽消費してい

ますが、1 か月に 1 羽、そういう状態です。日本の

鶏肉の自給率は、約 65%です。養鶏の技術は大きく

発展しており、40g の鶏が 42～45 日間で 3kg にな

ります。 

養鶏をするには鶏舎を建てますが、ブロイラーを

養うために敷料が要ります。これは、鶏糞を堆肥化

の面から言うと、ものすごく環境に良くないという

ことですが、敷料を生産するとともにバイオマス未

利用資源を発電に使おうとしています。 

この鶏糞発電は、㈱バイオ・パワー・ジャパンが

持っている得意技術です。 

林業には課題があります。放射性物質は入ったら

困りますが、入ってくる可能性も若干、想定してお

く必要があると思っています。福島の磐梯山にはケ

イ酸アルミニウムがありますが、強アルカリ性のセ

シウムと強酸性ケイ酸を結合させます。 セシウム

と発砲したケイ酸アルミニュウムと粘土を混合し、

焼成してレンガにする技術を検証しています。 

私たちは林野庁から 7億円ほどの委託研究を受け、

安全性の高いレンガをつくり、セシウムの挙動をと

めるという言い方をしていますが、焼却灰を資源化

できる特許技術を持っております。このような技術

を活用して、林業における問題の解決を図れるので

はないかと思っています。 

ブロイラーにも、解決しなければならない課題が

あります。鶏舎の周りに蝿が発生しますが、これを

解決するにはウィンドレス鶏舎とし、消毒を行い、

蝿が発生しない状況をつくらなければなりません。

作業環境が劣悪なため、作業はＡＩロボットが行い、

ＩｏT を使って鶏舎の中に人が入らなくても済むよ

うにしようと思っています。動物がいますので、食

品を作る以上にとても厳しい衛生環境が求められま

す。そういうことを踏まえて、AI等を駆使して解決

しようと思っています。また、大量に発生する敷料

を、林業の方たちと連携して、地域バイオマス事業

畜産生産 WG* 
株式会社バイオ・パワー・ジャパン 
代表取締役 野上 和利氏 

*2018年 11月 29日「林畜連携ＷＧ」に改称 
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に挑戦していきたいと思っています。 

私たちのパートナーに移動ロボット研究所という

会社がありまして、東電の原発事故の際に、最初に

建屋に入られた小柳先生の会社です。この方は千葉

工業大学の先生で、ロボットでは有名な方です。も

う 1つのパートナー、イシイというのはヒナの専門

の会社です。孵卵機では世界で第 4位くらいの会社

です。それと、私たちバイオ・パワー・ジャパンが

持っている鶏糞発電や、焼却の場合は資源化できる

技術、これらで挑戦をしています。 

この分野ではオランダが世界最先端なのですが、

鶏舎をウィンドレス化させて、立体でやりながら、

今は人手不足ですが、人手でやっていることを全部

ロボット化することに、挑戦を始めました。 

具体的な進め方ですが、AIシステムという会社を

川内村で立ち上げようと思っています。もう 1つは、

資源化研究所という会社で、双葉町で立ち上げよう

と思っています。また、この事業の主体としては、

あぶくま農場という会社を立ち上げ、養鶏を始めよ

うかと思っています。これらの会社は、川内村の私

の自宅で興そうと思っておりますが、この協議会の

皆さまに、ぜひ参加していただきたいと思っていま

す。地元に雇用を生むような事業を目指したいと思

っています。 

川内村の取得した土地を活用して、試験機走行フ

ィールドに立体の鶏舎を作って、ロボットの開発を

しようと思っています。農場に鶏舎を建てようとい

うことで、川内村とご相談をしながら、事業化を進

めようと思っています。鶏舎は完全無人にしようと

思っていまして、多段式ですが、ベルトコンベアの

ギアで鶏を飼います。この発想も実はオランダにあ

りました。オランダでは、本当にベルトで飼ってい

ます。ここに県木産を使おうという発想でやってき

ました。鶏は AI によってロボットが自動で運ぶ、

鶏も鶏糞も、養鶏場から回収して、集積場所に自動

で持ってくる、という発想です。 

これは、世界最先端のオランダにある企業の動画

ですが、このようなイメージで進めたいと思ってい

ます。 

この技術が確立しますとこれが世界最先端の技術

です。 

私たちは、この浜通りから新しい技術・事業を起

こして、福島イノベーション・コーストから世界に

轟いていきたいと思っています。 

今、いろいろな仲間たちが少しずつ集まってきて

いますが、私どもは小さな会社ですので、ぜひ皆さ

んのお力を得ながら、目的を達成したいと思ってい

ます。 

ご清聴ありがとうございました。 
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環境保全型農業ワーキンググループ（WG）の活

動中間報告をいたします。WG リーダーを務める株

式会社テヌートの藤原と申します。 
弊社は CO2 施用技術開発に特化した会社ですが、

その中でも弊社技術は、化石燃料を使って CO2を新

たに発生させるのではなく、一旦排出された CO2

を再生して活用することが特長です。当面は液化炭

酸ガスボンベを使用していきたいと思っています。 
現在、平成 25 年からの農林水産省の復興プロジ

ェクトとして、3 年間川内村でブルーベリーをつく

っていました。これは、ブルーベリーを中心にマー

ケットリサーチしたものですが、例えば、東京でマ

ルシェや各店舗を回ったところ、冬採りのブルーベ

リーであれば、福島産でも風評には関係なく受取っ

ていただけるという確信が得られたことから、希少

価値のあるブランド化、品質が保てるものを作って

いこうとしました。そして、日本の農業の利点を活

かす、つまり、日本の四季に得られる果物を、儲か

る仕組みとして裏作に持っていって、夏採れるもの

を冬につくることを考えました。東京の市場では、

ショートケーキには冬でも夏でも同じいちごが乗っ

ているという状況が増えてきていますので、四季に

関わらずニーズがあります。 
また、3 年間川内村でやってみてよくわかったの

は、やはり日照がとても良いことです。浜通りの海

岸側に行けば、なお日照が良いこともわかりました。 

弊社の場合は特に栽培の技術にこだわっていまし

て、四季をコントロールできる環境保護制御技術に

関わるものがいろいろありますが、誰にもできない

ような栽培技術を確立しようとしています。まずは

冬採りのブルーベリーあるいは四季なりのブルーベ

リーや、夏にも採れる四季なりいちご、その次には、

1 年じゅう採れるレモンなどにこだわっています。

そうすることで、季節要因性がなくし、農家さんの

定住化が進められるかなと思っています。また、浜

通りには常磐自動車道があり、郡山や宮城の方に配

送ルートが確立されていますので、そこをうまく利

用していければと思っています。できるだけ後継者

を作る為に、研修センターのような形でも事業展開

できればと思っています。 
要は、浜通りでしかできないものを、我々にしか

できない技術で作ろうということです。その中でも、

特に浜通りの自然環境に適した果樹に、ターゲット

を絞ってやっていきたいと考えています。また、バ

イオマス発電所や火力発電所などから排出される

CO2、あるいは、空気中からの CO2を回収して使っ

ていく手法などでやっていきたいと思っています。 
果樹の市場ですが、最近は、加工品としてのジュ

ースやジャムのほか、葉っぱなどの残渣を高齢者向

けの低カリウム食品として利用する研究が進んでい

ます。今まで捨てていたいちごの葉っぱ等も、いろ

いろなものに使えるということが分かって来ていま

す。明日の視察先にもなっているふるや農園さんで

は放牧豚を飼っていますが、その餌にはいちごの葉

っぱを使っており、残渣をうまく利用しているとい

えます。 
弊社は、3 年間川内村で冬採りブルーベリーをつ

環境保全 WG 
株式会社テヌート 代表取締役 藤原 慶太氏 
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くっていました。ブルーベリーは露地で 5 月から 8
月の3か月間くらいででき、相場は1kg当たり1,000
円から 1,200 円ですが、この冬採りブルーベリーは

1kg当たり5,000円から7,000円で出荷できました。

このときは郡山市のベレッシュさんという直売所で

売って、だいたい 5,000 円くらいで、出すとすぐ売

れてしまうような状況でした。 
CO2はただ単にあげればいいと思っていましたが、

そうではなくて、光合成の効率に応じてあげていく

必要があることがわかってきました。葉っぱの中に

貯めこめる CO2 の量がいっぱいになると、「もう要

りませんよ」と植物体が反応してくるので、それを

うまく検知しながら、必要最低限の CO2を有効に使

うという技術を確立してきました。ハウス全体を

CO2で満たすのではなく、葉っぱの裏の気孔にダイ

レクトに高濃度 CO2 を当てる局所施用を手法とし

て確立し、余計な CO2は出さず、溢れ出てきたら完

全に止めるようになっています。 
また、最近はハウスの外の空気をダイレクトに葉

っぱに当てるようなことも行っています。大気中の

CO2 濃度は一般的に 400ppm と言われていますが、

この 400ppm の空気をベースにボンベの CO2 を使

うなどして、ランニングコストを極力抑えて、化石

燃料を燃やす方式と同等のランニングコストまで下

げることができました。 
四季なりブルーベリーは浜通りだけではマーケッ

トとしてはかなり小さいため、いろいろな場所で冬

採りのブルーベリーの栽培方法を確立しようとして

います。例えば、静岡の丸浜柑橘農業協同組合さん

は、ミカンばかりやっていたところをブルーベリー

に徐々に変えていって、冬に採れるブルーベリーの

栽培方法の確立を目指しています。また、明日視察

するふるや農園さんもそうですが、タイベック製の

シート等を使って、減光しながらハウスの中の温度

を下げたり、風通しを良くしたりして、なるべく固

定費をかけずに儲かる仕組みを作っています。 
あと、弊社が携わっている農林水産省のプロジェ

クトでは、中山間地域の山の上でもできる農法とし

て、山梨県の北杜市で、太陽光パネルで蓄電しなが

らセンサーや無線モジュールを全部動かして、電源

をほとんど再生可能エネルギーに頼ってブルーベリ

ーやいちごなどを栽培しています。光をコントロー

ルして品質を高め、成り疲れもないように CO2を施

用しています。これらは、弊社の次世代型制御装置

です。 
浜通りの利点は、先ほども申し上げたように流通

経路であり、ある程度都心に近く宮城県や郡山にも

近いため、搬送コストを下げることができると思っ

ています。 
我々がイメージしているのは、今後は果樹をポッ

トで栽培して、収穫が終わったら擬似的に冬の環境

にして落葉させてしまって、また春を疑似的に迎え

させて、それで花芽分化を起こして収穫するような、

新しい果樹農業です。これを川内村でやっていたら、

プロジェクト最終年は連続開花結実法を編み出して

（東京農工大学の技術）、1 年中花が咲いて実が採れ

るという状況が確立されましたので、ポットでもロ

ーテーションせずに済むところまできました。 
ただ、いちごに比べてブルーベリーは収穫が大変

なので、例えば樹木ごと揺らしてボトボト落とすこ

とをアメリカなどではやっていますが、ロボット化

して収穫するようなことを考えています。今までの

3K 職場のところを、なるべくロボットに置き換え

たいと思っています。また、花芽がたくさん起きて

くると、今はミツバチが減少して受粉ができないと

いう問題がありますが、ミツバチロボットが開発さ

れ、いつかはずっと受粉しているような状態になれ

ればと思っています。 
さらに、CO2を分離回収して供給することと、栽

培を分けていきたいと思っています。弊社の装置の
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需要はかなり増していますが、弊社装置需要が増し

ているということは、農業界全体が CO2の施用にか

なり着目しているということであり、現実に今、CO2

のボンベが足りなくなり、供給が追い付かないよう

な状況になってきています。特に福島周辺はボンベ

の値段がとても高く、例えば熊本県八代市に比べる

とほぼ 2 倍近い状況です。そういう意味で、充填設

備や供給設備を作ってボンベの値段を下げていくか、

もしくは、ライフラインとして、CO2が吐き出され

たらすぐ供給できるような設備をつくっていく、そ

んなイメージに持っていけたらと思います。基本的

には、CO2 供給設備や果樹配送センターがあって、

トラックの運転手は、ロボットで積み込んでいる時

には、少し休んで食事をしているような、そんなイ

メージで浜通りを再生していければと思っています。 
ご清聴ありがとうございました。 
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兒玉 ご質問ありがとうございます。今のお話につ

いて、私から配布している資料がちょうどあります

ので、そこを見ながらお話ししたいと思います。た

とえば、8ページにMOVIMAS IoT プラットフォー

ムとあるのですが、今回は農業の分野に特化した話

をしました。7 ページでは「農地」とあって、農業

ということになりますが、農業だけではなく、こち

らはソーラーシェアリングということでエネルギー

をかけ合わせました。 

エネルギーを掛け合わせたということで、機器側

については水耕栽培をするための環境制御装置で、

本来は 1つの機器が担い、通信インフラもそれに対

して 1つになります。エネルギーの利用部分につい

ても、本来は太陽光パネルの発電部分も 1つのシス

テムで完結するため、こちらの圃場の例では、蓄電

池の制御を含むエネルギー分野と農業とで、2 つの

システムが必要になります。 

しかし弊社では、農業とエネルギーの部分をすべ

て 1つの機器で制御することをやっています。よっ

て、本来は通信回線が 1本ずつ、簡単に言うと 2回

線必要になりますが、これを実際には 1回線でやっ

ています。それに紐づく制御の基盤などの集約も、

弊社は取組んでいます。 

したがって、ご質問に弊社の例でお答えすると、

農業とエネルギーを一体化させたソリューションを

展開していることもありますし、農地で監視カメラ

の機能を実際に運用していますが、インフラの共用

監視といった部分でも応用していますし、水位の監

視をするためにアナログのセンサーを付けて、集約

するようなことも行っています。 

データに関しては、すべて NTT コミュニケーシ

ョンズさんのデータセンターに送るのですが、デー

タの集約をするときのデータセンターの設計につい

て、弊社の担当部分でいうとインターネットのゲー

トウェイ、ファイアウォール、クラウドの設備など

を弊社が自前でやっていますので、そのあたりを最

適化しつつ、コストを抑えています。たとえば、ク

ラウドのシステムが農業用とエネルギー用で、本来

は 10 万円ずつかかるようなものを、弊社で 1 本化

するような形をとっています。 

ご質問にダイレクトにお答えできているかどうか

わかりませんが、今日の講演から派生して、

MOVIMAS には IoT をいろいろな分野に展開して

いる事例があります。見守り向けですとか、今回ご

紹介できなかった産業系で、地方公共団体で水処理

のインフラなどもやっています。それらについては、

お時間の関係もあるので、また改めてご紹介させて

いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

兒玉 自動運転の関連でいうと、実はクボタさんの

サービスにも昔携わらせていただいた背景があって、

仕組みはすべて IoTになっています。 

たとえば、クボタさんの機械では、GPSや、現時

参加者とのディスカッション 

自動運転、教育、防犯、防災等の分野における、 

地域型のデータセンターやエッジコンピューティング

の可能性について 

多分野におけるデータの活用・連携の 

可能性について 
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点で対応しているかどうかわかりませんが、準天頂

衛星の「みちびき」など、内閣府で推進されている

新たな技術を農業に搭載して、農業機械を高度化さ

せる動きもちろんあります。基本的に対象物は IoT

ということで、モノがインターネットにつながり、

1 対 1 でクラウドのデータセンターに接続するよう

な形と、1対Nという形があります。その場合、ク

ラウドにデータを飛ばしていく過程で、集約するモ

バイルのところがボトルネックになるようなことが

ありますので、機器側にエッジコンピューティング

の処理をかけ、基盤側ではアナログで処理していく

という方法もとることがあります。 

ただ、現在はもう少し進んでいまして、ある程度

機器側での処理も行うことはありますが、現在では

クラウドの中間のプラットフォームを使い、そこで

負荷分散させる形で、エッジの処理だけではなく、

クラウドのアプリケーション層に入る手前のところ

で、処理を重ねて負荷分散をしたりしています。 

弊社でもそういう取り組みを、実は自動車関係で

も一部やっております。農業機械で、弊社では動く

トラクターを直接扱っているわけではないですが、

技術的には同じだろうと思っています。 

 

 

 

 

片平 「福島の農林水産イノベーションへの展望」

というお題をいただきましたが、パネルディスカッ

ションの前にご講演いただいた各テーマを眺めてみ

ますと、IoT やスマート農業といったものが、これ

からの農林水産業のイノベーションを起こすキーワ

ードになっていると思いました。 

先ほど兒玉さんからご説明いただきまして、私も

農業の研究を長い間やっていたのでわかるのですが、

情報通信との兼ね合いはなかなか難しいところがあ

ります。今日は農家の生産者の方もお見えいただい

ていると思いますが、生産者の立場からはこういっ

たことはなかなか難しいので、なるべく生産者とつ

ないでいただいて、分かりやすくできればいいと常

に思っています。 

ワーキンググループの活動についていろいろご説

明がありましたが、先ほどの情報化に関連して、ど

んな情報をどんな手段で取るのか、取ったらいいの

か、土地利用WG、畜産生産WG、環境保全WGの

ほうで、特に生産をするうえでどんな情報を最も必

要としているか、パネラーの皆さんからご意見をい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

野上 畜産生産 WG からぜひお願いしたいことが

あります。鶏は体温が 40 度近くになりますが、温

度の微妙な変化で一瞬に死を迎えることがあり、温

度管理がとても難しいのです。ここをぜひ、先生方

のお力を借りながら無人化したいと思っています。

無人化すれば人が入らないで済むため、鶏舎の中に

入らないで済むことと、病原菌が入らないことの、

2つのメリットがあります。ぜひ、無人化のために、

温度管理についてお知恵を拝借したいと思います。 

 

兒玉 何を情報として取り込むかというと、いま弊

社のサービスには全国の農家さんが 500か所くらい

入っていますが、皆さんがほしいという情報は、最

近でいうと爆弾低気圧のような急激な気象の変化や、

儲かる農業につながる情報です。弊社は気圧センサ

ーからもデータを取得していますが、それ以外に長

期予測、中期予測などができると、1 つのハウスの

中で多いときは 20 種類くらいの品目を作っていま

すから、たとえば「葉物系が相場として儲かりそう

だ」という情報があれば葉物系の比率を増やすなど、

予測を行い、データ管理をしながら、過去の状況と

相場感といった市場のデータを、栽培に生かすこと

ができます。 

たとえば、青色のカーネーションと緑色のカーネ

ディスカッション総括 
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ーションでは、引取り価格は同じですが、実際の店

舗では、赤と白のカーネーションは 100円で売れて

いるのに、青のカーネーションは 500円で売れると

いったことがあります。しかし、情報のない農家さ

んは、いつも同じ比率でしか育てません。そうなる

と相場とは全然違うので、儲かる農業にするために

青と緑のカーネーションの比率を増やし、赤と白は

少なめにするなど、予測をしながら考える生産方法

やデータが必要だと思います。 

また、弊社は多点観測でかなりのセンサーを使う

のですが、実際にはセンサーには較正が必要なので、

弊社の場合は、たとえば CO2も見える特殊カメラを

使って見える化し、ハウスの中の制御や、温度・湿

度管理を行い、気流の流れを見える化し、シミュレ

ーションを行うといったことが必要になってくると

思っています。 

 

徳永 農業経営の効率化のための情報という意味で

は、作物ごとにその内容はまったく異なっていて、

たとえば、私たちは開発したソルガムの種子を世界

で販売しているのですが、ソルガムの場合は、最低

でも井戸の情報、月別の降雨量（雨季がいつあるか）、

土壌の情報の 3つが必要です。 

その情報が得られればデザインをします。その品

種を雨季の前に播種して、雨季を飛び越えて収穫で

きるような、開花時期を長いものにしたり、短いも

のにしたりするようなデザインを行っています。ソ

ルガムに関しては非常にシンプルです。将来的には、

我々のソルガムが植えられている圃場を、全部衛星

でウォッチできるようなシステムにしていきたいと

考えているところです。 

福島の稲に関して言えば、非常に重要なポイント

ですが、私たちは品種改良、ブリーディングを武器

に、いわきに最適化した稲や、楢葉に最適化した稲

など、それらの選抜を行いながら数品種のストック

を持ち、たとえば「今年の夏は寒い」「今年の夏は暑

い」といった予報に基づいて品種を選定していくよ

うな、システムづくりをしたいと思っています。そ

れにはやはり、気候の正確な情報が必要です。そう

いう意味で、経営の効率化のための情報は非常に重

要だと思っていますし、私たちのレベルでは既存の

情報を組み合わせて、それを行うことになろうかと

思います。そして、結果に対するまとめをきちんと

残して、今後の経営に役立てていくことだと思いま

す。 

 

片平 ありがとうございます。今いろいろお話を伺

って、必要な情報が見えてきて、さらに、得られた

データをいかに効率よく解析して、予測につなげる

ことが重要なのだということだと思います。 

その中で、昨今話題になっている AI を使って、

解析の効率化・最適化を図り、いかに使える情報と

して展開していくかというかということが、福島の

農林水産イノベーションへの展望につながっていく

のではないかと、私のほうでまとめさせていただき

ます。 

本日はありがとうございました。 
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次世代農林水産部会 部会員リスト                 2019 年 1 月現在 

 

部会長 国立大学法人山形大学 片平光彦教授 

◎ 株式会社アースノート（土地利用ＷＧ） 

 株式会社イシイ 

 いちご株式会社 

 エア・ウォーター＆エネルギア・パワー小名浜株式会社  

 エコエネルギーシステムズ株式会社 

 大崎電気工業株式会社 

 株式会社クボタ 

 コスモエンジニアリング株式会社 

 株式会社五大 

◎ 株式会社テヌート（環境保全ＷＧ） 

 東罐興産株式会社  

◎ 東京電力ホールディングス株式会社（企画ＷＧ） 

 株式会社東芝 

 株式会社ナラハアグリ 

 日新商事株式会社 

◎ 株式会社バイオ・パワー・ジャパン（林畜連携ＷＧ） 

 株式会社ＶＩＡＲ＆Ｅ 

 日立化成株式会社 

 福島コンピューターシステム株式会社 

 株式会社三菱総合研究所 

 公立大学法人会津大学 

 川内村 

 農業食料工学会東北支部会 

 株式会社日立ソリューションズ東日本 

 宮原酸素株式会社 

 

◎…ＷＧリーダー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会では随時、会員を募集しています。 
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