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名古屋大学異分野融合拠点： ICT  活用農業 事業化・普及プロジェクト

スマホ等の写真に
よる病害虫診断

生産予測
システム

新型センサ
既存センサ
低価格化

クラウドシステム

誰でも簡単に
情報を入力で
きる I/F

土壌・気象
情報DB

収穫・需要予測
に基づく

取引システム

労務管理DB

栽培マニュアル

生産資材DB
（農薬・施肥）

生産者

生産履歴情報

既存の農業支援システ
ムも共存可能な通信プ
ロトコル・DB 

生産リスク予測

流通業者

各流通業者に
対応できる生産
履歴フォーマット

生産者間での
ノウハウの共有

農業 ICT 化を阻む要因
・機材導入、メンテナンス等のコスト負担
・コスト削減メリットが一定規模以下では
働きにくい
・売上増に有効な手段が少ない etc…

ICT 農業を実現するために・・・

システムの低価格化
差別化につながる新規センサー

ICT 農業は生物多様
性にもつながる！

病害虫発生情
報の吸い上げ

トレーサビリティ
の確保

消費者

消費者からの
フィードバック

自治体・支援組織等が一体となった普及体制

環境保全にも
役立つお米なんだ

安心して日々の
食事を楽しめる食卓

病害虫発生予測アプリ、
異常気象警告アプリ、

専門家による対処方法勧告・
相談システム

日本農業の中核を担う中規模農家でも活用できるＩＣＴシステム開発
・生産履歴等を自動的にバイヤーのフォーマットに変換するソフト

・生産物の差別化・ブランド化が可能な新規センサー
・収穫予測による事前の余剰生産物取引システム
・生物多様性等の環境指標による「エコ農産物」取引システム
・他分野のビッグデータとの相乗りによる低価格化を目指した実証試験

事前の取引システ
ムで高く売れた！

センサの活用で、ブ
ランド力が上がった

野菜のコクが
数値で表されるとは

専門家
・中規模専業農家の競争力強化による
国内農業の底上げ！ 2



本事業の目的

国内産業の中核をなす中規模専業農家へのＩＣＴ技術の普及・
活用を促進するために、研究戦略で示された研究開発内容に加
えて、導入メリットが感じられるシステムの開発を実施する。

１、生産物の差別化につながる新規センサーの開発
２、リスク発生警報と専門家相談システム
３、生産履歴等を自動的にフォーマットに落とし込むアプリ
４、先進的研究成果を基にした栽培管理システム
５、収穫予測による余剰生産物取引システム
６、生産者のノウハウ等の共有のためのクローズドシステム 等

更に、他分野等のビッグデータと相乗りした形での実証試験を実
施し、事業終了後の事業化・普及に向けた検討を行う。
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運営体制(案)

拠点研究機関：名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部
研究代表者：松尾清一 副総長・本部長

研究実施責任者：北 栄輔 情報科学研究科 副研究科長・教授

運営委員会：北 委員長 他６名
システム開発・データベース構築等の検討、項目間の調整

実証試験との調整、ワークショップの開催

事務局：虎澤研示 産連本部 特任教授 他７名
進捗管理、委員会等の開催、実証試験の取りまとめ
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プロジェクト運営組織

アドバイザー G
名古屋大学 竹谷裕之
(株)浅井農園 浅井雄一郎
住友化学(株) 市村勇樹
豊田自動織機(株) 佐合和人
日本電波工業(株) 星野和彦
富士通(株) 若林毅
野菜茶業研究所 高市益行
三重県農業研究所 北野順一

事務局
虎澤研示（名大）

実証試験 Gコンテンツ
開発 G

センサー開発 G通信ネット
ワーク開発 G

拠点全体会議

研究拠点機関
名古屋大学

学術研究・産学官連携推進本部
松尾 清一（名大）

運営委員会

委員長：北栄輔(名大)
委員：遠藤守 (名大) 中園幹生 (名大) 亀岡孝治 (三重大) 

本多潔 (中部大) 山口典男 (PS ソリューションズ) 
武田穣 (名大)

社会ニーズ
分析 G

DBシステム
構築 G

議長：松尾清一

GL：加藤義人(MURC) GL：安田孝美(名大) GL：本多潔 GL：亀岡孝治 GL：北栄輔 GL：虎澤研示
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共通データベース・
情報共有システムの構築
安田孝美、北栄輔（名大）

情報入力・
通信環境の整備
本多潔（中部大）

センサー機能の検討・
システムの低価格化
亀岡孝治（三重大）

各種コンテンツ開発
北栄輔（名大）

サービスサイエンスによる分析・検証（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）

システム開発
名大・情報・生命農学
中部大・高等学術

入力インターフェースの開発
信州大・情報工学

通信プロトコルの標準化
名大・エコトピア科学研
中部大・高等学術
愛知工業大・情報

データ収集
愛媛大・農
愛知県農総試
JA あいち経済連

名大・生命農学
住友林業緑化(株)

ICT農業普及支援
愛知県農総試
JA あいち経済連
東海地域生物系
先端技術研究会

生物多様性評価
システム
肘井直樹（名大）

事業化を見据えた全体の最適化・問題点の抽出（PS ソリューションズ株式会社）

リスクマネジメントコンテンツ開発
Web取引システムの開発
名大・情報・生命農学
愛媛大・農
信州大・情報工学

センサーシステムの低価格化
新規センサー開発
名大・工・生命農学
三重大・生物資源
信州大・情報工学
浜松ホトニクス(株)

実

証

試

験

事
業
化
・シ
ス
テ
ム
の
全
国
展
開

研究実施体制
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具体的な研究分担（１）

１）農林水産業 ICT の社会実装を促進するサービスサイエンスによるシステム分析
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱

２）共通のデータベース・情報共有システムの構築
①生産履歴情報の統一フォーマットの作成及び公開システムの開発

北(名大・情報)
②土壌情報、気象情報、病害虫の発生状況等の農環境情報のデータベース化

本多(中部大)、土井(名大・農）
③ 生育情報、出荷情報、需要動向がリアルタイムで分かるシステムの開発

安田・遠藤(名大・情報)、ＪＡあいち経済連
④作物ごとにシステムのインテグレーションの検討

(1) イネの栽培マニュアルの電子化 北野(名大・農)、愛知県農総試
(2) トマトの栽培マニュアルの電子化 高山(愛媛大)、サンライズファーム豊田
⑤個別生産者ごとの労務管理、農薬・肥料等生産資材のデータベース化

ＰＳソリューションズ、ＪＡあいち経済連
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具体的な研究分担（２）
３）情報入力・通信環境の整備
①省力・容易な入力インターフェースの開発 齋藤・小林(信州大・情報）
②通信プロトコルの標準化 片山・岡田(名大・エコトピア）、内藤(愛工大)

本多(中部大)

４）センサーの機能の検討と低価格化のための研究
①既存センサーシステムの低価格化の検討
②中規模農家でもメリットが感じられる新規センサーの研究開発

西澤(名大・工)、土川(名大・農）、望月（愛知学院大）、
齋藤・小林(信州大・情報）、亀岡・橋本(三重大)、浜松ホトニクス、
ＰＳソリューションズ

５）各種コンテンツの開発
①生産性の向上、品質管理、リスクマネジメントに資するコンテンツの開発

(1)リスク発生警報システムおよび被害低減アドバイス提案システム
川北（名大・農）、愛知県農総試、松井（ＮＰＯ東海生研）

(2)作物異常相談システム
井手（名大・情報科学）、川北(名大・農) 、愛知県農総試

(3)生産者グループ内でのノウハウ等共有システム
齋藤・小林(信州大・情報）、高山（愛媛大） 8



具体的な研究分担（３）

５）各種コンテンツの開発
②マーケットイン型の生産方式へのシフトに資するエビデンスの開発

(1)生物多様性等に有益な農産物であるエビデンスを与えるチェックシステム
武田（名大・産連）、愛知県環境部

(2)地域性苗木に関する相談システム・取引システム
武田（名大・産連）、肘井(名大・農)、住友林業緑化

６）社会実装の実証試験
①実証試験

虎澤（名大・産連）、豊田市、サンライズファーム豊田、JA あいち経済連、
ＰＳソリューションズ

②事業終了後の研究および事業化・普及体制の検討
竹谷(名大)、虎澤（名大・産連）、大石（ＮＰＯ東海生研）、愛知県農総試、
ＪＡあいち経済連、ＰＳソリューションズ
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達成目標
１）農林水産業 ICT の社会実装を促進するサービスサイエンスによるシステム分析

分析(２６年度)、実証試験等での検証・フィードバック(２７，２８年度)

２）共通のデータベース・情報共有システムの構築
システム・データベースの試作(２６，２７年度)、実証試験(２７，２８年度)
フィードバックによるシステムの確立(２８年度)

３）情報入力・通信環境の整備
入力インターフェース・通信プロトコル標準化の試作(２６，２７年度)
実証試験(２７，２８年度)、フィードバックによる改良(２８年度)

４）センサーの機能の検討と低価格化
低価格センサーの試作(２６，２７年度)、実証試験(２７，２８年度)
新規センサーのラボにおける検証(２６年度)、試作(２７年度)
少なくとも２種類を実証試験に(２８年度)

５）各種コンテンツの開発
コンテンツの試作(２６，２７年度)、実証試験(２７，２８年度)、
フィードバックによる改良(２８年度)

６）実証試験
実証試験の場つくり(２６年度)、できたものから実証試験へ(２６－２８年度)
システムとしての整合性チェック(２７，２８年度)
事業終了後の事業化・普及体制の検討案作成(２７，２８年度) 10



事業化可能性と波及効果

(1)情報工学の専門家と農業分野の専門家および新事業創出

を狙う企業が一体となって進める事業であり、自治体やＪＡ、
研究支援組織の協力もあって、事業化に進む可能性は高い。

(2)他分野のビッグデータと共存できる情報インフラを活用するこ

とで、農業データに特化したインフラを構築する必要がなく、
低価格化に貢献できる。

(3)農産物の機能性やおいしさ(コク)に関するセンサー開発は、
国内農産物の差別化・ブランド化に資する。

(4)国内農業の中核を担う中規模専業農家がＩＣＴ技術を活用す
るようになり、農業人口減少下でも国内農業が発展できる。

(5)将来的には、生態系保全等の環境に優しい社会に必須の産

業プラットフォームとして、農林水産業の新しいビジネスモデ
ルを提供できるようにしたい。 11



補完研究について
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次の分野での補完研究を希望(農水省からの要望)

■ ２）共通のデータベース・情報共有システムの構築
①生産履歴情報の統一フォーマットの作成及び公開システム

企業主体
■ ４）センサーの機能の検討と低価格化のための検討

研究機関主体
■ ５）各種コンテンツの開発

①生産性の向上、品質管理、リスクマネジメントに資するコン
テンツの開発
研究機関主体

ただ、これら以外でも排除しない。また、単なる開発にとどまらず、
実証試験等の社会実装に向けた取組を含むことが必要。



ワークショップ開催計画案

■２６年度開催計画(全５回)
①情報工学との異分野融合拠点説明会(７月、東京)

施策説明(農水省)、拠点の内容説明(名古屋大学)
②実証実験対象農家説明会（１１－１２月、豊田）

イネ、トマト 各１回。実証実験内容説明
③試作開発システム説明会(１１月、アグリビジネス創出フェア
内を想定)

④２６年度成果報告会(３月、東京or名古屋）

■２７，２８年度にも、各６回程度開催予定。

■このほか、個別のシステムに関する小規模ワークショップも
開催予定（例、病害虫に関する専門家相談システム）
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ご清聴ありがとうございました。


