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Point
❶  近年 ICT やロボット技術を活用したスマート農業が注目を集めており、その国内市場規模は

2020 年には約 300 億円になると予想されている。スマート農業は生産性の向上や農作物の高品
質化、高付加価値化をもたらす次世代型農業として高い期待が寄せられている。

❷  スマート農業は産官学連携で開発や実用化実証実験が進められているが、特に近年は国内農業にビ
ジネスチャンスを見いだした多様な業種の企業参入が増加しており、産業としての発展の萌芽が見
られる。

❸  本稿ではスマート農業のうち、近年大きな展開を見せている技術として①スマート農機、②農業ク
ラウド、③植物工場について、各技術の開発状況と企業の参入状況、および日本農業の競争力強化
に向けたスマート農業の今後の可能性について考察する。

Ⅰ．はじめに
2015 年 10 月に環太平洋連携協定（TPP）が大

筋合意に至り、日本農業は現在重要な岐路を迎え
ている。同協定が発効すれば、日本が輸入する農
林水産物 2,328 品目のうち約 8 割に当たる 1,885
品目で関税が撤廃されることとなる。農林水産省
は「影響は総じて限定的」と見ているが、食品・
外食産業向けを中心に外国産農産物との競争が激
化することは避けられない。

一方で日本農業を巡る状況は年々厳しさを増し
ている。農業生産額は 9.7 兆円（2012 年度）と
20 年前の 1992 年対比で約 7 割に減少、農業所得
はほぼ半減しており 1、さらには後継者不足によ

る農業従事者の減少と高齢化が進んでいる（図表
1）。農業の担い手の減少とともに、人口減少に伴

1  農林水産省「平成 24 年度農業・食料関連産業の経済計算」
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図表 1　基幹的農業従事者の推移

出所：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」

期待が集まるスマート農業の新展開
—増加する企業の農業参入とビジネス展望—
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2    1 次産業である農林水産業の従事者が、農林水産物の生産にとどまらず、食品加工（2 次産業）や流通・販売（3 次産業）に取り
組む経営の多角化を進めること。1×2×3=6 という概念で今村奈良臣・東京大学名誉教授が提唱した。

3    経済産業省のロボット産業政策研究会では、ロボットを「センサー、駆動系、知能・制御系の三つの要素技術を有する、知能化
した機械システムと広く定義している。（「ロボット産業政策研究会報告書」、2006 年 5 月、経済産業省）

う国内マーケットの縮小は不可避である。
こうした危機的状況を前に、政府も日本農業の

競争力強化に向け本腰を入れ始めた。政府は 15
年 11 月に「総合的な TPP 政策大綱」をまとめ、
経営マインドを持った農林漁業者の経営発展に向
けた投資意欲を後押しし、農林水産物の輸出拡大
により「攻めの農林水産業」への転換を目指すと
した。

従来のように一時的な影響緩和のための補助金
のバラマキに終わらせれば、日本農業は衰退の一
途をたどるのみであり、早急に真の競争力強化策
を打たねばならない。減反廃止や農協対策、農地
問題といった中長期的な構造改革に加え、近年台
頭してきた新たな形の農業を後押しする政策が必
要である。具体的には、① ICT やロボットを活用
したスマート農業、②企業の農業参入、③ 6 次産
業化 2 による経営の多角化が、次世代農業のカギ
となる。

本稿では、このうち ICT やロボット技術を活用
したスマート農業への取り組み状況と、企業の農
業分野への参入状況について考察する。

Ⅱ．スマート農業とは
1．拡大するスマート農業市場

近年、農作業における省力化・軽量化、農業生
産の安定化・高品質化を可能にするスマート農業
技術開発（図表 2）に注目が集まっている。GPS（全
地球測位システム）、センサー・ネットワーク、ロ
ボット、クラウドサービス、POS システム等の技

術を活用したスマート農業は、タブレットやス
マートフォンの普及も後押しして今後急速な市場
拡大が見込まれており、その国内市場規模は 2020
年度には 308 億円になると予測されている（図表
3）。

2．日本農業の成長産業化のためのカギ
政府もこの流れを前向きに捉え、日本農業の成

長産業化のための重要な戦略としてスマート農業
の推進に取り組んでいる。

農林水産省は、2013 年 11 月に「スマート農業
の実現に向けた研究会」を立ち上げ、スマート農
業の将来像と実現に向けたロードマップの検討や
スマート技術の農業現場への普及に向けた方策を
検討している。さらに 2015 年 2 月には安倍首相
を本部長とする日本経済再生本部が日本の経済産
業力強化のための「ロボット新戦略」を決定し、
農林水産業・食品産業分野をロボット活用 3 推進
分野の一つとして位置づけ、政府は 2020 年まで

0
5,000

10,000
15,000

20,000

25,000

30,000
35,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（百万円）

（年度）

予測

見通し

図表 3　スマート農業国内市場規模推移と予測

出所：矢野経済研究所「スマート農業に関する調査結果2015」

技術 効果 応用

GPS、センサー・ネットワーク、クラウドサービス 栽培条件の最適化 収量・品質の均一化
技術やノウハウの可視化 「匠の技」の見える化による品質向上、技術伝承

ロボット、アシストスーツ 生産性の向上・省力化 人的資源の最適化
POS 生産から消費までの情報連携 消費者ニーズへの対応、高付加価値化

図表 2　 農業での ICT 技術、ロボット技術活用により期待される効果

出所：各種資料より筆者作成

期待が集まるスマート農業の新展開
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に農林水産業・食料産業分野で省力化などに貢献
する新たなロボットを 20 機以上導入することを
目標に掲げている。

Ⅲ．増加する企業の農業参入
1．参入増加の背景

スマート農業は産官学連携で開発や実用化実証
実験が進められているが、特に近年は国内農業に
ビジネスチャンスを見いだした多様な業種の企業
参入が増加することで、急速な技術進展と農業現
場への普及の可能性が高まっている。

これまでの企業の農業参入は、農作物の安定調
達を目的とする食品関連業や、公共事業の減少に
伴い経営の多角化を目指す建設業などによる、農地
での実際の農作業を伴う形態が中心であった。しか
し近年は、小売業、製造業、IT、金融、運輸業な
どさまざまな業界が、異業種で培った ICT やロ
ボット技術を農業に応用する形で新展開を迎えて 
いる。

参入増加の背景には、2009 年の農地法改正によ
り一般企業でも農地の借り入れが容易になったこ
と、さらには消費者の安全・安心意識の高まりや
高付加価値食品へのニーズの高まりから、国内農
業の役割とビジネスとしての潜在成長力が見直さ
れていることなどが挙げられる。

2．農業参入の意義
企業にとっての農業参入の意義は、大きく以下

の三つが挙げられる。
①商品、原料の安定調達

農作物を商品や原料として日々取り扱う食品、
外食、小売業界にとって、安心・安全な農作物を
安定した価格で入手することは必須の経営課題で
ある。自社で農業生産に取り組むことで、品質や
栽培方法にこだわった差別化商品を生み出すこと
も可能となる。また、コンビニやスーパーなど多
業態を営む大手小売業の農業参入は、生産した農
作物を価格帯ごとにグループ内企業で販売するこ
とで、食品ロスや流通コストの削減につながると

いうメリットがある。
②経営資源（人材、設備）の有効活用

グローバル化の中で海外生産を進めてきた日本
企業は、国内に遊休工場や遊休地を抱え、既存従
業員の雇用の確保が課題とされてきた。近年、遊
休設備を植物工場に転用するなど、資源の有効活
用の取り組みが行われている。また、企業が地方
の農業生産者と連携して大規模農業経営に取り組
むことは、地元に新たな雇用を創出し、農業を軸
とした地方創生の可能性を秘めている。障がい者
を担い手として雇用する農福連携や、環境・景観・
文化といった農業・農村の多面的価値の維持の観
点からも、企業の CSR 活動としても有力な分野
である。
③異業種のビジネスモデルの応用

実際の農作物の生産者としてではなく、製造業
や IT 業界など異業種企業が得意とする ICT 技術
や工程管理技術、ロボット技術を農業分野へ応用
するスマート農業の技術開発で農業参入を目指す
企業が近年増加している。農業を将来の新たな収
益事業と位置づけ、ビジネス化に向けた先行投資
を行う企業が増えつつある。

Ⅳ．スマート農業の事例紹介
一口にスマート農業といっても、その形態は多

様である。生産から流通に至るまで、さまざまな
スマート農業技術が展開されている。ここでは、
特に多様な企業参入により近年技術進展が著しく、
実用化・産業化が目前に迫った技術として、①ス
マート農機、②農業クラウド、③植物工場の三つ
を取り上げる。以下、各技術の開発状況と企業の
参入状況、今後の可能性について見てみよう。

1．スマート農機
農作業の省力化を可能とする農機は効率的な農

業経営、大規模化に不可欠である。しかしながら
国内農業従事者のうち約 6 割が 65 歳以上の高齢
者、約 4 割が女性であり、一般的に高齢者や女性
は機械操作を不得意とすることが多く、オペレー

業界展望



2016.3　経営センサー
2727

ターの人材確保が課題とされている。そこで、農
機メーカーが主体となって農機の運転や管理補助、
さらには自動運転に向けたスマート農機の開発が
急ピッチで進められている。スマート農機は作業
経験の浅い若者の農業参入をサポートする上でも
期待が高い。

（1）GPS を利用した農業機械のアシスト装置

GPS を用いた農機としては、井関農機が 2015
年に発売を開始したトラクター用走行支援システ
ム「リードアイ」が挙げられる。専用の GPS を
トラクターに取り付けることで、専用システムが
位置情報を把握し、タブレット端末に最適な走行
経路を表示したり、作業軌跡を記録したりするこ
とができる。作業状況を「見える化」することで、
作業漏れや肥料・薬剤散布のムラを防ぐことがで
き、作業の効率化をもたらす。

また、ヤンマーは GPS を搭載した農機から発
信される稼働状況やコンディションをもとに、農
機を遠隔管理するシステム「スマートアシスト」
を提供している。GPS データとともに、農機のエ
ンジン回転数や排気の温度、レバーの操作回数な

どの情報をデータセンターに自動送信し、稼働状
況の確認のほか、異常やトラブルの察知や盗難防
止に役立てている。

（2）省力化に向けて農機の自動運転の開発が進む

このように農機の IT 化が進む中、現在各社は
農機の自動運転開発にしのぎを削っている。自動
車の分野でも自動運転の開発が注目を集めている
が、自動運転の実用化が目前に迫っているのが農
機の分野といえる。公道を走行する自動車と異な
り、私有地の田畑での利用が前提となる農機は既
に生産現場での実証実験が進み、並行して安全性
確保に向けたルールづくりが進められている。政
府は 2020 年までに自動走行トラクターの現場実
装を目指し、産業化に向けた開発は加速している。

クボタや井関農機では、2 ～ 3 年内の実用化を
目標に無人運転農機の開発を進めている。また、
日立造船、日立製作所、ヤンマーの 3 社は、総務
省の委託調査 4 として、準天頂衛星システム 5 か
ら配信される高度測位信号を用いた自律走行型ロ
ボットトラクターの実証実験をオーストラリアの
農地で行った（図表 4）。従来の GPS を用いた位

4  総務省「海外における準天頂衛星システムの高度測位信号の利用に係る電波の有効利用に関する調査」
5    日本～アジア～オセアニアにて利用可能とする測位衛星システムのこと。2010 年に準天頂衛星初号機「みちびき」が打ち上げられ、

政府は 2023 年度までに持続可能な測位が可能となる 7 機体制を目指している。衛星の発信する測位信号が山やビル等に遮られな
いことから、日本全国において衛星測位が常時可能となる。

自律走行型ロボットトラクター

高精度測位

：データロガー

無線通信

準天頂衛星

作物生育センサ

Internet

“地理情報 クラウドサービス”
への地図データの蓄積

農場状況の可視化、
自律走行状況の可視化 自律走行データ、

農場データの送受信

“地理情報 クラウドサービス”
（GIS. GeoMation）

図表 4　 準天頂衛星システムの高度測位信号を用いた自律走行型ロボットトラクター

出所：日立製作所、日立造船、ヤンマーHPより

期待が集まるスマート農業の新展開
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置情報では測位誤差 10 ～ 20cm の精度が限界とさ
れているが、新たな測位方式を用いることで、測
位誤差 5cm の精度で農作業ができることを確認 
した。

（3）実用化に向けては法整備と異業種連携が不可欠

今後の完全無人走行トラクターの実用化に向け
ては、法整備が不可欠である。無人トラクターに
限らず、農業分野での多様な活用が期待されるド
ローンなどの新技術は、法規制により基準や安全
性が担保されなければ、実用化や企業参入による
市場の活発化は見込めない。現在農林水産省は、
2016 年度内をめどにロボット農機の安全性確保ガ
イドラインの策定を進めており、感知センサーや
非常停止機能など安全対策面での必要項目や、作
業者の講習などを定める計画である。

一方で自動運転車の開発においては、自動車
メーカーに加えて IT 業界や大手自動車部品メー
カー、電機メーカーなど異業種企業が次々と参入
することで開発が加速している。今後、世界に先
駆けて完全無人走行トラクターの実用化を目指す
ためには、農機メーカー間の連携にとどまらず、
異業種参入を促し多様な技術を取り入れることが
必要だろう。

2．農業クラウド
近年あらゆる分野で普及が進む IoT（Internet 

of Things）の波が農業分野にも押し寄せている。
安価なセンサーデバイスやスマートフォン・タブ
レット端末の普及、通信インフラの整備、さらに
は IT 企業を母体とする農業ベンチャーの参入に
より、ここ数年でクラウドシステムの低コスト化
が進み、農業・畜産現場の環境情報を測定する農
業クラウドが全国の小規模農家に一気に普及する
可能性が現実味を帯びてきた。既存の農業クラウ
ドは大規模農家向けの高額なサービスが中心で
あったが、多様な企業参入により、機能を最小限

にとどめ、安価かつ設置したその日のうちにス
タートアップが可能という簡易な製品も出現して
おり、農業クラウドを活用したスマート農業への
参入障壁は下がっている。

（1）農業経営をサポートするクラウドサービス

農業クラウドは、これまで状況把握や管理の難
しかった圃

ほ

場
じょう

環境情報や畜産の個体情報を測定す
ることで、効率的な作業管理を可能とする。さら
には、従来は経験と勘に頼っていた農作業のノウ
ハウを「数値化＝見える化」するもので、新規参
入を目指す異業種企業や個人にとっても利用価値
が高いといえる。

ICT 技術や通信ネットワーク技術を生かし、情
報・通信、電機メーカーは独自のクラウドサービ
スを提供しており、大規模農家を中心に導入が進
んでいる。農業クラウドの中には、農作物の生産
にとどまらず、流通、販売管理など農場経営に関
わる全般的な活動を支援するものもある。

また、自動車関連メーカーなどの異業種企業や
ベンチャー企業なども農業クラウドビジネスへ積
極的に参入している。トヨタ自動車は自動車の生
産管理手法や工程改善ノウハウを農業分野に応用
し、農作業の効率化や作業コストの見える化、改
善点の把握を目的とする、米生産農業法人向けの
農業 IT ツール「豊作計画」を開発した（図表 5）。

（2）  小規模農家への普及には低コスト化とサポート

の充実が必要

企業的経営を行う大規模農家への普及が進む農
業クラウドだが、日本の農家は経営耕地面積が
2ha 未満の小規模農家が約 8 割を占めている（北
海道を除く都府県）6。小規模農家は一般的に IT
リテラシーが低く、初期導入コストが高額な従来
の農業クラウドはほとんど普及してこなかった。
一方で、クラウドサービスは使用量に応じた料金
体系であることが多く、機能を限定することで低

6  農林水産省「平成 26 年農業構造動態実態調査」
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企業名 サービス名 備考

富士通 Akisai（秋彩）
露地栽培、施設園芸、畜産をカバー。経営、生産、販売まで企業的農業経営を支援。自社
「Akisai農場」において実証実験を重ねている。広範囲の業態をカバーし、提供するサービスも
充実しており、業界の中で最も先行。

トヨタ自動車 豊作計画 自社の「カイゼン」手法を農業に応用。農作業の計画を自動作成、進捗を管理。作業データと得
られた作物の収量・品質データを蓄積・分析することで低コストで美味しい米づくりを目指す。

デンソー Profarm 車載、家庭用空調システム技術や工場用制御技術を応用し、農業ハウス用の環境制御システムを
開発。ハウス内の温度、湿度、CO2濃度を最適状態に自動制御し、光合成を促進させる。

NTTドコモ クラウド型
水田管理システム

新潟市、農業ベンチャーのベジタリア、ウォーターセルと共同で国家戦略特区の新潟市におい
て、大規模稲作農家向けに水田センサーと連動したクラウドシステムの実証実験を実施。水田の
水温や水位のデータをスマートフォンなどで遠隔監視。

日立ソリューションズ東日本 AgriSUITE
農業生産と販売の情報をウェブ上で一元管理し、生産、物流・販売、製造・加工の農商工連携で
情報を共有。タイムリーに生産状況、販売見通し、出荷状況を相互に把握し、需要と連動した生
産計画を実現。

クボタ
KSAS

（クボタスマート
アグリシステム）

主に稲作農家を対象。センサーを搭載した自社コンバインと連動し、稲刈りのタイミングで、収
穫した米の食味の基準となるタンパク質と水分の含有量を自動測定。

PSソリューションズ
（ソフトバンクグループ子会社） e-kakashi 日立製作所と共同開発。農作物の栽培データを可視化し、栽培手法を提供。2015年10月販売開

始。

ファームノート Farmnote
酪農・畜産向けの牛群管理クラウドシステム。作業日誌代わりに現場でスマートフォンなどに1
頭ごとの生育記録を入力して情報を共有し、発情・分娩予定や個体乳量を一元管理。現在は牛の
個体情報を収集する家畜用ウェアラブルデバイスを開発中。

図表 5　農業クラウドサービスを提供する主な企業

出所：各社資料、各種報道より筆者作成

価格のサービスとして小規模農家へも広がる可能
性を秘めている。実際に、初期コストを数万円に
抑え、機器の設置も数時間で可能な、簡易で低額
のクラウドを販売する農業ベンチャーも現れて 
いる。

今後の普及に向けては、ハードの共通化による
コストダウンとソフト面での差別化が不可欠であ
る。生産者がサービスを選ぶポイントとしては、
サービス使用時のトラブル対応、使い方指導、さ
らには生産した農産物の販売先の紹介等が挙げら
れている。農作物の生産から流通までのサポート
を充実させ、アフターサービスでの差別化を図る
ことが普及を後押しするだろう。

3．植物工場
異常気象や残留農薬などの問題で食の安心・安

全と安定供給が求められる中、植物工場は次世代
農業の先端として注目を集め、企業参入が続いて
いる。低カリウムや高栄養価など、野菜の高付加
価値化という点でも消費者のニーズは高まってい

るといえる。事業黒字化のハードルは高いとされ
るが、発光ダイオード（LED）照明や高い空調技
術、農業クラウドを導入することで、工業化が進
む植物工場に注目が集まっている。

（1）1 年中安定生産が可能な植物工場

植物工場とは、施設内で植物の生育環境（光、
温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等）を
自動制御装置で人工的に最適な状態に保ち、作物
の播

は

種
しゅ

、移植、収穫、出荷調整まで周年一貫的に
行う生産システムである。施設内であるため季節
や天候に左右されずに年間を通じて生産量や品質
面での安定供給が可能、病害虫の被害を受けにく
く農薬使用量を低減した安心・安全な農産物の生
産が可能などの利点がある。

（2）民間企業の事業参入が続く

2009 年の農地法改正による農地の権利取得規制
の緩和や、政府による大規模な補正予算を受け、
近年第 3 次植物工場ブームが到来し、民間企業の

期待が集まるスマート農業の新展開
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事業参入が相次いでいる（図表 6）7。植物工場は
立地場所を選ばず、設備を購入すれば短期間で比
較的容易に設置が可能という利点から、国内事業
縮小により生じた工場跡地や工場の空きスペース、
地方での人口減による廃校などが再活用されてい
る。システム化された植物工場では作業がマニュ
アル化され、初心者でも比較的容易に習得可能で
あり、余剰人員の活用にもつながっている。

（3）海外展開に向けて

さらには、LED 照明や空調技術といった高い技
術力を武器に、完全人工光型植物工場の海外展開
を目指している日本企業も多い。植物工場は、厳
しい立地・気候条件や水資源に乏しく露地栽培が
困難な地域（中東、ロシア、シンガポールなど）や、
土壌汚染等の問題を抱え、安心・安全な無農薬作
物が求められる地域（中国など）、購買意欲が高く
健康志向の強い中間層が拡大する地域（中国、東
南アジアなど）において高いニーズが期待される。

この流れを受け、中国、韓国、台湾、欧米諸国
など世界各国でも植物工場の研究開発は加速して
いる。世界屈指のスマート農業先進国であるオラ

ンダの強みは、植物工場プラントに加えてシステ
ム、周辺機材、種子、植物の販売方法までをパッ
ケージ化した輸出体制にある。日本の今後の輸出
拡大に向けては、技術・ノウハウの指導、中長期
的なフォローアップ体制の構築や国際基準の安全・
品質管理体制｛グローバル GAP8、トレーサビリ
ティ（追跡可能性）、ハラール（イスラム法におい
て合法なもの）など｝の構築等による高付加価値
化が求められる。

（4）事業性のある植物工場の可能性

企業参入が続く一方で、特に人工光型植物工場
は事業化のハードルが高いとされてきた。照明や
空調、溶液ポンプなどのエネルギーの大半を電気
で賄うため、エネルギーコストが高く、野菜生育
ノウハウがないまま農業に参入した企業は安定生
産までに時間を要している。日本施設園芸協会の
調査（2014 年度）によると、人工光型植物工場の
事業者のうち黒字経営は 3 割にとどまっている。

今後の植物工場ビジネスでの生き残りと成長に
向けては、高機能野菜の開発で差別化を図るとと
もに、LED 照明の活用による省エネ、ロボットや
農業クラウド導入による省力化により、工業化を
徹底追求した攻めの植物工場を目指す必要があ
る。さらには、木質バイオマスや地熱、廃棄物な
どの地域資源のエネルギーを活用した運営、物流
コスト削減のため地産地消を基本とした販売モデ
ル戦略（レストランなどのサービス産業との融合
等）など、独自の戦略が事業継続のカギを握るだ
ろう。

Ⅴ．スマート農業の今後の展望
1．進化を続けるスマート農業

近年 ICT の技術革新が進み、ドローン、ロボッ

7    図表 6 補足 
完全人工光型：ビル内など完全に密閉された空間で人工光を利用する。 
太陽光・人工光併用型：温室などの半閉鎖環境で太陽光の利用を基本とし、雨天・曇天時の補光や夏季の高温抑制技術などを行う。 
太陽光利用型：日照条件が極端に悪い場合を除きほとんど人工照明を使用しない。

8  欧州を中心に世界 100 カ国以上で実践されている GAP （Good Agricultural Practice : 適正農業規範）の世界標準。
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図表 6　国内における植物工場の推移

（注）毎年3月末時点の数値を計上
 2011〜2013年の値、および太陽光利用型の数値は参考値

出所：（一社）日本施設園芸協会
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ト、人工知能（AI）、ビッグデータ技術が多様な
産業へ応用されている。農業分野においても、以
前から普及している農薬散布ドローンにとどまら
ず、種子散布や農作物の生育状況把握、環境情報
の測定を行うドローンや、トマトやイチゴの自動
収穫ロボット、人工知能を用いた残留農薬量の推
定、牛の体調管理、野生動物の捕獲といった新た
な技術開発が進んでいる。こうした異分野技術と
の融合により日々進化を続けるスマート農業の普
及が、農業の生産性を飛躍的に向上させることが
期待される。

2．スマート農業が抱える課題と期待
今後スマート農業技術を大規模農家だけにとど

まらず小規模農家や新規参入者・企業まで広く普
及させるためには、①システムや機器のプラット
ホーム（共有）化による低コスト化、② IT 機器
に不慣れな高齢者や新規参入者への IT 教育体制
の構築による IT リテラシーの向上、③各農業経
営体が収集したデータの共有化や篤農家が有する
匠の技の数値化・マニュアル化による伝承、が課

題となる。これらの課題に対し、政府主導の下で
環境整備を進めることが必要である。

同時に、農業にビジネスチャンスを見いだした
民間企業の参入を後押しする政策を講じることが
重要である。日本では農業従事者の減少・高齢化
により今後数年で大量離農が発生すると予想され
ているが、これを農地集約による大規模化のチャ
ンスと捉え、一段の規制緩和により企業の農業参
入を促しスケールメリットを生かしたスマート農業
による企業的経営を加速させるべきである。国家
戦略特区に指定された新潟市や兵庫県養父市など
では、特区での規制緩和に注目した都市圏の企業
が次々と農業に参入し、スマート農業の実証実験
も進められている。農業再生という成果が見られる
のは数年後となるが、今後これらの農業ビジネスと
しての成功事例を全国に展開することで、企業と
地方自治体との連携による地方創生を期待したい。

さらには異業種企業の参入と、経済界と農業界
との連携を促進させる政策を講じるべきである。
経済界において素材産業からの農業参入は遅れて
いる印象だが、新素材を用いた農業資材や農業機

業種 企業名 生産品目 備考

電機

パナソニック レタス類 震災で損傷を受けた福島市のデジタルカメラ工場の一部を改装。

富士通 レタス類 会津若松市の半導体工場を転用。自社の食・農クラウドシステム「Akisai」を活用し、低カ
リウム野菜を栽培。

東芝 レタス類 神奈川県横須賀市の旧フロッピーディスク工場内に完全人工光型植物工場を設置。
ローム イチゴ 福岡県の半導体工場内に完全人工光型植物工場を設置。

繊維 日清紡ホールディングス イチゴ 徳島県のデニム工場の跡地を転用し、2011年に完全人工光型植物工場で国内で初めてイチ
ゴ量産に成功。2013年から静岡県藤枝市の工場でも生産開始。

パルプ・紙 王子ホールディングス レタス類 三重県鈴鹿市の研究所跡地に太陽光利用型植物工場を設置。今後は国内25カ所の製紙工場
に植物工場の併設を検討。

化学 三菱樹脂 甘草
農業関連ベンチャーと共同で漢方薬原料の甘草（カンゾウ）の国内量産技術を確立。完全
人工光型植物工場にて苗を短期間で栽培し、畑へ植え替えることで栽培期間を通常の半分
程度へ短縮。安定供給が可能な国産原料として、医薬品・食品メーカーへ販売予定。

その他金融 オリックス

トマト
レタス

サラダほうれん草・
ルッコラ

2004年から和歌山市にてカゴメと共同で太陽光利用型植物工場でトマトを栽培。2014年
から国家戦略特区の兵庫県養父市にて廃校を活用し人工光型植物工場でレタスを栽培。
2015年から長野県八ヶ岳高原にて太陽光利用型の水耕栽培施設でサラダほうれん草類を生
産開始。

不動産 三井不動産 レタス類 千葉大発ベンチャーの「みらい」と共同で千葉県柏市の「柏の葉スマートシティ」に国内
最大級の完全人工光型植物工場を設立。

鉄道 東日本旅客鉄道 トマト
農業生産法人と提携して福島県いわき市に太陽光利用型植物工場を建設、2016年から生産
開始予定。グループ会社（外食、ホテル等）で活用するほか、隣接する系列レストランで
提供、加工・販売する計画。

図表 7　植物工場ビジネスへ参入した主な企業

出所：各社資料、各種報道より筆者作成
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器が農業界の抱える問題解決につながる可能性を
十分に秘めている 9。農業の衰退は待ったなしの
状況下で、基本的に 1 年に数回しか収穫ができな
い農業分野においては、民間企業の開発スピード
とコスト意識が求められていることは疑いの余地
はない。

3．スマート農業を輸出ビジネスに
TPP 始動による競争激化、国内マーケットの縮

小と今後日本農業を取り巻く環境が厳しさを増す
のは確実であるが、世界に目を向けてみると、人
口増加や開発途上国の経済発展に伴う、食生活の
変化による肉類需要の増加、畜産用飼料の増加が
相まって、世界の食糧需要は 2050 年には 69 億ト
ンと、2000 年比で 1.6 倍に増加する見込みであ 
る 10。すなわち世界的に見れば農業は成長産業で
あり、政府も高品質な日本の農作物の輸出拡大を
政策目標に掲げている 11。スマート農業が農作物
の高品質化、高付加価値化を後押しすることは間
違いない。

一方、世界の農業マーケットの拡大は、スマー
ト農業技術が一大輸出ビジネスとなる可能性を秘
めている。日本企業が得意とする高い技術力を武
器に、生産ノウハウやアフターサービスをパッ
ケージ化した輸出体制を構築することで、スマー
ト農業ビジネスの一層の拡大を期待したい。

以上見てきた通り、多様な企業が日本農業の抱
える課題とビジネスとしての農業の可能性に目を

向け始めた結果、スマート農業技術が近年飛躍的
な進化を続け、従来 3K（きつい、汚い、危険）と
呼ばれる日本農業の形を大きく変えようとしてい
る。激変が予想される今後の数年間において、ス
マート農業の本格的な産業化に向けた企業の取り
組みに今後も注目していきたい。
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