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精密農業を用いて食料生産量を上げる 

 

伊藤雄大，進藤魁人，進藤大瑚，近藤大斗  

秋田県立秋田南高等学校 ３年 ７班   

 

現在、世界人口は 70 億人を突破し、今後も増加し続けることが予想される。こうした状況で地

球の限られた農地では、食料不足が今後さらに深刻な問題になることが考えられる。本研究では、

この問題を解決する方法として「精密農業」に着目した。GNSS 自動操舵田植え機やドローンを用い

た「精密農業」を行うことにより、農地あたりの作物の収量を上げるにはどのような方法があるの

か研究した。それらの農業機械を用いた現状を調査し、それに応じて必要な対策・対応をすれば、

収益を 15～30%上げられることが分かった。私たちは、かつて米作日本一競励事業 1)で 10a 当たり

1052kg を収穫し、日本一になった秋田県から、こうした技術を、食料自給率が低い我が国はもとよ

り発展途上国をはじめとする食料不足の地域へ発信することを提案する。 
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Ⅰ 問題の所在 

１ 世界の食料生産事情 

 現在、先進国の間では、農業機械を導入すること

で、効率よく食料生産を行っている。一方で、発展

途上国では機械などを使用せず、自らの手で農具を

使って食料生産を行っている所が多い。 

 今後、世界的な高温や干ばつなどの気候変動、地

球温暖化やエルニーニョ現象、ゲリラ豪雨などで洪

水や平均気温の上昇が起き、農業をするにあたって

厳しい環境が出現し、食料不足を引き起こす可能性

が高いと考える。 

２ 世界の現状と農業 

(1) 人口増加 

  2015 年の世界の人口は約 76 億人である。しか

し、国連の予測によると、2050 年には約 97 億人

に、2100 年には約 112億人にまで増加するといわ

れている。また、それに伴い 2050年には、現在の

1.7倍もの食料が必要だともいわれている。 

(2) 食料不足の実態 

  現在、さまざまな取り組みと努力によって、食

料不足解消が図られている。実際に中南米地域で

は経済成長と社会計画を進めることで食料不足問

題を解決したという。しかし、いまだに多くの地

域の人々が食料不足で苦しんでいる。アフリカで

は、24か国が食料危機状態にある。特にサハラ周

辺においては厳しい状況が続いている。また、南

アジアにおいては、2億 8100 万人もの人々が飢餓

に苦しんでいる。 

 

Ⅱ 問題の背景 

図 1は国別の農業労働者の労働力人口に占める割

合を示している。 

  

図 1 国別の農業労働者の労働力人口に占める割合 

 

これより、エチオピアやケニア、タンザニアなど

の国においては農業労働者の割合が 70%以上を占め

ており、その他のアフリカのほとんどや東南アジア

の国々でも 50%以上を占めていることがわかる。し

70%以上
50～69％
30～49％
10～29％
10％未満
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たがって、発展途上国では農業に従事している人の

割合が高いことがこの資料からみてとれる 2)。 

また、「世界食料農業白書 2014年報告」のなかに

世界の農家の割合を地域や所得グループ、規模によ

って示したデータがある(図 2)3)。 

 

 

図 2 規模別農家割合 

 

そこで農家の割合を農地の規模別に示している

ものをみてみると、全世界約 7割の農家が 1ha 未満

の農地で栽培を行っている小規模な農家である。そ

のため発展途上国で小規模農業を行っている農家

は天候不順や自然災害による影響を大きく受けて

しまい、生活するために必要となる量の食料を十分

に確保できなくなっている。 

 

表 1 世界・人口増加率ランキング(IBRD版)  

 

 

また、人口増加率が高い国は主に発展途上国であ

り 4)、十分な食料が確保できない上、人口が増加す

ることで食料不足をより加速させている。この問題

を解決するために、発展途上国の小規模農家が共同

して精密農業をすることによって、さらに一人当た

りの農地を広げ、安定して今よりも多い収量を得ら

れるのではないかと考える。 

一方で食料生産のために先進的な農業機械や技

術を取り入れている国は多く存在している。例えば、

アメリカ合衆国、イギリス、フランス、オランダ、

オーストラリア、ニュージーランドなどである。ア

メリカなどの経営規模が大きい農場では、適切な量

の施肥や農薬散布ができ、余分な散布をなくしコス

トを削減している。アメリカの大学では柑橘類、サ

トウキビ、トマト、シュガービート、コットンなど

を精密農業で栽培する研究が行われている。また中

西部のコーンベルトでは収量計測や土壌分析、人工

衛星によるリモートセンシングなどが行われてい

る。 

このように先進的な農業機械や技術を用いた農

業は先進国の様々な地域で様々な形で行われてい

る。しかし、前述した発展途上国と呼ばれている国

の多くでは、規模が小さい・収量が低いことなどの

理由から農業機械を用いた農業が行われていない

と考えられる。 

 

Ⅲ 仮説 

食料不足問題解決のために、私たちは精密農業を

広めることを提案する。精密農業とは、ある程度の

大きさの田や畑などの農地を仮想分割し、その区切

られた区画の毎に生育環境を整え、全体として最大

の収穫を得るという考え方である。 

農産物の生産者は、1枚の田や畑といった大きな

範囲で収量の多少を判断する。一方で、精密農業は

1 枚の田や畑を分割し、その区画内で収量の多少を

判断する。細かく区切る理由は、1枚の田や畑の中

でも土壌の状態、すなわち土塊の大きさや養分の多

少や水はけ、作物の生育状態、病気や害虫の発生状

況などが異なり、それらが 1 枚全体の田や畑の収量

に大きく影響を与えるからだ。区画ごとの精密な管

理を行うことにより、収量が少ない原因を取り除く。

これは、どの区画でも最大の収量を得ることにつな

がり、農地全体としての収量増加が見込まれる。あ

わせて、肥料や農薬などの無駄がなくなり、生産コ

ストを減らすことが可能になる。 

また、作物の生育状態をセンシングしながら、施

肥したり、害虫や病気の防除のために農薬を散布し

たりすることで、それらの被害を防いで収量を保つ

順位 国または地域 人口増加率（％）

1 オマーン 9.175

2 カタール 5.602

3 南スーダン 4.145

4 ニジェール 3.854

5 クウェート 3.568
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ことができ、世界的な気候変動にも対応した農業が

可能になっていく。 

 精密農業を日本国内だけではなく、深刻な食料不

足が予想される地域で普及させたいと考える。 

 

Ⅳ 仮説―精密農業の方法 

１ GNSS自動操舵田植え機 

GPS とはグローバルポジショニングシステムの略

称で、複数の人工衛星から発信される電波の到達時

間差から、地球上の位置を算出するシステムである。 

 

 

図 3 GPSの仕組み 5) 

 

一方、GNSSとはグローバルナビゲーションサテラ

イトシステムの略称である。GPS 衛星等の人工衛星

が発信する信号と地上に設置した基準局が発信した

補正情報を組み合わせて、地球上の現在地を測位す

るシステムである。この 2つは似ているが、比較す

ると、GNSSの方が位置情報の精度が高い。 

 

 
図 4 GNSSの仕組み 6) 

GPS 利用による位置情報のずれは、現在地から半

径約 5ｍ以内の範囲だが、GNSS の利用によるそれは、

直進で±2cm の精度で収まる。 

 現在、秋田県大潟村で実証研究が進められている

GNSS自動操舵田植え機を例に取り上げる。この GNSS

自動操舵田植え機の上部に受信機（図 5）があり、

田植え機の位置情報を取得する。また、GNSSを利用

した田植え機の自動操舵を可能にするモーター内蔵

ハンドルと仮想の線の上を正確に走行するためのコ

ンピューターおよびコントローラー（図 6）が付属

されている。 

 

 

図 5 受信機 

 

 

図 6 モーター内蔵ハンドル 

 

GNSS田植え機の利用には 2つの利点がある。 

（1）精度の高い自動直進 

この田植え機を利用する利点は、自動で一直線

に走行することが可能なことである。入手した位

置情報を利用することで地図上に仮想の線を引き、

その線の上を精度高く直進することが可能となる。

従来の田植え機を用いると、行きの行程と帰りの

行程のつなぎの部分の条間は広くなったり狭くな
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ったりする。しかし、位置情報を利用して直進す

る GNSS自動操舵田植え機を用いると、この条間を

高精度で一定にできる。図 7 は GNSS 自動操舵田植

え機を用いて田植えをした田と従来の田植え機を

用いて田植えをした田の収穫後の写真を比較した

ものである 7)。これを見ると、GNSS自動操舵田植

え機を用いた方が、一般的な田植え機を用いた場

合よりも一直線に走行し、つなぎの条間を一定に

保っていることがわかる。このように GNSS 自動操

舵田植え機を用いることにより、正確な田植えが

可能になる。 

     

        従来        GNSS自動操舵田植え機 

図 7 GNSSと従来の田植え時の軌跡の比較 

 

また、GNSSから取得した位置情報と肥沃度センサ

ーを組み合わせれば、さらに効率を上げられる。GNSS

自動操舵田植え機の前輪に肥沃度センサーを取り付

け、コンピューターに走行中の区域が一定量の肥料

を含むためにどのくらい肥料をまけばいいのかを計

算させる。それに基づいて、田植え機後方に取り付

けた可変施肥機を利用して、施肥をする。すると、

田のどこでも過不足なく肥沃にすることができ、収

量増加につなげられる。さらに、コンバイン収穫時

の作業能率低下の原因となる稲の倒伏を防ぐことも

可能となる。このアイデアは、ヰセキ農機で実用化

されている 8)。 

 

 
図 8 自動操舵田植え機を用いた田植え 

 

（2）落水量の削減によるコスト削減と環境保全 

一般的には代かき後田植えをする前に排水をし

て水位をさげる必要がある。それは、次の行程の

つなぎの条間を一定に保つための目印として、マ

ーカーと呼ばれるものを使っているからだ（図 8）。 

 

 

図 9 マーカー 

 

マーカーは、土壌表面を回転しながら土を少しえ

ぐるようにして目印をつけるものだ。これは、田の

中に入っている水の水位が高いとうまくえぐれない。

また、目印が水の上に出ていないと見えなくなる。

こうなるとマーカーが役に立たなくなり、補助者が

あぜから田植え機の走行位置にポールを立てて、補

助したり、オペレーターの経験と勘で走行したりす

る必要性が出てくる。 

しかし、その排出される水には、もともと土が含

んでいた養分や事前に散布した肥料分などが溶けて

いる。「東北農政局の水田の水管理及び施肥方法の違

いによる流出負荷軽減の効果について」9)によると、

排水量を 28%に減らしたところ、窒素やリンの排出

量をそれぞれ従来の 16%、8%に抑えることができる

ことがわかる。 
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図 10 代掻き回数による排水量と負荷量 

 

水の排出は肥料分の無駄となるばかりでなく、河

川や湖などの富栄養化を引き起こす。富栄養化が進

行すると、アオコ等の発生の原因になりうる。実際

に、大潟村の八郎潟残存湖では、農地から排出され

た水による富栄養化が原因とみられるアオコの発生

がたびたびみられる。GNSS 自動操舵田植え機は自動

で直進運転をするので、マーカーを使う必要がなく、

田植え前の排水が不必要である。よって、GNSS 自動

操舵田植え機を利用すると、肥料分の流出の防止と

施肥量の削減ができるため、コスト削減と環境保全

をすることができる。 

２ ドローン 

 これまで田や畑の上空を飛行して行うセンシング

や農薬・肥料の散布には、農業用無人ヘリコプター

が使われてきた。近年、多翼の UAV(無人航空機)と

して、ドローンが実用化された。ドローンの特徴は

これまでの農業用無人ヘリコプターと比較すると、1

割程度の低価格で入手でき、操作が簡単であるとい

うことだ。また、農業用無人ヘリコプターと比較す

ると、多翼で安定した飛行が可能なため、高精度な

空撮などの作業をすることが可能である。一言に空

撮と言っても様々な空撮がある。水分量を解析でき

るカメラやサーモグラフィカメラ、一般的なカメラ

を使っての真上からの空撮や角度を付けたうえでの

空撮などだ。これらのデジタル空撮画像は、明暗や

コントラスト調節、3D画像の生成といった加工をす

ることによって、人が田の中に入らないと情報入手

が不可能な田中央部の稲や真上からではわからない

稲の根もと、重なってしまって分かりづらい葉の状

態を確認することができる。また、田の区画毎の水

分量・温度、稲がどのくらい盛んに光合成をしてい

るかといった情報も得られる。これらの情報は、稲

が今どのような状態にあるのかを分析するのに役立

つ。 

 

図 11 ドローンからの空撮で圃場の生育状況を判断 

 

Ⅴ 仮説検証 

朝日新聞社が主催して（農林省が支援）1949 年か

ら 1968 年に実施された米作日本一競励事業による

と、水稲の最高収量（秋田県の農家、工藤さんの記

録）は 1960 年に記録された 10a 当たり、1052kg で

あった。これは 2017年の全国平均収量（532kg）の

約 2倍である。このことから、現在よりも収量を上

げることが十分に可能であることがわかる。 

では、精密農業の導入はどのように収量を上げる

のか。 

GNSS自動操舵田植え機は、先述の通り、GNSSを使

って取得した位置情報をもとに直進走行し、条間を

一定に保つことで正確に、センシング、田植え、施

肥を行うことができる。これは、一株の稲が根を張

れる領域や生育する空間を一定にしてすべての稲の

生育具合を整え、病気や害虫の発生・拡散を防止す

ることにつながり、ひいては、収量増加につながる。 

 

 

図 12 空撮画像をもとにした稲の生育状態の把握 
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しかし、機械を導入するための費用が高額である

という課題が残る。GNSS自動操舵田植え機は、GNSS

による位置情報を得るための設備に現状では 200

万円程度の追加費用がかかる。 

そこで私たちは、以下の方法でこの課題を解決す

ることを提案する。 

GNSS による位置情報を得るための設備は複数人

での共有が可能である。GNSS による正確な位置情

報を得るための基準局は、発信源から約 10ｋｍ離

れていても安定して受信できる(7 階の建物の屋上

にアンテナを設置した場合)。このことは、1 つの

集落が GNSS による位置情報を得るための設備を共

有できる可能性を示している。多くの人が 1つの機

械を共有することによって、費用の負担を減らすこ

とができる。 

また、共同で GNSS 自動操舵田植え機を利用して

機械除草および追肥をすることで、コスト削減につ

ながる。機械除草とは、田植え機の後方の田植えを

するためのユニットを機械除草専用のユニットに

交換して、爪が付いたローラーのようなもので除草

するというものだ。機械除草は、雑草を減らし、収

量にも大きな影響を及ぼさないことが証明されて

おり 10)、除草剤の使用量を減らし、コスト削減がで

きる。 

さらに、機械除草をするのと同時にセンシングと

追肥を行うことも提案する。機械除草の回数分だけ、

稲の生育に合わせて精密に施肥する回数を増やす。

これにより、田内の肥料分を均一に保つことができ、

全体としての収量増加につながると考える。加えて、

機械除草によって生産が実現する減農薬の米は他

の米にはない減農薬という特徴により、高値で販売

できる可能性もある。 

農業機械は 1年を通して使用するのではなく、種

類により使用する時期が決まっており、ある時期

(田植え機なら 5 月頃)しか使用しないが、コントロ

ーラー、受信機は 3～4 月に田を耕すトラクターや

9～10月に稲を収穫するコンバインなどに付け替え

て使用できる。トラクターに付け替えたときには、

自動走行によって、オペレーターの負担を大幅に減

らせるほか、夜間の作業などにより、効率が上がる

と考える。コンバインに付け替えると、自動走行し

てオペレーターの負担を減らせるのはもちろん、ど

こでどのくらいの収穫量を得られたかや、刈り取っ

た籾の水分量のデータを取得できる。これらのデー

タは、籾の乾燥作業や来年の耕作計画を立てるのに

役立つ。 

また、GNSS自動操舵田植え機を用いることによっ

て、田植え前に排水をしなくてもよい。先述の通り、

排水しないことで、土壌がもともと持っている肥料

分を稲が使うことができる。それにより、追肥の量

を減らすことができ、ひいてはコスト削減につなが

る。 

精密農業を既存の農法と組み合わせることも作物

の収量、収益を上げる 1つの方法だと考える。組み

合わせる既存の農法の候補として、密播疎植 11）を取

り上げたい。密播疎植とは、育苗の際に一箱に多く

種籾を播くことで苗箱数を減らす技術である。通常、

一枚の苗箱に播く種籾は 130～180ｇである。それに

対して、密播疎植では一枚に 220～250ｇの種籾を播

く。この技術には 2 つの利点がある。 

一つ目は、省力・低コストで農業を行うことがで

きることである。通常の農業方法と比較すると、10a

あたりに必要な苗箱数は通常の農業方法では 20 箱

であるのに対し、密播疎植ではわずか 6 箱である。

それにより、苗運びに要する労力がさらに軽減され、

育苗に必要なコストを削減することができる。また、

労力が軽減されることで、育苗用のハウスの規模を

変えずに田植え可能面積を拡大することもできる。 

 

表 2 密播疎植の栽培試験結果・必要苗箱数の比較 

試験区 
密播 通常播種 

慣行 
疎植 疎植 

必要苗箱数  

(箱/10a) 
6 10 20 

播種量(g/箱) 225 180 180 

栽培密度   

(株/坪) 
37 37 63 

田植使用苗箱 

(箱/10a) 
6.3 9 －12) 

収量(kg/10a)13) 526 546 525 
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二つ目は通常の農業方法と同量の収量を得ること

ができることである。ヰセキ東北山形支社が実施し

た栽培試験の結果によると、通常の農業方法では

10a あたり 525 ㎏の収量を得ることができ、密播疎

植では 10aあたり 526㎏の収量を得ることができた

ため、通常の農業方法と比較しても、同等の収量を

示したとある。 

以上のことから、精密農業と密播疎植を組み合わ

せることで、通常の農業方法と同量の収量を得るこ

とができ、その後収量が上昇傾向に向かうと考えら

れる。しかし、密播疎植を行う場合、苗質の低下や

根張りが不十分となる可能性がある。その対策とし

て、精密農業の生育状況に関するデータを参照して

植物が欲しているものを与えればよいのではないか

と考える。また、精密農業を実施することで過去の

栽培のデータを得ることができる。そのデータの中

で特に、土壌環境のデータを参照すると、栄養不足

な土壌を避けることができ、密播疎植で起きると思

われる連作障害 14）の防止に繋がると考える。 

これらの方法を用いれば、機械を導入するための

費用が高額であるという課題を解決できると考える。 

ドローンによる空撮画像から得られた情報をも

とに稲がどんな生育状態にあるのかを分析したう

えで、肥料、除草剤等の薬剤をまくなどの対応をす

れば、肥料や農薬の効率的な利用や収量増加につな

がるのは間違いない。実際に、ヤンマー株式会社の

調査では、ドローンによるセンシングに基づいた精

密農業を行うと、収益を 15～30%上げられると試算

している。15)また、ドローンは、スマートフォンと

連動させた操作が可能なため、比較的容易に作業を

行うことができる。私たちも秋田県立大学でのフィ

ールドワークでドローン操作の体験をしたが、農業

体験のない高校生でも比較的容易に操作ができた。

そのため、導入は容易であると考える。 

しかし、ドローンを用いて日中に空撮を行った場

合、撮影日や時刻が異なると正確な色が判別できな

いという問題がある。これは、雲の有無、太陽が刻々

と移動して高度が変化し、植物やその周りに当たる

光の向きや量が絶えず変化し続けることに起因す

る。色が判別できないと、正確なデータを集められ

なくなるため、大きな問題である。 

そこでドローンの空撮画像の色を判別するため

の方法として、夜間の飛行を提案する。日没後、ド

ローンのライトを点灯させ、空撮を行うことで、ド

ローンのライト以外の光の影響を最小限に抑え、よ

り正確な色を判別することができると考える。これ

により、作物の生育状況が正確に測定できる。ただ

し、現在、ドローンをはじめとする無人航空機を日

没後から日の出前に飛行させるためにはあらかじ

め地方航空局長の承認を受ける必要がある。実際に

申請をして、ドローンでの夜間飛行の許可が出た事

例が複数ある 16)ため、申請をすることによって許可

をもらえると考えている。 

 

Ⅵ 結論・考察 

精密農業は、収量を上げる。しかし、発展途上国

をはじめとする食料不足、もしくは食料不足が予想

される地域に精密農業を伝えるには、まだデータが

不十分なため、精密農業を実証する必要がある。秋

田県で実験を重ね、精密農業の導入が収量を上げる

ということを実証し、発展途上国に広めたいと考え

る。 

現在耕作が行われている農地で、精密農業によっ

て単位面積当たりの収量を上げられれば、今よりも

狭い範囲で同じ収量を上げることができる。そして

その余った農地と労力で商品価値の高い作物を栽

培することで、農家の収入を上げられる。これによ

り、精密農業のための設備へのコストを回収してい

くことができると考える。 

これには、精密農業を用いて生産した作物を広め

る発展途上国の環境に適応するかの実証が必要だ。

それが可能ならば、生産量が上がることが実証され

た作物を生産することによって、収量・収入を上げ

ることができる。 

上記の手順で食料自給率が低い我が国はもとより

発展途上国をはじめとする食料不足の地域へ発信し

たい。 

しかし、精密農業は導入コストが高いという課題

がある。初めにこの問題の解決方法について考察し

た。様々な事例を提示しながら、コスト削減の方法

を 4つ提案する。 

① 発展途上国の補助金の利用 

発展途上国では国からの補助金等の利用を提案し

たい。発展途上国では、補助金の多くが工業面に与
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えられ、農業面のそれは少ないところが多い。しか

し、食料不足問題が深刻化しつつある現在では、農

業にも補助金を増やし、食料不足問題の解決を図る

ことの必要性に迫られている。私たちはその補助金

を利用し、機械化と精密農業の導入ができればよい

と考えている。 

② 精密農業のセンシングの利点を用いる 

ある研究で精密農業を利用しジャガイモを栽培し

た時、殺虫剤を 23%、窒素肥料を 15%抑えることがで

きた。また、オリーブを栽培した時、カリウム肥料

を 31%、リン酸肥料を 59%、石灰を 86%抑えることが

できた。つまり、この分の肥料費を節約できるとい

う事だ。必要な分の肥料をセンシングし、余分を作

らない精密農業ならではの利点と言えるだろう。 

③ 農作物のブランド化 

佐賀大学と佐賀県茶業試験場が協力して行った、

「衛星の恵み」の栽培の例だ。精密農業を用いてお

茶を栽培し、消費者に栽培状況をインターネットで

公開した。これにより「衛星の恵み」は安全で高品

質なブランド茶として消費者に認められ、売上は

25%増加した。また、生産者の生産意欲を高くするこ

とにも成功した。 

④ クラウドファンディング 

クラウドファンディングとは、不特定多数の人が

通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の

提供や協力などを行うことを指す。これを農業に活

かすのである。実際に農業に関してのクラウドファ

ンディングが行われている。初めて農業をする人の

ための支援を目的としている。大きな効果をもたら

すクラウドファンディングは初期投資の大きな支え

になるのではないだろうか。 

これら 4 つの方法でコストの問題を解決したいと

考える。 

先述の通り、私たちが最終的な目標とする、「精密農

業を世界に広げる」ということを実現させるためには、精

密農業を実証することが必要不可欠であると考える。そ

のため、次に、精密農業をどう実証するかについて

考察した。 

私たちは精密農業を秋田県で実証することを提案す

る。 

精密農業は先述の通り、現在、日本ではほとんど普

及しておらず、実践例が非常に少ない。精密農業が普

及しない原因として、以下の 3つがあると考える。1つ目

は、最先端の農法であり、普及するのに十分な時間が

経っていないということだ。これは、時間が経ち技術が

進歩すると容易に解決できると考える。2 つ目は、情報

通信技術を利用するためには、知識がなければ扱いづ

らく、有効に使えないこともあるということだ。3 つ目は、

日本は各農家や法人が管理する面積が他の国に比べ

て少ないために、コストの面から、導入のハードルが高

いということだ。 

日本では、全国的に農業就業者が減少しており、こ

の傾向は秋田県においても同様である（表 2）。農業就

業者の減少は、農業生産物の減少と耕作放棄地の増

加をもたらす。秋田県は米の生産量が全国第 3 位

（2017）であり、秋田県の農業生産量減少は全国に影響

を与えることが予想される。また、「2015 農林業センサス」

によると耕作放棄地は 5 年前から 29.4%増加していて、

農地の放棄が進んでいる。使われなくなった農地は、病

害虫や野生の動物の住処になったり、雑草が多く生え

たりすることで、その土地が周りの使用中の農地や集落

に悪影響を与える。 

秋田県の農業就業者の減少は、農業就業者の高齢

化と跡継ぎがいないことが主な原因であると考える。高

齢化は避けることができないため、これからはいかに世

代交代をしていくかが課題である。農業就業者を増加さ

せるためには農業の収入を増やさなければならない。 

 

表 3 秋田県における農業就業者の推移 

    

 

上記の問題のうち、導入ハードルの高さと跡継ぎ不

足は解決したい。そのためには、農業法人を設立し、農

地の集約・拡大を行い、精密農業を用いて耕作すること

で問題を解決できるのではないか。大規模化により農

年 人数（人）

1990年 115,042

1995年 100,108

2000年 98,498

2005年 91,068

2010年 71,805

2015年 54,827
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業生産量が増え、農業収入が増加する。また、農業機

械の使用効率が上がり、精密農業の導入ハードルも下

がると考えている。 

前述のとおり、精密農業は、広い農地を管理すること

に長けている。法人を設立し、農地を集約すれば、精密

農業を利用し、効率よく農地運用、食料生産できる。使

用する面積が増えれば、農業生産量が増え、利益も増

える。これによって、今ある農家を継ぐ人や新規参入者

も増加すると考える。 

法人を設立することで以下の二つのことも可能になる

と考える。一つ目は、農地の使用率の維持・向上と農業

機械の使用効率の向上ができることだ。先述の通り、現

在、耕作放棄地が増加し続けていて、農地の使用率は

低下している。しかし、そういった農地を法人が使用す

ることで、農地の使用率の低下を食い止める。また、耕

作放棄地を再利用すると使用率は上がる。法人には農

地利用の委託がしやすいようで、ある法人では、実際に

農地の利用委託があるそうだ。農業機械は用途が限ら

れていて、使用する時期が限定されている。そのため、

１機の農業機械でより多くの面積を耕作することで使用

効率を向上させることができ、ひいてはコストダウンにつ

ながり導入ハードルが下がる。  

法人を設立することによって可能になることの二つ目

は、6 次産業化ができるということだ。6 次産業化とは、

今までの農家が生産するのみにとどまっていたものを、

生産から販売までを 1つの法人で行うというものだ。6次

産業化によって、生産を行う法人と消費者が直接接触

することになる。その接触の中でニーズがわかる。消費

者が求める作物とそれまでに生産してきた作物の両方

を生産することを提案したい。特定の作物のみを生産

するのはリスクを伴う。異常気象が起きたり、病気や害虫

が大量発生したりすると、その作物の生産量が著しく減

少する可能性がある。平常時の生産量が多ければ多い

ほど影響が大きいことは容易に考えられる。そういったリ

スクを減らし、利益を安定して得るためにも、いくつかの

作物を生産することは都合が良い。また、一般的に畑作

をした次の年に水稲を生産すると生産量が上がることが

知られている。以上の理由から、精密農業を用いた複

数の作物の生産は 6 次産業化の 1 つのメリットと考え

た。 

以上より、秋田県で農業法人を設立し、精密農業を

利用して、多くの農地を耕作することは、精密農業のデ

ータを集め、実証すること、農業就業者の減少を食い止

めることに対して、有効な手段であると考える。 

最後に、精密農業を広げる国について考察した。 

精密農業を広める国の一例としてタンザニアを挙

げる。「世界の飢餓状況 2015」によるとタンザニア

は栄養不足人口の割合が 25～34.9%の高いという分

類をされており、人口増加率も 2013 年には 3.030%

で 13 位と世界全体でみて比較的高い位置付けであ

ることから、食料需要の増加が見込まれる国の一つ

であると考えた。他国へ精密農業を普及させようと

した場合いくつか考えなければならないことがある。 

第一に精密農業そのものを理解してもらう必要が

あるために、現地の農家に説明しなければならない。

そこで言語の壁を懸念したが、タンザニアの 2015

年の識字率は男性 83.2%、女性 73.1%、全体でも 73.1%

であり比較的高いほうである。 

また、国語としてスワヒリ語、公用語として英語

が用いられていることから、言語の点だけでみてみ

ると日本で行った精密農業を私たち日本人が直接タ

ンザニアの人々に伝えることも可能であろう。 

さらに、タンザニアを含むアフリカ全体で携帯電

話の契約者数が増加しており、タンザニアで 2000

年には 12万件であったが 2013年には 2700万件まで

増加した。このことから、携帯電話を所持している

人がタンザニアで増加しており、それを利用すれば、

現地に赴かなくても、通信などを活用して直接現地

の人々とやりとりが可能になる。それにより、人力

で行うことができる技術や、ドローンを用いる技術

を伝えたり、さらには、生育状況等のデータを容易

にやり取りしたりすることもできるため、私たちが

現地にいなくとも、作業の管理や指示を行うことが

可能であろう。 

日本から ODA として、タンザニアに向けて道路や

交差点などのインフラ整備や灌漑開発などの農業分

野への支援が行われている。このような支援をもと

に精密農業を普及させることも可能であるが、まず

は手作業で行える技術を普及させ、ある程度利益の

増加が見られたら段階的に機械を導入していくとい

う手順も普及方法のひとつであろう。 

 

Ⅶ 今後の展望 

精密農業は、収量増加などについて、実験段階で
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あるといえる。そのため、精密農業を世界へ広める

ためにはまず、先述のような実証を進めて、データ

を集め、精密農業はどの程度、作物の収量を上げる

のかを検証し、示すことが第一段階として必要であ

る。その検証をしてはじめて、精密農業が日本、そ

して世界に自信を持って発信できる技術として確

立できると私たちは考える。 
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/products/sentan/sentan-01/ 

9) 水田の水管理及び施肥方法の違いによる流出負荷軽

減の効果についてより作成. 

10) 米ぬか土壌表面処理と機械除草の組み合わせによる

無除草剤水稲栽培技術、機械除草の時期および回数が

コナギの抑草効果と水稲収量に及ぼす影響など. 

11) ヰセキの営農情報:密播疎植栽培より 

12）圃場一部での実施のためデータ無し. 

13) 坪刈りによる調査. 

14）同一作物の連作によって起こる各種の障害.生産減

退・品質劣化など.多くは土壌伝染性の病害による. 

15) 日本経済新聞.空から診断・追肥 ヤンマー、ドロー

ンで農作業を変えるより 

16) 【最新】ドローン許可申請専門サイト.(http: 

//naka4.com/drone/) 
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