AI・ビッグデータによる進化のスパイラル
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日本の気候風土は多様である。そこで営まれる農業も、地域性に対応して水田、畑、果樹、畜産など多様な
形態がある。さらに農家1戸あたりの耕作面積も多様であり、1ha以下の小規模な農業から500haを超える大規
模農業まで様々である。これらの多様な農業の全てに対して自動化・無人化を実現するには時間がかかるが、
大規模農業においては一気に進むことが期待される。農業の自動化・無人化で産み出される時間などのリソー
スを新しい農業や新しい産業の創出に振り向けることで農業自体の進化が加速すると同時に、飢餓ゼロ社会、
健康長寿社会の早期実現が期待される。

できる程度の価格で販売するには、量産化が不可欠であ

1. はじめに
日本は東西3000km、南北3000kmの長さがあり、その

る。一般に工業製品の製造は1000個単位であり、1000台

7割が山間地・中山間地域である。作物の適地は環境に

単位で売れる市場確保が課題となる。また、都市近郊農家

大きく依存するが、日本人の過半数は都市に居住している

は都市住民向けの多種多様の作物を生産しており、その一

ため、日本人が有する農業のイメージは都市近郊で見られ

つ一つに対応できるロボットの開発が必要となる。

る農業である。例えば、そのイメージは、小さな農業機械

近年は、3Dプリンタ等を活用するパーソナルファブリ

あるいは鋤や桑で高齢者が畑を耕す姿であろう。こういっ

ケーションによるハードウェアの製造とオープンソース

たステレオタイプ的な農業へのイメージは、アグリビジ

の人工知能ソフトを組み合わせることで小ロット生産が

ネスに新規参入を目指す企業や起業家、新規就農者に対す

可能であり、センサネットワークのような農業用IoTでは

るミスリードを惹き起こすリスクがある。

自作も可能である[1]。しかし、農業機械やロボットに関し

実際のところ、新規ビジネスや研究開発のアイデアは

ては、多様な作業に対応した作業機の開発や汎用的に使用

自分が見かけた範囲での「 お困り案件 」が発端となること

できる人工知能ソフトウェアの開発などで課題が山積して

が多い。農家が腰を曲げてネギの収穫する姿を見かける

いる。現在の人工知能は汎用性が不十分であり、現場で使

と、「 ネギの収穫を自動的に行うロボットを作って売れば

えるようになるまでにはかなり時間がかかると思われる。

儲かるに違いない 」というアイデアが湧いてくる。ところ

そのため、小規模農業で必要となる多様な作目や農作業に

が実際に試作機を作っても、高齢者はなかなか使ってく

十分対応できるようになるのは2050年頃ではないかと

れない。しかも、手作業でできるくらいの栽培面積だと

筆者は予想している ( 表1 ) 。

ロボット化のメリットは少なく、購入意欲が起きにくい。

その頃になると都市近郊あるいは都市内の農業は更に多

様々の障害を乗り越えてロボットの開発に成功したとし

様化し、新品種開発を含む様々なホビー農業なども登場し

ても、それを実際に製品化し、小規模な高齢農家が購入

ているだろう。また、適度な農作業はワークアウトの一種
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として健康ビジネス産業の一部に取り込まれて行くこと

作業のロボット化やICTの活用に対してはニーズがます

が予想される。現在でも健康のために小規模な農業を

ます高まっている。例えば、ドローン、衛星、生育・収量

行っている高齢者は多い。そのような高齢者にとっては

センサを搭載した農業機械で収集した画像や収量・生育

農作業の完全自動化は特に必要ではないが、過重な労働

データを用いて農場の収量・生育マップを作成し、施肥量

の軽減は望まれている。今後は都市住民にも健康に資す

を減らしても収量が減らないエリアが分かれば、そのエリ

る美味しい農産物をバランスの取れた運動となる農作業

アの施肥量を減らすことで生産コストを削減できる。これ

によって生産したいというニーズが増えると思われる。

は可変施肥と呼ばれ、大規模農場ではそのコスト削減効果
は大きい。同様に、可変農薬散布によるコスト削減と環境

表1 農業の変遷

に負担をかけない農業も期待されている。
十勝でできていることは、当然ながら他の地域でも不可
能ではない。本州以南では担い手不足と耕作放棄によって
農地の集約化が少しずつ進んでいるため、こういったス
マート農業技術による生産性の向上が期待できる。ただし、
多数の小さな農地が離れているという問題がある ( これは
「 分散錯圃」と呼ばれる)。分散錯圃だと、「 農地間の移動
に時間がかかる(30分以上かかるケースもある) 」、「 作物
の生育状況の見回りがこまめにできない」、「 大型農業機
械が使えない」
、
「不法投棄や盗難のリスクが増える」と
いった問題がある。このような問題のいくつかは、IoTで

2. スマート農業
日本の農業は欧米の農業に比べて生産性が低く、IT化

解決が可能である。

も他産業に比べて遅れているというイメージがあること
は否めない。実際、高齢化は年々進み、最新のICTの活

3. IoT、ビッグデータ、AI

用も容易でない。そのため、日本の農業はカロリーベー

栽培技術の改善、新品種の開発、農学の研究には、作物

スでの自給をあきらめ、工業製品の輸出とシャインマス

の生長に関するデータと生育環境のデータが大量に必要で

カットのような高級品の生産に特化すべきであると考え

ある。データを用いたスマート農業はデータ駆動型農業と

がちである。しかし、十勝の大規模農業を知ると、実際

呼ばれる。例えば、ドローンやセンサネットワーク等で

にはそうではないことが分かる。

収集したビッグデータを用いた機械学習によって、雑草

現在、十勝の一戸当たりの農地面積は50ha程度であり、
イギリス(79ha )、
フランス(53ha)やドイツ(56ha )に近い。

や害虫の識別、作物の生育診断、栽培方法の改善などが
期待される。

十勝の農家は主に家族経営であるため、更なる大規模化

しかし、農業アプリや農業機械が集めた作業履歴デー

には農業機械の自動化・無人化が望まれてきた。近年は

タなどはフォーマットがばらばらであり、そのデータを

RTK－GPSと自動操舵機能を有する自律走行トラクタが実

集めてビッグデータにすることは困難であった。そこで

用化し、100haを超える農地の耕作も一人でできるよう

農業データを統合するプラットフォームとして、CLOP

になった。そのため、100ha以上の農家が急速に増えて

( CLoud Open Platform ) と命名したデータ連携基盤を開発

おり、アメリカの平均耕作面積 ( 170ha ) に近づいてきて

した [3]。これは、その後、内閣府SIPプロジェクトで拡張

いる。

され、
xCLOP (eXtended CLOP )へと発展した。SIPプロジェ

十勝でも農家戸数は年々減っているが、生産性の向上
によって農業生産額は右上がりである [2]。そのため、農
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インも変化して来た。現在のフィールドサーバは、クラ
ウドサービスを行うNAS、高速計算用GPU、高解像度カ
メラ、複数の環境計測モジュール、4G/5GWi－Fiルータ
が搭載できるようになった。また、ソーラーキュービクル
( ソーラーパネルをキューブ型に組み合わせることで設
置を容易にした太陽光発電システム ) を開発し、必要に
応じて野外でも十分な電力が得られるようにした。その
結果、フィールドサーバはその名称の通りの野外設置用
① CLOP ( CLoud Open Platform )

サーバになっている。野外に設置された複数のフィールド
サーバはWi－Fi6や5Gなどの無線回線で接続されており、
再生可能エネルギーのみで駆動される分散型マイクロ
データセンターとして利用できる。
フィールドサーバやドローンを用いた農業ビッグデータ
の研究として、2015年から2021年まで、JST CREST (ビッ
グデータ応用領域 ) において、「 フィールドセンシング
時系列データを主体とした農業ビッグデータの構築と新
知見の発見」の研究プロジェクトを実施した [5]。この研究

② xCLOP

プロジェクトでは、作物の生育及び生育環境に関する大量
の時系列データを自動的に収集する手法、得られたビッグ
データから栽培技術の改善や育種の効率化のための有用な
新知見を発見する手法の開発を行った。具体的には、東大
及び農研機構のグループは作物・環境・植物共生微生物に
関する時系列データの収集手法、筑波大のグループは安全
性を考慮したドローンの開発と得られた画像の超解像化を
行った。NECソリューションイノベータグループは、
ドロー
ンを用いたフェノタイピングを行う統合ツールを開発した。

③ WAGRI
図1

農業におけるデータ統合基盤の開発

データ駆動型農業を行うには、農業機械や衛星が収集
したデータだけでは不十分であり、農場の気温等環境
データや作物の生育状況に関するデータが必要である。
これらのデータ収集は人手に頼っておりボトルネックで
あった。そこで、気温、湿度、日射量等を計測する複数

2001年

のセンサ、カメラ、中継機能のあるWi－Fiルータ、ファン

2003年

2020年

図2 フィールドサーバ。ICTの進化に対応して
フィールドサーバの機能も拡充された。

( 通風によって気温・湿度を正確に測定し同時に内部の冷
却を行う ) を一つの筐体に格納した「 フィールドサーバ 」
を開発してきた (図2 ) 。

このプロジェクトにおいて、大規模農場の全体にフィー

ICTの進歩とともに、フィールドサーバの機能とデザ
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的にも難しいことを痛感した。そこで、大規模農場の一角

開発と農業の自動化・無人化は不老長寿ビジネスの発展

にデータ収集を行う小さなデータ収集専用農場を作り ( 小

のために、必要不可欠な要素であると考えられる。

さいといっても東京近郊の農家圃場より広い ) 、そこで

自動化・無人化で仕事が減少する一方で、「 働かざる者

詳細な実測値 ( グラウンドトゥルースデータ ) を収集する

食うべからず 」という倫理的規範が存在するため、仕事を

ようにした。この農場は作物を収穫するのではなく、デー

確保しないと「 食っていけない」という状況に陥る。その

タを収穫する農場であることから「 データファーム 」と

ため、ブルシットジョブと呼ばれる無駄な仕事を作るか、

呼ぶことにした ( 図3 ) 。

何か新しい価値を持った仕事を創り出す必要がある。ユー
チューバーやプロゲーマーは旧来の「 遊び」を「 仕事」とす
る動きの先駆けであろう。しかし、ICT ( AIやロボット )
の進歩は今後も続き、仕事づくりのためのブルシット
ジョブが増え、ストレスも増えそうである [7]。このような
状況の中で、農業の無人化・自動化は、「 働かざる者食う
べからず 」という規範を根底から変えることができる。こ
のルールチェンジを活用することで、ブルシットジョブ

図3

の呪縛から逃れられるのではないかと期待している。

データファーム

4. 新しい農業と長寿化

5. おわりに

宇宙旅行と不老長寿は長らく、
「 遠い未来の夢」であった。

20世紀後半の農業 (表1のAgriculture 3.0 ) は農薬、化学

ところが、近年は、宇宙ビジネスが急速に発展し、その

肥料、品種改良によって収量を向上させ、起伏のないフ

市場規模は40兆円といわれている。不老長寿の研究も

ラットかつ大規模な農場で大型機械を用いることで生産

加速度的に進んでいる。近い将来、宇宙ビジネスに匹敵

性を上げてきた。現在のスマート農業 ( 表1のAgriculture

するビッグビジネスとなるだろう。例えば、ハダカデバ

4.0 ) での自動化技術は小規模な農地よりも大規模な農地

ネズミがガンにならないことからガンの研究者から注目

でより有効である。これは、
工業製品の製造と同じであり、

を浴びてきたが、Googleが設立したバイオベンチャーの

規模のメリットは依然として大きく、誰もが同じ作物を

Calicoの研究では、ハダカデバネズミが不老であること

生産するのであれば、大規模農業が当然有利である。

が報告されている。老化は除去可能な遺伝的機能である

しかし、小規模農業でも多様な作物を生産するニッチ

ことをハダカデバネズミの存在が示している。また、ガン

を見出すことで収益を得ることはできる。そのためには、

と哺乳類の老化には進化科学的にみて密接な関係があり

「皆と同じことをする 」という同調圧力を跳ねのけて、

そうである。例えば、ガンや老化によって世代交代が適

ニッチを開拓する必要がある。大規模農業よりも小規模

度に進むことで、環境変化への適応が可能となる。しか

農業の方がベンチャー精神を必要とするが、古い農村文

し、環境変化に対する適応を科学技術でできるように

化が残る地域では「出る杭は打たれる 」という雰囲気が

なった人類にとっては、ハダカデバネズミのように長寿

強い。村社会では目に見えない同調圧力のプレッシャー

化した方がメリットは大きい。

がある。周囲の反対を押し切って新しいことにチャレン

近年の少子化でかつて予想されていた人口爆発による

ジして、もし失敗したら厳しく批判され、二度とチャレ

飢餓のリスクは減ったが、人類の不老長寿化がビジネス

ンジはできなくなる。これが日本の農業をなかなか改革

として拡大すると再び人口爆発による食料不足が懸念さ

できない遠因になっていると思われる。

れる。人口に見合った空間と食料が確保できれば、人類

北海道、特に戦後から本格的な開拓がはじまった十勝

の不老長寿化を阻むリスクはなくなる。すなわち、宇宙

エリアではまだフロンティア精神が残っており、「失敗
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してもチャレンジしたことが評価される 」という雰囲気
がある。そのため、新規性の高い農業研究との相性が非
常に良い。そこで、農業ビッグデータの研究では十勝の
更別村に研究拠点を設けて研究して来た。その結果、様々
な相乗効果が得られた。
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