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□ 市場トレンド

　従来の農業ロボットは、作業支援ツールという意味合

いが強かったが、ハードウエアとソフトウエアの融合に

より、さらなるインテリジェント化が図られ、自律移動や

画像/音声の解析などもできる頭脳を持つ農業ロボット

に変わり、作業の肩代わりを担うようになってきている。

　米調査会社MarketsandMarketsの調査によると、農

業ロボット関連の世界市場は、2017年から2022年にか

けて平均年率20.71％の高成長で推移し、2022年に128億

米ドル市場に達すると予測されている。また、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の調査によると、

日本の農業ロボットの市場規模は、ここ15年間で6倍の

成長となり、2035年には約2600億円まで拡大すると推

計されている。

　欧米では、世界の爆発的な食料需要の増加や環境配慮、

健康志向の高まりが見込まれる中、農業分野における労

働力不足対策やさらなる大規模化による効率化を図るた

め、ロボット、人工知能（AI）、IoT（Internet of Things）、

ドローンなどの先端技術と農業技術を組み合わせ、省力・

高品質生産を実現する「スマート農業」の普及に期待が

寄せられている。米国の食農関連ベンチャーキャピタル

の調査によると、ベンチャー企業による食料および農業

分野への投資額は、2013年の9億米ドルが、2015年には 

5倍の46億米ドルに増加した。

　一方、日本では農業分野の労働力不足や人手に頼った

重労働、生産性の向上などの課題を解決していくため、

スマート農業の導入による効率化やデジタル化の対応

が急務となっている。政府は、「農林水産業・地域の活力

創造本部」の会合において、スマート農業の導入により

2025年には稲作の労働時間を約50％短縮、収穫量は約

15％向上、米60kg当たりの経営コスト約20％削減の将

来像を示している。また、2019年6月に内閣府より公表

された「統合イノベーション戦略」では、2025年までに

スマート農業技術の国内外への展開による1000億円以

上の市場獲得を目標としている。

　担い手の世代交代が進めば先進農業の普及も加速す

ると見られているが、大幅なコスト削減や単収の増加な

ど、生産者がいかに導入メリットを実感できるが重要で

ある。 さらに、食品産業においてもロボットやAIなどの

先端技術が導入され始めており、スマート農業から

「AgriFood Tech（農業×テクノロジー×食品産業）」に発

展してきている。米国のアグリフードに特化したベン

チャーキャピタルのAgFunderのレポートによると、2018

年の世界のAgriFood Techスタートアップへの投資総

額は169億米ドルと2017年の118億米ドルから43％も伸

びており、同市場への期待感が高くなっていると言える。

□ 商品トレンド

　農業ロボットは、画像認識技術や機械学習、コンピュー

タビジョン技術を活用し、これまで手作業が必要だった

除草、間引き、生育確認などを自動判断、リアルタイム分

析を行えるまでに進展している。米国シリコンバレーの

ベンチャー企業Blue River Technology社は、画像認識

カメラにより、芽と雑草を識別して除草するだけではな

く、間引きおよび肥料散布の必要性も自動判断するトラ

クターを開発した。 

　イスラエルのベンチャー企業Prospera社は、AIとコン

ピュータビジョン技術を応用し、農業ロボットが作物の

健康状態や発育状況をモニタリングし、リアルタイム分

析を行うことにより、必要な水量や栄養素、収穫予測な

どの情報を提供する開発に取り組んでいる。 

　また、AgriFood Techのサービスとして、自分のDNA

や病状に合った食事、不足している栄養を補う食事を自

宅で3Dフードプリンターを使って作ることも可能な時

代が目前に来ている。

　さらに、音楽同様、料理をデータ化してシェアする取

り組みも開始されている。電通、山形大学、デンソー、東

北新社で構成される産学共同オープンイノベーション

チーム「OPEN MEALS」は、食材の味覚、食感などをデ 

ータ化し、ゲル性の極小ピクセルで食材データを再現す

るロボットアーム型の3Dフードプリンターを開発中で

ある。米国航空宇宙局（NASA）は、宇宙飛行士が個人の

嗜好に合った新鮮でおいしい食事ができるよう、米Sys-

tems and Materials Research社に12.5万米ドルを出資

し、2013年から実現可能性を調査検討している。

　欧米では、3Dプリンターが既に食品メーカーやレスト

ランなどで導入されている。世界初の3Dプリンターを

使った料理を提供する英国拠点の出張レストラン「Food 

Ink」をはじめ、3Dプリンターで製造されたアイスクリー

ムを提供する一部の米国の「Starbucks」や、ミシュラン

二つ星レストランである「Melisse」などの高級レストラ

ンで使用され始めている。

　3Dフードプリンターが脚光を浴びている理由の一つ

として、マーケティング手法の転換がある。消費者ニー

ズの多様化とともに、広告・宣伝、販売手段がデジタル

化およびパーソナライズ化され、画一的なマーケティン

グからデジタルデータを活用したスモールマス（向け）

マーケティングへと転換し始めている。

□ 技術トレンド

　昨今、先進技術の導入が農業をはじめ、食分野に拡大

し、AgriFood Tech市場にまで大きく進展している。こ

の理由として、情報通信技術やセンシング技術だけでは

なく、自律移動技術、深層学習、画像認識技術、音声解析

技術、3Dプリンター技術、遺伝子解析技術などの著しい

技術革新の拡大が挙げられる。

　また、先進技術を活用するためにはデジタルデータが

不可欠であることから、デジタルデータを介して流通、

医療、金融、環境/エネルギーなど、食農分野と様々な分

野が融合する「データ駆動型農業」への転換が図られて

いる。これにより、新たな価値創造や新たなビジネスモ

デル創出など、ゲームチェンジが起ころうとしている。

　2018年 6 月に政府が公表した「未来投資戦略」では、

「データと先端技術のフル活用による世界トップレベル

のスマート農業の実現」を施策として掲げ、2025年まで

に大半の担い手がデータを活用した農業を実践するこ

とを目指している。

　現在、市場に出回っている3Dフードプリンターは、ペー

スト状の食材が入ったカートリッジを装填すると、あら

かじめ設定した形状と食感が再現された料理を出力す

る。現在は平面（2D）を積み重ねた層構造で成形される

ものだが、人手では再現するのが難しい複雑な模様が創

造できるため、料理にこれまでにない斬新な演出ができ

るようになった。

　現在販売されている3Dフードプリンターは、「FOOD-

INI」が4000米ドル（約43万円）、「Focus 3D Food Print-

er」が3900ユーロ（約48万円）と、家庭でも手が出せな

い価格ではない。料理はデータで再現可能な科学である。

近い将来、調理家電として、冷蔵庫などと一緒に家庭用

3Dフードプリンターが並んでいるかもしれない。

　上記の通り、食・農ロボットの進展による食のテーラー

メイド化も進んでいる（図1）。2020年より大量離農時代

を迎える日本、技術ありきではなく、食のヘルスケア産

業の創出など、農産物を使った新しい産業の創出などと

組み合わせた出口戦略と先進技術開発がより重要となっ

てきている。食・農ロボットなどの生産現場への導入は

始まったばかりといえる。

6-7. 農業ロボット
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図 1　食・農ロボットによる食のテーラーメイド化

（筆者が作成）
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■ 農業ロボット

600億米ドル180億米ドル

2600億円1000億円

169億米ドル

2.5億円

全体潮流

市場規模

期待機能

個別重要技術

共通技術

予定製品

市場ニーズ

世界

気候変動、自然災害 観測記録を塗り替える異常気象の多発 水資源の枯渇、自然災害の多発 気候変動の影響による食料の安定供給システムの脆弱化

農作業機械化・自動化により生産性向上、最適化、
食料需要増加への対応、環境負荷低減化

農業用ロボットのインテリジェント化により
完全自動化

AI、IoT、ドローンなどの先端技術と農業技術を組み合わせた
省力・高品質生産を実現するスマート農業の実現化

食品産業においてもロボットやAIなどの先端技術の導入が進展

食農バリューチェーン全体のデジタル化

農業ロボットによる農作業支援、収量・品質情報の自動収集

食品産業の労働力不足解消だけではなく、
食のテーラーメイド化の対応

情報と調理機器を結び付けることで自分の
体調に合った食事、必要な栄養のサプリを製造

ハードウエアとソフトウエアの融合により、
作業支援ツールから作業代替農業ロボットへ転換

自律移動や画像/音声の解析などもできる
頭脳を持つ農業ロボットへ進展

デジタルデータを介して流通、医療、金融、
環境/エネルギーなど、食農分野と様々な分野と融合

篤農家の技術習得、作業代替まで発展

家畜の顔認識から健康状態などを早急に把握し対応 農業ロボットが作物の健康状態や発育状況をモニタリングし、リアルタイム分析 ロボットが自動で
栽培環境の最適化

農業ロボットや施設などにIoT/ICT、AIを導入し、インテリジェンス化 農業機器のオペレーションの自動最適化 最適化により化石燃料の使用量の削減、
環境負荷の低減・環境保全へ寄与

3Dプリンターによる形状と食感の再現 調理家電として家庭用3Dフードプリンターが普及 食材データを再現するロボットアーム型の
3Dフードプリンターの実現

各種センサーにより農作物の生産プロセスにおける
データが収集・蓄積され、デジタル化

データ駆動型の精密農業を確立するため、
機械・施設のIoT化、インテリジェンス化が進展

様々なデータが統合・分析され、
総合的な解析が可能

自律移動技術及び安定化制御技術の発展 技術開発と並行して規制改革などの環境整備 単なる作業ロボットから自ら学習し行動するロボットへと進化

ドローン、衛星を利用したリモートセンシング リモートセンシングデータにより生育診断、
食味値、収穫適期の予測

衛星データプラットフォームの高頻度観測データ活用により、
農業における衛生データの利活用が一般化

平面（2D）を積み重ねた層構造の形成により
複雑な模様を創造

インクジェットカートリッジに乾燥したタンパク質や脂肪などの
主要栄養素や香料をセットすることで食材を再現

音楽同様に料理をデータ化してシェア

情報通信技術のソフト化、
オープン化 適応ネットワーク制御技術の適用 先進情報通信技術と制御技術の融合による

農業の高度自動化

画像認識カメラにより芽と雑草を識別して除草可能 ディープラーニングや各種画像処理を組み合わせ、動画/静止画から
特定の物体や領域を抽出、高度なロボット制御実現

数秒のカメラ撮影により家畜ごとの飼料や水の摂取量、
体温や行動パターンなどをモニタリングし自動で飼育

機械学習によりデータから知識を習得 AIとコンピュータビジョン技術を応用し
農作物の生育状況・健康状況を管理

篤農家の技の習得簡易化、
暗黙知の形式知化による生産技術の保存

気候変動、環境配慮への意識の高まり 気候変動へ対応した持続可能な食料生産システムへ移行 持続可能な食料生産システムの確立

世界的な農業分野の労働人口の減少 AgriFood Techの導入による労働力不足の解消 農作業の完全自動化により省力化

個人の体質に合わせて食を開発する「食のテーラーメイド化」が進展 個々人の体質や遺伝子多型にあったテーラーメイド栄養学が発展 食のテーラーメイド化が一般化

世界食料システム

食・農分野における
世界的な労働力不足

食のテーラーメイド化

農業ロボットのインテリジェント化

環境負荷低減・生産性向上

AgriFood Tech

農作業の自動化、自律化、最適化

生物データの収集・解析

インテリジェントロボット

デジタルデータ化

3Dフードプリンター

自律移動技術

データ駆動型スマート農業

3Dフードプリンター技術

リモートセンシング

情報通信、制御

画像認識、コンピュータビジョン

深層学習

日本

～2019時期（年） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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データ駆動型農業への転換

誌面見本・禁無断転載


