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イメージキャラ：
土壌救いのオジサン

みぞラボは2006年発足！！

環境・土壌などを対象に
農業ICT／IoT技術を利用して

農業の諸問題に取り組んでいます。
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みぞらぼ修士修了生の就職先

＜2019年データ＞

女子率(%)＝47 % 

外部率(%)＝63 %

修士論文論文タイトル 就職先 業種 男女 内外

ICT利用による輸入加工食品の安全・安心確保に関する研究 博報堂 広告 ♀ 内

地表面加熱下における土壌中の撥水性の発現と有機物含有率の変化 伊藤忠 商社 ♀ 内

ITを用いた高冷地キャベツ栽培の精密管理のための基礎研究 岐阜大学 大学 ♂ 外

農地モニタリングによるリンゴ園の適正管理法に関する研究 JR東日本 民間 ♀ 外

温度ストレスを受けた圃場土壌の線虫密度変化に関する研究
ケミカルグラ
ウト

土木 ♂ 内

ネットワークアダプタBluetooth版の開発とその応用 NTT研究所 情報 ♂ 外
団粒破壊代かき除染法のための基礎研究-土粒子沈降速度からみた除染理論- 博士大学院 大学 ♂ 内

食環境教育的視点からの食の原体験に関する考察と今後のあり方についての模索 文科省 役所 ♀ 内

農業体験に伴う学習プログラムの実施が子どもの生きる力と農業観にもたらす影響 農水省 役所 ♀ 内

Fators Affectiong the Adoption of Remote Sensing Data for Farm Management in
Tokachi-The case Study of 'Field Touch' Monitor Farmers-

Microsoft 情報 ♀ 外

フードバンクの評価指標に関する研究 NPO NPO ♀ 外

土壌中における放射能鉛直分布測定器の開発とその応用に関する研究
フューチャー
アーキテクト

情報 ♂ 外

農業教育におけるゲーミングシミュレーション教材が児童の農業観に与える影響 Rhelixa VB ♂ 外

仮設住宅の支援イベントの現状と課題－松川第一仮設住宅を事例として－
アウトルックコ
ンサルティング

民間 ♂ 内

原発事故後の畜産経営再開者が抱える課題－福島県飯舘村を事例にして－ 農水省 役所 ♂ 外
施設園芸における可搬型農業IoTセンサーシステム(HALKAシステム)に関する研究 大学院博士 大学院 ♂ 外
Study on the development of a web application to utilize agricultural cloud data -
Flower greenhouse data monitoring system in Iitate

大学院 ♂ 外

東日本大震災以前および以降におめるキノコ・山菜文化の遷移に関する研究 民間 ♀ 外
フィールドモニタリングシステムを用いたSRIにおける間断灌漑の効果検証に関する研究 ベネッセ 民間 ♀ 外



みぞらぼガールズ

• 現場

• ICT

• 泥臭さ

• 女子学生



問題意識：いま科学技術が問われている

• 農学栄えて農業滅ぶ

–横井時敬

土に立つ者は倒れず、

土に活きる者は飢えず、

土を護る者は滅びず

• いま私たちは何ができるのか？

–やるべきことを自ら探して実践する

• 農学とICT／IoTで問題を解決する



基礎学に立脚した現場主義

飯舘村の水田土壌調査
（2012年2月）

凍土剥ぎ取り法による農地除染
（2012年1月）

復興農学会
（会員募集中）

http://twitter.com/HiroshiIwase/status/156048332777725952/photo/1/large


【までい工法１】汚染表土埋設法
表土剥ぎ取り＋天地返し（2012.12.1）

【までい工法２】浅代かき排水法
代かき＋天地返し（2013.5.18 ）

福島県飯舘村における現場研究
農地除染から農業再生へ 復興農学



飯舘村など避難先 通勤農業

モニタリング

遠隔操作

生育 電柵放射能

温度濁水 排水
制御

監視

安全な農畜産物生産を支援するICT営農管理システムの開発

１．農地で動くタフなデバイスと

２．農家が望むシステムを

３．安く提供する
9



酒米水田用水の遠隔操作(2018～)

1. 水門設置 2. WiFiカメラ 3. 水門操作 10

https://youtu.be/jBzpnllkliI


大学等の「復興知」を活用した福島イノベーション・コースト構想促進事業
（復興庁／文科省：2018-2020)

飯舘村における農業再生と風評被害払拭
のための教育研究プログラム

http://madeiuniv.jp/fukkouchi/


までい大学 （2018年度）

2018年10月6日- 7日 2018年10月14日- 15日 2018年11月25日- 26日
宮城大学、茨城大学、
明治大学、四日市大学

弘前大学、佐賀大学、三重大
学、東京農工大学、明治大学

宇都宮大学、京都大学、
明治大学、東京大学



世界に向けて情報発信

Publication of 

Dr. Doroemon

（Kindle版）
Tour for high school students 

（2019.9.14-15）
Soil Museum (2018.4.29)

Japanese Chinease English

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%81%88%E3%82%82%E3%82%93%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E3%81%AE%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%AF%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%80%8C%E5%9C%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%B5%E3%81%97%E3%81%8E-%E3%80%8D%E3%80%9C%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9C%9F%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%8D%E3%80%9C-%E3%83%89%E3%83%AD%E3%81%88%E3%82%82%E3%82%93%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E3%81%A8%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1-ebook/dp/B07S6ZTCYC
https://www.facebook.com/yoichi.tao/posts/10157372194127988


みぞらぼ農業データサイエンス戦略



みぞらぼ適正自己診断

• 学部学生

–元気の良い人、自分を変わり者だと思う人

• 修士課程学生

–自分自身で考えて行動しようとする人

• 博士課程学生

–将来研究者になりたい人

–人と同じことをやりたくない人

• ポスドク

–論文を書くのが好きな人

–雑用を雑用と思わず糧と思える人



こんなメンバーを求めています！

１に体力

２に食欲

３・４はなくて

５にジョーク！

ちょっとだけ

・ICT/IoT・農学に関心がある人

・復興農学に貢献したい人

・その他（相談次第）



研究室ゼミ

毎週水曜日(Zoom)

• 13:00-14:00

• 15:00-17:00



必読参考資料

• みぞラボ公式ページ

• 研究方針＠みぞラボ

• 教育方針＠みぞラボ

• 大学院・研究者を目指す人へ

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/mizolab.html
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/vision/research_vision.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/vision/education_vision.pdf
http://www7b.biglobe.ne.jp/~masaoamano/Masao_Amanos/for_future_graduate_students.html

