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農業農村地域におけるＤＸ

• DX（デジタルトランスフォーメーション）

• データやデジタル技術を駆使して、ビジネスに関わるすべての事

象に変革をもたらすこと

• IT化＝既存の業務プロセスのまま業務効率化と生産性向上を図る

という限定的な言葉

• DX＝社会や組織・ビジネスの仕組みそのものを変革

• 農業農村地域におけるＤＸ

• データやデジタル技術を駆使して、農業農村地域におけるすべて

の事象に変革をもたらすこと



農業農村工学とDX

•農業農村工学

• 農村地域における農業生産と生活環境を整備し、水や土な

どの地域資源を管理する技術学

•農業農村地域の価値の見直し

• 新型コロナウィルスの感染拡大

• 頻発する地震・水害リスク

• DXで、従来の農村社会や農民組織・アグリビジネスの

仕組みを変革する絶好の時期



農業農村工学とインターネット

•農業農村工学（旧農業土木）分野におけるイン

ターネット史

• 大学や学会の情報発信のシステム

• フィールドモニタリング

• WEBシミュレーション



(1) インターネットとの出会い

•私の元々の専門＝土壌物理学

（1980 年代） 1,200bps モデムのパソコン通信

（1991 年） アメリカで電子メールを経験

（1992 年） SINET に絡んで学部 LAN 構築（三重大）

（1993 年） WWW（World Wide Web）に出会う
• CGI（Common Gateway Interface）
• 検索や掲示板などの双方向Web サービス

（1995年～）サービスをインターネット上に公開
• WWW落書き版
• 大学や学会の雑務を軽減させる



(2) 大学や学会のWEBシステム
（1995年）農業土木学会のホームページを立ち上げ

（1996年）山形大会で講演要旨の登録・検索システムを公開
• 現在も稼働している農業農村工学会全国大会の講演要旨検索システム

農業土木学会(1995.6.7)



http://soil.en.a.u-tokyo.ac.jp/jsidre/search/anuals.html


(3) ＷＷＷ－数値計算インターフェィス

クライアントサーバ方式

土の凍結に伴う水分・熱・溶質の移動



DIAS：
イネの栽培可能性シミュレータ

（2011）

http://dias.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/simriw/jp/


３．フィールド研究におけるDX
(1)地球環境研究とフィールドDX

シベリアのツンドラに設置した観測機器 （1997 年 8月: 著者撮影）

ツンドラ凍土の採取
（1997 年 8月)

シベリアの気象観測(1997-2000)



（地温・土壌水分・電気伝導度）
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(2)フィールドモニタリングシステム（FMS)



日本初のSRI実践水田を観察（2009）

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/j-sri/index.html
会長：山路 事務局長：溝口

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/j-sri/index.html


水田モニタリング
愛知用水土地改良区

（半田地区）

2011～2013年度

農業水利サービスの定量的評価
と需要主導型提供手法の開発

科学技術振興機構(JST)
代表：飯田俊彰



原発被災地の環境モニタリング （2011～）



雪による空間線量の低下
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降雪



世界の農地をモニタリング



タイのホウレンソウ栽培現場モニタリング

2007年12月20日にFS設置



タイの洪水モニタリング(2011)

2011.10.3

2011.10.5

2011.11.7

http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0039/

JAXAとの共同研究

http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0039/


インドネシアの棚田
モニタリング(2014)

2014.11.11

2014.11.18

2014.11.25

http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0121/

http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0121/


インドの農作物・畝間灌漑モニタリング (2016-2021)

SICORP データ科学で実現する気候変動下における持続的作物生産支援システム （代表：二宮正士）



最新のモニタリングシステムの構成

+ メッシュネットWiFi機能



WiFiカメラの連携

Reolinkカメラ
（約１万円）

Micro-SD

Em50WiFiカメラ



動画も記録可能

飯舘村山中に設置されたLTE-WiFiカメラ
（システムに繋がったReolinkカメラで撮影）

検索＝みぞらぼ

https://twitter.com/msrmz/status/1482192815874785282
https://www.google.co.jp/


山林内からのデータ取得

気温

バッテリ電圧

データロガー電圧

日射量



４．今後の展望

(1) 農業農村の通信インフラ整備

(2) 中山間地域の通信インフラ

図4 LoRa通信機と基地局の配置(Google Earth)＠飯舘村佐須地区
親機（赤色：右）、中継器（赤色：中央）、子機（青色）



農業農村工学と通信インフラ

基盤整備
公共事業

＋情報基盤整備

①水を貯め

②水を導き

③農地を整え

④道を整える

28農林水産省パンフレット 「共に生きる都市と農村」～豊かな食と美しい農村をめざして～ (2006), p.8より
http://www.maff.go.jp/j/nousin/keityo/kikaku/k_panf2006/

http://www.maff.go.jp/j/nousin/keityo/kikaku/k_panf2006/


https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3kettei_pr64.pdf

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/jouhoutsuushin/jouhou_tsuushin.html


農地の地力回復と獣害対策

• IoTセンサーを用いた堆肥つくり
• 除染作業で失われた地力を回復する

• LoRa通信技術を利用した動物モニタリング
• サルやイノシシから農作物や田畑を守る

https://www.youtube.com/watch?v=uv9StLAzcNM

https://www.youtube.com/watch?v=uv9StLAzcNM


飯舘村民との対話
＠金一茶屋（毎日18:00開店）

検索＝金一茶屋

七十にして心の欲する所に従へども、矩を踰えず。 八十にしてiPadを使いこなす。

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/saisei/komiya/kinichi_chaya.html
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/saisei/komiya/kinichi_chaya.html


５．おわりに
農業農村地域におけるＤＸ

•農村の生活環境に関心があった
• 本当は土壌物理ではなく、農村計画をやろうと思っていたwww

•表１の資料
(8)村づくり情報ネットの展望と課題

• 1996年の農業土木学会農村計画研究部会現地研修会

(17)環境保全型サイバー首都移転構想
• 「機能」だけなら当時のインターネット技術作れる？

• データやデジタル技術を駆使すれば農業農村地域が変
わりますよ、と当時から主張していただけ
• 結果的に「農業農村地域におけるDX」になった？

•今から振り返ると結局は遊び的要素にこそオリジナリ
ティが潜在していたのだ、と思う
• いまの大学教育に遊びはあるのか？ちょっと心配



http://soil.en.a.u-tokyo.ac.jp/~mizo/inetworks.html

http://soil.en.a.u-tokyo.ac.jp/~mizo/inetworks.html
http://soil.en.a.u-tokyo.ac.jp/~mizo/inetworks.html


福島から始まる復興農学
Resilience Agronomy Starting from Fukushima

https://www.a.u-Tokyo.ac.jp/pr-yayoi/73yh.pdf, 弥生73(2021)

Resilience Agronomy Starting from Fukushima
SSSA Symposium--CrossDiv--Dealing with the Fallout in Fukushima: 10 Years of Soil Contamination (2021.11.9)

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/publec/ASA211109.html
https://www.a.u-tokyo.ac.jp/pr-yayoi/73yh.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/publec/ASA211109.html



