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口特集論考口

農業・農村のスマ｝ト化とスマート情報通信技術

Smart ICT for Smarted Agriculture and Rural Community 

永木正和＊

Masakazu NAGAKI 

1 課題と背景

新しい時代のあり方の 1っとして“スマートな社会”，

そしてそれを支える技術として“スマートな技術”が論

じられている。農業・農村にこれを当てはめると，どの

ようなスマートな農業，スマートな農村が描けるであろ

うか。農業・農村を新しい時代への発展のステージとし

て描けるであろうか。また，スマート技術に，ダイナミ

ックに進展している情報技術を重ねて語られることが多

いが，スマート情報技術とはどういうものか。これらの

疑問を解き明かすべく，実態を踏まえつつ考察を加えよ

うというのが本稿の課題である。

背後に，これからの農業や農村社会が目指すべきパラ

ダイムとそれを支える技術を描く一助にしたいと考えて

いる。新しい技術だけが浮き上がってもてはやされ，先

走ると，恐らく一過’性の技術で終わってしまう。産業の

与件や生活環境の時代変化が新しいパラダイムを作り，

新しい技術ニーズを生む。多数ある技術の芽の内，選ば

れた技術の芽が産業や社会と相互交渉し，やがて馴染み，

新技術になる。こうして新しいステージの産業なり社会

なりが作られてゆく。そういう視点からスマート技術を

眺めてみたい。

2 農業と農村の今後

総務省が発表した 2013年 10月現在の人口推計による

と我が国の 15～ 64歳の生産年齢人口は減り続けて

7,901万人となった。ついに8千万人を下回った。一方，

65歳以上の高齢者は前年より 111万人増の3,190万人で，

総人口比は 25.1%と過去最高を更新した。数字は新しい

づくめであるが，趨勢に驚きはない。あらためて，高齢

化社会先進国の試練と言うべき，働き手の不足による経

済活動の停滞が気がかりである。

もともと高齢者の多い農業はさらに気がかりである。

2013年の基幹的農業従事者数は 174万人過去30年間

に半減ししかも平均年齢は 66.5歳， 65歳以上の高齢

者が61%を占めるに至った。他方， 2012年の新規就農

者数は 5.6万人に過ぎず， 39歳以下に限れば僅かに 1.5

万人である。基幹的農業従事者の年間6万人ベースの減

少を埋め合わせするには程遠い。農業は他産業に先んじ

て労働力の減少と高齢化が進んで、いる。

今後，一層，深刻になる農業の担い手（農業経営者）

を確保し少ない担い手と労働力で生産性（競争力）を

改善しながら，国民ニーズに応えて農業生産を現状より

拡大してゆかなければならない。しかし担い手確保の

ためには，これからの農業が可能性や発展性に満ち，や

り甲斐を実感できる職業でなければならない。ここでは

政策議論はしないが，どんな農業経営者や農業経営体を

育てるのかを明確にしそれらを育てる手段としての農

業の基底構造を変革して行かなければならない。第二に，

農業労働力の顕著な減少を補う技術はもち論，コスト競

争力，品質，安全・安心を確保する革新技術の開発・導

入が待たれる。そして，この新技術を習得した農業経営

体が太宗を担うように誘導しなければならない。本稿が

論じようとする農業のスマート情報通信技術（以降，単

に「スマート ICTJ と言う）が革新技術となり，それ

によって「スマート農業jが形作られるかである。

ところで，現在の「土地 労働力比J(Man-Land 

Ratio）は 2.6ha( = 2013年の耕地面積454万ha÷同年

の基幹的農業従事者数174万人）である。同年の 65歳

以下の基幹的農業従事者が数は 95万人である。多少の

新規参入があるにしても，今の推移が続くなら，「基幹

的農業従事者数80万人」時代は直ぐに到来する。この

時の「土地一労働力比Jは5.7haにまで上昇する。 2倍

強の面積増大である。土地利用型部門から土地節約・資

本集約型部門までを括つての数値であるが，今の技術体

系のままでは労働力不足が深刻化する。日本の農業経営

は，かつては小規模・労働集約型であったが，今後は，

労働力を節約する方向に技術進歩させなければならな

い。しかしそれは単なる労働力節約ではない。省力化

しでも現在以上に生産性の向上が図られなければならな
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い。そして時間外拘束の緩和や 3K （きつい，汚い，臭

い）イメージ払拭等，農業就業の在り方も変えたい。

次代の農業の担い手経営者，つまり経営者機能を装備

した意欲ある経営者（人的資源）が確保されるかどうか

は第二の課題である。進取の精神に富み，企業者マイン

ドを有する「経営者」であり，探究心があり，情報収集

や学習，創意工夫する「イノベーターjであり，先進

ICT機器の「オペレータ」であり，地域組織的活動の

合意形成やその牽引役を担う「地域マネージャー」であ

る経営者人材を内部で育成すべきはもち論ながら，第三

者経営継承の新規参入や企業農場の参入を受け入れて外

部人材を取り込むことも必要である。

第三の課題は，引退農家の農地を耕作放棄されること

なく，近隣の経営が引き続き生産的に利用する賃貸借流

動化を円滑に進め，そしてこの流動化の中で分散錯圃を

是正することである。（注：農水省は，平成26年度から

新たに農地流動化斡旋調整の主体になる農地中間管理機

構を各県に設置し流動化事業を支援する。）

第四の課題は，圃場畦畔，農道，水路等の農業インフ

ラの保全である。地域に残る史跡や自然生態系も保全し

て行かなければならない。耕作放棄地を発生させないこ

とが基本であるが，それらの保全・補修には引退農家も

含めた地域住民の全員が参加し地域の財産として次世

代に継承してゆかなければならない。

次は，「農村」をどう活性化させるかである。農村は

農業者が住み，農業生産を行い，食料を供給して，食料

安保を担保している。農業インフラや農村景観，史跡を

保全している。農業後継者を育てる重要な場である。再

生可能エネルギー資源が豊富に賦存するのも農村であ

る。それらの基本的機能に加えて，農村は農業の営みや

自然の移ろいに関わって地域の伝統芸能・文化を育み，

そして伝統行事を守り，継承している。結，手間替え等

の互助’慣行は希薄になってきているものの，近隣農家間

が助け合う信頼・依存関係は生きている。日本人社会の

精神構造の源を成す和，互助，恩義等，その多くが今も

農村社会に脈々と息づいている。自治体の財政難による

行政サービスの低下を集落自治や近隣E助でカバーして

きた側面がある。しかし，過疎化と高齢化で，いよいよ

そのような住民自治の活動が困難になってきている。限

界集落から，順に農村集落の衰退，消滅が進んでいる。

農村の衰退を止める王道は，やはり農業振興である。

還しい農業経営をしっかり根付かせることである。だ

れ気候，地形，市場距離で農業条件不利な地域に

は，農業経営以外の事業に携わる非農業世帯の移入定

住を誘導するのが一策である。西欧先進国では，非農

家世帯が農村定住するライフスタイルが広がっている。
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Permaculture, Transition Town, Rurban Life, Slow 

Food, Down Shifter, CSA (Community Supported 

Agriculture）等である。圏内でも，永木正和 I)＇内橋

克人 2），藻谷浩介・ NHK広島取材班 31 らが地方・農村

定住を意味づけし，意義を論じている。農村混在である。

グリーン・ツーリズムによる農村交流入口の増大も地域

経済に有益である。ただし非農業者がムラに定住する

潮流を作るためには，その大きな障壁を取り払わねばな

らない。安定収入である。在村就業機会の他に，今後は

ノマド・ワーカーの勤務形態を広げて行くべきである。

3 fスマートイヒjとは

「スマート」や「スマート社会」をよく耳にするよう

になった。スマートフォン，スマートグリッド等，「ス

マート」を冠した製品も出回るようになった。だが，そ

の意味はさまざまである。そんな時は，実社会の動向か

ら意を汲み取り，集約的に理解するのがよいだろう。

“賢い”を意味する「スマートJだが，「スマートに！」

は「化石エネルギー消費の節約上手」から始まっている

ようである。アメリカ，ヨーロッパ，オセアニアの政府

機関が使っている「スマートjを要約すると，「C02排

出量の削減に努めて地球環境に優しい社会を lそのため

に，再生可能エネルギーと省エネルギーに取組もう！そ

の技術開発に着手しよう！」である。

農業の分野での「スマート」は，グローパルに取り組

んでいる FAOの文献の引用のされ方からして， FAO

の考えが各国政府に影響しているようである。その 1つ

のFAOの報告書 41は，農業・食料産業が化石エネルギ

ーに依存しない産業（Energy-SmartIndustry）になら

なければならないと訴えている。理由は＇ (1）農業は，

本来，化石エネルギーをかなり節約できる可能性がある

のに，現在の農業技術は大量の化石燃料起源のエネルギ

ーを消費して温室効果に強く影響している，（2）化石燃

料起源のエネルギー依存型農業技術になっているため

に，化石燃料起源エネルギーにアクセスできない貧困国

では正常な農業生産ができない，という訳である。そこ

で， FAOは，（1）全ての国の全ての農民がエネルギー

にアクセスできること，（2）食料供給連鎖の全工程でエ

ネルギー投入量を見直す，（3）できるだけ化石エネルギ

ーを再生可能エネルギーに置き換える，の3項を提唱し

施肥法の改善（可変施肥，化学肥料から自給肥料への転

換），濯蹴法の改善（水路補修，点滴濯瓶等），資材投入

量の見直し（適正集約度投入，不耕起栽培，品種改良等），

生産物ロス発生の防止を促している。ポスト・ハーベス

ト段階にも同様な努力が必要であると指摘している。

日本では， 2011年の東日本大震災・原発事故で，電

力使用の節約が唱えられ，スマートグリッドや小規模発



電に注目が集まった。もとより，日本では環境配慮への

認識も高い。 ICTを活用してエネルギーの効率使用や

環境保全に取り組む自治体が多数ある。電気自動車用の

充電スタンドの整備，公共交通機関の再評価・整備への

動きもある。そのような時代背景下にあって，経産省は

「スマート・コミュニティJ，農水省は「スマート・ビレ

ッジ」等と称したマチづくりやムラづくりの事業（実証

試験事業）に着手した。農水省の「スマート・ピレッジJは，
「再生可能エネルギーを活用した発電で，電力自給率の

高いムラを」としており，他省の概念よりも狭い。省庁

によって持ち場や得意分野が異なるので呼称も事業内容

も異なるが，広く括ってみると，その基本コンセプトは，

再生可能エネルギーによる創エネ，蓄エネ，そして省エ

ネである。 1つの抜け出た官民一体の取組みが，道路混

雑を予測して道路ナピ情報を発したり，ゲートを開閉し

たり，車線数を変更したりの「スマート・ウェイ」，電

気自動車の開発・普及．自家用車の市内乗り入れの制限

と市内公共交通網の充実，市内任意乗り捨て型のカーシ

ェアリング等の交通分野である。やはり，燃料消費の節

減，排気ガスの減量で「スマート化」を彊っている。

一方，民間も既にかなり動き出している。「スマート

フォンJを初めとして「スマート」を冠した高機能の大

衆商品が出回っている。これらは ICTの情報処理機能，

通信機能はもち論で，インテリジェント性，自律性，多

機能性を備え，携帯化した製品である。住宅関連メーカ

ーも精力的である。スマートメータ｝やスマートグリッ

ドを設置，太陽光発電，燃料電池，省エネ機器をシステ

ム化した「スマートハウス」を売り出している。さらに，

デイベロッパーは「スマート・タウン」を売り出してい

る。そのコンセプトは ICTを最大限に活用して，地域

インフラの総体（行政サービス，エネルギー・電力，上

下水処理と水資源管理，道路・交通システム，医療・介護，

教育，緊急対応，建築物）を視野に入れている。スマー

ト・タウンの先進地である千葉県柏市の「柏の葉スマー

トシティ」は，環境・資源管理，健康・医療，公民学連

携と新産業創出，コミュニティ活動までの公と民とコミ

ュニティを縦横に組み込んだマチづくりをしている。

以上の最近の事例動向からすると，「スマート化Jの

意味・内容はかなり広い。しかしエネルギー問題だけ

でなく，同時に「生活の質」（QOL）の総体を高めよう

としている。そして，それを支える主役がICTである。

要するに，現代の「スマート化Jは，地球温暖化対策や

化石エネルギー消費の節約に限定されたものではなく，

それらを基軸にしながら，産業活動の効率性を高め，そ

して人々の生活全般の利便性，快適性までを見つめてい

る。

しかし話は単純ではない。身近な日常生活から見直

して，地球環境への負荷を減らし地球資源の浪費を減

らそうとする環境倫理観が意識されている。だが，それ

によって禁欲的な生活を押し付けられたくはないという

葛藤がある。環境倫理と自己満足の両者を両立させられ

ることを“賢い”と考え，それが可能な賢いライフスタ

イルに変えてゆくのが「スマート化Jである。背景に，

これまで市場経済があおってきた物質消費文明の風潮

が，環境負荷や資源浪費に無頓着な生活スタイルを作っ

てきたことを反省し禁欲や自制まで踏み込みたくはな

いが，一歩踏み出そうとする意識が後押ししていると考

える。事実，最近の ICTは，禁欲的，自制的な行動に

追い込まなくとも両立を可能にしている。だから，スマ

ート化に先進ICTは不可欠である。

もう 1つ言及しておきたいのは，スマート化は技術を

形容して言うものではなく，自身の生き方そのものーラ

イフスタイルーを指しているという点である。スマート

化は，自身の意識の変革によるライフスタイルの変更

（賢く生きる）である。ライフスタイルの変更は新しい

行動の変更を伴つてのものである。上に「自己満足jと

表現したが，人々が求める生活の質における自己満足は，

必ずしも ICTの発する情報から得られるものではない。

それは貨幣経済次元で語り尽くせない。自ら環境を守る

活動を実体験することや地域コミュニティ内での互恵や

互助の交流によって温かさ，信頼，安らぎを実感するこ

とで得られるものである。結局，新しいライフスタイル

の規範に従って“自ら求めて行動”することが「スマー

トJである。その行動の手段として， ICTがある。

4 スマート農業

やはり， ICT抜きには語れない。その視座から「ス

マート農業jは以下のようなイメージである。まず，ス

マート農業を支える ICTを端的に表現するのは IOT

(Int巴metof Things）のネット形態である。つまり，様々

な方法で情報を収集するフィールド・センサーや通信デ

バイスが膨大なデータを不断に収集し，中央処理ユニッ

トで処理され，制御機器や作業機・施設に動作命令，ま

たは Guidewareで作業指示する。すなわち，「スマート

ICT」で，それは次の3つのサブシステムから成る。

(1）入力系「自動測定，検知＝実時間情報取得（Broad

Gathering）」：対象作物・家畜の状態に関する生体情

報，および環境情報を不断に測定，検知し収集・集積，

(2）処理系「データ処理と情報通信制御＝インテリジェン

ト・コンピューティング（IntelligentComputing）」：

経営方針に沿って分析し“賢い”判断指針を導出，（膨

大なセンサー・データ入力と出力が同期して同時連続

処理できる高能力プロセッサーが作動）

農業・農村のスマート化とスマート情報通信技術 9 



(3）出力系「知見の適用＝サービス価値の提供（制御・

作業） (Service Feedback) J：制御や作業に反映させる。

以上の3つのサブ情報処理系は，相互に有機連携・一

体化して知的で、自律的に作動しているのがスマート ICT

の本質であり，第一の特徴である。

第二の特徴は，無数・多種類のセンサー網が張り巡ら

されており，センサーから常に膨大な情報（ビッグ・デ

ータ）が収集され（作物・家畜の生体情報，生育情報，

地上・地下環境情報，さらに家畜登録情報・能力検定情

報，新技術情報や産地情報，各種知識推論システムや営

農診断支援ソフト等の地域共同利用情報等），クラウド・

システムで管理される。なお，来たる情報社会は無数の

センサー網とクラウド・システムが形成する「アンピエ

ント（Ambient）社会Jだと言われているが，スマート

ICTはこのアンピエント社会に相性よく組み込まれよ

つ。
第三の特徴は，植物工場であれ，畜舎であれ，圃場で

あれ，「いつ，どこで」の属性ラベルを付して「何がど

うした」という状況情報がGPSを利用して基礎単位毎

（家畜は個体別）に収集され， しかも自動的に予測行動

型に最適制御の処方遣を発するので，精密，正確，タイ

ムリーに作業を進められることである。これが，労働力

を減らしでも，高い生産性，品質，安全性を担保する。

農業分野のスマート ICTとして開発されているもの

を列挙しておこう。

(a）推論能力のある経営判断支援システム，知的マッチ

ング・システム（生育診断，病害虫・雑草判定，乳牛

淘汰牛判定），

(b）低コスト化・品質向上・安全と安心向上の要素技術

との融合（GPS/GISによる圃場管理， IPM,ICM), 

(c）植物工場内の自動環境制御（気温・湿度・C02濃度，

照明等の自動調整）と自動作業（養液供給管理，ポッ

トやマットの移動・配送，謹水，収穫の作業），

(d）畜舎内の自動環境制御と判断支援・自動作業（最

適交配プログラムや淘汰・更新支援，飼料給与・搾乳・

晴育のロボット作業，放牧地の採食量推定や移動牧

柵管理），

（巴）聞場のモニター－自動制御（生育状況観察，収量・

収穫期予測，病害虫・雑草発生予測，濯甑・排水管理）

と自走トラクターやラジコン・ヘリによる圃場作業（播

種・施肥，農薬・除草剤散布，樹体仕立て・勢定，収穫），

(f) ICタグ活用のポスト・ハーベスト管理（在庫管理，

トレーサビリティ・システムや GAP等の認証システ

ム），消費動向分析

(g）簡易再生可能エネルギー発電・蓄電・送電システム。

開発・普及の進捗度はさまざまである。植物工場や工
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場型畜産分野のスマート ICTが先んじている。しかし

土地利用型部門でも GPSによるトラクターの自動走行

の研究は進捗している。既に製品化している可変施肥機

のセンサー技術とセンサー・データによる連続最適制御

ソフトを他の作業にも応用して， トラクターの自動走行

で多くの農作業を自動処理できるようになる。単純・繰

り返しの重作業，危険作業には，ロボットの利用が期待

されている。ウェアラブル端末や作業アシスト・スーツ

（ロボット・スーツ）も，急速な進歩を遂げている。実

用化されたサイボーグ型ロボットを応用すると，篤農家

や専門家の技能の習得・実践等に夢が膨らむ。早晩，こ

られも農作業用テーパイスとして実用化されよう。

5 スマー卜農業への期待

スマート ICTが今後の農業の発展にブレイク・スル

ー技術になりうるだろうか。それは，これから目指す農

業がどのようなものか，そしてスマート ICTがその農

業の発展ベクトルに整合しているかにかかっている。

農産物市場の国境障壁が益々取り払われ，圏内農業は

グローパルな市場競争に組み込まれようとしている。今

後，否が応でも，明らかに次の2つの2極分化が進む。

第ーの2極分化は，農村社会の世帯についてある。農業

就業人口の減少と高齢化が一層進む中，大多数の自給的

農家と土地持ち非農家が一方の極に，もう一方の極は市

場競争に抗して成長発展する少数の強い農業経営体（企

業的農業経営法人と農業経営に参入してきた企業法人）

である。第二の2極分化は，市場競争に生き残った少数

精鋭の農業経営体の展開方向についてである。畜産が既

にそうであるが，超施設型で資本集約型・土地節約型・

雇用型，そして流通資本と密に繋がったインテグレーシ

ヨン型の野菜工場やこれに準じた施設野菜・果樹，花き

作と閉鎖型畜舎の中小家畜経営群が一方の極になる。他

方の極は土地利用型・雇用型の大規模な穀作・畑作・果

樹作経営，および放牧型の犬家畜経営である。この形態

には集落営農法人や食品企業・量販店の直営農場も含ま

れる。なお，しっかり顧客を確保している直売型農家，

有機栽培農家， CSA型農家は，戸数は多くないが，両

極分化の狭間でニッチ農場として遅しく生きるであろう。

スマート ICTにはどのような貢献が期待されている

であろうか。第ーには，今後，グローパルに展開する織

烈な市場競争に組み込まれる農業経営が経済的に自立で

きるように支援するものでなければ話にならない。私経

済貢献である。ここには2つの観点がある。 1つはコス

ト，品質，安全性面で優位性を発揮させる観点での貢献

である。特に味覚や鮮度面での品質，安全・安心は，輸

入品に対抗する差別化戦略としても重要である。 2つ目

は，大規模化か高度施設化（資本集約化）に向かうが，



労働力が不足する中，これに対処する省力技術である。

ただしそれは省力化と生産性向上を両立させる技術で

なければならない。（注：現在の情報化は，単純作業職

種から順に，人間の仕事を自動化やロボット作業に置き

換えている日）。篤農家の経験技術も反映した知的な判

断から精密・正確に作業を行い，省力化・大規模化しで

も労働生産性は維持されることを期待する。さらに，農

作業の季節的なピークロードを緩和，時間外就業の拘束

を緩和， 3K解消等にも期待する。

第二には，国の食料安保である。通常，食料自給率と

いう指標で考えられているが，むしろ重要なのは囲内農

業の“食料供給の底力”である。それは耕作放棄地を発

生させず，耕作することで農地保全し続けることである。

そのために，スマート ICTが円滑な農地賃貸流動化を

支援することを期待する。

第三の貢献は．「持続的農業jの推進である。農業生

産性と調和させながら，自然界の物質循環に馴染まない

化学肥料，農薬，除草剤等の非有機資材投入の削減，機械・

施設の稼動や廃棄物処理のための化石燃料消費の削減，

地力収奪防止，水質汚染や大気汚染等の環境負荷要因の

軽減に努める農業を「環境保全型農業」と言っている。「環

境保全型農業jと「持続的農業」（あるいは「持続可能

な農業J）の区別は必ずしも明白でないが，国連のブル

ントラント委員会の最終報告書“OurCommon Future" 

が説く理念に沿って，「持続的農業」とは，上の環境保

全型農業に加えて，地下水の枯渇・沙漠化の防止，地球

温暖化原因となる C02やメタンガス排出量の抑制，生

物多様性の維持等，グローパル，かっ地球史的時間軸で

の地球生態系の保持に配慮した農業としたい。それは，

“地球が永遠に生き続けることに配慮した農業”である。

ただしこのような理解だけでは H.E.デイリーが指摘

するようにへ「発展Jの視点が抜けている。さらに，

私見では，持続的農業への私経済インセンテイブも稀薄

である。生産性の向上（経営発展や経済利得に結果する）

と持続的農業をトレード・オフ関係に陥らせているから

である。この両者を整合・両立させる新技術を研究開発

し普及することこそが農政のミッションである。も

ち論，これはスマート ICTだけへの期待事項ではなく，

むしろ農学研究の最重要イシューであるが，これこそが

スマート農業への核心的関心事でもある。つまり，そこ

にスマート ICTの貢献がある。

第四は，農業分野の「スマート」の起源が分散型の小

規模再生可能エネルギ一発電であったことからしでも，

立地が限られるが，これを新たな農業の多面的機能の 1

つにしたい。農村地域の災害時対策にもなる。ここでも，

「スマート ICT」に期待する。送電線の設置を必要とす

る域外売電ではなく，現実的なのはコミュニティ内の補

完的電力としての「コミュニティ・ソーラーシェアリン

グ」である。

6 スマー卜農村への期待

今後，農村では，農家世帯数は減少，高齢化や過疎化

が顕著になる。多くは高齢者の生き甲斐型経営者世帯と

農業経営を引退した世帯である。そんな過疎・高齢化農

村に，世帯数は多くはないが，企業的農業経営者や法人

農場の社員，農業関連企業の社員，団体職員を含めて様々

な農業関係者の世帯だけの定住ではなく，都市域から新

しいライフスタイルを求めている世帯を積極的に受け入

れたい。非農家世帯の定住は地域の状況によって相違す

るが，農村混住化は農村活性化への 1つの方法である。

さらに，地産地消直売や農村ツーリズムで交流人口を増

やすのも農村経済にプラスに作用してくれる。

しかしそのためには，まず農村定住，農村交流の阻

害要因を除去しなければならない。災害や救急への備え，

教育（学校，生涯学習に医療，交通，そして高齢者の

増加に対処した介護や独居者ケア等の基本的な定住者ニ

ーズにスマート ICTがどれ程生かされるかである。次

には，如何にして定住への魅力をつくるかであり，それ

にどのようにスマート ICTが生かされるかである。

そのムラづくりには2つの側面がある。 1つは，地場

農業振興はもち論であるが，さらに地域に密着した経済

を育み，雇用機会を創出するムラづくりである。もう 1

つは快適な田固定住社会づくりである。農村の伝統であ

る近隣扶助の精神をベースにして，世代を超えた暖かい

触れ合い，寄り添い，支え合う交流を重視したい。福井

県の農村調査によると，「自産自消」（自給生産）と「お

すそ分けJ慣行がしっかりと根付いていることが判っ

た九農村社会には，今も，いたわり，支え合う互助の

発想、が脈々と継承されている。この慣習が農村定住の魅

力を醸し出し，経済で測れない高い QOLをもたらして

いる。そんなコミュニティならやがて人が集まり始める。

活気のある混住ムラになる。交流入口も増える。聞いた

いのは，農村コミュニティにおける「スマートJとは何

かである。農村には，緑環境が醸し出す安らぎあり，近

隣扶助から得られる信頼や安心を享受できる。これは，

確かに 1つの「スマート・ライフ」である。

ではどんな農村スマート化が展開するであろうか。農

業生産活動のスマート化が進めば，地域的な情報プラッ

トフォーム（CloudOpen Platform）にそのまま相乗り

利用できる。多種無数のセンサー網が張り巡らされてい

る。農村に想定されるスマート・システムは，（a）教育

支援システム（在宅学習他）. (b）都市農村交流，（c)

生活支援システム（在宅医療・介護支援，買物支援，農
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村コミュニケーション・防災システム）等である。

具体事例を挙げておこう。まずは，遠隔地から自宅内

部を覗いたり，スイッチ操作するスマートハウスがある。

まだリモート医療活動は限定されているが，ウェラブル

端末の 1つであるリストバンド型の「スマートバンドJ
を装着しておけば，活動量センサーが歩数・距離・時間，

心拍数，血圧，消費カロリー，睡眠時間と睡眠の深さ等

を計測してくれる。病院にデータ送信して，投薬の処方

筆を作成，必要に応じて医師の遠隔診断・治療も行える。

下着に張り付けた違和感のない特殊な繊維質素材（PET

繊維）のセンサーも開発されている。手足を損傷した人

や機能が衰えた人へのサイボーグ型ロボット・スーツは，

意のままに手足を動かしてくれる。高齢独居者や身体障

害者が寝たきりにならず，人手を借りずに行動できるよ

うになるという夢が描ける。

しかし家の遠隔管理や医療や介護面のスマート ICT

だけで農村のスマート・ライフを描ききることはできな

い。対象が農業の場合なら生じない問題がある。農村の

情報化の対象は人である。感情を持つ人間に対する情報

技術利用に古くて新しい問題がつきまとう。スマート化

とは「賢く生きる」であると理解したが，人は心豊かに

生きること，コミュニティ内で互恵・互助によって楽し

く安らかに，そして地球にも優しく生きることで本物の

「スマート」を実感する。そこには，人と人との温かい

思いやりのコミュニケーションがある。自然をいとしむ

感情表現と行動がある。斎藤は，「コミュニケーション

とは，意味や感情をやり取りする行為である」と言う九

つまり， ICTはデータ通信するが，スマート社会が求

めている真のコミュニケーションではない。情報リテラ

シーや’情報デパイド問題もある。

そもそも，「スマートj概念先行で，まだ「スマート

な農村のライフスタイル」がどういうものかをクリア

ー・カットに描けてない。成長の時代は終わり，“成熟・

安定の時代”を迎えたのは確かだが，高齢・過疎化農村

の現実や，触れ合いや暖かさを醸すスマートなライフス

タイルを実現するムラづくりが計画され，次にスマート

ICTに何を託すかの構想、が始まる。業界まかせでなく，

草の根住人が「おらが村の村のスマートな生活スタイル

は？」を考えるのである。新しい時代のドアは，自分達

の手でこじ開けなければ聞かない。

7 結論

本稿は，まず，農業・農村におけるスマート化とは何

か，そして農業・農村のスマートを支える技術はどうい

うものか，どのような性格を有するかを論じた。次に，

これからの農業と農村の動向や役割を認識した上で，ス

マ｝ト技術にどういう時代的役割を期待できるかを考察

した。課題も明らかにした。以下に結果を要約する。

1）「スマート」な生き方とは，浪費を見直して環境・

資源への配慮と自己満足（自己実現）への思いを妥協

ではなく，両立させる賢いライフ・スタイルである。

しかし高齢化と成熟経済の中で，心が和み，心安ら

かな生き方がスマートなライフ・スタイルのもう 1つ

の軸として模索されている。

2）スマートな産業や社会を支える技術は，要素技術・

知識とそれを司る ICT技術のコラボレーションであ

る。

3）農業のスマート化は着実に進展しているが，スマー

ト技術とは，私経済目的，国民経済観点，そして持続

的な農業観点の3軸に整合的な技術である。その技術

開発に向けて，今後の農学研究への使命，役割は大きい。

4）農村のスマート化は，混住化や交流人口の増大等を

突破口にした活性化へのスマート ICT技術の貢献に

期待するが，もう一つ重要な視点は，コミュニティの

互恵－互助の交流にスマート ICTをどう生かせるか。

ICTが伝える“形式的コミュニケーション”で片付け

てしまいたくはない。当面ICT依存の発想を横に置

いて，スマートを考えたい。

スマート化はこれからの時代の産業規範，生活規範に

合理的に整合してゆくと考える。だが， ICTだけでは

ない。多々，課題があることも看過してはいけない。
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