
スペースアグリ株式会社

◆技術ニーズ

分野 求める技術 内容

衛星リモセンデー
タ

午後軌道での高頻度リモセ
ンデータの配信

現在の地球観測衛星はほとんどが午前軌道であるが、実際の活用現場では午後に天気になる事例
が多く、午後軌道で高頻度リモセンデータを取得出来るシステムが必要。

◆企業概要

• 設立：2016年10月3日
• 資本金：10,000,000円
• 売上高： 9,684,496円（第3期平成30年4月1日〜12月31日）
• 従業員数： 1名（代表取締役含む 2020年1月1日現在）

【主要事業】

ユーザーに対し、衛星リモセンデータから得られる生育マップ、分析
データ、施肥マップ作成ツールを提供する。
生育マップ: 3m分解能の衛星リモセンデータから得られる生育マッ
プ(正規化植生指数分布)であり、晴天の翌日に配信される。
分析データ: 衛星リモセンデータから施肥マップに必要な基データ
である。
施肥マップ作成ツール: 生育マップから可変施肥のための施肥マッ
プを作成するツールである。

◆外部連携におけるパートナー像

 弊社経営理念「大規模農業生産者の関係者が幸せになれる、持続可能で楽しく面白い世界を目指し、イノベーションを起こそう。」に共感でき、
覚悟を持って行動できるパートナー

 今後データを積み重ねていく中で、データを解析・診断出来る組織、その結果を実際に農業に反映出来るメーカー等

◆マッチングしたい分野・テーマ

 農業の現場におけるデータ分析結果の活用

◆技術課題

 大気(雲)の影響の排除
 植生指数以外の波長の利用可能性

Webサイト: https://www.space-agri.com



東日本電信電話株式会社

◆技術ニーズ

分野 求める技術 内容

生産性向上
省力化の実現 AI/IoT、ロボティクス技術等 個人農家から大規模施設園芸の領域まで、規模の大小を問わず生産者の期待や課題解決に応える為、

新しい発想のもとに開発された技術やエッジの効いた技術を所有するパートナーを募集します。

◆企業概要
• 設立：1999年7月1日
• 資本金：3,350憶円
• 売上高：n/a
• 従業員数：4,900人（2019年3月31日現在）

＜一次産業分野における弊社の地域との協業例＞

◆外部連携におけるパートナー像
 道内外のエリアでスマート農業の社会実装を
目指し、実証実験を共に取り組む協業者

◆マッチングしたい分野・テーマ

 近い将来に社会実装が見込める
“身近な”AI/IoT、ロボティクス技術

◆技術課題
 一次産業分野における地域（個人農家、
農業法人、関連団体や自治体等）の期待や
課題解決に応える協業パートナーの募集



株式会社トップファーム（トップファームグループ）

◆技術ニーズ

分野 求める技術 内容

子牛の死亡事故 肺炎など早期発見
生後４ヶ月齢までの子牛の死亡事故は、全体の３分の２にあたる。主な原因は、肺炎や下痢である。
早期の発見、的確な治療を行えば、死亡事故を防ぐことが出来、経済的損失を減らせる。

出荷前牛の死亡
事故

急性鼓脹症の早期発見
出荷前の牛が急性鼓脹症が原因で自重で起立困難になり死亡するケースがある。ロープなどで起
立させれば助かるため日中の観察、夜勤による見回りを行っているが見逃す場合がある。

農場HACCP・JGA
の効率化

コミュニケーションツール
薬品など在庫管理

佐呂間町内に分場が三箇所あり、各所で朝礼、夕礼を行っているが、グループ全体での内部コミュ
ニケーションが取りづらい。
現在は、薬品の在庫管理は審査対象外であるが、今後は審査対象となる公算が高い

◆企業概要

• 設立： 平成06(1994)年
• 資本金： 9,400百万円
• 売上高： 約80億（グループ3社含む）
• 従業員数：70名（クループ3社含む）

【主要事業】

当社は、北海道常呂郡佐呂間町で昭和６２年に素牛の生産を目的

に設立。経営理念は、「北海道の大地に根ざした農業を行います」

「地域社会と共に発展していきます」「仕事を通して豊かな人間性の

創造をめざします」とし、北海道という風土、地域との共生、社員教

育を重点に畜産を取り巻く時代のニーズに合わせ、経営の複合化

と飼養規模の拡大を図ってきた。また経営の特色は、マネージメン

トと社員教育の手段として平成15年に「農場ＨＡＣＣＰ」に取り組み、

平成24年に「農場HACCP認証農場」認証国内1号となり、平成29年

に「ＪＧＡＰ家畜・畜産物」の認証も得ている。また、グループ会社と

して、肉牛肥育のサロマ牛肥育センター(株)、黒毛和牛繁殖・一貫

肥育のパシフィックファーム(株)、酪農の(株)オックスがある肉酪複

合経営体の中核会社である。

◆外部連携におけるパートナー像

 道内企業

◆マッチングしたい分野・テーマ

 センサーなどIoT

◆技術課題

 死亡事故前兆の早期発見による事故防止
 農場HACCP・JGAP運用の効率化及び深化



ヤマハ発動機株式会社

◆技術ニーズ

分野 求める技術等 内容

検知 空撮で精緻な画像認識を
可能とする技術

ドローンにより空撮で、より正確に作物の生育状況等を把握するための採光精度・ピクセル処理等
の画像性能が高いカメラ及び画像補正等の技術

検知 空撮で特定の対象物を検
知する技術

ドローンで耕作地上を空撮し、作物と雑草を見分けた上で、雑草のみに除草剤等を散布する方法

ソフトウェア 圃場・営農情報のデータ化
に関するソフトウェア

YSAP（Yamaha Motor Smart Agriculture Platform： ドローン等の運航データ管理プラットフォーム）
と連携可能な他社の圃場情報・営農情報等の解析ソフトウェアサービス

栽培技術 果樹自動収穫機の導入を
前提とした栽培体系構築

当社が開発・実証中の果樹自動収穫機での収穫作業の自動化・省力化を前提とした栽培体系・作型
の検討、実証の連携ができる産地

◆企業概要

• 設立：1955年7月1日
• 資本金：859億5百万円（2019年9月末現在）
• 売上高：6,772億円（2018年12月期）
• 従業員数：10,614人（2018年12月末現在）

【主要事業】

二輪車事業、マリン事業、特機事業、産業用機械・ロボット事業

◆外部連携におけるパートナー像

 技術開発パートナーの視点：知財等の契約・取り決めを適切に行える企業
 実証パートナーの視点：導入技術に合わせて栽培体系・作型の検討・変更等を柔軟に行える産地・農業者

◆マッチングしたい分野・テーマ

 衛星・ドローン空撮による高精度の物体認識・生育状況等の把握
 果樹の自動収穫工程の構築

◆技術課題

 衛星・ドローンによる画像データ取得・分析手法の開発・向上
 農作業の自動化・省力化の機械導入に向けた産地との栽培体系・作型構築



株式会社ズコーシャ

◆技術ニーズ

分野 求める技術 内容

IT分野 自動解析機能
可変施肥が効果的な畑か否かを過年度衛星画像の表層土壌データと作物生育データの関係に基
づいて自動識別するシステム

機械分野
農業機械の可変施肥デー
タの簡易入出力機能

可変施肥データが入力されたUSBスティックを挿入するだけで、容易に機械側がデータ認識し、GPS
と連動し、自動施肥制御できるようなインターフェイスの構築

◆企業概要

• 設立： 1959年2月21日
• 資本金： 1,200万円
• 売上高： 34億2,038万円（2019年3月決算）
• 従業員数： 237名

【主要事業】

建設コンサルタント業
情報処理サービス業

◆外部連携におけるパートナー像

 システムの構築

◆マッチングしたい分野・テーマ

 スマート農業に興味のある情報サービス業、農業機械メーカー

◆技術課題

 自動解析機能の追加

 施肥データと農作業機との連携

 データ と 農業機械 の橋渡し役

農業機械の可変施肥データの簡易入出力機能



パナソニック株式会社

◆技術ニーズ

分野 求める技術 内容

栽培手法／営農
ノウハウ

自動収穫ロボットに適した
栽培体系構築／普及に向
けたコンサル力

収穫用アームやハンド部の制約を考慮し、ロボットの性能を出せる仕立て方等の栽培技術／農園向
けのロボットシステム提案を担えるコンサルティング力

ロボットへの応用
技術

環境センサー、バッテリー
自動充電技術など

農園環境やセンシング要件を満たせるデバイスや非接触充電技術など一次産業向けロボットへの
応用技術

施設園芸設備の
設計技術

ロボット／IoT営農に適した
ハウス設計技術

果実を成育しているエリアにおいて、グリーンハウスの支柱や、トマトの弦を支えるワイヤーなどが存
在せず、果実の自動収穫を行う際にロボットアームとの衝突が危惧される構造物が存在しない農園
設計。

◆企業概要

• 設立：1935年12月15日
• 資本金：2,587億円
• 売上高：8兆円
• 従業員数：271,869人

【主要事業】

家電、空調関連製品、コールドチェーン、産業用デバイス、建材、
照明機器、B2B全般（物流、アビオニクス、製造、エンタメ）、車載
インフォテインメント等７分社制にて推進。

◆外部連携におけるパートナー像

 スタートアップのようなスピード感のある連携
 会社規模に因らない「対等」な立ち位置での事業推進

◆マッチングしたい分野・テーマ

 施設園芸向けソリューション（技術、栽培手法、農園経営等）
 ロボティクス分野において自社に無い尖った要素技術の発掘

◆技術課題

 一次産業領域への自社技術適用の最適化（価格、機能要件など）
 オープンイノベーションの成功事例が乏しい

お蔭様で昨年100周年

一次産業関連取り組み／商材
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