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NTTグループの農業分野での取り組み

NTTドコモの農業への取り組み

NTTドコモでは全国の農地や山間
部でも安定した通信環境を目指す無線
通信網を活用し，専門的な知見を活か
しながら農業のICT化に果敢に取り組
むベンチャー企業と “協創” し，農業
生産法人様や自治体様などにお役に立
てるモバイルネットワークやクラウド
などのソリューションを提供すること
を主なコンセプトとして農業ICT化に

取り組んでいます．
私たちは，スマートフォンやタブ

レットの提供にとどまらず，JAグルー
プ様，農業生産法人様のお困りごとや
ご要望をお伺いし，農業分野における
ICT化を推進することにより，課題解
決に貢献したいと考えています．

2015年10月に開催された「国際次
世代農業EXPO2015」では，現在ドコ
モで提供している農業 ・ 畜産分野で活
用可能なセンサやカメラ，営農を支援

するアプリケーションのほか，JAグルー
プ様の導入事例などを出展しました．

その中でも，ベジタリア株式会社が
開発提供する水田センサ「PaddyWatch

（パディウォッチ）」のブースには非常
に多くの方に興味持って足を止めてい
ただきました．PaddyWatchは水稲生
産に重要な水位 ・ 水温を自動計測 ・ 蓄
積を行い，地上部の温度 ・ 湿度の変化
も記録可能なセンサです（図 ₁ ）．防
水性 ・ 防泥性を確保し，水稲栽培に必
要な水位をmm単位で測定することも
可能です．計測データは，本体部にあ
る記憶装置に記録され，モバイル回線
を通じて，インターネット経由で専用
サーバに蓄積されます．生産者は水田
の状況をスマートフォン ・ タブレット
のアプリケーションで確認することが
でき，水稲栽培に必要な水管理の労力
削減が期待できます．

また，2015年 5 月に新潟市，ベジ
タリア，ウォーターセル，ドコモの 4
者が，稲作農業における生産性向上と
高付加価値化の推進を目的とした「革
新的稲作営農管理システム実証プロ
ジェクト」に関する協定を締結しまし
た．これは，日本最大の水田耕地面積
を持つとともに，国家戦略特区（革新
的農業実践特区）として指定されてい
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図 ₁ 　水田センサ「PaddyWatch」

分娩事故，発情見逃し0（ゼロ）へ（畜産分野の
取り組み紹介）

NTTドコモでは，日本の農業全体の活性化のため，「生産性の向上」お
よび「省力化」といった重要課題にICTを通じて貢献したいと考えています．
本稿ではドコモの全国モバイルネットワークを活用し，専門的な知見を活
かしながら農業のICT化に果敢に取り組むベンチャー企業と “協創” した，
センサから情報管理・閲覧までのトータルサポートを目指した農業・畜産
系ソリューションを紹介します．
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る新潟市の大規模農業の改革に取り組
む生産者に対して，PaddyWatchの導
入 ・ 活用を支援するプロジェクトで
す．さらに，農林水産省と連携し，
2015年 6 月から全国36県の地方農政
局および管内都道府県の希望者向けに
PaddyWatchとドコモのタブレットを
貸与提供する「水田センサ×技術普及
組織による農業ICT導入実証プロジェ
クト」も実施しました．当実証プロジェ
クトについては，全国的に実施するこ
とができ，ドコモのネットワークと同
様，農業ICT化の拡がりにも大きく期
待されていると感じています．

そのほかにも，水稲だけではなく，
センシング技術を用いて植物の生育に
必要な光，水，土壌，大気の環境情報
をモニタリングする農業用圃場監視計
測システム「FieldServer（フィール
ドサーバ）」（開発提供：ベジタリア）
や，インターネット上のマップ ・ 航空
写真を利用したインターネット上の農
業日誌 ・ 圃場管理ツール「アグリノー
ト」（開発提供：ウォーターセル）と

協創することにより，農業ICT化の
トータルサポートに取り組んでいます．

NTTドコモの畜産分野への取り組み

NTTドコモでは，畜産分野におい
てもICT化に向けた取り組みを行って
います．

畜産農家の減少により，子牛の取引
頭数が減り， 1 頭当りの子牛の取引価
格が上昇している中で，母牛の「分娩」
と「発情」を適切に検知してタイミン
グを逃さず生産効率を上げることが畜
産農家には必須となっています．これ
までは人による24時間体制で常に監
視していた分野にICTを導入すること
により，畜産農家の負担を大きく減ら
し，生産効率の向上を目指しています．
「モバイル牛温恵」は，大分県のベ

ンチャー企業である株式会社リモート
が開発提供している畜産向け農業ICT
ソリューションです（図 2 ）．モバイル
を活用した畜産のICTソリューション
は珍しいため，将来性に期待し，ドコ
モはリモート社と業務提携しました．

モバイル牛温恵は，母牛の体温を監視
することで分娩の細かい経過や発情の
兆候を検知し，メールで通知するサー
ビスです．体温センサ，子機，親機を
畜産農家に設置することにより利用が
可能となります．体温センサは脱落防
止用のストッパーを装着したうえで，
母牛の体内に挿入します．機器は動物
用医療機器認定を取得しているため，
安心してご利用いただけます．体温セ
ンサには微弱無線装置が内蔵されてお
り，7.5 mの範囲内に子機を設置するこ
とにより，複数頭分でも接続が可能と
なっています．子機から親機へは
Wi-Fiにより30 m程度の距離で通信を
行い，親機に内蔵されたモジュールか
らFOMAによりドコモの電波を用いて
サーバにデータを送信しています．

体温センサからは，5 分ごとに0.1 ℃
単位で計測した体温データを送信し，
体温の変化をサーバで監視しています

（図 3 ）．分娩監視では分娩前の兆候と
して現れる体温の低下をとらえること
により，分娩のおよそ24時間前に「段

微弱電波

FOMA

インターネット

受信メールイメージ

●●牧場様
ID：1234
名称：牛太郎

温度：38.4℃
段取り通報です.（2-2）
（Preparation alert）
http://gs00.remote.co.jp/
?no=220000000004329
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図 2 　モバイル牛温恵
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取り通報」をメールにてお知らせしま
す．その後，破水した際に体温センサ
が体外へ押し出されることによる温度
変化をとらえ，「駆け付け通報」をメー
ルします．本システムの構成および監
視アルゴリズムについては，大分県産
業科学技術センターおよび大分県農林
水産研究センター畜産試験場とリモー
ト社にて共同出願しており，2007年に

「分娩予知通報システム」の名称で特許
第3₉3₈7₈6号として登録されています．

分娩を見逃すことなく立ち会うこと
により，分娩事故を大幅に減らすこと
が可能となりました．導入された畜産
農家様からはモバイル牛温恵の導入に
よって，分娩事故が大幅に減少したと
いった声もいただいており，体内挿入
による体温変化の精度の高さ故の効果
が発揮されています．併せて，メール
通知により牛舎に張り付く必要がなく
なり過剰監視からも開放されるため，
ご利用いただいている畜産農家様から
は手放せないサービスとして大変ご好

評いただいています．
モバイル牛温恵は，2014年 7 月より

全国農業協同組合連合会（JA）様の子
会社である全農畜産サービス様と販売
代理店契約を締結し，JAグループ様の
販売網も活用することで着々と売上を
伸ばしています．ドコモは全国の支社
支店と連携しモバイル牛温恵が利用で
きるよう，モバイル環境の整備を支援
しています．2016年 1 月時点で約200
件のご注文をいただいており，地域別
でみると肉用牛の繁殖数が多い九州地
域への販売数が半数近くを占めていま
す．今後も引き続き，ドコモはJAグルー
プ様と連携し，モバイル牛温恵の販売
促進を全国的に行っていく予定です．

今後の展開

NTTドコモでは全国のモバイル
ネットワークを活かし，農業 ・ 畜産分
野において，センサから情報管理 ・ 閲
覧までのトータルサポートを目指し
て，農業ICTソリューションを提供す

る企業と積極的に連携し，ICT化によ
る農業の発展に貢献できるように取り
組んでいきたいと考えています．

上原  　宏

「モバイル通信企業」「総合サービス企業」…，
と歩みを進めてきたNTTドコモは，顧客獲
得争いに象徴される “競争” から，パート
ナー企業とのコラボレーションを通じて，
新たな価値を創造する “協創” の取り組みを
加速させていきます．今後もNTTドコモの
取り組みにご期待ください．

◆問い合わせ先
NTTドコモ
 R&D戦略部

TEL ₀₃-₅₁₅₆-₁₇₄₉
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図 ₃ 　分娩監視グラフ


