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スピーカー紹介

高橋 優太

株式会社トーヨーホールディングス

R&D センター センター長

電機機器メーカーでの開発・設計業務、統計学をベースとした

設計手法の社内講師などを兼務した後、コンサルファームにて

戦略・業務改革系コンサルとして  AI を活用した

ソリューション開発などの経験を積む。

現在、トーヨーホールディングス  R&D センターのセンター長として

研究・開発を通じた事業の成長ドライバーを創出。

自社主体の研究・開発のみならず、オープンイノベーションを

実現すべく産学連携コンソーシアム立上げなども実施。



スピーカー紹介

菊地 海砂

株式会社トーヨーホールディングス

R&D センター 自動航行撮影機  開発主担当

医療機器メーカーの営業職を経てトーヨーホールディングスに入社。現在

は R&D センターで社内の業務効率化を行うため、 RPA を活用したシステ

ムの構築をはじめとした働き方改革に関する業務を担当。

今回の AI システムでは自動航行撮影機の開発業務を担当し、

農業の重要課題である業務効率化にも取り組んでいる。



01TOYOグループについて



トーヨーグループは「街づくり総合企業」です

Innovation ＆ Sustainability 

多様な事業とそのシナジーで新しい価値を

創造し、持続可能で豊かな社会に貢献する



総合建設・不動産事業

ワンストップで

幅広いサービスをご提供 

グループ会社、外部事業者との連携によって、 

企画・提案から設計、施工、さらに 

アフターメンテナンスまでをワンストップサービスで実

現。スピーディかつ、高品質なソリューションでお客様

一人ひとりのニーズに応えます。



エネルギー事業

再生可能エネルギーにより、

持続可能な社会の”明日”を拓く

太陽光発電は遊休地を活かしたメガソーラー発電、

国内最大級ソーラーシェアリングを展開しています。

また、食品残渣や家畜排せつ物を利用したバイオガス発

電、間伐材等の未利用資源を活用する木質バイオマス発

電も展開しており、双方ともにカーボンニュートラルであるた

め、Co2 削減に貢献できる発電方法となっております。



アグリ事業

農業が抱える課題と向き合い、

地域に貢献する

農業従事者の減少、作物の安定品質への需要の高まりに

対する対応など、農業を取り巻く課題に対して、 

AI・ICT・ロボット技術の活用など、先端技術を活用した積極

的な課題解決に取り組んでいます。



R&D センターの役割

事業のドライバーを創出する

”研究・開発”

各事業があるべき姿へと至るための

プロセス変革を実現する

”コンサルティング”

双方を遂行する部門です



R&D センターの活動領域



R&D センターの活動領域



アグリ事業 R&D 取組み事例　～自社独自開発・構築～

内容によっては自社独自での

研究・開発を幅広く対応。

単独特許化まで見据えた活動を積極的に

実施し、自社独自の競争優位性を獲得する

ソフトウェア
開発

（アプリ・AI 等）

ハードウェア
開発

（加工設備等）

プロセス再構築
（RPA 等）



アグリ事業 R&D 取組み事例　～共同研究（産学官連携）～

国立大学との特別共同研究事業

の推進や、独立行政法人との

共同研究なども積極的に実施。

大学等の知見・シーズを

活かした事業展開を行う



アグリ事業 R&D 取組み事例　～大規模コンソーシアム参画～

”共創”は事業会社において

今後、ますます重要。

社会課題解決型コンソーシアムに

も積極参加
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屋内水耕栽培をはじめとした

施設園芸が注目されている背景とは？



サスティナビリティ貢献　～食品ロス～

547 万トン

273万トン

事業系食品ロス  2000 年度⽐で

2030 年度までに半減させる 2018 年度の事業系食品ロスのうち

食品製造業が 126 万トン

（全体の 39%）

(出所) 農林水産省よりトーヨーホールディングス  R&D センター作成



292.7 万人
平均 56.7 歳

83.1 万人
平均 69.0 歳
*推測値

基幹農業従事者数と平均年齢の推移

(出所) 農林水産省、農業センサスよりトーヨーホールディングス  R&D センター作成



近年の消費者購買志向

(出所) 日本金融政策公庫よりトーヨーホールディングス  R&D センター作成

安全性・見た目を意識する消費者が53.2
％

（賞味期限・消費期限、見た目の新鮮さ、添加物・農薬）



施設園芸は様々な背景から需要が高まっている

サスティナビリティ
貢献

消費者意識の変化
への対応

農業従事者の減少・
高齢化への対応

トーヨーでは面積効率の良い多段式水耕栽培を展開している



しかし多段式水耕栽培の運営では解決すべき課題があった



多段式水耕栽培プロセス

LED 育苗 太陽光育苗



多段式水耕栽培プロセス～育成工程～

病害発生の判別

写真

多段式水耕栽培の重大課題

●判断ノウハウが複雑でベテランに依

存している状況を解消

●広面積であり、高所もあるため、

　確認にかかる膨大な工数の削減

生育不良の判別

良苗 不良苗



多段式水耕栽培プロセス～収穫工程～

写真

●日照時間などの季節性、レタスの　

個体差などにより困難である　　　収獲

時期の予測の実現

収獲適期の判別

多段式水耕栽培の重大課題



構築システム(AI 生育状況管理システム )



構築システム(AI 生育状況管理システム )



なぜ自動航行撮影機を開発したのか



撮影手段

×高コスト

×運転時の風が作物へ

   悪影響

ドローン



撮影手段

×高コスト

×運転時の風が作物へ

   悪影響

ドローン 固定カメラ

〇撮影所要時間が短い

×高コスト

×影による育成阻害



撮影手段

×高コスト

×運転時の風が作物へ

   悪影響

ドローン 固定カメラ

〇撮影所要時間が短い

×高コスト

×影による育成阻害

自動航行撮影機
（独自開発）

〇低コスト

〇メンテナンスがしやすい

〇運搬台車としても使用

　できる

△撮影所要時間がやや長い



システム構成　～レタス育成不良検知～

画像
受取り
処理

画像撮影
(自動撮影機)

画像アップ
ロードツール

アプリ

          AutoML
        （レタス検出）

画像処理

         データベース
        （解析結果等）

          Vision API
        （撮影座標検知）

         ストレージ
        （個別苗画像）

          AutoML
        （生育不良判定）

UI表示

         ストレージ
        （基画像保存）



AI 活用結果　～レタス育成不良検知～

判別精度  95％ 達成１

工数削減  98％ 削減2

3 高所の確認工程廃止

ベテラン同等の

判断力獲得

作業者の

負担軽減

作業リスク軽減



AI 開発状況　～病害検知、収獲予測～

良品サンプル 病害サンプル

病害検知 収穫予測

重量判定モデル

病害サンプルの作成方法、モデル構築に
工夫が必要ではあったが、

運用可能な高精度判断が見込める状況

各種モデル構築に工夫が必要であったが、
運用可能な高精度判断が見込める状況

成長予測モデル
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今後、R&D として
実施していくべきこと



・AI,UI ブラッシュアップ
・ハードウェア ver アップ

・要件定義、特許化等
・AI 開発、ハード開発等

今後、R&D として実施していくこと

開発担当 AI 生育状況

管理アプリ

実証現場（圃場）

効果確認

ソリューション改善

新ソリューション開発

①素早く、かつ効果を最大限化する

　 開発活動の展開

外部環境

健康
志向

経済
情勢

嗜好性

政治
動向

技術
革新

新ソリューション

etc…

経営
数字

前工程

システム
対象工程

後工程

工数

歩留

etc…

情報分析

開発
導入・運用



・AI,UI ブラッシュアップ
・ハードウェア ver アップ

今後、R&D として実施していくこと

開発担当 AI 生育状況

管理アプリ

効果確認

ソリューション改善

経営
数字

前工程

システム
対象工程

後工程

工数

歩留

etc…
研究担当

・相関関係から因果関係の究明
・基礎研究

研究活動

・要件定義、特許化等
・AI 開発、ハード開発等

新ソリューション開発

新ソリューション

新たなシーズ

開発
導入・運用

分析・検証

研究・開発連携

実証現場（圃場）

②新たな事業競争力の核となる

 　シーズ獲得サイクルの加速



・AI,UI ブラッシュアップ
・ハードウェア ver アップ

今後、R&D として実施していくこと

開発担当 AI 生育状況

管理アプリ

効果確認

ソリューション改善

経営
数字

前工程

システム
対象工程

後工程

工数

歩留

etc…

働き方改革

担当
・業務効率化対応 (RPA 構築等)
・エンゲージメント向上対応

働き方改革

・要件定義、特許化等
・AI 開発、ハード開発等

新ソリューション開発

新ソリューション

開発
導入・運用

分析

現場プロセス

変革RPA 連携等

実証現場（圃場）
③業務全体の更なる最適化



Thank you


