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会社概要①

2○法人設立日：2021年4月7日 ○資本金：500万円

https://mogitate.co.jp

三井住友海上アルムナイ
※アルムナイとは「卒業生」の意味です。



会社概要②
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現場主義の社会課題解決型
コンサルティング会社！



プロフィール ～損保業界のビジネスモデルを変革！～

 ①1992年～４年間：旧三井海上の名古屋の支店にてリテール営業に従事

 ②1996年～８年間：本社・自動車保険部にて自動車保険の販売戦略等を担当

 ③2004年～４年間：大阪・関西業務部にて関西エリアの自動車マーケットを統括

⇒「映像記録型ドラレコの活用」「アルコール検知器を活用した残酒対策」など、その後、
業界スタンダードとなる自動車事故防止サービス施策を多数開発

 ④2008年～３年間：本社・傷害長期保険部にて「企業のメンタルヘルス対策」
「健康管理で労災事故防止」などのサービス施策を開発

 ⑤2011年～８年間：本社・公務開発部にて経済産業省・厚生労働省・農林水産省
など中央省庁への提言・提案活動、全国の自治体との官民連携スキームを展開

⇒経済産業省所管「ロボットビジネス推進協議会 保険構築WG主査」、農林水産省所管
「アグリビジネス創出フェア 技術審査員」、埼玉県「ロボットプロジェクト事業化推進
アドバイザー」、ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）コアメンバーなどを歴任

⇒2017年10月、NPO法人ロボットビジネス支援機構（RobiZy＝ロビジー）を創設、
副理事長に就任。2021年3月末までに約230会員の組織化に成功

 ⑥2019年～２年間：本社・営業推進部にて三井住友海上の営業部門を統括・支援

⇒「地方創生（社会課題解決サポート）」に注力。全国130超の自治体との連携協定を締結
テック系ベンチャー支援を展開。2021年3月末で円満退社
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全国 130 超の自治体
と連携協定を結び、
統括してきた三井住
友海上の地方創生取
組では、自治体・ロ
ビジー・農業ベン

チャー等と連携した
「スマート農業普及
支援」が、令和２年
度「地方創生等に資
する金融機関等の

『特徴的な事例』」
として、内閣府特命
担当大臣（地方創生
担当）表彰を受賞！
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NPO法人ロボットビジネス支援機構（RobiZy）とは？

ロボットビジネスの

様々な課題を解決！
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産官学連携によるロボットビジネスのプラットフォーム構築

【ロボットと人が共存する社会を実現するための課題例】

●「ユーザーニーズを踏まえた実用的なロボットの開発」

●「リスク対策（保険を含む）など安全面の確保」

●「実証実験から社会実装（ビジネス・事業化）へ」

●「現場での運用方法・ルールの確立」

このようなロボットを取り巻く課題の解決と社会ニーズに応える
べく、三井住友海上、ロボットメーカー、販売会社、大学、埼玉県
など、ロボットビジネスに携わる方々が連携し、ロボットビジネス
支援機構（RobiZy）を設立（2017年10月にNPO法人化）

ネットワーク型の組織運営により、ロボットビジネスのエコシス
テムを形成し、安全・安心で円滑・継続的なロボットビジネスの
実現を図ることを目的として、約300の会員が活動中
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2050年カーボンニュートラルが食農に与える影響

スマート農業（ロボット・ICT等を活用し、省力化・精密化や
高品質生産等を推進する新たな農業スタイル）導入が不可欠！

◆2020年10月、政府は2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロ
に※する、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言

※「全体としてゼロに」とは、CO２などの温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林
管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにするというもの。

CO２排出の約６割が、衣食住を中心
とする「ライフスタイル」に起因

CO２ライフスタイル関連の排出量のうちモビリ
ティ、住宅、食品セクターが約２割ずつを占め、
強力な緩和の可能性が示唆される

「みどりの食料
システム戦略」

→2050年まで
にオーガニック
市場を拡大し、
耕地面積に占め
る有機農業の面
積割合を25％、
100万haに拡

大を目指す（平
成30年時点で
は0.5％程度）



＜スマート農業の効果の一例＞

■ロボットトラクタやスマホで操作する水田の水管理システムなど、先端技術による作業の
自動化により規模拡大が可能に！

■熟練農家の匠の技の農業技術を、ICT技術により、若手農家に技術継承することが可能に！

■センシングデータ等の活用・解析により、農作物の生育や病害を正確に予測し、高度な農
業経営が可能に！
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深刻な人手不足対策としてスマート農業への期待

日本の農業の現場では、人手に頼る
作業や熟練者でなければできない作
業が多く、省力化、人手不足の対策、
負担の軽減が重要な課題

ロボット技術や情報通信技術(ICT)
などの先端技術を活用し、農作業の
省力化・軽労化・精密化や高品質化
を実現するスマート農業の普及により、
生産性の向上、経営規模の大型化、
異業種の参入、新規就農者の確保、
栽培技術力の継承等が期待される！

Copyright © 2022 MOGITATe Inc.



9

(農)ながさき南部生産組合
代表 近藤一海氏（左側）
※日本農業法人協会 副会長

長崎県農業法人協会 会長

農業界と産業界（ロボットメーカー）をマッチングし
「トマト収穫ロボット」開発プロジェクトをプロデュース！

農業用ロボットの開発プロジェクト支援例
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ハウス内での活躍が期待される農業用ロボット例

●自律走行しながら、AIで収量データや
環境データなどをオートセンシング

●積載量100kgで、様々な機材を積んだ
モビリティとしても活用できる

●収穫適期の作物をAI画像認識で判断
し、ロボットアームで自動収穫

●最大7時間連続で稼働。夜間も収穫
●白い線を設置するだけで自動走行
●籠が満杯になるとスマホに通知

⇒RaaSモデルで初期費用と

メンテナンス費用が不要

農業用マルチロボット
（GINZA FARM）

アスパラガス収穫ロボット
（inaho）
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農業用汎用４輪駆動搬送ロボット
（アイ・イート）

農業用の運搬ロボット例
農業用クローラーロボット

（Doog）

■手動操縦機能：
本体に搭載されたジョイステックの操作で
ロボットを誘導することが可能

■自動追従機能：
ワンタッチで人や物を追従することが可能

⇒ビーコンなど必要なく、追従ボタンを押
すだけで正面にいる人や物を追従する

100～200kgを積載し、凹凸や斜面を走れる！
人追従による搬送と自律走行に
より様々な農作業を支援する
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アグリドローンによる高付加価値化の例
ピンポイント農薬・施肥散布（㈱オプティム）

ピンポイント
農薬・施肥散
布テクノロ

ジーの活用に
より、農薬・
肥料使用量を
大幅に削減し
た農産物の生
産を実現！

空撮画像をAIで解析

https://youtu.be/9wUbiGVJ0nM

こうした付加価値
（スマートアグリ
フード）から生ま
れた収益を生産者

へ還元！

Copyright © 2022 MOGITATe Inc.
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スマホで水田の水管理システム『paditch(パディッチ)』（笑農和(えのわ)）

水田の水管理ロボット例

データをクラウド上で
管理し、情報を蓄積で
きるため、収量や収益
の比較に活用が可能！

① 遠隔で水門を開閉できる
② 深夜の水入れをタイマーで設定可能
③ 水が抜けると異常アラートでお知らせ
④ 水温を見ながら細かい入水管理が可能
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「ドローン直播（ちょくは）＋水管理ロボット」への期待

今までの移植（田植え）栽培では、高額な田植え機を購入し、田植え用の苗づく
り（育苗）、苗箱の運搬・田植え機へのセット、水田の耕起（田おこし）作業、
水を入れての代かき作業など、多くの作業負担と費用が発生している。

しかし、移植栽培から発芽種子のドローン直播栽培に切り替えれば、劇的に改善
され、作業計画も立てやすくなる。時間当たりの作業処理面積は大きく、今まで
受託を断ってきた水田作業を請け負うことで、地域全体の作付面積を維持・拡大
することも可能に。

特に分散した農地にはドローン直播が有効。移植栽培に比べて圧倒的な低コスト
生産であり、「水管理ロボット」とセットした省人化で人手不足解消につながる。

⇒低コスト化・省人化が実現できるドローン直播の普及は必至！

Copyright © 2022 MOGITATe Inc.

https://smartagri-jp.com/tag/%E4%BD%9C%E4%BB%98%E9%9D%A2%E7%A9%8D


●家庭用100Vコンセントで充電できる電動式
のため、排ガスを出さない

●水田のあぜ道や路肩など斜面（最大35度）
の草刈り作業を無線リモコンで遠隔操作

●先端部アタッチメントにより草刈の以外に、
除雪など様々な用途に使用可能

●全高40ｃｍなので、人が作業しづらい場所
や機械が入ることができない場所でもＯＫ
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遠隔操作による電動式草刈りロボット
『スマモ』（ササキコーポレーション）

話題の草刈りロボットの例
『ロボモア（ロボット草刈機）KRONOS』（WADO）

刈取りだけではなく充電も自動で行う

https://youtu.be/Dmb1rHxSOqY

ハイブリッドラジコン草刈り機『神刈』（アテックス）

最大作業角度４５度
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デジタル技術を活用したマーケットイン農業モデル

独自の農業モデルのFC展開（Happy Quality）

① 買ってくれる商品をリサーチ『完売品コンセプト』
② データドリブンにより「栽培技術」を開発

③ Happy式栽培手法をマニュアル化
④ 栽培指導による安定栽培
⑤ 農作物の全量買取による収益基盤の確立

【ＦＣ農家になった感想】
これまでの人生、農業とは
全く無縁だった自分が新規
就農者として開業すること
ができ、とても嬉しく思っ
ています。
データや農業理論に基づく
Happy Quality独自の栽培技
術だからこそ、農業を初め
て経験する自分でもスムー
ズにノウハウを吸収するこ
とができました。

高糖度・高機能・高単価トマト

Happy式マーケットイン農業モデル

デジタルツイン



・三井住友海上に自治体研修生を派遣する岐阜県
恵那市（人口約5万人）に対し、「中山間地に
おける『スマートアグリタウン構想』」を提案

- RobiZyの専門家を派遣（業務委託費は別途）

- 草刈りロボット・農業ドローンの実証実験
- 地域商社にドローンスクール実施を提案
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自治体（岐阜県恵那市）等と連携した取組例

恵那市、地域商社・㈱ROBOZの三者で協定を結び、道の駅での
ドローン販売、ドローン教室、ドローン協議大会などを展開

農業ドローン
の使用方法、
農薬の調合方
法・種類などを
講習し、水を
入れて投下訓
練も実施！
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スマート農業コミュニティサロン『納屋ラボ』開設

18

「腕上げ作業ア
シスト補助具」
などの装着体
験、「運搬ロ
ボット」・「水管
理ロボット」な
どの操作体験
や相談が可能

山形県東根市
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『納屋ラボ』の取組事例①

２０２２年５月に
圃場整備・栽培開始



『納屋ラボ』の取組事例②
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他のエリアにも活動フィールドを拡大中！
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『納屋ラボ福岡』で展開中の「放置竹林対策」

Copyright © 2022 MOGITATe Inc.

2022年に新設した『納屋ラボ福岡』では、九州エリアの特性を踏まえ、
伐採した竹から「竹炭」等を製造・販売する収益化モデルを検討中！
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「森林の見える化システム」の活用例

森林の状況を簡単かつ正確に“見える化”！

森林3次元計測システム『OWL（アウル）』（アドイン
研究所）は安全な赤外線レーザを使用した森林計測装置。

レーザースキャナにより屋外の空間情報を３次元データ
として取得。得られた３次元データは、専用ソフトウェ
アを使用して、ほぼ自動的に解析・変換・集計が可能。
森林内部の詳細な情報を確実にデータ化できる。

https://youtu.be/Y6lDyc-kw58

1地点のスキャンは
45秒で終了！

移動ロボットの
技術を応用！
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苗木の生産工程におけるロボット活用例

1地点のスキャンは
45秒で終了！

協働型ロボットアーム
と専用アタッチメント
の導入により大幅な
生産性向上に成功！

大坂林業×UR



北埼玉は江戸時代から続く藍染のまち
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【羽生市 経済環境部 観光プロモーション課】

江戸時代から続く藍染のまち（更新日 2018年03月22日）

天然発酵～武州正藍染～
江戸時代後半の天明期の頃から羽生や加須、行田など北埼玉で藍が栽

培されたといわれています。
農家の主婦が農閑期を利用して家族の衣服をつくったのが始まりとい

われ、最盛期には武州（羽生、加須、行田）の一大産業となりました。
武州の正藍染めは、藍の葉から自然発酵建てでとった染料により染め

るのが特徴で、手染めのため微妙な風合いがあり、さめるほど美しい色
合いになります。糸の段階で染める糸染めと、布にしてから染める型染
めのふたつの手法があり、武州では全体の7割が糸染めで、型染めは民
芸調などの柄が出せます。藍染めの職人を紺屋職人と呼び、当時200軒
以上の紺屋があったほどです。

平成29年に大ヒットしたテレビドラマ「陸王」は、隣の行田市が舞
台でしたが、主演の役所広司さんが着ていた「こはぜ屋」の半纏（はん
てん）は、羽生市神戸にある小島染織工業（株）が製作したものです。
この半纏は武州正藍染で製作されており、ドラマのヒットと相まって大
変な人気を博しています。



武州地域の伝統の技を受け継ぐ紺屋の作業内容
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【藍の染料ー蒅（すくも）ー】
藍染の原料は、タデ科の植物の葉。夏の開花前に収穫した葉を乾燥させ、さらに
発酵させたものを蒅（すくも）といい、これが藍染の原液（藍液）の原料となる。
蒅の製造は、乾燥した藍の葉を堆積し、灌水と切り替えしを15～20回、5～7日
ごとに繰り返し発酵させる手間のかかる作業。完成までに約3ヶ月。

【甕掻き（かめかき）３年ー天然発酵建てー】
染色をするためには、この藍から染液をつくらな
ければならない。良好な状態の藍液を作るには毎
日程よく攪拌させる必要がある。むやみやたらに
掻いたら藍は弱ってしまう。その勘どころが何よ
り難しい。熟練を要する作業。

「熟練の経験と勘」
「伝統の技」を受け
継ぐ紺屋の毎日の
攪拌作業の様子

【参照】

野川染織工業
（羽生市）



農福連携による「藍」の水耕栽培の可能性
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【藍染め職人のブログ『沈殿藍づくりに産業革命！』より】
7月、沈殿藍づくりの最盛期です。つくったことがある方はご存じだと思いますが、
藍の生葉を“発酵させた”というより“腐らせた”液を攪拌する作業の辛いこと。

湯かき棒（お風呂をかき回す棒）で何千回も攪拌するのですが、悪臭は拡散する

し、あちこちに液が飛び散るは、疲れるは・・・で、もう大変です。

「沈殿藍づくり」の自動化の可能性

▼藍の生葉を発酵させています。 ▼葉を濾し取った液に消石灰を加え攪拌

「バスポンプを使い、吸い込むほうを発酵液に中に入れ、出る

ほうは発酵液の上から、30～40分ジャバジャバする（ひと言で
いえば、循環させている）だけで、とてもよい藍色を得ること
ができました。成功です！」
「その重苦から解放されたばかりでなく、その間に使った道具
を洗ったり、次の作業の準備ができたりもします。」

「経験と勘」と「マンパワー」に
頼っている辛い作業は、DX・
自動化できる余地が大きい！



【主な藍の効能】

①消臭効果（藍染めは洗濯しても効果が持続）

②抗菌効果（藍から抽出した成分でO157・サルモネラ・MRSAの菌数が低減）

③皮膚病への効果（アトピー性皮膚炎の抗菌効果、あせもや乾燥肌など皮膚

病や水虫などにも効果）

④防虫効果（衣類の保管に藍の風呂敷が使われていた）

⑤コレステロール低減効果（藍葉の色素や苦味成分であるフラボノイドに

コレステロールを減らす効果）

⑥ポリフェノールが豊富（ポリフェノールがケールや若葉の4倍）

⑦抗酸化作用（ブルーベリーやほうれん草の5倍以上の抗酸化力でアンチエイ

ジング効果が期待される）

藍の驚きの効能と関連ビジネス創出の可能性

藍の粉末 30ｇ
オーガニック藍
税込1,836円
（送料無料）
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藍には解熱、解毒、食あたりなどに効果があると信じられ、徳島県には古くから

「藍商人は病気知らず」という言葉が伝えられている。しかし、その効能について
は、これまで科学的な検証がされているわけではなかった。
そこで、四国大学では、食用としての藍の研究に着手した。藍の糖尿病をはじめ
とした生活習慣病を予防する機能性と安全性を科学的に立証。2020年7月には
厚生労働省から藍の葉と茎を食用として利用する“食藍”が認可された。
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「アグロ・イノベーション2021・2022」を企画支援

「最先端スマート農業」ブース
15社・団体による”新しい農業”の形の提案！

（企画協力：㈱MOGITATe、NPO法人ロボットビジネス支援機構（RobiZy））

今後、全国展開が期待されるロボット・ＡＩ・IoＴ等の最新技術・サービス
を活用した“新しい農業”の形を15社・団体のブース展示により提案！

＜出展者（15社・団体 順不同）＞

Doog（ドーグ）、ロボットビジネス支援機構、大坂林業、アイ・イート、
アドイン研究所、ダイヤ工業、有人宇宙システム、タキゲン製造、笑農和、
Happy Quality、エボレボ、プロダクトソリューションエンジニアリング、
ソーケン、MOGITATe／『納屋ラボ』

スマート農業普及は
チーム化とワンストッ
プ支援がポイント！
このメンバーで2022
年もセミナー講演！



スマート農業の有望なベンチャー等が15社・団体が出展した「注目ブース」！

2021年度の「最先端スマート農業ブース」のイメージ
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大反響だった「最先端スマート農業ブース」の光景

31

10/26～28に東京
ビッグサイト、11/15・
16にマリンメッセ福岡
で開催した「アグロ・
イノベーション2022」
のスマート農業展を

企画支援！
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終わりに ～明るい未来の創造に向けて～

スマート農業、SDGs取組、地方創生など社会課題解決
スキームの展開では、英知を結集することが不可欠！

力を合わせて“面白いビジネス
モデル”を構築しましょう！！

“現場主義の社会課題解決型コンサルティング会社“

株式会社MOGITATeの公式サイト

https://mogitate.co.jp


