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稲作管理システム

─ ICT で効率化，儲かるお米づくり─
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ては，左記に加え生産管理，農業日誌等の機能を有

稲作管理システム

するものがある．

ICT（情報通信技術）を活用して，稲作の生産コ

一般に，水田では電源供給が難しく，フィールド

スト削減を図る取り組みが始まっている．これまで

サーバ機器は，電池などの独立した電源で稼働する

経験や勘に頼りがちだった水田経営から，環境デー

必要がある．太陽電池パネルなどの利用も考えられ

タ，生育データ，農業日誌，生産コスト，労務を分

るが，トラクタ等の大型機械が作業する環境である

析，見える化することで効率的な生産を目指すもの

ため，その作業の邪魔にならない場所に設置するこ

である．この取り組みの中核をなすのが稲作管理シ

とが望ましく，また，日陰を作らず，容易に持ち

ステムである（図 -1）
．

運べるコンパクトなサイズであることが望ましい

一般的な稲作管理システムは，基本的に①子機シ

（図 -2）．また，隣り合った水田でも積算温度，水温，

ステム（フィールドサーバ）②親機システム ③クラ

水位等が異なることが一般的であるため，フィール

ウドシステム ④スマートデバイスシステムによっ

ドサーバ子機は各水田に 1 個以上を設置することが

て構成されている．このシステムは，センサ機能と

望ましい．水田 1 枚で許容できる経費には限りがあ

通信機能を搭載したフィールドサーバと呼ばれる機

るため，導入を容易にするためには，イニシャルコ

器を水田に設置し，水位・水温・気温・湿度を測定，

スト 1 万円程度，維持コスト 1 カ月数百円程度であ

無線ネットワークを通じて親機へそのデータを送信

ることが望まれている．

する．親機は各水田に設置されている子機からのセ

さらに通信に回線使用料の必要な通信事業者が提

ンサデータを集約し，インターネット，3G 回線を介

供する有料の無線通信網を用いることは維持コスト

してクラウドへ転送する．水田データは専用アプリ

の面で困難なため，一般的には無料の通信規格を

を介してタブレットやスマートフォンを使って遠隔

用いた通信路を利用することが多い．特に IoT 向

地から確認するように構成されている．実装によっ

けに開発され，サブギガ帯を利用した長距離・低
速・低消費電力の新しい無線通信規格である LoRa
（サブ GHz 帯を用いた LoRa Alliance の技術）等

3G, インターネット

親機システム

子機システム（フィールドサーバ）

図 -1
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図 -2 フィールドサーバ設置例と環境データ測定例（気温，土壌
温度）

6. 稲作管理システム

の無線通信技術である LPWA（Low Power, Wide
Area）が稲作水田向けネットワークに適合性が高
1）

いと考えられている ．
LoRa は小電力無線を利用した WAN 規格であ
る．LoRa という規格名は，
「長距離」を意味する英
語 Long Range であり，その特徴は ZigBee，WiSUN 等と比べると少ない出力で長い距離（最大
新着情報欄に水位値
異常の警告がくる

8km 程度）の通信が行えることにある．免許の不要
な特定小電力無線局を用いることが可能な ISM バン
CSS
（Chirp
ド周波数帯である 920 〜 928MHz を用い，

図 -3

水位警告機能

Spread Spectrum）変調を用いたスペクトル拡散変
文字
音声

調方式を採用している．ISM バンド周波数帯は通信
時間や通信間隔に制限がある．また LoRa は低速で
あるため，多くのデータを送ることは困難であるが，
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フィールドサーバの場合気温，水位等の比較的小さ
田んぼ

なデータさえ送ることができれば十分で，フィール

現在の稲作では，田植えや稲刈りはトラクタ，コ
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行動履歴による作業日誌

ンバイン等機械化が進んでおり省力化が進んでいる．
一方水田における水位の管理は，人手に頼る部分が

さらなるコスト削減が期待されている．

大きく，稲作で最も手間がかかる作業となってい

熟練者の見回り時に行っている生育管理等の暗黙

る．水田の水位は稲の成長に重要であり，生育時期

知（経験や勘に基づく知識のこと）を見える化する

により要求される水位が異なるため，米の品質を高

試みも始まっている ．これは農業従事者の高齢化

めるためには朝，晩の見回りが欠かせない作業とな

が進んでおり，熟練者の知恵を早急に伝承する必要

る．特に個人農家と比較し，農業法人など組織で運

があるためである．実際熟練者が管理できる水田の

用する場合，一般に数千枚に及ぶ水田を保有してい

数と若手生産者が管理できる水田の数は 3 〜 5 倍程

る．このため保有するすべての水田を歩いて見回る

度異なることが知られている．また，熟練者ならで

には多くの時間を要し，コスト削減の目的からも効

はの観察眼により確認している内容や，観察の次の

率的に見回りが行えることが望まれている．

ステップである作業（意思決定）にも，初心者とは

・

2）

そこで見回りコストを削減する目的でフィールド

差があることが確認されている．この若手生産者と

サーバを用いた水位管理が導入され始めている．た

の差である暗黙知を見える化し，経験の浅い農業従

とえば図 -3 に示すようにあらかじめ設定をした水

事者でも熟練者と同じ数の水田を同レベルで管理で

位を超えた場合や少なかった場合に警告をメール等

きるようにしようという試みである．

で知らせる仕組みである．これにより見回り回数を

図 -4 は，農業従事者の水田見回りを支援するシ

減らし，見回り時間を少なくすることでコスト削減

ステムの例である．このシステムは端末が保持す

を行う．今後は，自動水引込み装置等の導入により，

る GPS 位置情報を活用し，水田を見回る際，見回
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り地点や経路を自動で取得し記録する．農業従事者

草丈

稲の高さ．

が水田の状況を確認した地点をチェックポイントと

茎数

2 葉以上葉がある茎の数．

して記録し，確認内容や作物の状況等を写真，音声，
文字で登録する．水田で入力された情報をリアルタ
イムで事務所と共有することを可能としたものであ
る．これにより，チェックポイントで発生した問題

正規化植生
植物による光の反射の特徴を活かし植生の状況を把握
指数（NDVI） することを目的として考案された指標．
植物の葉に含まれる葉緑素（クロロフィル）量．
SPAD 値と葉中窒素含有率は高い相関がある．

葉緑素計値
（SPAD）
葉面積被覆率

表 -1

葉が地面を覆う比率．

生育データの例

を事務所に帰ることなく報告できるようになる．また，
問題点解決のための指示を事務所から迅速に受け，対

1600

処できる仕組みとなる．この行動履歴（端末で入力さ

1400

れた水田での作業履歴と自動取得された経路情報）を

1200

作業日誌とすることにより，環境データと日々の確認

1000

状況，作業内容，問題が発生したときの解決策を体系

800

的に農業日誌に残すことが可能となる．
行動履歴を解析することにより，確認すべき重要
個所，たとえば見回り時に必ずチェックしなくては

積算温度

天気予報より積算温度を計算

200

図 -5
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ならない個所と内容などが抽出可能となり，暗黙知
の見える化にも繋がる．また，問題解決の過程が蓄

収穫予想日

平均気温
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10
5
0

積算温度による収穫日予想

積可能となる．加えて問題解決後農業従事者による
解析，問題点の明確化が可能となり，問題再発の危

もので，稲の栽培管理と害虫対策に有効であること

険も低下する．稲作管理システムを活用することに

が知られている．気温データは入手が容易で，品種

より蓄積された暗黙知や作業記録は，知恵の伝承の

により収穫までの積算温度がおおむね決まっている

ためのデータベースとして活用が可能であり，機械

ため広く用いられている．各水田に置かれたフィー

学習等の技術によりさらなる発展が期待できる．

ルドサーバで取得した気温を用いるメリットは，水
田ごとに異なる生育を把握できることにある．きめ

環境，生育データの活用
フィールドサーバで取得する気温，湿度，水位，

812

細かく稲刈り時期等を把握できるため米の品質向上
を見込める．また，測定した気温データと長期天気
予想を用いて成長予測を行うことも可能（図 -5）で，

土壌温度等を環境データと呼ぶ．一方，草丈，茎

作業計画立案等に活用し，作業効率向上を実現でき

数，正規化植生指数（NDVI），葉緑素計値（SPAD），

ると期待されている．

葉面積被覆率等は生育データと呼ぶ（表 -1）．環境

次に生育データの活用例を説明する．水稲成熟

データと生育データを活用し，生育管理を行う．こ

期の米粒タンパク質含有率，植物の光合成能力を

れらのデータは今までは体系的に取得することが

示すパラメータである正規化植生指数は，米の食

困難であったが，ICT 化により取得が容易になり，

味推定や生育状況の確認に用いられている．

観測されたデータをビッグデータとして蓄積できる

環境データと生育データを用いた生育管理手法

ようになってきたため，機械学習等の先端技術を用

について説明する．土壌の電気伝導度（EC）は土

いて生育予想等を行うことが可能となってきている．

壌にどれくらいの肥料分が含まれているかを示す

まず，環境データを用いた生育管理手法につい

ものであり，肥料の過不足の可能性を判断するこ

て説明する．積算温度とは，日々の平均気温のう

とができる環境データである．葉緑素計値（SPAD）

ち，一定の基準値を超えた分を取り出して合計した

は，葉中窒素含有率と高い相関を持つことが知ら
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れている生育データである．稲の栽培では，窒素

これを助ける仕組みとして遠隔地作業管理機能等

栄養状態を最適に管理することにより高品質な米

が活用され始めている．各個人が持っているスマホ

の生産が可能であり，同時に過剰施肥による水質

等の端末を用いて，今日行う作業の確認や作業進捗

汚染も防ぐことができる．窒素栄養状態に基づい

報告ができ，水田で入力した情報は事務所でタイム

て追肥の必要性，時期や量を決定する栄養診断は

ラグなく確認がとれるようになっている．また事務

今日重要な技術である．

所から水田にいる作業員に直接指示ができるように

このように，環境データと生育データを活用し，

なる．全作業の状況が集中的に管理でき，柔軟に作

生育管理を行える環境を構築できる意味で，ICT

業の再スケジュールを立てれるようになる．作業計

化は大きな武器であり，蓄積されたデータを解析し，

画を見える化したことで，作業の段取りも効率化し，

より高精度の生育管理を行うことが可能となる点で

残業等の社員への負担軽減が期待できる．

今後の発展が期待されている．

まとめと今後の展望
生産管理による営農

今後，環境データ，生育データ，作業履歴等の

稲作管理システムの生産管理機能について説明す

データが自動的に取得，蓄積，解析され，知恵の

る．高齢化で耕作が難しくなってきた農家は，農業

見える化が行われていくと考えられる．このよう

法人に農作業を委託する例が増えてきている．ま

な取り組みは始まったばかりであり，依然として

た，農地制度改正後，企業の農業参入が増加してい

未知数の部分も多い．また，収穫量を高める，味

る．大規模農家や法人経営が農地を集積し運営する

にこだわるなど，目的に合った栽培方法を実現する

形態の増加に伴い，生産管理の重要性が高まってき

手段としても活用されていくと考えられる．主食で

ている．多くの水田は大きさがまちまちで，飛び地

ある米は日本人にとって重要であり，安定的に収穫

であることが多い．また，場所や境界を把握するこ

が行えるとともに農業従事者にとって儲かり，やり

とも難しい．従来は，地図台帳で管理を行っていた

がいのある産業であり続けてほしいと考える．

が，ICT 化によりデータ化を行い，電子地図によ
る見える化を行うことで作業現場の管理容易性が向
上した．
また，スケジュールや作業計画，機械，資材を
管理し，効率的に作業を行うことが重要である．

・
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