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ロールベール流通のための生産履歴管理システムの開発

1. システムの構築と生産法人における検証
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Synopsis 

Tamaki Kida， Shuji Urakawa， Morinobu Matsuo， Fumihiko 

Tanaka， Toshitaka Uchino (2013) Development of a History 

Information Management System for Broader-based Distribu-

tion of Round Bales， l. Technique for collecting plant cultiva-

tion history， and a field triaL Jpn J Grassl Sci 59 : 14-20 

The purpose of this study was to develop a database that 

allows broad information exchange of cultivation history 

information and a method for label printing， in order to 

promote distribution of round bales of whole crop rice and 

whole crop wheat which were widely used as commercial 

feed， The database was used to record field information， cul-

tivation information， and field conditions at the time of 

harvest. The database system can be operated using a 

personal computer and a handy terminal (HT). During har-

vest， the HT was used to read the QR-code of an information 

input sheet to record長eldconditions in the database. A label 

containing the cultivation history data and the QR-code was 

printed using a mobile printer and stuck on a round bale. 

With respect to the harvest of whole crop wheat， the time 

required for the operation of this system represented 5% of 

all the harvest work. The collection of cultivation history 

information and label management did not constitute an 

additional burden during harvest work. Information printed 

on the label exposed to outdoor condition could be read for 

one year. 

Key words : Distribution， Label， Round bale， Whole crop 

rice， Whole crop wheat. 

緒 言

2010年に策定された「食料・農業・農村基本計画」では，

自給飼料の生産拡大および飼料自給率の向上を掲げており，

キ連絡著者 (correspondingauthor) : surakawa@affrc.go.jp 

一部は日本草地学会第 67回発表会 (2011年3月)において発表。

粗飼料自給率 100%を達成目標としている。目標達成には，

耕作放棄水田等を活用した稲発酵粗飼料(以下飼料イネ)の

増産が重要な鍵となっている。飼料イネの作付面積は約

23，000haまで拡大しており(農林水産省 2011)，近年は水田

裏作として，飼料用ムギ類(コムギ，オオムギ等)の利用が

取り組まれつつある。そのほとんどはロールベールラップサ

イレージ(以下ロールベール)として利用されている。

飼料イネの生産利用は，当初同一地域内の耕種農家と畜産

農家が連携し顔の見える地域内流通が主であった。しかし

作付面積の拡大に伴い，地域内における飼料イネの需給バラ

ンスが崩れ，過剰に生産されている地域と，畜産農家が利用

を希望しでも入手が困難な地域が生じつつある(浦川

2010)。また，全国の市町村を対象とした飼料イネのアンケー

ト調査(阿部ら 2008)では，耕種農家の 46%が飼料イネの

広域的な流通が可能になれば作付面積の拡大を図りたいとの

意向を示している。これらから，飼料イネの需給バランスを

取りつつ生産拡大を図るためには，ロールベールの流通促進

は重要な課題と考えられる。

飼料イネの生産現場では，栽培管理は耕種農家が行うもの

の，収穫調製と流通，販売はコントラクタ等の生産組織が実

施する事例が増えている。結果として畜産農家から生産者の

顔が見えず，互いの信用構築が困難となることが問題視され，

耕種農家，生産組織，畜産農家ともに納得し安心して売買で

きる体制を構築することが求められている(浦川ら 2011)。

ロールベールはラップフィルムで密封されており，収穫調

製後に外見から内容物の状態を知ることは困難で，ロール

ベール管理のために，マーカーやスプレー等を用いてロール

ベールに圃場番号を記載している事例が多い。その中で，畜

産農家が飼料イネをより安心して購入利用できるよう，収穫

日時，圃場番号，通し番号等の詳細な情報をロールベールに

マーカーで記入する取り組みが行われている(長滝 2009)。

本研究は，農林水産省委託フ。ロジ、エクト「自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発」による。
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また一部の生産団体では，収穫日や収穫園場等を記載したラ

ベルをロールベールに貼り付ける取り組みも見られる。すな

わち，あらかじめ園場番号等を記載したラベルを印刷してお

き，園場でロールベールに貼り付けた後に，通し番号等を手

でラベルに追記する(川原田 2010)事例や，収穫作業時に

圃場毎のロールベール個数等をメモし，作業終了後に事務所

でラベルを印刷し，翌日の収穫作業前に前日に梱包したロー

ルベールにラベルを貼り付ける(佐藤 2010)等である。し

かしながら，これらのラベル作成・貼り付け作業には多大な

労力を要することが課題となっている。

今後ロールベールの流通を推進するためには，生産履歴管

理に加えて，品質に関する情報を提供することが必要となる

と考えられる。収穫・調製段階において，材料の品種，収穫

時の熟度(熟期)，病虫害の発生程度，土砂の混入等は，飼

料成分，栄養価あるいは発酵品質に影響を及ぼすことが知ら

れている。流通に際しては，これらの要因の情報を示す必要

がある。しかしながら上記を記録し，ロールベールの流通に

際して記載する取り組みはほとんど行われていない。

そこで本研究では，飼料イネや飼料用ムギ類の適切な生産

履歴管理手法を確立するために，①園場の地番や所有者の情

報(以下圃場台帳)，および基幹作物，栽培品種，作付面積

等の情報(以下栽培履歴情報)を管理するデータベース，

②品種，熟期(熟度)，病虫害の発生程度(以下収穫時圃場

情報)を圃場でデータベースに省力的に入力する手法，③圃

場でラベルに情報を印刷しロールベールに貼り付ける手法，

を組み合わせて，ロールベールの生産履歴情報を管理するシ

ステム(以下生産履歴管理システム)を作成し，その実用性

を検証した。

材料と方法

1. 生産履歴管理システムの開発目標

生産現場における生産履歴管理作業の実態を踏まえ，生産

履歴管理システムの開発目標を以下のように設定した。

(1)圃場台帳，栽培履歴情報，収穫時園場情報を一元的に管

理できること。

(2)圃場で収穫時国場情報を記載したラベルを印刷し，ロー

ルベールに貼り付けることにより，ロールベールの生産

履歴管理を行うこと。

(3) ラベルは屋外環境下で 1年間ロールベールから剥がれる

ことなく，印字内容が読み取れる耐久性を持つこと。

(4)生産履歴管理システムは，各生産組織で異なる園場台帳

の様式および栽培履歴情報の管理手法に対し，データ

ベースのテーブル構成や項目を容易に変更可能で、あるこ

と。

(5)生産履歴管理システムの運用，収穫時圃場情報の収集，

ラベル印刷および貼り付け作業は，収穫作業者に過度な

負f旦とならないこと。

2. 生産履歴管理システムの構築

開発目標から，生産履歴管理システムは圃場台帳，栽培履

歴情報，収穫時圃場情報を一元的に管理するデータベースソ

フトウェア(以下データベース)を核に構成した。生産履歴

管理システムは，事務所の管理作業用 PC(Windows系OS，

以下事務所PC)と，収穫作業時に屋外で作業する端末(ハ

ンデイターミナル，以下 HT)の2つでデータを共有する仕

様とした(表 1)。

圃場でデータ収集する HTと事務所 PC聞でのデータ受け

渡しを容易とするため，生産履歴情報は CSV形式ファイル

の集合体として取り扱うことした。また開発目標 (4) を満

たすため，生産履歴管理システムは，複数の CSVファイル

からなるデータベース形式とし生産団体の管理項目に合わ

せて，データ項目を柔軟に変更可能な仕様とした。

選定した HT(BT-1500W，キーエンス，大阪市)はキー

とバーコードによる操作が可能であるが，開発目標 (5) を

念頭に，情報入力作業の省力化とミスの低減が可能なバー

コード管理手法主体で操作することとした。バーコードの方

式は， 日本語で多くの情報を内包可能な 2次元コードである

QRコード(デンソーウェーブ登録商標第 4075066号，日本

規格協会2004)を用いたO

情報入力を簡単にするため，圃場で収集する項目を印刷し

た情報入力シートを用いた。情報入力シートには各項目内容，

チェックボックス， QRコードカ雪印刷されている。 QRコー

ドには生産履歴管理システム上の処理コードを記載してい

るo HTでQRコードをスキャンすることで，生産履歴管理

システムへ圃場情報を反映で、きる。情報入力シートの項目は，

熟期(乳熟期，黄熟期等)，圃場の状態(良好，軟弱等)，乳

酸菌等の添加，倒伏の状態，病虫害の発生程度とした(図 1)。

ロールベールの生産組織では，ロールベールは圃場ごとに

同一ロットとして管理していることが多い。そこで開発した

生産履歴管理システムにおいても，ロールベールの生産履歴

情報は既存の生産組織で用いられている国場台帳と同様に圃

場毎のロットとして取り扱うこととした。

また開発目標 (2)を満たすため，低消費電力 (55W)の

熱転写方式のラベルプリンタ (B目EV4T-GC17-R，東芝 TEC，

東京都)を選定した。ラベルプリンタは DC/ACコンパータ

表 l 生産履歴管理システムの機器構成.

事務所の管理作業用 PC
WindowsOS 
各データは CSVファイルにより構成 (VisualC++ ) 

情報収集端末 (HT)
キーエンス社‘ BT-1500W
QRコード読み取り機能

有線・無線LAN(屋外見通し 100m)
防塵防水性:IP54 (JIS防沫型)

耐落下 2m 
連続使用時間'約 16時間

ラベルプリンタ

東芝テック B-EV 4T-GC17-R 
外形寸法・ 198x 262 x 173mm 
質量・ 2.4kg

消費電力:55W 
印刷方式'熱転写
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情報入力シート

【圃場名 000、地番:0001-1】
睡思壇画~"事'"，8~蝿"

注)収穫作業者は収穫前に圃場の状態を目視で確認し該当項目にチエツウを入れる

図1. QRコード付情報入力シート(一部抜粋)• 

にて，車用バッテリー (12V.35Ah)で給電する仕様とした。

ラベル紙のサイズは縦lOcm，横lOcmで，ラベルには生産

者や品種，熟期等の文字情報に加えて， QRコードを記載す

る仕様とした(図 2)。なお，ラベルの印刷は園場で行うこ

とを想定しているが，事務所 PCでも行える。

ラベル紙には，後述の試験において耐久性に優れたものを

選定した。

生産履歴管理システムの操作は，以下の順に行う(図 3)。

(1)事務所 PCのデータベースに予め圃場台帳情報として，

圃場名，生産面積，住所を入力する。また栽培履歴情報

として，基幹作物名(飼料イネ，飼料用ムギ類)，作付

面積，品種を入力する(図 4)。

(2)事務所 PCのデータベースから，当日作業する園場の台

帳情報を HTに転送する。さらに，収穫時に圃場で収集

する項目を印刷した情報入力シートを当日作業する圃場

分印刷する。

(3)収穫機の作業者は，各圃場での収穫作業前に圃場を確認

し情報入力シートの該当項目をチェックする。

(4)収穫機の作業者は，ベールラッパ作業者に情報入力シー

トを渡す。

(5)情報入力シートを受け取ったベールラッパ作業者は，

チェックされている項目とベールラッパ作業者がチェッ

クする項目(ラップフィルムの巻き数等)の QRコード

をHTでスキャンする。

10cm 

収穫日 2010年 O月 O日

生産者名 000生産組合

品種名 ホシアオパ

収穫期熟度 黄熟期

乳酸菌 畜草1号

注)QRコードはテスト版

図 2. ロールベール貼り付けラベルの記載例

(6)ベールラッパ作業者は， HTからラベルプリンタへ印刷

コマンドを送信し，ラベルを印刷してロールベールに貼

り付ける。

(7)作業終了後に事務所 PCのデータベースに HTから収穫

時圃場情報データを転送する。情報入力シートのチェッ

ク項目と転送データの内容を確認，修正後に統合する。

3. ラベル紙の耐久性確認試験

物流業界でラベル印刷に広く用いられている感熱方式プリ

ンタは低消費電力であるが，感熱紙は屋外環境では紫外線等

の影響で劣化が激しい(高野・松永 2010)。予備的に，感熱

紙ラベルをロールベールに貼り付けたところ，数週間で印刷

された内容が識別不能となった。ロールベールのラベル管理

を実践している生産組織では，レーザープリンタ用の耐水性

ラベル紙が用いられていたが，屋外環境下では耐水性ラベル

紙も縮みや印刷の剥がれ等の劣化が生じる。またレーザープ

リンタは消費電力が高く，屋外環境下での使用は困難で、ある。

そこで選定した熱転写方式のラベルプリンタに対応し，開

発目標 (3)を満たすラベル紙として，耐光紙(ユボ VES85，

東芝テック社，東京都)と耐水耐光性紙(アート 73，東芝テッ

ク社，東京都)の 2種類を用いて耐久性試験を行った。それ

ぞ、れのラベル紙に調製日時，品種等の情報を印刷し， 3個の

ロールベール(内容物飼料イネ，直径 100cm，高さ

90cm) に貼り付け， 1， 2， 3， 6， 9および 12ヶ月経過後に

目視によるラベル情報の確認と， HTによるラベルの識別を

行った。

耐久性試験は，平地(畜産草地研究所那須研究拠点，標高

約330m) と高地(同御代田研究拠点，標高約 1000m)の2

か所で実施した(貼り付け日 2010年8月 10日)。また貼り

付け場所の方角による日照の影響を検討するため，ラベルを

各ロールベール側面の 4方向(東西南北)に貼り付けた。

4. 生産現場におけるシステムの運用試験と検証

土地利用型農業法人(三重県鈴鹿市)において，飼料用コ

ムギ収穫時 (2011年5月24-25日， 30a区画圃場， 3筆)に

生産履歴管理システムの情報入力管理とラベル印刷およびラ

ベルの貼り付けを実施し，システムの実用性の評価および改
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1日分の作業圃場情報をHTへ転送

事務所PC

HT 
~"W 、- .，<?~. 

一一語録易量忌緩急暴溢議極通長

重!Ij言語揚審議重量量語

忽..'き鍾首位詰鎗..)量

プリンタ阜喪主主篠磁鴬健主主寝耳
'"降臨鍵糧費極腫秘密寝産指

作業開始前の事務所での作業 く
1収穫作業者は情報入力シートの該当項目をチェック

HTから取得'情報を台帳へ転送

事務所PC

作業終了後の事務所での作業

ベールラッパ作業者はチェック項目のQRコードをHTで読み取る

図 3 生産履歴管理システム操作方法の概略.

良点の抽出を行った。

運用試験を行った農業法人では ロールベールを未ラップ

の状態でストックヤード等の保管場所に輸送してから密封し

ていた。収穫調製では，ロールベール梱包後に圃場で密封し，

その後に搬送する体系が多い。しかし，その体系では専用収

穫機の作業能率に比べ，自走式ベールラッパの作業能率が低

い(浦川・吉村2003)ため収穫作業の効率が低下してしま

うことや，国場から搬送する際に生じるロールベールの変形

やフィルムの破損の低減が課題となっている。未ラップ状態

で輸送し保管場所で密封する体系は，収穫作業の効率が高

く，密封後のハンドリング回数を減らせることから，近年取

り組みが増えつつある。

運用試験における収穫調製作業は以下の通りである

5)。

(図

(1)収穫作業前に収穫作業者が，情報入力シートの収穫圃

場の状態欄にチェックを入れる。

(2)コンパイン型専用収穫機 (WBlOOO.タカキタ，名張市)

によか飼料用ムギを収穫，ロールベール梱包する。

(3) フロントローダ付トラクタを改造したベールハンドラ

により，収穫機から直接ロールベールを受け，圃場に

ロールベールを置くことなく農道まで搬送する。

(4) フォークリフトにより 農道上のロールベールを運搬

車(ダンプトラック)に搭載 (1回の輸送個数5個)。

(5)収穫作業者からロール運搬者に情報入力シートを手渡

す。

(6)運搬車によりロールベールを保管場所まで輸送し，

ンプ機能によりロールベールを降ろす。

ダ

(7) ロール運搬者からベールラッパ作業者に情報入力シー

トを手渡す。ベールラッパ作業者は情報入力シートの

チェック項目を HTにより入力する。

(8)白走式ベールラッパ (SWllOO.タカキタ，

より，ラップフィルムで密封する。

名張市)に

(a)メニュー画面

メニユ寸同 事牙(V) ヘル1(時

作業メニューの選択

HT'へのデータ書込 HTへのデータE完~

画場↑静謄翠 情報入力シ}卜印尉

ラベル印刷

(b)生産履歴情報入力画面

:i E ib制繭りヘルブ加}

丞鳩慢罰膏理

-9~tli仏師芳香込l円相酔Aデ蝿込臨時間 lラヘ凶崎l 帽メコー l

輔作品謂綴篠宮ffE縮長〈臨、
E輔緩~覧

国 埠 蔀 蝿 所 生産面積 奉脅雪作物 作付奮奮

liMZF 三号所下辺釜6 宅 3 1雪 話 " 三底市下i車壷5由守司1

" 警高 " 

面場台帳

阻場名 FJどりの農頭 生産酪 Fγ-a

住所 !三鷹市下連雀5-1-1

栽培履歴稽報

収穫時国務議事量 r'療事寄留場情報主修正する

収穫甥め鉄度情熱懇 団H肺状態 |周年

乳酸菌警の添加 i喜重1号 倒版制民警 i無

病害虫の被害度|徹 ラッブフィFレム組 16暦

主主竺J____!色 J_2巴J

注)白抜き枠は記入項目 i 灰色枠はHTからの転送項目を示す

図 4 事務所 PCのデータベース画面.
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収穫作業 10専用収穫機操作
2人

Oベールハンドラ1操作; -闘届幽幽圃

10フォークリフト操作
運搬作業|

2人|屯H ・H ・H ・H ・.....

ー同ーーーーー-LQ~~~_:::~?波堤作，ーーーーーー目司-'-'-'-'-'_'_ーーーーーーーー由員四ー唖 ， 1 ------_.- : J HTに情報入力シ一ト

ベ一ルラツ/パ¥Iム自走式ベ一ルラツ
作業 | 
1人 l

lムベーJレハンドラ2操作 2 園調臨調

Iフロントローダ付トラクタ改造機.
2クランプ式アタッチメントを装着したフォークリフト

に二二ゴ生産履歴管理システム操作項目 O それぞれ作業員1人で担当

-収穫調製作業内容 ム作業員共通

図 5. 収穫調製作業フロー.

(9) クランプ式アタッチメントを装着したフォークリフト

によりロールベールを 2段積み保管する。

(10)ベールラッパ作業者はラベルを作成し，ロールベール

にラベルを貼り付ける。

上記は作業者 5名による組体系で， (8)から (10)は同一

作業者が兼務していた。なお 飼料イネと飼料用コムギ、の収

穫作業体系は同一であった。

生産履歴管理システムの運用作業は (1)，(5)， (7)およ

び (10)であった。収穫機，運搬車およびベールラッパ(ベー

ルグラブによる 2段積み保管作業を含む)の作業における生

産履歴管理システム操作やラベル貼り付けにかかる所要時間

を測定し，収穫調製作業に占める割合を算出した。

なお，圃場により保管場所までの距離および輸送時間は異

なることから，本検討ではダンプトラックによる輸送時間は

除外した。

また，作業性の検討で用いたラベルの QRコードはダミー

情報で，ラベルに記載されている文字情報(収穫日，生産者

名，品種名等)は反映されていない(図 2)0QRコードの印

刷項目については次報で報告予定である。

結果と考察

1. 生産履歴管理システムの構成

システムの動作確認を行い，事務所 PCとHTデータの入

出力，屋外環境下での HTによる情報入力シートからの収穫

時圃場情報の読み込み，収穫時圃場情報をラベルへ印刷でき

ることを確認した。

ラベルプリンタはバッテリー駆動により，屋外環境下で印

刷可能であった。しかしながら防塵，防水機能等は有してい

ないため，長期の使用には対策が必要となると考えられた。

なお，ラベルプリンタと HTは無線LANで接続されてお

り，見通しが良い場合は 100m程度離れていても印刷操作が

可能であった。

2. ラベル紙の耐久性検討

ラベル紙の耐久性試験では， 目視によるラベル情報の確認

と， HTによるラベルの QRコードの識別を行った。供試し

た2種類のラベル紙は， 1年間経過後もロールベールから剥

がれ落ちることはなかった。しかしながら，耐光性ラベルは

3ヶ月以降になるとラベル紙印刷面の劣化が激しく，目視に

よる文字情報およびHTによる QRコードの読取が困難と

なった(図 6)。一方，耐水耐光性ラベル紙は， 1年間経過後

も目視による読取は 100%，QRコードについても， 95%以

上読取を行うことができた(図 7)。読取に失敗したラベル

では QRコード印刷面の傷による欠損が原因と考えられた。

特に利用現場においては，ロールベールは保管場所から畜産

農家へ複数回輸送されることから，ハンドリング作業等でラ

ベル印刷面が欠損することが懸念される。このことから，ロー

ルベール用ラベルは文字情報と QRコードを両方印刷するこ

とが必要と考えられた。

ラベルの目視と QRコードの識別率において，平地と高地

の2試験地で差はみられず¥またラベル紙の貼り付け方向(東

西南北)による差もみられなかった。

以上，選定したラベルプリンタと耐水耐光性ラベル紙を使

用することにより，開発目標 (2)，(3) は達成された。

3. 生産履歴管理システムの適応性の検証

運用試験の結果，各作業者(収穫機，運搬車，ベールラッ

パおよびフォークリフト)が担うそれぞれの作業時間に占め

る生産履歴管理の作業時間の割合を表2に示す。収穫機の作

業者が 3.3%，運搬車の作業者が 3.9%，ベールラッパ作業者

の負担が最も大きく 8.2%であり，全作業に対しては 5.4%で

あった。

収穫作業において，白走式ベールラッパ自体の作業能率が

低いことから(浦川・吉村 2003)，ベールラッパ作業者の作

業所用時間は長い(表 2)。加えて，ラベル作成・貼り付け

作業は密閉後に随時行う必要があることから，ベールラッパ

作業者が HTへの入力操作および、ラベル作成・貼り付け作

業を担っており，収穫機や運搬車の作業者に比べ作業負担が

大きくなると考えられた(表3)。

既にラベル管理手法を実施している場合，ベールラッパ作
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耐光性ラベル

1カ月後 3ヶ月後 1年後

‘' 

耐水耐光性ラベル

1力月後 3ヶ月後 1年後

図 6 耐光性および耐水耐光性ラベル紙の経時変化
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ラベル貼付け後の経過時間(月)

ー沢一耐光性(HT)l 一日一耐光性(目視)2

一劫←耐水耐光性(HT)l ---eー耐水耐光性(目視)2

1ラベル内容の目視による識別率(国).

2ハンディ担ーミナルによるラベル記載QRコードの識別率(目)

図 7. 耐光性および耐水耐光性ラベル紙の識別率の変化
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業者はラベル貼り{寸け，マーカ一等による管理情報の記載作

業を負担していると考えられる。その場合のラベルの鮎り付

け作業に要する時間は，本システムによるラベルの貼り付け

作業時間とほぼ同等と考えられた。そのため，生産履歴管理

システム導入による作業負担の増加は，既にラベル管理手法

を実施している現場では，現在ラベル管理を実施していない

現場が導入した場合に比べて少なく，ラベル印刷作業に相当

する 2.5%程の負担増と考えられた(表3)。

情報入力シートに記載されている QRコードを HTで読み

取る時間は， 1項目あたり1.6秒と短く，日Tによる QRコー

ドの読取作業における誤操作は認められなかった。このよう

に情報入力シートを用いた場合， HTのキー操作の煩雑さを

回避できるとともに，短時間で情報入力可能で、あった。また

作業者への向き取り調査においても， HTによる読取作業は

大きな負担にならないとの意見が得られた。

運用試験の収穫調製体系では，圃場と保管場所が離れてお

り，作業者も異なることから，収穫時圃場情報の伝達が課題

となっていたが，情報入力シートの受け渡し方式は有用と考

えられた。また情報入力シートは作業後に事務所で保管し，

労務管理書類として利用できるとの意見も得られた。

以上，開発した生産履歴管理システムは，当初設定した開

発目標を満たし，飼料イネや飼料用ムギの生産履歴管理に適

用できることが示された。また，飼料イネの圃場情報や栽培

履歴情報，収穫時国場情報等の記録管理およびロールベール

にラベル添付を推奨する流通基準が策定された(日本草地畜

産穂子協会 2012) ことから，今後本システムも流通基準へ

の対応を予定している。

自1 辞

本試験を実施するにあたり，日本無線株式会社立川 隆氏，

森 章典氏には生産履歴管理システムの試作に多大なご尽力

をいただいた。ドリームファームスズカ吉津道彦氏，荒砥北

部粗銅料生産機械化組合山田高則氏には，収穫作業および調

査に多大なご協力を頂いた。記して深謝する。
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表 2. 収穫調製作業における生産履歴管理システム操作時間

収穫機作業 運搬車作業 ベールラッパ作業 合計

作業全体の所要時間
54.9 33.7 62.3 150.9 

(分130a)

生産履歴管理システムの操作時間
1.81 1.32 

5.13 8.2 
(分130a)

生産履歴管理システム操作の
3.3 3.9 8.2 5.4 

作業時間に占める割合(%)

ロールベールは， 1圃場 (30a)あたり平均 18個調製 運搬車の搭載個数は 5個/回

1収穫機作業者の情報入力シートのチェック(収穫期の熟度，圃場の状態，乳酸菌等の有無等)作業.

2運搬車作業者の情報入力シートを収穫機作業者から受け取り，ベールラッパ作業者へ手渡す作業

3ベールラッパ作業者の情報入力シートの受け取りと，チェック(ラップフィルム巻き数等)と，

ハンデイターミナルへの情報入力シートの読み込み作業と，ラベルの貼付け作業.

表 3 ベールラッパ作業者の生産履歴管理システム操作時間

ベールラッパの作業 ハンドラの作業 ラベルの作成作業 ラベル貼り付け作業 ラベル作成作業の

作業者 ラベル
と貼り付け 合計

積載密封荷降ろし 小計 荷積み HT読取 印字

(分130a) (分130a) (分/シート) (分118枚)
小計 移動 貼り付け 小計作業の合計

(分/回) (分118個) ~ '" (分130a) (分130a)

5.8 23.0 6.8 
35.6 21.6 

1.1 0.5 
1.6 

1.5 2.0 
3.5 5.l 

62.3 
(57.2%) (34.7%) (2.5%) (5.6%) (8.2%) 

注)対象作物は小麦， 1圃場 (30a)当たりの梱包個数は 18個 1回の輸送個数は 5個 (2tダンプ)である

ハンディーターミナル (HT)の読取は l圃場 (1シート)当たり I回である.

作業者の移動は，ロールベールとプリンタ聞の往復移動時間を示す(徒歩にて移動)

( )内の数値はストックヤードでの作業全体の各作業の割合を示す
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要 0::. 
日

喜田環樹・浦川修司・松尾守展・田中史彦・内野敏剛 (2013)ロー

ルベール流通のための生産履歴管理システムの開発 1. システムの

構築と生産法人における検証.日草誌 59:14-20 

飼料イネ，飼料用ムギ類ロールベ}ルの広域流通促進を目的に，

圃場台帳や栽培履歴の情報と，収穫時の状態(熟期，圃場状態等)

を記録管理するデータベースを事務所での作業用 PCと屋外で利用

する圃場端末(以下 HT)で共有し，圃場で生産履歴情報を記載した

ラベルを印刷してロールベールに貼り付け管理する生産履歴管理シ

ステム(以下システム)を開発した。開発したシステムを飼料用コ

ムギの収穫調製時に運用したところ，システムの操作に要する時間

は収穫調製作業時間の約 5%で，作業者に大きな負担をかけること

なく. HTによる生産履歴情報の記録管理，耐久性の高いラベルの印

刷，ロールベールへのラベルへの貼り付けが可能であることが明ら

かになった。また選定したラベルは屋外環境下で 1年保管したロー

ルベールにおいて，剥がれることなく印刷情報を識別できた。

キーワード:飼料イネ，飼料ムギ，飼料流通，ラベル，ロールベール.
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