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ヤンマー「スマートアシストリモート」システムについて
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1. はじめに

昨今の日本農業を取り巻く環境は，高齢化，減反廃止，

消費税アップ， TPP, 食のスタイルの変化等，劇的に変

化している。そのような内的外的環境の中， H本の農

家は‘‘変わること"を余儀なくされており，大きな変化

点にあることは承知の通りである。すなわち，農家の 2

極化であるが，この変化はますます加速している。

農林水産省発行の「平成 24年度食料・農業・農村白書

全文」がそのことを如実に物語っている。報告されてい

るように，平成 24(2012)年の販売農家のうち主業農家

1戸当たりの平均経営耕地面積は，全国平均 5.18ha(北

海道 28.05ha, 都府県 2.94ha)であるが，規模別に見る

と，大規模経営体に農地の集積が進んでいるのが顕著で

ある （農林水産省， 2013)。

米麦等の耕地面積のうち， 20ha以上の農業経営体が

耕作する面積の割合は，平成 22(2010)年において 32%

を占めている。平成 2(1990)年，平成 12(2000)年，平

成 22(2010)年の増加で見ると， 16%→ 21 %→ 32%と

この 10年間大規模経営体への農地集積が加速してい

ることがわかる（図 1)。

以上のような大規模化や農地の集中に伴い，農業機械，
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図 1 大規模経営体の耕作面積割合の推移
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従業員，作物品目，圃場枚数も増加し，マネジメントに

要する時間やコストが増大している。経営者側からする

とそれらマネジメントが膨大・複雑化すると同時に，い

かに上手くマネジメントするか，いかに簡単に農作業，

農業経営の見える化を実践するか， というニーズが年々

高まってきている。

一方近年， IT技術が格段に進んだ結果，前述のような

農業経営のマネジメントを支援するツールとしての，ス

マートデバイスや IT機器・システムの農業利用が進ん

でいる。農林水産省大臣官房統計部が行った「農業分野

における IT利活用に関する意識・意向調査結果」（平成

24年 9月発表）でも，今後の IT機器等の経営への利用

意向については 「ITを経営に利用しており，今後も利

用したい」の割合が50.4%,「これまで利用していないが，

今後は利用したい」が 21.7%となっており， IT利用に

前向きな経営体が 72.1%となっている（農林水産省，

2012)。

しかしながら，前向きな回答の中で，更なる利活用を

望む場合の弊害要因として挙げられたのは，「忙しく時

間的な余裕がないこと」の割合が45.5%と最も高く ，次

いで「費用がかかること」 (33.2%)の順となっている。

また，「これまで利用していないが，今後は利用したい」

と答えた経営体がこれまで経営に ITを利用してこな

かった理由は，「ITに関する知識が少ないこと」の割合

が 68.4%と最も高くなっている。

以上のことから，経営の大規模化に伴って，必然的に

マネジメントに掛かるコストが増大するが，それを支援

する ITシステムに求められるものとして，まずは①本

当に利用価値のある支援コンテンツであること，②経営
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図 2 スマートアシストリモート システム概要

者やオペレータの方々の負担にならないように筒単に使

えること，③ リーズナプルなコストであること （費用対

効果），が必要不可欠であると考える。

また，全く違う視点で，農業経営の根幹を揺るがす よ

うな農業機械の盗難事件が近年急増しており(-社）日

本農業機械化協会では，平成 25年 1月より「農業機械盗

難被害情報共有システム」をスタートし，盗難被害にあっ

た農業機械情報を農機流通関係者 ・行政 ・警察 ・税関な

どと共有することで，被害機の転売阻止を業界を挙げて

取り組み，容易に流通しにくい環境作りを行い，犯罪抑

止力に繋げていくことを進めている（一般社団法人日本

農業機械化協会， 2012)。しかしながら，窃盗団の手口は

どんどん巧妙化しており，いくつかの盗難防止のツール

や手段を組み合わせて，対処しなければならなくなって

いるのが現状である。

以上のように大規模化が進む現在の日本の農業が抱え

る課題に対して，ヤンマーは機械の稼動情報を起点とし

た，マネジメントツールである「スマートアシストリ

モート」を用いた，課題解決の一助となるであろうソ

リューションモデルを提案する。

2. 「スマートアシストリモート」とは？

(1) システム概要

ヤンマーのスマートアシストリモートは，農業機械

にGPSアンテナと通信端末を搭載し，機械の位置情報

や稼働情報を携帯通信網を利用してヤンマーのデータ

サーバに送信し，管理している。取得しだ情報はお客様

自身が利用できる情報に変換し，インターネットを介し

てお客様専用の WEBページで閲覧活用することがで

きる。また，マシントラブルに関する情報やメンテナン

スに関する情報はサービス拠点で活用できるようになっ

ており，常に適切なサービスやサポートをお客様に提供

できるシステムとなっている（図 2)。

現在，スマートアシストリモートを利用できる農業

機械はヤンマー製に限られており， トラクタにおいては

大型クラスの 3型式，コンバインにおいては 6条および

7条の 6型式と普通型コンバイン 2型式で利用可能と

なっている。

(2) お客様への提供価値

スマートアシストリモートは，農業機械の位置情報

や稼働情報をクラウド上で管理することで農業の見える

化を促進するツールである。従来は記憶や紙面による記

録で管理されていた農業機械，従業員，作物品目，圃場

筆数などの情報量は，規模拡大に伴って増加しており，

記憶や紙面記録だけでば情報管理が困難になっている。

特に従業員を抱える法人農家にとっては従業員との情

報共有も課題となっており，スマートアシストリモー

トはこうした農家をタ ーゲットとしている。

(3) 提供コンテンツについて

スマートア シス トリモートには，大きく 分けて 5つ

のコンテンツがある。お客様の農業経営をサポートする

3つのツールと，お客様に「安心」を提供するための 2つ

のサービスである。3つのツールはお客様ごとに開設さ

れる専用 WEBページで利用できるコンテンツであり，

2つのサーゼスはヤンマーから提供されるサービスコン

テンツである。各々のコンテンツの詳細を後述する（図

3)。
① 稼働状況管理ツール

スマートアシス トリモート 搭載機の位置情報や稼働

状況を見える化し，作業の効率化，機械の効率運用など

の経営改善に繋げることができる。稼働情報では，作業

時間走行距離燃料消費量などのデータを月ごと，日

ごとに確認することができる。また，現在のアワーメー

タや燃料残量も機械の遠隔地から WEB画面で確認でき

るため，オペレータに連絡することなく把握できる。ま

た，グーグルマップを利用し，地図上または航空写真上

でスマー トア シスト リモート搭載機の位置を確認する

こともできる（図 4)。

② 作業日報作成ツール
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図 4 稼働状況管理ツール

スマートアシストリモート搭載機から自動で送信さ

れる稼働機情報をもとに，クラウド上で簡単に日報を作

成することができる。お客様は機械から取得できない作

業者作業内容給油量などを選択入力するだけである。

クラウド上で作業日報を作成，管理することで検索性

を確保しながら情報共有を図ることができ，作業改善や

次年度の作業計画に活用できる。また，位置情報をもと

にした一日の詳細な稼働軌跡を表示，確認でき，後から

でも作業状況を把握することができるため，オペレータ

の指導や作業工程の改善に活用できる（図 5)。

③ 盗難抑止見守ツール

近年，関東や東海及び近畿地方を中心に農業機械の盗

難事件が多発しており，社会問題となっている。盗難対

策として様々なツールが各社より発売されているが，万

全の備えを取ることは困難である。万一の盗難に備え，

スマートアシストリモートではお客様ご自身で機械の

稼働制限範囲及び稼働制限時間を設定することができ

る。その設定範囲を超えた場合には，お客様とサービス

スタッフの携帯電話に電子メールでお知らせすることが
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図 5 作業日報作成ツール

①(/)稼倒時間の制限
＠糖絨の稼慟範囲の制限

図 6 盗難抑止見守ツール

できる。盗難防止を保証するものではないが，次のアク

ションに繋げることができ，抑止効果が期待できる（図

6)。

④ 稼働診断保守サービス

機械の使用状況に合わせて，オイル，エレメント交換

などの各種メンテナンス情報を提供することができる，

いわゆる TBM(Time Based Maintenance)を実現する。

また，実際の稼働時間エンジン負荷率，燃費などの情

報過去のメンテナンス時期やマシンエラー発生履歴に

関する情報も提供し，最適なメンテナンスの項目 ，時期

の提案が可能となる。定期的にお客様ごとのカルテを発

行し，効率的な機械の利用状況のアドバイスや，機能の

有効利用の提案を実施している（図 7)。また，最終的に

はCBM(Condition Based Maintenance)の実現も視野

に入れたサービスを展開する。

⑤ エラー情報通知サービス

機械の異常をモニタリングし，予め登録された警報，

エラーが発生した時は，その情報をサービススタッフに
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図 7 稼働診断保守サービス（お客様カルテ）

通知する。電子制御トラブルだけでなく，センシングの

異常値も把握できるので，重大なトラプルによるマシン

ダウンを軽減させることができる。また，位置情報も確

認可能なため，現場に近いサービススタッフが直行する

ことができると同時に，現象を現場で確認する前にエ

ラー内容と箇所が特定できるため，ダウンタイムの低減

に貢献できる。

3. さらなる機能の展開

スマー トアシストリモートはクラウド型のサービス

ツールとして誕生したが，今後ますますコンテンツの充

実やより使いやすいシステムヘの改善を進めていく。

今後に向けて検討しているコンテンツを紹介する。

(1) 生産履歴システムとの連携

栽培履歴の管理や台帳の入力，コスト集計など，農業

経営に必要な情報を管理することのできるクラウド型

サービスである生産履歴システム（ソリマチ製「フェー

スファーム」）との情報連携では，本機能で収集できる位

置情報走行記録に加え，収穫量，水分量，燃料消費量

等々の情報を自動記録し，栽培履歴書の作成や作業進捗

状況のマ ップ上での確認が簡単に行えるようになる。

（図 8)

(2) インプルメント稼働情報との連携

機械稼働情報と電子制御式インプルメント （作業機）

からの肥料，農薬等の散布量データを連携させることに

より圃場管理システム上へ自動データ登録が可能とな

る。

(3) 携帯端末との連携

最近では，農家のお客様への普及も広まっている携帯

図 8 フェースファームとの情報連携

端末，タプレット端末などのデバイスでも機械の稼働状

況が確認でき， よりリアルタイムの情報を確認すること

ができる。

(4) GIS (Geographic Information System) との連携

現在インターネット上の地図情報をもとに農業分野

で利用できるよう GISが導入されているケースも増え

つつある。ただ，地図情報への機械稼働位置のマッビン

グによる稼働機管理に留まるのではなく，スマートア

シストリモートからの取得情報を共有し， GIS内で地図

情報と稼働機情報を連携させることにより，新たな情報

管理収穫管理資材管理ができるようになり，より高

付加価値の提供が可能となる。

4. 最 後に

前述のように，スマートアシストリモートは， ICT

を活用した農業スタイルとして，今までとは一線を画す
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機能を持ち合わせている。

ヤンマーの新システムであるスマートアシストリ

モートは，農業機械のみならず，建設機械，小型エンジ

ン，漁船，発電設備を始め，ヤンマーが提供する多くの

ハードウェアに搭載されている ITを活用した，新たな

情報通信サービスである。スマートアシストリモート

を搭載した機械は日本国内だけに限らず，世界の様々な

所で稼動・展開している。

今後さらに搭載機種が増えることが予想されるので，

各種稼働データも蓄積され，個々のお客様に対する Bto

C (Business to Consumer) の情報サービスに留まらず，

開発生産，販売品質保証など，様々な分野での利活

用が期待できる。それらの情報を網羅的に活用すること

によって，結果的にグローバルかつスピーデイーに， よ

り良いハード商品の開発，サービス商品の提供に結びつ

けることができる。そしてそのことによって，広くお客

様のライフサイクルコストを低減し，ライフサイクルバ

リューを最大化することに繋げるというのが，ヤンマー

の目標である。

とりわけ構造変化が急速に進む農業分野には力を入れ

ており，機械の安定稼働はもちろん，農業経営支援に至

るまで，スマートアシストリモートは，これからの新

しい農業のカタチを提供するシステムである。今後は，

さらにソフト＆サービスの充実化及び連携を固り，よ

り一層お客様のお役に立てる基幹システムとして確立し

ていく次第である。
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