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農業機械の稼働情報モニタリング及び

FARMSを利用した情報管理技術

Monitoring of the Operating Status of Agricultural Machinery 

and Information Management Technology using F ARMS 
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1.はじめに

冒頭で述べられたとおり，先端技術展開事業(先端プ

ロ)では，津波被災地において水田農業を早期に再生し

さらには，規模拡大の効果を最大化し，コスト競争力を

高めるため. ["大区画闘場におけるプラウ耕乾田直播を

核とした 2年3作水田輪作体系J.["機械の汎用利用によ

る3年4作水田輪作体系」等の新たな農作業技術の実証

や.["スマー ト田植機j等のセンシングや自動化技術の開

発と実証が行われる。いずれの取り組みも，実証試験地

においては新たな技術である。また，規模拡大によるほ

場筆数の増加により，記憶に頼ったほ場個々の特性把握

は困難になるため，個々のほ場特性に応じた適切な生育

管理技術の確立が求められる。また，大区画ほ場の造成

では，地力ムラによりほ場内で収量や品質のレベルに大

きな不均ーさを生じることが多く，不均ーさを抑制し

収量・品質を安定させる技術の開発が求められる。この

ような要求に対しては.ICTを導入した詳細な作業履歴

の記録によりトレーサピリティを向上して栽培管理に活

用したり，機械や資材の利用効率の向上を図ったりする

取り組みが盛んに行われているが，システムへの作業履

歴等の入力は主に手作業に頼っているのが現状であり，

入力にかかる労力や蓄積される情報の質と量の観点から

改善が必要と考えられる。

生研センターでは.GIS機能を備え，機械との連携機能

を含む営農管理支援ソフトウェア ["FARMSJを開発し

てきた。本事業においては基幹農業機械である トラクタ

やコンパインを主な対象とした農業機械の稼働情報モニ

タリング技術を開発し. FARMSで可視化，解析するこ

と解析した情報を生産管理に反映し生産工程の効率化

を図ることを目的に本事業へ参画している。また，研究

課題聞の連携の一環として，本特集でも概説されている

森本氏が推進する「スマート田植機」をはじめとする所

謂精密農業に関する研究とも連携し.FARMSのGIS機

能を利用して可変施肥田植機や生育情報測定装置から得

られるセンシング値の可視化や解析にも取組む。さらに
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本事業では，農研機構及び民間企業が開発したソフトや

製品のデータ構造及びデータ交換規約を共通化し，オー

プン規格として標準化を図る「農業オープンクラウドプ

ラットフォーム」の開発が計画されている。 FARMSに

ついても，このプラットフォームへの対応を図り，情報

の標準化への対応を目指し開発を進める予定である。

本稿では. GIS機能を備えた営農管理支援ソフトウエ

アFARMSの概要を紹介させていただくとともに，主に

初年度に実施した FARMSを利用したトラクタ，コンパ

イン作業情報のモニタリング及び情報管理技術，可変施

肥田中直機や生育情報測定装置の情報ハン ドリングについ

て概要を紹介する。

2. FARMSの概要

FARMSという呼称は. "Farm Activity Record Man-

agement System"から取ったものである。 FARMSは，

データの閲覧や蓄積を行う PC上で稼働するメインプロ

グラムやサーバから構成される主要部と，ほ場作業を記

録するインターフェイスや記録用 PCを備えるほ場作業

記録部から構成されるシステムである。本事業において

は，機械によるほ場作業の記録については，共同研究企

業が新たに開発する装置，機械を主に利用し. FARMS 

のメインプログラムやサーバに改良を加え，情報の蓄積，

表示，解析等の高度化を図る予定である。

(1) メインフ。ログラムとサーノて

FARMSの主要部は，利用者が操作し情報の入力や表
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図 l実証試験地を表示した FARMS

示等を行うメインプログラム，数値や文字情報を蓄積す

るデータベースサーバなどから構成されている(図1)。

GIS機能については，多筆ほ場の管理を効率的に行う

ことを重視し機能追加への対応を柔軟に行うため，市

販の GISソフトウェアや開発ライブラリを用いず，独自

に開発を進めてきたものである。緯度経度の平面への投

影方法については，平面直角座標系， UTM座標系に対

応し測地系は世界測地系を基準として動作する(旧日

本測地系から世界測地系の変換にも対応)。データの蓄

積には市販のデータベースを利用しているが，プログラ

ムの構成を工夫することにより，システムの利用者が

データベースの操作や利用を意識することは少ない。

メインプログラムは， Microsoft Windows OS上で動

作するネイテイプアプリケーションであるため，使用に

際してはインストール作業が必要である。データベース

は，メインプログラムと同じノTソコンにインストールし

てローカル利用する方式，サーバに導入されたデータ

ベースにネッ トワークを介して接続する方式を選択する

ことができる。前者の場合は必然的に l台の PCでの運

用となるが，後者の場合は複数の端末から情報の取得や

登録を同時に行う 形態で運用することができ， 小規模な

利用形態から大規模な利用形態まで柔軟に対応する。

(2) FARMSの主な機能

a. 基礎データの作成，登録

FARMSのデータは，基本的に lつの農業経営体に相

当する「ファ ーム」単位で管理され，それぞれのファー

ムに登録されたユーザアカウントでログインしてシステ

ムを利用する。また，複数のフ ァームに亘る情報へアク

セスできる管理者アカウントも登録できるため，たとえ

ば]Aに管理者を配置し， ]A管内の複数の経営体の情

報を閲覧するような形態でも利用できる。ほ場データ

は，農地台帳に相当する永続的な「基本ほ場」と，時間

とともに変化する作付け状態を反映した「作付けほ場J
として管理される。作付けほ場は，作付けの期間が登録

されているため，指定した日時の作付け状態や. 前後の

作付けと比較した収量変化などを容易に確認することが

できる。また，ほ場データの作成や変更は， rお絵かきソ

フト」を使うような要領で簡単な操作で随時行うことが

できる。GIS分野で広く利用される shape形式のファイ

ルから筆毎の属性を含めて一括登録を行うことも可能で

ある。

b 作業履歴データの登録

FARMSの開発では，当初から手入力による作業履歴

データ登録と，機械等に装備したほ場作業記録音Eから得

られた情報の登録を自動的に行えるように開発を進めて

きた。しかしこれまでに実施した現地実証試験等にお

いては，ほ場作業記録部を導入する機会が少なく，手作

業による作業履歴の蓄積を行ってきたことから，機械作

業の作業履歴の自動的な蓄積については十分に検証され

ておらず，本事業において重点的に取組みを進めなけれ

ばならない。一方の手作業によ る登録作業は比較的実績

が豊富で¥メニューから作業履歴登録の項目を選択する

か，地図表示部に表示されているほ場を選択しポップ

アップしたメニューから操作を開始できる。 1件の作業

履歴には， 日時，作業者，利用した作業機や機械，肥料

や農薬などの資材，作業時間収穫量，備考(メモ)な

どが含まれ，作業履歴として必要な項目を網羅している

が，機械作業の自動記録が本格化した際にはより詳細な

項目を追加する予定である。

3.本事業における実施内容

本事業は 6カ年で実施される計画となっているが，

我々の研究課題においては 前期の 3カ年で個々の機械

からの情報取得手法を開発し 技術を確立することを目

標としている。後期の 3カ年では，確立された情報取得

手法により，継続的な情報取得が進んでいることが予想

されるため，開発の主流は蓄積された情報の可視化，解

析に移行する予定である。本特集記事の執筆時点では，

事業開始から l年に満たないため，蓄積すべき情報種類

の検討や測定精度の検証を含む機械からの情報取得の手

法開発を主に行っている段階である。 以下にこの 1年の

具体的な取組み内容について述べる。

(1) トラクタの稼働状態モニタリング

トラクタの稼働実態のモニタリ ングについては，古く

は1960年代に自動車用タコグラフを改良した記録装置

を用いて解明に取組んだ事例(岡村ら， 1969)，近年では

トラ クタの運転条件が燃料消費に与える影響を解明した

事例(後藤ら. 2009)があるなど，報告が多い。古い事

例では，結果の考察がエンジン回転速度に基づく稼働率

の把握にとどまり，位置が特定できないためにほ場作業

量等の解析が行えないなど，当時の機材では継続的な

データの蓄積と解析が困難だ、ったことが推察される。 40

年以上が経過した現在では 稼働状態のモニタリングに

必要な情報の多くをトラクタ自体が認識しており， トラ

クタに装備された CAN(Controller Area Network)を

介して取り出し，高密度の記録媒体に長期間記録するこ



林・農業機械の稼働情報モニタリング及びFARMSを利用した情報管理技術 233 ( 17 ) 

子品
求

t

f

p

 

f
J

m
m
b
 

ラ

酎
ト

回

た

鮪
し

の

)
園
載

置

川，
圏
搭

装

寸
皿
を

録

ト
岨
遣

問

;
s
f
 

h
園
保

試

船
田
記

業
闘

図

作

咽

少 燃料消費量 多

PTO:5601pm(l速)

エンジン 2700rpm

燃料消費1.63L1lua
作業速度 0.56m1s

560rpm(2速)

エンジン:1950rpm

燃料消費。1.3νlua
作業速度:O，56m1s

図 3 耕うん作業の燃料消費量のマップ化例

とが比較的容易に行えるようになっている。そこで本研

究では， CANパスを介してトラクタの稼働状態を収集

するとともに，内蔵あるいは別途設置する GPS受信機

の出力と合わせて記録する記録装置を試作し，生産者が

実際に作業に利用するトラクタに搭載して，周年の情報

を継続的に記録することとした。記録項目は，瞬間およ

び積算燃料消費量，エンジンおよび PTOの回転速度，

前後進レバーの状態， GPSから取得される時刻，位置，

GPSの受信状態等で，それらを毎秒 l回の頻度で記録す

る。記録装置の動作はトラクタのキースイッチに連動

し，キーの ON'OFFで記録が自動的に開始 ・停止され

るため，作業者は記録装置の存在を意識することなく作

業を行うことができる。この記録装置を 43kW型のト

ラクタに搭載し耕うん作業に供し情報記録を試みたとこ

ろ(図 2)，記録された情報は FARMSの GIS機能によ

りほ場図上に作業軌跡として表示することができ，燃料

消費の状態等をマップ化して表示すること，作業条件の

違いが燃料消費量に与える影響等を確認することができ

た(図 3)。
当初の記録装置による記録項目は基本的な内容となっ

ているが，現在，耕うん作業や代掻き作業時の耕深や，

ブロードキャスタによる施肥作業時の肥料流量等の作業

機の動作状態に関する項目車体傾斜，左右ブレーキの

収穫量測定センサを搭載した基礎試験機

図 4 収穫試験の様子
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図 5 収穫量推定精度(排出毎)

連結状態等の作業安全に関する項目等を記録項目に加え

た改良型の記録装置を試作しており，試作が完了次第，

追加項目も含めた情報蓄積を開始する予定である。

(2) コンパインの稼働状態モニタリング

コンパインの稼働状態モニタリングで重要なのは言う

までもなく，収穫量や収穫時の穀物水分等の収穫情報で

ある。生研センターでは，以前に農業機械等緊急開発事

業において，農機メーカと共同で自脱型コンパインの開

発を行った(牧野ら， 2007)が，本事業においては普通

型コンパインを対象として，稲麦に加え大豆の収穫量や

収穫時の水分の把握を目標に開発を進めている。初年度

は，普通型コンパインによる収穫情報測定の開発資料を

得るため， 6条刈自脱型コンパインのグレンタンク内に

衝撃式の収穫量測定センサを装着した基礎試験機を供試

し収穫量の測定精度を確認した(図 4)。

また，別途設置した GPS受信機により位置情報を測

定しつつ収穫作業を行い 基礎試験機から連続的に出力

される穀物流量のマップ化を試行した。その結果，基礎

試験機による収穫試験では，穀物流量が低い際に実測値

よりやや低い推定値が出力される傾向が認められたもの

の，通常の作業速度域では，概ね:1:5%以下の誤差で収
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少 収穫量 多

約 30m

※基礎試験機の収穫量出力
値と別途装着した GPSで
取得した位置、速度情報か
ら作成

図 6 収穫量推定値のマップ化例

穫質量を推定できる見込みが得られた(図 5)。基礎試験

機から出力された連続的な収穫質量データと GPSの位

置情報を FARMSに取り込むことにより，収量や基礎試

験機の走行状態をほ場図上にマップ化して表示すること

も可能であった(図 6)。

位置情報と組み合わせマップ化した収穫情報は，さら

に集計を進め一定面積毎の区画 つまりメッシュ単位で、

の評価を実施する予定である。ただし収穫量測定セン

サからはグレンタンクに投入される穀物の流量を示す出

力が連続的に得られるが，コンパインの構造上，刈取か

らセンサに到達するまでに時聞がかかること，脱穀から

選別部を通過する穀物の流れが一様ではない事等から，

細かなメッシュに区切って収穫量の評価を行うことは困

難と考えられる。一方で、 本事業では合筆により造成し

た大区画ほ場の効率的な管理が目的の 1つとされている

ことから，そのような大区画ほ場では比較的大きなメッ

シュでの収穫量の評価を 従来区画のほ場ではほ場 1筆

単位での評価を的確に行えるように， FARMS上の処理

方法について検討を行う予定である。

(3) FARMSの改良と基礎データの整備

本事業においては，実証試験地である宮城県名取市農

業委員会の厚意により，名取市全域の筆情報(地権者な

どの個人情報は含まず)とオルソ画像 (12500x 9375 pixel 

X52枚)を借用することができた。そこでまず，地目が

田，畑である約 3.2万筆の筆情報と全てのオルソ画像を

FARMSへ一括で、登録したところ，データ量がプログラ

ム開発の想定を上回ってしまい メモリ消費量が跳ね上

がる，描画の速度低下や操作に対する応答の遅延が生じ

る等の問題が発生した。表示アルゴリズムの変更の結

果，現在では任意の表示倍率の変更やスクロール動作を

行った際にも 30~60fps の描画が可能となり，遅延も減

少し操作性が改善された。また，メモリ消費量も抑制さ

れ，一般的なノートパソコンで十分に利用することが可

能なレベルになっている。

実証試験地が東日本大震災の震源に近いことから生じ

た課題もある。国土地理院の発表によると，名取市の電

ほ場境界

図 7 GPSの軌跡、とほ場図のずれ

子基準点は 3月 11日の本震により東南東へ 3.08m動い

ており，本震以降にも変動が続いている。前述した一括

登録した筆情報やオルソ画像は震災前に整備されたもの

であるため，実際に取得した GPSデータを FARMS上

でほ場図やオルソ画像上に表示すると数メートルのずれ

が確認された(図 7)。

本研究においては， GIS機能によるほ場毎のデータ抽

出の自動化が必須であるため，今も続く地殻変動に対応

した位置情報の補正等の対策をプログラム上で実施する

必要があると考えている。

課題聞の連携として，スマート田植機で GPSの位置

情報とともに取得された土壌肥沃度や施肥量データにつ

いても， FARMS上での可視化に取り組んで、いる。さら

に，同研究課題で平成 25年度から実施予定である無人

ヘリに搭載した生育情報観測装置での生育測定について

も対応準備を進め，複数のほ場に亘って連続的に取得さ

れたデータを FARMS上のほ場データと照合すること

で，各ほ場に該当するデータの抽出や個別の測定値の選

択を行い，有効データのみの集計等を容易に行うことが

できる機能を既に開発， FARMS上に装備した(図 8)。

これらのデータについては，連続的に取得した個々の

データではなく，一定範囲のメッシュ単位で、の統計処理

と評価が妥当と考えられるため，収穫情報と同様に，ほ

場毎の代表値に加えメッシュ化の手法についても検討

し作業履歴とともにデータベースへ蓄積する機能付加

する予定である。

4. おわりに

冒頭で述べたとおり ，先端プロにおいては営農情報を

標準化し，農研機構や民間企業で開発された情報システ

ム聞での情報交換を可能にする「農業オープンクラウド

プラットフォ ーム」の開発が計画されている。情報交換

の実現により ，様々なシステムがそれぞれ得意とする機

能を利用した詳細なデータマイニングが可能となり ，

FARMSだけではなし得ない新たなメリットが見出され

ると期待している。また 我が固においても ISOパス

(IS011783)規格に準拠したトラクタや作業機が普及の

兆しを見せており ，農業機械との情報交換においても標
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軌跡の生成 lま場図との関係から測定点を
自動抽出(撮影高度等を考慮)

無効な測定点の除外と有効
測定点リストから集計値算出

図 8 生育情報測定装置の連続データの処理手順

準規格への対応が重要性を増すと考えられる。規格の浸

透により，機械作業の記録が手軽に行え，可変施肥作業

等への応用も広がることが想定される。作業機が ISO

パスに準拠し稼働する際の情報源となるのが IS01l783

Task Data (作業機の構成，作業手順，ログ，ほ場情報等

を含むデータファイル)であり TaskDataのハンドリン

グ機能を備えたソフトウェアは FMIS(Farm Manage-

ment Information System)と呼ばれる。 FMISの実装に

要求される，機械や資材のデータ管理機能，可変施肥等

の局所管理用データの構築に必要となる GIS機能は，

FARMSに備わるものを発展させ応用することが可能と

考えられるため， 日本の農業に適した FMISとしての改

良にも取組む予定である。
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