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はじめに 
 
 
各種データ（需要、環境、植物生育、作業、収量、販売等）を活用し、自動化や省力化

も進め、生産性や収益性の向上を目指す施設園芸をスマートグリーンハウスと呼びます。 
 
各種データの有効な活用のためには、データを正しく収集・蓄積し、経営向上に役立て

るための分析が不可欠です。今後はデータの収集分析の手法やノウハウを整理し、既存の
ハウスを活用したスマートグリーンハウスへの転換が求められます。あわせて適正な投資
のもとでの自動化や省力化と労働生産性の向上も不可欠となります。 

 
本手引きでは、スマートグリーンハウスへの転換事例を全国 15箇所について紹介し、

それぞれの経営概要、データ活用の手法、利用状況について取りまとめました。また、今
後の転換への参考となるよう、本事業の専門委員会委員等による考察などを行いました。
スマートグリーンハウスへの転換推進の参考情報として、本手引きをご活用ください。 

 
付録では、スマート農業実証プロジェクトにより次世代施設園芸大分県拠点に導入され

た生産管理システム等の詳細について紹介します。 
 
本手引きとあわせ、全国の事例について経営者が自ら語る動画サイト（スマートグリー

ンハウス・チャンネル）を下記にて公開しておりますので、ご活用ください。 
https://www.youtube.com/channel/UCLkh6sFylZaoGLqiuUtV_Dg 
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本手引きは、下記の専門家による調査、指導のもとに作成されました。 
 
 
農研機構野菜花き研究部門 野菜生産システム研究領域長  東出 忠桐氏 
（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員長） 

 
大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 教授  大山 克己氏 
（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員） 

 
オイシックス・ラ・大地（株）戦略調達セクション ファウンダー 阪下 利久氏 
（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員） 

 
東海大学名誉教授   林 真紀夫氏 
（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員） 

 
福島大学農学群食農学類 准教授  深山 陽子氏 
（専門委員） 

 
（株）ダブルエム 代表取締役  狩野 敦氏 
（専門委員） 

 
岡山大学農学部 教授   安場 健一郎氏 
（専門委員） 

 
 
本手引きの一部は株式会社三菱総合研究所への委託により作成されました。 
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1.1 （株）いわて若江農園 
 

・鉄骨ハウスとパイプハウスでのトマト周年栽培と地元出荷を中心とした経営 
・自社開発の作業管理システムと作業手順書による生産性向上 
地区 ・岩手県盛岡市 

（地域は夏秋トマトの産地で、地域の作型は 11 月中旬までの夏秋作） 
作物（作型） ・大玉トマト、ミニトマト（鉄骨ハウスでの越冬長期栽培、パイプハウスで

の夏秋栽培の複数作による周年） 
・越冬作は早くて 6 月末定植～8 月末収穫開始、9 月定植～1 月末より本格

収穫の作型。 
販路 ・スーパー（地元、宮城県）および生協 7 割＞研修先のグループの販路で

県内スーパーに販売。 
・委託販売２～３割（スーパー内、ファーマーズ等） 
・一部直売 

施設の特徴 ・単棟パイプハウス（雨よけ、強化型 31.8φ、20a、養液土耕栽培、2009 年
に操業開始) 

・雨よけパイプハウス 20a を 2009 年に操業。 
・その後、自分の農場でのリレーのため 2014 年より越冬作を開始し、現在

も年間の生産販売。越冬作は設備投資した鉄骨ハウス。 
・大屋根型鉄骨単棟ハウス（中古ハウスリノベーション、10a、隔離栽培、

2014 年、外張と内張被覆資材、内部設備、隔離栽培装置の改修に約 1400
万円を投資、プロファインダー） 

・大屋根型鉄骨単棟ハウス（軒高 4m、20a、RW ハイワイヤー栽培、2016
年、環境制御型） 

・高軒高連棟ハウス（軒高 5m、20a、RW ハイワイヤー栽培、2019 年、産
地パワーアップ事業、環境制御型） 

経営規模 ・全 70a（役員 2 名、社員 1 名+1 名、パート 12 名）、前職は TOYOTA 系
エンジニアで、新車の生産ラインへの適合化、設備計画と運用。＞施設園
芸に近い分野。社員 1 名が元 SE で社内の仕組み作りのキーマンに。 

経営の特徴 ・経営者（代表取締役 若江俊英氏）は自動車メーカーエンジニアを 10
年経験後に 2009 年地元新規就農、夫婦で 20a パイプハウスでの夏秋ト
マト栽培開始。 

・2014 年より３度にわたり鉄骨ハウス 50a を増設（一部リノベーショ
ン）し、越冬作型等の養液栽培との周年作型に。 

・鉄骨ハウスで収量が確保（7 月下旬定植で 40.6t/10a 程度）され、冬期
暖房費用も補えるようになっている。 



7 
 

・代表の製造業での経験、社員（元システムエンジニア）のスキルを活か
し、作業管理システムの自社開発などにより生産性向上を図っている。 

 
（外張内張被覆資材と内部設備をリノベーションの大屋根型単棟ハウス） 

  

（積雪期の施設全景） 

   
（左:高軒高連棟ハウスと単棟パイプハウス（黄化葉巻病の被害が無く、入

口の防虫ネットは無し）、右：屋根型鉄骨ハウス RW ハイワイヤー栽培） 
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（高軒高ハウスの中央通路） 

デ ー タ の 計
測・記録と利
用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分野 項目 計測・記録 利用 
環境 温度 〇 ・鉄骨ハウス 2 棟に統合環境

制御装置（NEXT80 が 2 ハ
ウス、プロファインダーの
みが 1 ハウス）を導入し、
週 1 回の評価を行い、制御
に利用。 

・夏秋の単棟ハウスはプラン
テクトのモニター設置（温
湿度、CO2 濃度）。 

・各棟の給液情報（潅水回
数、潅水量、排液量、給液
EC、培地 EC 等：EC は週
1 回、養液王で制御）は、
社員が巡回調査、日集計値
を表に書き込み一覧化して
いる。 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC 〇 
ｐH 〇 

潅水量 〇 
排水量 〇 

   
植物生

育 
開花数  ・各棟の生育調査を行い、管

理指標として利用。週 1 回
測定し環境データとつきあ
わせる。この 2 年は数字を
どう読んでどう対策する
か、ハウスごとに A4 にま
とめ、週１の会議と記録を
残す（社員+普及員）。 

着果数 〇 
葉面積  
茎径 〇 

伸長量 〇 
画像  

  

収出荷 収穫量 〇 ・棟別、品種別に秤量を手書
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量 き記録（収穫物を全量を秤
で計量） 

選果データ   
出荷データ 〇 ・出荷先別、規格別の出荷数

量（金額ベース）を記録
（量の記録はなし） 

・出荷指示書（出荷先、量
目、荷姿）を一覧化 

   
作業 作業種別 〇 ・担当者別、作業別、エリア

別の作業開始時刻を農場タ
ブレットやスマホで入力
（畑らく日記（無料アプ
リ）より）。 

・レーン別作業進捗状況と担
当者別作業工数を把握し、
次の作業指示にも利用。 

作業時間 〇 
作業者 〇 

作業エリア 〇 

   
その他    

デ ー タ 利 用
の状況 

（作業管理） 
・当初は従業員ごとの作業記録帳利用から始まり、記録様式からの入力も

行っていたが、5 人を超すころからその作業が追い付かなくなった。 
・そのため Google フォームを使ってみたが融通は効かなかった。その後、

無料の作業管理アプリ（畑らく日記：入力のみで集計機能はなし）を利用
し、従業員が個人の作業開始時に入力する仕組みに変えた。 

 

（タブレットでの作業入力：畑らく日記） 
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・作業管理アプリで入力されたデータは、Excel 上のマクロや外部データベ
ースとのリンクを利用した自社開発ソフト（元 SE の社員が中心で開発）
で処理し、農場全体（レーン毎）の作業種別ごとの進捗状況の一覧（各レ
ーンの作業中の仕掛状況）、従業員ごとの作業工数一覧（標準値との比較
あり）などの集計を行っている。進捗管理表として行（レーン）と列（作
業種別）のマトリクスで表示し、作業別の閾値を決めて進捗状況を色別表
示して遅れ状況などが分かるようにしている。 

・作業の開始終了時刻を算出し、従業員ごとの作業種別ごとの作業時間（速
度）が出る。レーン毎にも速度が出てくる（PC 画面）仕組みで、早すぎ
や遅すぎの状況が分かるようにしている。従業員ごとの作業速度も生デー
タで分かり共有はしていない。作業の遅い早いについて見つけて対応する
ことに使っている。 

・作業指示も同じ Excel ファイルで表示している。 

 
（Excel マクロとデータベースリンク機能により自社開発した作業管理シ

ステム、画面は当該ハウスの作業進捗状況、縦：作業エリア、横：作業
種別、色分けで進捗を表示） 

 
・これにより、誰もが農場全体の作業状況を画面で閲覧でき、また他の従業

員分を含め作業能力も閲覧できるようになっている（作業能力が遅い従業
員に対する声掛けや個別指導に使われており、能力評価はされていないと
のこと。 

・代表と社員による自社開発で、紙ベースの作業の置き換えから始まり、
徐々に機能を追加して 2 年間かけ開発。社員が元 SE で Excel のマクロ
（VBA）や RPA のスキルを持つ。仕様書も特に作らず、必要な機能を都
度加えている。 

・個人別の作業指示書も Excel シート上に代表と社員が毎朝相談し書き込
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み、パート従業員が PC 画面で確認したり、画面をスマホ撮影し圃場で確
認している。PC 操作に従業員の抵抗はなく、年配者でも慣れれば問題は
ない。 

・その他その日の作業上の注意事項など共有すべきことは回覧版として掲
示を行っており、朝礼を行わなくとも（朝礼は特別になければ行わない）、
指示が伝わる仕組みとしている。口頭では不正確なこともあり、紙で示し
見たことをチェックしてもらい、ファイリングもして振り返りができるよ
うにしている。 

 
（回覧板 課題と対策、注意事項が書かれ、パート従業員が確認） 
 

・作業データは、給与計算にも使われている。 
今後の課題 ・作業マニュアルを作成したが、それに従い作業をした従業員の作業内容

が想定外のことが起こる場合があった。 
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（作業マニュアル：芽欠きについて） 
 

・そのため、作業手順書を作成中で、作業工程を細分化（収穫作業で 40 工
程以上）し、細かな内容を定義（準備するもの、見る方向、どこまで取る
かなどの手順）して指導に利用している。 

 

（作成中の作業手順書：わき芽取りについて主なステップと急所を記載） 
 

・手順書の作成と運用は継続して試行中。 
事 業 で の 調
査活動 

・委員による現地調査（7 月 13 日） 
・委員によるオンライン調査（9 月 10 日） 

調 査 で の 委
員所見 

【東出委員長】 
・近年の施設園芸では、従来の農家的視点だけでなく、工学的視点に立っ

たデータ利用による栽培・経営管理が重要になってきている。いわて若江
農園では、エンジニアの経験を活かした様々な工夫がみられ、環境制御や
労働管理の重要性が認識されている。 

・次世代施設園芸拠点のような大規模経営が発展する一方で、大規模資本
なしで規模拡大を少しずつ進めるいわて若江農園の経営は、中小規模経営
が大部分を占めるわが国の施設園芸の一つのモデルとなる。 

【大山委員】 
・若江氏は前職の経験を活かして、独自のシステムを社員とともに開発さ

れるなど、先進的な生産管理を実施されている点は特筆される。無料のア
プリと Excel とを組み合わせ、15～6 名の社員・パートを管理している。
訪問が可能になった際には、その詳細を確認したい。 

・雇用者数名の段階より、紙ベースの管理に限界を感じ、上述のシステム開
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発を準備し、実施した点は、他の生産者にも聞き取りは必要ではあるが、
重要な点であると考える。今後、いつの時点から生産管理を重視するよう
になったか、聞き取り調査を実施していきたい。 

【阪下委員】 
・地産地消型であり、地域のニーズに応えた生産であるのが、大変オーソド

ックスに感じた。 
・その一方で、夫婦を役員としたこの規模・収量のまま、生産性の改善が図

れるか、推移を見ていきたい。 
【林委員】 
・新規就農で 20a からスタートし、その後の 11 年間で 70a にまで施設面積

を拡大している。若江氏のやる気と、前職で培った工学的センスによるも
のと思われるが、経営・生産管理への優先順位をわきまえた論理的な取り
組みを感じた。まだ改善の余地はあろうが、課題抽出とその改善も続けら
れてきており、現状把握もきちんとなされているように感じる。さらなる
規模拡大も視野に入れており、今後を期待する。 

・設備・装置についても無駄なものは導入せず、効果の上がるものは積極的
に利用しようとしていることが伺える。環境制御も概ねうまくいってい
るようである。 

【深山委員】 
・若江農園は、作業管理ソフトと作業手順書がきめ細かく作られており、労

務管理に多くの工夫がみられた。これらの工夫が若江農園の作業効率や
作業精度向上にどれくらい寄与したのか数値があれば参考にしたい。 

・また、このような経営体（周年栽培・集約している複数棟）では、今後ど
のような機械の導入（場合によっては開発）が有効となるのか検討すべき
かと思う。 

関連情報 ・株式会社いわて若江農園 Facebook サイト 
https://www.facebook.com/wakaefarm/ 

・スマートグリーンハウスシンポジウム、若江俊英、いわて若江農園のト
マト周年栽培の取り組み ～環境制御技術および自社開発作業管理シス
テムと人事評価の連動～ https://youtu.be/L2Uzijfo7bc 
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1.2 （株）一苺一笑 
 

・パート従業員が扱える簡易な設定機能を持つ統合環境制御システムの開発 
・作業管理と選果出荷管理アプリの開発 
地区 ・宮城県亘理郡山元町（本社農場）、 

・宮城県仙台市泉区（松森農場） 
作物（作型） ・イチゴ（一季なり） 
販路 ・契約、市場、直売・観光（松森農場） 
施設の特徴 ・屋根型低コスト耐候性ハウス、統合環境制御、高設栽培（本社農場） 

・丸屋根型低コスト耐候性ハウス、統合環境制御、高設栽培（松森農場） 
経営規模 ・86a（本社農場、社員 3 名、パート 10 名）：一部移動ベンチによる密植栽

培のため 90a 相当になる。 
・27a（松森農場、パート 2 名） 

経営の特徴 （本社農場） 
・イチゴ産地で東日本大震災後に平成 24 年に設立、本社農場を建設、地

上部と地下部の統合環境制御（JOP 製 BRID）による高設栽培でのイチ
ゴ栽培を行う。夜冷庫を持つ育苗施設を併設。 

・国庫事業を活用した各種アプリ（作業、収穫、出荷管理）の開発。 

  

（本社農場の高設栽培：左、夜冷庫を持つ育苗施設：右） 

  

環境制御システム、収穫・選果・出荷アプリ、作業管理アプリの開発 
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（松森農場） 
・平成 30 年に建設、直売所と観光農園を併設。パート従業員による運営

のため、簡易な設定機能の統合環境制御装置をメーカーと新規開発。 

  
（松森農場の外観：左、高設栽培ベンチ（東西畝、二段式）） 

デ ー タ の 計
測・記録と利
用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分野 項目 計測・記録 利用 
環境 温度 〇 ・制御に利用 

・集計値を管理指標として利
用 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC 〇 
ｐH 〇 

潅水量 〇 
排液量 〇 

   
植物生

育 
開花数   
着果数 〇  
葉面積 〇 ・キネクトによる計測 
茎径   

伸長量   
画像   

   
   

収出荷
量 

収穫コンテナ
数 

〇 ・圃場別（品種別）、ライン
別、担当別の数量を農場タ
ブレット入力。 

・本日の選果予定数を把握
し、後工程の選果に渡す。 

選果データ 〇 ・品種別、規格別、担当別の
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選果数量を選果場タブレッ
ト入力。 

・後工程の出荷に渡し、本日
の選果進捗状況を把握し、
後工程の出荷に渡す。 

出荷データ  ・出荷先別、品種別、規格別
の出荷数量を選果場タブレ
ット入力。 

・本日の出荷予定数量を確
認。 

   
   

作業 作業種別 〇 ・担当者別、作業別、作業開
始終了時刻を農場タブレッ
ト入力。 

・作業進捗状況と担当者別作
業工数の把握。 

作業時間 〇 
作業者 〇 

   
   

その他    
   
   
   

デ ー タ 利 用
の状況 

（環境制御） 
・松森農場の統合環境制御システム開発に当たり、本社農場と同様に地上

部と地下部の環境を一括管理し、データ管理も統合化した。 
・本社農場の 3 年間分の設定変更履歴を分析し、設定変更のターニングポ

イントを割り出して、生育ステージ別の設定値データセットを作成し第二
農場での簡易な設定機能（プリセット式）で活用した。これによりパート
従業員による設定変更を可能としている。 
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プリセット式の環境制御設定値一覧（季節別に 7 パターンの環境・潅水制

御設定値のデータセットを選択） 
 

（アプリ開発） 
・各圃場とエリアごとに、収穫済コンテナ数を入力、個人別の収穫量や所要

時間と、進捗状況を把握できる。圃場ごとの収穫実績（エリア別、品種別
の等級傾向等）を把握でき、収穫段階での本日の選果作業予定時間等も予
測でき、作業効率を高めている。 

 
収穫実績管理アプリ画面（作業者別の収穫コンテナ数入力） 

 
・選果場で、パックごとの選果終了時に入力し、出荷先への確定納品情報を

共有化、規定量出荷や納品時間の前倒しが可能となる。 
・当日の受発注情報や出荷先別出荷傾向、品種・等級別の集計などの解析も

可能となった。 
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選果実績管理アプリ画面（選果作業者別のパック数入力） 

 

選果実績管理アプリ画面（出荷先別の選果パック数入力） 

 

選果室 
（壁面ディスプレーや手元タブレットに選果状況をリアルタイムで表示） 

今後の課題 ・事業拡張に向けた検討（新農場設計では作業動線を短縮し労働生産性の
向上を検討中）。 

事 業 で の 調
査活動 

・事務局によるオンライン調査 

事務局所見 ・農場運営体制の構築と並行し、様々なアプリ開発を行い、生産～販売の一
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貫したデータによる管理体制も構築している。 
・地上部と地下部を統合した環境制御システムと、ユーザーフレンドリー

な管理画面は、次項のイグナルファームなど地域での広がりを見せてお
り、独自の進化を遂げている模様。 

関連情報 ・（株）一苺一笑 Web サイト http://ichiichigo.jp/ 
・施設園芸・植物工場事業者への栽培支援・経営支援事例集（事例１：

（株）一苺一笑）（2016） 
https://jgha.com/wp-content/uploads/2019/11/TM06-4-h27r3.pdf 
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1.3 （株）イグナルファーム 
 

・トマト、キュウリ、イチゴの複合経営を行う大規模施設園芸法人。 
・年 2 作型でのキュウリ周年栽培と環境計測、生育調査等によるハウス内環境の向上。 
・1 台の環境制御装置による地上部と地下部の制御の実現。 
地区 ・宮城県東松島市（（株）イグナルファーム） 
作物（作型） ・キュウリ（摘心栽培による 8 月定植の抑制栽培と 12～2 月定植の越冬栽培

の年 2 作型、穂木：ニーナ Z（6 割）、勇翔（4 割）、台木：ゆうゆう一輝黒） 
販路 ・地元市場(4 割)、他市場（4 割）、漬物等加工用途(1 割)、JA（1 割） 
施設の特徴 ・屋根型鉄骨ハウス（軒高 2.7m、間口 8m、外張フッ素フィルム 2 層、内張

2 層：保温カーテン遮光率 10%、遮光カーテン遮光率 50%）×3 棟（各 33a）。 

 
・温風暖房、CO2 発生装置（ダクト施用）。 

 
経営規模 ・キュウリハウスの他にイチゴハウス約 1ha、ミニトマトハウス約 1ha（（株）

イグナルファーム大郷）、キュウリハウスでは役員（武田専務）と社員 3 名、
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パート従業員 24 名が従事。 
経営の特徴 ・東日本大震災後に地域の被災農家が集まり法人設立し、ミニトマト、キュ

ウリ、イチゴの複合経営を各 1ha 程度おこなう。従業員は全体で計 50 名
程度。 

（キュウリ栽培概要） 
・ハウス 3 棟中、2 棟でのコンテナ栽培（コンテナにヤシガラ培地を詰め、

底面にカゴを置き地面から離しながら、根を土壌に伸長させる）と、1 棟
での隔離栽培（大型容器で株当たり 30ℓ程度のヤシガラ培地を用いた点滴
潅水方式）を行う。 

 
隔離栽培での摘心栽培 

 
隔離栽培と地表面のダクト 
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コンテナ栽培 

 
・最大収量は 30t/10a 程度、今後の目標は 35t/10a（促成作 20t/10a、抑制

作 15t/10a）。販売目標は 9000 万円/1ha。将来目標は 40t/10a 以上。 
・施肥管理は、隔離栽培での EC 制御による点滴潅水と、コンテナ栽培での

肥料分の成分制御（土壌中の過剰リン酸に対応したチッ素、カリの調整に
よる液肥潅水）の 2 通り。 

・コンテナ栽培で連作障害がみられ、今後は抑制トマトと促成キュウリの輪
作を計画。 

 
データの計
測・記録と
利用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分
野 

項目 計測・記
録 

利用 

環
境 

温度 〇 ・環境制御装置：換気王、養液管
理装置：養液王、環境計測機
器：あぐりログ（各棟で 4～5 点
の温湿度計測） 

・培地の pH は毎日確認、EC は潅
水チューブ下でサンプリングし
計測。 

・あぐりログのデータを見なが
ら、環境制御での設定変更を手
動で行っている（湿度と天窓開
閉など） 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC 〇 
ｐH 〇 

潅水量 〇 
排水量  

  ※今後は BRID による環境制御の
自動化を行い、初年度のデータ
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蓄積をもとに 2 年目から改善を
進める。 

植
物
生
育 

開花数  ・葉面積を目視でレベル１～５で
評価する（抑制作では１～３）。 

・摘心後の葉面積の調査を宮城県
と計画中（画像撮影等による）。 

・宮城県による勉強会の取組みを
開始し、初期の伸長量等を 1 週
間に 1～2 回程度計測予定。 

着果数  
葉面積 △ 
茎径  

伸長量 △ 
画像  

  
収
出
荷
量 

収穫量 〇 ・３ハウス全体のコンテナ数 
選果データ ？  
出荷データ 〇 ・3 ハウス全体の年間出荷トン数 

  ※来年度より 1 ハウスのキュウリ
連作ハウスのデータを用いる。 

作
業 

作業種別 〇 ・収穫、選別の作業時間と人数の
記録を行う。 作業時間 〇 

作業者  
作業エリア 〇 

   
そ
の
他 

  ・土壌消毒のコストも含め、トマ
ト輪作とキュウリ連作の利益率
を評価する予定。 

・3 ハウスごとに担当社員を置き、うち 1 名がデータ集計を担当し、さらに
5 年目のベテラン社員が部門統括として指導を行い、紙ベースでデータを確
認し栽培の改善を進めている。県の指導のもと、1 週間の各棟のデータ推移
についてのウィークリーレポート作成を進めている。現状の生育状況も照
らし合わせる。1 年目には BRID のデータを蓄積し、次年度はそれらを活用
予定。各担当がデータをまとめ、集計担当がとりまとめる予定。 

・光合成を促進するよう、葉面積確保（従来は過繁茂による病害発生が課題
だったが、環境制御技術で結露抑制も可能になっており、今後は葉面積確保
による増収を狙う）、湿度確保（80～90%程度、締切状態での管理が課題）
を行う。栽培初期はミスト噴霧も行う。 

・厳寒期の日中換気での制御は、30 分に１回程度スマホであぐりログのデー
タを確認し調整している。 

・飽差管理を中心とした夜間の天窓開度調整、カーテンの隙間調整を行い、
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樹勢の維持を行っている。天気予報を参考に前もって夜間の制御設定を社
員が行う。 

・生育調査は各社員が持つ樹勢のイメージを定量化するため必要と考える
（数字の把握とともに、キュウリの生育の見立てが重要で、あまり数字に頼
らないこと、今の状態に対してどんな環境制御が必要かを考える）。摘心栽
培では摘心後の調査が難しい（宮城県と画像撮影方法を検討中）。 

今後の課題 ・地上部環境制御と潅水制御を 1 台で行う制御装置（JOP 製 BRID）を導入
し、従来行っていた手作業による制御設定方法などを組み込む予定（11 月
より試験稼働）で、当面はあぐりログのデータと併用。Brid の稼働が安定
後、あぐりログは生育不良箇所などに移動させ専用で計測に利用する。 

・若い社員に対する管理指標（樹勢など）の共有化（社内の勉強会を月 1 回
開催中）。 

・連作障害対策（現状は土壌消毒による）としてトマトの輪作導入（2 年に
1 回程度：ナス科の根により培地内微生物バランスを保つ）。 

・宮城県での勉強会に参加、他の農場（キュウリ 50a）とデータを共有し、
作業量も確認、収量予想と労働力確保等にも活用予定。 

・エネルギーコンサル導入による暖房制御等の適正化（JFE エンジニアリン
グ：エネルギーコストが大規模化により増大しているため、燃油使用量等
を確認予定）。 

事業での調
査活動 

・事務局による現地調査（9 月 24 日） 
・委員によるオンライン調査（11 月９日） 

調査での委
員所見 

【東出委員長】 
・わが国では、トマト、パプリカ、イチゴ等の養液栽培は多いが、キュウリ

の養液栽培は少なく、このために事例や情報も少ない。このような状況の
中でキュウリの養液栽培に成功しているイグナルファームは貴重な例であ
る。 

・養液栽培の導入理由として、病害回避をあげることは多いが、イグナルフ
ァームでは、これに加えて、機械作業の軽減による女性の活躍を目的とし
ており、先進的である。キュウリの促成＋抑制の作型から、キュウリとト
マトとの輪作体系を導入する点も、単なる病害回避ではなく、利益率を考
えたうえでの改善であり、この点でも先進的である。 

・環境制御装置の導入によるデータとの紐づけを図り、目標収量の 35t/10a
を早期に達成し、さらなる高収益を目指してほしい。 

【大山委員】 
・環境データ、生育データおよび作業データともに記録され、県と協力しな

がらウィークリーレポートとして取りまとめている。今後、環境データに
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関しては、BRID 稼働後は、より詳細なデータ収集が可能となると期待さ
れる。 

・３つの棟でキュウリを栽培しているが、それぞれの管理の仕方は管理者に
よって異なっている。ウィークリーレポートの活用による３者の比較によ
り、生産技術の向上が図られると期待される。 

 【阪下委員】 
・東京への出荷から、地元（仙台）への市場出荷中心に変わってきており、

青果物流通本来の姿と思われる。 
・キュウリ単作からトマトとの輪作への移行は今ではさほど行われておら

ず、本事業において全国の高度な技術を持つ生産者とのつながりを構築し、
情報交換できれば、生産者間の問題解決につながると思われる。 

【林委員】 
・稼働装置（暖房機、換気窓、カーテン、ミストなど）の制御は、稼働装置

ごとのセンサーで独自に行われており、環境モニタリングはそれとは別セ
ンサー（あぐりログ）で行われている。センサーの器差や設置位置の違い
による問題が生じることがあり、制御やモニタリングは、同一センサー利
用が望ましい。また、湿度制御のためのカーテン開閉など、一部は管理者
による手動操作が行われ、その手間がかかっている。近々、統合型の制御
盤を導入することになっており、これらの改善と同時に、統合的な自動制
御化が図られるものと期待する。 

・目標収量を掲げて、増収・増益に向けた改善がなされており、早期の目標
達成を期待する。 

関連情報 ・神崎正明、データ共有を核としたトマト法人ネットワークづくりと生産管
理への反映、施設と園芸（2016 冬) 

・神崎正明・相澤正樹、環境・生育データの共有と栽培管理支援ツールによ
る生産性向上、施設と園芸（2020 秋） 

・スマートグリーンハウスシンポジウム、（株）イグナルファーム 【キュ
ウリ栽培 環境制御の取り組み】 https://youtu.be/gOkM2N6rp-I 

・スマートグリーンハウスシンポジウム、宮城県農政部園芸振興室 宮城県
農業・園芸総合研究所 【宮城県技術支援の取組み】 
https://youtu.be/INolieHurC8 
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1.4 絹島グラベル 
 

・単棟ハウス 16 棟での自作環境計測制御システム導入 
・作業管理の ICT 化と従業員エンゲージメント向上 
・CCS（Corporate Culture Standard）による従業員との意識共有。 
地区 ・栃木県宇都宮市 
作 物 （ 作
型） 

・中玉トマト、ミニトマト（越冬栽培、夏越栽培等による周年栽培、本年は猛
暑対策でお盆前後は無収穫期を設ける）7 割が中玉、3 割がミニトマト、ハ
ウス１棟でレモン栽培 

販路 ・地元生協(JA 経由)、地元スーパー（JA 経由など）、ネット販売（ポケットマ
ルシェ、食べチョク）、直売所（JA、温泉施設併設）、農場直売（以上販売額
順） 

施 設 の 特
徴 

・単棟ハウス①（10 棟、2007 年建設開始、誘引高 1.9～2m）、養液土耕、N タ
ーン栽培、ウォーターカーテン（地下水利用、外張 PO と内張 PO フィルム
の間にスプリンクラー噴霧）+電気式ヒートポンプ、AI 潅水施肥装置（ゼロ
アグリ） 

 
（絹島グラベル 長嶋智久氏提供） 

 
・単棟ハウス②（6 棟、2019 年に建設（2018 年度事業による）、3m ごとに

φ428 の補強アーチ）、養液土耕、ハイワイヤー栽培（誘引高 2.5m）、ウォ
ーターカーテン、AI 潅水施肥装置。 
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ハイワイヤー栽培を行う単棟ハウス（内部にウォーターカーテン装置） 

  

ハイワイヤー栽培で用いる高所作業台車（左）、ハイワイヤー栽培（右:R1
年 収穫位置が地際となっており、2020 年は作業性改善のため N ターン栽

培を加えた方式に改良中） 
 

・ウォーターカーテン用ポンプ容量が大きく、厳寒期も室温 10℃を確保して
おり、ヒートポンプ等の暖房無しで越冬栽培が可能である。ポンプ等の電
気料金は年間平均月８万円程度（約 1000 坪当たり、循環扇連続運転も含
む）。水温は 15℃を確保し、毎分 1kℓのポンプ能力もあり十分。ハウス容
積も確保し、昼間の蓄熱も単棟ハウス②では十分である。 
※単棟ハウス①では室温は 7℃程度。ウォーターカーテンでは加温ではなく
保温になり、早朝加温はできないので温風暖房機をハウス①に加えた。 

経営規模 ・合計 57a：すべてパイプハウス、うち 3a がレモン（夫婦 2 名、パート従業
員 7 名、うち 6 名が子育て中の女性） 

経 営 の 特
徴 

・29 歳で新規就農し現在 14 作目。 
・単棟ハウスとウォーターカーテンなど低コスト施設を導入、加温が必要な時
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期にヒートポンプによる補助暖房（単棟ハウス①）。 
・ウォーターカーテン内での高湿度で病害（灰色カビ病）に強い中玉トマト

（2010 年頃より海外品種を利用しヨーロッパ系品種等を利用、現在はイス
ラエル系の TY 耐病性で生食に向く品種を利用）の養液土耕栽培。 

・多棟での環境計測機器を自作し、さらに副業として電子デバイス事業を立上
げ、販売も行う。全野研の大会などに参加し環境制御や生育調査での成功例
を聞くが、パイプハウスでの環境制御には踏み切れていない。コスト面では
厳しく考えており、前職（パソコンショップ）の経験を活かし、低コストで
の環境計測機器の自作に挑戦した。本業のかたわらで時間がかかり既製品の
よいものが次々にでている中で、各ハウスの多点計測ができる機器を開発
し、それを事業化もしている。パート従業員の毎日の仕事をつくるため、夏
場のハウス作業のかわりに電子デバイスの仕事を作っている。今夏は希望者
が配線作業を行い、来年は作業場を拡張予定。栽培履歴をクラウド管理する
システムを受注しており、それに環境計測システムをつなげるよう実用化を
進め、来年よりその制作を本格化させる計画。2020 年 11 月、電子デバイス
事業拡充のため、合同会社ノートク・バンガードデバイスを設立。 

・作業管理やオンラインマニュアル等の各種クラウド型サービスを導入し、労
働生産性向上を図る。 

 
・従業員が子育て世代で、日祝完全休業、土曜日は希望者のみ出勤、休みを希

望通り取得可能としている。 
・収穫、選果、管理作業は従業員が主に行っている。従業員のモチベーション

向上(エンゲージメント向上：仕事に対する興味の向上)に注力し、働き方に
合わせた就業時間、作業の得手不得手などに合わせた作業分担などを心が
け、労働生産性向上につなげる。 

 
・作業管理クラウドサービス（アグリ OS（現在は自社開発のアシガルウェア

を使用中））導入の際、CCS（Corporate Culture Standard：農場のルール）
について学び、農場経営について従業員に開示（販売先の売上の開示と商品
としてのトマトの価値の認識）し、作業の品質、丁寧さを高める。 

・農場ルールをパート従業員との会話の中で考え、決められたことを 1 枚の
紙に書き共有（誘引方法、選別方法など、具体的なルールブック（前述の CCS）
として）。 

・消費者とのやりとりや販売状況をオンラインマニュアル（Stock）等で共有
し、従業員の意識向上を進める。パート従業員の中でのリーダーやマネージ
ャーをルールとして定め、責任や給与も CCS に明示する。パート従業員は
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トランシーバーとスマホを携帯し、連絡と情報共有を進めている。 
 
・消費者向け販路拡大を、従来は県内や都内のマルシェ出店により行い、新型

コロナウィルスの感染拡大にともない、産直ネット通販（ポケットマルシェ、
食べチョク）を利用した販路を拡大中。（コロナ禍でのマルシェの開催は中
止） 

データの
計測・記
録と利用
の状況 

 温度 〇  自作装置による環境計測と制御（側窓
開閉、合計 16 棟） 
 計測値の PC での集計と管理指標とし

て利用。 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
日射量 〇  AI 潅水施肥装置（ゼロアグリ）を用い

た日射量と土壌水分率による潅水施肥
制御、クラウド経由でのモニタリング。 

土壌水分 〇 
EC 〇 
ｐH  

潅水量 〇 
植物生育 開花数  ・2 か月程度行ったが現在は実施してい

ない。 着果数  
葉面積  
茎径  

伸長量  
画像  

圃場作業 

作業時間 〇 
 作業管理クラウドサービス（アシガル
ウェア）による作業入力、作業進捗状
況と担当者別作業工数の把握。 

作業内容 〇 
 タスク管理クラウドサービス（Trello)
による作業のタスク化と計画管理。 

作業手順 〇 
 オンラインマニュアル用グループウエ
ア（Stock）による作業手順書等の作成。 

収穫出荷 

収穫コンテナ
数 

  

選果収量   
出荷数量   

（環境計測・制御） 
・ボードコンピュータ（Arduino）による温湿度、CO2 濃度の計測と、側窓巻

き上げ装置（6 系統分）の多段制御機能を開発し、農場内 Wi-Fi 環境でのネ
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ットワーク化。単棟パイプハウスの各棟の温度管理を側窓開度制御により行
う。またハウス内部のウォーターカーテンの巻き上げモーター（ウォームギ
ヤ）の動作を操作している（トラブル監視のため、開閉時は立ち合い）。1 台
でハウスごとの温度計測と制御が可能。 

 
・自ら使用し、販売も行う（合同会社ノートク・バンガードデバイスとして取

組み中）。 

 
自作の環境計測制御機器 

 
・AI 潅水施肥装置により土壌水分率を一定範囲に管理、潅水ストレスを低減

し、生育も良好となる。肥料配合や潅水管理の時間を削減する。砂質土壌の
ため水分管理は容易。 

 
（作業管理） 
・作業管理用のクラウドサービス（AGRIOS）を導入し、作業進捗状況や作業

工数の把握を行い、パート従業員への声掛けなどにも活用している。
AGRIOS 開発者の井出寿利氏（(株)井出トマト農園代表取締役）の指導によ
り、CCS （Corporate Culture Standard）も作成し、組織と従業員との目的
や意識の共有を進めてきた。現在は自社開発のクラウドサービスであるアシ
ガルウェアを利用している。 
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アシガルウェアの表示画面（リアルタイム作業状況と工数） 

 
・作業手順等の記録閲覧にオンラインマニュアル用グループウエア（Stock）

を使い、パック詰めの方法、販売先別の詰め方などを伝える。作業指示の効
率化や正確化などを図る。また、直接指示を行わずに従業員が自発的に動く
環境を作る。 

 
Stock によるトマト選別基準の表示 

 
・Stock に、マルシェでの自社トマトの販売光景の画像をアップするなど、パ

ート従業員に状況を知らせることで、参画意識を高めるよう工夫をしてい
る。マルシェでの陳列の様子、客とのやりとりの様子など、普段圃場作業を
しマルシェには行けないパート従業員が知ることが重要と考えている。 



32 
 

 
Stock に掲載したマルシェでの販売状況 

 
 Stock に病害虫に関する情報を載せ、パート従業員の病害虫に対する興味

も持たせ、自から病害虫の撮影画像を載せることもある。パート従業員も
会議に参加するが、参加できない場合の共有手段になっている。 
 AGRIOS や Stock の利用は、パート従業員に通信端末手当を払い個人のス

マホを使っている場合と、それができない場合はスマホ支給をしている。
今後は個人のスマホ利用を前提として運用をする。 

今 後 の 課
題 

・消費者向け販売と情報発信（ポケットマルシェでの消費者向けの情報収集と
発信）。 

・夏越作型の調整と周年出荷（夏越栽培を必ず続けるのではなく、収益を確保
しながら作型を調整し、電子デバイス事業と連携すること。デバイス事業の
収益化を図ること）。 

事 業 で の
調査活動 

・委員によるオンライン調査（9 月 24 日） 
・事務局による現地調査（3 月 12 日） 

調 査 で の
委員所見 

【東出委員】 
・高糖度の中玉品種を選定、生産し、自動販売機やネット販売による販売の

差別化に成功している。奥様の活躍も大きく、女性目線での商品紹介など、
時代の先を行く販売戦略が成功の一因であると思われる。 

・環境制御装置や生産管理等の各システムや通信の長所短所に精通してお
り、自作のシステムによる細かな改善は他の生産者にも有効であると思わ
れる。夏季高温時の労務対策としてシステム生産の事業化を取り組んでお
り、今後の展開が期待される。 

【大山委員】 
・自作で栽培支援のための機器を作成するなど、先進的な取り組みを実施し
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ている。夏季の作業がしづらい期間に従業員を機器作成に充てるといった
取り組みも興味深い。 

・生産管理に関しても AGRIOS や Stock を導入し、効果を上げている。子
育て世代の主婦層を雇用し、柔軟なシフトを許容する点においても、優れ
た取り組みがなされている。 

【阪下委員】 
・養液土耕栽培は、水田の場合に湛水後の土壌水分管理に影響がある可能性

があるが、これを前提とした管理となっている。一方、隔離ベッドならば
管理は容易である。 

・生産管理面では出勤ローテーション管理が中心となっている模様。現在は
家族経営であるが、ミニトマトでは規模拡大により法人経営になると雇用
管理も難しくなり、システム的にも現行の規模がちょうどよいのかもしれ
ない。 

【林委員】 
・フェンロー型の重装備施設での生産とは対照的で、単棟パイプハウスを使

い、軽装備の設備で投入経費をできるだけ抑え、吊り下げ多段栽培により
収益性を高めようとしている好事例といえる。これも経営の仕方の一つの
方向性を示しているといえよう。 

・ウォーターカーテン利用がこの施設の一つの特徴といえよう。ウォーター
カーテンのみで室温が 10℃程度に維持できるとのことであり、通常の栽
培よりはやや低めの室温となるが、暖房経費の節減効果が大きく、収益面
でかなり有利に働いているとみられる。 

・労務管理や栽培情報共有のためにアプリを活用するなど、ICT 利用に積極
的で、これによる効率化が図られている。常に新情報・新技術に触手を伸
ばして、改善を図ろうとしている熱意を感じる。 

・前職の経験から情報機器に関して長けており、環境コントローラ（換気装
置開閉など）を自作して利用し、さらにはそれを商品化ようとしている珍
しい事例である。夏季高温時の作業をその製品生産にあてることで、周年
作業量の平滑化に繋げようとしている点も注目できる。 

関連情報 ・絹島グラベル Web サイト https://www.kinugura.net/ 
・合同会社ノートク・バンガードデバイス https://notoku.net/ 
・長嶋智久、AI を活用した潅水施肥技術導入によるトマト経営(2019)、第

64 回全国野菜園芸技術研究会熊本大会講演資料集 
・動き始めたスマート農業② 栃木県宇都宮市絹島グラベル、全国農業新聞

2019 年 4 月 5 日号 
・-暮らすと働く。幸せの境界線 vol.1-ママが働きやすいことを第一にした農
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園経営【絹島グラベル】
https://hataketo.com/218?fbclid=IwAR2yQcQ5ZFcVdMX4hbSMnVvhUp-
XU5NChV77dgHWJZaJFGurp8YTu4w_d98 

・AGRIOS Web サイト https://farmos.jp/service/ 
・Stock Web サイト https://www.stock-app.info/ 
・長嶋智久、スマートグリーンハウスセミナー（第 2 回）「低コストトマト

栽培とＩＣＴ複合経営におけるエンゲージメント向上の取り組み」 
https://youtu.be/vdnQ2x7vPys 
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1.5 望月鉄雄氏 
 

・ベテラン生産者の栽培管理や植物生育状況の見える化を行うクラウドサービスの利用 
地区 ・静岡県静岡市葵区 
作物（作型） ・トルコギキョウ（夏定植二度切り栽培） 
販路 ・市場 
施設の特徴 ・屋根型鉄骨ハウス、土耕栽培 
経営規模 ・18a（全 2 棟） 
経営の特徴 ・花持ちを重視した高品質な切り花の土耕栽培を行うベテラン生産者。 

 
（合同会社アグロインフォ Web サイト Thinkig Farm ユーザー事例より） 
 
・CR10（米国 Champbell 製のデータロガー・制御装置）等による環境制御

を 20 年以上行う。 
・環境モニタリングと植物生理モデルにもとづくクラウドサービス

（Thinking Farm）を 2019 年 8 月定植作より導入。センサーBOX による
計測値よりクラウドサービスにより提供される各種指標（積算日射量、昼
純光合成量、昼蒸散量等）や管理温度の推奨値（目標夜温等）を参考に、
自分の栽培管理や生育状況と照らし合わせ、環境制御に活用中。 

データの計
測・記録と
利用状況 

環境 温度 〇 ・Thinking Farm のセンサー
BOX により計測値が行わ
れ、クラウド上で演算され
る各種指標や管理推奨値が
提供される（図参照）。 

・複合環境制御装置は用い
ず、4 段変温サーモ等の設定

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分 〇 

EC  
ｐH  
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潅水量  を手動により行っている。 
排液量  
地温 〇  

植物生育 開花数   
着果数   
葉面積   
茎径   

伸長量   
画像   

   
収出荷量 採花本数 〇  

出荷データ 〇  
   

作業 作業種別   
作業時間  
作業者  

   
（環境計測・制御） 
 

【Thinking Farm モニタリング画面例】 

  
・光合成モデルにより純光合成速度や蒸散速度がリアルタイムで提供され、
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現在の環境に対する植物の反応の把握に参考にしている。 
・現在は Thinking Farm を利用した 2 作目で、1 作目での記録、演算値を参

考にして管理を行っている。2 作目の前半（2020 年 8 月定植～11 月の 1 番
花収穫）では、1 作目と同様な結果が得られている。 

・2 作目で 1 番花収穫後も、光合成速度を向上させる温度管理（純光合成最
適温度値が演算される）や CO2 濃度管理を行い、収穫後の生育が促進され、
2 番花収穫本数の増加が期待される。 

 

1 番花収穫後の状況（ハウス A 棟、2021 年 1 月 5 日撮影） 
 

・同じく 2 作目で上記 A 棟より 1 週間定植日が早い B 棟では、日中の光合
成促進とともに、夜間の転流促進も行う管理を Thinking Farm から提示さ
れる目標夜温設定に従い行ったところ、A 棟よりさらに生育が促進されて
いる。ただし、基底温度（植物生育の限界温度）の設定が高めであったた
め、計画以上に生育が進んでいる。 

 

1 番花収穫後の状況（ハウス B 棟、2021 年 1 月 5 日撮影） 
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【Thinking Farm 日報画面】 

 
・DVR（発達速度：日平均気温－基底温度）や、草勢指数（日純光合成量/発

達速度）が演算され、植物の生育状況を指標化している。これらの指標値
が一定範囲に収まるような暖房設定を行い、その結果、徒長を防ぎ、切り
花の品質向上に寄与している。 

【Thinking Farm での演算データ】 

  
左図：気温（オレンジ）とクラウドサービスで演算された推奨の設定温度

（水色）、右図：演算された蒸散速度(赤色)と純光合成速度（橙色） 
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【Thinking Farm 気温制御評価画面】 

  
・日純光合成量などから、転流促進のため推奨される目標夜温が表示される。

実際の夜間温度の制御について A,B,C などによる評価が行われ、日々の温
度管理等の改善に役立てている。 

 
【Thinking Farm 土壌水分モニター画面】 

 
・土壌水分率をモニタリングし、過剰潅水とならないような潅水間隔（数日

から 1 週に一回程度）を決定している。 
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【Thinking Farm パラメータ設定画面】 

  
 

・モニタリングサービスで常に課題となるセンサー精度や校正作業につい
て、適宜基準値（外気 CO2 濃度、計算日射量等）と比較し、1 次式によ
る補正機能で調整しているため、長期間の安定運用が可能な模様であ
る。 

今後の課題 ・Thinking Farm を利用した 1 作目は、2 棟のハウスの 2 度切り採花時期が
重なり、出荷が追い付かない問題が発生した。2 作目では 2 棟の管理温度
を調整して採花時期をずらす管理を進めており、その結果によりさらなる
調整や改善が必要と思われる。 

事業での活
動内容 

・事務局による現地調査（7 月 1 日、1 月 5 日） 

関連情報 ・Thinking Farm Web サイト https://www.agroinfo.co.jp/thinking-farm/ 
同ユーザー事例（望月氏） https://www.agroinfo.co.jp/user-mochizuki/ 
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1.6 （株）静岡アグリビジネス研究所 
 

・光合成速度の最大化を目的とした環境制御装置の活用と制御設定作業の自動化 
地区 ・静岡県静岡市駿河区（静岡大学農学部） 

・静岡県藤枝市（（株）静岡アグリビジネス研究所） 
作物（作
型） 

・大玉トマト（低段密植栽培） 

販路 ・契約販売（（株）静岡アグリビジネス研究所） 
施 設 の
特徴 

・屋根型・丸屋根型鉄骨ハウス、D トレイ栽培 

経 営 規
模 

・0.6a（静岡大学農学部） 
・22a（（株）静岡アグリビジネス研究所） 

経 営 の
特徴 

・少量培地（250cc/ポット）による点滴栽培（D トレイ栽培による低段密植栽
培）での、大玉トマト栽培。糖度 6~7 で、グルタミン酸含有量の高いトマトと
して「静大トマト」ブランドで販売。 

・静岡アグリビジネス研究所は、静岡大学の学内ベンチャーとして設立され、同
大学名誉教授の糠谷明氏が代表取締役を務める。施設は静岡大学農学部附属地
域フィールド科学教育研究センター内にあり、静大トマトの周年生産と研修生
受入れを行う。完熟収穫出荷により地元スーパー等で販売される。 

 
「静大トマト」の栽培状況（静岡アグリビジネス研究所 Web サイト） 

デ ー タ
利 用 の
状況 

【トマト生育モデルにもとづく環境制御導入事例】 
・DM-ONE（ダブルエム製）による、トマト生育モデルにもとづく、光合成を

最大化するための制御ロジックを用いた環境制御を導入。従来の環境制御装置
のように各設定値を自分で決め入力する方式ではなく、計測した環境値（日射
量、温湿度、CO2 濃度）等をもとに最適な制御値を自動的に決定する方式をと



42 
 

る。演算された光合成速度や蒸散速度なども環境測定値とともにモニタリング
が可能。 

・静岡大学では、実験環境の管理が自動化されたメリットが大きく、特に急な天
候変動への対処や管理に関する理解度の個人差の影響回避という点で役立っ
ている。 

・農学部学生は DM-ONE 導入ハウスと通常のハウスを比較して、換気窓等の
動作の違いを、その原因（トマトの生理的な面にもとづく制御なのか、物理的
な計測値にもとづく制御なのか等）を学習する機会になっている。また院生に
は、トマト生育モデルを中心として制御方法について考えるような機会になっ
ている。 

・静岡アグリビジネス研究所では IPM を行い病害発生も少ないが、DM-ONE
導入によりトマトの生育が良好であること、環境管理が自動化されたことで病
害管理を含むその他の作業にも注力できていることでトラブル対応のために
目がいくメリットがある。設定作業の自動化によって他の作業の余裕が生ま
れ、栽培上のトラブルが少なくなる。DM-ONE の装置の異常はなく、センサ
ーの劣化等に起因する異常（湿度、CO2）が 1-2 年に 1 回程度あり、センサー
校正や交換のタイミングとなる。 

 

各パラメータの日中推移を見える化したグラフ① 
設定温度と純光合成速度は DM-ONE の演算による 

設定温度

室内気温

純光合
成速度

CO2濃度

日射

各パラメータ日中推移の見える化
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各パラメータの日中推移を見える化したグラフ② 

DM-ONE の演算による積極的な CO2 施用で低日照下でも純光合成速度が維持 

 

・生産者目線から見れば、自分の経験などで行っていた制御について、トマト生
育モデルにもとづく制御のプロセスを数値で追えることで、経験値の数値化に
つながる面もある。 

・光合成速度を最大化しながら転流速度も考慮し、日射量が少ない場合には夜
温を自動的に低く管理するのがすぐれた機能で、従来の制御機器では自動化は
難しく都度設定をかえる必要がある。 

・日射量が少ない場合に、日中の CO2 濃度を外気濃度よりも高くすることで光
合成速度が上昇することがわかり、新たな制御方法となっている。基本は自動
制御であるが、最適環境に維持するためには各種パラメータを自分で変更で
き、内容を理解すれば上級的な使い方もできる。 

・過去１週間のデータをリモートからも確認でき、パラメータの変更等も可能
であり、利便性は高い。 

・各ハウスの機器類に応じ、その動作に対応した制御プログラムの追加が比較
的容易に行える。LED 補光装置を導入した際も、専用の制御プログラムを追
加導入して、増収に効果をあげている。 

・DM-ONE には時間帯別温度設定など従来型の制御機能もあり、それらと自
動制御機能を組み合わせることも可能である。 

 

CO2濃度の低下→純光合成速度の低下→ CO2施用の必要性

CO2濃度

純光合成速度

日射

日射DM-ONE設定気温

室内気温
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今 後 の
課題 

・裂果防止のための制御、夏期高温期向けの制御、冬期低日照期向けの制御な
ど、栽培システムや地域特有な気象環境対応のようなオプション的な機能も
あれば良いとのこと。 

事 業 で
の 調 査
活動 

・事務局による現地調査（3 月 15 日） 

関 連 情
報 

・静岡大学農学部野菜園芸学研究室 Web サイト 
https://www.agr.shizuoka.ac.jp/bs/vegetable/index.html 

・(株)静岡アグリビジネス研究所 Web サイト 
https://shizuoka-agri-lab.amebaownd.com/ 

・(株)ダブルエム Web サイト（DM-ONE スマート温室環境制御システム）  
https://www.double-m.co.jp/dmone.html 
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1.7 サンファーム中山（株） 
 

地区 ・静岡県袋井市（サンファーム中山（株）） 
作物（作
型） 

・トマト（フルティカ、高糖度、リコピン、GABA 含有、商品名：Hapitoma）、
（低段密植栽培、3 段摘心×年 4 作型）、機能性食品表示を行う予定。 

 

少量培地でのストレス栽培によるフルティカ 
 

・メロン（低カリウム） 
販路 ・販売会社（（株）Happy Quality）による光センサー選果（糖度、リコピン計測））

によって品質を確保し、販路開拓を行う。選果場より地方市場に搬送し、市場
物流による全国販売を行う。同社代表取締役の宮地氏は、元市場の販売担当者
で、全国に顧客を持つ。 

・サンファーム中山（株）は（株）Happy Quality の関連会社で、その他にも提
携農場をフランチャイズで展開中。 

 

 
（株）Happy Quality の事業内容（同社 Web サイトより） 
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施 設 の
特徴 

・屋根型鉄骨ハウス（全 10 棟、袋井市と周辺地域に点在するバラ栽培等のハウ
スを借上げ、リノベーションを実施）。 

   

元バラ栽培用の鉄骨ハウスを低段密植栽培用にリノベーション 
 

・養液栽培（少量培地（6cm 角 RW キューブ）での点滴栽培）。 

 
6cmRW キューブによる少量培地耕 

 
セルトレイ育苗 
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経 営 規
模 

・1.2ha、常勤社員 4 名、パート雇用 3 名、他に収穫選果に 4～5 名。 

経 営 の
特徴 

・当初は金融機関の紹介で約 40a のハウスを借上げ。経営をやめる予定のバラ
生産者の施設を引き継ぎ、生産者をそのまま雇用している。その後も紹介等に
より借上げハウスを増やす。 

・借上げの際には施設設備の状況を確認し、加温設備がない場合には夏秋作専
用にする。自社施工を前提として、養液栽培設備（約 300 万円/10a 程度）、カ
ーテンと外張 PO フィルム（約 300 万円/10a 程度）など、追加投資を抑えて
いる。 

・（株）Happy Quality で販路を開拓し、研修生を育成しながら空きハウス等の
利用によるフランチャイズ方式を進める。 

・常に需要が先行しており、補助金申請による事業拡大では間に合わないため、
民間ファンド等による資金をプールしながら空きハウス等の物件に対応して
いる。 

・研究開発型企業で、本社施設を研究農場として、静岡大学、名古屋大学、産総
研、浜松フォトニクス等との共同研究を行う。 

 

研究農場での画像計測と AI を用いた潅水制御試験 
 

デ ー タ
の計測・
記 録 と
利 用 状
況 
 
 
 
 

分野 項目 計測・記録 利用 
環境 温度 〇 ・各ハウスにより、環境計測用

機器は異なる（みどりクラウ
ド、Plantect 等）。 

・養液管理は養液王（JOP）が中
心。 

 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC 〇 
ｐH  

潅水量 〇 
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排液量  
施肥量 〇 

植物生
育 

開花数   
着果数   
葉面積   
茎径 〇  

伸長量   
画像 〇 ・葉の萎れ具合と潅水等につい

て、AI を用いた共同研究を静
岡大学と実施中（茎径計測もそ
の一環）。 

・気孔開度の測定による生体情
報の取り込みについての共同研
究を名古屋大学と実施中。また
３D レーザースキャナーにより
植物形態を取り込み、生育のモ
デル化や生きた供試データの取
り込みを進める。 

収出荷
量 

収量 〇 ・棟ごとの収量（本数） 
選果データ 〇 ・果実ごとの糖度、リコピン濃

度。 
出荷データ 〇  

作業 作業種別  ・作業を撮影、骨格の動きから
農作業を推定、記録するシステ
ム開発を行う。 

作業時間  
作業者  
画像 〇 

その他   ・栽培管理、環境制御、養液管
理、病害虫発生、収量等の情
報を一括で管理し、問題点の
整理などを行う（Mr.カル
テ）。 

デ ー タ
利 用 の
状況 

・低段密植栽培と少量培地耕を組み合わせ、3 段摘心前までの肥培管理による樹
勢向上と、摘心後の品質の潅水ストレス付与による高糖度化など、データを蓄
積し再現性を高めている。 

・低段密植栽培では AI の学習効果も高く、天候等に応じたストレス付与につい
て自動制御技術の開発を進めている。 
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今 後 の
課題 

・今後のフランチャイズ展開での遠隔指導やモニタリングに対応するよう、Web
サービス（Mr.カルテ等）を利用した仕組み作りを検討している。また AI を
用いた素人でもできる栽培管理など、インフラとしての提供を目指している。 

事 業 で
の 調 査
活動 

・委員による現地調査（9 月 9 日） 
 

委 員 所
見 

【東出委員】 
・（株）Happy Quality およびサンファーム中山（株）では、生産だけでなく販

売や流通を重視し、強い影響力を持っている点が経営として優れている。ま
た、施設の開業や拡大にあたって中古ハウスを利用する等のコンセプトや体
制は興味深く、今後が⾮常に期待できる。 

・ICT や植物生理学による先進的なチャレンジに取り組んでおり、発展の意欲
がうかがわれる。これらのチャレンジを実用化するには難しい点もあると思
われるが、今後の発展に期待する。 

【大山委員】 
・サンファーム中山では、トマト生産だけではなく、野心的な研究も実施されて

いる。将来、それが実用化されれば、生産性向上に結び付く可能性がある。 

【阪下委員】 
・付加価値の高いトマトのフランチャイズ経営は、従来はうまくいったケース

が少なく、推移に注目している。過去の問題としては①手順が守られない②品
質がそろわない この２点であり、量が集まらないことがほとんどであった
が、本件では機能性などの面で品質を重視した管理をしているため今後期待
される。 

関 連 情
報 

・（株）Happy Quality Web サイト https://happy-quality.jp/ 
・玉井大悟、高糖度中玉トマトの生産技術の向上と共通の品質基準によるフラ

ンチャイズ（ＦＣ）展開、ハイドロポニックス第 33 巻（第 2 号） 
http://www.w-works.jp/youeki/book/summary/vol33_2.html#series_hope 

・宮地誠、農学と情報科学の融合で世界にない価値をつくる、農業経営者
2020 年 8 月号 

・峯野博史、農家の経験を受け継ぐ人工知能 甘いトマトは作れるか、JST ニ
ュース 2019 年 6 月号 https://www.jst.go.jp/pr/jst-
news/backnumber/2019/201906/pdf/2019_06_p08-11.pdf 

・玉井大悟、スマートグリーンハウスセミナー（第２回）「低コストトマト生
産と ICT 利用の最前線」 https://youtu.be/lcI9j505V0Q 
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1.8 三重県農業研究所 
 

・複数の環境センサーを用いた施設内環境ムラ検知システム(見える化ツール)の開発 
・見える化ツールを活用した県内施設園芸経営体支援活動 
地区 ・三重県松阪市嬉野川北町（三重県農業研究所 植物工場三重実証拠点） 
作物（作型） ・大玉トマト、イチゴ（一季なり、四季なり） 
販売  ― 
施設の特徴 丸屋根耐候性ハウス、統合環境制御、高設栽培 
経営規模 ・23a（長期多段栽培 5a、低段密植栽培 10a、高設栽培 5a、研修用区画 3a） 

研究圃場管理 4 名(常勤)、短期パート 2 名 
経営の特徴 
 
(取組の特徴) 

[1.経緯] 
 植物工場三重実証拠点が本格稼働した 2011 年度時点は、三重県内の環

境制御に取り組む施設園芸面積は 1ha 未満であったが、農業への企業
参入や経営規模の拡大により 2020 年度時点では、14ha を超えるよう
になり、年々増加してきている。 

 三重県農業研究所では、参入法人や規模拡大を行う経営体に対し、施
設園芸分野で高みをめざす生産者が自らの栽培技術や収益性を向上させ
るため、施設内の温湿度などの環境条件のみえる化を支援するシステム
(以降「見える化ツール」)を 2015 年度から開発し、研究活動の一環と
して、栽培温室におけるデータ収集と分析支援を進めている。この取り
組みにより、環境制御システムにおける環境センサーデータのみでは見
えにくい温室内環境偏差の特徴を把握することで、経営体の環境制御技
術向上に関するディスカッションを行う取り組みを行っている。 

 

   
図 1「環境データの見える化ツール」の解析事例 

左：温室内気温分布の表示事例 
(換気扇の能力が低く換気扇に向けて気温が高くなる様子) 

 右：温室内 CO2 濃度分布の表示事例 
(天窓が開放された状態で CO2 発生機が稼働している様子) 
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[2.見える化ツールの特徴] 
・温室内の温湿度、CO2 の環境偏差を検出するため、9～30 個のセンサ

ーデータの取り込みが可能で、時系列にグラフ化及びアニメーション表
示が可能な Windows10 で稼働するアプリケーション。 

・エクセル上の集計及びグラフ化と比べ集計時間が大幅に短縮可能。 
・データセットが CSV 形式であれば取り込み可能。 
 

[3.調査方法] 
～事前準備～ 
 環境制御に取り組む経営体からの相談内容(作物の生育差、病害・生理
障害の発生、暖房機導入による加温効果の検証など)に応じて、調査目的
を経営体と共有する。環境センサーを設置するにあたり予備調査として
調査予定温室を訪問し、周囲の状況、施設の状態、作物の状態、栽培方
式、栽培装置の種類、環境制御方法、電源の位置などについて目視と聞
き取りを行い、環境センサーの設置箇所を決定する。 
 使用している環境センサーは、RTR576(T＆D)または、プロファイン
ダーⅣ(誠和)であり、温室設置前にアスマン式通風乾湿計・赤外線炭酸
ガス測定器による校正を行い、データは校正による補正値を採用する。 
 準備備品として、環境センサーを直射日光から保護する庇、コードリ
ール 30 台程度、コードリールとセンサーを繋ぐ延長コード、防滴用のビ
ニル袋、万が一の不備を除くため漏電ブレーカーを用意する。 
 温室内に持ち込む準備備品は、環境センサー設置前々日までに、次亜
塩素酸ナトリウムを浸み込ませたタオル等で拭き取り清潔な状態にして
おく。 
 
～環境センサーの設置～ 

対象となる温室に環境センサーを 9～30 個設置し 1～2 週間程度連続
したデータを収集する。 

調査目的に応じて、データ取得は複数回状況を変えて取得するため、
1 つの温室に対して 5 か月程度調査期間がかかるケースもある。 

センサー設置及び回収は、1ha 規模の温室で、2 名の場合、午前から設
置作業を行い夕方までかかる。 
 
～データ分析～ 
 回収したデータの中で同一時刻内の標準偏差σ×2 ないしσ×3 以上
のデータがある時刻をリスト化し、時間帯や環境センサー位置による環
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境偏差の傾向を掴む。データを「見える化ツール」を用い一目で見やす
く表示する。 
 標準偏差外のリストと視覚化したグラフやアニメーションを基に、経
営体とディスカッションを行う。ここで、特に日中は直射日光の影響や
窓の開閉等の可能性やデータが正規分布ではないことから、検知したデ
ータを絶対視するのではなく、経営体が栽培を行うなかの実感や植物の
状態を聞き取る中で、経営体が考える一番重要な環境偏差が起こってい
る状態を特定する。特定したら、経営体における環境制御データを元に
原因を考察し、暖房機稼働のタイミング、天窓開閉温度の変更など、考
えられる対策を実行してもらう。 

  
図 2 センサー設置の様子 

左：栽培期間中の環境偏差の特徴を掴む目的 
右：新規温室の環境偏差の特徴を掴む目的 

 
[4.具体的支援事例紹介] 
経営体の調査目的：環境偏差の傾向を知りたい。 

 
図 3 冬期夜間の温室内気温 
 
 
 
 
 

夜間温風暖房機による暖房中
に、突出して、温室内気温の高
い地点や低い地点は見当たら
なく、気温ムラが少なく加温さ
れていることを確認できた。 
 

南 北 
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図 4 冬期日中の温室内気温 

 
 
 該当温室では、南側と北側にそれぞれ 2 つの環境センサーがあり、南
側・北側独立して機器制御が行われている。環境制御システムの環境セ
ンサーデータでは 35℃以上の温室内気温の検出はされていない(図上：
オレンジ及び灰色)。日射量データ(図 5 上：黄色)から 12 時以降の増加
に伴って気温が上昇している。暖房機稼働データ(図 5 中：黄色)から、
12 時から 16 時までの間(図 5 ピンクの枠内)は、南側の 16 時付近を除き
着火運転していない。しかし、南側の天窓は開放状態(図 5 下：オレン
ジ、灰色)にあるが、北側は開け閉めを繰り返していた。 
 そこで、①環境センサーの設置位置を南側、北側両方とも外周側への
移動、②北側が高温傾向にあるため、北側の天窓が優先的に開くよう天
窓設定気温変更の提案を行った。 

 
図 5 該当温室の同日の環境制御データ 

上：温湿度・日射量データ  
中：暖房機稼働データ  
下：天窓稼働データ 

一方、日中の温室北側で、温室
内気温が 35℃以上を示す状況に
あり、作物の生育に不適な環境に
ある可能性のある時間帯が確認
できた。 

そこで、環境制御システムにお
ける温度データ、暖房機・天窓の
機器動作データの確認を行った。 

南 北 

南 北 
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 このデータでは、主に温室の中央部に設置される環境センサーでは見
えにくい、温室端の状態の傾向が見えることで、経営体が栽培を行う上
で肌感覚では実感している環境の違いを、より視覚的に伝えることがで
きた。 
 三重県農業研究所では、このような環境制御に取り組む温室のデータ
収集を今後も可能な範囲で行い、温室毎や使用機器の特徴などの把握、
効果的な暖房ダクトの設置方法などの検討をすすめている。 

 
データ利用の
状況 

・調査したデータは経営体と共有し、経営体が環境制御を決定する上の参
考資料となっている。 

・温室の設置場所、使用設備、周囲の環境が異なるため、温室毎の特徴は
異なることから、個別に調査を行い、経営体に温室の傾向を把握しても
らうことが必要である。 

 
今後の課題 ・植物工場の実証及び研究活動と同時並行して実施しているため、年に 1

～2 件程度の取り組みに留まり、全ての調査分析ニーズに応えられてい
ない。 

 
事業での活動
内容 

・委員によるオンライン調査（1 月 20 日） 
 

委員所見 【東出委員】 
・見える化ツールの今後として、どのようにサービス化するかが重要と思

われる。施設内の温度差の存在を示したことについて、これを作物とど
のように紐づけするか？温度差を解消、調整するなどした場合に経営と
して収益増は見込めるか？このような観点で検証がなされることを期
待する。 

・現時点では、興味を持つ人だけがこのツールの利用を希望する状況であ
ると思われる。しかし、効果を経営的な金額に換算することができれば、
製品化を考える企業が現れる可能性もあり、次のステップに進むものと
思われる 

【大山委員】 
・現場での計測の手間がかかると思われるが、今後はワイヤレス利用など

で簡易化が可能と思われ、具体的な検討が必要であろう。 
【阪下委員】 
・従来も環境計測データだけでは良く分からないケースが多かったと思
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われる。実際の環境がなぜそうなっているのか？こうした仕組みを入
れ、論理立てて確認をすれば良く理解できると思われる。 

【林委員】 
・こうしたものが必要と思われていたことを実際に実行することは大切

と思われる。次世代施設園芸拠点の施設でも初期段階では温度ムラや
CO2 ムラなどが問題になっていたが、経営体側には計測機や計測技術が
なかった。またデータをとっても、見える化ツールのようなものがない
と、分析が容易ではない。その点、重要な活動と思う。今後、すべての
温室、新設施設でも、必要な場合には、このような多点計測による環境
の空間分布の確認ができると好都合と思うが、誰が計測するのか？生産
者は自分ではできないが、公的機関が行うか？民間のコンサルが有償で
行うか？などが課題となる。要望に対応できる体制が整っていくとよい
と感じている。 

関連情報 ・植物工場三重実証拠点 HP 
https://www.pref.mie.lg.jp/nougi/hp/plant-factory/index.htm 
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1.9 JA 西三河きゅうり部会 
 

・選果データの精緻化と分析によるキュウリ選果等階級と単価の向上 
・ハウス内環境の部会員間での共有による比較検討による環境制御技術の向上 
・収量を中心とした、選果、ハウス内環境計測、防除・施肥履歴等のデータの紐づけと総

合的分析によるデータ駆動型栽培の実現 
地区 ・愛知県西尾市（JA 西三河きゅうり部会） 
作物（作型） ・キュウリ（越冬長期採り、つるおろし栽培） 
販路 ・JA 選果場出荷による系統出荷（三河みどりブランドにより年間約 3000t を

出荷） 
経営規模 ・施設面積 10.8ha、部会員 40 名（平均栽培面積約 27a） 
経営の特徴 ・部会の栽培面積と部会員数の減少（平成 5 年：約 25ha、83 名）に対し、

着実に収量増（部会平均で平成 16 年：約 20t/10a、現状：約 27t/10a、ト
ップクラスで約 37t/10a）をはかり、10a 当たり販売金額も増加（部会平
均で平成 16 年：約 420 万円、現状：約 830 万円）し、産地維持をしてい
る。 

・下記の選果機の導入を期に部会員同士のコミュニケーションが活発とな
り、部会内でのハウス内環境データの共有と比較、また防除、ハウス内環
境、施肥等と選果・収量データを紐づけての活用、部会内での勉強会開
催、LINE での情報共有などの様々な取組みから年々収量が向上してい
る。 

 
（個人データを活用可能な機械選果） 
・平成 17 年にトレー式箱詰め選果機の導入（4 世代目）を行い、トレーサ

ビリティによる生産者特定とクレーム対応や品質の向上を図っている。 

 
個人別の箱詰めトレーによる選果 

 
・平成 25 年に選果データを蓄積するシステムを構築し、個人データとの紐
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づけも行い、生産者別の詳細な選果データを管理可能としている。 

 
選果データの管理画面 

 
・各生産者の選果データを見える化（長さによる階級（２L・L・M・S）や

形状による等級（秀・優・良）の詳細データ）することで、実際の収穫作
業や栽培管理にも反映がなされ、単価向上に寄与している。 

 
個人別の選果結果（太枠部分が等階級に関わる個人と部会のデータ） 

 
（ハウス内環境データの部会内での共有化） 
・データロガー等を用いたハウス内環境計測の検討を平成 24 年より当時の

野菜茶業研究所（愛知県武豊町）と開始した。ネット上で部会内のデータ
共有が可能なあぐりログ（IT 工房 Z）について、キュウリの栽培環境でも
使えるようメーカーとの改良開発を平成 27 年より行った。 

・当時はスマートフォンの利用も少なかったが、部会員同士でのデータ公
開を行い、あぐりログの統計機能も用いて、ハウス内環境や管理方法の比
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較を相互に行えるようにし、平成 28 年には部会員全員での活用を開始し
た。

 
あぐりログの本体（左）とモニタリング画面（右） 

 
（施肥、防除、収量等のデータベース化） 
・部会員の栽培日誌として Akisai（富士通）に施肥、防除等の栽培履歴を

入力、データベース化している。そこに収量データや、あぐりログのハウ
ス内環境データも取り込み、部会内の様々なデータを Akisai に集約、蓄積
をしてデータ間の紐づけも行い高度な分析を可能としている。 

 
Akisai による収量と日射量、施肥量の比較画面 

 
（勉強会開催） 
・年 3 回（季節の変わり目など）に Akisai のデータをもとに勉強会を開催し

ている。結果に対してなぜそうなったかを検討する場としている。 
・年齢やハウス形状別、統合環境制御装置導入者などタイプ別に 10 名程度

の小グループでの勉強会を開催している。きゅうり部会に栽培委員会を設
け、A グループ（若手部会員）、B グループ（プロファーム導入部会員）、C
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グループ（ベテラン部会員、屋根型ハウス）の 3 グループで活動をしてい
る。 

 
データ
の 計
測・記
録と利
用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分
野 

項目 計測・記録 利用 

環
境 

温度 〇 ・あぐりログは温湿度、CO2 濃度、日
射量を計測し、部会員間での相互閲
覧はオープンにされ、各種の統計機
能（期間平均、グループ内比較等）
も利用可能。 

 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC  
ｐH  

潅水量  
排液量  
施肥量 〇 ・Akisai への入力により、部会員個人

データとして。環境データ、収量デ
ータとともに一覧で閲覧可能。 

防除履歴 〇 

植
物
生
育 

開花数   
着果数   
葉面積   
茎径   

伸長量   
画像   

収
出
荷
量 

収量 〇 ・Akisai に取り込み、日射量や施肥量
との関係を一覧化している。 

選果データ 〇 ・Akisai に取り込み、選果時の長さ、
太さ、曲がりのヒストグラムを個人
と部会全体のデータを比較する形で
閲覧可能。 

出荷データ   
販売データ   

作
業 

作業種別   
作業時間  
作業者  

そ    
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の
他 

データ
利用の
状況 

（選果データ） 
・個人と部会平均の選果データを、長さ、太さ、曲がりについてヒストグラム上

で比較可能としている。部会員が自分の収穫果実の特徴をつかみ、より高い等
階級と販売単価を目指すために利用している。等級（秀・優・良）が格下げと
なる要因（太さ、曲がり）について自己分析を行い、収穫に反映させる。 

・データは部会員の問い合わせに対し、JA が Akisai より提供する。 

 

果実の長さによる選果時の階級分布グラフ（個人と部会平均） 
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果実の太さによる選果時の階級分布グラフ（個人と部会平均） 

 
果実の曲がりによる選果時の階級分布グラフ（個人と部会平均） 

 
（ハウス内環境データ） 
・部会内でのデータ共有により、自分がマークしている生産者（同一品種の栽

培、高収量、上手な栽培など）との客観的な比較を、データを活用し実際の
樹姿も参考に行う。全 55 ハウス中の 15 ハウスのデータが共有される。 

・あぐりログの利用料は現在、1 台当たり年間 24,000 円（税抜き）、初期費用
は 10 万円程度。 

・環境制御機器の導入も進み、CO2 発生装置は 95%、ミスト装置は約 6 割の施
設に導入される。 

・よりハウス内環境の安定化と制御の自動化をはかるため、プロファーム（デ
ンソー）を導入する部会員も増える。 

・あぐりログの導入実績は愛知県全体で 800 台（あいち型植物工場事業によ
る）、うち 1/6 程度は JA 西三河管内のもの。 

 
（Akisai による各種データの提供） 
・Akisai に集約された各種データは個人ごとに管理され、部会員の要望に応じ

て単収の推移や防除履歴（農薬使用回数、ローテーションなど）、施肥履歴
（肥料投入量や肥料バランスなど）等が提供される。施肥履歴と単収推移な
どから追肥時期の参考としている。 
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Akisai による個人別の選果集計 

 

 
Akisai による個人別の単収推移 

 
・年 3 回の勉強会では、年間収量と日射量、施肥量の比較グラフを持ち寄り、

相互の検討に用いる。 
 

今後の ・キュウリ栽培は年により安定しないことが多く、部会内でのトップクラスの入
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課題 れ替わりもある。今後は潅水や施肥管理も重視し、令和元年より実施中のスマー
ト農業技術の開発・実証プロジェクトにて養液栽培によるデータ蓄積を進めて
いる。部会員全体が安定して 27t/10 程度の単収を確保することが課題。 

事業で
の活動
内容 

・委員による現地調査（10 月 5 日） 
 

委員所
見 

【東出委員】 
・選果機のデータを部会や個人の生産者に還元して利用することはこれまであ

まり行われておらず、先進的である。キュウリの画像から曲がり等を検出し、
統計的データとして利用することが、それぞれの生産者の品質向上につなが
っている。 

・環境データについても部会内でデータ共有して利用されており、個々の生産
者の収量アップに貢献している。 

【大山委員】 
・スマート農業をはじめ、様々な取り組みが実施されている。とくに、データを

解析して活用し、生産性向上につなげている点（たとえば、選果データ）は、
他の生産者にとっても参考になると思われる。 

参考文
献 

・下村堅二、キュウリの高機能選果機の導入による各生産者の出荷量・品質のリ
アルタイム把握の実際、施設と園芸（2020 夏号） 

・下村堅二、愛知県三河地域におけるキュウリ産地の生産性向上の取組み、第 40
回施設園芸総合セミナー(2019) 

 
  



64 
 

1.10 （株）東馬場農園 
 

・神戸市北区の立地条件を生かしたトマトとイチゴの生産販売 
・データを活用した栽培管理と人材育成 
地区 ・神戸市北区（（株）東馬場農園） 
作 物
（ 作
型） 

・トマト（5 月定植と 8 月定植の各長期 1 作型、大玉トマト、中玉トマト、ミニト
マト） 

・イチゴ（9 月定植） 

 
販路 ・スーパー・直販等 
施 設
の 特
徴 

・丸屋根型鉄骨ハウス 1 棟（軒高 2.5m、20a、2012 年建設、トマトヤシガラ栽培) 
・フェンロー型高軒高ハウス（軒高 4.5m、40a、2014 年建設、トマト RW ヤシガ

ラ栽培）。 
・丸屋根型鉄骨ハウス 1 棟（軒高 2.5m、20a、2019 年建設、イチゴ高設栽培) 

  
丸屋根型鉄骨ハウス         トマトヤシガラ栽培 

  
フェンロー型ハウス        トマト RW 栽培⇒2020 年現在ヤシに変更 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
定植 収穫

定植 収穫

定植 収穫

月

トマトハウスA

トマトハウスB

イチゴ
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 イチゴ高設栽培           農園直売所 
経 営
規模 

・施設面積 80a、従業員 17 名（社員 3 名、研修生 1 名、パート 13 名） 

  
経 営
の 特
徴 

・2012 年にトマト栽培（樽栽培）開始、2014 年に東馬場怜司氏（代表取締役）に
より（株）東馬場農園設立。同年に（株）兵庫ネクストファーム（3.6ha、トマ
ト栽培、次世代施設園芸兵庫県拠点）に出資。 

・売上高 110 百万円(2019 年)。 
 
・３つの経営ビジョンと具体的な取り組み 

【① 嬉しいおいしいを農場から食卓へ】 
・都市近郊の立地条件を生かし、農園直売所、スーパー、道の駅、JA 直売所、レ

ストラン、インターネット販売などでの直接の販路を持つ。 
・農園と商品のファンを増やし、トマトの価格低迷と生産コスト上昇に対応し売

上と利益を確保している。 
・「うれしおとまと」は東馬場農園のトマトの総称。大玉トマトの他、ミニトマ

ト、イチゴなども「うれしお」ブランドで販売。 
・近隣スーパーの棚を確保し、配送も自社で行い安定販売する。トマトは 2 作型

で周年生産販売を行う。 
・農園でのイベント開催と農業体験でファンを確保する。イチゴ狩りやトマト狩

りも行う。 
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うれしおとまと 
 

【② 農作物生産の極みへ】 
（データの利用） 
・毎年の技術向上のため、データ（環境、生育、病害虫）を残す。 
・環境データ：日平均気温、週平均日射量、給液量と戻り率（毎日）、給排液 EC

（週 1 回）を計測し Excel 入力。 
・生育調査：週 1 回実施（トマト：開花段、収穫段、伸長量、生長点開花花房間

距離、茎径、葉長葉幅、葉枚数、着果数、SPAD 値、バイトマーク率）し Excel
入力 

・週間検討会の実施：生育調査結果をもとに次週栽培方針を各栽培管理担当者が
発表、検討会参加者での意見交換を行い方針決定する。 

 
検討会での検討資料例 

 
・1 年間の振り返り：1 作の終了時に前作と今作のデータ比較を行い改善すべき点

の原因を明らかにし、次作に活かす。
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経年の生育調査データの比較 

 
（社員、研修生のステップアップのプログラム） 
・1 年目（植物に触れること）：日々の作業、検討会や勉強会への参加、外部研修

会への参加 
・2～３年目（作業主体の研修）：日々の作業+研修ハウスの管理、生育調査の実

施、検討会での発表、勉強会への参加、外部研修会への参加 
・3～４年目（管理主体の研修）：メインハウスを管理、生育調査の実施、検討会

での発表、勉強会への参加、外部研修会への参加 
 
（作業時間のデータ取り） 
・2016 年度：列ごとの作業時間計測（データが多く整理に時間がかかる） 
・2017 年度：作業ごとの時間計測（データ数を減らしながら、作業効率を算出） 
・2018 年度から現在：詳細なデータは取らず、各作業班の勤務時間を管理（前年

度からの増減を確認）、している。経年のデータ取りにより効率化の意識が向上
している。積極的な報告（病害虫や異常の発見、作業班から選果班への連絡な
ど）も行われている。 

 
（パート従業員のステップアップ） 
・困っていることの聞き取り：イレギュラーな作業に対する理解不足、作業スピ

ードを速める方法とは？etc 
・マニュアルの作成と勉強会の実施：作業を行う意味の理解を重視し、イレギュ

ラーな事態への対処も可能に。各自が弱点を把握し、作業スピードの向上につ
ながる。 
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1 月勉強会実施後の誘引作業速度株/時間）の向上 

 
・情報交換会の実施：参加者の作業動画を撮影し意見交換。お互いに言いやすい

雰囲気を作る。 
・病害虫に対する知識向上：異常株マップの作成（ハウス内の位置と異常発生を

書き込む）、発見時の報告（LINE による）徹底と報告に対するフィードバッ
ク、病害虫ハンドブックを作成しハウス内で病害虫の確認を行う。 

  

 異常株マップ            病害虫ハンドブック 
 

【③ 農業を魅力的な産業へ】 
・若者に魅力的に映り、職業に農業を希望するよう、アピールを行う。 
・休日日数の確保：週休 2 日、閑散期長期休暇。 
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・毎年の目標設定と人事考課によるステップアップ：上期下期の面談と賞与昇給
の決定。 

・社員が目指したい分野をヒアリングして用意し、モチベーションを向上。 
 
（その他のデータ活用の取組みと課題） 
・経理部門データ：販売データは Air レジを導入し商品別売り上げが自動的にグ

ラフ化される。会計 freee、人事労務 freee を導入し、自動記帳機能などで省力
化。ハウス別収支や品目別売上管理に時間を割くことができ今後の経営拡大時
にも役立つ。 

・直売顧客データ管理を MSAccsess で開発したシステムで行い、受注入力と受注
一覧から選果班が選果作業を実施して一覧と照合しミスをなくす。データベー
スにより過去の履歴を参照し、ポイントカード管理も行い DM 発送にも活用し
ている。 

・作業データ管理：現在は作業別に様々なデータの取り方を行っている（選果班
の袋詰め作業は収穫コンテナ数と作業時間から算出、それ以外の作業ではメモ
を書き入力。ハウス別の作業時間も部門別会計を行いながら個別に入力してい
る）ため、ツール等の統一化が求められる。 

 
デ ー
タ の
計
測 ・
記 録
と 利
用 状
況 
 
 
 
 
 
 
 

分野 項目 計測・記録 備考 
環境 温度 〇 ・ハウス内環境測定はプロファイ

ンダー、給排液量はかけるく
ん、給排液ｐH と EC はハンデ
ィタイプセンサーで計測。 

 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分 × 

EC 〇 
ｐH 〇 

潅水量 〇 
排水量 〇 

   
植物生育

（トマト） 
開花数 〇 ・他に開花段、収穫段、生長点開

花花房間距離、葉枚数、SPAD
値、バイトマーク率を計測。 

 

着果数 〇 
葉面積 〇 
茎径 〇 

伸長量 〇 
画像 × 
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植物生育
（イチゴ） 

草丈 〇  
葉長・葉幅 〇 

葉数 〇 
クラウン径 〇 

花芽発生時期 〇 
  

収出荷量 収穫量 〇  
選果データ 〇  
出荷データ 〇  

   
作業 作業種別 〇 ・作業標準時間は策定済で、主に

作業進捗確認に使用中。 作業時間 〇 
作業者 〇 

作業エリア 〇 
   

その他 病害虫マップ 〇  
今 後
の 課
題 

・作業データ管理の一元化と省力化。 
・夏の生産量確保（生産量と仕事の確保、雨よけハウスでの生産）。 
・観光事業へのチャレンジ（イチゴ狩りなどでの消費者との触れ合い）。 
・モチベーションの維持（楽しく仕事をしてもらうための工夫）。 

事 業
で の
活動 

・事務局による現地調査（10 月 20 日） 
・スマートグリーンハウスセミナー（第 1 回)での講演（下記）とパネルディスカ

ッション（11 月 24 日） 
関 連
情報 

・藤﨑智佳、神戸市北区の立地条件とデータを活かした農業経営、スマートグリ
ーンハウスセミナー（第１回） https://youtu.be/E0YyyB66nm0 
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1.11 木下良一氏 
 

・ データ蓄積を利用したスイートピー栽培の効率化 
地区 岡山県倉敷市船穂町船穂（木下農園） 
作物（作型） ・スイートピー（越冬栽培等） 

・作型：土づくりと畝たて 7 月上旬から開始、土壌消毒を 8 月 25 日まで 1
月程度。薬剤消毒と太陽熱消毒を併用。9 月 5 日頃から播種、11 月上旬か
ら出荷～4 月上旬まで、市場需要がなくなった段階で終わる（2020 年の出
荷は 11 月中下旬～4 月上旬まで、最近は高温などで出荷期間が短くなって
いる）。 

・出荷終了後に自家採種。種子は 12 月から選抜し種取り。交配も自家で行
う。近年は高温と天候変動から、作りやすさを重視して、素性の良いものを
土台に改良している。 

・発芽処理：冷蔵処理を 7 月上旬から定植まで、冷蔵庫内に吸水種子を１℃
１月間処理。 

販路 ・市場出荷：船穂町花き部会で共選出荷。出荷先は、関東、名古屋、関西、
及び地元（岡山、広島）。 

施設の特徴 ・連棟ハウス（1 棟）、環境制御は UECS に対応したシーケンサー（Panasonic 
FP7）を用いて、換気、空気熱源式ヒートポンプ、潅水を制御。制御プログ
ラム自体は農園主の木下氏が作成。モニタリングは、気温、湿度、日射など
の他、ヒートポンプの消費電力量やドレン水の量も Arduino 等の自作装置
を活用してモニタリングしている。データは 20 年分以上のデータを蓄積し
て、冬期間の夜温低下のためのヒートポンプ冷房などに活用している。デー
タはすべて Microsoft 社のデータベースソフトを利用して保存し、過去の環
境制御のデータなどを見比べて環境制御の設定行っている。 

・連棟ハウスの形状は変形した台形状で、土地が狭い地域のため傾斜地に自
家建設。間口は 30 連×3.6m（全 108m）、中柱 3m ピッチ、島根型ハウス
（加温マスカット産地でブドウ向けの設計、自家施工と傾斜地施工が多い、
骨材の接続を治具や番線で行う）、軒高：2.6m（地域では建設当時は最も高
い軒高）、建設年：2000 年、農 PO フィルム、カーテン遮光 1 層（40%）水
平張りで自家施工。 
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自作の島根型ハウス 

 
経営規模 ・合計 25a（夫婦 2 名、パート従業員 7 名） 
経営の特徴 （木下氏の経歴） 

・工学部卒、化学系メーカーで開発と生産管理などを 15 年、花きでの新規就
農のため中国各地を訪ね、スイートピー産地での就農を決める。 

（新規就農とデータ活用） 
・当地では岡山県の 2 年間の新規就農研修制度が整備されており 1 年目は研

修先農家で各種作業を習い、2 年目は小面積の研修用ハウスで土づくりから
出荷まで一人で行うというものだった。 

・農業経験はなくハウスの機器動作や潅水管理などの、農家の感覚的なこと
がわからなかった、そのため各種基準値の必要性を感じ、地域の実績数値を
参考にして基準作りをした。 

・例えば潅水施肥量の数値化では研修先のハウスの図面をおこし面積や植え
付け株数を数え、当時行われていたホースによる手潅水の作業時間とホー
スからの水の流れを観察しておおよその流量を推定して一株当たりの潅水
量として数値化をした。施肥量も聞き取りし株当たりになおし、追肥も同様
に聞き取って基準化をした。 

・また手潅水による作業は 1 日仕事になり、水をやりたいときにも他の収穫
作業などで潅水ができないこともあり、自動化の必要性を感じた。そこで 2
年目の研修では研修ハウスに流量計を設置して各種潅水チューブの試験を
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行い、データをとった。 
・ハウスの温度管理の数値化では、おんどとりを購入し、研修先に設置して

計測した値を基準にした。ハウスの換気状況も地域のハウスを見てまわり、
農家毎の換気の違いについても確認した（時間帯や開度など様々）。 

・これらを参考に、就農時の環境制御に反映させた。 
（スイートピー栽培での難しさ、環境制御等で解決すべき課題について） 
・環境条件について基準が公開されているわけではなく、計測し環境を把握

しても最適条件かわからないため、生育調査と環境条件と出荷生産物を検
証する事により最適条件を模索している。 
※スイートピーでは栽培や環境などの基準、研究成果は野菜に比べ少ない。
国内の研究機関の試験成績もとりよせたが、最適な環境や栽培に関する研
究は少なかった。全国の栽培指針を取り寄せたが、産地で大きな差があっ
た。 

・栽培上の課題：落蕾。２～３日の曇天で発生。経営的、精神的ダメージが
大きく、昔から課題になっていた。発生条件ははっきりせず、４日～１週間
前の環境条件をさかのぼらないと分からないため、落蕾の発生する環境条
件を探し続けた。 

（ヒートポンプ冷房による落蕾抑制） 
・過去のデータ分析により、低日射量の日の高夜温条件で、甚大な落蕾が発

生することを独自に突き止め、岡山農研と共同で園芸学会での発表を行っ
ている。そのため、落蕾が予想される環境条件の夜間にヒートポンプ冷房を
実施することで落蕾抑制（ハウス１棟のため比較試験はできないが、過去の
発生条件を積み重ねることでつきとめた）を行い、高品質な生産物を安定的
に供給する取り組みを継続的に行っている。 

・ヒートポンプは市販の製品では、設定温度 5℃などの暖冷房はできないが、
独自の制御方法で低温時にもより低温管理ができるヒートポンプの運用方
法を独自開発している。 

５℃設定はヒートポンプ側にはなく、メーカー側も対応できなかった。暖房
にも使えること（低温での暖房効率は悪いが）、電力メーター値も記録して
電力料金を試算し、燃油暖房のみとの光熱費の比較検討をした。重油暖房機
の稼働時間より燃油消費量も試算した。経費の分岐点なども燃油価格も踏
まえシミュレーションした。個々の電力使用量をモニタリングするセンサ
ーも導入しており、実際の稼働状況を正確に把握している。７台のヒートポ
ンプや加温機のデータを計測し分析するよう Arduino に接続した。稼働時
の消費電力量の計測には十分な精度と考えている。 

・湿度が高い時にヒートポンプの効率が落ちていたが、地表面からの蒸散を
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除湿するためのエネルギーがかかっていたと考え、現在は全面マルチにし
て省エネ化をはかっている（蒸発顕熱について検討）。 

・また、きめ細かな生育調査を行い、今後の気象予報などを環境制御の設定
に反映させる取り組みを長年継続して行っている。 

データ利用
の状況 

（環境計測・制御） 
・ 温室内気温は白金測温体を利用するなど、データの質にもこだわった計

測を行っている。また、電気使用料や重油使用料もそれぞれセンサーを
設置し、リアルタイムに把握することが可能としている（電気使用料や
重油使用料の計測結果の利用について）。 

・ 落蕾発生条件についても、独自に収集したデータを解析することで発見
することができた。 

・ 20 年以上の日射や気温のデータをリアルタイムに閲覧できるシステムを
構築し、長期的なスイートピー栽培の戦略についても検討している。 

・ 収量に関係する環境の測定値を統合した独自の係数を用いて収量予測を
行っている。 

  
  収量の予測画面       予想採花本数と各種警報画面 
 

・ 収量予測の目的として、翌日作業の段どりのため正確な予測が必要なこ
とがある。また採花基準もファジーなところがあり、植物の状態の他に
も作業者間の採花基準のすり合わせも重要と考える。現在は８品種を栽
培しているが、品種間の生育が異なるため、各品種ごとの収穫量予測も
必要である。 

 
（スイートピー栽培の解析ソフト） 
・ スイートピー栽培の解析は Microsoft 社の Visual Studio と SQLServer を

利用している。過去の環境計測データや、出荷に関するデータを解析し、
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栽培管理等に反映させている。現在のシステムが３世代目になる。当初
は日射や夜温の条件をさかのぼってひとつひとつ探していたが、現在は
データベース化しているので解析がしやすくなってきる。 
この解析ソフトは元 SE の研修生と必要な機能、仕様をすり合わせ開発し
てもらった。 

・ 天気予報を草勢管理に応用し、管理を変えることを検討しているが、予
報精度に問題があり課題となっている。 

・ 毎日実施する生育調査については、スマートフォン版の excel とマイクロ
ソフトのクラウドを利用して、測定と同時にデジタルデータ化している。 

  
スマホ画面のサンプル 
 

（地域の部会活動との連携） 
・ 環境制御装置は他の部会員にあまり普及していない。自動換気は普及し

てきたが、モニタリングはほとんど進んでいない。昨年の研修生は就農
と同時に導入したが、本人も農業未経験のため、基準値があれば経験不
足を補えると考えたようだ。 

・ 地域で導入が進んだ自動潅水装置は木下氏が導入後、４年後に全員が導
入をした。春先の潅水遅れと草勢低下が点滴自動潅水で回避できた。自
動潅水装置は秀品率改善効果がわかりやすく補助対象となったことから
導入が進んだが、環境モニタリング装置は自動潅水装置より安価である
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にもかかわらずそれだけでは効果は期待できず、導入が進まない模様で
ある。生育調査などと合わせて効果が発揮されると考える。また多くの
生産者はハウスが分散しているので、ハウス毎にモニタリング装置等の
導入が必要で経費負担が大きいのも課題である。 

・ 警報装置の機能を全面に出し販売すればモニタリングは普及する可能性
もあるのでは？と考える。防犯、暖房異常などをスマホへ通報＋環境モ
ニタリング機能などをあらかじめ付加しておけば機器の導入は進む、機
能も容易に追加できるように設計しておくことが重要と考える。現場で
の警報装置への要望は強く導入の余地はあると考える。以前、警報装置
を手作りしたとき、3 軒の要望があって設置した。費用は損害金額に対
する保険と考えると導入のハードルは低いと考える。 
 

（作業管理） 
・ エクセルを利用して労務管理を実施している。 
・ 収穫作業等の所要時間の計測などを実施して作業の効率化を図ってい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 データ解析ソフトウェア。Visual Studio と SQLServer を
利用している。左の図では天気予報の情報をインターネットか
ら自動収集して表示させたり、温室内の環境情報などを表示し
ている。右の図では UECS の通信文を受信している。 
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データの計
測・記録と
利用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分野 項目 計測・記録 備考 
環境 温度 〇 ・風向、風速、大気圧、（飽差、絶

対湿度、露点温度等) 湿度 〇 
CO2 濃度 〇 
日射量 〇 

土壌水分 〇 
EC 〇 
ｐH 〇 

潅水量 〇 
排水量  

   
植物
生育 

開花数 〇 ・伸長量を毎日、葉長、節間長、頭
頂部の形体基準を自分で作って
ABC の段階評価している。不定期
に栽培のばらつきを把握する為に
品種ごとに葉長計測、初期生育に
ついて基準をつくり段階評価して
いる。 

・調査目的は、製品品質が分かる部
位の状況を調べている。相関関係
について、様々な部位を計測して

着果数  
葉面積  
茎径  

伸長量 〇 
画像 〇 

葉長・葉幅 〇 
葉数 〇 

花芽発生時期  
  

図 環境制御用ソフトウェア。ヒ
ートポンプ暖冷房の自動化や、放
射冷却による温室内の過冷却に
対応した独自の環境制御が実施
可能となっている。 

図 温室内でのスイートピーの
生育 
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調べ、生育中に測れるところで見
ている。節ごとに測るの、節の成
長速度が時期で異なるため、計測
間隔も異なっている。 

収出
荷量 

収穫量   
選花データ 〇 
出荷データ 〇 

  
作業 作業種別 〇  

作業時間 〇 
作業者 〇 

作業エリア 〇 
   

その
他 

重油使用量 〇 ・各開口部の開閉度、各機器の稼働
状況等 電力消費量 〇 

今後の課題 ・下葉かきなど、まだ効率化が十分でない部分を効率化することが必要。 
事業での活
動内容 

・オンラインによる現地調査（1 月 29 日） 

委員所見 【安場専門委員】 
・環境制御機器への投資コストとランニングコストを勘案したうえで、機器の導

入可否を決定しているが、そのために多くのデータを収集するとともに、デー
タの可視化にこだわりを持っている。 

・センサー測定のデータよりも、生育データの収集に力を入れている。定期的に
葉の大きさや開花の状況などを調査して，環境制御や栽培管理に反映させてい
る。 

関連情報 ・木下良一、自作複合環境制御システムによる ICT ・I oT の活用、農業技術体
系 花卉編第 8 巻（2019） 

・木下良一・森義雄、ヒートポンプを用いた夜間冷房によるスイートピーの落
蕾抑制、園芸学研究 15 巻別冊 2 号（2016 年９月） 
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1.12 JA 宮崎中央田野支店胡瓜部会（ラプター会） 
 

・キュウリ生産者部会での自主的なスタディクラブ活動とデータの多面利用 
地区 ・宮崎県宮崎市田野町（JA 宮崎中央田野支店胡瓜部会 ラプター会） 
作物（作型） ・キュウリ（つる下し栽培、9～10 月定植、6 月まで収穫）土耕栽培。 
販路 ・JA 出荷（JA 宮崎中央管内は国内最大規模のキュウリ産地） 
施設の特徴 ・AP 改良型（間口 5.4m）、低コスト耐候性ハウス（間口 6m）が中心で、高

軒高ハウスも増えている。外張展張も PO からフッ素フィルムが増える。 
・会長の山ノ上慎吾氏は 45a の施設を経営、低コスト耐候性ハウス（間口 6m、

軒高 3.2m、天窓換気、外張フッ素フィルム）と AP 改良型の低軒高ハウス
がある。過去の台風時に地区では最大瞬間風速 47m/s となったが、低コス
ト耐候性ハウスは頑丈で被害もなく、低軒高ハウスでは被覆資材が剥がれ
る被害もあった。 

・同じ JA 管内の海岸沿いの地区には台風襲来のため高軒高ハウスはなく、
山間地にある田野支店地区の高軒高ハウスは特徴的であり、生産性も高い。 

経営規模 ・スタディクラブ活動を行うラプター会の会員全体で約 4ha（計 12 名、各 20
～45a 程度） 

・田野支店は平成元年からキュウリ栽培が始まった新興産地。支店全体のキ
ュウリ生産者は当初の 20 数軒より現在は 58 軒（平均 35a）に増加。つる
おろし栽培中心。昨年の販売額は 12 億円（振込額べース）、今作は販売額
15 億円、平均反収約 21t/10a、平均振込単価 326 円/kg。 

・田野支店に 2 箇所の入植団地がある。経験年数 10 年未満の生産者が半分
おり、環境制御など新しいことに取組み収量も伸びている。 

経営の特徴 ・H22 年に胡瓜部会の若手生産者 4 名で月 1 回の勉強会を開始、CO2 施用で
成果をあげる佐賀県を視察、環境制御セミナー（誠和）を実施。 

・H23 年に 2 名が CO2 施用装置とプロファインダーを導入し、H26 年には
部会員 8 割が導入する。新規就農者は機器設備を事業活用し導入。 

・H26 年に佐賀などで視察して勉強会につながり、その後のラプター会での
分析をはじめた。 

・H27 年にラプター会を発足し、スタディクラブ活動でデータ共有し環境制
御技術を高めることを目的とし活動を継続。会員生産者間のデータ比較と
課題分析を行う。データで栽培状況を確認することで、新規就農者も理解
を深める。 
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データの計
測・記録と
利用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分野 項目 計測・記録 利用 
環境 温度 〇 ・環境計測機器：プロファイ

ンダーより CSV 形式でダウ
ンロードしたデータを
Google Drive の Spreadsheet
にコピーし共有。現在はプ
ロファインダークラウドよ
りデータを転記。 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC 〇 ・月 1 回の土壌診断時に計測 
ｐH 〇 

潅水量 〇 ・点滴潅水ラインに設置した
流量計を読み取り
Spreadsheet に圃場でスマホ
入力。 

植物生育 開花位置の定
点観測 

〇 ・他に開花日、開花位置節
数、葉長、収穫までの日数
を同時に計測。 

開花数   
着果数  ・次作より検討 
葉面積  ・過去に行ったが中止 
茎径  ・計測が難しく行わず 

伸長量 〇  
画像  ・今後取り入れる計画 

収出荷量 収穫量 〇 ・ほ場でカウントし
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Spreadsheet に入力 
選果データ 〇 ・自家選果で 5kg 箱分と他の

BC 品分を記録 
出荷データ 〇 ・JA 出荷データの入手（自家

選果データとおおよそ合致
する） 

作業 作業種別  ・まだ取組みなし（手が回ら
ないが、家族経営での作業
データも取りたい。他のス
タディクラブ：Achieve35
ではすでに記録中） 

作業時間  
作業者  

作業エリア  

・活動内容：オランダのスタディクラブ活動をベースにし、お互いのデータ
を比較して良い結果を出す生産者を参考にレベルアップをはかる。 

・規約を定め、各種データ共有と会員間の生育調査会（隔週）、実績検討会（年
2 回）等を行う。環境制御技術向上と収益増を目指す。 

・規約内容：CO2 施用が可能、プロファインダーの設置、毎日の収量記録と
提出、開花調査の週 1 回実施、現地調査の 2 週に 1 回実施（現在は生育調
査結果をスマホよりクラウドデータとして登録）。 

・生産者が中心となり、データ分析や資料作成を関係機関（普及センター、
JA 営農指導）に依頼、データは県内の参考資料として活用されている。 

・年間計画をたて、調査内容を決め、生育調査会等の日程を最初に仮決めす
る。LINE グループにより会員間の連絡を密にとる。 

・データはクラウドサービス（Google Drive、Spreadsheet）を利用し、会員
間で共有。 

 
・プロファインダー設置付近で 4 点の開花箇所を 2 週間ごとに記録。タグ

付しメモで記録（日付・開花位置節数・葉長を記録、今年は節間長も追
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加）、収穫までの日数を継続調査、流れ果も把握。 
・Spreadsheet の開花チェック表に「開花日、開花位置節数、葉長、収穫日、

収穫位置節数、収穫日数」記入する。 

 
・収量と潅水量調査：毎日の記録よりハウス単位で 10a 換算分析。日射量の

他、ハウス形状、土壌条件、被覆資材等に対し、潅水量調整による収量変
化を把握。 

・流量計を点滴チューブラインに取り付け、毎日流量計を目視確認し 10a 当
たりの流量を計算して記入。 

 
・生育調査会：隔週で夕方に各ハウス持ち回りで実施、データと分析結果

を持ち寄り、生育状況や樹勢等を現場で直接確認し、課題発見や解決策
検討を行う。集計されたデータを見比べ、会のあとで自分の環境制御設
定を変更するなどすることが、会の活動継続につながっている。 

・山ノ上会長によると、毎日のメンバー間の収量の比較による向上の意識
が生まれ、LINE グループや電話での連絡が密になり情報交換も活発化し
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たとのこと。一方でハウスの条件等は異なり、個々の環境に対策を落と
し込むよう、収量が高い生産者の管理や全体のデータを参考に各自が考
えるようになった。 

・ラプター会でのおおよその環境制御の指標については、天候変動による
管理の判断が毎年課題となっている。気象条件による考察を営農指導側
で行い、2 週先の天気予報を参考にし、管理の方針や樹姿の目標を考えて
いる。 

 
・活動の成果として初年度(H27)～2 年目（H28）に会員平均収量が

21.6/10a から 24.6t/10a に伸びた。 

 

・上位収量（27t～30t/10a）の会員も増加。 
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・部会での新規就農者と平均収量の双方が増加している。 

今後の課題 ・販売単価が高い時期（11 月～2 月）の栽培管理と収量の向上。日射量が低
下する時期の品種ごとの適正着果数の分析等を進め、流れ果を防止する。 

・R1 年夏定植より黄化えそ病の発生による作中植替えが発生、天候不順もあ
り、平均収量は前年の 24t/10a から 22t/10a に低下している（ピークは H29
年）。病害対策が課題となる。 

・勉強会活動の 4、5 年目からメンバーの差が生じている。要因にとして、増
収に対応した収穫作業やつるおろし作業をまかなうパートの作業能力の差
がある。またパートの労力不足もみられる。実績も固定化しているため、
全体の底上げが現在の課題となる。 

・田野支店内の他のスタディクラブ（Achieve35）は産地パワーアップ事業で
低コスト耐候性ハウス（間口 6m、軒高 4m 弱、外張フッ素フィルム、細霧
冷房装置、環境制御装置）を導入した生産者のグループであり、ラプター
会と競い合う形になっている。 

・開花調査、収量・潅水量調査・生育調査等をラプター（猛禽類）のように
俯瞰するアプリを開発し今秋の試験運用を目指す。開発理由のひとつに営
農指導員の負担軽減がある。プロファインダークラウドからのデータ自動
収集、Google Spreadsheet へのデータ入力も一元化する。入力作業省力化
とデータ比較効率化が期待できる。ゆくゆくは JA 販売データも組み合わ
せ、その日の売上も組み込み、日々のキャッシュフロー管理や経営と栽培
の一元管理が期待される。 

・調査項目が多いと生産者側が追い付かず、バランスを考えた調査にするこ
とも重要である。 

・周年栽培化が今後の検討課題である。経営規模が大きいと収量増加時期の
人員不足、収量低下時期の人件費増など波が大きい。複数棟を分散させ作
型を組み、年間化の取組みも一部で始めている。 

・専門知識を持つ営農指導員の能力向上策として、昨年 8 月より JA 宮崎中
央の 6 支店で分析担当者を置き、全体をまとめる担当が置かれている（ICT
担当）。定期的にデータを持ち寄り、普及センターを含めた検討会を始めた。
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データの取り込み方法などから学び、田野の事例を参考に資料も見やすく
している（A3 用紙１枚でおさめたグラフ等による資料）。 

事業での活
動内容 

・委員によるオンライン調査（8 月 6 日） 
・委員による現地調査（9 月 17 日） 
・スマートグリーンハウスチャンネルへの YouTube 動画公開  

委員所見 【東出委員】 
・生産者、営農指導員および普及指導員のキーパーソンが活躍してスタディ

クラブを形成し、環境制御によるキュウリの収量向上に対し、試行錯誤で
成果を上げてきた。未知の部分も多いながらも、さらに生産性の向上が期
待できる。 

・今後、環境データと生育データ間の紐づけや一般化が必要であり、ICT 化
への取り組みによってそれらが実現することを期待する。 

・キュウリのスタディクラブの先駆者として苦労する部分も多いと思われる
が、先行者利益を確保しつつ発展できるものと思われる。 

【大山委員】 
・スタディクラブの発足により、部会での創意工夫がなされ、平均単収が引

き上げられたことは特筆される。今後このような取り組みが全国に広まれ
ば、わが国全体の農業生産の技術底上げに貢献すると予想される。 

・一方で、スタディクラブの維持にはかなり労力を要しているように感じら
れた。とくに、参加している個々人だけではなく、けん引役の個人への負
担が生じることの回避策を今後は考えていかなければならないのかもしれ
ない。スタディクラブへの参加を容易にするとともに、参加者の負担軽減
を図る上で、データ取得の自動化は必要なものとなると思われた。 

【阪下委員】 
・JA の品目部会で生産性が向上してきたというのは、全国各地での希望につ

ながり、よい事例となる。 
・個人的な関与・努力が成果に結びついている模様であり、これをいかに引

き継いでいくかが課題と思われる。 
【林委員】 
・10 年前の勉強会からスタートした部会（ラプター会）により、生産力を上

げるための工夫や努力がなされ、平均反収 20 数トンにまで引き上げられ
ている。他の産地でもいえることであろうが、山ノ上氏のような熱意ある
リーダー格の存在が、部会や産地を活性化するうえでの牽引力になってい
ることを感じた。 

・環境データや成育データなどのビッグデータを、誰が解析するか、どのよ
うに解析するか、それをどう生産管理にフィードバックするかは基本的な
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事項であり、一連の体制作りおよびデータ管理の省力化システムの構築が
大事な課題であることが伺えた。現状では、JA の森氏などの個人的助力に
支えられてきた部分もかなりあるように感じた。 

参考資料 ・山ノ上慎吾、きゅうり栽培における日本一のスタディクラブを目指して、
施設園芸新技術セミナーin 千葉 (2019) 

・森憲一郎、秋の病気は換気と暖房で抑える キュウリ部会みんなで蒸し込
みやめたら 収量激増､ベト病や菌核病は激減、現代農業(2017 年 11 月号) 

・森憲一郎、環境制御に欠かせない品目別生育診断 キュウリ 開花から収
穫までの日数は適当か？、現代農業(2019 年 12 月号) 

・藺牟田真作、自主学習組織「ラプター会」の育成を核に日本一のきゅうり
産地のさらなる発展へ、グリーンレポート no.610 (2020) 
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1.13 門川町高糖度トマト生産組合 
 

・作業データ+出荷データ集積による出荷予測と販売との連携 
地区 ・宮崎県東臼杵郡門川町（門川町高糖度トマト生産組合：2016 年設立） 
作物（作型） ・高糖度トマト（主に 2 段摘心の低段密植栽培、年 3～3.2 作程度、各生産者

は 8～20 程度の栽培区画を持ち連続栽培し、塩ストレスを付与（栽培槽 EC：
2～20 程度）。 

・各区画の収穫期間：夏期 20 日程度、冬期 45 日間程度で、糖度は６度台か
ら 10 度台に徐々に上昇。各生産者は常時２～８区画で収穫可能で、毎日～
２日置きに収穫作業を実施。 

販路 ・JA 出荷（相対取引）、販売先：量販店、生協、パッキングセンター等。 
施設の特徴 ・低コスト耐候性ハウス他（低軒高～高軒高ハウス）、外張被覆資材：フッ素

樹脂フィルム・農 PO。 

 

図 高軒高ハウスと大型換気扇 

 

図 高軒高ハウス内での低段密植栽培 
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図 低段密植栽培での培養液管理設備 
 

 
図 プールベンチでのセルトレイ育苗 

 

 
図 組合員圃場で収穫された高糖度トマト 

経営規模 ・組合員の生産者 6 名、生産法人 1 社、総面積約 4ha 
経営の特徴 ・組合代表の新門剛氏が新規就農後に導入した保水シート耕（野菜茶業研究
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所）による低段密植栽培による高糖度トマト生産が、新規就農増等により
産地化。 

・地元 JA 選果場に⾮破壊糖度センサーとカメラ（色、大きさを識別）を備え
た選果機が導入され、トマト 1 果実ごとの重量、糖度を計測、記録する。
糖度ランクごとの選果を行う。 

・⾮破壊糖度センサーの計測値について、センサーの定期点検を欠かさず行
い、抜き打ちで糖度チェックも行っている。さらに糖度ランクごとにトマ
トの酸度等の食味を確認している。 

   
図 選果ライン（左）と選果機の非破壊センサー部（右） 

・JA 日向門川支店を通じ相対取引を行い、JA 販売担当者が販促活動として
年間の糖度ランクごとの実績や、出荷数量予測を販売先に伝え契約販売取
引に結びつけている。 

・出荷数量予測は、播種データ・直近 3 か月の気候データ・過去の出荷実績
をもとに「2～3 か月先の出荷数量予測」と、前週の選果データをもとにし
た「翌週の出荷数量予測」の２つに大別される。 

・「2～3 か月先の出荷数量予測」は提携しているコンサルタント会社により
専用のソフトで算出され、この予測をもとに 2～3 か月先の販売戦略や販
促活動について販売先バイヤーと協議している。 

・「翌週の出荷数量予測」はクラウドサービスの kinetone を活用し、JA と組
合員との販売会議において翌週の販売先からの発注量との調整に利用され
ている。 

・販売会議の翌日早朝に行う勉強会の場で、実際の圃場でのトマトの状態を
確認し、果実肥大や色づきについて予測と照らし合わせ、予測精度のアッ
プにもつなげている。 
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図 圃場での勉強会の様子 

・このような販売に対する取組み成果として、年々の契約販売率と平均単価
の向上がみられる。 

データ利用
の状況 

・選果機からの等級と階級（糖度）データの収集を行い、クラウドデータサ
ービス（kintone）に PC 経由でデータ転送を行う。 

・kintone による数年分の個人別実績の集計と、過去データ等からの出荷予測
（誤差は 10%程度）を行う。 

 

図 kintoneの入力画面 
・低段密植栽培での多ブロック管理のため、ブロックごとの作型情報（定植

日、開花日、収穫開始日等）の入力が必要となる。そのため、スマホ入力
による作業管理クラウドサービス（アグリオン）からの作型情報の kintone
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への自動転送で、事務作業の省力化をはかっている。 

 
図 部会選果場の選果装置（左）と部会メンバー（Webサイト 門川町高
糖度トマト組合の取り組みから迫る！-チーム農家で活躍する kintone-） 

データの計
測・記録と
利用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分
野 

項目 計測・記
録 

利用 

環
境 

温度 〇 ・環境計測機器：プロファインダ
ー等  

・潅水量、排水量は一部圃場で計
測。 

 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分  

EC 〇 
ｐH 〇 

潅水量 〇 
排水量 〇 

   
植
物
生
育 

開花数 〇 ・開花日として登録し、収穫予測
に利用 

 
着果数  
葉面積  
茎径  

伸長量  
画像  

  
収
出
荷

収穫量   
選果データ 〇 ・選果機からのデータ取得 
出荷データ 〇  
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量    
作
業 

作業種別   
作業時間  
作業者  

作業エリア  
   

  
今後の課題 ・AI による収量予測システム開発を外部委託中。 
事業での活
動内容 

・委員による現地調査（9 月 17 日） 

関連情報 ・（株）新門トマト農園 http://www.shinkado-tomato.jp/ 
・森とまと農園 https://www.mori-tomato.com/ 
・JA 日向門川と門川高糖度トマト組合の新しい関係 JA と生産者組合との

役割と kintone を使ったチームワーク 
https://www.slideshare.net/yukihitokataoka/ja-88477133 

・新門剛、低段密植栽培高糖度トマトの選果データに基づく販売管理と顧客
への対応、施設と園芸（2020 夏） 
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1.14 （株）タカヒコアグロビジネス 
 

・次世代施設園芸拠点でのスマート農業実証プロジェクト 
・大規模施設の栽培管理と生産管理の手動部分を ICT 化し、さらに自動化を進める 
地区 ・大分県九重町(次世代施設園芸大分県拠点) 
作物（作型） ・パプリカ 
販路 ・契約販売 
施設の特徴 ・フェンロー型ハウス、ハイワイヤー栽培（養液栽培） 
経営規模 ・2.4ha 
経営の特徴
（スマート
農業実証プ
ロジェクト
での状況） 

・大規模施設園芸向け生産管理支援システム（Agricultural Management 
Assistant Program、以下、AMAP）を開発しクラウド上で運用、作業記
録から作業計画策定、実績管理等の一連の業務プロセスを自動化し生産性
向上に寄与している。AMAP により遠隔地からでも農場の様々な管理と
情報共有が可能となる。 

・無人搬送システムを開発し、大規模圃場での収穫物搬送自動化を進め、軽
労化と省力化に寄与している。 

・スマート農業実証プロジェクト（代表機関：大阪府立大学、研究代表者：
人間社会システム科学研究科 大山克己教授（スマートグリーンハウス検
討専門委員会委員））により令和元年より令和 2 年度に開発と実証が進め
られている。 

データの計
測・記録と
利用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分
野 

項目 計測・記
録 

利用 

環
境 

温度 〇 ・環境計測機器：Priva CONNEXT
（AMAP とのデータ連携） 

 
湿度 〇 

CO2 濃度 〇 
日射量 〇 

土壌水分 △ 
EC △ 
ｐH  

潅水量  
排水量  

   
植
物
生

開花数 〇  
 着果数 〇 

葉面積 〇 
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育 茎径 〇 
伸長量 〇 
画像 〇 

  
収
出
荷
量 

収穫量 〇 ・コンテナ重量計測 
選果データ 〇 ・選果機からのデータ取得 
出荷データ 〇  

   
作
業 

作業種別 〇 ・スマホによる簡易入力 
作業時間 〇 
作業者 〇 

作業エリア 〇 
   

そ
の
他 

資材・農薬 〇 GAP 対応 
入退館 〇 画像認識、検温 

   
データ利用
の状況 

【大規模施設における栽培および運営管理の改善のための ICT 利用】 
・AMAP の主要な構成と利用の流れ：AMAP は、計画の立案、実施および

実績登録を中心としたシステムで、半年から 1 年間の長期計画（大計
画）、または、1 か月程度の中期計画（中計画）、数日から 1 週間の短期計
画（小計画）を連動させ、また柔軟に策定可能である。 

 
図 生産管理支援システム（AMAP）の主な構成と利用の流れ 

・また遠隔地からの圃場状況把握機能、入管管理など圃場管理機能、生育管
理機能、肥料および資材管理機能、設備点検のための設備管理機能および
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苦情や事故などの記録を残すための情報共有機能を有し、それぞれの機能
は取捨選択することができる。 

 
図 生産管理支援システム（AMAP）の構成する機能 

 
図 入館管理機能で利用される顔認証・体温検知装置（左）と、ライブカ

メラ画像取得状況（右） 
 
・作業スピードの計測および病害虫の状況把握：従来は手作業で記録、集計

していた圃場作業（収穫、誘引等）の担当者別時間などを、スマホによる
QR コード入力を利用、Web アプリケーションによって処理し、自動集
計と次の作業計画への反映までを自動化している。また従業員の出勤・欠
勤希望入力をタブレット上で直接行うようにしている。これらにより管理
者（農場長）の負担を大幅に軽減、同時にリアルタイムでの作業進捗や労
働生産性の把握も可能としている。また作業中に病害虫を発見した際、ス
マホ撮影を行って発生箇所をマップで示すなど、病害虫管理作業の効率化
を行っている。 
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図 作業状況のコンピュータ上での表示画面。作業が終了した箇所は色で
塗りつぶされる。その箇所をマウスオーバーすると、担当者と作業スピー
ドが表示される。他方、注意喚起の表示をクリックすると写真が表示さ
れ、病害虫や異常などの情報を伝達できる。 

 
図 現場管理用スマホアプリ。（左）ホーム画面、（右）作業開始時に使用
する画面。開始・終了ボタン、作業切替ボタンおよび休憩ボタンの 3つの
みにより構成される。 
 

・収量の自動計測：収穫量をコンテナ単位で台秤計測し、手作業で記録集計
していたものを、電子天秤で自動計測、Raspberry Pi 経由でクラウドに送
信して自動集計する Web アプリケーションを開発している。作業の軽労
化とともに、転機ミスの軽減、計測作業に関する作業動線の改善などの効
果があった。 
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図 電子天秤で収量を自動計測する装置の構成図。電子天秤で取得したデ
ータは、Raspberry Pi経由でクラウドに送信される。クラウドに送信され
たデータをコンピュータで読み込み、自動的に集計する。 

 
・生育計測：同様に手作業で計測と記録をしていた植物生育情報（伸長量、

茎径、開花状況等）についても、スマホによる即時入力と自動集計と解析
を行う Web アプリケーションを開発し、省力化とともに栽培管理や環境
管理の改善に役立てている。 

 
図 生育データの解析結果表示画面の例。ここでは、たとえば、茎径と伸
長量との関係の推移を、アニメーションで表示することができる。また、
それぞれの測定日の写真を整理し、表示することもできる。 

 
・設備保全：設備保全作業の軽減のため、点検が必要な機器の周辺にチェッ

クリストを設置し、点検後の確認を QR コード入力で行い月次や週次で
の点検リストを自動集計する Web アプリケーションを開発している。 

 
・無人搬送システム：200kg 程度の収穫物を最大 200m 程度の移動を行う手
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押し搬送台車について、搬送経路を定め自動搬送を行う無人搬送システム
を試作している。各種センサーを装備し通信により複数台の制御も行う工
場内搬送システムを応用したもので、大規模施設栽培用に搬送台車のけん
引方法やユニット化などを新たに開発している。 

 
図 圃場内での無人搬送システムの様子。この写真では未接続であるが、
収穫物などの物資を輸送する際には、台車を接続する。 

今後の課題 ・GAP 認証と維持へのデータ活用と生産性向上。 
・他のシステムとのデータ連携への発展。 

事業での活
動内容 

・スマートグリーンハウス・シンポジウムでの講演（大山克己氏、次世代施
設園芸拠点におけるスマートグリーンハウス導入ツールの開発と導入効
果）とパネルディスカッション（2 月 3 日） 

関連情報 ・スマート農業実証プロジェクト 農研機構 Web サイト （課題番号：施
H07） http://www.naro.affrc.go.jp/smart-
nogyo/subject/shisetsu_engei/131299.html 

・大山克己、作業管理（大規模施設における栽培および運営管理の改善のた
めの ICT 利用）、大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き、日本
施設園芸協会（2020） 

 https://jgha.com/wp-content/uploads/2020/04/31bessatsu2.pdf 
・大山克己他、連載「パプリカの大規模生産における作業実態とその改善

法」、施設と園芸（2020 夏、2020 秋） 
・タカヒコアグロビジネス Web サイト  

https://takahiko-agro-business.jimdofree.com/ 
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1.15 JA みなみ筑後瀬高なす部会（あぐりログ研究会） 
 

・ナス産地での施設園芸生産者の自主的な研究会活動 
・環境計測データと生育調査にもとづく、環境制御、潅水管理等の改善 
・試験研究機関研究成果の普及センターと勉強会を通じた地域への展開 
地区 ・福岡県みやま市（JA みなみ筑後瀬高なす部会 あぐりログ研究会） 
作物（作型） ・ナス（8 月末定植～7 月収穫の長期取り栽培、品種：PC 筑陽） 
販路 ・JA 出荷 
施設の特徴 ・屋根型・丸屋根型鉄骨ハウス、強化型パイプハウス（軒高 2m 程度)。 
経営規模 ・産地施設面積 48ha（うち会員施設面積 6ha、会員 20 名） 
経営の特徴 （産地での取り組み） 

・JA みなみ筑後瀬高なす部会では単為結果性品種「PC 筑陽」への品種更新
や天敵利用技術の導入による省力化と経営規模拡大に向けた取り組みを行
っている。環境制御面では、収量向上に向けた CO2 施用+日中加温を基
礎とした技術導入に取り組んでいる。 

・当地域はナスの大産地で、なす部会員は約 200 名。うち研究会会員は 20
名。産地全体では生産者数は減少傾向（2019 年：195 名、2020 年：192
名）にあるが栽培面積は維持（48ha）され単収は増加傾向にある。 

（会の運営内容） 
・2016 年に数名で研究会活動を立上げた。現在も任意の研究会として活動

中。現在は 30 代の若手生産者を中心にグループ化されており、最近は 50
代以上の新規加入者もある。立上げメンバーにはベテラン生産者の A
氏、若手生産者の B 氏（現あぐりログ研究会会長）がいる。研究会には
入会条件や規約は特にない。 

・発足当初よりオープンな運営を指向し、結果を出すことを重視した。 
・環境計測機器によるデータ活用を行うため、各メーカーへの問い合わせを

行い、生産者が低価格で補助事業を用いずに導入可能かつ研究会内でデー
タ共有が可能な「あぐりログ（IT 工房 Z 社製）」の導入を決めた（あぐり
ログの利用は現在 5 作目）。また、試験場（福岡県農林業総合試験場筑後
分場）とデータ共有するためのアカウントが、メーカーの好意で無償提供
された。 

・2016 年 3 月よりあぐりログを設置し、2 戸のデータを比較したが理論に
基づく環境制御を行ったデータとの比較の必要性を認識した。 

・2017 年 10 月に試験場にもあぐりログを設置し、相互のデータ比較と分析
を行い、日平均温度、CO2 濃度、日射量などの分析を進めた。 

・環境データの比較と並行して生産者による生育調査を開始し、調査結果は
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普及センター（福岡県南筑後普及指導センター）がグラフ化を行い LINE
グループ（あぐりログ研究会、JA、普及センター、試験場）で共有し
た。 

・研究会では、環境計測機器や制御機器などは導入後の運用方法が重要と考
え、当時言われていた様々な環境制御方法（午前中だけの光合成促進な
ど）を実際に行い、あぐりログで環境データを計測し、生育調査結果と照
らし合わせたが、最適な方法は見つからなかった。そこで、研究会では試
験場と連携して最適な環境制御方法を求めて試行錯誤を行いその成果をデ
ータ化して共有することで研究会全体に波及効果が現れ、研究会メンバー
の生産性向上や会員増加につながると考えた。 

・2019 年の収量実績では、部会平均が 16t/10a に対し、あぐりログ研究会
会員平均が 19t/10a、トップクラスの会員は 26.4t/10a であった。 

・一部の生産者のハウスでは土壌水分センサーが導入され、土壌水分率の推
移をあぐりログで確認して潅水を行っている。ほ場条件に適した土壌水分
率を維持することで潅水量が不足することなく、良好な生育と増収に結び
ついている。 

（普及センターの支援、研究成果の現地導入等） 
・研究会の立ち上げ初期から、試験場や普及センターの支援により、時期別

の日射量に応じた平均温度管理などの指導が行われた。 

 
 

・研究会では生育調査の手法を導入し、試験研究成果をもとに着果数に応じ
た CO2 施用や換気温度管理などの新技術も導入されている。 
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・環境測定装置導入者を主体とした研究会では、JA、普及センター、試験
場、機器メーカーと連携して定期的に勉強会を開催し、制御の考え方や設
定方法について議論を行っている。 

 
ICT 研修会（福岡県農林業総合試験場筑後分場にて） 
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ICT 研修会（会員ハウスにて） 

 
・匠と呼ばれる生産者の高い栽培技術は言語化が難しい傾向にあるが、研究

会には当初より高い栽培技術を持つ生産者がいなかったことで、試験場の
研究成果を参考にしたデータにもとづく環境制御や栽培管理の取組みが容
易になったと考えている。 

・あぐりログのデータは、研究会のメンバー間と、JA、試験場、普及セン
ターで共有化され、PC やスマホで全メンバーのデータ閲覧が可能となっ
ている。 

・研究会のグループ LINE にメンバーの質問等が投稿され、それに対し他の
メンバーや、JA、試験場、普及センターからの助言が行われている。ま
た、グループ LINE には試験場や普及センターから生育調査結果、今後の
気象情報、栽培管理へのアドバイスなどが投稿されている。 

・現在は年 1 回（8 月）の 3 者面談（生産者、普及センター、JA）にて、JA
の出荷実績などをもとに目標設定を行っている。 

 
（メーカーの支援） 
・あぐりログ導入後、測定データの解析結果を可視化するため、肥料管理な

どを含めた Weekly レポートの作成を肥料メーカー（住商アグリビジネ
ス）に依頼した。 

・肥料メーカーは Weekly レポートの作成と改良およびスマホアプリでの提
供も進めており、開発費をメーカー負担とするかわりに、得られたデータ
についてはメーカー側が活用できることを前提とした協力関係を構築して
いる。 
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データの計
測・記録と
利用状況 
 
 
 
 
 
 
 

分
野 

項目 計測・記
録 

利用 

環
境 

温度 〇 ・環境計測機器：あぐりログ 
・計測データは積算温度等の集計

がクラウド上で行われ、メンバ
ー間の相互比較もされる。 

・土壌水分と土壌 EC の計測は、
一部の生産者（4 名）にて行われ
ている。 

湿度 〇 
CO2 濃度 〇 

日射量 〇 
土壌水分 △ 

EC △ 
ｐH  

潅水量  
排水量  

   
植
物
生
育 

開花数 〇 ・生育調査は 1～２週に 1 回実
施。着果数と茎径から樹勢のバ
ランスを判断し、温度管理（日
平均気温）の調整に用いる。 

・葉面積は画像撮影データより簡
易計測が可能（普及センター）。 

着果数 〇 
葉面積 〇 
茎径 〇 

伸長量  
画像  

  
収
出
荷
量 

収穫量   
選果データ   
出荷データ 〇  

   
作
業 

作業種別   
作業時間  
作業者  

作業エリア  
   

そ
の
他 

   

会員の事例
（R1 年度） 

・A 氏（施設栽培面積：2,740 ㎡）。 
・試験場の研究成果を順守し平均温度管理を行った（開花～収穫までの積算

温度：380～430℃）。 
・日平均温度の目標を 20℃（積算温度 400℃÷収穫日数 20 日）とし、曇天
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寡日照でも日中加温を行う管理を目指した。あぐりログのデータから前年
度の積算温度を参考にし、それを下回らないようにも注意した。 

・収量の山を 11 月、2 月、4 月、6 月に作る目標とし、収益向上をめざす。 
・2018 年度と 2019 年度の取組み成果：総収量は 54t（19.7t/10a）から 73t

（26.6t/10a）に 35%増、環境制御での経費（光熱費等）増は約 50 万円だ
が、増収により増益となった。 

（2018 年度>2019 年度収支比較） 
生産原価 810 万＞810 万：環境制御での経費 50 万円アップしたが他が減 
販管費 797 万円＞886 万 
経費計 1609 万円>1698 万円 
当期利益 680 万円＞1100 万円 
Kg 当たり経費 298 円＞230 円 
Kg 当たり利益 129 円>150 円 
※暖房費はかけたが、それ以上に増収増益になった。 

研究成果 ・着果の山と収穫の山の把握（生育調査と収量より）。 
・寡日照期の CO2 施用による着果数向上（着果の山の管理）。 
・春以降の換気温度調整による樹勢管理。 
・着果数と A 品率の関係と着果数管理。 
・日射量に応じた日没後加温自動制御装置（ラズベリーパイ）の試作 

今後の課題 ・2020 年度の目標：坪 100kg（30t/10a）。 
事業での活
動 

・委員によるオンライン調査（10 月 7 日） 
・委員による現地調査（12 月 2 日） 
・スマートグリーンハウスチャンネルへの YouTube 動画公開 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiJDbkrq8DSbiRfEhFWZeqw4m
7hT2ctN_ 

委員所見 【東出委員】 
・単為結果品種「PC 筑陽」により大幅な作業量の削減が可能となり、本産

地が大きく変わっているのが感じられた。 
・環境制御データや拙著等を活用して、従来の環境制御の迷信から脱却して

おり、短期間で収量向上を達成していることは素晴らしい。 
・生産者部会が県、JA、民間企業と連携して、新しい技術を導入していく姿

勢が産地発展の秘訣であると思われる。 
【大山委員】 
・全国第三位のナス産地における取組として⾮常に興味深く、また、適切な

栽培の実施にもとづく収量の増大といった成果にも結び付いている。環境
計測は、比較的安価なあぐりログを選定しているが、それでも十分な効果
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が得られ始めている点は、他の生産者にも参考になる。 
・データの解析は、Excel シートに記入するのみで実施できるようになって

いるとのことであった。データ解析の省力化にも取り組んでいる点は、デ
ータ取得と一連の PDCA サイクルを継続して実施するために、他のデー
タを取得している生産者も取り組むべきである。 

【阪下委員】 
・あぐりログ研究会および県の普及・研究機関の取り組みは、一見地味であ

るが、地域において有機的で前向きであり、さらに実績を上げている点が
注目に値する。 

・調査や活動を有効な要素のみに絞り込むことで、ムリなく持続可能な取り
組みを続けてもらいたい。また、他地域でも同様の取り組みの検討をお願
いしたい。 

【林委員】 
・研究会メンバーでモニタリングデータなどを共有し、随時 LINE で情報交

換が行えるようにするなど、メンバー間の情報交換が密にできている。こ
れにより、研究会メンバー全体のレベルアップに繋がるとともに、底上げ
効果もあるように思う。その結果と思われるが、研究会平均収量が部会平
均収量よりも 20％ほど高くなっている。研究会活動が、産地全体の引き上
げ波及効果にも繋がるように思う。収量 30t/10a を目標としており、今後
の取り組み成果を期待する。 

関連情報 ・古賀武、CO2 施用による促成栽培ナスの増収技術、施設と園芸（2016
秋） 

・日中加温と CO2 施用による促成ナスの増収技術、福岡農林試・筑後分場 
(2018) http://farc.pref.fukuoka.jp/farc/seika/h29/29-09.pdf 

・日没後加温による促成ナスの外観品質および収益性向上、福岡農林試・筑
後分場 (2020) http://farc.pref.fukuoka.jp/farc/seika/r01/01-21.pdf 

・EOD 加温制御簡易マニュアル 促成ナス栽培における利用方法、福岡農
林試・筑後分場 (2020) 
http://farc.pref.fukuoka.jp/farc/seika/r01/eodmanual.pdf 

・冬季寡日照地域における CO2 施用と日中加温の併用が促成ナスのハウス
内環境および収量に及ぼす影響、福岡農林試研究報告（2021） 
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２．スマートグリーンハウスへの転換の考察 
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2.1委員による考察 
 

スマートグリーンハウス検討専門委員会による現地調査（一部オンラインによる）で得ら
れた知見など、各委員による考察を記します。 
 
 
2.1.1 データ活用型施設園芸 成功のポイント 

東出 忠桐 
 

近年の施設園芸では、従来の篤農技術に頼る農家的視点から、様々なデータを収集して活
用するタイプの経営に移行しつつある。このデータ活用型施設園芸について、今年度の調査
から得た結果を考察し、成功のポイントを以下に３点述べる。 

 
1.工学的視点に立ったデータ活用 

施設園芸では環境制御や労務管理が重要であるが、その機器やコンピュータは、それぞれ
の生産者にとって必ずしも使いやすいものではない。しかしながら、従来の農業者にとって
は、機器の問題点の指摘やその改善は容易ではない。一方、工学や ICT 等の異分野から施
設園芸に参入してきた者にとっては、システムの問題点や改善方向の把握が可能であり、そ
の考え方を生かした経営者が発展してきている。データ活用型の多くの経営がデータの見
える化には至っており、試行錯誤でデータ活用がなされている状況であるといえる。ただし、
環境制御データと生育データの紐づけは個々の経営レベルでは難しい点も多い。 
 
2.連携によるデータ活用 

生産者、営農指導員および普及指導員のキーパーソンが活躍してスタディクラブを形成
したり、生産者部会が県、JA、民間企業と連携して新しい技術を導入していったり等、複数
の者の連携が、産地や個々の生産者レベルの向上に結び付いている。選果場と部会が連携し、
キュウリの画像から曲がり等を検出、統計的データとして利用してそれぞれの生産者の品
質向上につながっている例やトマトの販売や流通を重視し、強い影響力を持って進める例
も、連携を上手に利用しているといえる。 
 
3.女性活躍の視点 

従来の農業ではトラクタ等の機械の利用が必要であり、これらの機械作業は男性が受け
持つことが多い。ところが養液栽培であれば、機械作業が軽減されることから女性が十分に
活躍できる。また、生産物の販売方法としてネット販売に取り組む例は多いが、必ずしも成
功していない。この中で、女性中心の購入層に対しては、女性目線での商品紹介が有効であ
る。これらのような女性が活躍する視点から、経営方向を改善、構築している成功例が目立
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つ。 
 

おわりに 
次世代施設園芸拠点のような大規模経営が発展する一方で、わが国の施設園芸では中小

規模経営が大部分を占める。今回、調査した経営では、中小規模から開始し、大規模資本な
しで規模拡大を少しずつ進める例が多かった。このような規模拡大のスタイルは、データ活
用型施設園芸が拡大する一つのモデルとなると思われる。 

（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員長） 
 
 
2.1.2 生産管理へのデータ活用 

大山 克己 
 

現在でも、複数個所の中小規模の生産者を調査した結果、想像よりも多くの生産者の方々
が、様々な品目で、生産性を高めるためにデータを高度に活用していた。調査個所はあくま
で限定されており、それゆえ、わが国全体では、より多くの生産者が様々な取り組みを実施
していることが推測される。ここでは、生産管理へのデータ活用事例の調査の中で、とくに、
栽培管理と作業管理とを取り上げる。また、データ活用のためのツールに関する話題にも触
れておく。 
 
1.栽培管理のためのデータ活用 

ラプター会に代表されるようなスタディクラブでは、環境計測装置をそれぞれの生産者
が導入し、栽培環境データを計測している。また、生産者が取得した栽培環境データを見せ
合い、よりよい栽培を実践するための方策を討議している。このスタディクラブでの活動は、
データを取得した生産者自身だけではなく、スタディクラブに参加している生産者全体の
データ活用技術の向上に寄与すると考えられる。 

環境計測装置は、それぞれの生産者が導入し管理している。今後より正確な栽培環境デー
タを取得し、比較検討するためには、施設内での設置場所を工夫しなければならない場面が
生じるかもしれない。また、適切なキャリブレーションにより、栽培環境データの正確性を
保つ必要がある。これらの知見の蓄積は、スタディクラブの発展に寄与すると考える。 
 
2.作業管理のためのデータ活用 

いわて若江農園や絹島グラベルなどでは、取得したデータを作業管理に活用するために、
ソフトウエアの開発を手掛けている。このような生産者により手掛けられたソフトウエア
が横展開すれば、データ活用技術の向上が図れるようになると期待される。 

作業管理は、規模が大きくなるほど煩雑となり、ソフトウエアの利用価値が高まると考え
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られる。小規模から始めた場合でも、規模拡大にともない、ソフトウエア導入を考える場面
が生じることも予想される。上述したように、生産者が手掛けたソフトウエアは、実際の生
産活動にもとづいた設計がなされている点において、他の生産者にとっても有益であると
予想される。 
 
3.データ活用のためのツール 
 スタディクラブでは、様々なデータを比較検討し、栽培管理の適正化を図っている。また、
作業管理にソフトウエアを活用することで、多くの貴重なデータを比較的簡単に取得でき
るようになる。ただし、データの量が多くなればなるほど、その解析に時間を要する。それ
ゆえ、今後は、管理のためのソフトウエアとともに、そこで取得したデータを簡便に解析す
るツールも用意する必要が出てくると予想する。 
 データを解析するツールとしては、データがそれほど多くない場合には、市販の表計算ソ
フトウエアで対応できるかもしれない。ただし、より詳細なデータ解析のためには、専門の
ソフトウエアを作成する必要が出てくる可能性がある。いずれの場合にせよ、どのようなデ
ータをどのように扱うかは、それによりデータ活用の効果が異なってくると予想されるの
で、慎重に検討する必要がある。 
 
おわりに 
 次世代施設園芸拠点のような大規模な経営体だけではなく、今回調査に伺った中小規模
の経営体においても、データ活用のための様々な取り組みが行われてきている。データ活用
のすそ野を広げる、ひいてはスマートグリーンハウスへの転換を推し進めるという点にお
いては、経営体の規模によらずに取り組みが行われる必要がある。今後、わが国の施設園芸
の生産性は、現状よりもスマートグリーンハウスへの転換が進めば、さらに向上すると期待
される。 

（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員） 
 
 

2.1.3 データ活用型施設園芸の成功事例からわかったこと 
阪下 利久 

 
本年度はコロナ禍という不利な条件の中、関係者の努力により全国で多くの成功事例が

調査できた。わかったことは以下の３点であった。 
 
1.データ活用の成果は、経営規模の大小に拠らないこと 

中小規模の生産者であっても、データ活用をすることで、品質重視型し、付加価値の高い
品種を栽培し、有利な時期に出荷する、という基本を厳守した生産者は、経営収支を飛躍的
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に向上させることができており、成功事例となりうることがわかった。これは日本における
データ活用型の施設園芸において、特徴と言えるだろう。また、かえって中小規模の生産者
のほうが、売り先との強い信頼関係を構築できており、経営収支がよいケースが目立った。 
 
2.熱心なリーダーの存在 

データ活用型の施設園芸の成功は、地域の仲間を巻き込み、切磋琢磨へと導く、熱心なリ
ーダーの存在がカギであることがわかった。また特徴的だったのが、組織の規模や役職・立
場に拠らず、一担当者や生産者が実質的なリーダーを担っているケースも多く見られた。 
 
3.地域研究拠点との連携ならびに先進生産者との学習ネットワーク構築による技術向上 

データ活用型施設園芸の成功事例では、地域の研究拠点との連携により、植物生理や栽培
管理における高度な知識を習得し、栽培に生かすことで、高品質かつ高収量を達成し、消費
者市場の支持を得ているケースが目立った。また地域内のみならず、先進生産者同士の情報
交換により、高度な技術を習得し、同様以上の芳しい成果を上げる生産者まで見られた。 
 
おわりに 

データ活用型施設園芸の成功事例では、ハード面は多様であり、これという特色はなかっ
た。むしろソフト面に特徴が見られ、まず基本に忠実で確かな知識および技術の裏付けがあ
る生産であること、つぎに地域および全国へ波及するリーダーの熱心さに依存していた。彼
らの技術面およびネットワーキングのサポートこそ、今後のデータ活用型施設園芸の大事
なポイントであると思われた。 

（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員） 
 
 

2.1.4 栽培管理へのデータ活用 
林 真紀夫 

 
前掲の 15 か所のスマートグリーンハウスへの転換調査事例において、ICT やデータを

活用した生産性・収益性向上への取り組みが紹介されている。栽培品目・作型、生産規模
や施設形態、経営形態などは異なるものの、参考になる取り組みが多く、スマートグリー
ンハウスへの転換の現状（事例ではあるが）を俯瞰する上で参考になる。 

データ活用に関しては、環境制御、生産管理、労務管理、出荷・販売管理、経理、設備
管理など広範囲にわたり、経営上は、これらが相互に関連していることから、全体を連携
したデータ活用形態が理想となり、その方向に進みつつあることが伺える。 

以下では、主に環境制御や栽培管理面に絞って、調査事例から見えるいくつかの事項に
ついて記す。 
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1.環境制御装置の選定 

環境制御装置（地上環境や給液など）の利用は、省力化と同時に増収・品質向上にもつ
ながる。環境制御装置は多種販売されており、性能や特徴、価格は様々である。機種固有
の特徴があるので、どのような機種を選定するかは、経営上の一つのポイントとなる。生
産性にも大きく影響するからである。高機能な機種が必ずしも有利なわけではなく、費用
対効果を勘案し、投資を抑えて、施設規模や栽培形態に見合った機能や特徴を有する機種
の選定が大事である。調査事例では、計測データ活用ができるよう、データ記録を可能と
する機種の導入が多い。産地で同機種の環境制御装置あるいは環境モニター装置を導入し
て、それらのメンバーがグループを形成し、相互のレベルアップを図っている事例は参考
になる。 
 
2.グループ内のデータ共有と勉強会・検討会 

収量や収益アップを図るために、生産者グループ内でデータ共有や定期的勉強会・検討
会を開催している事例が見られる。これらのグループの立ち上げには、リーダー格的な人
物の存在が大きい。クラウドを利用した環境モニタリングデータの共有や、LINE 利用に
よるメンバー間の逐次情報交換などの例がある。環境モニタリングデータなどを共有する
ことで、他メンバーや収益性の高いメンバーとのデータ比較が可能となり、さらに勉強会
や検討会の開催によって、課題発見や解決策の検討が進み、メンバー全体の管理技術向上
につながっている。また、仲間意識と同時に、互いの競争意識も高まり、モチベーション
を高める効果もあるように思われる。このようなグループ活動は、後継者や新規就農者の
レベルアップにもつながり、産地全体の底上げ波及効果もあるように思う。 
 
3.適正な環境データの取得 

環境計測データの活用にあたっては、データが信頼できる精度をもつことが前提にあ
る。この点に関しては、意外とおろそかにされがちである。信頼できる計測データを得る
ためには、適正な測定（気温測定であれば通風測定するなど）やセンサーの定期的な校
正・更新などの配慮が必要である。また、空間的な環境ムラもあることから、測定場所の
影響を勘案したセンサー配置やデータ分析が必要である。 

多点計測を行い、3 次元で環境分布ムラを把握するツール開発事例が示されている。比
較的安価なセンサー類も増えており、今後、多点計測を取り入れた環境制御の検討も必要
であろう。 
 
4.データの見える化ツール 

環境計測データを分析に活用するためには、計測データから必要なデータを抽出し、見
やすい形に加工する必要がある。その過程でデータの移し替えや加工に手間や時間がかか
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ると利用につながらない。このため、計測装置からデータを自動取り込みし加工できる、
環境データの見える化ツールが役立つ。計測データを図表化するツール開発や、その活用
事例がみられる。今後、より扱い易く汎用性があり、自動分析機能を備えた見える化ツー
ルの開発を期待する。 
 
5.データ分析 

データを栽培管理に活用するには、およそ次の過程を経ることになろう。データ収集⇒
データ加工・見える化⇒データ分析（課題の抽出と改善内容の明確化）⇒改善の実行⇒改
善効果の確認。この過程において重要なカギとなるデータ分析は、現状では人に頼るとこ
ろが大きく、分析者の経験や知識・知見に依存するところが大きい。定期的な生産者グル
ープ内検討会や社内検討会などをもち、分析をより深め、正しい判断に近づけることが大
事であろう。将来的には、AI 利用による分析や改善提案など、AI 技術活用が期待され
る。 
 
6.他業種からの新規就農 

他業種からの転職による、大規模資本なしでの新規参入のいくつかの事例は参考にな
る。新規就農者の多くは、モチベーションが高く、着実なレベルアップと規模拡大を果た
しているように見受けられる。前職が SE などの工業分野からの参入者の事例では、
PDCA サイクルの考え方が身についていると思われ、データ活用による改善が着実に進ん
でいるように見受ける。また、ICT 活用にも前向きである。希少事例ではあろうが、既製
品に満足せず、前職の技能を活かし、自前ソフトウェア開発や環境制御機開発を行い、さ
らには商品化を進めるなど、興味深い事例も見られる。近年、就農への関心も高まってお
り、施設園芸への新規参入者の増加を期待するところである。 
 
おわりに 
 各種データ活用や省力化・自動化技術が、増収や収益増につながることは、調査事例か
らも確認できる。これらの事例を参考に、実効性のあるスマートグリーンハウスへの転換
が進むことを期待する。 

（スマートグリーンハウス検討専門委員会 委員） 
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2.2事例調査総括 

 

スマートグリーンハウス転換の手引き総括 
（株）三菱総合研究所 

１．今回の調査対象の概観 
今回の調査結果では、東北から九州までさまざまな品目を生産している事業者のうち、

各種データ（需要、環境、生育、作業、収量、販売等）を活用し、自動化や省力化も進め
るスマートグリーンハウスの事例を紹介した。 

対象者の栽培規模は、18a から 2.4ha/事業体と幅広く、データ活用を決めたポイントや
規模拡大時の留意点、データ活用による生産性向上に必要な視点と具体的な対応など様々
な示唆をいただいた。 
 

 
図表：調査対象の地域別・栽培規模別整理 

栽培規模

東
北

関
東

東
海

近
畿

九
州

いわて若江農園（70a、16名）

一苺一笑（86a、13名）

トマト

イチゴ

キュウリ

花き

ナス

パプリカ

アスパラガス

イグナルファーム（1ha、30名）

絹島グラベル（57a、10名）

望月氏（18a、2名：トルコギキョウ）
静岡アグリビジネス研究所（22a）

サンファーム中山（1.2ha、12名）

三重県農業研究所（23a、6名）
イJA西三河キュウリ部会
（10.8ha、40名）

東馬場農園（80a、17名）

木下氏（25a、9名：スイートピー）

イJA 宮崎中央⽥野⽀店 胡⽠部会
（4ha、12名）
⾨川⾼糖度トマト組合 （4ha、7名）

タカヒコアグロビジネス（2.4ha、47名）

JA みなみ筑後 瀬⾼なす部会
（うち、あぐりログ研究会：5ha、20人）
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図表：調査対象のデータ等活用目的別・栽培規模別整理 
（主に今回調査対象としたもののみ取り上げている） 

 
環境制御は、小規模から大規模まで、幅広く活用されているが、いずれも自分のほ場の

状況に沿って市販のシステムを改良したもの、または自社開発したものを導入しているの
が印象的であった。規模に関わらず生産性や品質の向上につなげており、1ha 未満の中小
規模のほ場であってデータ活用の意義があることがわかった。 

いずれもデータ活用への意欲が高く、また前職などでシステム開発などに詳しい担当者
おり、メーカーや研究機関と連携し、その土地、ほ場に合わせて改良を重ねていた。 

また、農業協同組合の部会単位で導入し、部会内で共有しながら自分の問題点を振り返
り、産地の競争力向上のために改善を重ねている様子が見られた。 

作業管理では、既存のツールと上手に組み合わせて自社の作業に沿ったデータ活用をし
ており、スマートフォンの活用も見られたが、ミーティングルーム等職員が顔を合わせる
場での紙での貼り出しなど、データ上、対面上双方での情報共有が図られている。 

選果データの活用による収益向上は、農業協同組合の部会の取り組みであるが、個々の
農家の負担を抑制しつつ、市場の状況をデータ分析するなどして出荷計画を組織的に立て
るなど、産地の競争力強化につながっている。 

栽培規模

作
業
管
理

環
境
制
御

生
育

デ
ー
タ

分
析

選
果
デ
ー
タ

活
用

いわて若江農園（70a、畑らく日記（自社開発））

一苺一笑（86a、収穫・選果管理アプリ「いちいちご」（自社開発））

イグナルファーム（1ha、BRID（JOP））

絹島グラベル①（57a、自社開発）
望月氏（18a、ThinkingFarm）

静岡アグリビジネス研究所（22a、DM-ONE（ダブルエム））

三重県農業研究所（23a、見える化ツール、独自開発）

イJA西三河キュウリ部会①
（10.8ha、選果データ管
理システム、独自開発）

東馬場農園（80a、環境・⽣育・病害⾍データexcel管理分析）

木下氏（25a、自社開発）

イJA 宮崎中央⽥野⽀店 胡⽠部会
（4ha、Google drive、spread sheet）

⾨川⾼糖度トマト組合
（4ha、選果機の等級と
階級（糖度）データ分析
独自開発）

タカヒコアグロビジネス（2.4ha、AMAP自社開発）

絹島グラベル②（57a、AGRIOS（井出トマト農園））

サンファーム中山（1.2ha、名大共同開発）

イJA西三河キュウリ部会②
（10.8ha、あぐりログ（IT 
⼯房 Z）部内共有）

省
力
化

タカヒコアグロビジネス（2.4ha、無人搬送自社開発）

JA みなみ筑後 瀬⾼なす部会
（5ha、アグリログ（IT ⼯房 Z）部内共有）
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搬送の省力化は、タカヒコアグロビジネスが試作しているが、同時に、これまでコンテ
ナ単位で台秤計測し、手作業で記録集計していたものを、電子天秤で自動計測、Raspberry 
Pi 経由でクラウドに送信して自動集計する Web アプリケーションを開発しており、それ
との連携なども含め改良が進められている。 

このようなシステムは、栽培規模などを考慮した費用対効果も検討の上、作業の負担軽
減化とともに、転記ミスの軽減、計測作業に関する作業動線の改善など、担い手の減少が
進む地域や比較的重量のある品目の生産者の負担軽減のために、導入拡大が期待される。 
 
２．自作のツールの活用状況 

いわて若江農園の若江氏は、自動車メーカーのエンジニアとして 10 年間、生産ライン
の適合化や設備計画の策定、その運用の経験を積んだことが、施設園芸の経営、生産管理
に活きていると語っている。 

絹島グラベルの長嶋氏は、パソコン販売店などの経験もあり、多棟での環境計測ができ
る機器開発を独自にしている。副業として電子デバイス事業も立上げ、それらの販売も行
っており、地域への波及効果も出ている。 

いずれも既存の安価や無料のアプリ、エクセル、google などの共有ツールを活用して、
無理なくデータ活用を拡充しており、そのノウハウのサービス化によって地域の生産性向
上にもつながる。 

サンファーム中山は、企業として静岡大学、名古屋大学、産総研、浜松フォトニクス等
との共同研究を行っており、本社施設を研究農場として、作業管理、環境制御の開発を進
めている。 

また、静岡大学発のベンチャーである静岡アグリビジネス研究所は、地元企業の環境制
御システムを導入して、生育データの分析、トマト糖度向上とブランド化を進めながらメ
ーカーにもフィードバックし、環境制御の技術向上に貢献している。 

三重県農業研究所では、2011 年に植物工場三重実証拠点が本格稼働したのを機に、周辺
の生産者の栽培技術や収益性の向上を狙って、施設内の環境条件のみえる化を地元生産者
と共に進めた。当時 1ha 程度であった施設園芸の面積は現在 14ha と拡大している。 

研究開発を目的としたデータ活用や産地単位で急速に広まっており、それぞれのシステ
ムの規格の乱立や計測方法が統一されていないなどの指摘もあるが、地域単位もしくは品
目単位での工夫が重ねられるような基盤であることが望ましい。 
 
２．導入の効果 

各種データ（需要、環境、生育、作業、収量、販売等）の取得とその活用により、所得
の向上につながる効果があることがわかった。生育データと環境制御データの適切な活用
により収量の増加や秀品率の増加につながった事例、また、同じデータの活用により冷暖
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房費を削減できた事例、作業管理データの活用による無理・無駄・ムラの削減（＝作業効
率の向上）につながった事例など、個々の生産者の所得の向上の効果が見られた。 

さらに、データ活用の結果を同じ品目を栽培する仲間や地域と共有し、改善を重ねるこ
とによる、グループや産地としての競争力向上にもつながることがわかった。 

スマートグリーンハウスの概念が周辺に波及していくことで、中小規模の生産者が多く
生産性が低いと言われている日本の施設園芸においても、競争力強化が期待できる。 

 

  
図表：データ活用による効果 

 
 
４．今後のデータ活用拡大に向けて 

環境制御の導入やデータ活用には投資と手間が必要になると考える生産者は少なくな
い。また、データを取得するためのシステムやツールを導入し、取得まではしていても、
その先のデータの可視化、分析、活用にまで手が回っていない生産者も多い。 

今回の事例調査では無料や安価なツール活用による作業管理の効率化や見える化が功を
奏している生産者が多くみられた。 

そのようなノウハウについては、競争領域、協調領域を判断の上、自治体や JA 等生産
者団体が中心となって産地内であれば無償もしくは安価で共有することでデータ活用は拡
大すると思われる。 

また、いわて若江農園では、5 人以上になると帳面での作業管理が難しくなってきたと
の話もあり、導入の最適なタイミングや選び方など、先進事例のカタログ化が進み、地域
や品目、栽培規模、目的などから何をどう選ぶと間違いがなさそうか、多くの情報から選
択できる環境が整備されることが望ましい。 

さらに、産地全体でデータ活用による生産性向上を進める際、ファーストペンギンであ
る生産者の試行錯誤の結果と営農指導員、普及指導員等支援体制が充実していると、それ
らのキーパーソンが異動等でいなくなった際に、産地の牽引を誰が行っていくかが問題に
なるという指摘があった。 

秀品率の
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作業効率
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コストの
抑制

収量の
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競争力強化



117 
 

このような場合、ノウハウがデータ化されていて、残されている地域単位の課題をどう
掘り起こすか等の仕組みが明確になっていれば、継続した技術のスパイラルアップは可能
と思われる。 

 

 
 

図表：データ活用の手順と課題 
 

  

データの取得 データの可視化・分析 データの活用 データの共有による補強

目標
達成

Step2

Step4

Step3

Step5

Step1

取得方法の統一、
取得ツールの規格化

汎用性のあるツールの開発、
分析方法の会得手段

自動化
（経営・栽培への反映等）

競争領域・強調領域の判断、
ノウハウの継承
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大規模施設向け生産管理支援システムの概要とその利用 
―施設園芸におけるデータ駆動型農業の実践― 
 

大阪府立大学人間社会システム科学研究科 
大山 克己 

 
1. はじめに 
 近年、施設園芸において、取得したデータにもとづいた農業生産活動の実践と改善、いわ
ゆるデータ駆動型農業の必要性が叫ばれている。これまで、施設園芸では、環境、生育、作
業などにかかわるデータが取得されてきたものの、取得したデータの活用には至っていな
い場合があった。しかし、データを活用することによって生産性を高められることが、中小
規模の施設園芸だけではなく、次世代施設園芸拠点のような大規模な施設園芸においても、
様々な生産者において示されつつある。 
 これまでに、施設園芸における環境データや作業データを取得するためのシステムは、い
くつも開発されてきた。ただし、生産工程の中の一部に着目したシステム開発がほとんどで
あり、生産工程全体を見渡して包括的にデータ取得を目指した例は限られている。そこで、
筆者らは、大規模施設園芸向け生産管理支援システム（Agricultural Management Assistant 
Program、以下、AMAP）の開発を目指した。また、AMAP の利用により、生産工程全体を
見渡して包括的にデータを取得および解析することで、生産活動の適正化を達成すること
を目指した。 
 本稿では、スマート農業技術の実証・開発プロジェクト（施 H07）において（株）タカヒ
コアグロビジネス「愛彩ファーム九重」に導入した AMAP を取り上げる。まず AMAP の主
要な構成と概要を紹介した後、大規模施設におけるデータ取得への活用事例を示す。なお、
3. 生産管理支援システムでのデータ取得および活用事例で取り上げた AMAP の機能は、あ
くまで AMAP 全体の一部分であることを記しておく。 
 
2. 生産管理支援システムの概要 
2.1 生産管理支援システムの特徴 
 今回開発した AMAP は、クラウド上で動作し、遠隔地からでも農場の管理が可能であり、
また、関係者（社員などの管理者）間での情報共有が可能であるという特徴がある。それと
ともに、GAP 認証の取得および維持がスムーズに実施できるような機能を盛り込んでいる
という特徴がある。 

AMAP は、計画の立案、実施および実績登録を中心としたシステムである（図 1）。なお、
農業分野では、大計画、中計画を立てていたとしても、天候などの外的要因により小計画を
変更せざるを得ない場合が生じやすい。そのような変更が生じた場合でも、AMAP では、
柔軟に対応できる仕様になっている。たとえば、半年から 1 年間の長期計画（大計画）、ま
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たは、1 か月程度の中期計画（中計画）で立案していない計画でも、数日から 1 週間の短期
計画（小計画）で新たに追加することが可能である。逆に、長期計画、または、中期計画で
立案している計画を、短期計画では採用しないこともできる。 

他方、AMAP では、農場における計画が滞りなく実施できるよう、様々な付加機能を用
意している（図 1）。たとえば、遠隔地からでも農場の様子を見ることのできる圃場状況把
握機能、作業の進捗を把握できる圃場管理機能、農場の作物の生育を把握するとともに解析
するための生育管理機能、農薬、肥料および資材を管理するための農薬、肥料および資材管
理機能、設備点検のための設備管理機能および苦情や事故などの記録を残すための情報共
有機能を用意した。なお、利用者の希望に応じて、それぞれの機能は取捨選択することがで
きるようになっている。 
 
2.2 生産管理支援システムの概要 
 AMAP は、大別して計画立案機能、現場管理機能、販売管理機能、通知設定機能および
基本情報機能のそれぞれの機能により構成される（図 1）。計画立案機能は、計画立案や実
績登録に関する機能であり、長期計画機能、中期計画機能、短期計画機能、シフト状況一覧
機能、シフト希望登録機能および実績登録機能により構成される。現場管理機能は、計画を

 
図 1 生産管理支援システム（AMAP）の主な構成と利用の流れ 
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円滑に遂行する上で必要な機能であり、入館管理機能、圃場状況機能（ライブカメラ）、圃
場管理機能、生育管理機能、農薬管理機能、肥料管理機能、資材管理機能、設備管理機能お
よび情報共有機能により構成される。販売管理機能は、日々の損益を把握するために必要と
される機能であり、収穫、出荷および売上管理機能と損益推移グラフ機能により構成される。
通知設定機能は、管理者および作業者に向けて、計画を遂行する上で必要な情報を通知する
ための機能であり、管理者向け通知設定機能と作業者向け通知設定機能とにより構成され
る。基本情報機能は、農場および AMAP を運用するために必要な情報を保管する機能であ
り、基本データ管理機能、文書管理機能、端末管理機能およびレイアウト設定機能により構
成される。 

AMAP では、それぞれの機能において直接データを入力する場合と、各種デバイス（ス
マートフォンやタブレット、小型シングルボードコンピュータ）を利用してデータ入力を支
援する場合がある。シフト希望登録機能および圃場管理機能では、作業者がスマートフォン
やタブレットを利用して、データを入力する。生育管理機能、農薬管理機能、肥料管理機能、
資材管理機能、設備管理機能および情報共有機能では、管理者が PC だけではなくスマート
フォンやタブレットを利用して、データを入力できるようになっている。他方、環境計測機
能および収穫物計測機能などでは、小型シングルボードコンピュータ（Raspberry Pi）を利
用して AMAP にデータを取り込む。また、Raspberry Pi は、スマートフォンやタブレット
のアプリケーション使用時において、顔認証する際にも用いられる。 

図 2 生産管理支援システム（AMAP）の構成する機能 
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3. 生産管理支援システムでのデータ取得および活用事例 
3.1 入館管理機能 
 入館管理機能は、入館者の顔の撮
影と体温を計測する装置を利用し
て、入館者の情報を収集する機能で
ある。あらかじめ従業員を小型シン
グルボードコンピュータ（Raspberry 
Pi）上で構築した顔認証サーバに登
録し、入館と体温計測を実施する（図
3）。サーバに登録されていない人（た
とえば、外来者）が来た場合には、
ゲストとして認識し、体温計測を実
施する。ここで、体温が設定値以上
（たとえば、37.5℃以上）であった
場合、AMAP 上（ホーム画面）に警
告が表示される。警告が出た場合、
入館の拒否などの対応を実施し、健
康上問題のある入館希望者の農場内
へのアクセスを制限する。これまで
も、農場への入館者の記録は、GAP
において求められてきていた。さら
に、最近の感染症対策の上でも、農
場への入館者の記録は必須になると
考えられる。 
 
3.2 圃場状況把握機能（ライブカメラ） 
 圃場状況把握機能は、一般的な Web カメラを利用して、圃場の状況をライブストリーミ
ングする機能である（図 4）。ここでは、圃場の詳細な状況や従業員の行動を監視するので
はなく、あくまで概況を把握することを目的とする。他方、圃場の状況を定点で経時的に撮
影し、タイムラプス動画を得られるようにもしている。これにより、圃場の作物の生育経過
を把握できるようにする。 

圃場状況把握機能は、管理者が圃場の概況を遠隔地から視覚的にとらえるために用いて
いる。現在、圃場内 4 カ所と選果場に設置したカメラを利用して、圃場の状況を把握してい
る。なお、今回は 5 台の Web カメラを利用して試行しているが、台数制限によるわけでは
ない。他方、現状では、Web カメラを圃場の状況を把握することのみに使用しているが、

 
図 3 生産管理支援システム（AMAP）の入館管
理機能で利用される顔認証・体温検知装置。 
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将来的には、実需者や消費者に生育概況を伝えるための情報提供ツールとしての活用も視
野に入れている。 
 
3.3 圃場管理機能 
 圃場管理機能は、圃場で従業員が作業した場所を把握するための機能である。従業員の所
持するスマートフォンに表示された開始・終了ボタンを押した後、そのスマートフォンで圃
場内の QR コードを読み取ることにより、圃場の地図上に作業終了個所を描画することが
できる（図 5）。また、作業者がスマートフォンで写真を撮影し、位置情報と紐づけて AMAP
に登録することで、圃場内での異常（たとえば、病害虫、機器の故障）が発生した個所を管
理者に伝達できる。これにより、管理者は、圃場で見まわりをしなくても作業進捗や異常を
把握できるようになる。 

まず、作業に先立ち、圃場で作業を実施する従業員がスマートフォンからアプリケーショ
ンを立ち上げ、自身の名前でログインする。このログイン時、作業者の顔を認証、または、
リストから作業者名を選択する。つづいて、スマートフォンに表示された開始・終了ボタン
を押した後、そのスマートフォンで圃場内の QR コードを読み取ることにより、作業実施場
所と作業速度を把握できるようにする。ここで、AMAP では、その日の計画が立案されて
いるので、作業者名と作業名が紐づいている。そのために、スマートフォンの画面上で作業
名の入力は必要ない。スマートフォンの画面は、⾮常にシンプルであり、開始・終了ボタン、

 
図 4 生産管理支援システム（AMAP）でのライブカメラ画像取得状況。 



124 
 

作業切替ボタンおよび休憩ボタンの 3 つのみにより構成される（図 6）。 

  
他方、作業中に圃場内での異常を発見した場合には、管理者に通知することができる。この
通知では、写真を添付することができる。写真のみでは詳細な異常は伝達できないが、大ま
かな場所と状況を伝達はできる。これにもとづいて管理者が見まわりをした場合、何も手掛
かりなしに見まわりをするよりも、適切な対処を迅速に講じられると期待される。 
 
3.4 生育管理機能 
 生育管理機能では、取得した生育データとともに、作物の生育に影響をおよぼす環境デー
タ（たとえば、日射、気温、湿度、CO2 濃度）を表示する（図 7）。この機能では、基本的
なグラフとして、データの時間的な推移を把握するための時系列グラフと、生育データと環
境データとの関係をみるための散布グラフとを用意している。これらを利用して解析をす
ることで、適切な環境調節のための知見が得られると考えられる。従来、環境データの取得、
生育データの取得のいずれか一方、または、双方が実施されてきたが、解析、さらには生産
条件の改善に結び付けられる例は限られていた。AMAP では、簡単な解析を実施できる機
能を有しているので、これまでよりも生産条件の改善が実施しやすくなると期待される。 
 
3.5 農薬管理機能 

 
図 5 生産管理支援システム（AMAP）の圃場管理機能。圃場での進捗とともに、異常
（たとえば、病害虫の発生）の報告を受けられる。 
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 農薬管理機能は、農薬の入庫量、使用量および在庫量を管理する機能である。また、防除
記録も管理できる。農薬の入庫時、スマートフォンまたは PC を利用して、入庫する農薬の
種類、量および担当者を入力する（図 8）。ここで、農薬は、（独）農林水産消費安全技術セ
ンター（FAMIC）の農薬登録情報提供システムに登録されている農薬を参照して、AMAP
の基本データ管理機能に登録する。AMAP に登録した農薬のリストより、リストボックス
内から使用する農薬の種類を選択できるようにしている。農薬の使用時には、使用する農薬
の種類、量および担当者を入力する。他方、定期的（1 か月に 1 回程度）に、農薬保管庫に
ある農薬の種類、量および担当者を入力し、農薬の適切な保管の上で必要な情報を記録する。
農薬の入庫、使用、出庫とともに、防除記録も残すことができる。防除記録では、防除の対
象作物名、防除対象となる病害虫、防除を実施する場所、担当者、開始および終了時刻、防
除に用いた機器、防除時の天候、使用する農薬の種類を記録する。 
 農薬の管理は、作物の安全性を担保する上で、GAP 認証の取得や維持のためだけではな
く、実需者や消費者からも強く求められている。AMAP では、防除記録とともに農薬の入
庫量、使用量および在庫量を、スマートフォンなどを利用して簡単につけられることから、

      
図 6 生産管理支援システム（AMAP）の現場管理用スマホアプリ。（左）ホーム画面、
（右）作業開始時に使用する画面。 
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その適切な利用に結び付けることができる。この AMAP を利用した適切な農薬管理の実施
と情報開示が、今後、作物生産の上での付加価値として認められるかもしれない。 
 
3.6 肥料管理機能 
 肥料管理機能では、肥料の入庫量、使用量および在庫量を管理する。肥料の入庫時、スマ
ートフォンまたは PC を利用して、入庫する肥料の種類、量および担当者を入力する。肥料
の使用時には、同様に使用する肥料の種類、量および担当者を入力する。他方、定期的（1
か月に 1 回程度）に、肥料保管庫にある肥料の種類、量および担当者を入力し、肥料の適切
な保管の上で必要な情報を記録する。 

肥料の管理は、農薬の管理と同様に、GAP 認証の取得や維持のためだけではなく、実需
者や消費者からも求められている。とくに、環境汚染の防止の観点から、その使用量の低減
が強く望まれている。AMAP では、スマートフォンなどを利用して、肥料の入庫量、使用
量および在庫量を簡単に記録できる。この AMAP を利用した肥料管理の実施により、使用
量低減のための方策をまとめることは、今後、その要求を満たすことにつながると考える。 
 
3.7 資材管理機能 
 資材管理機能では、生産に利用される資材（副資材を含む）の入庫量、使用量および在庫
量を管理する。資材の入庫時、スマートフォンまたは PC を利用して、入庫する肥料の種類、
量および担当者を入力する。資材の使用時には、同様に使用する資材の種類、量および担当

 
図 7 生産管理支援システム（AMAP）の生育管理機能画面。 
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者を入力する。他方、定期的（1 か月に 1 回程度）に、資材保管庫にある資材の種類、量お
よび担当者を入力し、資材の適切な保管の上で必要な情報を記録する。 
 資材の管理は、経営上、費用を低減するために必要である。また、資材の不足による生産
活動の停滞を防ぐ上でも求められる。資材の管理のために、AMAP では、スマートフォン
などを利用して、肥料の入庫量、使用量および在庫量を簡単に記録できるようにしている。
資材のリストを確認することで、不必要に多くの資材を発注してしまう、または、発注のタ
イミングが遅れ必要な資材が不足してしまう、といった問題の発生を回避できるようにな
る。なお、AMAP では、発注のタイミングについては、通知設定機能を利用することで、
適切な時期に管理者へ通知できるようになっている。 
 
3.8 設備管理機能 
 設備管理機能は、生産に利用する機器の点検を支援するための機能である。スマートフォ
ンを利用して、設備ごとに添付された QR コードをスマートフォンで読み取ると、その設備
で必要な点検項目表（チェックリスト）がスマートフォンのアプリケーション上に表示され
る。この表示された点検項目表にもとづいて設備の点検を実施することで、故障や不具合と
いったトラブルの発生を未然に防ぐことを目指す。 
 一般に、大規模な施設では、複数の設備が利用され、作物生産が行われている。ここで、

 
図 8 生産管理支援システム（AMAP）の農薬管理機能。農薬の散布記録、入庫記録、
使用記録（出庫記録）および在庫記録を管理する。なお、肥料および資材管理機能も同
様の画面で、入庫記録、使用記録（出庫記録）および在庫記録を管理する 
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重要な設備（たとえば、養液を送るためのポンプ、窓開閉のモータ）が故障した場合、最悪、
すべての作物が枯死する結果を招く可能性がある。最悪の場合でなくとも、作物の生育が遅
延し、ひいては収量の低下が発生してしまう可能性がある。このような設備の故障による作
物生産への悪影響というリスクを低減するために、定期的な設備の点検は必須である。 
 
3.9 情報共有機能 
 情報共有機能は、苦情、事故・インシデントおよび打ち合わせを記録し、管理者間でその
情報を共有するための機能である。苦情を記録する機能では、苦情記録を登録した日時、内
部および外部からの苦情の内容とその対応を記録する。事故・インシデントを記録する機能
では、事故・インシデントの記録を登録した日時、種類、登録者名、場所、内容および対応
を記録する。打ち合わせを記録する機能では、打ち合わせの種類（たとえば、定期的な打ち
合わせ、教育訓練）、登録者名、内容、対応を記録する。 
 情報共有機能では、上記で実施した記録がリスト化されて表示される。ここで、リストは、
特定の期間の記録のみ抽出することが可能である。また、項目ごとにソートすることが可能
である。それゆえ、たとえば、ある期間内に発生した事故・インシデントを場所ごとに抽出
し、その結果にもとづいて事故・インシデントの発生予防策を講じることが可能となる。ま
た、苦情の多い顧客を抽出し、その顧客に対して苦情が発生しないような対応を実施するこ
とも可能になる。 
 
4. 生産管理支援システムを利用したデータ取得とその効果 
 （株）タカヒコアグロビジネス「愛彩ファーム九重」では、GlobalGAP を取得している
こともあり、比較的システマティックな農場の運営が実施されてきていた。ただし、計画の
立案は属人的であり、また、様々な記録は紙ベースで実施されているという課題が存在して
いた。この課題を解消するために、大阪府立大学、（株）タカヒコアグロビジネスならびに
（株）CHASQUI で AMAP を共同開発するとともに、「愛彩ファーム九重」に試験導入し
た。その結果、AMAP 導入による管理作業にかかわる時間の 60％程度の削減効果が得られ
ると予想された（表 1）。 
 
5. データ駆動型農業推進上の課題 
 AMAP の一連の開発の中でいくつかの課題が生じた。以下では、開発体制、データ連携、
ネットワーク、GAP 認証およびデータ入力装置に関して論じてみたい。 
 
5.1 開発体制 
 今回開発した AMAP は、（株）タカヒコアグロビジネスという生産者、大阪府立大学とい
う研究機関、（株）CHASQUI というソフトウエアベンダが、密に連携を取りながら開発し
た。そのために、上記プロジェクトの期間内において、生産現場で必要十分な機能に特化し
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て、生産管理支援システムの開発を実施した。その結果として、生産現場における生産性向
上に寄与できる生産管理支援システムを開発できた。これまで、今回開発したような生産管
理支援システムは、研究者、または、技術者のみの手により開発されることが多かった。そ
のために、実際の現場において必要とされる機能を十分に洗い出しできなかった可能性が
ある。また、研究者、または、技術者が、技術的に開発可能であるが、生産者には求められ
ていない機能を盛り込みがちであり、生産現場において利用しづらい形態となってしまう
ことがあった。今回の開発では、そのような意見の齟齬が生じないよう細心の注意を払い、
生産現場で必要十分な機能のみを盛り込むように留意した。農業分野でのアプリケーショ
ンを製作する場合、農業特有の課題が存在する。それゆえ、農業分野のアプリケーションの
製作には、研究者や技術者が携わるだけではなく、生産者も参画する必要が、今後必要とさ
れると考える。 
 
5.2 データ連携 

現在までに、様々な農業向け生産管理支援システムが開発されてきている。ただし、その

表 1 生産管理支援システム（AMAP）導入による管理作業削減効果の推定値 

項目 
年間作業時間（時間） 

導入前 導入後 
予想削減 

効果 

計画立案 

長期、中期、短期計画 200 100 100 
シフトの連絡 12 0 12 
作業指示・進捗把握 

400 40 360 
作業時間把握 
作業データ解析 250 0 250 

現場管理 

入館管理 12 1 11 
生育調査 25 5 20 
農薬記録 10 5 5 
肥料記録 10 5 5 
資材記録 24 24 0 
設備点検・記録 25 25 0 

販売管理 
収量データ把握 220 0 220 
出荷・売上 700 600 100 
損益推移 24 12 12 

情報管理 状況確認 100 0 100 
合計 2,012 817 1,195 
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多くは、生産管理上必要とされる機能の一部分に特化したシステムが多い。そのために、複
数のシステムを利用して生産管理全体を最適化しようとした場合、それぞれのシステム間
のデータ連携が難しいという課題が生じる。このような課題を解決するために、開発当初よ
り、複数ある機能のそれぞれの機能が連携できるように、AMAP を設計した。今後、デー
タ駆動型の農業を実践するためには、このようなデータ連携が重要となると考える。ただし、
データ連携が複雑になるほど、不具合が生じた際の影響範囲が大きくなる。開発規模や期間
を勘案して、データ連携をどのように進めるのかを考える必要がある。 
 
5.3 ネットワーク 
 データ駆動型農業を実践していくためには、圃場における通信環境を初期より整備する
必要がある。今回、圃場管理機能においてスマートフォンの利用が前提であったことから、
圃場内で WiFi による通信ができるように、複数のアクセスポイントを設置した。具体には、
3 ha の圃場に 10 台のアクセスポイントを設置し、（株）タカヒコアグロビジネス「愛彩フ
ァーム九重」にひかれている光回線と接続し、インターネットを利用できるようにした。現
在、圃場の作物群落内では通信はできないという課題はあるものの、通路部分では支障なく
通信できるようになっている。一方、今回開発した圃場で利用されるスマートフォンのアプ
リでは、上述したように、作物群落内で通信はできないという問題の回避策を講じている。
具体的には、作物群落内で作業しているためにスマートフォンが通信できない場合、一時的
にローカルストレージにデータを保存する。その後、通路に出るなどにより通信が可能とな
った場合、ローカルストレージに保存してあるデータを送る。作物群落内で作業しているた
めにローカルストレージに保存する場合、AMAP に作業開始・終了を知らせるデータの送
信にタイムラグが生じる問題がある。しかし、作業データは、即時性の必要性がそれほど高
くないことから、大きな支障は出ないと判断している。 
 
5.4 GAP 認証 
 GAP 認証取得のためには、様々な文書管理や記録が求められる。具体的な要求に関して
は、本稿の範疇を超えるので割愛するが、いずれの要求も農場の適切な管理のためには必要
不可欠な項目が盛り込まれている。それゆえ、本来、GAP 認証の取得および維持は、農場
の生産性を高めるために必要とされるべきである。しかし、残念ながら、GAP 認証の取得、
維持のみに注力してしまい、農場の生産性向上に寄与していない場合があるということも
漏れ伝わってくる。これは、GAP の概念が理解されていないこととともに、その支援のた
めのアプリケーションが限られてしまっていることにも起因すると考える。このような課
題を解消するために、今回開発した生産管理支援システムでは、開発の段階から、GAP 認
証の取得および維持のための概念を取り込むようにした。それゆえ、今回開発した生産管理
支援システムを適切に利用し続ければ、GAP 認証の取得および維持が容易になるようにな
っている。今後、今回開発した生産管理支援システムの広がりとともに、GAP の概念にも
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とづく適切な農場の管理が根付いていくことを期待したい。 
 
5.5 データ入力装置 

今回開発した生産管理支援システムでは、圃場管理機能および生育管理機能などでのデ
ータ取得にスマートフォンを利用することを前提とした。スマートフォンは一般に普及し
ていて、多くの従業員にとって身近なものであることから、利用に対する抵抗感が少ないと
考えている。それとともに、専用端末を開発し、導入するとした場合と比べて、スマートフ
ォンを購入する場合、価格が比較的安価であることも、データ取得にスマートフォンを利用
するようにした理由である。他方、AMAP では、小型シングルボードコンピュータ
（Raspberry Pi）を利用した顔認証サーバ、環境計測サーバおよび収穫量計測サーバ構築し、
データを取り込むようにした。小型シングルボードコンピュータの一つである Raspberry Pi
に関しては、故障の可能性があるといった点で、使用を避けられる場合があることは承知し
ている。しかし、価格が安価であり、また、開発が容易であることから、今回 AMAP への
データ入力装置として Raspberry Pi を採用した。ただし、今後、他のデバイスでより良い
ものがあれば、取り入れていくことを検討したい。 
 
6. おわりに 

本稿では、大規模施設におけるデータ取得とその活用法を例示するために、スマート農業
技術の実証・開発プロジェクトにおいて（株）タカヒコアグロビジネス「愛彩ファーム九重」
に導入した大規模施設園芸向け生産管理支援システム（AMAP）を取り上げ、データ駆動型
農業と関連の深いと考えられる一部機能を紹介した。また、AMAP を開発していく中で重
視しなければいけないことが明らかになった、データ連携、開発体制、ネットワークなどに
ついて論じた。 

本稿では、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（課題番号：施 H07、
課題名：大規模施設園芸の生産性を飛躍的に向上させるスマート技術体系の実装）」（事業主
体：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）の支援により実施した実証研究の
内容の一部を紹介した。本稿の作成にあたり、同プロジェクト生産性向上スマート農業実証
コンソーシアムの構成員の方々には、様々なご支援をいただいた。とくに、株式会社タカヒ
コアグロビジネスの松尾崇史氏には、生産管理支援システム（AMAP）の開発にあたり、生
産者の立場から貴重なご意見を賜った。また、株式会社 CHASQUI の藤岡潤氏には、AMAP
の開発および改良にご尽力いただいた。さらに、オブザーバーである瀬戸田亜裕美氏には、
AMAP 導入効果に関するデータの取りまとめと解析を実施いただいた。ここに、深甚なる
謝意を表したい。 

  （スマートグリーンハウス検討専門委員会委員） 
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