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要旨
多数の圃場を管理する地域農業の担い手が直面している栽培管理事務作業を効率化し負
担を軽減する目的で，
GIS 互換の圃場地図を使用した作業計画管理ソフトを開発している．
このソフトは作物生産に関係する圃場や作付から一連の栽培作業，収穫後の調製・出荷に
至るまでの様々な生産過程で発生する情報をデータベース化して管理することを基本とし，
そのユーザインタフェイスに GIS 互換の圃場地図を使用して直感的に分かりやすい視覚
的なデータ入力および表示を実現しているところに一つの特長がある．同様の機能は市販
の GIS ソフトを用いても構築可能であるが，本ソフトではデータベースエンジンやマップ
表示にランタイムライセンスフリーのコンポーネントを使用し，その上に圃場管理や農作
業管理に必要なユーザインタフェイスを実装していることから，無償配布可能となってい
ることにもう一つの特長がある．本ソフトは Web 公開による利用者からのフィードバッ
クに基づき機能を改良・拡充しながら，現場農業者への普及を進めている．
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緒言
新たな米政策の下，今後の地域農業の担い手として期待される集落型経営体や農業生産
法人，大規模経営農家への農地の集積が着実に進んでいる（農林水産省大臣官房統計部
2009）
．その裏には高齢化・後継者不足・農産物価格の低迷などの理由で離農し耕作でき
なくなった農地をこれらの担い手に委ねているという状況がある（農林水産省大臣官房情
報課 2008）
．特に北海道を除く都府県ではここ数年販売農家数は年 3%前後の割合で減尐
し，経営耕地面積 5ha 未満の販売農家数も年 3～4%減尐しているのに対し，5ha 以上の販
売農家数は年 2～4%ずつ増加傾向にある．このように限られた担い手が地域農業を担うと
いう形態が鮮明になるにつれて，担い手はこれまで以上に多くの圃場を管理しなければな
らない状況に直面している．
このような状況では従来のような経験と勘，記憶に頼った栽培管理では追いつかなくな
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っているのが実情であり，また同時に数々の行政補助事業申請のための書類作成や食の安
全・安心確保のための生産履歴記帳，GAP 励行など管理事務作業量も，管理する圃場数の
増大に伴い膨大なものになってきている．
そこで，
筆者らはこういった状況にある担い手の栽培管理事務を支援するとともに，
日々
の作業実績を蓄積・管理することで食の安全・安心に応える生産履歴も作成可能な農業者
向け情報処理システムの構築を目指している（吉田・高橋 2004）
．このシステムの構築に
向けては，複数の要素技術やサブシステムの開発とそれらの連携・統合という大きく二段
階の手順に分けて開発を進めている．この連携・統合の際の中核となるのが「作業計画・
管理支援システム」
（以下「PMS」と記す）と名付けた，GIS（地理情報システム）互換
の圃場地図を用いて圃場や作業に関する各種情報の視覚的管理や書類作成支援を実現する
ソフトウェアである（図 1）
．
← 図1
このような圃場地図を用いて圃場や作業の管理を視覚化して支援する情報処理システム
としては，これまでに営農情報簡易地図化プログラム（佐藤・相原 1990）
，一筆圃場管理
システム
（小林・酒井 1997）
，
圃場図と連動した農作業日誌記帳システム
（糀谷・坂本 1998）
，
農地管理システム
（小松ら 1999）
，
市町村単位の圃場地図作成システム
（馬場崎・重富 2000）
，
圃場情報画像表示システム（喜多ら 2002）
，分散多圃場生産管理システム（大塚 2004）
，
圃場管理システム（樽本ら 2005）
，GeoMation/Farm（日立ソフトウェアエンジニアリン
グ株式会社 2006）
，圃場情報視覚化ツール（土井 2007）
，STAFile（桜井株式会社 2007）
，
日本型 PF 実証試験（西村ら 2004）に基づき開発中の営農情報管理システム FARMS（林
ら 2009）などが報告されている．
PMS の開発に当たっては，これらの既往関連成果を参考にしながら，特に現場農業者
に対する使いやすさ・習熟しやすさ・普及性・実用性に重点を置き，かつ市販 GIS ソフト
との地図データ互換性を持たせることで GIS の利便性・適用効果を活かしつつ，農業者が
手軽に導入できることを目標にしている．
本論では，PMS の構成要素の一つである圃場地図作成ソフト（吉田・高橋 2009）で作
成された GIS 互換の圃場地図を用いて，圃場や作付，栽培作業に伴う様々な情報管理を行
う作業計画管理ソフト（PMS の中核部分）の開発経過と機能概要および Web 公開による
利用者の利用意向状況について述べる．次に，前述した既往関連成果のいくつかについて
生産現場での利用事例を参照しながら本論の作業計画管理ソフトと比較考察する．なお，
主要な作業計画管理支援機能（作付計画，施肥・防除計画作成，生産出荷管理など）の詳
細や利用者に対する利用状況調査の結果については別に報告する．

作業計画管理ソフトの開発経過概要と.NET 版の開発目標
作業計画管理ソフトのプロトタイプであるオリジナル版（吉田ら 2006，吉田ら 2007）
は，ベースとなった一筆圃場管理システム（小林・酒井 1997）および水稲作春作業計画支
援システム（大黒 2004）の機能を継承しつつ 2004～2006 年にかけて開発したものであっ
た．しかし，開発当時から現場ニーズに対して栽培作業管理や品質管理の面で管理可能な
項目が不足していたこと，登録可能なデータ件数に上限制約があったこと，開発環境が若
干古く（Microsoft Visual Basic 6.0）開発効率が低かったため機能追加や改良に時間を要
していたことなどの課題があった．
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そこで，2007 年以降はこれらの課題解決に向けて，データを格納するデータベース構造
とマップ表示コンポーネントを継承しつつ，開発・動作環境を Microsoft.NET 環境
（VC#.NET）に一新した.NET 版を再開発した．
この.NET 版再開発に当たっての開発目標はオリジナル版で指摘されていた課題の解消
を第一とし，オリジナル版から継承したデータベース構造を拡張すると同時に，ユーザイ
ンタフェイスを全面改良することとした．次に，再開発された.NET 版の作業計画管理ソ
フトを中核とする PMS を Web 公開し，生産者や普及指導関係者による試用・フィードバ
ックを踏まえてユーザニーズを把握し機能追加・改良を行うこととした．

作業計画管理ソフトの機能概要
PMS の中核をなす.NET 版の作業計画管理ソフト
（以下
「本ソフト」
と記す）
は，
Microsoft
SQL Server 上に構築された「圃場 DB」データベースと，これに対して各種のデータアク
セスを行う「初期設定プログラム」および「計画管理プログラム」から構成される（図 2）
．
本ソフトの基本はデータベースアクセスによるデータ操作・管理であり，そのための GUI
の一部として GIS 互換の圃場地図を用いることにより圃場作業管理に必要なデータ入力
支援や直感的な情報表示を実現している点，それを無償配布可能なコンポーネントを利用
して構築している点などに特長がある．
以下では，本ソフトのベースとなった一筆圃場管理システム，本ソフトのプロトタイプ
として開発されたオリジナル版，オリジナル版の課題を解消し大幅に機能強化された本ソ
フト（.NET 版）について比較しながら機能を概括する（表 1）
．
基本機能
本ソフトの基本機能は一筆圃場管理システムのそれを継承しており，圃場一筆（圃場地
図上の区画）ごとの土地・作付・栽培作業・受託作業・土壌・品質に関するデータを登録
管理することである（主要 6 台帳）
．表 1 から分かるようにこの基本機能は一筆圃場管理
システム，オリジナル版，.NET 版に共通して実装されている．また，一筆圃場管理シス
テムとオリジナル版では登録可能なデータ項目やデータ件数の上限などの基本仕様もほぼ
同一である．これはオリジナル版のベースとなった一筆圃場管理システムと水稲作春作業
計画支援システムを発展的に統合するために，データベースエンジンやマップ表示コンポ
ーネントの導入により開発・動作環境を統一・効率化することを第一目的としてオリジナ
ル版が開発されたことに因るものである．このため，オリジナル版では管理対象となるデ
ータ項目やデータ件数といった基本仕様は一筆圃場管理システムのそれをほとんどそのま
ま継承した形となっていた．
しかし，オリジナル版開発当時から，たとえば登録可能な栽培作業数が最大 20 件だっ
たこと，同一作業を複数回行った場合の記録ができなかったこと，作業時の機材や資材の
使用状況を記録するデータ項目がなかったことなど，登録可能なデータ項目やデータ件数
に制限があることはオリジナル版を生産現場へ普及させていく過程で生産現場ニーズに対
して不十分であると予想された．そのため，オリジナル版の開発過程において若干の対応
（表 1 中のオリジナル版栽培作業情報項目など）を行ったが決して充分ではなかった．
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.NET 版で拡充された機能
そこで，オリジナル版での登録可能なデータ項目やデータ件数の制限を解消し，普及性・
実用性を高めることを目的として.NET 版を開発した．表 1 から分かるように，.NET 版
では基本機能はオリジナル版を継承する一方で，登録可能なデータ項目が追加されデータ
件数の制限も多くのデータ項目で解消された．また，従来からの主要 6 台帳に加え，水利
や雑草，収穫以降の調製・出荷状況などについてのデータ項目も追加された．これら追加
された項目の多くは，Web 公開された PMS を試用した生産者等からのフィードバックに
基づくものである．
圃場 DB データベース
表 1 に示されたデータ項目のほとんどは圃場 DB と名づけられたデータベース内に格納
される．圃場 DB は表 2 に示した複数のテーブルから構成されており，基本的に管理対象
となるデータ項目ごとに対応するテーブルが定義される構造となっている．
← 表2
PMS では作業計画管理の単位は「管理ファイル」であり，通常，作付体系に応じて，
ある年の水稲作（夏作）を管理するファイル，夏作と冬作（たとえば大豆と大麦）を一緒
に年ごとに管理するファイルといった単位で管理ファイルを作成する．圃場 DB 内では，
各テーブルにおいて管理ファイルを識別するためのコード（管理ファイルコード，テーブ
ル内では”BLOCKID”カラムに格納される）をキーとして管理ファイルを識別する構造に
なっている（図 3）
．
← 図3
初期設定プログラム
初期設定プログラムは管理ファイルの登録管理および各種マスタデータ（表 1）の登録
管理を行う GUI アプリケーションである（図 4）
．
管理ファイルの登録管理では，管理ファイルの新規作成，管理ファイル情報の変更，管
理ファイル間のデータ複写（マスタデータ，台帳データの複写を伴う）
，管理ファイルの削
除（登録情報の削除のみ）
，削除された管理ファイルが使用していたデータの削除（データ
ベース整理）などを行う．
マスタデータの登録管理では，該当するマスタデータの編集画面を使用しながらデータ
の追加・変更・削除を行う．また，この編集画面では画面上のデータ並びに沿った形式で
CSV ファイルを入出力でき，他システムで使用されているデータとの交換が可能である．
ただし，CSV ファイルによるデータ交換の一般的な問題としてデータ並びをそれぞれのシ
ステムが要求する形式に合わせる必要があるため，本プログラムの CSV 入出力機能だけ
で他システムと自動的にデータ交換ができるわけではない．
← 図4
計画管理プログラム
計画管理プログラムは初期設定プログラムにより作成・登録された管理ファイルを読み
込み，管理ファイルコードで識別される圃場地図を画面表示するとともにマスタデータと
台帳データを読み込んで，台帳データの登録・編集・表示（地図上への主題図表示やデー
タ一覧表示など）
・印刷などの管理作業を行う GUI アプリケーションである（図 5）
．
初期設定プログラムで登録された各種のマスタデータは，計画管理プログラム内におい
て参照され，
台帳データ入力時の選択項目などとしてユーザ入力支援に使用される．
また，
圃場 DB 内の台帳データテーブルにはマスタデータに対応する選択項目のコード値が格納
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され，台帳データ参照時にはコード値からマスタ参照によりユーザフレンドリな項目名な
どが検索され表示される．
入力済みの台帳データに基づく圃場地図上への表示（主題図表示）についても，作付マ
ップや作業進捗マップ，収量・品質マップなどが用意されており，いくつかの条件によっ
て絞り込み表示も可能となっている（図 6）
．
同様に，一覧表形式での表示や編集，印刷を含むレポート出力も可能となっている．な
お，レポート出力様式は固定されており変更はできないが，Microsoft Excel ブック形式
（*.xls）へ出力できるため，必要に応じて Excel 上でさらにデータ編集・整形処理などを
行うことができる．書類作成に必要な様式は生産者・自治体等によって多岐に亘るため，
本ソフトでは蓄積されたデータを抽出し Excel を援用して多様な様式の書類作成を利用者
サイドで対応できるようにしている．

← 図6

Web 公開による利用者意向の把握
本ソフトは PMS を構成する圃場地図作成ソフトや書類作成ソフトをはじめとする周辺
ツールソフトとともにパッケージ化して「作業計画・管理支援システム【.NET 版】
」とし
て 2007 年 7 月に Web 公開した．公開開始から 2009 年 7 月までの 2 年間で，ダウンロー
ド利用者数（同一利用者による重複ダウンロードを除く）は約 450 名，そのうち農業生産
者（生産組織を含む）が 55%，農業指導者（行政・指導組織を含む）が 15％であった（図
7(a)）
．これに農業研究機関やその他農業関係団体等の関係者を加えた全農業関係者約 380
名の内 80%が「農業経営に即活用する，または有効か評価する」ないしは「営農指導・普
及用または研究用ツールとして利用する」など，それぞれの農業関係現場での活用を目的
としていた（図 7(b)）
．
また，件数は全体の 1 割程度にとどまったが，ダウンロード時に寄せられた自由記入コ
メント（以下は趣旨が変わらない範囲で抜粋・要約）では，
（生産農家・組織）
・りんご圃場管理の徹底や作業員への指示をマップ上のアドレス番号でできないかと考
え，データベースを導入できないか数年前から模索していたが，行き詰まっていた．
これは何かヒントになるかもと考えている．
・農業法人で主にサツマイモを生産している．このソフトを応用できれば今後の管理工
数を迅速にできるのではと考えている．
・稲の消毒作業（空散）で利用できるか確認したい．
・消費者に対しトレサビリティを確保することと，それにより安全・安心を訴求するこ
とを考えている．
・米ではなく野菜だが，多くの圃場を耕作している．手作りの初歩的なエクセルデータ
で簡単な圃場台帳を作っているが，もっときめ細かい管理ができるソフトをネット検
索したしたところ一番にヒットしたので試用してみる．
・水稲で作業圃場が 200 を超えており，効率的に管理できる方法を探していた．説明に
分からない単語が数多くあるが，春までに使いこなせるよう頑張ってみる．
・新聞記事を見てこれからの農業経営に必要不可欠と思いアクセスした．今後の進化に
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期待している．
・農作業受託企業で，どのオペレーターがどこの作業に行っても土地特性などを一目で
わかるようにエクセルなどで圃場地図と持ち主を管理できるようにしようと会社で企
画していたが，雑誌記事に掲載されていたので試しに導入してみた．一見難しそうな
設定かと思ったが，やってみると案外簡単でありがたかった．
・土地改良区パイプライン事業に使用．
・一集落一農場の農事組合法人で，なんとか効率的な圃場管理ができるようヒントとな
るものを集めている．
・園内道の位置や植栽図（柿，みかん）等にどの様に活用できるか試してみたい．
・集落営農で土地を有効に活用するために使用する．
・週末農業に使用してみる．
・家庭菜園の参考にしたい．
・こんなソフトを探していた．
（普及指導機関，民間）
・担当地域の大規模農家より問い合わせがあった．規模を拡大するに従って，圃場管理
は頭の痛い問題である．特に臨時も含め雇用があると，適切な作業計画をたてる上で
ソフトを利用した圃場管理は強く求められると考えている．
・農業資材の販売をしている．農業者への有効な情報と思い，農業者に紹介するために
ダウンロードする．
・実証圃を設置している集落法人（水稲+大豆＝80ha）に紹介した．その法人から導入
したいとの要望があったので，実演のためダウンロードする．
・JA の組合員からの問い合わせの対応・使用方法指導のために使用する．
・IT 業を営んでいる稲作認定農業者で，IT を活用した農業支援業務を検討している．
・農業支援ソフトの作成を考えている．
などの意見・感想があった．
寄せられたコメントは，ダウンロード利用者全体の 1 割程度（約 40 件）に過ぎず，ま
たインターネット経由のダウンロード利用が可能な農業関係者であるという前提があるが，
その範囲内で全体の傾向は表しているものと期待できる．その仮定に基づくと，寄せられ
たコメントからは，
・稲作に限らず野菜作や果樹作への適用を試みている生産者もかなり存在する．
・生産者の経営規模も大から小まで，法人組織から個人までさまざまである．
・個人，法人にかかわらず圃場管理や労務・作業管理などで問題意識があり効率化を模
索している．また，管理する圃場枚数が多いほど切実である．
・普及指導機関においても生産者を支援・指導する立場から必要性を認識しており，対
応が始まっている．
・農業支援関連業務を営む民間企業においても関心があり，生産者支援ツールとしての
利用が期待される．
といった生産現場の状況・反応や本ソフトに対する評価・期待が伺えた．
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筆者らは Web 公開による普及活動の他に，普及指導機関等の協力を得ながら生産者へ
の普及拡大のための技術講習会を随時開催している．その場で直接生産者や普及指導機関
の声を聞いているが，現場の状況・反応は上記ダウンロード利用者の場合と同様である．
なお，農家におけるパソコンを用いたインターネット利用状況は 4 割程度（農林水産省
大臣官房情報課 2006）ということから，最低でも 6 割の農家は Web ダウンロード利用で
きないと推察される．このため，筆者らは Web ダウンロードとは別に前記した講習会の
場や電話・電子メール等による直接の申し込みに対して，PMS セットアップパッケージ
を納めた CD-R を配布している．これまでの配布件数は約 60 件で，講習会での配布が約
50 件，直接配布が約 10 件である．CD-R 配布利用者の内訳はおおよそ 7:2:1 の割合で生
産者：普及指導組織：民間（農業関係コンサル業）となっている．直接申し込みへの対応
過程で得られた筆者の感触に過ぎないが，直接申し込んでくる利用希望者の置かれている
状況・利用意向もこれまでと同様であった．
また，ダウンロード利用者に対してはその後の利用状況を把握する目的で電子メールに
よるアンケート調査を実施している．現在，利用者からの回答を待っている段階で，結果
については次の機会に報告する予定である．なお，すでに回収されたアンケート回答から
得られた改善要望等については可能な限りソフトの改良に反映しているところである．

類似圃場作業管理ソフトとの比較
以下では本論冒頭で引用した既往の類似圃場作業管理ソフトのいくつかについて，生産
現場での適用事例を農林漁業現地事例情報（<http://www.jri.maff.go.jp/jirei/top.asp>，
2009 年 7 月 13 日参照）から引用しながら，本ソフトと比較考察する．なお，圃場地図に
関する詳細な比較については既報（吉田・高橋 2009）を参照されたい．
圃場情報視覚化ツールの適用事例
長崎県の小野営農組合（特定農業法人）では土井（2007）による圃場情報視覚化ツール
を導入して圃場図作成の省力化や受託による防除作業の効率化・受託面積の拡大を達成し
ている（<http://www.jri.maff.go.jp/jirei/doc/2008/007/000B/033.pdf>，2009 年 7 月 13 日
参照）
．圃場情報視覚化ツールは Microsoft Visio と同 Access を組み合わせたもので比較的
低コストで導入でき，操作も簡単で十分に機能しているが，地理情報等を持たない簡易な
GIS という性格のソフトであるため，今後さらに受託面積が増大した場合には本格的な
GIS への移行も検討されている．
本ソフトについても，兵庫県内の Y 営農組合（農事組合法人，夏作稲・大豆 75ha，冬
作麦 65ha）での実証運用において，朝夕の圃場作業打ち合わせを 1 時間程度効率化でき，
その分を圃場作業に回せたため労働生産性の改善につながったこと，作業者ごとの作業予
定や作業進捗状況，作業の質（たとえば散布作業に使用した資材使用量の正確さやばらつ
き）や量（たとえば使用機材の稼働状況，故障による作業停滞の把握）などの詳細な情報
管理が可能になったことなどの適用効果報告を受けている．
機能面では地理情報を持つか持たないかという内部表現上の大きな違いがあるが画面表
示上は圃場図という点で共通している．ただし，本ソフトで使用している圃場図はメート
ル単位の地理座標（平面直角座標系）を持っていることから画面上で簡単な測量（長さ・
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距離や面積）ができるようになっている．さらに空中写真や地形図等の背景図を重ね表示
できるため視認性や情報量という点で改善されている．
また，圃場情報視覚化ツールは小野営農組合での導入に当たって操作フォーム等の改変
（カスタマイズ）を行った上で受託作業（主に無人ヘリ防除受託と思われる）を中心に使
用されている．一方，本ソフトは受託作業に限らず，農地・作付・作業・水利などより広
範な用途に改変なしに利用可能である．その意味で本ソフトはある程度の汎用性を持った
ソフトであるといえよう．もちろん，その反面として，小野営農組合導入時に実施された
改変内容は小野営農組合用に最適化されたものであるはずなので，小野営農組合での受託
作業管理における操作性や記録可能な項目などの点で本ソフトには不十分な点がある可能
性は残されている．
分散多圃場生産管理システムの適用事例
栃木県の農業生産法人かぬま（有限会社）では大塚（2004）による分散多圃場生産管理
システムを導入して作業計画作成や栽培管理に活用し，これらに要する作業時間を大幅に
（50%以上）削減している（<http://www.jri.maff.go.jp/jirei/doc/2008/007/000C/009.pdf>，
2009 年 7 月 13 日参照）
．
機能的には圃場や作付，栽培作業に関する基本的な管理に加え，気象データの取り扱い
や豊富なグラフ作成機能などが充実している．基本的な管理機能については本ソフトにお
いても同様の機能が用意されているが，気象データの取り扱い機能などは用意されていな
い．この点は本ソフトの今後の改善点の一つに挙げられる．一方，本ソフトでは複数圃場
に対する一括入力や圃場図上でのマウスクリックによる作付・施肥・防除計画指定など操
作性の改善が図られている．また，GPS 作業軌跡データの表示機能も用意されている．
本ソフトを実証運用している前出の Y 営農組合では，市販の GPS ロガーで収集した作
業軌跡データを読み込んで圃場図上に表示するとともに，作業軌跡データに含まれる時間
情報を元にして詳細な作業記録を作成しようと試みている．
圃場地図を使用した一筆単位の情報管理ができるようになると，次のステップとして，
圃場内外でのより詳細な作業記録を管理しようとするのは自然な流れと考えられる．GPS
で取得された位置情報とともに時間情報を解析することで，ある程度自動的に作業記録も
作成できる（松尾ら 2008）ことから，この技術の本ソフトへの応用も可能と考えている．
一筆圃場管理システムの適用事例
前述の通り一筆圃場管理システム（小林・酒井 1997）は本ソフトの前身となったシステ
ムである．鳥取県のこおげ農業開発センター（有限会社）はこのシステムを 2003 年より
導入し農作業受託の管理に使用している．圃場図上での作付状況確認などに加え，水稲作
付計画シミュレーション機能により作付計画策定時間を従来の 3 分の 1 に削減している．
また，マップ表示機能により作業者に対する作業内容指示時間も削減している
（<http://www.jri.maff.go.jp/ jirei/doc/2008/007/000C/026.pdf>，
2009 年7 月13 日参照）
．
経費関係のシミュレーション機能を除いて，同様の機能は本ソフトに継承・強化されて
おり，特に作業計画・実績管理については当初計画・実行計画・作業実績の 3 段階管理や，
作業者従事時間，使用機械稼働時間，資材使用状況などの詳細な計画・実績管理が可能と
なっている．
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営農情報管理システム「FARMS」の適用事例
新潟県の K 生産組合（農事組合法人）では，生研センターの日本型水稲精密農業実証試
験（<http://brain.naro.affrc.go.jp/PF/>，2009 年 7 月 23 日参照）に参画し，その一環と
して林ら（2009）による営農情報管理システム「FARMS」
（以下 FARMS と記す）を 2006
年から導入し，作業進捗状況に基づく翌日の作業計画立案や施肥マップに基づく正確な施
肥作業の実現，収量コンバイン（<http://brain.naro.affrc.go.jp/PF/syukaku/syukaku.htm>，
2009 年 7 月 23 日参照）とのデータ交換による圃場ごとの正確な収量状況把握などに活用
している（2008 年 12 月 9 日に開催された「平成 20 年度営農管理システム FARMS 現地
検討会」資料より引用）
．
FARMS は登記に基づく基本圃場と作付圃場の 2 種類の圃場図を用いて，合筆・分筆等
の土地利用を圃場図上に柔軟に反映できる機能を持っている．また，可変施肥機や作物生
育情報測定装置（<http://brain.naro.affrc.go.jp/PF/keitai/keitai.htm>，2009 年 7 月 23 日
参照）
，
収量コンバインなどの精密農業用機材と直接データ交換して計測されたデータを圃
場図上に表示する機能や，使用機材の構成や整備記録の管理に対応するなどの詳細な農業
機械管理機能が搭載されており，研究開発元である生研センターの特長が表れたシステム
となっている．一方，肥料や農薬・資材などの情報管理については開発途上の機能もあり，
今後の改良によってさらに充実したシステムになるものと考えられる．
これに対し，本ソフトでは圃場図は一種類のみであり土地利用の変更に対する操作性は
劣っている可能性がある．現在，本ソフトに対して農家図レイヤや道路図レイヤへの対応
などが利用者ニーズとして寄せられており，今後の改良において圃場図レイヤの多重化も
含めて今後の課題となっている．一方，本ソフトでは水利やユーザ定義による生育データ
（圃場・日単位で記録可能な任意の数値情報項目）
，
収穫以降の生産出荷データの管理機能，
在庫管理機能の一部である使用資材の出庫登録機能などが用意されており，より広範な情
報管理が可能なソフトであるといえよう．

今後の発展方向
このように本ソフトは，圃場（土地）～作付（土地利用）～作業管理を基本とし，使用
機材や資材の使用状況・在庫管理，収穫以降の調製・出荷段階の情報管理などを幅広くサ
ポートした農業生産工程管理を支援するソフトであるといえよう．なお，在庫管理機能な
どの一部の機能では経費に関する管理機能も用意されているが，労賃や圃場の単価，補助
金制度なども考慮した経営全体として経費集計機能などは用意されていない。この部分は
今後農業経営分野の専門家などの協力を得ながら対応を検討する必要が出てくるものと考
えている．
また，前述したように，本ソフトを中核とする PMS は Web 公開や講習会の場を通じて
広く農業生産者をはじめとする農業関係者による試用・評価を受けながら改良や機能追加
が続けられている．今後も，PMS については利用者フィードバックを踏まえた改良を継
続するとともに，本ソフトについてはオリジナル版からの拡張として，圃場図レイヤの拡
張，土壌診断データを管理する土壌台帳の拡充（複数作物への対応）
，受託作業台帳の拡充
（登録・管理項目の追加）
，天候・気象データへの対応などが必要と考えている．
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結語
従来，GIS ソフトは技術的にも価格的にも「敷居の高いソフト」とされており，現在も
その認識は変わらないようであるが，一方でその利用効果も浸透しつつあり，農業分野に
おける関心も高い．これまでも，農業者から圃場地図を使用して圃場や作物・作業を管理
したいというニーズが寄せられていたが，市販 GIS ソフトは高額・多機能な製品が多く，
導入が困難であった．また，たとえ導入できても多機能なため操作を習得するまでに時間
がかかる，農業生産管理等に使用するためには相応のシステム化（カスタマイズ）も必要
である，などの理由から自治体や普及指導機関での利用に限られてきた場合が多い．既往
研究において市販 GIS ソフトベースの生産管理支援システムも公表されているが，やはり
高額な GIS ソフトは導入・普及の障害となっているようである．
その点，本ソフトを中核とする PMS は無償配布が可能な構成となっている．このため，
PMS の生産組織での利用はもとより，個人農家においても比較的手軽に導入・試用でき
ることから，GIS 互換の圃場地図を各自が作成または入手して圃場作業管理や生産管理に
活用する事例が増え，その効用に対する理解が浸透するものと期待している．その結果，
より高度な情報管理が必要となった場合には市販の汎用 GIS ソフトや圃場地図機能を含
む類似製品の価値・費用対効果などを正しく評価して導入・移行できるようになると考え
ている．
そのためには，PMS の普及対象である農業生産者の多くが必ずしもコンピュータやソ
フトウェアの操作に長けているとは限らないため，既存利用者の声も汲み上げながら，
PMS 自体の改良とユーザガイドやサポートサイト（http://www.aginfo.jp/PMS/）におけ
る PMS の概念や用語，操作手順等に関する説明を充実していく必要があると考えている．
さらに，PMS の普及に関心を示し農業生産者への導入を支援する普及指導機関や民間企
業との，PMS を契機とする GIS ベース圃場生産管理スキームの普及に向けた協力体制作
りについても，研究開発機関である農研機構として何ができるか模索していく必要がある
と考えている．
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Development of Planning and Management Support Software for Farm Work
Using a Geographic Information System-Compatible Field Map
Tomokazu Yoshida*, Hidehiro Takahashi and Ikuhiro Teramoto
National Agricultural Research Center for Western Region
National Agriculture and Food Research Organization
6-12-1 Nishi-Fukatsu, Fukuyama, Hiroshima, 721-8514 Japan
Abstract
In order to reduce the administrative load of farm management for farmers who
need to manage several fields, we are developing planning and management support
software for farm work that uses a Geographic Information System (GIS)-compatible
field map. This software performs fundamental functions to manage a database that
stores miscellaneous data derived from farm operations, such as crop assignment to
fields, successive fieldwork, post-harvest processes and shipments. One of the
strengths of this software is the visual user interface with a field map, which facilitates
data management. While the same function of visual user interface with a field map is
also available using certain GIS software, our software carries out these functions
using some software components that handle the database and map without any
runtime license fees, which allows this software to be distributed for free. Therefore,
the software is under free distribution by Web release. As we receive feedback from
users following the Web release, we will add new functions and improvements, and
that will make the software even more useful to farmers, which will in turn encourage
wider use.
Key words
field management, work management, field map, Geographic Information System
(GIS), software
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表 1 作業計画管理ソフトの仕様概略および歴代開発版との比較
管理項目・機能
圃場地図
(ファイル数）

マスタデータ
（一管理ファ
イル当たり登
録件数）

1（独自形式）
―

.NET 版
1
8

背景図（ラスタ）

―

32

32

農家情報
地区情報
作業者情報
作物情報
品種情報
栽培作業情報
受託作業情報

1000
50
100
20
20/作物
20/作物
100

1000
50
100
20
20/作物
20/作物
100

無制限
無制限
無制限
無制限
無制限
無制限
無制限

機材情報

―

―

無制限

肥料情報
施肥設計情報

300
―

300
―

無制限
無制限

農薬情報

300

300

無制限

―

―

無制限

圃場図（シェイプ）
背景図（ベクトル）

防除設計情報

―

―

無制限

生育管理項目
品質管理項目

―
9（水稲のみ）

―
9（水稲のみ）

無制限
10/作物

利用権小作料情報

小作料のみ

小作料のみ

無制限

水系水域情報

―

―

無制限

出荷形態情報

―

―

無制限

6500
1
1
20
（同一作業複数
登録×）
1/作業

6500
1
3
20
（同一作業複数
登録○）
1/作業

無制限
1
3

―

5/作業（資材のみ）

無制限

受託作業情報
土壌成分情報

20
1

20
1

20
1

生育管理情報

―

―

無制限

5
1
（水稲のみ 9 項目）
―

5

雑草情報

5
1
（水稲のみ 9 項目）
―

水利情報

―

―

生産出荷情報

―

―

在庫管理情報

―

―

マップラベル表示

―

―

1
水域ごとの
利水時間
収穫後の
調製・出荷
生産資材の
入出庫
○

操作台帳制限

―

―

○

―
―
Visual Basic 6.0
独自（テキスト形式）
独自（VB6 コード）

―
△（一覧のみ）
Visual Basic 6.0
SQL Server 2000
MapObjectsLT2

○
○
VC#.NET 2.0
SQL Server 2005
MapObjectsLT2

圃場区画数
土地（圃場）情報
作付情報
栽培作業情報
作業者情報

台帳データ

使用機資材情報

低収要因情報
品質情報

その他

作業計画管理ソフト
オリジナル版
1
―

資材情報

（一圃場あた
り登録件数）

一筆圃場管理
システム（参考）

*

MFD 連携
一覧・レポート出力

開発環境
データ保存環境
マップ表示環境
* MFD（寺元ら 2003）
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無制限
無制限

1/作物

備考
ESRI シェイプ形式（GIS 互換）
ESRI シェイプ/DXF 形式（GIS 互換）
TIFF，JPEG，Bitmap 形式
（要 ESRI ワールドファイル）
農家名，連絡先，集落名，など
圃場の大字・小字など
農家名，連絡先，など
作物名
作物ごとの品種名など
作物ごとの作業名
作業名，作業単位，作業単価，など
機材種別ごとに機械名，型式，使用
燃料，など
肥料名，荷姿，価格など
1 設計当たり 8 肥料まで登録可能
農薬名，荷姿，など（.NET 版では農
薬登録情報も）
1 設計当たり農薬登録無制限
肥料・農薬以外の生産資材．資材種
別ごとに登録可能
作物ごとに登録
項目名，単位，階級値，など
利用権設定期間（.NET 版のみ），小
作料
水系・水域ごとの圃場リスト
作物ごとに製品形態を登録（例．
30kg 紙袋，200g 束）
一部マスタ設定項目を登録可能
圃場ごとの最大作付数
作業日，作業名，作業者，使用資機
材（.NET 版のみ）
マスタ設定による作業者
マスタ設定による機材および肥料・
農薬・その他資材
マスタ設定項目ごと
7 項目固定
マスタ設定による生育管理項目を日
単位で登録可能
マスタ設定による 5 要因
マスタ設定による作物ごと最大10 項
目（.NET 版のみ）
雑草発生状況，雑草種類など
日ごと・水域ごとの利水可能時間
収穫，乾燥などのロット単位で管理
日単位の入出庫，月単位の在庫管
理
シェイプラベル表示
ユーザ操作制限（UI カスタマイズ）
による入力操作簡易化
PDA 作業記録読み込み
エクセル出力対応
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表 2 「圃場 DB」テーブル一覧
テーブル名

内容

備考

M_BOJO
M_BOJO_ITEM
M_COLOR
M_COMMIT
M_CROP
M_HINS
M_HIRYO
M_IRRG
M_IRRGTIME
M_KOSAKU
M_KOUMOKU1
M_KOUMOKU2
M_MACHINE
M_NOUKA
M_NOUYAKU
M_OPERE
M_SEHI
M_SEIIKU
M_SEIIKU_ITEM
M_SHIZAI
M_SHUKKA
M_SOUKO
M_TEISYU
M_THIKU
M_THIKU2
M_TIME
M_WORK
T_BLOCKID
T_DATAFIL
T_DOJ_DY
T_HIN_DY
T_HOD
T_IAY_DA
T_IRRG
T_ITA_DY
T_MFD4PMS
T_PLAN_DY
T_PLAN_MAC_DY
T_PLAN_MAT_DY
T_PLAN_WORKER_DY
T_SAKU_DY
T_SEI_DY
T_SEIIKU_DY
T_SEIS_DY
T_SEIS_HIN_DY
T_SEIS_MAC_DY
T_SEIS_PRD_DY
T_SEIS_ROW_DY
T_SEIS_SHP_DY
T_TO_DY
T_TOU_DY
T_WEED_DY

防除設計マスタ
防除設計農薬マスタ
カラーマスタ
受託作業マスタ
作物マスタ
品質マスタ
肥料マスタ
水系マスタ
配水マスタ
利用権・小作マスタ
入力項目マスタ
入力項目選択肢マスタ
機材マスタ
農家マスタ
農薬マスタ
作業者マスタ
施肥設計マスタ
生育管理項目マスタ
生育管理項目選択肢マスタ
資材マスタ
出荷マスタ
倉庫マスタ
低収要因マスタ
地区マスタ
地区詳細マスタ
作業時間マスタ
栽培作業マスタ
管理ファイルコード
管理ファイル台帳
土壌台帳
品質台帳
圃場地図ファイル台帳
土壌成分目標値
水利台帳
受託作業台帳
MFD 連係台帳
栽培作業台帳
栽培作業追加機材台帳
栽培作業追加資材台帳
栽培作業追加作業者台帳
作付台帳
低収要因台帳
生育台帳
生産出荷台帳
生産出荷品質台帳
生産出荷機材台帳
生産出荷製品台帳
生産出荷圃場台帳
生産出荷管理台帳
土地台帳
施用台帳
雑草台帳

作付台帳に登録される防除設計内容を登録する
防除設計で使用される農薬情報を登録する
台帳マップ表示時の着色パターンを登録する
受託作業内容を登録する
作物・品種情報を登録する
作物ごとの品質管理項目を登録する
肥料情報を登録する
水系情報を登録する
配水パターン情報を登録する
利用権設定・小作料金情報を登録する
土地・作付台帳の入力項目情報を登録する
土地・作付台帳の入力項目選択肢情報を登録する
使用機械・道具情報を登録する
農家・顧客・仕入れ先情報を登録する
農薬情報を登録する
作業者情報を登録する
作付台帳に登録される防除設計内容を登録する
作物ごとの生育管理項目情報を登録する
生育管理項目選択肢情報を登録する
資材情報を登録する
製品荷姿情報を登録する
生産資材倉庫情報を登録する
低収要因管理項目情報を登録する
圃場地区（大字）情報を登録する
圃場地区詳細（小字など）情報を登録する
作物・品種・旬別作業時間情報を登録する
作物ごとの栽培作業情報を登録する
読み込まれている管理ファイルのコードを登録する
管理ファイル自身の情報を登録する
土壌診断にもとづく成分値を登録する
品質管理項目ごとの数値情報を登録する
管理ファイルごとの圃場地図ファイルを登録する
土壌診断値の目標値を登録する
水系・水域ごとの配水計画を登録する
受託作業実施状況を登録する
MFD 連係に使用する MFD データベース情報を登録する
栽培作業情報（計画・実績）を登録する
追加使用した機材情報（2 台目以降）を登録する
追加使用した資材情報を登録する
3 人目以降の作業者情報を登録する
作付情報（作物，反収，施肥防除計画など）を登録する
低収となった場合の要因情報を登録する
生育管理項目ごとの観測データを登録する
収穫以降出荷までの生産ロット情報を登録する
ロットごとの品質情報を登録する
ロットごとの使用機材情報を登録する
ロットごとの出荷製品情報を登録する
ロットごとの生産由来圃場を登録する
ロットごとの出荷状況を登録する
圃場の基本情報を登録する
土壌診断値に基づく施肥設計値を登録する
雑草発生状況を登録する
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注．PMS は作業計画管理ソフト（構成については図 2 参照）をはじめ
とする複数のプログラムから構成されており，利用者はトップメ
ニュープログラムから必要な機能（プログラム）を呼び出して実
行する．

図 1 作業計画・管理支援システム（PMS）のソフト構成
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注．PMS の中核である作業計画管理ソフトは圃場 DB データベース，初
期設定プログラム，作業計画管理プログラムから構成される．圃場地
図ファイル自体は圃場地図作成ソフトによって作成・編集され，管理
ファイルに登録された上で使用される．

図 2 作業計画管理ソフトのファイル構成
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注．各テーブルで BLOCKID を共有することで，圃場 DB 内に仮
想的な「管理ファイル」を形成している．

図 3 圃場 DB の基本構造
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注．初期設定プログラムは「管理ファイル」の編集機能と各種マスタデ
ータ（農家，作物，作業など）の編集機能をもつ．

図 4 初期設定プログラム画面例
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注．計画管理プログラムは PMS の中心プログラムで，圃場 DB 内に格
納されているほとんどの台帳データの管理機能をもち，圃場地図や
マスタデータを参照しながら，データ入力・編集，主題図表示，デ
ータ一覧・レポート表示，印刷などを行う．

図 5 計画管理プログラム画面例
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注．台帳マップ表示はテーマ（主題）ごとにメニューから呼び出して
実行する．テーマに応じて表示対象を絞り込む検索条件指定が可
能となっている．

図 6 台帳マップ表示（主題表示）操作画面例
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(a) ダウンロード利用者タイプ

(b) 農業関係者のダウンロード利用目的・意向
注．網掛け部分が農業関係での利用

図7

2009 年 7 月時点でのダウンロード利用状況
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