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サ トウキビの生産支援のための簡易地理情報 システムの開発

琉球大学農学部 上野正実 ･孫麗亜 ･鹿内健忘 ･○大川欣之 ･川満芳信

[キーワー ド] サ トウキビ,生産支援,簡易地理情報 システム,甘煮糖度

【は じめに】

サ トウキビはわが国の重要 な甘味資源の一つであ り,沖縄農業の基幹作物 として

重要 な役割 を果た してきた｡ しか し,平成2年度以降は生産量が急減 し,現在 も回復

の兆 しはみ られない｡ 台風や干ばつなどの気象災害 も一因であるが,若者の農業離

れ,農家の高齢化による労働力不足に起因する作付面積の減少によるところが大 き

いO -方,平成6年度 より品質取引が開始 され,増収 とともに品質向上が大 きな課題

となっている｡多収で高品質なサ トウキビを低 コス トで生産するには,厳 しい現状

に対応で きる新 しい生産 システムの構築が求め られている｡新 しい生産システムに

は機械化技術 と情報技術が不可欠である｡ 機械化に関 しては行政的な支援の下で積

極的に推進 されてお り,時間とともに充実するものと思われる｡ これに対 して情報

の活用は大幅に遅れているのが実状であるoそれを解決するのが,品質取引によっ

て毎年製糖工場に集積 される収量,糖度などの大量のデータである｡これ らのデー

タを有用な情報に変換 し,効果的に利用することで,生産支援情報 を農家に提供で

き,また製糖工場においては原料の計画的な搬入,操業計画の策定に活用で きるo

農協などで営農指導を行 う上で もこのような情報は基本的に重要である｡

この場合,多 くの情事鋸ま圃場すなわち土地に付随するO各圃場の品質データ,坐

産JR積,土壌分析データなどはもちろんのこと,圃場の所有者や所在地,気象デー

タなどもこのカテゴリに含 まれる,)このような土地に付随 した情報 を扱 うには地理

情報 システムの利用が最 も適 していると思われる｡地理情報 システムGIS

(C,…gr叩hic lnr()rmatl()∩ SysteTn)は,地図をデジタル化 し,データベースと

組み合わせて地図上にデータを展開することにより様々な表示,解析を行 うツール

である〕本研究では,簡易な地理情報 システムを利用 し,サ トウキビ作の/ヒ虎支援

システムの中核 となるべ き情報 システムの基本部分の構築 と,南大東村のデータを

用いたい くつかの分析 を行った｡

【研究方法】

システムは次のようなデータベースから構成 される｡

(1)地図データベース

･表示用地形データ :南大東村の1万分の1および2万5千分の1地形図

･圃場位置データ :土壌お よび蕪汁サンフリング圃場の位置

(2)属性データベース

･土壌成分データ :1996年お よび1997年に南大東村内200圃場から採取 ･分析

･生産成績データ :サ ンフリング圃場の単収,甘煮糖度など
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･庶汁成分データ :サ ンプリング圃場 より収穫 したサ トウキビ庶汁の成分

･全農家の生産成績データ :94/95,95/96,96/97年期の南大東村全農家の

生産成績

･農家データ :南大東村の農家名簿

データベース内に存在する甘庶糖度,単位収量,産糖量,土壌成分,庶汁中の リ

ン,カリ,アルミなどのデータは地図上に容易に表示で きる｡ 作型による収量や品

質などを分析するために作型別の分類,表示 も可能である｡ 各データの数値の大小

は色によって表示 されるが,対象や 目的に合わせて配色を容易に変更で きるように

し,視覚的に把握 しやす くした｡全体基本地図の一部を拡大ることによって着 目し

た地域の詳細 なデータが表示で きる｡ 拡大位置 と大 きさは任意に設定で きる｡地図

上のデータをマウスでクリックするとその値が表示 される｡ 1点の位置データに関

連するデータは多いので,関連データは必要に応 じてデータベースより検索 して表

示するように した｡

【結果 と考察】

1)甘煮糖度の分析

tI頂 糖度の分布図から,島の西側に糖度の高い地域が集中 している傾向が読み取

れる()作型別に糖度を表示するとともに各データの分析結果を行ったO

2)単位収量の分析

単位収量の分布では島の西側に値の高い地域が集中する傾向が見 られるo島の中

央付近はその周囲に比べ全体的に値が低い傾向がある｡

3)単位産糖量の分析

甘簾糖度 と単位収量 より単位産糖量 を算出 しその分布 を表示すると,甘簾糖度 と

単位収量の両方 とも高い島の西側に値の高い地域が集中する傾向が見 られる｡ 単位

収量が高 くて も甘煮糖度が低い,逆に,甘蕉糖度が高 くても単位収量が低いため

に,産糖量が低い値 を示 している地域 も見 られる｡

4)土壌pHの分析

200圃場の上壌分析結果の一例 として土壌pllの分布をみると全体的にpH6以下の低

い倍の広が りが見られる｡平均値が4.86とかな り低い値を示 してお り,酸性の傾向

が強い()

【まとめ】

本研究では,南大東村全体におけるデータの分布状態が見渡せ,視覚的に分析で

きる簡易な地理情報 システムの基本部分 を構築 した｡ これにより,地図上に展開 さ

れたデータの空間的な分布 を把握で きるので今 までの ような数値中心の分析手法 と

異な り,全体の分析が容易 となった｡,今後,このシステムに圃場の形状や道路のデ

ータなど様々な項 目を加えれば, より広範な情報が扱え,農家,農協,製糖工場,

行政などサ トウキビ作に関連する情報を提供で きる有用なシステムとな りうると考

える｡
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地理情報システム (G IS)を利用 したサ トウキ ビの精密圃場管理

一 第 1報 収量 ･品質のマ ッピング ー

琉球大学農学部 ○上野正実 ･孫麗亜 ･川滞芳信

富士通九州 システムエ ンジニアリング (秩) 大川欣之

[キーワー ド] サ トウキビ,精密圃場管理,生産支援,GIS,マソヒング

【は じめに】

多収 ･高品質なサ トウキビを低 コス トで生産するには,現状の厳 しい生産環境に

対応で きる新 しい生産システムの構築が必要である｡ さらに環境低負荷型の生産技

術の確立が求め られている｡そこでは機械化技術 と情報技術 を結合 した精密圃場管

理が中心的要素 となる｡本研究では品質取引によって毎年製糖工場に集積 される収

量,糖度などの大量のデータを有用な情報 に変換 してデータベースを構築すること

によってこの 目的を達成で きることに着 目した｡

この場合,多 くの情報は圃場すなわち土地に付随する｡各圃場の品質データ,生

産実績,土壌分析 データなどはもちろんのこと,圃場の所有者や所在地,気象デー

タなどもこのカテゴリに含 まれる:;この ような土地に付随 した情報 を扱 うには地理

情報 システムの利用が最 も適 していると思われる(ユ地理情報 システムGIS

(ceographlC lnfor111atlOn Systenl)は,地図をデジタ)i,化 し,データベースと組

み合わせて地図上にデータを展開することにより様 々な表示,解析 を可能 とするツ

ールであるこ:本研究では,簡易 な地理情報 システムを利用 し,サ トウキビ作の精密

圃場管理な らびに生産支援 システムの中核 となる情報 システムの基本部分 を構築

し,南大東村のデータを用いて収量や品質のマ ッヒングを行 ったO今回は特 に全圃

場のマ ッヒングを行 ったく.

【研究方法】
1)データベース

システムの基本部分 として次の ようなデータベースを構築 した｡

(1)地図データベース

･表示用地形データ :南大東村の1/5000,i/25000地形図,

航空写真 (1/10000相当,国土地理院1994年撮影)および地積

図 (1/5000)を利用 して作製 した｡

･岡場位置データ :全圃場の位 置データと,土壌,煮汁,葉片 をサ ンフ リングL

ている定点圃場の位置 (1996年 は200点,それ以降は100点)

(2)属件データベース

･生産実績データ :全圃場の単位収量,甘蕉糖度 (品質データ),作型 などのデ

ータ｡甘煮糖度 は搬入時に近赤外分光分析装置 (NIR)によって測

定 されているく〕

･生産予想データ :10月に製糖工場が実施 した生産予想データ

･上壌分析データ :1996年 -1998年に定点サ ンフ リング100圃場から採取 ･分析

したデータ

･庶汁成分データ :完点サ ンフリング圃場 より収穫 したサ トウキビ庶汁の元素成

分 (N, P,K,Ca,Mgなど, ICPなどで測定, 卜嬢について
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も同様 な成分 を求めた)データ

･農家データ :南大東村の農家名簿

3)地図データの作成

画像処理用 ソフ トを用いて地図や航空写真 を処理 し,CADソフ トによりベク ト

ル化 を行い,GISソフ トウエアの地図作成機能によって地図データを作成 した｡

特に,圃場地図については,地積図と航空写真 を重ねて作成 したが,土地改良や道

路工事などによってかな り変化 しているので調整に手間取 った｡収穫法がバーン方

式か らグリーン方式へ変更 された後,合筆 などにより大区画化す る傾向が強い｡

4)品質データの圃場ア ドレスの作成

全圃場の品質データは農家毎にファイル化 されているが,圃場 コー ドが毎年変化

し,対応づけが困難である｡1997/98年期 に関 しては製糖工場の協力 を得て地図上

の圃場のア ドレスを作成 した｡

【結果と考察】

(1)定点サ ンプリング圃場のマ ッピング

データベース内に存在する甘庶糖度,単位収量,産糖量,土壌成分,庶汁中の

P,K,Caなどのデータを作成 した地図上 に容易 に表示で きる｡ 作型による収量

や品質などを分析するために作型別の分類,表示 も可能である｡ 各データの数値の

大小は色によって表示 され,これ らの分布 を視覚的に把握で きる｡

(2)全圃場のマ ッピング

単位収量や甘煮糖度などのデータを全圃場にわたって表示で きるようになった｡

闘場数は約1800である｡ これにより地形的な特性が明確 に把握で き,精密圃場管理

のための基本的なシステムがで きた｡ 現在,生産予想データを地図上に表示するこ

とにより,収穫作業のスケジューリングを行 うシステムを検討 中である｡

(3)データ処理

全体基本地図の一部を拡大 ることによって着 目した地域の詳細なデータが表示で

きる｡拡大位置 と大 きさは任意に設完で きる｡地図上のデータをマ ウスでクリック

するとその値が表示 される｡ 1圃場に関連するデータは多いので,関連データは必

要に応 じてデータベース より検索 して表示するように した(,

【むすび】
今後,このシステムに圃場の形状や道路のデータなど様 々な項 目を加 えて, より

広範な情報が扱 えるようにすれば,農家,農協,製糖工場,行政などサ トウキビ作

に関連する情報 を提供で きる有用なシステムとな りうると考える｡ また,土壌成

分,蕉汁成分,葉片成分の間の相互関係 を兄いだす ことにより,具体的な精密圃場

管理の方法を検討する予定である｡
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G IS (地理情報システム)を利用した生産支援情報システム

の開発 第 2報 空間情報の相互関係の解析

琉球大学農学部 ○上野正実 ･孫麗亜 ･川満芳信 ･渡嘉敷義浩 ･鹿内健志

[キーワー ド] GIS,サ トウキビ,生産支援情報システム,空間情報

【はじめに】

多収で高品質なサ トウキビを,低コス ト･低環境負荷で生産するために,品質取

引によって製糖工場に蓄積 される単位収量,糖度などの大量のデータを利用 した生

産支援情報システムの開発を行っている｡,これらは圃場に付随 した情報であるの

で,GIS (地理情報システム)による利用形態が最 も効果的である｡,このため本

研究は,前に開発 した数値データ中心の生産支援情報システムをGISベースのシ

ステムに拡張することを目的としている.=.前報では,マッヒングとその効果的な利

用を目的とし,生産支援情報 システムの中核 となるGISの基本部を構築 した一二.こ

こでは,地図上に表示 した各種データの空間解析を行うとともに,解析法の開発を

行った.二.

対象地域として南大東島および北大東島を取 り上げた.I,これらに設置 したサンフ

リング圃場の′酎膏報を対象に,地域的な分布特性を把握する方法を検討 した.二.さら

に,すべてのサ トウキビ圃場を対象とした数値地図を作成 し,GISソフトウェア

の解析機能を用いて単位収量や糖度などの品質データのマッピングおよびその解析

法の検討を行った.‥.

【方 法】

(1)数値地図の作成 : 南大東島および北大東島の5,000分の1地形図を基図とし

て圃場数値地図を作成 した.二,圃場単位の生産実績データと結合させるための

位置情報の作成には5,000分の1地籍図を使用 した.こ.さらに,カラー空 中写真

を用いてモザイク写真を作成 して補助的な画像情報として使用した.=▲数値地

図の作製および空間解析のために,Al･CViewGISVel･Sion3.Oaを使用し

た.二.

(2)属性データベース : 属性情報としては南大東島および北大東島の生産実績

データを使用した(二.生産実績のデータベースと地籍図を参照 して圃場コー ド

を入力 し,データベースと数値地図との連結を行った.二.
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(3)空間解析法の開発 : 複数のデータ間の相互関係に関しては一般に回帰分析

などが用いられるが,ここではマッピング対象の属性データ間の相互関係を

地図上で解析あるいは表示する方法を模索 した｡.

【結 果】

(南大東島)

(1)比較的少数の品質データ,庶汁成分データ,土壌成分データであっても,点

表示あるいはサーフェス表示によって分布の特徴が視覚的に把握できた.‥,

(2)北区および新東区の幕上は土壌中のNa含有量が高 く,季節風や台風による飛

来塩分の影響を受けやすいことがわかった｡この地域の低単位収量,低糖度

とも関連があるものと推察されるO

(3)庶汁中のK濃度と甘庶糖度の間には弱い負の相関が認められ,特に甘煮糖度

の低い年度ほどその傾向が顕著に現れた｡K濃度のマッピングを行ったとこ

ろ,甘庶糖度の低い圃場では相対的にK濃度が高いことが認められた.‥.

(4)帝汁中のP濃度はK濃度とは逆に甘煮糖度と弱い正の相関が認められたE=.也

図上でも同様の傾向がみられた.二,

(5)地図上で甘庶糖度と庶汁成分あるいは甘煮糖度と土壌成分の相互関係を表示

したところ,従来の分析ではわか りにくかった空間的な関係が明らかにな

り,生産支援活動における有効なツールとなり得ることを示 した.こ.

(6)特徴的な傾向を示す農家を抽出し,9年間の生産実績を評価するとともにマッ

ピングを行うことによって問題点を明確にできることを示 した0

(北大東島)

(1)圃場地図とデータベースの作成を終了した,,

(2)糖度や単位収量はばらついているが,字による違いは確認できなかった.‥.こ

れらのデータの3年間の変化をみると,いずれの年期も高い圃場および低い

圃場が存在することがわかった.=▲

(3)幕上と幕下における単位収量や糖度を比較すると全般に後者の方が良好であ

る{二.

【む す び】

本研究によって,サ トウキビの生産支援を行うためのGISをベースとした情報

システムの基本部分を構築できた,=,属性データ間の相互関係の表示によってGIS

の利用幅がさらに拡大 したので,今後,具体的な解析に応用する予定である.‥.
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N IRを利用した多成分迅速情報収集システムの開発

琉球大学農学部 上野正実 ･川滴芳信 ･○平良英三 ･川畑裕二

孫麗亜

[キー ワ ー ド ] NIR,多成分,迅速情報収集システム,サ トウキビ

【はじめに】

沖縄県を中心とした南西諸島で広 く栽培されているサ トウキビは,農家の高齢化

などで生産が急減 し,厳 しい状況におかれている.,サ トウキビの生産を維持 ･振興

するには生産性の向上および品質向上が不可欠である.)そのためには最小限のイン

プットに対 して最大限のアウトプットを得る技術の展開が求められている.)このよ

うな技術には環境負荷の低減なども含まれ,最近では精密農業 (precision

Agl-icultul･eもしくはplでCisionFaming)として欧米を中心に研究されつつある.二.こ

れは,情報収集システム (センシング),データベースと解析機能および作業シス

テムなどから構成される高度な生産システムである.=.租収益の飛躍的な向上が期待

できないサ トウキビ作においてはコス トのかからない実効性のあるシステムの構築

が課題である.:.

収穫 されたサ トウキビはすべて製糖工場に搬入され,そこで品質 (甘簾糖度)が

トラック単位でNIR (近赤外分光分析装置)を用いて求められている.=,本研究では,

この過程で甘帝糖度以外の成分を同時計測 し,情報収集システムのひとつとして利

用する多成分迅速計測システム開発を目的として,次の基礎研究を行った.=▲

(1)NIRを用いて,sucroseやgulucoseの他に窒素やリン,カリウム,マグネシウム

などの元素 も含む煮汁成分の測完の可能性を検討する.二.

(2)測完可能と判断した成分について,NIRの特徴である多成分の迅速測定を可能

にするための検量線を作成する.二.

(3)NIRをサ トウキビの品質取引制度に組み込み,効率的なデータ収集システムの

開発とその利用法を検討する.こ.

【方 法】

(1) NIR(ブランルーペ株式会社製,インフラライザー500型LCSシステム)を用

いて,1997/98年期に南大東島でサンプリング ･冷凍保存 した庶汁50サンフ

ルの近赤外域の吸収スペク トルを測定する.‥.さらに,98/99年期に,南大東
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島,北大東島,琉球大学などで採取 したサンプルも利用したO

(2)サンプルに含まれる次の成分について,並記 した測定装置を用いて正確な含

有量を測定する.二.

ICP(高周波プラズマ発光分析装置):p, K, Na, Ca, Mg, Al, Si, S,

Mn,Fe, Mo, B

高速液体クロマ トグラフィー sucrose, glucose, fructose

イオンクロマ トグラフィー NH｡+, NO 3-

(3)対象成分の検量線を作成する｡

(4)成分を測定済みの庶汁85サンプル (1998年に琉大にて栽培 したサ トウキビよ

り採取)を用いて,検量線で推定成分量(推定値)を算出する.)実測値と推定値

の差より,検量線の精度を確認する｡.

【結果と考察】

(1)各成分の実測値とNIR推定値の関係を示す散布図を作成 した.‥.検量線の精

度確認のため,実測値と推定値の t検定を行い,測定可否の判断の基準とし

た.=.その結果,測定可能と判断されるのはsucrose, K, Mg, Sなどの成分で

あった.二.

(2)使用した燕汁サンプルは品種,場所,採取日が偏 りすぎているので,広範囲

なサンフルを用いて検量線を作成すれば,これら以外の成分についても測定

できるものと考えられる.=】

(3)甘庶糖度と庶汁中のカリウムなどの間には相関関係があるので,土壌成分と

燕汁中の成分についての関係が明らかになれば,効率的な土壌成分の改良に

よって甘庶糖度の向上が期待できる.=,

(4)NIRによる迅連な情報収集の結果を分析 し,各肥料成分の過不足を判完 し合理

的な施肥管理技術を確立すれば,土壌成分の測定とサ トウキビの栄養診断を

NIRによって行うことができる.二.その情報をさらに総合的に分析 して圃場管理

を行う農家に情報を提供するシステムを作ることができる.二,

【む す び】

生産支援のための有効な情報収集システムを作 り上げるために,検量線の精度を

向上させ, 土壌や肥料の成分についても同様の分析を行う必要があるE=.
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GIS (地理情報システム)を利用した生産支援情報システムの開発

第 3報 北大東島の事例研究

琉球大学農学部 上野正美･○孫麗亜 ･川満芳信

北大東製糖株式会社 吉原徹

[kcywords] GIS,生産支援情報システム,マッピング,北大東島

1.はじめに

著者等は,サ トウキビの品質取引で得られる単位収量,糖度などの品質データ,および,定点

圃場からのサンプリング土壌分析データなどをデータベース化して,多収で高品質なサ トウキビ

を低コス ト･低環境負荷で生産するための基礎研究を継続している｡開場の生産実績や生産能力

の評価は土地に付随した各種情報の解析によって得られるので,GIS (地理情報システム)の

利用が効果的である｡そのため,数値データ中心のデータベースをGISに展開し圃場生産能力

を評価するシステムの開発を行っている｡これまで,南大東島のついて,デジタルマップ (圃場)

の作成,各種デ-夕のマッピング,開場生産能力の評価などを行ってきたが,今回は北大東島に

ついてマッピングを中心に開発を進めた｡

2.方 法

北大東村の生産構造の特徴を解析するために,平成 7/8年期から平成 11/12年畑までの 5ヶ

年の全問場生産実演データをデータベース化し,これを主要な属性データとして使用した｡これ

とはHlJに,土壌や庶アト等の継続的な調査を実施するために定点 50圃場を選定 し,これらに関し

てディジタルマップとデータベースのリンクを行った｡

北人火島の 5,000分の 1地形図を基図として圃場数値地図を作成した｡岨場単位の/生産実績デ

ータとの結合に用いた位置情報の作成には 5.000分の 1地籍図を使用した｡さらに,カラー空中

写真を川いてモザイク写真を作成してデジタル地図の補助画像情報として使用した｡数値地図の

作製および空間解析にはArcViewGIS Vers10n3.2を使用した｡

3.結果と考察

(1)全体的にみると,単収や糖度に地区 (字)的な特徴はなく,ばらつきが見られ,その差が

控しく人きい年があった｡単収や糖度の経時的な変化より,5年間とも高い[[Bl場や低い圃場があ

ることがわかった｡

(2) iit収や糖度の分布をみると,全体的に幕下の方が幕上よりも成績が良好である｡中には隣

り合う圃場同上でも対照的な値を示す場合もあることがわかったが,施肥方法などの調査が必要

であると思われる｡

(3)Il'庶糖度と庶汁成分あるいは甘煮糖度と土壌成分の相互関係をマッピングして空目''lJ的な関

係を解析し,圃場生産能力の評価に有効であることを示した｡
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サンプリング【刃場●
図 1 北大東島の圃場図とサンプリング圃場

LxJ2 糖度の分布図 (1999/2000年期)

~一一_-∫

図3 単位収量の分布図 (1999/2000年期)

(4)庶汁中のK濃度 と甘庶糖度の間

には弱い負の相関があるので,K濃度

のマッピングを行ったところ甘庶糖度

の低い圃場では相対的にK濃度が高い

ことが地図上でも認め られた｡また,

煮汁中のP濃度は甘煮糖度と弱い正の

相関が認められ,地図上でも同様の傾

向がみられた｡

99年糖度.shp
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高解像度衛星画像を利用した圃場モニタリング ･生産支援情報システムの開発

第 1報 リモートセンシングの可能性の検討

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･○前田建二郎 ･孫麗亜

lkeywords] 高解像度衛星画像,リモー トセンシング,圃場モニタリング,

生産支援情報システム

1.はじめに

サ トウキビ農業の振興を図るために,著者らは,平成6年度より導入された質取引制度で得ら

れるすべての圃場の単位収量,糖度等のデータおよび定点サンプリング圃場から収集した土壌デ

ータなどをデータベース化し,GIS(地理情報システム)と組み合わせた生産支援情報システ

ムの構築を行っている｡一般に,情報システムの成否は､広範囲に分布する圃場毎の収量,品質

などの情報収集をいかに効率化するか,経時的および空間的に変化する生育情報をいかにモニタ

リングするかにかかっている｡後半部分は晶質取引制度を利用した情報収集システムでは実現困

難であった｡これに対して,衛星リモー トセンシングは,広範囲を同時に周期的に観測可能なこ

とから,lIfJl場のモニタリングが日用巨となり,特に,解像度が飛躍的に向上した最近の衛星L巾像 (イ

コノスなど)はこの目的に最適である｡

本研究では,衛星画像を生産支援情報システムのモニタリングシステムすなわちセンサとし,

rVト椛や作型の特徴抽出,糖度およびバイオマス (収量)の推定および作業計画 ･評価等に活用す

るための技術開発を行う｡第 1報では,画像が比較的容易に入手できる LandsatTM 画像を用

いて,データ収集システムとしてのリモートセンシングの可能性を検討した0

2.研究方法

1)衛星画像

南北大東島が比較的良好に撮影されている次の LandsatTM 画像を選んだ (財団法人リモー

ト･センシング技術センター ･研究目的配布)0

1997年9月 1日,同 12月6円

1998年 1月7日,同3月28日

2)デジタルマップ

北大東島の5000分の 1地形図 (国土地理院),5000分の 1地籍図 (北大東村),10000分の 1

空JIIJ,7'-貞 (国士地理院,1996年 12月撮影)に基づいて作成した全圃場デジタルマップを川いた｡

3)牛産データ (単位収量,L｢庶糖度)

データベースより,1997/98年期の生産実績 (北大東製糖株式会社提供)を用いた.

4)単位収量などの算出法

まず,画像解析ソフト (ERDASIMAGINE)を用いて原画像の幾何補正を行い,解析向像を

作成した｡解析画像 (ラスタ画像)と全圃場デジタルマップをオーバーレイさせ.圃場の輪郭に

合わせて画像の切り出しを行った｡切り出した画像から植生指数などを求め,該当する川場の単
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位収量との相閲を求めた｡

図1 基本地図 (沖縄県北大東島) 図2 幾何補正後の解析画像

3.結果と考察

図2に記載した解析画像をみると LandsatTM 画像でもある程度は細部が観察できることが

わかる.したがって,高解像度画像になれば通常のカラー画像でも詳細な分析が可能になるもの
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と思われる｡これは GISとの組み合

わせによってより効果的に実施 し得

ることがわかった｡

図 3は,別のプロジェク トで設置

しているサンプリング圃場の単位収

量と,切り出した解析画像から求め

た植生指数との関係を示したもので

ある｡これより,両者には明瞭な相

関関係があり,圃場単位でも単位収

量をある程度,推定できることがわ

かった｡

図3 植生指数と単位収量との関係

4.むすび

本研究によって,解像度が比較的ラフな LandsatTM 画像でも実用に耐えうるデータが得ら

れることが明らかになった｡これより,衛星データによる生産能力の評価や計画策定支援が可能

となり,生産支援情報システムの能力が飛躍的に向上し,農家の意思決定の基礎資料として提供

でき生産振興に大きく貢献することが期待できる｡

本研究の準備に当たって,鹿児島大学農学部助教授 ･石黒悦爾氏に指導いただいた｡記して深

謝申しとげる｡
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NIRを利用した土壌成分の迅速簡易分析システムの開発

(第 1報)測定可能性の検討

琉球大学農学部 上野正実 ･川溝芳信 ･○内聞亜希子 ･平良英三 ･孫麗亜

[keywords】NIR,土壌分析,迅速簡易分析システム,生産支援

1.はじめに

沖縄県の基幹作物であるサ トウキビは 1995年から導入された品質取引制度に伴って,増

産とともに高品質化を図る必要性がでてきた｡そこで農家の生産活動を支援するシステムを

構築するために,著者らは品質取引制度を情報収集システムとして活用するシステムの開発

を行っている｡品質取引制度の導入に伴って,すべての製糖工場に NIR(近赤外分光装置)が

設置され,甘庶糖度を測定してサ トウキビの価格を決定している｡この NIRをより効果的

に利用するために,品質評価と同時に庶汁成分の分析を試み,効率的な情報収集手段として

利用できる可能性を見出している｡土壌成分の分析も同じ機械で実施できれば,データベー

スがより一層充実し,生産支援を効果的に行うことができると考えられる｡本研究ではNIR

による土壌分析の可能性を探るための基礎的な検討を行った｡

2.研究方法

供試試料として 1999年 3月および 2000年 3月に南大東島と北大東島でサンプリングし

た土壌を使用した｡NIR(BRAN+LUEBBE社製,インフライザ- 500型LCS)を使用し,1100

-2500nmの波長領域の吸光度を2nm間隔で測定した｡

それぞれの試料の成分値は次のように測定した｡

(1)ICP(高周波プラズマ発光分析装置):

B,Mg,Al,Si,P,S,Ca,Mn,Fe,Cn,

Zn,Mo,Na,K

(2)N/Cアナライザー :NとC

(3)pHメータ :pH

(4)ECメータ :EC

これらとそれぞれの試料の吸光度から検量線を作成し,それぞれの検量線について評価 ･確

定を行い,土壌成分の測定の可能性について検討した｡

3.結果および考察

1)粒径によって吸光度原スペクトルはほぼ平行移動する形状を示したが,二次微分によっ

て粒径による誤差はある程度解消できることがわかった｡

2)乾燥土壌,風乾土壌,浸出液を用いて検量線を作成した結果,精度は乾燥土壌が巌も良

く,風乾土壌,浸出液と低下する傾向が見られた｡

3)本研究で,測定可能と判断されたのは,N,C,pH,含水比であった｡
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4.むすび

試料の採取時期や種類を変化させて検量線の精度向上と波長の確定を図るとともに,測定

可能性を確認できなかった他の成分についても再検討する必要がある0

図1 吸光度のスペクトル例

1一十 ■'̂W~ ー0.8蔓V2 0,6 ㌦___.ノ _W へ一名 o一4琴 琴 室 賀 美章 表 書

一一⊃～ 0.2 ;｣事

o …

1100 1600 2100

図2 全窒素の予測例(2000年 3月採取,

北大東島)

全窒素(%)
北大粟島土壌 2000年3月採取サンプル

0.170.15 ●●
｢⊃ ◆◆ ◆◆ ◆

召 0..3 ◆

◆◆
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巴 0,lla ◆ ◆◆ ′◆
0.09 ◆

0.070.07 0.12 0.17
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NIRを利用した煮汁の多成分迅速計測システムの開発

第 2報 測定可能性の確認

琉球大学農学部 上野正美 ･川満芳信 ･○平良英二 ･r棚 RTrh-.芥子 ･孫麗亜

[kcywords] NIR,庶汁成分,迅速計軌 ミネラル,サ トウキビ,晶質取引制度

1.はじめに

1995年よりサ トウキビの新 しい品質取引制度が導入され,甘庶糖度を指標として使用する

ようになった｡そのため,各製糖工場に近赤外分光光度計 (NIR)が設置され,搬入された

サ トウキビは トラック毎に甘庶糖度を測定 して,価格を決定 している｡NIRはその簡便性か

ら様々なところで利用されてお り,庶汁中に含まれる各種成分や土壌成分の測定も可能であ

り,多くの情報を収集できる可能性をもっている｡第 1報では,NIRを用いた庶汁成分のオ

ンライン計測システムを開発するために,庶汁の Sucroseや GJucoseの他に窒素や P,K,Mg

などの元素成分測定の可能性があることを示した｡本研究では,その可能性の確認するとと

もに,検量線の確定を試みた｡

2.研究方法

(1)1999/2000製糖期に,南大東島 (60サンプル),北大東島 (50サンプル),久米島 (100

サンプル)および宮古島 (100サンプル)よりサンプリングした庶汁を用いて,近赤

外分光光度計 (インフラライザー 500型 LCSシステム)で吸光度スペクトルを測定 し

た｡

(2)検量線作成のために次の装置を用いて庶汁中の成分の含有量を測定 した｡

･ ICP高周波プラズマ発光分析装置 (島津製作所):

P,氏,Mg,S-Sl,Na,Al,B,Fe,Ca,Mn,Mo

･HPLC(高速液体クロマ トグラフィー)(島津製作所):Sucrose,Glucose,Fructose

･ イオンクロマ トグラフィー (日本ダイオネクス株式会社):

NHIT,Mg2',Na2+,K+,C)-,PO/,SO4~,NO3~

(3)これらの成分値をベースに吸光度スペク トルより重回帰分析によって検量線を作成 し,

評価用試料を用いて精度の確認を行った｡

(4)庶糖成分の検量線作成に必要な波長範囲を調べ,検量線を作成した｡

(5)Kの測定可能性に関 して分析を行った｡

3.結果と考察
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(1)各成分の実測値と NIR推定値より,測定可能と判断されるのは sucrose,glucose,

rructosc,Mg,Ca,K,Sなどであった｡

(2)ミネラル成分は,近赤外線を吸収しないので,吸光度スペクトルが変化するメカニズ

ムを明確にする必要がある｡

(3)水の吸収帯付近の波長を用

いた庶糖の検量線はノイズを

含みやすいので,この波長帯

を避けて検量線を作成する必

要があることがわかった｡こ

の結果,予測精度はかなり向

上した｡

ー513 ◆◆◆◆◆■ 7

◆◆′

ll975 ◆◆●◆◆◆◆

図 1 庶糖成分の検量線評価

(横軸 :実測値,縦軸 :NIR予測値)

(4)K成分については比較的高い予測制度が得られているが,島によって最適な検量線の

使用波長が異なった｡この原因の解明は今後の課題である｡

豪 1 Kの地域別検量線の使用波長一覧

宮古製糖
1260 1540 1806 1932 2336

1206 1540 1802 2336

1540 1802 2334

1540 1802

2076

1162 1188 1538 1802 2228

1164 1188 1538 1802

1188 1802 2076

1804 20762076

1942 20841942 2084

2084 2204

2084 22002084

2228 2368

2204 247224722472
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NIRを利用した庶汁成分の多成分迅速情報収集システムの開発

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･平良英三

【はじめに】

1995年度より導入された品質取引では甘庶糖度が指標とされ,すべてのサ トウキビ圃場

のデータが計測されている｡そのため,各製糖工場には近赤外分光光度計(N i氏)が設置さ

れ[｢庶糖度が測定されている｡NIR は操作が簡単で,検量線さえ作成すれば庶汁中の各種成

分や土壌成分の測定ができ,多くの情報を効率的に収集できる可能性をもっている｡

本研究では,品質測定の過程で甘庶糖度以外の元素成分などを同時計測し,情報収集システム

のひとつとして利用する多成分迅速計測システム開発を目的とした｡具体的には,NIR を用い

た庶汁成分のオンライン計測システムを開発するために,次の項目を検討した｡

(1)NIRを用いて,sucroseや glucoseの他に窒素や p,K,Mgなどの元素も含む庶
汁成分の測定の可能性を検討する｡

(2)測定可能と判断した成分について,NIR の特徴である多成分の迅速測定を可能に

するための検量線を作成する｡

(3)NIR をサ トウキビの品質取引制度に組み込み,効率的なデータ収集システムの開

発とその利用法を検討する｡

【方 法】

(1)98/99年期に南大東島,北大東島および琉球大学でサンプリングした庶汁より近赤外

分光光度計(BRAN+LUEBBE社製,インフライザ- 500型 LCSシステム)を用いて
吸光度を測定した｡

(2)検量線作成のために次の装置を用いて庶汁成分の含有量を測定した｡

･ICP(高周波プラズマ発光分析装置):P,K,Na,Ca,Mg,Al,Si,S,

Mn,Fe,Mo,B,Cu,Zn

･高速液体クロマ トグラフィー :sucrose, glucose, fructose

･イオンクロマ トグラフィー :NH∴ NO3~
(3)これらの成分値と吸光度スペクトルより重回帰分析によって検量線を作成し,評価用

試料を用いて精度の確認を行った｡

【結果と考察】

(1)従来分析の測定結果より,Al,Mn,Zn,Cu,Mo,Fe,B, NO｡-の検''LJ.量は微量であ

り,NIRによる推定は困難と判断されたO

(2)測定可能と判断した成分の検量線を作成し,実測値とN IR推定値の関係から検量線

の精度を確認したところ測定可能と判断されるのは sucrose,K,Mg,S等の成分で

あった｡

(3)NIR による迅速な情報収集の結果を分析し,各肥料成分の過不足を判定し合理的な施肥

管理技術を確立すれば,土壌成分の測定とサトウキビの栄養診断を NIR によって行うこ

とができる｡その情報をさらに総合的に分析して圃場管理を行う農家に情報を提供する

システムを作ることができる｡

【む す び】

生産支援のための有効な情報収集システムを作り上げるために,検量線の精度を向上させ

るとともに, 土壌や肥料の成分についても同様に分析を行うことが必要である｡
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生産支援のためのNIRによる土壌成分の簡易測定システム

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･又吉里美 ･平良英三

【はじめに】

サ トウキビ生産は,平成 6年度からの品質取引制度の実施に伴い,増産だけでなく高品質

化を図る必要性がでてきた｡そのためには土壌養分の存在状態を正確に把握し,それに基づい

て最適な施肥を行い,土壌養分の管理が必要となる｡過剰な施肥は逆に品質低下を招くことが明

らかにされており,コスト面でも悪影響を及ぼしている｡最小限のインプットに対して最大限の

アウトプットを得る技術が必要であり,それを実現するための新しい土壌成分管理システムの

構築が望まれている｡特に,多くのサンプルの計測が必要となることから,簡便で迅速な計

測システムが必要となるO

このために,庶汁成分の迅速計測システムを構築中であるが,基本的には土壌成分の測定

も必要になる｡品質取引制度の導入に際して各製糖工場に NIR(近赤外分光装置)が設置され

ており,NIRを用いて土壌や肥料の成分値を測定できれば,これを効率的な情報収集手段と

して利用できる可能性がある｡そこで,本研究では NIRによる土壌分析システムを構築す

るための基礎的な検討を行った｡

【方 法】

(1)1999年 3月に南大東島と北大東島でサンプリングした土壌 150点を風乾土と乾土

(105℃,24h)を近赤外分光光度計(BRAN+LUEBBE社製,インフライザ- 500型

LCSシステム)を使用し,波長 1100nm～2500nmで 2mmごとに吸光度を測定した｡

(2) 検量線作成のため,試料を超純水で抽出 ･ろ過等の前処理を施し,成分含有量を次

の装置を用いて測定した｡

･ICP(高周波プラズマ発光分析装置):B,Mg,Al,Si,P,S,Ca,Mn,Fe,Cu,
Zn,Mo,Na,K

･N/Cアナライザー :N,C

･pHメータ :pH
･ECメータ :EC

(3) 試料の成分値と吸光度スペクトルから重回帰分析によって検量線を作成し,評価用

試料をもちいて検量線の評価を行い,NIRを用いた土壌成分測定の可能性について

検討した｡

【結果と考察】

(1) 粒径によって原スペクトルははば平行移動する形状を示したが,スペクトルに二次

微分処理を施すことで粒径による差をある程度解消できた｡

(2) 乾土,風乾土,浸出液を用いて検量線を作成した結果,精度は乾土が巌も良く,風

乾土,浸出液と低下する傾向が見られた｡

(3)実測値とNIR推定値について t検定を行い,測定可否の判断の基準とした｡その結果,

測定可能と判断されたのはN,C,pH,含水率であった｡

【む す び】

試料の採取時期や種類を増やして検量線の精度向上と波長の確定を図るとともに,測定の

可能性を確認できなかった他の成分についても再検討する必要がある｡
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1.課題の分類

農業機械部門 (Ⅵ),機関番号 2,5

2.研究課題名

生産支援のための NIRによる土壌成分の簡易測定システム

3.期 間

平成 11年度

4.予算区分

文部省化学研究補助金はか

5.担 当

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･又吉里美 ･平良英三

6.協 力

大東糖業株式会社,北大東製糖株式会社,南大東村役場

7.日 的

本研究では NIR によ一る土壌分析 システムを構築するために次の基礎研究を行 うことを目

的とする｡

(1) 測定可能 と判断した成分について,NIR の特徴である多成分の迅速測定を可能にす

るための検量線を作成する｡

(2) NIR をサ トウキ ビの品質取引制度 に組み込み,効率的なデータ収集 システムの

開発とその利用法を検討する｡

8.研究の方法

(1)NIR (ブランルーペ株式会社製,インフラライザー 500型 LCSシステム)を用い

て 1999年 3月に南大東島 と北大東島でサンプリングした土壌 150点を風乾土と

乾土を使用 した｡近赤外スペク トルを波長 1100nm～2500nmで 2nm ごとに吸光

度を測定 した｡

(2) サンプルに含まれる次の成分について,並記 した測定装置を用いて正確な含有量を

測定する

･ICP(高周波プラズマ発光分析装置):B,Mg,AL Si,P,S,Ca,Mn,
Fe,Cu,Zn,Mo,Na,K

･N/Cアナライザー :N,C

･pHメータ :pH
･ECメータ :EC

(3) これ らとそれぞれの試料の吸光度か ら検量線を作成 し,それぞれの検量線につい

て評価 ･確定を行い,土壌成分の測定の可能性について検討 した｡

9.結果の概要

(1) 粒径によって原スペク トルはほぼ平行移動する形状を示 したが,スペク トルに二

次微分処理を施す ことで粒径による差をある程度解消できた｡
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(2) 乾土,風乾土,浸出液を用いて検量線を作成 した結果,精度は乾土が最も良く,

風乾土,浸出液と低下する傾向が見られた｡

(3) 実測値とNIR推定値について t検定を行い,測定可否の判断の基準とした｡その結

果,測定可能と判断されたのはN,C,pH,含水率であった｡

10.主要成果の具体的数字

(図参照)

ll.今後の問題点

試料の採取時期や種類を増やし検量線の精度向上と波長の確定を図るとともに,測定可能

性を確認できなかった他の成分についても再検討する必要がある

y=1.0175x+0.1137

3 4 5 6 7

実測値

図 1 pHの検量線結果

1164-



y=0.8173×+0.2419

(%
)撃
地
盤

1 実測値(%) 1･5

図2 TCの検量線結果

y=0.9008x+0.0134

0.13

実測値(%)

図3 TNの検量線結果
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研究の日和

'NIRによる土壌成分の測定の可能性を

検討する

'測定可能と判断された成分について検量

線を作成する

●簡易測定が可能であれば､NIRを利用し

たシステムを検討する

サトウキビにおける圃場診断

圃 場中堅担三㌢] 乎 ~汗栽培マニュアル

(三割ジュースだけで判断できない場合

[互 垂 直 ] 研究方法

･南大東島土壌 90サンプル(1999年3月採取)

･北大東島土壌 60サンプル(1999年 3月採取)
1サンプルは1由蟻につき対角線状に5点採取し.混合した土壌

●,.I--●●●-●■■帝大来島サンプリング囲犠 北大粟島サンプリング囲瑞

化学分析用の使用機器

･Ⅰcp(高周波プラズマ発光分析装置)

B.Mg.ALSi.P,S,Ca,Mn.Fe.Cu,Zn,Mo,
Na.K

･p -タ 浸出液()cp.p日.rTIC)
pH

･ECメータ 土と超純芋.‥5で混合振とう(1時間)1吸引ろ過

EC

･N.Cアナライザ

TN.TC
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研究の流れ

サンプリング l
/ ＼▲

化学分析 l 近赤外線吸光度jI定I
◆ ▲

データ編集 l
⊥

検量線計算 [
⊥

検Jt線評価 I
⊥

検I繰確定 [
▲

TNの検量線と推定(乾土)
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TCの検量線と推定(乾土)

7

15 ...∴,_I;/,.:.= ...''J'' '''E J0!lo5 1実JlLI..一事5 2乾土におけるCの散布図(二次取分 ) -7('9油5×▲2日7コ4nm)◆73H5_5XA4(2l仙nrn)

TNの検量線(風乾土および浸出液)J
○l一

sE阿 Hm t TN(%)=-2.OH272-167174xAl(t722nm

○I●J(m =-lHyHrTI 一. ./ +川 2F'34XA2(12ltlnn)

･//' 8.. ..ノ ′/.' +7t)524.lXA3()342nm)-1549.21×入4(2O22nm)
三 一.,,>て:..-
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一一 ,,--N(%)=(1,14"H5十日t)46.7xAI(1224nm - - .I. 一 . … =… 1
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+25()H3.5×^3(ー7Onnm)
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pHの検量線と推定(乾土)

7

/′6 I≡, I,;i//..IJ +.16fILll4×◆lT935IUX◆l3丁771×-3:!ポ79tNXAユ(15日iJ'rn)xA3tは44nn)A5日リ4fhm)Aq21uhrTl)xA7(331)8nm)
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含水率の検量線と推定

15 ●/′10蓋 ,./くけ

亡 5 .〆 sE,=n.ヱ54

0

0 5 10 15実jhG)(%)

含水畢(%ー=3.962仙 -4967tHXAl(147日nm)

･('7日77.LXA2(1リ38のm)
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入江R芽柳 L.た鹿汁のJJ

多戯 道産膚静収着システム
の願

琉球大学農学部

上野正実.川満芳信.○平良 英三

NⅠRの主な特長

(1)測定が迅速である

(2)化学分析に比べ,熟練した技術

が不要である

(3)検量線があれば,同時に多項目

沖縄県のサトウキビ生産の推移
…一一総生産暮 --ケ 単位収土 -ー 収7*面積 .

】)JItIMー!50■.⊂*HiltI0-年l50BIDDBl 2541PD王.i一.■-5Dさせ■loo,1⊥K:,.岳叫■I

A.Lr1̂f
畔恥べ｣_

･;tt杓こ,.i.,7,～,li-.二､,t.j壷L,

研究 目 的

(1)NIRによる定量分析のための

煮汁成 分の検討

(2)煮汁成分の化学分析値から

NIR測定のための検量線作成

(3)迅速計測-の応用システムを

検討

-169-



研究方法

(1)NIRを用いて煮汁の

吸光度を測定する

(2)煮汁中の成分量を測定する

(3)重回帰分析より各成分の

検量線を作成する

(4)検量線の精度を確認する

測定成分

･HPLC(高速液体クロマトグラフィー)

Sucrose′ G山cose′ F｢uctose

･IC(イオンクロマトグラフィー)

NH4十′ NO3~

･ICP(高周波プラズマ発光分光分析)

B′Mg′AL Si′ P′ S′ Ca′ Mn

Fe′ Cu′ Zn′ Mo′ N∂′ K

つ煮汁の吸収スペクトル
;r Ti.⊆垂 〕 E

tE)2栄昏 10L e J U0

供試材料

《1999/2000年期採取》

南大東島(定点サンプリング圃場)

60サンプル

北大東島(定点サンプリング圃場)

41サンプル

琉球大学附属農場

40サンプル

検量線の作成と評価

煮汁中の成分含有量
【1000ppm以上】

Sucrose,Glucose,Fructose,K,S

【1000ppm以下】

Mg, P, Ca

【1_00ppm以下】

NH4+,Na, Si

【10ppm以下】
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t検定による検量線の評価

1%レベル

Sucrose, Glucose, Fructose,

K,P.Ca,Mg,Na,S,NH4+

5%レベル

ミネラルの吸収スペクトル
KCI+KNO3-H2.0

波長(nm)

圭とめ

･NIRによる定量分析の可能性があると
判断されたのはSucrose**,G山cose**

.Fmctose**,K**,Mg**′S**′

P**,Na**′NH4十**′Si*であった

･検量線が作成できれば製糖工場での
オンライン計測が可能であり,農家へ

情報を提供することができる
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