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NIRとGISを活用したさとうきび営農支援情報システム

1.はじめに

｢島峡｣は陸続きの地域とは様々な意味で異質な特徴を持ち,沖縄を始めとする南西諸島

の農業は島峡環境の中で営まれている.この ｢島峡農業｣の最大の特徴は,島唄の小規模性

とさとうきびを中心とする畑作農業の構造にある.規模が小さいために周辺海域の影響を受

けやすく,とりわけ,夏場は干ばつや台風が多く,冬場は季節風の被害を受ける.さらに,

開発行為や過剰な農薬使用などに非常に脆弱である.これはこの地域特有の土壌の性質によ

るところも少なくない.このために島峡農業においては ｢防災｣と ｢環境保全｣の視点を持

つ必要がある.水田は皆無に近い状態であり,さとうきびを中心とする畑作農業が主体とな

っている.さとうきびは沖縄農業における基幹作物として,地域の経済を長年支えてきた.

大半の島の産業は農業に依存しているが,地域経済に対するさとうきびの波及効果は 4.3倍

もあり,その影響は極めて大きい.さとうきびは気象災害や干ばつなどの環境ス トレスに対

する耐性も高いために,島峡環境に最も適した作物である.例えば,昨年 9月に宮古島を襲

った大型台風 14号は産業や生活に甚大な被害をもたらした.さとうきびも例外ではなかった

が,1カ月後にははば回復 し,最終的には例年と同程度の成績をあげた.これに対して熱帯

果樹などは頑丈な鉄骨ハウスで栽培されているにもかかわらず深刻な被害を受けて,今でも

その影響を弓は ずっている.しかしながら,農家の老齢化,低価格による収益性の低さ,零

細経営などにより,関係者の懸命の努力にもかかわらず減産傾向が続いている.また,平成

6年度より重量取引から品質取引制度に移行し,増産とともに品質向上が重要な課題となっ

ている.このような傾向はあるものの地域社会とりわけ離島社会におけるさとうきびの重要

性は誰もが認めるところであり,その再生に向けて有効な具対策を早急に講ずる必要がある.

収益率の低いさとうきびで果たして可能であろうか?

2.ITとバイオマスによるさとうきびの再生

この課題は従来より継続的に模索されてきたが,有効な解決策を見出せないのが実情であ

った.さとうきびの生産実績をみると,これまでの平均単収は 7トン/10a弱ではば横ばい

の状態で低迷している.世界的な水準から見ると中位にあり,決して優れているとは言えな

い.しかしながら,平成 11年度のさとうきび競作会では夏植で 24トン/10aを記録してお

り,平成 12年度は 16トン/10aで甘庶糖度は 15.8%であった.これらの実績からも明らか

なように,さとうきびは本来バイオマスの生産性すなわち光合成能力が極めて高く,大気中

C02の吸収体として優れた能力を発揮する可能性がある.この能力を最大限に発揮させるには,

それを阻害している各種の要因を正確に把握し,適切な措置を施すことが重要である.これ

によって,増産や高品質化が可能になり,無駄な資材利用を抑制することによって環境保全

につながり,また農家の生産意欲の向上にも効果的である.その結果,さらに多くの情報が

集まるようになり,全体的に良い方向に作用する好循環ループが形成される.情報の利用で

は,必要なデータをいかに効率よく集め,有用な情報に変換するかがポイントになる.すな

わち,圃場,作物,土壌などの情報を収集 ･分析 し,営農を支援するための情報システムの

構築が必要である.

収穫したさとうきびはすべてが製糖工場に集められ砂糖に加工される.したがって,砂糖

の原料としてだけでなくバイオマスとしてみると,他の作物にない大きな利点をもっている.
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絞 りカスであるバガスは製糖工場の燃料としてコ-ジェネが行われているが,その他にも多

くの用途を持っている.筆者らはこれを炭化 して温暖化対策に利用するプロジェクトを推進

している (バイオ ･エコシステムプロジェクト).また,環境省の主導で糖蜜をアルコール化

してガソリンに3%混合する ｢E3プロジェクト｣も進められている.｢バイオマスニッポン

総合戦略｣において,温暖化対策の一環としてバイオマスが注目されている中で,さとうき

び再生の有効な手段が見えてきた.バイオマスとしてさとうきびを利用するには,まず十分

な量を確実に生産する必要がある.ややもすると,｢利用｣にのみに目が行きがちであるが,

｢生産｣を忘れると一方的な収奪となり,悲惨な結果に終わってしまうのがおちである.隻

産と調和 した環境対策すなわちバイオマスの利用が重要であり,それを実現するには情報が

不可欠である.

3.品質取引制度を利用した情報収集システム

しかしながら,低価格で零細性の強いさとうきびにおいて,このような情報を扱うシステ

ムの構築は想像以上に困難である.特に難しいのは情報の収集であるが,その突破口が意外

なところに出現した.平成6年度よりさとうきびの売買がそれまでの重量取引から品質取引

制度に移行した.この制度では,工場に原料を運搬するすべての トラックからサンプリング

して品質 (甘煮糖度)を NIR(近赤外分光法)で測定 し,それに応 じて価格を決定するよう

になった.この制度によって,毎年,すべてのさとうきび圃場の品質情報が自動的に集まる

ようになった.すなわち,さとうきび自体が情報のメディアであり,品質取引制度をさとう

きび畑の情報収集システムあるいはモニタリングシステムと見なすことができる.沖縄県の

耕地面積の半分程度でさとうきびが栽培されることを考慮すると他に類のない大規模な情報

システムを確立するポテンシャルをもっていることがわかる.土壌分析を例にあげるまでも

なく,農業に関連する情報収集には膨大な手間やコス トが必要である.品質取引制度はこれ

らを省略できる点で極めて大きな意義をもっている.したがって,品質データが価格を決め

る単なる数値ではなく,IT農業を展開するための基本データであることを認識すると,シス

テム構築に向けた新たな展望が開けてくる.

これに関しては,(社)沖縄県糖業振興協会に品質データが蓄積され,すでに約 190万レコ

ー ドを超えるデータベースとなり,"沖縄農業の宝"となっている.後述するが,NIRのもつ

多機能性を利用すれば,さとうきびから品質 (糖度)以外の情報を収集できる.さらに,さ

とうきびから圃場の状態を推定して役立てようというアイデアがでてくる.すなわち,IT農

業の展開に必要な基本情報を得る可能性を秘めてお り,これをベースにした IT農業システム

を ｢デージフアーム｣を称している.県内全域をカバーするシステムを構築することも可能

であり,農家が知的な営農を行うための情報支援を行うことができる.｢農産物の品質｣は本

莱,収穫後の流通や消費における品質保証すなわち ｢品質管理｣のために測定されてきた.

言い換えると選別もしくは ｢差別化｣のための品質評価であり,さとうきびの品質取引制度

もその例外ではない.しかしながら,高品質の農産物は流通以前の圃場段階で作られるもの

であり,この段階を改善しないことには高品質化はできない.したがって,品質情報は圃場

段階の改善すなわち ｢圃場における品質管理｣に活用して始めてその真価を発揮する.デー

ジフアームは圃場から流通 ･消費に至る一連の過程を通した ｢一貫品質管理｣を目指すもの

であり,昨今の ｢トレーサビリティ｣はすでにその中に組み込まれている.工業製品におけ

る品質管理と LCA(LifeCycleAssessment)の農産物版,または ｢精密農業 (Precision
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Agriculture)｣とも関連している.さとうきびの品質取引がすべての発端である.

かつては農家 (篤農家)自身が高度な IT機器であり,今日とは形態こそ異なるが必要な情

報が処理され,農村には濃密な情報ネットワークが形成されていた.しかしながら,世代交

代,農家数の減少,規模拡大などによって,このような情報処理機能は大きく衰退しつつあ

る.これを補うのが現代の ITであり,営農技術の伝承や合理化には欠かせないツールとして

注目されている.その中でもさとうきびのような広範囲をカバーできるシステムは他には例

がない.収穫された農産物の品質情報を用いる情報システムは,他の作物や地域においても

適用できる極めて汎用性の高いシステムである.システムの開発 ･実用化に関していくつか

の事業化が可能になり,ITは沖縄県における経済振興政策の柱のひとつとして位置付けられ

ているが,それには具体的なアプリケーションが必要であり,その意味でも今後の幅広い展

開が期待される.

4.NIRの活用と高度化 (多成分迅速計測)

品質取引制度の導入において NIRを品質測定に採用したことは極めて大きな意義をもって

いる.当時から品質評価にNIRを使用することは多くの分野で試みられていたが,取引に用

いたのは始めてであった.同じ甘味資源作物のビー トでは,さとうきびより先に品質取引制

度を導入されたが,糖度測定には従来の旋光糖度計が使用されている.NIRのメリットはい

ろいろあるが,多成分を同時に測定できる点が大きな利点である.すなわち,情報収集シス

テムとして極めて優れた特徴を看していることである.NIRの導入と定着化は関係者の先見

性と多大な努力の賜物であり,この功績はいくら評価 してもし過ぎることはない.

上述のような品質取引制度を利用した生産支援情報システムの構想および関連する研究を

開始したのは昭和 63年からであった.最初はNIRで得た品質情報をデータベース化 して解析

する内容が中心であった.NIRの機能を高度化して,より高度に生産支援に活かすための基

礎研究は,南大東島のさとうきび農業振興に向けての ｢糖度向上 ITプロジェクト｣として平

成 7年度より実施 してきた.このプロジェクトは,作物学,土壌学およびシステム学の組み

合わせでスター トした点に大きな特徴があった.加えて,多くの関係者の多大なる支援によ

ってプロジェクトは順調に成果を上げ,その後,範囲を拡大しながら今日に至っている.こ

のプロジェクトでは,

① 糖度 (糖生産)に関与する要因を見出すために,ICPなどを用いてジュース,土壌お

よび葉片中のミネラル成分を分析 し,相関関係を分析した.

② その結果に基づいてポット栽培試験 (琉大内)および圃場栽培試験 (南大東島)を実

施し,糖度に及ぼす要因の確認を行うとともに,品質向上および増収技術の検討を行

った.

③ ジュースなどの成分を現場で計測するために,NIRの特性を活かして複数の成分を同

時に,かつ,迅速に計測する技術を検討した.

これらの技術を実用化するポイントは③である.これが可能になれば品質取引で使用され

ているNIRをそのまま用いてミネラル成分などを全サンプルについて測定 し,これをベース

に｢一筆管理｣システムを実現できる.そこで,ジュース中のミネラル成分の計測を試み,P,
K,Mg,Caなどを満足な精度で計測する技術を検討した (科研費 HIO～H12:基盤研究 (B)).

その後,平成 12年度から ｢多機能NIRの実用化に向けた南大東プロジェクト｣を開始し,大

東糖業㈱内の品質評価ラインに開発したシステムを設置し,日常業務で取 り扱われるすべて

のサンプルの計測を試みた.3年間にわたる研究によって,すべての品質評価用サンプルの
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ジュース成分を現場で迅速に計測する技術をほぼ確立することができた.

はば同時進行であるが,これらの成果を踏まえて,公募型研究事業 ｢先端技術を活用した

農林水産研究高度化事業｣に提案した ｢NIRと GISを活用したさとうきび営農支援情報シス

テムの実用化 ･定着化｣が採択され,後述のような実用化研究を実施 している (H14-H16).

さらに,品質取引制度導入後 10年経過 し,機器などの更新時期に備えて ｢品質取引低コスト

化推進事業｣が実施されている.ここではジュースから品質を測定する従来の方法に対して

搾汁前の細裂試料から測定する方法も検討されている.もし新しい方法が採用されればさと

うきび中のNおよびCの測定項目に入 り,より精度の高い栽培支援ができる可能性がある.

さとうきびの品質取引とNIRの利用を,一ヶ所に集荷する農産物の品質評価システムとし

て拡大すれば,多くの作目や他の地域に対しても容易に適用できる.品質評価とともに生産

管理にそのデータを活かすアイデアは,ミカンなどいくつかの分野で試み始められている.

すなわち,このシステムが広範な普遍性をもち,有用であることを意味している.マンゴー,

パパイヤ,パイナップルなどの熱帯果実の品質評価に NIRを適用する研究も進み,基礎研究

から普及段階に入ったと言える.さらに,計測器を圃場に携行するモバイル時代に入りNIR

の可能性はますますの広がりを見せている.

5.NIR-GISシステムの概念とその構築

ところで,NIRで得られる品質データおよび成分データは数値データであり,そのままで

は非常に扱いにくい.農家はこのような数値をみても容易には理解できない.このような膨

大なデータから有益な情報を得る基本的なツールがGIS(地理情報システム)である.GISは

数値化された地図をベースに様々なデータをその上に展開してデータベースの解析を行うツ

ールである.農業に関する情報は大半が土地に付随したものであるために,空間分布を扱う

GISはその解析には最適のツールと言える.加えて表示機能が非常に優れているので,農家

に強烈なインパクトを与えることができる.上下水道やガスなどのパイプラインおよび電力

や通信ラインの管理を始め,土地に関連する管理業務を中心に普及が進んでいる.

一方,GISの農業への活用はまだ始まったばかりであり,農業委員会などの台帳管理に限

定されているのが実情である.これを生産や営農に役立てるには,解析機能の付与を始め,

多くの工夫が必要である.地図上に展開すべきデータがなければ GISは何の役にも立たない

が,データが自動的に集まる品質取引制度とNIRとの組み合わせはまさに打ってつけである.

デージフアームでは一筆管理を基本としているために,まず南大東島 ･北大東島の数値圃場

地図の作成から始めた.これには地形図や地籍図の他に空中写真や衛星画像を利用している.

特に IKONOS衛星画像のような高精度画像が得られるようになってから数値地図の作成や更

新に役立っている (高いのが難であるが).つきに,数値地図上に糖度や単収を始め,作型,

品種などをマッピングして,空間分布の解析を行った.北大東島に関しては 6年間の品質情

報をマッピングでき,時系列解析も可能な段階に入りつつある.さらに,上述の NIRで計測

したミネラル成分のマッピングもできたので,一筆単位の ｢施肥の成分管理｣の段階へと進

みつつある.

これらをシステム化 して,一筆単位の圃場管理ならびに地域営農支援のために,｢NIRとGIS

を活用したさとうきび営農支援情報システムの実用化 ･定着化｣において,NIRとGISを中

心とする情報システムの実用化,栽培改善 ･営農完全のためのソフトウエアの開発とその定
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着化を図る.その概要は次の通りである.

① 本システムの構築 : NIRで情報収集を行い,GISで解析 した結果を農家等にフィー ド

バックするシステムを開発し,南大東島で実用化試験を行う.

② GPSによるマッピング支援システムの開発 : 運搬 トラックにGPSを搭載 し,収穫作業

を行った圃場位置を確定 して効率的で正確なマッピングを支援する.

③ さとうきび営農支援用GISおよび農家への情報提供システムの開発 : さとうきびの特

性に合せた営農支援用 GISを利用して情報を農家に効果的に提供するシステムを開

発 ･実用化する.

④ 庶汁ミネラル成分の検量線確定と土壌ミネラル成分との相互関係の解明 : NIRの多機

能化を図り,庶汁ミネラル成分をオンライン計測するための検量線を確定する.庶汁ミ

ネラル成分をベースに施肥管理を行うために,土壌ミネラル成分との相関関係を解明す

る.

⑤ 栽培改善マニュアル,営農改善マニュアルの作成 : 本システムで得られる情報とこれ

までに蓄積された膨大な知識等に基づいて栽培改善 ･営農改善マニュアルを作成する.

畑作への GISの利用における難点は年や季節によって作目などの変化が大きく,さとうき

びにおいては作型の推移とともに一筆内でも栽培区域が変わることである.すなわち,分筆

や合筆がめまぐるしく,その実態の把握が困難で,数値地図の更新を必要とする.より基本

的な問題として,実際の圃場とそこから搬入される原料,その原料から得られる品質データ

およびジュース成分データと数値圃場とのリンクの問題である.これはなかなかの難問でGIS

の活用上,最大の問題点となっている.そこで,運搬 トラックに簡易な GPSを搭載して圃場

の特定を行うシステムを検討中である.南北大東島のように運搬 トラックがハ-ベスタの伴

走車として圃場内を走行する場合にはこのシステムで圃場の特定ができることを確認できた.

これに対して,手刈の地域では トラックは道路上に停車するので,圃場を完全に特定するに

はいまひとつ工夫が必要である.

GISによるマッピングが現場でどの程度,可能かについて検討 してみた.伊良部島では

10,000筆程度の圃場でさとうきびが栽培されている.IKONOS衛星画像を用いて数値圃場地図

を作成し,システムを製糖工場の秤量所に設置して,担当者が トラックの運転手から圃場の

位置を確認してマッピングした.忙しい日常業務の合間であったが,1/10程度の圃場につい

てマッピングできた.データと数値圃場のリンクについてはいくつかの課題が残っているが,

最終的にはサンプルが NIRを通過すると同時にマッピングが完了するオンラインシステムを

実現させたい.

6.むすび

NIRを中心とする光センシング技術の発達や機器の小型化に伴って新 しい利用技術が開発

されつつある.その非破壊性によって,マンゴーやゴーヤなどの収穫適期判断や栄養診断な

どへの利用が期待される.土壌分析-の応用については解決すべき課題も多いが,部分的に

有望な結果も得られている.さらに,市場や消費者噂好のモニタリングに使用できる新たな

システムの検討が必要である.正確な情報を得たら,その次は的確な行動 ･対策すなわち営

農の根幹をなす部分が求められる.その意思決定に GISが役立つことは上述の通 りである.
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ここで述べた情報システムは,営農の評価にも活用できるので,営農技術の高度化にもつな

がり,最初に述べた好循環の形成にも役立つ.IT自体はあくまでもツールであるが,このツ

ールは強力なポテンシャルをもってお り,これをいかに使いこなすかは私達の基本姿勢にか

かわる問題である.ひところのブームは去ったが,これから本当の IT化が始まる.ITを使

いこなす "Idea Technology"の展開が求められる.バイオマス利用との ドッキングがうま

くできればさとうきびにも新たな展望が見えてこよう.
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