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 今 月 の 農 政 情 報  

 

「農業とＳＤＧｓ」 

１ はじめに 

SDGs(持続可能な開発目標)については、今月の技術と経営 第 534 号(平成 30 年 4 月)

で紹介しているが、SDGs とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための 2030アジェンダ」にて記載された 2016年から 2030年までの国際目標である。

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール(目標)から構成され、「誰一人取り残さな

い」ことをモットーとしている。 

今回はまず、SDGs にかかわる動きをいくつか紹介し、さらに農業での SDGs の取組みに

ついて考えていきたい。 

 

☆政府はどんなことをしているか？ 

2016 年 5 月 20 日に内閣総理大臣を本部長、副本部長を内閣官房長官と外務大臣、本部

員を他の全ての国務大臣とする「持続可能な開発目標(SDGs) 推進本部」を内閣に置いた。

続いて「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」(2016 年 12 月 22 日 SDGs 推進本部決定)

を策定し、これに基づいて「SDGs アクションプラン」、「拡大版 SDGs アクションプラン」

を策定して、実施を推進している。 

各省庁の動きでは、2018 年 6 月に環境省が「すべての企業が持続的に発展するために

―持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド―」の本編及び資料編を公表し、2019 年 5 月に

経済産業省が「SDGs 経営ガイド」を公表した。 

各省庁のホームページには、SDGs の特集ページが作られていて、農林水産省では「農

林水産業×環境・技術×SDGs」、「SDGs×食品産業」というページを開設している。 
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☆企業はどんなことをしているか？ 

(一社)日本経済団体連合会(以下、経団連)は、2017 年 11 月 8 日に Society5.0 の実現

を通じた SDGs の達成を柱として、「企業行動憲章―持続可能な社会の実現のために―」

を改定した。憲章本文には SDGs の語はないが、SDGs の目標や具体目標(ターゲット)に取

り組む内容が盛り込まれている。経団連が持続可能な社会の実現にかじを切ったことを

宣言したものと理解できる。 

企業行動憲章に盛り込まれたことから、我が社も SDGs に取り組まなくてはというきっ

かけでスタートをした企業も多いようである。しかし、取り組むうちに「自分ごと」と

して取り組むようになった事例も多いようだ。 

欧米では既に、ESG 投資 1)により企業が SDGs に取り組むことが大きな流れとなってい

る。わが国では大企業が公表する「統合報告書」の中で、ESG 投資への対応として SDGs

への取り組み状況を示すことが多い。  

 

☆SDGs の認知度 

経済産業省関東経済産業局が 2018年 10月に実施したアンケート調査「中小企業の SDGs

認知度・実態等調査」(本社が 11 都県にある中小企業の代表取締役対象、回収数：500 社)

では、中小企業の SDGs 認知度は 15.8%であった。 

株式会社電通が 2019 年 2 月に実施した第 2 回「SDGs に関する生活者調査」(全国 10～

70 代の男女対象、回答者 6,576 名)の結果によると、SDGs の認知度は全体で 16.0%であっ

た。 

朝日新聞社が 2019 年 8 月に実施した第 5 回 SDGs 認知度調査(東京・神奈川に住む 15

〜69 歳が対象、回答数 3000 名)の結果によれば、「SDGs という言葉を聞いたことがある

か」という質問に対して、「ある」が 27%となり、初めて 20%を超えた。どの世代も 20％

を超えたが、若い世代での伸びが大きい。職業別では、いずれの職業でも伸びているが、

学生の伸び幅が最も大きい。徐々に SDGs の認知度が向上していると思われる。 

SDGs は学校教育でも取り組まれている。ESD(Education for Sustainable Development: 

持続可能な開発のための教育)について取り組むことが学習指導要領等で定められてお

り、このことが前述のアンケート結果で学生の伸び幅が最も大きかった理由と考えられ

る。 

 

☆農業での SDGs 取組み 

農業での SDGs の取組みとして、食品産業や環境という切り口は理解しやすく、また、

取り組み方などについても考えやすい。 

農林水産省のホームページに示されている「農林水産分野と SDGs とのかかわり」とい

う資料には SDGs の 17 の目標のうちの 16 について農林水産省としての取組みが例示され

ている。農業生産に関係する取り組みは以下の 7 点である。 

目標 2： 持続可能な農林水産業の推進、栄養改善に関する国際協力 

目標 5： 農林水産分野の女性の活躍 

目標 7： 農山漁村の資源を再生可能エネルギーとして活用 

目標 8： 農林水産業の成長産業化、農山漁村の活性化 

目標 9： スマート農林水産業の推進によるイノベーション創出 

目標 10： 条件不利地域で農業生産活動を行う農業者の支援 

目標 13： 農林水産分野における温室効果ガス削減技術の開発 

目標 9 のスマート農業については、経団連の「Society5.0 for SDGs」にも「目標 2: 

IoT、AI、ビッグデータを活用したスマート農業により、食糧生産を増大」と取り上げら

れており、特に重要な要素となっている。 
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目標 13 の温室効果ガス削減については、意外と知られていないようだが、農業も温室

効果ガスの排出源となっている。例えば、メタンガス発生は水田から、また牛の胃から

かなりの量が発生している。環境省の速報値によれば、わが国でのメタンガス排出量の

77％が農業(家畜の消化管内発酵、稲作等)由来、16％が廃棄物(埋立、排水処理等)由来、

4％が燃料の燃焼由来で、農業が大きな割合を占めている。 

SDGs に取り組む第一歩は、これらの事実を正しく認識することである。そして「目標

13：温室効果ガス削減」の立場から、どうしたら削減できるかを考える。考えず、行動

もしないことは「未来の世代＝今の子供たち以降の世代の分の資源の食いつぶし」であ

って、バトンを渡す側のエゴであるとの認識が大切である。引継者＝若い世代から若く

ない世代に対して、痛烈な批判の声が上がっていることは、ご存知と思う。 

同時に、ほかの目標、例えば、「目標 2: 飢餓をゼロに」の立場からは、農業生産を

持続し、高めることが必要であるから、2 つの目標について、Win-Win となるような行動

を考えていく必要がある。このことを考えるときには、未来のあるべき姿を忘れないバ

ックキャスティング 2)という考え方が大切である。 

今、私たちが変わらなければ、「安心して住める地球」を次の世代に受け渡すことが

できない、という危機感が SDGs の根底にはある。実現できるかではなくて、実現しなく

てはならないという赤信号が点灯したという認識を、すべての人が共有する必要がある。 

先日、気候変動適応関係のセミナーに出席したところ、世界では Climate Change(気候 

変動)ではなくて、Climate Emergency/Crisis(気候 非常事態／危機)であると認識して

いると聞いた。まさに、SDGs の根底にも同じ危機感がある。 

持続可能な社会を作る取組みは、官民だけでなく、国民全員が取り組む必要がある。

一人一人の身近な取組みは、考え方や置かれた環境などにより様々であるため、SDGs を

正しく理解した取り組みが重要である。まずは SDGs を正しく理解し、考えることがスタ

ートである。 

 

用語解説 
1)ESG 投資：環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に配慮

している企業を重視・選別して行なう投資のこと。 
2)バックキャスティング：未来のあるべき姿を常に忘れないで考える方法。 

 

参考資料 

SDGs 入門 (日経文庫) 

社会を変える投資 ESG 入門(日本経済新聞出版社) 
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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  

これまでの気象経過 

◆ １２月上旬～１２月下旬の概要 

岐阜地方気象台速報  

１２月上旬は、冬型の気圧配置や気圧の

谷の影響により曇りの日が多くなった。平

均気温は岐阜、高山とも平年並みとなった。

降水量は岐阜は平年並み、高山は少なくな

った。日照時間は、岐阜、高山とも少なく

なった。 

１２月中旬は、前半は高気圧に覆われて

晴れた日が多くなったが、後半は気圧の谷

や前線の影響により曇りや雨の日が多くな

った。平均気温は岐阜・高山ともかなり高

くなった。降水量は岐阜は多く、高山は平

年並みとなった。日照時間は岐阜は少なく、 

高山は平年並みとなった。 

 １２月下旬は、天気は周期的に変わった。

低気圧や前線の通過後は一時的に冬型の気

圧配置となった。平均気温は、岐阜、高山

ともかなり高くなった。降水量は、岐阜、

高山とも多くなった。日照時間は岐阜、高

山とも平年並みとなった。 

  

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 １月１１日～２月１０日までの天候見通し  

名古屋地方気象台１月９日発表  

 平年に比べ晴れの日が少ない見込みである。岐阜県山間部では、平年に比べ曇りや雪

の日が少ない見込みである。向こう１か月の平均気温は、高い確率７０％である。降水

量は、平年並または多い確率ともに４０％である。日照時間は、少ない確率５０％であ

る。週別の気温は、１週目は高い確率８０％である。２週目は、高い確率６０％である。

３～４週目は、高い確率５０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は高気圧に覆われて晴れる日もあるが、

低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめは雨の降る日がある見込

みである。岐阜県山間部では、低気圧や寒気の影響で曇りの日が多く、雪や雨の降る日

がある見込みである。２週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。岐阜県山

間部では寒気の影響が弱く、平年に比べ曇りや雪の日が少ない見込みである。３～４週

目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みである。

岐阜県山間部では寒気の影響が弱く、平年に比べ曇りや雪の日が少ない見込みである。 

 

2019～2020 年 冬作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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１ 麦  類 ～暖冬対策～ 

 

 今年は 10 月以降、播種作業期間の気温が平年より高く、10 月には台風や熱帯低気圧の

影響による降雨が断続的にみられ、11 月以降は降水量も少なかったものの播種作業はや

や遅れ気味に進んだ。12 月以降も気温は平年並から高い暖冬傾向が続いている。この間

麦の出芽は順調で、その後の生育（草丈・茎数・葉令）は平年並から旺盛となっている。 

 １月から３月までの天候見通しは、平均気温は高い確率が 50％とされており（東海地

方３か月予報：名古屋地方気象台 12 月 25 日発表）、暖冬傾向を思わせる予報となって

いる。 

 暖冬傾向が続くことにより、特に播種期が早く平年より葉令が進んでいるほ場では茎

立ち期（主茎の稈長が２cm になる頃）に入るのも早まることが考えられ、茎立ち期以降

は降霜による凍霜害が心配される。また現在茎数が非常に多いほ場や葉色が濃いほ場で

は急激な茎数の低下が心配されるため、今後の麦の生育の様子を注視する。 

 

＜凍霜害について＞ 

(1) 凍霜害のメカニズム 

 ・凍霜害は、幼穂分化から出穂までの長期に亘り発生し、幼穂凍死および穂の奇型や

部分不稔など主に穂に現れ収量に直接影響する。 

 ・幼穂凍死は、茎立ち期以降に節間伸長を始め幼穂が地上に押し上げられて、そこで

低温に遭遇すると発生する。また、稈長５cm 程度以上になると幼穂の発育程度に関

係なく凍死が見られる。 

   幼穂凍死の温度（幼穂位置の温度） 

   小麦：幼穂長２～10 ㎜頃の幼穂位置の温度－２℃以下、幼穂長 20 ㎜頃に０℃以下 

   六条大麦：幼穂長７㎜以降に－４℃以下 

 ・出穂前８～10 日頃に－１～－1.5℃の低温に３～４時間遭遇すると花粉不稔が発生 

  する。 

 ・開花期頃に＋２℃程度の低温でも持続時間によってはかなりの不稔を生じる。 

 ・幼穂付近の温度は、穂の地表面からの高さにより気温より低温となっていることが 

あることに注意。 

(2) 品種並びに栽培方法による被害の差 

 ・幼穂凍死の品種間差異は、節間伸長の早晩に密接に関係する。つまり秋播性程度が

低いほど節間伸長開始時期が早く、低温に遭遇し凍霜害が発生する傾向がある。 

 ・小麦は、大麦に比べ幼穂分化程度の割に稈の伸長が大きく、凍霜害の危険性が高い。 

   小麦品種の秋播性程度 

   タマイズミ（播性程度Ⅱ） ＜ イワイノダイチ・さとのそら（播性程度Ⅳ） 

 

＜今後の技術対策＞ 

(1) 凍霜害回避のための踏圧作業 

 ・踏圧のねらい：節間伸長(茎立ち)時期の遅延 

  麦踏みは、根張りを良くし麦を硬化させることで耐寒および耐乾性を高め、凍霜害 

の回避や倒伏防止、有効茎の確保に有効。さらに分げつ促進の効果がある。 

 ・実施時期と回数：作業開始（本葉３葉期）～茎立ち前（２月上旬)に行う。 

  茎立ちの高さ１cm 以下で幼穂長１mm 以下の場合は、踏圧作業は可能と考えられるが、 

冬期においても低温で降水量が多い地域では、凍上害よりも排水不良が問題となって 

おり、１回のみの実施とする。 
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 ・踏圧方法：麦踏みローラーはゆっくり走らせる。 

  土壌水分が高いときの麦踏みは、土が締まって根張り及び排水性も悪くするので厳 

禁である。 

ただし、土壌が乾燥している状態であれば、トラクター車輪による踏みつけの害はほ 

とんどない。 

 ・低温に遭遇した時の対応 

  ａ．主な地域の生育状況と穂の状況を品種別に確認する。 

  ｂ．凍霜害の程度が小さく生き残った穂の充実を図ることとする。幼穂の大部分が

凍死し、遅発茎を確認した場合には、速効性の硫安等を施用（窒素成分：2.0kg/10a）

し、穂の養成を図る。 

  ｃ．「イワイノダイチ」は「タマイズミ」に比べ茎立ちしにくいが、早期播種によ

り生育の前進がみられる場合は減数分裂期以降の凍霜害の危険性は同様であり、

生育の様子を注視する。 

 

(2) 雑草対策 

 ・播種後に散布した除草剤（土壌処理剤）は、30～40 日で残効が無くなっている。ま 

た今年は暖冬傾向であり、今後スズメノテッポウやヤエムグラなど雑草の発生が目立 

つことが危惧される。雑草の発生が確認された場合は生育の中盤以降に使用できる除 

草剤により除草する。 

その際は、必ず使用時期や使用量等を確認する。 

 

(3) 排水対策 

 ・暖冬年は一般的に雨が多いとされ、十分な管理作業が出来にくいことがある。その 

ため生育への悪影響の回避と、確実な適期作業が出来るよう排水溝の整備を常に怠ら 

ないようにする。 

 

(4) 追肥並びに穂肥 

 ・麦は、水稲のように栄養生長から生殖生長に変わる転換期があるわけではないため、 

通常は主茎が７葉期に達した頃（２月下旬～３月中旬頃）に穂肥を施用する。 

 ・今後、暖冬により生育量（茎数）がさらに繁茂気味となり、葉齢が平年より進むよ

うならば、リニア型被覆尿素肥料の肥効の持続性が懸念される。そのため、追肥の

時期を早めることや追肥までのつなぎ肥を施用することが必要になるため、生育の

様子を注視する。 

 

２ 果 樹 

～生育結果～ 

県内の主要な落葉果樹の収穫が終了した。カキの主力品種「富有」は現地の出荷ピー

クが 12 月上旬となり近年になく遅れ、果実は小玉傾向で糖度は平年並みであった。また

「袋掛け富有」の出荷は 12/10～19 の期間に行われ、露地ものと同様やや小玉で着色の

紅がやや薄い傾向であった。11 月が好天であったため、ヘタスキやヤワ果は少なく、果

実品質は良好であった。リンゴの主力品種「ふじ」も柿と同様に着色が遅れたため収穫

始めは平年より 3 日遅くなり、果実重は大きくなったものの、果実硬度は低く、蜜入り

は少なく、未熟果が多かった。 
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表１ カキの生育相（農業技術センター） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2019 3/2 4/5 5/17 5/18 5/21 10/7 10/15 10/17 283 18.6

2018 3/11 3/28 5/10 5/11 5/15 10/1 10/9 10/10 282 15.5
平年 3/14 4/5 5/17 5/18 5/21 9/30 10/5 10/10 266 16.9

太秋 2019 3/10 4/9 5/18 5/19 5/21 10/23 10/29 11/11 338 16.0
2018 3/13 3/31 5/10 5/11 5/16 10/16 10/18 10/31 415 16.5
平年 3/18 4/8 5/17 5/18 5/21 10/15 10/23 11/3 372 16.9

富有 2019 3/5 4/8 5/19 5/20 5/23 11/18 11/25 12/3 267 17.1
2018 3/14 4/1 5/12 5/13 5/17 11/12 11/19 11/26 290 17.5
平年 3/18 4/9 5/19 5/20 5/24 11/7 11/18 11/28 271 17.0

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

 

 

表２ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 開花期 収穫期 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2019 4/3 4/19 5/5 5/7 5/17 9/5 9/24 274 13.2

2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 8/30 9/10 295 13.6
平年 4/4 4/17 5/2 5/6 5/12 9/4 9/20 326 13.6

ふじ 2019 4/3 4/18 5/5 5/7 5/15 11/15 12/3 347 15.5
2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 11/19 12/3 282 15.8
平年 4/5 4/16 5/2 5/6 5/11 11/12 12/1 329 15.6

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均  

 

～気象災害対策～ 

(1)凍害 

 ９月以降、平年より気温が高い状況が続いており、今後も気温が高く暖冬の予想とな

っている。そのため、樹体の耐凍性が十分でなく、凍害の発生が心配される。対策につ

いては 12 月号に掲載しているので参考にされたい。 

(2)雪害 

 暖冬の年ほど湿った雪が降りやすく、果樹では枝折れなどの被害が出やすいとされる。

雪の降る前からできる対策に取り掛かることが被害軽減につながるので、準備をお願い

したい。対策については 12 月号に掲載しているので参考にされたい。 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

サルの生態について 
 

１  はじめに 

      本年１２月１３日版の岐阜県の農作物鳥獣被害状況（岐阜県農政部農村振興課調

べ）によれば、平成３０年度の被害額は２億２千２百万円で、調査が開始された平成

２２年度と比較して約４６％となっている。 

   鳥獣別（図１）ではイノシシが最も多く、以下サル、シカ、カラスの順となって

おり、サルによる被害額はイノシシに次いで２番目に多く全体の１６％を占める。

これまで捕獲や侵入防止柵の設置により、農作物被害額は平成２５年度以降減少し

ているが、未だ年間三千万円以上の被害が出ている。なお捕獲頭数は平成２６年度

をピークに減少しており、千三百頭程度で横ばいで推移している。 

イノシシの生態については、平成３０年１２月３日第５４２号の「今月の技術と経

営」で紹介しており、今回はサルの生態について紹介する。                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  分布 

      日本に生息するサルは、北海道と沖縄を除き全国に分布するニホンザル（以下サル）

で日本固有種であり、人類を除く霊長類の中で最も北に生息する。また南限の屋久島

に分布する個体群は亜種ヤクザルとして区別される。 

 

３  身体的特徴と習性 

      身体的特徴としては、頭胴長(鼻先から尾の付け根までの長さ)は約５０～６０ｃｍ

で尾は短く目立たない。体毛は褐色で雌雄同色であるが、成熟すると雄の体は大きく

なる。 

習性は広葉樹林を中心として低山から亜高山にかけて広く生息し、海岸や高山の草

原などにも姿を現すことがある。雑食性であるが、木の芽や果実を主な餌とする。 

 

４ 繁殖能力と行動特性 

繁殖能力は、初産年齢が７～８歳でイノシシやシカに比べて遅く、出産は２～３年

に１回、産子数は平均１頭である。なお栄養状態が良ければ、産子数は変わらないが、

出産間隔が２～３年早まるため、初産が５歳で、毎年出産する個体もいる。 

寿命は動物園等のような良好な管理状態にあれば２０～２８年くらいであるが、自

然界においては特に幼少な個体の病気や餓死で平均寿命は７年ほどである。 
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行動は基本的に数頭から数十頭の群れで生活するが、母系社会であり、雄ザルでは

なく、一番年長で知識のある雌ザルがリーダーとなる。また雄ザルの中で群れから離

れて単独行動をとる「離れザル（雄）」と呼ばれる個体も存在する。サルは常にエサ

場（安全で採食可能な場所）を求めて移動しており、エサ場と認識しない場所には来

ない。 

 

５ 運動能力 

      サルの運動能力を調査した試験では、跳躍能力は２歳以上で２ｍ以下、また幅跳び

能力は２歳及び３歳の個体で助走なしで２．２ｍであった。持ち上げ力は両手だけだ

と１０ｋｇ以上の物を持ち上げることができなかったが、四肢を踏ん張って紐を口で

くわえて引っ張ったときは１２ｋｇの重量を引き上げることができた。 

水泳能力については、気持ちよさそうに温泉に入るサルをテレビで目にすることが

あるが、自分から進んで水を泳ぐことはなく、川をどうしても渡らざるを得ないとき

にしか泳がず、基本的には得意ではないようである。 

木登りは得意で、住宅地に現れ警察等に追われたサルが、住宅の屋根から屋根へ飛

び移ったり、電柱に登り、電線を器用に伝って逃げるところを目にする。しかしサル

は爪がかからないとその物に登ることができないので、腕を回せないほど太い棒や爪

がかからない塩ビ管などは登ることができない。 

 

６  被害の要因と対策の留意点 

    サル被害の要因としては、以下の点があげられる。 

・人が被害と思わない「エサ」がある。例えば稲刈り後のヒコバエ、麦、大豆の刈り 

残しは、それを食べても人は追い払いに来ない。これは人が、無意識のうちにサルに

エサ場を提供していることになっている。 

 ・守りたい農地が正しく囲えていない。例えば畑の周囲を柵で全部囲ったつもりでも、 

囲えていない部分があった場合、サルのエサ場への入口となる。 

・隠れ場所がある。例えば樹林や空き家。 

・正しく追い払いができていない。サルが怖がっていない。 

被害対策を行う際には下記の点について考慮したい。 

・ヒコバエのすき込み等により集落内の収穫残さをなくす。 

・サルの追い払いは集落が一致団結して集団で行う。追い払いの効果はサルに人里は

怖いということを意識づける、覚えさせることであり、そのためには集団行動をと

るサルには、単独での追い払いでは効果がない。人も集団で自分の農地だけでなく

集落を守る意識をもって追い払いを行うことが重要である。 

・ワイヤーメッシュ柵の集落柵の設置とワイヤー柵上部に電気柵を設置する。 

 

参考資料 

１ 岐阜県農政部農村振興課調べ：岐阜県の農作物鳥獣被害状況（平成３０年度）   

  江口祐輔：被害対策のために知っておきたいニホンザルの能力，決定版農作物を守る 

鳥獣害対策，84-87，誠文堂新交社 

２ 山端直人：効果が出る「集団ぐるみの追い払い」の行動様式と実例，決定版農作物 

 を守る鳥獣害対策，88-95，誠文堂新交社 

３ 山端直人：サルにも有効な防護柵設置と、群れ単位の個体数管理，決定版農作物を 

 守る鳥獣害対策，96-101，誠文堂新交社 

４ 大日本猟友会：狩猟読本（鳥獣に関する知識，各鳥獣の特徴等に関する解説，狩猟 

獣類と誤認されやすい代表的な非狩猟獣類，ｐ125） 
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５ 鈴木克哉ら：通電式支柱「おじろ用心棒」を用いたサル用電気柵の効果と特徴（兵   

 庫県香美朝の事例から），80-86,兵庫県におけるニホンザル地域個体群の管理方法 

兵庫県森林動物研究センター（2013） 

 

 

施設園芸生産に活用できるセンシング技術について 

～令和元年度第 2 回農研機構つくば植物工場研修会より～ 

 

現在、施設園芸では環境制御システムの普及や ICT 技術の発展に伴い、環境情報およ

び生体情報を収集・解析・制御することによって生産性の向上が進められており、その

ためのセンシング技術は極めて重要である。農研機構では指導者育成のための研修事業

として「植物工場研修会」を開催しているが、令和元年 10 月 25 日に開催された「令和

元年度第２回植物工場研修会」に参加したので内容の一部を報告する。 

 

１．施設生産現場で使えるセンシング新時代の到来      近畿大学 星 教授 

    －低コストセンサの具体的活用法－ 

・農業の分野での実践的なセンシングは、低コストセンサを使うのが第一歩である。そ

れは最先端のセンサを使う大規模な施設園芸の方法論と、パイプハウス規模での生産

性向上のための方法論とは違うからである。ローテクで価格の安いセンサをうまく利

用すると良い。 

・観測機器をさらに安くしたいという生産者は多く、実際に、キットとスマホだけで格

安の「遠隔湿度･画像監視システム（例：1 万３千円）」を作成している生産者も存在す

る。 

＜気温＞ 

・気温の正確な測定には「通風筒」の利用は必須であり、‘雨どい’の利用が安価である。 

・「通風筒」の素材として、アルミホイルは光の反射率が悪く、発砲スチロールは反射率 

が良いが、時間の経過とともに劣化するので、‘ミルク色の雨どい’が一番良い。その

中に断熱のため凍結防止用の水道保温チューブを入れる。 

＜湿度＞ 

・環境制御では湿度制御も重要であるが、高分子静電容量型センサは、基板にマウント

したものが千円程度で入手可能である。 

・最近では、「Arduino」という基板と液晶ディスプレイをつないでプログラムを書き、

気温と湿度が表示できるところまで来ている。 

＜CO2＞ 

・CO2 センサは‘NDIR’（4.3μm の赤外線を使って濃度を求めるもの）なら 8,000 円ほど

で入手できる。湿度と同様にソフトを書けば測ることができる。 

＜風速＞ 

・現在、計測には熱交換型のセンサを使う。今はまだ高くて２万円ほどであるが USB ケ

ーブルでパソコンに直結でき、風速を測り見える化できる。 

＜重さ＞ 

・‘ロードセル’で重量を測れる。家庭用のキッチンスケールがデジタル化されたおかげ

で、量産されて価格が安くなっており、500 円程度である。 



- 11 - 

 

＜光＞ 

・今のところ光センサ（熱電対型日射センサ）は,安いものでも 10 万円する。 

・多結晶シリコン太陽電池セル（350 円程度）を使うと安く計測できる。 

＜長さ＞ 

・超音波センサで測ることができ、500 円程度で入手可能である。 

※詳しく勉強したい場合は、星教授の著作物を購読するとよい。 

 

２．モイスチャーセンサによる結露の初期・早期検知     物質・材料研究機構 

と施設園芸への適用可能性                 

・物質･材料研究機構（通称 NIMS(ﾆﾑｽ)）が開発したモイスチャーセンサは、市販の平均

的な湿度センサと比較すると反応が速く、結露が起こった瞬間に応答する。 

・このセンサは湿度 60％を越えたあたりから応答がでる。 

・結露発生が事前に検知できることが徐々に解ってきたので、施設園芸での病害発生に

対する事前対策（送風、暖房）に向け農研機構と協力して研究を進めている。 

 

３．施設生産におけるＡＩ活用に向けた取り組み    農研機構  

   －省力化のためのセンシング－         農業技術革新工学センター 

・AI を活用するための作業管理システムを開発中で、スマホ型やバーコード型など、よ

り効率的で低コストに作業データを収集することができる。 

大玉トマトでは、収穫量と 1 日の総作業時間の相関が高いが、予測困難な作業時間を

推定するため AI 活用を検討している。引き続き、当システムの活用効果を調査する。 

・着果着花モニタリングシステムで１週間以内の収穫果数・収穫作業時間の予測を検討

した結果、予測誤差率は収穫果数が 14.6％で収穫作業時間が 25.6％であった。 

・WAGRI は農研機構が事務局をしているオープンプラットフォームで、農業用のデータ連

携基盤である。API(アプリケーションプログラミングインターフェイス)を開発し、①

ベンダーがアプリケーションを作りやすくする、②オープン化によりデータを多目的

に利用できる、③アプリケーション開発に何回も同じ苦労をしなくてよい、④施設園

芸の限られたデータを共有できる、等のメリットがある。 

 

４．パナソニックの目指す農業ソリューションセンシング技術活用  

 パナソニック(株) 

・パナソニックは、防蛾灯などの防虫防除照明、防霜ファン、換気扇･送風扇、農業用ヒ

ートポンプ空調、パワーアシストスーツ等の従来農業への製品提供から、営農支援シ

ステム、モニタリング･ICT 環境制御、収穫ロボット、人工光型植物工場、家庭用植物

工場等の次世代農業への製品開発・ソリューション事業を展開している。 

・統合環境制御装置の「スマート菜園’s クラウド」は、カメラ付きネットワークシステ

ムで遠隔地のハウスでも操作でき、設定の変更も簡単である。 

・ＯＳをアップデートすれば機能がどんどん上がり、ハードウェアを交換しなくても機

能が進化することが特徴の１つである。 

・クラウド対応により、自分のパソコンで栽培レシピの管理ができ、以前の栽培レシピ

を急に実施したいとき、これまでは変更入力が必要であったが、過去の設定ファイル

を選択しアップロードするだけで変更できる。 
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５．光合成蒸散リアルタイムモニタリングシステム       協和株式会社 

  －「フォトセル」を用いた環境管理について－         

・協和株式会社は、愛媛大学で植物の光合成の変化をリアルタイムに計測できるシステ

ムとして開発された「光合成蒸散リアルタイムモニタリングシステム（通称：フォト

セル）」を販売している。 

・この製品は、トマト(作物)の周りを透明のプラスチックやビニルフィルムの箱状のも

ので覆い、底の部分だけ空いた状態となっている。箱の大きさは、縦横約 0.5ｍ×１ｍ

で、高さは温室に応じてフィルムの長さを変えて設置できるようにしている。 

・この箱（フィルムチャンバー）の上部には排気用のファンが付いている。ここから中

の空気を排気すると底部から新しい空気が入ってくるので、中の空気の流れは上方向

に一定の流れとなる。上部と下部の空気はセンサーボックスに送られ計測される。 

・チャンバーの内側と外側にそれぞれ温湿度センサが付いており、気温差や相対湿度の

差を監視して、差が出るような場合にはファンが換気量を増やして、データの測定に

支障がないようにしている。 

・計測された光合成速度や蒸散などのデータはクラウドに送られて、使用者はタブレッ

トやスマートフォンで計測結果をグラフ化した状態で見ることができる。 

 

スマート農業の推進や環境制御技術の発達等により、センシング技術も多方面で研究

開発が進んでおりより安価な機器も出てきているため、現地で活用できる技術があれば

過剰投資にならない範囲で積極的に取り入れ、生産性の向上や、高齢化や人手不足に対

応する省力化を進めることが必要であると考えられた。 

 


