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篤農家（熟練技能を持つ農家）  

職人技的な栽培技術で高品質・ 
安定多収な果樹生産を実現 

 

（100万円/１０aの収益） 

知恵に裏打ちされた「勘」 

長年にわたる「経験」 

若手後継者・新規就農者 

異業種からの新規参入など  

とくのうか 

研究の背景、目的、効果 

樹勢や枝の
伸び具合って
わかりにくい

な？ 

低い品質・不安定 
低い収益・・ 

 

（極端な場合は赤字経営に） 

(社会的・経済的観点から) 

目的 

①棚仕立て果樹栽培管理における生育 

 状態の情報化技術開発 
 

②数値指標による熟練作業のみえる化 
 

③これらを現場で瞬時に可能にする 

 診断システムの開発を行う。 

効果 

①熟練農業技術の保存・継承 
 

②高収益化による農業経営の競争力強化 
 

③新規就農者の習熟や新品種導入支援およ 

 び産地ブランドの育成 

 

「経験と勘」 を「数値」で記録し 
後継者や普及活動を支援する技術の開発 

開発目標 

農業のIT化により、技術普及を活性化し、経営基盤の強化、産地育成を促進する 

「達観」による樹体の総合評価＝科学的に数値化・記録化されていない ！ 
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開発技術の基本構造と目標 

過繁茂の例： 落葉、
落果、病害が多発＆
低品質 
   →改善指導 ・・しかし・・・ 

客観的な「指標」や「みえ
る化ツール」がないため、
技術指導や新品種導入が
困難 

過繁茂の例 

せん定→新梢量→光合成→潅水施肥管理 

                    →着果数→品質  

     ⇔翌年の樹勢   非常に複雑！ 

高品質・安定→高収益 

③総合診断システムを搭載 

  した簡易な現場支援ツール 

この枝伸び、樹勢と
着果量なら今年も
いいものができる

ぞ！ 

①生育情報の「計測・指標化技術」 

②栽培管理の「データベース化」 

「勘と経験」の数値化 

生育情報     
LAI、着果量、枝梢量 

指標策定 栽培管理              

摘果 新梢管理 
せん定 

いつ？      
どのくらい？ 

適正な葉面積 
ＬＡＩ：（葉面積指数） 
 

過繁茂の防止 
・病害の抑制 

・光合成の効率化 

適正な枝梢量 
（f古い枝分布と新しく伸びた枝） 

せん定、 
 誘引の最適化 
・収量と樹体力の 

  維持とのバランス 

適正な着果数 
 

摘果の最適化 
 

・果実の品質と 

 収量とのバランス 

センシング技術＝職人の目 



★達成目標 

1. 肥料・農薬のほ場内適正施用等の自動化技術の開発と収
穫適期予測等の生育診断や作業計画支援等により品質
管理を広域に実施できる技術体系等の確立 

 

2. 農家の暗黙知を形式知化するデータマイニング技術によ
る作業支援システムの開発 

 

3. センサネットワーク技術を駆使した低コストで簡便なマルチ
メディア生産履歴・品質情報収集・解析と、様々な現場に
対応した情報出力（ディスプレイ表示、3D表示、印刷、音
声等）をオンデマンドで可能にする技術の確立 

IT（情報通信技術） センシング技術 
（作物の作付状況や生育状況等

の検知技術） RT（ロボット技術） 

AI（アグリ・インフォマティクス） 

研究の新規性（科学的・技術的観点からの研究目的） 

農林水産研究基本計画の重点目標
への貢献（期別達成目標） H22.3 

– 農業の情報化技術による生育情報と栽培管理の統合→ 情報科学的アプローチ 

– 農林水産研究基本計画推進へ幅広に貢献する 

篤農家の作業内容と作物の生体情報及び育成環境情報を記
録してデータベース化し、最新の情報科学を活用して農作業・
経営に有用な情報を取り出すこと。 

(1)  農林水産業の生産性向上と持続的発
展 のための研究開発 

③ 高収益型園芸生産システムの開発 

④ 地域特性に応じた環境保全型農業生産
システムの確立 

(7) 次世代の農林水産業を先導する革新
的技術の研究開発 

② IT活用による高度生産管理システムの
開発 

1. 課題の解決と新たな展開に向け
た研究開発 

高齢者や条件不利地域での 

農作業の軽労化、 

新規農業従事者の参入促進や 

担い手の規模拡大を支援 

革新的技術 



島根県におけるデラウェアの栽培面積・収穫量 全国４位 
～西日本における主生産地～  
加温によるハウス栽培が主流 

冬期から加温機による暖房を行い、早期出荷している 

デラウェアの収穫量（平成18年/農林水産省官房統計部） 

スプリンクラーかん水 

裂果 

小粒果 

低糖度果実 

かん水量の決定 
栽培農家の経験・勘 

かん水量の不足 

→収量・果実品質に悪影響 

かん水量の過多 

→硝酸態窒素などの流亡による
河川・地下水の汚染 

水・硝酸態窒素・リン酸 

河川・地下水 

流亡 

ブドウ栽培上の問題点 

http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyogijutsu/seika/seik
ajouhou/109.html 

汚染 

山形 

山梨 
大阪 

島根 

石川 

907 

北海道
670 

その他 
7403 

デラウェア
収穫量

40,300 t 

14,000 

9,790 
4,900 

2,630 

栽培の概要 

ブドウ園地の現状 

1500kg/10a 約1400円/1kg 

研究の基となる研究成果・技術 



ブドウ園の葉面積と日射モニタリングによるかん水制御技術の開発 

点滴かん水 

葉面積・日射対応型 
点滴かん水制御装置 

日射センサー 

（株）キョーワガス産業 

生育に応じたかん水による波及効果 

・裂果による商品価値の低下の軽減 

・高品質デラウェアの開発 

・果実収量の増大 

かん水量（t/10a） 

＝（0.186×日射量）×（0.38×LAI+0.18） 

  ×補正係数（TDR値）×樹冠面積（m2） 

・日射量と水分消費の解明 

・LAIと水分消費の関係解明 

・土壌及び樹体内水分状態 

判定法の開発 

葉面積指数（Leaf Area Index 

以下LAI）の画像解析方法の開発 

・LAIの画像解析プログラム開発 

・かん水制御装置の開発 

技術開発 

山口大学農学部 

キョーワガス産業株式会社 近畿中国四国農業研究センター 

島根県農業技術センター 

平成19年度先端技術を活用した農林水産高度化事業 
「ブドウ園の葉面積と日射モニタリングによるかん水制御技術の開発（平成19年度～21年度）」 



葉面積指数とは 

植物の葉の茂り具合を示す指標 

単位面積（m2）当たりの葉の片側の面積（m2）の総和 

葉面積指数：小 葉面積指数：大（過繁茂） 

・葉の量が少なく、光合成能力 

が小さくなり、収量が減少 

 

・葉の量が多く、光合成能力も高く 

なるが、呼吸などによる消費も多くなる 

・果実の着色が悪くなる   

適正な葉の茂り具合が必要 

デラウェアにおいて果実品質、収量を考慮すると 

最適な葉の茂り具合（＝適正葉面積指数）は3程度である 

葉面積指数を正確に取得することが重要 



従来の技術の問題点：LAI（葉面積指数）推定法 

新梢長と葉面積の関係からLAIを推定 
新梢長と葉面積の関係式から総葉面積を 

算出し、樹冠面積で除することによりLAIを推定 

・多大な時間、労力がかかる 

・測定者間の誤差が大きい 

・推定誤差 

課題 

個葉をサンプリングし、LAIを実測 
個葉をサンプリング、計測することで総葉面積を算

出し、樹冠面積で除することによりLAIを推定 

・多大な時間、労力がかかる 

・測定者間の誤差が大きい 

・樹体に対するダメージが大きい 

課題 

プラントキャノピーアナライザー（PCA） 

によるLAI推定 
入射する光と植物群落内を5つの角度から 

透過した光を捉え、LAIを推定する測器 

・測器が百数十万円と高額 

・測定誤差が生じるため、天候、時間に
制約がある 

課題 

Inclined Point Quadrat法によるLAIを推定 
水平、水平に対して32.5度および垂直の3角度 

から針を刺し、各針に接触した葉数を重回帰式 

にあてはめてLAIを推定 

・多大な時間、労力がかかる 

・測定者間の誤差が大きい 

課題 

直接法 間接法 

従来のLAI推定法は、迅速・高精度なLAI推定が困難 



23° 
38° 

53° 
7° 

68° 

平均樹冠半径       主幹から
の距離 

樹高 
光路長 

PCAおよびデジタル魚眼画像による
総葉面積の予測値と実測値との関係 

魚眼レンズ装着デジタルカメラによるカンキツ樹の総葉面積推定 
（地域農業確立総合研究「カンキツ経営安定のための連年果実生産システムの確立」2003年～2007年） 

樹幹の空隙率 

PCA：透過率 

魚眼画像：開空度 

 

の把握が容易 
 

樹体寸法、センサー光路長 

カンキツ樹体形状を単純な図形に近似 

樹冠の葉面積密度・総葉面積を高精度に推定 

研究の基となる研究成果・技術 

既にカンキツ樹体において葉面積を 

高精度で推定する手法を確立 



棚仕立ブドウ「デラウェア」を対象に、圃場で
瞬時にLAI測定可能な「モﾊﾞイルＬＡＩ」を開発 

棚下1mで水平に保持し撮影 

撮影 画像解析 LAI算出 

スマートフォンOS（Windows Mobile）用LAI推定画像解析プログラム 

魚眼レンズ 

スマートフォン 

山口大学・島根県・キョーワガス産業（株）  

・近中四農研センター 共同開発 

Ｈ19-21：実用技術開発事業「ブドウ園の葉面積と日射モニタ
リングかん水制御技術の開発」 特願2009-251875 

Ｈ15-19：農水省地域総合研究（カンキツ「マルドリ方式」） 
米国特願US2009/0281733 他 

Ｈ22.4 記者発表（潅水装置）→ Ｈ22年度に販売開始 

Ｈ21.5 全国ブドウ研究大会、アグロイノベーション2009 

葉の状態＝栽培管理の基本情報→ 着果量・枝梢量の
推定へ活用 

研究の基となる研究成果・技術 



摘葉試験によりLAIを逐次変化 
させ、葉をサンプリングし、 
個葉を計測することにより算出 

LAI推定値の算出 

2007年9月13日、2008年9月9日
に全天画像撮影を実施 

LAI実測値の算出 使用機材 

デジタルカメラによるLAI推定値と同様に 

スマートフォンでも高精度なLAI推定が可能 

Caplio500SE UWC-0195 

実証機 

スマートフォン 

KSW-3 

WS020SH 

図. 摘葉試験によるLAI実測値と 

デジタルカメラおよびスマートフォン
によるLAI推定値の変化 

図. 摘葉試験によるLAI実測値とデジタル 
カメラおよびスマートフォンによる構造材の 
写り込みを除外した補正LAI推定値の変化 

研究の基となる研究成果・技術 



画像取り込み 

LAI推定値算出 

新技術の特徴・従来技術との比較 

スマートフォンにより、撮影からLAI推定値の算出まで迅速に実施できる 

解析に対する知
識 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
＋
魚
眼
レ
ン
ズ 

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
＋
魚
眼
レ
ン
ズ 

画像撮影からLAI算出まで本体内で自動完結 

撮影 解析 



1. 葉面積計測：各果樹への適用拡大と精
度向上（15％→10％以内） 

2. 枝梢量・着果量推定技術の開発（誤差
10％以内） 
・枝梢・果実部分のみを形状解析により抽出 

・画像全体のテクスチャ特徴量から推定 

3. 現場評価、改良により撮影条件・方法を
検討 

新規開発・検証する事項 
１．枝梢量（枝の込み具合）画像解析 
  技術の実用化    
２．着果量の画像解析技術の実用化 
３．各種棚仕立て果樹栽培現場への適応 
  性の検討 

スマートフォンを利用したLAI（葉面積指数）測定器 

さらなる新技術 

 棚仕立て果樹のＬＡＩ・着果量・枝梢量の推定技術の開発 

枝梢量推定（誤差10％） 

枝梢画像解析 

①生育情報の「センシング技術」シーズを展開 

既存成果「デジタルカメラ画像によるLAI（葉面
積指数）の推定技術」の活用 



果実量推定のための技術開発（例：キウイフルーツ） 

テンプレート例 

：果実抽出結果 

果実特徴強調の 

画像処理 

テンプレート 
マッチング 
による形状解析 

テンプレートマッチング技術の概要 
・撮影画像から果実の特徴を強調する画像処理

（明るさ、コントラスト、色合い） 

・果実のテンプレート（型紙）を基に、画像全体から
類似した部分を抽出 

・抽出部の個数から果実量を推定 

・すべての作業はスマートフォン内で一括処理 



剪定前 

魚眼レンズ画像 
・1画像に広範囲が含まれる 
（棚下1mから半径約3mの棚植生
範囲を撮影可能） 

・画像処理（幾何補正）により
歪みのない画像へ変換可能 

スマートフォン内で 

画像変換 

 

枝梢部を抽出 

枝梢量推定のための技術開発（例：キウイフルーツ） 

剪定前後の枝梢量の変化を 

空間的、数値的に把握・記録可能 

剪定後 



 期待される波及効果（農業） 

後継者・新規就農者の栽培管理技術の習熟促
進ツールとして活用 

早期の経営安定 

後継者：5～15％増加  新規就農者：増加 

経費：15％削減（労働時間・施肥量等の削減） 

新品種「シャインマスカット（2006）」  

             ⇒約30ha（島根県）に拡大中 

主力品種「ピオーネ」⇒約1,830ha（全国）へ技術展開 

着色向上を中心とした高品質果実生産に貢献 

生産面積2500ha （全国）における本技術の展開 

黄色・赤色果肉品種の高付加価値商材として注目 

新品種「あきづき（1998）」⇒約500ha（全国）に拡大 

新品種「なつしずく（2005）」⇒「あきづき」に続き拡大 

3Ｌ果実を中心とした高品質果実生産に貢献 

他の棚仕立て果樹種への導入 
リンゴ（4万2千ha）・カキ（2万4千ha）・セイヨウナシ（2千ha） 

 ⇒栽培面積の約10％に導入（7,000haの波及効果が期待） 

 

技術の標準化、普及指導の効率化 
将来にわたる普及員の指導技術の保存および向上 

新品種・既存品種の導入促進ツールとして活用 

早期の品質安定 

生産者：大幅な収益性の向上 

消費者：新品種を手ごろな価格  

 

1.後継者育成・新規就農 

2.産地ブランド育成 

高品質（等級（秀3L） 50％） 

安定・多収（2.5t/ha） 

 590万円⇒700万円（20％増収益） 

新品種「あきづき・なつしずくの」 園地1ha 

ナシ農家の導入事例（山口県） 

3.全国の他産地への展開 

4.農業の情報化と効率化 

同種果樹の他産地（全国）の技術向上に貢献 

ナシ 

キウイフルーツ 

ブドウ 
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i：壁面に対する太陽放射の入射角、τ :i に対する
PARの透過率、K：消散係数、LAI：緑のカーテンの葉

面積指数、ｘ：葉傾斜角分布 

   LAIKi  exp （1） 

  733.0

22

182.1744.1
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緑のカーテン表面に木枠 (45cm四方)を貼り付け、枠内の緑の
カーテン外側と内側のPAR (光合成有効放射量)を、 AccuPAR 
LP-80(DECAGON社製） で3回ずつ測定し、次式よりLAIを推

定した。実測値はサンプリング葉をスキャナにより測定 
(8/20, 27, 31, 9/9, 9/14) 

 

写真 AccuPARによる 
PAR測定風景 

期待される波及効果（壁面緑化「緑のカーテン」植物状態の解析） 

（2） 

魚眼レンズ（Nikon 

社製FC-E8）付きデジタル 
カメラ( Nikon社製CoolPix 

P5000)により全天画像を 

撮影し、フリーソフト 
Canopon2を使って算出。 

写真 木枠を設けての 
  サンプリング 

葉面積指数(LAI)の測定 

緑のカーテン空隙率 

写真 全天画像による緑のカーテ
ンの空隙率の測定 

  簡易 

計測法 

国土交通省 住宅・建築関連先導技術開発助成事業（平成21～23年度） 

「雨水利用壁面緑化による暑熱環境の改善および省エネルギーの効果を定量化する熱・水収支的評価技術の開発」 



 企業への期待 

• 情報通信 
 農業へのICT技術応用での活用 

 記録するだけの画像から高度診断のための画像へ 

 

• 農業法人 
 新規参農者の早期技術習得のツールとして 

 ブランド化、高品質生産のための作業標準作りに 

 

• 商社（農産物輸入） 
 生産国での技術指導、品質管理のツールとして 

 

本技術活用のための共同研究を希望 



 本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称：樹体生産能力を評価する方法、樹体生産能力
を評価するための撮像装置及び樹体生産能力を評価するた
めのプログラム 

• 国内出願番号：再表2007-069736 

• 交際出願番号：PCT/JP2006/325084 

• 中国特許番号：ZL200680046984.0 

• 出願人   ：山口大学 

• 発明者   ：山本晴彦、岩谷潔、土谷安司 

• 発明の名称：潅水装置 
• 国内出願番号：特開2011-092152 

• 出願人   ：島根県、山口大学、独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構、キョーワガス産業株式会社 

• 発明者   ：倉橋 孝夫、笹川 悦世、持田 圭介、栂野 康行、大野 
泰司、大畑 和也、門脇 稔、山本 晴彦、岩谷 潔、根角 博久、星 典宏
、平岡 潔志、石飛 善和、高橋 章、西尾 潔 



 産学連携の経歴 

＜今回の発表に関連した研究開発＞ 
 

ＪＳＴ  知財活用促進ハイウェイ ＜大学特許価値向上支援＞ （Ｈ23年度） 

   「異業種からの新規参入を可能とするスマートフォンを用いた 

    落葉果樹における樹体生産力の推定技術の開発」 

 

 

＜その他、生物環境学の分野で・・＞ 
 

ＪＳＴ 独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進（Ｈ20～Ｈ22年度） 

   「短日性農作物の光害を回避するLED屋外照明装置の開発」   

   ⇒大学発ベンチャー企業「株式会社アグリライト研究所」を起業化 
      （Ｈ23年12月19日） 
    ※農作物への生育影響を及ぼさない新しい屋外照明装置の実用化 
 

全国中小企業団体中央会 農商工連携等人材育成事業（Ｈ23年度） 

   「農商工連携による植物工場を活かした高品質な農産物生産と 

    商品開発・マーケティング研修」 

    ※植物工場で高品質で安全な農作物を生産・管理する人材育成プログラム 

     の実践 



＜お問い合わせ先＞ 

山口大学 産学公連携イノベーション推進機構  

 

ＴＥＬ： 0836(85)9961 

ＦＡＸ： 0836(85)9962 

e-mail：yuic＠yamaguchi-u.ac.jp 

 

＜担当＞ 

産学連携コーディネーター 森 健太郎 

 


