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あらまし  現在,農業は農家の高齢化や後継者問題,輸入物との価格競争からくる収入の低下など,様々な要因により衰退して

いる.また,農家の経験則は後継者に受け継がれてきたが,後継者不足と農家の死去による廃園で経験則は失われている.この問題

に対して,育成環境に関するデータを残すことができれば後継者問題や新規参入者支援の手助けになると考えたが,育成環境に関

するデータはあまり公開されていない.したがって,本研究では Raspberry Pi を用いることで,個人農家を対象とした低コストで導

入が可能な環境データ取得システムの構築を行う.また,農家全体が抱える問題である農作物の盗難などの異常事態を検知し通知

を行うシステムの提案を行う. 
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1. はじめに  

農業の種類は多数あるが ,今回の研究ではみかん農

家を対象として実験や評価を行った . 

果物の栽培は長年に渡り各農家の独自の経験則や

熟年者の感覚によって行われており ,それら経験則の

大部分は本人の頭の中や本人にしか理解出来ない内容

がノートに書かれているだけのケースが多い .また ,農

業試験場など公的な機関を除いては ,気温や湿度など

みかんの生育環境に関する統計的な環境データがほと

んど存在しないため ,各農家での生育環境のデータ取

得を考えた .[1]しかし ,多くの果樹園農家の経営状況で

は ,後継者育成のために環境データを取るための設備

やそのランニングコストを投資することは難しい状況

にある . 

高度成長期までは ,農業を継ぐ跡取りが多かったた

め ,果物生産のための経験則は代々受け継がれてきた .

しかし ,ここ数十年の間に農作物の自由化など農業を

取り巻く環境が一変し ,農業だけで安定した収入を得

ることが難しくなった .その結果 ,後継者のなり手が減

少し ,生産者の高齢化や死去によって ,廃園になるケー

スが増加している .また ,果物の生産に興味がある若者

も ,果物栽培の経験則を教わる機会が無いため ,果樹園

業に新規参入することもなかなか難しい状況であ

る .[2][3] 

さらに ,現状の果樹園農家は収穫期の作業量の多さ

に見合った報酬を得ることが難しいため ,若者からも

敬遠される傾向があることも問題である .みかん ,りん

ご ,ぶどうなど多くの果物の収穫は手作業で行わなけ

ればならず収穫にかかるコスト (人件費 )は高くなる傾

向がある .さらに ,収穫物を高く売るためには ,駅や住宅

街で手売り (農協などを通さずに直売 )しなければなら

ないという現状がある .実際にみかん農家で聞取り調

査を行ったところ ,高品質の 1Kg のみかんを自ら手売

りしたときの価格は 250-300 円なのに対して ,農協など

に出荷すると 100 円程度 ,ジュースの原材料として出

荷した場合は 5 円程度であった .また ,品質が落ちると

販売価格は 1/3 程度となる .したがって ,農家の収益を

上げるためには ,高品質な果物を多く生産し ,できるだ

け手売り (直売 )で消費者に届けることが重要となる . 

農林水産省の作物統計によると ,平成 22 年度のみか

んの作付面積 (結果樹面積 )は 2 年前と比べ 5%減 ,収穫

量・出荷量に関しては 2 年前と比較して 13%も減少し

ている .（みかんは果実数が多い年（表年）と少ない年

（裏年）があるため ,2 年前のデータと比較するのが一

般的である .）りんごに関しても平成 22 年度の結果樹

面積は前年と比べ 2%減 ,収穫量・出荷量は前年と比較

して 7%も減少している .また ,作物統計の中でも結果樹

面積の減少理由は「生産者の高齢化に伴う廃園等が進

んだ」と述べている . 

そのほかにも ,農家は農作物の盗難被害にも悩まさ

れている .警察庁発表の統計では平成 24 年度の被害件

数は 3617 件に上り ,農家の規模からすればかなりの数

字であると言える .また ,無人の倉庫で機械を動作させ

るので安全面を考慮する必要がある . 

そこで我々は ,果樹園農家に対し ,果物栽培の経験則

の数値化 ,取得したデータの活用などの情報技術 (IT)を

導入することで ,果樹園農家の後継者育成を支援し ,そ

の結果として ,果樹園農家数や作付面積を増加させ ,果

物の自給率を向上させることを目的とする .また ,人の

目がないところで起こる問題に対して ,異常を検知し ,

通知を行うシステムを構築することで ,安心して働け

る環境の確保を試みる . 

 

2. 概要  

みかんは栽培から消費者の元に届くまで ,水分を管

理することで品質の状態を保つことができる果物であ

る .みかんの保存 ,味の調節をするために倉庫に入れて

置くことを貯蔵という .貯蔵を行うにあたり ,収穫後の



 

 

みかんをそのまま貯蔵すると果実の腐敗や果皮による

果肉内の水分消耗の原因となるため ,一週間から二週

間程度風通しの良い環境下で果皮を乾燥させる必要が

ある .これを予措という . 本研究では ,みかんを貯蔵す

る倉庫内の環境データの取得を目的として ,システム

の構築を行う .また ,取得したデータの活用方法につい

ても提案する .具体的な内容は ,低コストで構築できる

システムを目標とし ,Raspberry Pi という低価格で導入

可能な小型シンブルボードコンピュータを使用する .

主に温度や湿度 ,気圧など倉庫内の環境に関する環境

データを自動的に収集する環境センサを作製し ,取得

したデータを定期的にサーバに送る一連のシステムの

構築とデータのグラフ化を行う .また ,農家は農作物の

窃盗や農業機械の盗難 ,ビニールハウスでの火災など ,

その場に人がいないことで起きる問題が数多くある .

その問題に対して ,取得したデータから異常を知らせ

る異常検知システムの構築も行う . 

 

3. 機器の説明  

本システムを作るにあたって使用した機器を以下

に示す . 

 

3.1. Raspberry Pi 

Raspberry Pi（図１）とは英ケンブリッジ大学の教授

らが設立した慈善団体 ,ラズベリー財団が教育福祉目

的で開発したシングルボードコンピュータである .外

部の入出力には USB ポートの他に I2C 通信にも対応

しており ,環境センサを作製するにあたって機器の拡

張が可能となっている . 

 

3.2. 周辺機器  

上記の通り ,Raspberry Pi,は機器の拡張が可能である

ため ,環境センサを作製するにあたり以下の機器の取

り付けを行った .[4][5] 

 

(1) 温度・湿度センサモジュール  

Raspberry Pi には ,Strawberry Linux が独自販

売している USB 温度･湿度センサモジュール

USBRH を使用した .USB 接続で温度と湿度の計

測が可能となっている .計測精度は湿度±3％ ,

温度±0.4℃ . 

(2) 気圧センサモジュール  

サインスマート社が開発している BMP085 気

圧センサを使用 .I2C 接続で 300～1100hpa まで

測定でき ,2.5hPa の絶対精度で測定が可能とな

っている . 

 

(3) 無線通信モジュール  

Raspberry Pi では ,無線通信を行うために

Buffalo 社が販売している USB 接続の Wi-Fi ア

ダプタを使用する . 

また ,野外でのデータ通信を行うため ,データ

通信端末には NTT docomo の通信規格 Xi 対応

のモバイルルータを使用 .実際に機器を設置す

るみかん農場からも ,安定したデータ通信を行

うことが可能となる .  

SIM には SORACOM Air を使用した .料金プ

ランが  IoT デバイス向けに最適化されている

ので ,基本料金は  1 日  1 枚  10 円 ,データ通信

量は  1MB あたり  0.2 円からの従量課金とな

っていることで ,通信にかかるコストを大幅に

抑えることができる . 

また ,ダウンロードよりもアップロード ,日中よ

りも深夜時間帯の通信料金が安価に設定され

ているため ,ダウンロードをほとんど行わずに

小さなデータを定期的にアップロードし続け

ることや ,昼の間に貯め込んだデータを夜間に

一括でアップロードする様な  IoT デバイスに

対して ,とても安価な料金設定になっている . 

 

 

4. 環境データ取得システムの流れ  

本稿で提案する環境データ取得システムの流れを

以下に示し ,構想図を図２に示す . 

 

(1) 倉庫に設置した環境センサで温度 ,湿度 ,気圧の

図  1：Raspberry Pi 本体  図  ２：環境データ取得システム構成  



 

 

データを観測する . 

(2) 観測されたデータは Raspberry Pi を通してサー

バにアップロードされる . 

(3) サーバにアップロードされた観測データを Web

上で閲覧できるようにする .更に観測データを

グラフとして表示する . 

 

 環境センサによって取得された観測データをテキス

トファイルとして生成し ,そのテキストファイルをサ

ーバに送るという一連のコマンドをシェルスクリプト

として作成した .そして ,crontab を使用し ,５分毎にシ

ェルスクリプトを実行することで ,観測データはデー

タ通信端末から３G 回線を経由してサーバへ転送され

る .観測データはサーバに転送することで ,現地に行か

ずに温度や湿度をはじめとした ,各種環境状況をネッ

トワークに接続するだけで知ることができる .     

 また ,取得したデータを理解しやすくするためにデ

ータのグラフ化を行った .WEB 上から閲覧したい期間

を指定できる入力フォームを設け ,指定された期間の

データをサーバから取り出し ,グラフを用いて表示す

ることができる . 

 

5. 異常通知システムの流れ  

異常通知システムの流れを以下に示し ,構想図を図

３に示す . 

 

(1) メールアドレスを登録する . 

(2) 登録されたメールアドレスはサーバ内にテキ

ストファイルで保存される . 

(3) サーバには送られてきたデータから異常を検

知するプログラムを設定する . 

(4) プログラムから異常が確認された場合 ,登録者

にメールが送信される . 

 

メールアドレスの登録は Web ページから行う .登録

には名前とメールアドレスの情報を必要とし ,同一者

の重複登録を防ぐため ,メールアドレスによる重複の

有無の確認を行う . 

現在 ,取得しているデータは温度 ,湿度 ,気圧である .

異常通知には ,火災を想定した温度データからの異常

検知を行う .観測した温度データが設定した温度を超

えた場合 ,それを異常とみなし ,登録者に異常通知のメ

ールが送られる . 

 

6. 考察  

本システムでは ,Raspberry Pi という安価なハードウ

ェアを用いることにより ,初期投資コストを一基あた

り約 3 万円で作ることができた .これにより ,経営の厳

しい果樹園農家でも導入のできる現実的な価格を実現

した .また ,センサ類を拡張可能なボードコンピュータ

利用することにより ,実際にみかんの栽培を行う農業

者の意見を取り入れたセンサの作成をすることが可能

となる . 

また ,本システムで利用することにより ,取得データ

の種類が増え ,後継者育成の支援や農林業の経験則の

数値化を行うことが充分可能であると考えられる . 

 

7. おわりに  

本稿では果樹園農家に対した栽培環境における環

境データの取得システムの構築 ,異常通知システムの

提案を行った .これにより ,後継者育成の支援や農林業

の経験則の数値化を行うことが充分可能であることを

示し ,異常通知システムによって農家の抱える問題の

解決に繋がる可能性を示した .また ,本研究で得られた

倉庫内の環境データとみかんの美味しさの相関関係を

知ることができれば ,みかんの美味しさを数値として

提示することができ ,味の管理が可能になるのではな

いかと考えられる . 

異常通知システムでは ,現在 ,取得しているデータか

らの異常通知としたため ,火災を軸にシステムの発案

を行ったが ,Raspberry Pi の拡張性を生かし ,センサ類を

追加することで ,防犯対策としての運用も十分に可能

であると考えるため ,防犯対策の手法についても検討

を行う予定である . 
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