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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　農水産業情報に基づいて楽曲を生成する楽曲生成装置であって、
　予め用意された多数の音楽フレーズ，
　前記農水産業情報に、前記音楽フレーズを割り当てる音楽フレーズ割当て手段，
　この音楽フレーズ割当て手段によって割り当てられた音楽フレーズを、所定の順序で合
成して楽曲を得る楽曲合成手段，
を備えており、
　前記農水産業情報が、農産物に関する各種の情報であって、
　所定のサンプル地点において得た地上部及び地下部のデータ，
　前記サンプル地点におけるリモートセンシングデータ，
　前記地上部及び地下部のデータの少なくとも一方のデータと、前記リモートセンシング
データとを解析して得た両者の相関関係，
　前記サンプル地点における地上部のデータと地下部のデータを解析して得た両者の相関
関係，
を含むことを特徴とする楽曲生成装置。
【請求項２】
　前記音楽フレーズが、機能和声の原則に従って作曲された１小節程度の長さであること
を特徴とする請求項１記載の楽曲生成装置。
【請求項３】
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　前記農水産業情報を、予め定めたグループに分けるグループ分け手段を備えており、
　このグループ分け手段によって分けられたグループに、前記音楽フレーズ割当て手段に
よって音楽フレーズを割り当てることを特徴とする請求項１又は２に記載の楽曲生成装置
。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の楽曲生成装置を含み、該楽曲生成装置によって生
成された楽曲を、対応する農水産物の販売現場で再生するための再生手段を備えたことを
特徴とする農水産業情報表現システム。
【請求項５】
　前記再生手段が、楽曲生成の対象となる情報を選択する情報選択手段を備えており、こ
れによって選択された情報に対応して前記楽曲生成装置が楽曲を生成することを特徴とす
る請求項４記載の農水産業情報表現システム。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の農水産業情報表現システムによって、農水産物の履歴に関する情
報を表現することを特徴とするトレーサビリティシステム。
【請求項７】
　農業における作業の開始を作業者に対して予告する作業開始予告システムであって、
　圃場に設置されたセンサ手段，
　該センサ手段によって検知された農業情報の測定値を、前記作業者によって予め設定さ
れた設定値と比較する判定手段，
　該判定手段によって作業の開始が判定されたときに楽曲を生成して前記作業者に提供し
、作業の開始を予告する請求項１～３のいずれか一項に記載の楽曲生成装置，
を備えたことを特徴とする作業開始予告システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リモートセンシングデータ（例えば、衛星や航空機などのプラットフォーム
にセンサを搭載して観測・撮影した画像などのラスタデータ）やGISデータなどのベクタ
データを利用した楽曲生成装置，農水産業情報表現システム，トレーサビリティシステム
，作業開始予告システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リモートセンシングを利用した農産物に関する解析手法としては、例えば、下記特許文
献１に記載された「植物の活力度評価方法」がある。これは、植物の活力度を航空機や衛
星などによるリモートセンシングにより評価する際の評価精度の向上を目的とし、森林樹
木、果樹、農作物など対象植物の活力度評価のために、
(1)現地で実際に対象植物の陽葉の分光特性データを測定する現地調査を行い、それを基
準データとしてデータベース化し、(2)データベースにおける基準データの検索を行って
、分光特性データの収集グランドトゥルースを行い、前記現地データの処理を行って樹勢
情報などを算出し、(3)その算出結果から最適ＲＳデータおよび解析手法を検討して、リ
モートセンシングにより森林樹木などの植物の活力度を評価することを特徴とするもので
ある。このようなリモートセンシングデータから求めた活力度ないし植生指数を使って農
作物の収量等を導きだす研究は、他にも多数報告されている。
【０００３】
　更に、いずれの手法にせよ、得られた解析結果は、農作物の生産者，加工業者，消費者
等にも提供される。例えば、生産者には収穫の時期や収量，あるいは病気の発生などを予
測するための情報として利用される，加工業者には確保すべき季節労働者の人数や加工に
要する燃料などを予測するための情報として利用される。最近は、一般消費者にも、それ
らの情報が提供される。食品の安全性という観点から、その生産流通履歴の追跡可能性（
トレーサビリティ）が注目されており、食品に対する偽装表示やＢＳＥなどによって食品
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の安全性に対する不安が広がったことから、それに答えるため、食品に関する情報が消費
者に提供される。
【特許文献１】特開２００２－３６００７０公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した背景技術では、次のような不都合がある。
(1)衛星，航空機，ラジコンヘリコプタ，クレーン，三脚などに搭載した光学センサは、
地表面はよいが、土などの栽培培地に隠れて見えない地下収穫部のリモートセンシングデ
ータを直接観測できない。地中に収穫部がある根菜類に対しても、各種の情報が得られる
と好都合である。
(2)次に、情報の提供を受けても、その意味内容を正確に把握するために相当の知識を必
要とし、必ずしも的確に情報が利用されるとは限らない。例えば、農産物中に含まれる糖
分の程度を示す情報として糖度があるが、その数値を示されても、素人はなかなか理解で
きない。
(3)更に、利用者に対して情報が一方的に提供されているのみであり、利用者側に情報の
選択権がないのが現状である。
【０００５】
　本発明は、以上の点に着目したもので、その目的は、農水産業情報を理解しやすい形態
で表現して、情報の有効利用を図ることである。他の目的は、情報の利用者が必要な情報
を選択できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明は、農水産業情報に基づいて楽曲を生成する楽曲生成
装置であって、予め用意された多数の音楽フレーズ，前記農水産業情報に、前記音楽フレ
ーズを割り当てる音楽フレーズ割当て手段，この音楽フレーズ割当て手段によって割り当
てられた音楽フレーズを、所定の順序で合成して楽曲を得る楽曲合成手段，を備えており
、前記農水産業情報が、農産物に関する各種の情報であって、所定のサンプル地点におい
て得た地上部及び地下部のデータ，前記サンプル地点におけるリモートセンシングデータ
，前記地上部及び地下部のデータの少なくとも一方のデータと、前記リモートセンシング
データとを解析して得た両者の相関関係，前記サンプル地点における地上部のデータと地
下部のデータを解析して得た両者の相関関係，を含むことを特徴とする。
【０００７】
　主要な形態の一つは、前記音楽フレーズが、機能和声の原則に従って作曲された１小節
程度の長さであることを特徴とする。他の形態の一つは、前記農水産業情報を、予め定め
たグループに分けるグループ分け手段を備えており、このグループ分け手段によって分け
られたグループに、前記音楽フレーズ割当て手段によって音楽フレーズを割り当てること
を特徴とする。
【０００８】
　本発明の農水産業情報表現システムは、前記いずれかの楽曲生成装置を含み、該楽曲生
成装置によって生成された楽曲を、対応する農水産物の販売現場で再生するための再生手
段を備えたことを特徴とする。主要な形態の一つは、前記再生手段が、楽曲生成の対象と
なる情報を選択する情報選択手段を備えており、これによって選択された情報に対応して
前記楽曲生成装置が楽曲を生成することを特徴とする。

【００１１】
　本発明のトレーサビリティシステムは、前記農水産業情報表現システムによって、農水
産物の利益に関する情報を表現することを特徴とする。本発明の作業開始予告システムは
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、農業における作業の開始を作業者に対して予告する作業開始予告システムであって、圃
場に設置されたセンサ手段，該センサ手段によって検知された農業情報の測定値を、前記
作業者によって予め設定された設定値と比較する判定手段，該判定手段によって作業の開
始が判定されたときに楽曲を生成して前記作業者に提供し、作業の開始を予告する上記い
ずれかに記載の楽曲生成装置，を備えたことを特徴とする。本発明の前記及び他の目的，
特徴，利点は、以下の詳細な説明及び添付図面から明瞭になろう。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、農水産業情報を音楽化するので、情報を理解しやすい形態で提供する
ことができ、情報の有効利用を図ることができる。また、利用者が必要とする情報を選択
することができ、柔軟性のある双方向の情報提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１４】
　最初に、図１～図４を参照しながら本発明の実施例１を説明する。本実施例は、農業情
報ないし農産物情報の解析方法の実施例である。図１には解析手順が示されている。まず
、衛星１０や航空機などによって農地の地表面が撮像され、リモートセンシング画像（衛
星画像）１２が得られる（ステップＳＡ）。そして、そのリモートセンシング画像１２か
ら、予め定めたサンプル地点Ｐにおけるデジタルデータを読み取る（ステップＳＢ）。例
えば、Ｂ２（緑波長帯），Ｂ４（近赤外波長帯）などにおける放射輝度のデジタルデータ
を抽出する。一方、前記撮像地点の農地では、適宜のサンプル地点を定め、各サンプル地
点Ｐにおける土や農産物などをサンプリングする（ステップＳＫ）。そして、サンプル地
点Ｐにおける地上部のデータを測定・採取するとともに（ステップＳＬ）、地下部のデー
タも同様に測定・採取する（ステップＳＭ）。なお、測定・採取とは、測定及び採取の両
者又はいずれか一方の意である。地上部のデータとしては、例えば作物の草丈，SPAD値（
葉緑素計で測定したクロロフィル量）などがある。地下部のデータとしては、規格別収量
，デンプン価などがある。
【００１５】
　次に、上述したリモートセンシングデータと、地上部のデータを比較・解析し、両者の
相関関係（具体的には相関式）を求める（ステップＳＣ）。また、リモートセンシングデ
ータと、地下部のデータを比較・解析し、両者の相関関係を求める（ステップＳＤ）。更
に、必要があれば、地上部のデータと地下部のデータを比較・解析して、両者の相関関係
を得る（ステップＳＥ）。
【００１６】
　図２には、具体例が示されている。図中の点は、前記サンプル地点におけるデータを示
し、実線が相関式のグラフである。まず、同図(A)には、リモートセンシングデータと地
上部のデータとの相関関係の一例が示されている。同図の横軸は（SPAD×草丈）値，縦軸
は（Ｂ２／Ｂ４）比である。同図に示すように、（SPAD×草丈）値の増加に伴って（Ｂ２
／Ｂ４）比は低下する傾向にあることが分かる。
【００１７】
　同図(B)には、リモートセンシングデータと地下部のデータとの相関関係の一例が示さ
れている。同図の横軸は（Ｂ２／Ｂ４）比，縦軸は収量である。同図に示すように、（Ｂ
２／Ｂ４）比の増加に伴って収量は低下する傾向にあるが、その程度は（Ｂ２／Ｂ４）比
が高いほど小さくなる傾向にあることが分かる。このグラフを利用することで、リモート
センシングデータの（Ｂ２／Ｂ４）比から根菜類の農作物の収量を予測することが可能と
なる。
【００１８】
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　同図(C)には、リモートセンシングデータと地下部のデータとの相関関係の他の例が示
されている。同図の横軸はＢ３ＤＮ値（赤波長帯における放射輝度のディジタル値），縦
軸はデンプン価である。同図に示すように、Ｂ３ＤＮ値が１８０前後でデンプン価はピー
クとなることが分かる。
【００１９】
　同図(D)には、地上部のデータと地下部のデータの相関関係の一例が示されている。同
図の横軸は（SPAD×草丈）値，縦軸は収量である。同図に示すように、（SPAD×草丈）値
の増加に伴って収量も増加する傾向にあり、（SPAD×草丈）値が高いほど増加の程度も高
くなることが分かる。
【００２０】
　以上のようにして得たデータや相関関係（式）を、リモートセンシング画像のディジタ
ル値に代入して計算し、結果を可視化処理して示すと、図３のようになる。同図は、上述
した図２のリモートセンシング画像１２に含まれている各圃場ないし菜園について、リモ
ートセンシングデータから作物生育評価マップ１４を作成した例である。まず、同図(A)
のリモートセンシング画像１２に含まれる各圃場の（Ｂ２／Ｂ４）比のデータを得る。次
に、上述した図２(C)の（Ｂ２／Ｂ４）比と収量との相関関係を利用し、各圃場の収量を
求める。収量の程度をハッチングで示すと、図３(B)に示すようになる。これにより、各
圃場の収量を視覚的に表現することができる。同様にして、図３(C)の土壌図１６は、各
圃場の土壌の様子をハッチングで示したものである。
【００２１】
　図４には、馬鈴薯の品種である「メークイン」の収量について実際に得た相関関係を示
す。まず、図４(A)はリモートセンシングデータと地上部のデータとの関係を示すもので
、（SPAD×草丈）値が大きくなると（Ｂ２／Ｂ４）比は低下する傾向にある。図４(B)は
リモートセンシングデータと地下部のデータとの関係を示すもので、（Ｂ２／Ｂ４）比が
０．５５付近で収量がピークとなる傾向にある。図４(C)は地上部のデータと地下部のデ
ータの関係を示すもので、（SPAD×草丈）値が増大すると収量もほぼ比例して増大する。
【００２２】
　図５には、同じく「メークイン」のデンプン価について実際に得た相関関係を示す。ま
ず、図５(A)はリモートセンシングデータと地上部のデータとの関係を示すもので、（SPA
D×草丈）値が大きくなるとＢ３ＤＮ値も増加する傾向にある。図５(B)はリモートセンシ
ングデータと地下部のデータとの関係を示すもので、Ｂ３ＤＮ値が１８０付近でデンプン
価がピークとなる傾向にある。図５(C)は地上部のデータと地下部のデータの関係を示す
もので、SPAD値が増大するとデンプン価も増大する傾向にある。
【００２３】
　以上のように、本実施例によれば、
(1)最初に、圃場ないし菜園のリモートセンシングデータと地上部のデータとの相関関係
を求める，
(2)次に、前記リモートセンシングデータと地下部のデータとの相関関係を求める，
(3)更に、必要があれば、前記(1)及び(2)の相関関係を利用して、地上部のデータと地下
部のデータとの相関関係を求める，
という手順で解析を行なうことで、地上のみならず、地下に収穫物が形成される馬鈴薯な
どの根菜類についても、衛星などによって得たリモートセンシングデータを利用して収量
などの情報を良好に得ることができる。
【実施例２】
【００２４】
　次に、図６～図１１を参照しながら本発明の実施例２を説明する。なお、上述した実施
例１と同一ないし対応する構成要素には同一の符号を用いることとする。本実施例は、以
上のようにして得た情報を含む各種の農業空間情報の利用に関するものである。
【００２５】
　農作物については、図６に示すように、リモートセンシングデータ，GISデータ，気象
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情報，土壌情報，生育状況（例えば上述した収量やデンプン価），作付け履歴，肥培履歴
，農薬散布履歴，風景写真，生産者の顔写真などの様々な情報，センサなどにより集めた
地上観測データ，坪狩りなどによって得た収量・品質データ，市況情報，・・・（以下「
農業空間情報」と総称する）２０が関係している。これらの農業空間情報２０は、生産者
２２，消費者２６などに提供される。例えば、
ａ，生産者２２には、予想される病気の発生時期や収穫時期を知らせる，
ｂ，農業利用センター２４には、生産者に対するアドバイスの資料を提供する，
ｃ，消費者２６や販売者２７には、安全性やおいしさの情報を提供する，
ｄ，農業組合２８には、集荷・出荷の計画に必要な情報を知らせる，
ｅ，加工工場３０には、収量や品質，季節労働者の人数や燃料の算出に必要な情報を提供
する，
という具合である。このように、同じ情報を複数のユーザが共有して利用することで、全
体としてコストを削減することができる。
【００２６】
　ところが、生産者２２，農業利用センター２４，農業組合２８などのような農業に関す
る専門知識がある場合には、提供された情報を理解し、有効に活用することができるが、
特に消費者２６は専門知識を持ち合わせていないので、提供された情報を理解できず、有
効に活用できない可能性が高い。一方、最近は、上述したように、特に安全性の観点から
農産物の生産流通履歴の追跡可能性，いわゆるトレーサビリティが求められている。本実
施例は、このような点に着目したもので、専門知識をもたない消費者に分かりやすく情報
を提供するようにしたものである。
【００２７】
　図７には、本実施例の楽曲生成装置の構成が示されている。同図において、楽曲生成装
置は、演算処理装置１００に、ディスプレイ１０２，入力装置１０４，出力装置１０６，
データメモリ１１０，プログラムメモリ１２０が接続されており、コンピュータを利用し
て構成することができる。また、後述する情報選択再生装置１３４，１４４，・・・も接
続されている。
【００２８】
　これらのうち、演算処理装置１００は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭを含む。ディスプレイ
１０２は、液晶パネルなどによって構成されている。入力装置１０４には、キーボードや
マウスが含まれる。出力装置１０６は、例えばプリンタによって構成されている。データ
メモリ１１０及びプログラムメモリ１２０は、例えばハードディスクによって構成されて
いる。
【００２９】
　データメモリ１１０には、農業空間データ１１２，フレーズデータ１１４が用意されて
おり、また、選択データ１１５や、合成された楽曲データ１１６も格納されるようになっ
ている。これらのうち、農業空間データ１１２には、例えば、前記実施例１で示したリモ
ートセンシングデータ，測定・採取データ，相関式などが含まれる。もちろん、農業空間
情報全般としてよい。図８(A)には、その一例が示されている。同図の例は、各圃場毎に
、SPAD値，草丈，収量，デンプン価のデータを集めたものである。例えば、圃場Ｂ－３の
SPAD値は「２９．３６」，草丈は「１０６．８０」，収量は「２７２３３．３３」，デン
プン価は「１４.８」という具合である。他の圃場についても、図示のとおりである。
【００３０】
　フレーズデータ１１４は、農業空間データ１１２を楽曲に変換するための音楽フレーズ
のデータである。フレーズは、例えば１小節程度の長さとなっている。本実施例では、Ｐ
ＣＴ出願に基づく国際公開番号ＷＯ ０３／０８１５７２として公開された「表現生成方
法，表現生成装置，表現生成システム」の手法が利用される。これによれば、音楽のフレ
ーズのテーブルが用意される。音楽フレーズは、機能和声の原則に従って作曲される。こ
のため、音楽フレーズがどのような並び方をしたとしても、聞き手は違和感のないまとま
りのある楽曲として聞くことができる。
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【００３１】
　本実施例では、上述した農業空間データ１１２が図９のようにグループ化され、各グル
ープ毎に図１０に示すようにフレーズが用意されている。まず、図９から説明すると、SP
AD値が「３０．１５」未満はグループ１，「３２．７５」未満はグループ２，それ以上は
グループ３という具合である。同様に、草丈が「９３．９６」未満はグループ１，「１１
３．１７」未満はグループ２，それ以上はグループ３という具合である。他の収量やデン
プン価も、図示のとおりである。そして、図１０に示すフレーズリストに従って、該当す
るフレーズが各グループに割り当てられる。例えば、SPAD値のグループ１にはフレーズＳ
1aが割り当てられ、グループ２にはフレーズＳ2aが割り当てられ、グループ３にはフレー
ズＳ3aが割り当てられる。また、草丈のグループ１にはフレーズＳ1bが割り当てられ、グ
ループ２にはフレーズＳ2bが割り当てられ、グループ３にはフレーズＳ3bが割り当てられ
る。他の収量やデンプン価も、図示のとおりである。このような図９及び図１０がフレー
ズデータ１１４としてデータメモリ１１０に格納されている。
【００３２】
　次に、選択データ１１５は、情報選択再生装置１３４，１４４，・・・によって前記農
業空間データ１１２のうち、いずれのデータが買物客によって選択されたかを示すデータ
である。
【００３３】
　次に、図１１を参照して、上述した情報選択再生装置１３４，１４４，・・・について
説明する。図１１には売り場の様子が示されており、陳列台１３０，１４０上には農産物
１３２，１４２が積まれている。陳列台１３０，１４０には、それぞれ情報選択再生装置
１３４，１４４が設けられている。情報選択再生装置１３４は、農業空間情報に含まれる
情報のうちのいずれかを選択するための選択ボタン１３５Ａ～１３５Ｃ，楽曲の再生を指
示するためのスイッチ１３６，スピーカ１３８を備えている。選択ボタン１３５Ａ～１３
５Ｃによる選択結果は、選択データ１１５としてデータメモリ１１０に格納されるように
なっている。他の情報選択再生装置１４４，・・・についても同様である。これらの情報
選択再生装置１３４，１４４，・・・は、有線，無線などの適宜の手段で楽曲生成装置に
接続されている。もちろん、ＬＡＮ，インターネットなど、公知の各種の手法を適用して
よい。
【００３４】
　図７に戻って、プログラムメモリ１２０には、演算処理装置１００で実行されるグルー
プ分けプログラム１２２，フレーズ割当てプログラム１２４，楽曲合成プログラム１２６
が用意されている。これらのうち、グループ分けプログラム１２２は、図８に示した農業
空間データ１１２が図９のいずれのグループに属するかを振り分けるプログラムである。
例えば、圃場Ｂ－３は、
ａ，SPAD値：「２９．３６」であるからグループ１，
ｂ，草丈：「１０６．８０」であるからグループ２，
ｃ，収量：「２７２３３．３３」であるからグループ２，
ｄ，デンプン価：「１４.８」であるからグループ３，
という具合である。
【００３５】
　フレーズ割当てプログラム１２４は、グループ分けプログラム１２２によって分けられ
たグループに図１０のフレーズを割り当てるプログラムである。例えば、前記圃場Ｂ－３
の場合は、同図にハッチングで示すように、
ａ，SPAD値：グループ１であるからフレーズＳ１ａ，
ｂ，草丈：グループ２であるからフレーズＳ２ｂ，
ｃ，収量：グループ２であるからフレーズＳ２ｃ，
ｄ，デンプン価：グループ３であるからフレーズＳ３ｄ，
という具合である。なお、図１０に示すフレーズ中、デンプン価に対応するフレーズは例
えばリズムのフレーズとなっており、他のフレーズはメロディのフレーズとなっている。
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【００３６】
　楽曲合成プログラム１２６は、前記フレーズ割当てプログラム１２４によって割り当て
られたフレーズを合成して一つの楽曲とするプログラムである。各フレーズが例えばＭＩ
ＤＩファイルの場合、それらを合成して一つのＭＩＤＩファイルを生成してもよいし、各
ＭＩＤＩファイルを順に再生するプログラムのような形式であってもよい。合成された楽
曲データ１１６は、データメモリ１１０に格納される。
【００３７】
　次に、本実施例の全体動作を説明する。なお、農業空間データ１１２には、農産物１３
２，１４２が収穫された圃場の各データが含まれるものとする。
  (1)買物客が情報を選択しない場合・・・最初に、買物客が情報選択再生装置１３４，
１４４の選択ボタンをまったく操作せず、いずれの情報も選択されていない場合について
説明する。買物客が、例えば農産物１３２の情報選択再生装置１３４のスイッチ１３６を
押したとすると、演算処理装置１００では、まずグループ分けプログラム１２２が実行さ
れる。これにより、図８(A)に示すように、農産物１３２の農業空間データが図９に示す
グループに分けられる。例えば、農産物１３２が圃場Ｂ－３で収穫されたものであるとき
は、図８(B)に示すようにグループ分けされる。
【００３８】
　次に、演算処理装置１００では、フレーズ割当てプログラム１２４が実行される。これ
により、図８(A)の各グループに対して図１０に示すフレーズが割り当てられる。例えば
、圃場Ｂ－３には、図１０にハッチングで示すように、フレーズＳ１ａ，Ｓ２ｂ，Ｓ２ｃ
，Ｓ３ｄが割り当てられる。
【００３９】
　次に、演算処理装置１００では、楽曲合成プログラム１２６が実行される。これにより
、割り当てられたフレーズに基づいて楽曲が合成される。前記圃場Ｂ－３の場合、例えば
図８(C)に示すように合成が行なわれて楽曲が生成される。すなわち、フレーズＳ１ａ，
Ｓ２ｂ，Ｓ２ｃが順番に並べられてメロディを形成し、そのリズムがフレーズＳ３ｄによ
って決定されるという具合である。合成された楽曲データ１１６は、情報選択再生装置１
３４に出力される。情報選択再生装置１３４では、楽曲データが演奏され、対応する音楽
がスピーカ１３８から出力される。同様に、農産物１４２の場合は、該当する圃場の農業
空間データ１１２に基づいて楽曲が生成され、情報選択再生装置１４４で楽曲が演奏され
る。
【００４０】
　(2)買物客がいずれかの情報を選択した場合・・・次に、買物客が選択ボタンを押して
いずれかの情報を選択した場合について説明する。例えば、情報選択再生装置１３４，１
４４の選択ボタン１３５Ａ，１４５Ａを押すと「甘さ」を選択し、選択ボタン１３５Ｂ，
１４５Ｂを押すと「食感」を選択できるものとする。ここで、買物客が、農産物１３２，
１４２の甘さを比較するため、選択ボタン１３５Ａ，１４５Ａを押したとすると、選択結
果は、演算処理装置１００を通じてデータメモリ１１０に選択データ１１５として格納さ
れる。
【００４１】
　次に、演算処理装置１００では、農業空間データ１１２の農産物１３２，１４２のデー
タのうち、糖分のデータに対して、上述したグループ分け，フレーズ割当て，楽曲合成が
行なわれ、合成された楽曲データ１１６がデータメモリ１１０に格納される。図１２(A)
にはその様子が示されており、糖分のメロディフレーズの楽曲となっている。この楽曲デ
ータ１１６は、情報選択再生装置１３４，１４４のスイッチ１３６，１４６が押されたと
きにそれぞれ出力され、スピーカ１３８，１４８で再生される。すなわち、買物客がスイ
ッチ１３６を押すと、農産物１３２の糖分の音楽が再生され、買物客がスイッチ１４６を
押すと、農産物１４２の糖分の音楽が再生されるという具合である。
【００４２】
　一方、買物客が、農産物１３２，１４２の甘さ及び食感を比較するため、選択ボタン１
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３５Ａ，１３５Ｂ，１４５Ａ，１４５Ｂを押したとすると、選択結果は、演算処理装置１
００を通じてデータメモリ１１０に選択データ１１５として格納される。演算処理装置１
００では、農業空間データ１１２の農産物１３２，１４２のデータのうち、糖分及びデン
プン価のデータに対して、上述したグループ分け，フレーズ割当て，楽曲合成が行なわれ
、合成された楽曲データ１１６がデータメモリ１１０に格納される。例えば、ジャガイモ
の場合、デンプン価の程度が食感，いわゆるホクホク感に強く影響すると考えられるので
、食感が選択されたときにデンプン価を対応させることとしている。他の情報についても
同様である。
【００４３】
　図１２(B)にはその様子が示されており、糖分のメロディフレーズに対してデンプン価
のリズムフレーズが合成された楽曲となっている。この楽曲データ１１６は、情報選択再
生装置１３４，１４４のスイッチ１３６，１４６が押されたときにそれぞれ出力され、ス
ピーカ１３８，１４８で再生される。すなわち、買物客がスイッチ１３６を押すと、農産
物１３２の糖分＋食感の音楽が再生され、買物客がスイッチ１４６を押すと、農産物１４
２の糖分＋食感の音楽が再生されるという具合である。
【００４４】
　買物客は、以上のようにして演奏された曲を頼りに、商品を選択することができる。例
えば、このメロディのジャガイモは甘いとか、あるいは甘くホクホク感があるとか、この
メロディのみかんは酸味が強いとか、などである。また、前回作った料理のときに使った
ジャガイモと同じような曲のジャガイモを購入することで、同様においしい料理を作るこ
とができるという具合である。
【００４５】
　以上のように、本実施例によれば、買物客ないし消費者に対して、農業空間情報が加工
されて音楽表現として提供されるので、農産物に関する専門的知識がなくても、農産物や
生育状況などを評価することができる。また、買物客が選択した情報，すなわち買物客の
要求に対応して楽曲が生成・提供されるので、買物客は必要な情報のみに基づいて農産物
の良否を判断することができる。すなわち、農産物の属性に応じた音楽を演奏することで
、データを単に提示する場合と比較して、買物客の感性により強く訴えることができると
いう感性融合型の情報提供が可能となる。特に、農産物の生産流通履歴に関する情報を音
楽として表現することで、トレーサビリティシステムとして活用することができる。
【実施例３】
【００４６】
　次に、図１３を参照しながら、本発明の実施例３について説明する。上述した実施例は
、買物客に対して情報を音楽として表現して提供する場合を示したが、本実施例は、生産
者に対して提供する場合である。図１３において、農産物の圃場２００には、各種センサ
，例えば温度センサ２０２が必要数設置されている。これら温度センサ２０２の検知信号
は、適宜の無線ないし有線手段によって情報センター２１０に送信されるようになってい
る。
【００４７】
　情報センター２１０は、データロガー２１２，データメモリ２１４，判定装置２２０，
楽曲生成装置２２２を備えている。これらのうち、データロガー２１２は、上述した温度
センサ２０２から受信したデータを、データメモリ２１４に測定値２１６として記録する
ためのものである。データメモリ２１４には、ユーザ設置値２１８も格納されている。判
定装置２２０は、測定値２１６とユーザ設定値２１８を比較して、測定値２１６がユーザ
設定値２１８に達したかどうかを判定する機能を有する。楽曲生成装置２２２は、上述し
た実施例と同様にして、楽曲を生成するための装置である。
【００４８】
　生産者２３０は、前記情報センター２１０にユーザ設定値２１８を送信するとともに、
情報センター２１０から楽曲データを受信して再生するコンピュータや携帯電話などの情
報端末を有している。
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【００４９】
　例えば、圃場２００の温度が所定値以上となったときに、その旨を音楽で生産者２３０
に伝えて圃場２００に農薬を散布するような場合を想定して説明すると、まず、生産者２
３０は、農薬散布が必要な温度の値を情報センター２１０に送信する。情報センター２１
０は、受信した温度の値をユーザ設定値２１８としてデータメモリ２１４に格納する。
【００５０】
　一方、圃場２００の温度は、温度センサ２０２によって監視されており、検知信号が情
報センター２１０に送信される。情報センター２１０では、受信した温度データがデータ
ロガー２１２によって記録され、測定値２１６としてデータメモリ２１４に格納される。
この測定値２１６は、判定装置２２０でユーザ設定値２１８と比較される。そして、測定
値２１６がユーザ設定値２１８よりも大きくなったとき、すなわち圃場２００の温度がユ
ーザ設定温度よりも高くなったときは、楽曲生成装置２２２によってその旨の楽曲が生成
され、生産者２３０に送信される。生産者２３０は、それを聞いて農薬散布などの防除作
業２４０を圃場２００に施す。この場合に、圃場２００における農産物の生育状況など他
の情報も考慮して楽曲を生成するとともに、これを生産者２３０に提供することで、圃場
２００における生育状況をより的確に把握することができ、更には、農薬の種類や散布量
などの選択に役立てることができる。
【００５１】
　このように、本実施例によれば、農業空間情報が音楽として生産者に提供されるので、
農産物に関する専門的知識がなくても、生育状況などを評価することができ、農業空間情
報の有効利用を図ることができる。また、生産者に対して一方的に農業情報が提供される
のではなく、生産者が自己の圃場や農作物の状況に応じて最適な値を設定し、これに基づ
いて情報の提供を受けることができる。販売者や加工工場などに対しても同様である。
【００５２】
　なお、本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲内において種々変更を加え得ることができる。例えば、以下のものも含まれる。
(1)前記実施例では、数値で表される農業空間データの数値をグループ化してフレーズを
割当てたが、他の方法で音楽を割り当ててもよい。例えば図１４(A)に示す例は、草丈の
百の位の値によってフレーズを割り当てる例で、百の位の値が０のときはフレーズＦ０ａ
，１のときはフレーズＦ１ａ，２のときはＦ２ａがそれぞれ割り当てられる。図１４(B)
に示す例は、原産地に対応した既成の民謡の楽曲を割り当てる例で、北海道はソーラン節
，栃木は八木節，・・・という具合である。図１４(C)の例は、収穫時期に対応した既成
の童謡の楽曲を割り当てる例である。図１４(D)の例は、加工地に対応した楽器のフレー
ズを割り当てる例である。その他、曲のテンポを増減する，キーを変更する，リズムを変
更する，ジャンルを変更するなど、必要に応じて各種の設定としてよい。
(2)前記実施例では、本発明を野菜類に適用した場合であるが、果物類など他の農産物に
も適用可能である。また、野外で栽培可能な農産物のみならず、温室等施設内で栽培され
る農産物にも適用可能である。
(3)前記実施例では、圃場毎に楽曲を生成したが、生産者毎，産地毎，農産物毎，収穫時
期毎など、適宜の対象に対して楽曲を生成してよい。
(4)前記実施例では、得られた楽曲データを当該農産物の売り場で演奏する例を示したが
、農業空間データを数値やバーコード等で売り場に表示し、それを図７の楽曲生成装置が
格納された携帯電話機やバーコード読み取り装置に入力し演奏させることも可能である。
また、楽曲生成装置をサーバに配置し、インターネットを通じて携帯電話等でアクセスし
て生成した楽曲を得るようにしてもよい。
(5)前記実施例は、本発明を農産物に適用したものであるが、水産物にも適用でき、更に
は農水産物の加工品など各種の産品に対しても適用可能である。また、国内のみならず外
国産の産品についても、同様に適用可能である。
(6)前記実施例は、スーパーマーケットなどで産品を販売する場合を例示したが、例えば
インターネットのホームページで産品を販売するような場合にも本発明は適用可能である
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。いわゆるインターネット上のショッピングモールの場合、実際に商品を手にとってみる
ということはできず、通常は産品の写真などの画像が提供されるのみである。しかし、本
発明を適用し、産品の情報を音楽として提供するようにすれば、買い手側は、その産品の
画像のみではなく、音楽からも産品の属性を知ることができ、産品の選択などに好都合で
ある。例えば、ジャガイモの写真だけよりも、甘さや食感を表現した音楽が演奏されれば
、そのジャガイモがどのようなものか、より身近に感じ取ることができる。あるいは、香
水などのような場合、香りをインターネットを通じて買い手側に伝えることは困難である
が、香りを音楽として表現し、インターネットを通じて買い手側に送信して再生・演奏す
ることで、多数の香水の中から自分の好みの香りのものを選択する際に非常に便利である
。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明によれば、農水産業情報を楽曲として表現することで、消費者等に分かりやすく
農水産業情報を提供することができ、トレーサビリティの分野に極めて有効である。

【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施例１の解析手順を示す説明図である。
【図２】前記実施例１によって得られた相関関係の一例を示すグラフである。
【図３】前記実施例１の解析結果を視覚的に示す説明図である。
【図４】前記実施例１をメークインについて適用した場合のグラフである。
【図５】前記実施例１をメークインについて適用した場合のグラフである。
【図６】農業空間情報とその利用形態を示す説明図である。
【図７】本発明の実施例２の装置構成を示すブロック図である。
【図８】前記実施例２における農業空間データとそのグループ化，及びフレーズ構成を示
す説明図である。
【図９】前記実施例２における農業空間データとグループとの関係を示す説明図である。
【図１０】前記実施例２におけるグループと音楽フレーズとの関係を示す説明図である。
【図１１】売り場における楽曲再生の様子を示す説明図である。
【図１２】買物客が情報を選択した場合の楽曲の構成例を示す説明図である。
【図１３】本発明の実施例３を示す説明図である。
【図１４】農業空間情報とフレーズとの他の関連付けの例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５５】
１０：衛星
１２：リモートセンシング画像（衛星画像）
１４：作物生育評価マップ
１６：土壌図
２０：農業空間情報
２２：生産者
２４：農業利用センター
２６：消費者
２７：販売者
２８：農業組合
３０：加工工場
１００：演算処理装置
１０２：ディスプレイ
１０４：入力装置
１０６：出力装置
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１１０：データメモリ
１１２：農業空間データ
１１５：選択データ
１１４：フレーズデータ
１１６：楽曲データ
１２０：プログラムメモリ
１２２：グループ分けプログラム
１２４：フレーズ割当てプログラム
１２６：楽曲合成プログラム
１３０，１４０：陳列台
１３２，１４２：農産物
１３４，１４４：情報選択再生装置
１３５Ａ～１３５Ｃ，１４５Ａ～１４５Ｃ：選択ボタン
１３６，１４６：スイッチ
１３８，１４８：スピーカ
２００：圃場
２０２：温度センサ
２１０：情報センター
２１２：データロガー
２１４：データメモリ
２１６：測定値
２１８：ユーザ設定値
２２０：判定装置
２２２：楽曲生成装置
２３０：生産者
２４０：農薬散布
Ｆ，Ｓ：フレーズ
Ｐ：サンプル地点
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