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Ⅰ．概要説明 圃場管理の課題と電子化による効率化

＜白地図を利用した手作業事例＞
①次年度営農計画の策定（作付作物と圃場選択）
②ブロックローテーションとエリア調整
③農地管理や作業受委託の圃場確認
④地権者、耕作者の貸借関係の情報管理
⑤防除作業の計画・変更・実施 ほか

地図の作成は、手作業で時
間も掛かって大変・・・

地図に情報を書き込むのは、
スペースに限りもある･･･。
情報を書き込むのは限界。

Z-GISを使って、圃場を
効率的に管理！！

 管理圃場数の増加による非効率な作付・作業計画の作成、圃場管理作業
 経営規模拡大に伴う従業員の増。労務管理の不徹底や作業指示不足によるミス・ムダの増加

経営規模拡大の阻害要因
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Ⅰ．概要説明 Ｚ－ＧＩＳの特長

圃場管理の効率化を目的に開発し平成30年4月25日からサービス提供を開始しました

インターネット

強固なセキュリティを確保し、
外部からの不正アクセスから情
報を守ります

ＰＣ・スマートフォン・タブレット端末で情報を共有

【主な特徴】
 圃場の位置情報（座標データ）とExcelデータを紐付けて管理します

圃場毎の作付計画や作業内容等、管理したい項目をExcelで簡単に追加・記録できます

 記録した情報は地図上にわかりやすく「見える化」できます

 データをクラウド上に保管することで複数名で共有できます

 高解像度の航空写真を使用し見やすい地図を提供しています

情報はクラウドサーバに格納
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Ⅰ．概要説明 特長：パソコン・スマホ・タブレットで情報共有

Ｚ－ＧＩＳクラウド

データを「Ｚ－ＧＩＳクラウド」に保管して共有
スマートフォンやタブレットで圃場からも閲覧・入力可能
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圃場地図

（例１）
貸借区分が
「借地」を抽出

（例２）
作物名で
色分け

（例３）
航空写真を拡大し
地番を表示

Ⅰ．概要説明 特長：地図の色分けと表示

それぞれの地図は
きれいに印刷できます
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Ⅰ．概要説明 Ｚ－ＧＩＳの活用場面例

（例１）営農組合での作業管理
・圃場毎の作付計画や作業計画を白地図で手書きで管理
・計画の記入や変更の場合に大きな労力が必要

→圃場毎の作業内容を記した地図を手間を掛けずに作成・変更できる
→作業内容を組合員個々のスマートフォンに表示でき、正確かつ効率
的に作業を実施できる

（例２）農作業受託での作業管理
・ＪＡ・ＪＡ出資型法人が作業受託した場合、受託した圃場が点在
・移動時間のロス、作業対象圃場の特定に手間取る等、効率が悪い

→作業対象圃場の登録により、効率のよい作業経路を検討できる
→圃場を間違えることなく作業を実施でき、正確で効率的な作業管
理を行うことができる
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Ⅱ．活用例 必要最小限の表示で管理ができる

管理する内容を必要最小限にしてとりあえず管理をしてみる
圃場の場所と品種・田植え日・稲刈り日・田んぼごとの收量の感想などを
記入して、次年度の比較のために記録を残すことが大事

日付のみ

收量の感想

圃場毎の収穫状況を感想
として記録
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Ⅱ．活用例 慣れてきたら情報を加えて管理ができる

なれてきたら、基肥の量や、除草剤散布の有無など、必要な情報も加えることが
できます。複雑な入力はエクセル表で色分け機能を使いながら入力し、圃場の情
報と並べてみる場合はZ-GISを使うという方法もあります。

基肥投入日や投入肥料・
投入量も記録する

内容はエクセルで記入して
いくと効率が良い
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Ⅱ．活用例 地域の栽培履歴管理に活用

管内の地権者・耕作者・住所・品種名・播種日から始まる栽培履歴を一元管理



10

Ⅱ．活用例 スマホ入力でドロップダウンリストを活用

エクセル表にドロップダウンリストを組み込み
スマホで開いたZ-GISデータで作業終了などを登録
簡単入力で現場でも対応可能
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Ⅱ．活用例 作業の確認表として使用する
作業日・作業内容・作業者のみを表示、作業前0・作業完了後1と表示する
ことで、作業管理も数値化できる

列の非表示を活用し
必要な標記のみ表示
シンプルに確認

0・1入力

で作業管
理を数値
化できる
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Ⅱ．活用例 地域の圃場台帳として活用
管内の圃場をZ-GISに登録

農業者氏名や作物、品種を入力して活用



経営体の品種
毎

平均収量との
差

➢作付エリア毎の収量結果を“容易”に確認できる。

➢その結果、「経営体内部（社員・構成員同士）」、「経営体と

ＪＡ間」の“コミュニケーション”のきっかけになる。

（収量の良い圃場は管理手法の共有、悪い圃場は改善策の協議 等）

収量コンバインによる全刈データと
経営体の水稲品種毎平均収量との差を地図情報で表示

そうすることで・・・

Ⅱ．活用例 收量を地図で表示



○Excelを利用するため既存のデータが利用しやすい。

○他社システムのようなマスタ整備が不要で、すぐに利用できる。

○入力項目が固定されていないので、自由度が高い。

○大きな地図をＡ１に印刷できるなど、印刷機能が優れている。

○次世代へのデータ保存するために作業日や品種など記録する。

○普及センター、ＪＡ、生産者の情報共有に使いたい。（普及センター）

○生産者へのリモートセンシング診断レポートの納入に使いたい。

（リモートセンシング企業）

○各地で行っている現地試験の結果を社員で共有するのに使いたい。

（農薬メーカー）

※現在、生産者・ＪＡのみが利用可能ですが、農業関連事業者からの要望

も有り規約改定に向けて準備中です。 14

Ⅱ．活用例 利用者の評価



Ⅰ．概要説明 ＧＩＳエクセル
Ｚ－ＧＩＳは「ＧＩＳエクセル」という形式で保存された地理情報を取り扱います
属性表の項目の追加や編集等の作業はExcelを利用して行います

Ａ列（通常非表示）：ポリゴン情報が記入されています

１行目（通常非表示）：各カラム（桁、フィールド）に含
まれる情報「型」を指定します
例）ｃ：文字列、ｎ：整数値、ｆ：浮動小数点数

A1セルにはGISエクセルの標式が記入されています
例）GISエクセルの標式：__xl$gis__

アンダーレイの標式：__underlay__
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Ⅰ．概要説明 表示層（レイヤー）
Ｚ－ＧＩＳの地図画面の表示内容は４つの表示層（レイヤー）を合成したものです

 オーバーレイ：圃場層とは別に「補助図形」の作図・保存等が可能です。
補助図形は、圃場地図に対する「図形メモ」として使用できます

 ポリゴン：圃場ポリゴンのレイヤーが作成されます

 アンダーレイ：ポリゴンの下層に表示されるため、土壌分布図などを表示する際に
使用します

 背景地図：最下層には背景地図があります
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Ⅱ．事前準備 ダウンロード

「アピネス／アグリインフォ」トップページ
（https://www.agri.zennoh.or.jp/）に
アクセスし、Z-GISボタンをクリックします

「無料で試す」ページに公開中の「１か月間
お試しID」を記入すると、31日間、誰でも
利用可能です。

HPからいろいろな情報が入手できます
「使用許諾契約書の・・」にチェック
 64bit zipまたは32bit zipをクリックし、

Z-GISをダウンロードします
 Z-GIS利用申込書のページから直接申込も
できます・

 Z-GISの操作マニュアルや使い方、Q&A等
を掲載したページもあります
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Ⅱ．事前準備 組織内ＬＡＮ環境で利用する場合の設定

「設定」をクリック

 サーバータブを選択
 「プロキシサーバーを使用する」、「ネット地図サーバーを使用

する」にチェックします
 既にIEにプロキシが設定されていて、その設定を流用するのであ

れば「IEに登録済みのProxyを流用」にチェックします。IE設定を
流用しない場合は、「IP/URL」「ポート番号」を入力します。必
要であれば「ログインID」「パスワード」も入力します

 入力後、変更反映ボタンをクリックします

※詳細はZ-GIS倉庫の「資料」ページの「通信設定資料」に掲載して
います。システム管理部署への確認をお願いします。

プロキシサーバを経由する場合、環境によっては地図表示ができない場合があります
地図表示を可能とする設定を実施します（システム管理部署に確認して下さい）

稼働環境
 OS：Windows7以降
 その他：.NET Framework4.5以上
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Ⅲ．操作説明 起動・ファイルの読み込み

「属性表」表示エリア

ツールバー：
各種機能の利用を行います

動作スイッチ：
動作モードや情報表示の切替を行います

ステータスバー：情報／メッセージ、地図縮尺を表示するエリア

「地図画面」表示エリア

バージョン情報

ダウンロードしたフォルダ内にある Z-GIS.exeのダブルクリックによりZ-GISが起動し
ます。起動後、開くボタンまたはドラッグ＆ドロップでファイルを展開します
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Ⅲ．操作説明 地図の表示切り替え

画像

非画像

絵地図

白地図

・Z-GISの背景地図は使用目的にあわせて変更できます（下図左）

・設定ボタン ⇒設定ダイアログ⇒「背景地図」から地図を選択・変更します（下図右）

・GEOSPACE地図については、自由にコピーや印刷が行えます
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Ⅲ．操作説明 動作スイッチの操作

ボタン 説明 機能概要

地図ズーム マウスの中ボタンまたは地図表示エリアの右上下隅クリックで指定

位置情報
経度、緯度、3次メッシュコードを表示
Ctrlキー＋左クリックで住所入力ダイアログを表示

表示レイヤ
左クリックで地図画面に表示するレイヤの組合せを切替える
（表示順序は①補助図形、②ポリゴン、③アンダーレイ、④背景地図）

ファイルモード データの読み込み／書き出しを行う場合のファイルの種類を設定

全体ビュー 左クリックで地図画面右下隅に1/25サイズの全体ビューを作成
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Ⅲ．操作説明 ポリゴンの新規作成・編集①

【操作手順】
① Ctrlキーを押しながら位置ボタン をク

リックします。表示されたダイアログに住所
を入力し検索ボタンをクリックします

② 地図画面上にカーソルを移動し、中ボタンを
前後に回して「ズーム率」を「17」に設定。
登録する圃場を地図画面上に表示します

③ マウスの右ボタンをクリックし、メニューか
ら「ポリゴンの新規作成」を選択します

④ 属性表エリアにデータが作成されます

地図上に表示したい
住所を入力します

右クリック→ポリゴンの
新規作成を選択します

属性表エリアにデー
タが作成されます
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Ⅲ．操作説明 ポリゴンの新規作成・編集②

⑤ 地図図面上中心の赤色の四角枠の上に
カーソルを移動し、左クリックで選択し
ます。四角枠が青色に変わったら、右ク
リックで「ポリゴンの編集」を選択しま
す。角に四角の点が現れます

⑥ 四角の点をクリックすると、編集可能な
状態（緑色）に変わります。登録したい
圃場のサイズに合わせ、四角の点をド
ラッグしながら移動させます。圃場の形
が多角形の場合、点の追加を押し、圃場
の形を整えます

⑦ 登録したい圃場の形になったら、上部ボ
タンの決定ボタンをクリックします

①～⑦の作業を繰り返し、必要なポリゴン
データを作成します編集操作ボタン

が表示されます

四角の点をクリックして緑色にし、ドラッグし
て形を整えます
形がきまったら左上の決定ボタンで確定します

【属性表の項目追加について】
ポリゴンデータ新規作成時には「属性表」の
項目は「属性値」と「住所（推定）」の２つ
です。項目の追加はZ-GISで作成したデータ
をExcel形式で保存し、Excel上で行います

左クリックで選択→右
クリック→ポリゴンの
編集を選択します
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Ⅲ．操作説明 ツールバーの機能

※「ラベル表示」と「グラフ表示」ボタンはCTRL＋左クリックで切り替える

ボタン 説明 機能概要

設定 各種オプション等の設定

開く ＧＩＳ情報ファイルを読み込む

データ検索 条件を指定してデータを検索・抽出する

地図色分 属性の内容にあわせてポリゴン／マーカーを塗り分ける

並び替え 属性表の表示内容を並び替える

ラベル表示 指定した属性情報をポリゴンに重ねて表示する

グラフ表示 属性情報に基づく小グラフをポリゴンに重ねて表示する

拡大コピー 地図画の高解像度コピー画像を作成する

地図印刷 地図画面の表示内容を印刷

保存 ＧＩＳ情報をファイルに書き出して保存する

補助図形 補助図形の作成・編集等を行う

外部ツール 各種の補助的なツール群

終了 ZGISの実行を終了する

24



Ⅲ．操作説明 データの検索
【操作手順】
① ツールバーのデータ検索をクリックし

ます
② データ検索画面が表示されます。検索

条件を指定し検索実行ボタンをクリッ
クします

③ 検索条件と一致したデータのみが抽出
されて表示されます

④ 全てのデータを再表示する場合には
データ検索画面の解除ボタンをクリッ
クします

検索条件を指定
します

クリック

検索条件と一致した
データが抽出され表示
されます

クリック
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Ⅲ．操作説明 地図の色分け
【操作手順】
① ツールバーの地図色分をクリックしま

す
② 地図色分画面が表示されます。キー・

カラムから色分けしたい条件項目を選
択し実行ボタンをクリックします

③ 地図が色分けされて表示されます
④ 色分けを終了する場合には地図色分画

面の解除ボタンをクリックします

キー・カラムを
指定します

クリック

地図が色分けされ凡例
が表示されます

クリック
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Ⅲ．操作説明 ラベルの表示
【操作手順】
① ツールバーのラベル表示をクリックし

ます
② ラベル表示設定画面で表示したいラベ

ルと文字サイズを指定し実行ボタンを
クリックします

③ 地図画面上にラベルが表示されます
④ ラベル表示を終了する場合にはラベル

表示設定画面で解除ボタンをクリック
します

表示ラベルを指定し
ます（３つまで）

Font文字を参照に文
字サイズを指定

地図上に指定したラベ
ルが表示されます

クリック

クリック
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Ⅲ．操作説明 拡大コピー
【機能】
Ａ１サイズ以上の大判用紙でも鮮明な印
刷ができるよう解像度の高い地図画面の
コピー画像ファイルを作成する機能です

【操作手順】
① ツールバーの拡大コピーをクリックし

ます
② 拡大コピー画面でズーム率等を指定し

実行をクリックします。実行中は画面
がロックされ、処理完了まで30秒程度
かかります

③ デスクトップ上にScreenCopy.png
ファイルが作成されますのでPaintや
フォトビューア等で確認します

ズーム率を指定します

（右表参照）

背景モノクロ設定

大判プリンタで必要なイメージのドット数の目安

作成する画像ファイル名

クリック

クリック
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Ⅲ．操作説明 補助図形 【機能】
オーバレイ（最上層のレイヤ）に「図形メ
モ」をセットし地図エリアに表示します

【操作手順】
① ツールバーの補助図形をクリックする

と地図エリア上部に操作ボタンが表示
されます

② 新規ボタンをクリックし図形の種類等
を指定後作成ボタンをクリックします

③ 地図エリアに補助図形が表示されます。
決定ボタンで確定します

図形の種類・色・境界線
幅を指定します

コメントを入力します
地図上にコメントを表示
させる場合は最初の文字

を“!”とします（「設定」
－「その他」と連動）

クリック

クリック
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Ⅲ．操作説明 外部ツール機能

ボタン 名称 機能概要

Excelふりがな除去
Excelデータの「ふりがな」が普通文字として属性表のセル内部に表示
されることがあるため、不要なふりがなを除去する機能

Shapefileスリム化
外部データ（Shapefile）を使用する際に、ポリゴンの外観劣化を抑制
しながらポリゴンの頂点数を間引く機能

３次メッシュポリゴン
地図上に３次メッシュ（1kmメッシュ相当）ポリゴンを作成し、GIS
ファイルを作成する機能

圃場別レポート作成
圃場のデータと地図画像とをテンプレート（書式）に流し込み、１圃場
１葉のレポートを作成する機能

巡回経路探索
指定した最大20ヶ所の地点を巡回する経路（道路）を探索する機能
（探索結果は補助図形（オーバレイ）として保存可能）

作付計画検討 作物別の面積値を集計し作付計画検討を支援する機能

面積計算 ポリゴンの面積（㎡）を計算し指定したカラムに書き込む機能

住所地図作成 住所データから位置を推定し、GISエクセルデータを作成する機能
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Ⅲ．操作説明 Z-GISクラウドの利用（ファイル読込・保存）

 Z-GISへ加入申し込み後、ユーザIDが登録されると、Z-GISクラウド上に
ユーザID専用の記憶領域が割り当てられます

 Z-GISで「データの保存」を行うと、Z-GISクラウドのユーザー専用領域
にデータが自動保存（バックアップ）されます

 クラウド上に保存されたデータはインターネットを通じてタブレットやス
マートフォンから簡単にアクセスできます

キーボードの「Ctrl」キーを押しなが

ら「開く」または「保存」をクリック

ユーザIDと紐付いたZ-GISブラウザ・ダイア
ログが開き、Z-GISクラウドからのファイル読
込・保存ができます

インターネット
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Ⅲ．操作説明 Z-GISクラウドの利用（ログイン）

 Z-GIS.a/i（スマートフォン、タブレット向けアプリ）を新規インストールし
た初回起動時には、特別ID「common」でログインした状態となっており、
既定のファイル入出力先はZ-GISの「共有領域」に割当てられています

 ユーザIDに紐付いた記憶領域のデータ入出力のためにはログイン操作が必要
です (1ヶ月限定のお試し版はログインせずに利用可能）

ツールバーの マーク（ク
レジット情報表示）をタップ

全農マークを５回タップ ユーザID・パスワードを入力し
てログインボタンをタップ

【ログイン操作手順】
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Ⅲ．操作説明（参考）外部データの取り込みについて

Shapefileの読み込みができない場合の対応

Shapefileとは、他の地理情報システム(GIS)間でのデータの相互運用に
おけるオープン標準として用いられるファイル形式

Z-GISにおいてもShapefileの読み込みが可能ですが、Shapefileの形式に
よっては読み込めない場合があります

QGIS等の変換ソフトを使用し、Z-GISで読み込み可能な形式に変換後
Z-GISで読み込むことが可能となります

Z-GISで読み込み可能な形式 WGS84 ESPG:4326
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Ⅳ．その他 利用方法（申込・料金・サポート窓口）

 利用申込書はZ-GISダウンロードページ
に掲載

 必要事項を記入し申し込むボタンで農協
協会へ送付され、ユーザＩＤ・パスワー
ドが連絡されます
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Ⅳ．その他 利用方法（申込・料金・サポート窓口）

サービス提供方法
 ユーザは利用申し込み後、ソフトウェアをダウンロードして利用する
 スマートフォン、タブレット端末用アプリは、App Store（iPhone、iPad

向け）、Google Play（android向け）より入手する

利用料金
 登録100圃場毎に月額200円を課金する。なお、登録2,000圃場以上は月

額定額4,000円とする。
 10,000以上の圃場を登録することは、システム上非常に負荷がかかるため

集落、旧ＪＡ単位でＩＤを取得することを推奨する
 クラウドストレージは１ＧＢまで使用可能とする（100圃場ごと）

請求処理
 利用申し込みの翌々月から課金
 年２回（９月末・3月末）請求とし、農協協会から請求書を郵送する

個人情報の取り扱い
 ユーザが入力した農地に関する情報については、ユーザの同意を前提にＪ

Ａや本会が営農の諸課題に関する施策の検討について活用することを目的
に、データを閲覧できることとする
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Ⅳ．その他 利用方法（申込・料金・サポート窓口）

ユーザーサポート（無償）
 サポート窓口を設置し、電話・メールでユーザーからの問い合わせに対応

する

ユーザーサポート（有償）
 コンサルティング
導入を検討するユーザーに対して、Z-GISの活用方法の提案を行う

 データ入力サポート
Z-GISの稼働に必要なデータ入力作業をユーザーに代行して実施する

【Z-GISサポート窓口（(社) 農協協会 Z-GIS管理部）】
電 話：０３－３６３９－１１２５
メール：z-gis@jacom.or.jp
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Ⅳ．その他 全農が目指す農業ＩＣＴ（イメージ）

防除・施肥データ・生育データ

生産計画営農情報

施肥・防除・
気象情報

経営改善提案（Ｚ－ＢＦＭ）

様々な営農情報
（アピネス／アグリインフォ）

営農管理システム

Ｚ－ＧＩＳ

栽培環境データ

水田センサ－ 他

ナイルワークス

営農支援情報管理
（圃場情報・生産履歴等）

土壌養分状況の可視化・適正施肥指導

土壌分析値

ナイルワークス社ドローン

圃場ごとの栄養状況（イメージ）

土壌診断結果の活用
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Ⅳ．その他 推進資材（チラシ・ポスター）
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全農が発信する営農情報・
営農関連システムをご活用ください！

営農総合情報誌「グリーンレポート」

営農情報サイト「アピネス／アグリインフォ」

営農計画策定支援システム「Ｚ－ＢＦＭ」

営農管理システム「Ｚ－ＧＩＳ」
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