
 
 

 
 

農業分野へのクラウドコンピューティング
の適用と他分野への展開 

Cloud Computing Applied for Agriculture and Other Fields 

あらまし  

現在，日本の農業者が利用しているICTシステムの多くは税務処理やトレーサビリティ管

理など国や流通業などの「非農業者」側が必要としている仕組みである。著者らはこの現状

を踏まえた上で，最新技術（センサ，無線，クラウド）の導入・農業分野へのアプローチの

抜本的見直し・ビジネスフィージビリティスタディを柱に真に農業分野に役立つクラウド

サービスの仮説モデルを立て，国内の生産法人2社に協力いただいて実証実験を行っている。

また，その仮説モデルは農業分野だけにとどまらず医療・介護，保守など現場業務と共通部

分が多く，横展開を見据えた活動も行っている。 
本稿では，実際に農業現場で得られた知見とその後の分析に基づき，農業とクラウドの

親和性および実証で用いた技術の他分野への応用に関して論述する。 

Abstract 

Japanese farmers today use IT systems to declare tax or for traceability management, as 
required by people in the government or distribution industry who are non-farmers.  With 
this situation in mind, the authors have focused on introducing the latest technologies 
(sensors, wireless networks and Cloud computing), radically revising approaches to 
agriculture and conducting business feasibility studies to make a hypothesis model of Cloud 
services that truly contribute to agriculture, and have conducted a demonstrative test with 
the cooperation of two farming corporations in Japan.  This model has much in common 
with on-site operations such as medical and nursing care and maintenance in addition to 
agriculture, and activities are under way with a view to putting the model to wider use.  
Based on the knowledge acquired through actual agricultural operations and subsequent 
analysis, this paper describes the affinity between agriculture and Cloud computing and 
discusses applying the technologies used in the demonstrative test to other fields. 
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ま え が き 

 サブプライム問題に端を発した金融システム危機

は世界的な不況をもたらしたが，この事態が一段落

すると新興工業国の人口増大などを背景にエネル

ギーや食糧価格の高騰が再び次なる問題としてク

ローズアップされると目されている。 
 昨今，国内メディアにおいて農業が少子高齢化と

ともに社会問題として取り上げられることが多く

なった。農業の抱える問題は構造的な面からもたら

されたものが多く，大きく分けると農地法関連，後

継者不足，そして食生活の多様化である。農地問題

は新規参入の障壁となり，生産者の平均年齢が60歳
を超える原因の一つともなっている。加えて，国民

の食生活の欧米化とともに米や生鮮野菜の消費量が

減少し，日本農業は色々な面から構造的な転換を迫

られていると言えよう。日本国内の農産物売上げ

は8兆円であるのに対し，国家予算からの補助金は

3兆円である。(1) 日本の農業技術は世界一と言われな

がらも産業としては必ずしも成り立っているとは言

い切れない。 
 また，環境問題はグローバルな問題として認識さ

れており，今後食糧供給が世界的な問題として浮上

してきたときに日本の農業が国内の構造問題を抱え

たままではグローバルな対応に立ち遅れる可能性が

大きいと考えられる。(2) 日本が有する農業技術が

様々な方面で活用され，農業そのものが産業として

成立することが期待されている。 
 富士通は農業現場へICTを導入し，農業の一大産

業化へとつなげ，国内食糧自給率の向上や日本の優

れた農業技術を海外展開させていけるように貢献し

たいと考える。 
 本稿では，実際に農業現場で得られた知見とその

後の分析に基づき，農業とクラウドの親和性および

実証で用いた技術の他分野への応用に関して論述

する。 

農業分野への参入とその価値 

● 農業分野とICT 
 農業分野へのICT導入はこれまで税務申告やト

レーサビリティなど，どちらかと言えば行政や流通

業へのオブリゲーション的な要素の強い対応のため

に行われてきており，必ずしも農業の生産現場に役

立ってきたとは言えない。著者らは以下の2点に着

目し，農業現場に役に立つICTシステムの検討を

行った。 
・農業の産業としての効率化 
・農業技術の継承 
 これらに関して農業現場でフィールドワークを

行った結果，第一に農業のワークスタイルそのもの

へ以下の二つのような企業のものづくり工程に置き

換えた例を提案する必要があると判明した。 
（1） PDCAサイクルの向上（指示・報告などの

ワークフローの明確化） 
 農作業の計画と実施はベテランの生産者が長年に

わたる作業の中で身に付けてきた「Aが起きたらB
という対処をする」といった幾多のノウハウによっ

て構成された「経験と勘」により日々決定されてい

ることが分かった。これは第2次産業における生産

計画法とICTが長年苦闘してきたナレッジマネジメ

ントの組合せであり，十分取り組む価値があるもの

と判断し有効性の検証を行っている。ナレッジマネ

ジメントというと暗黙知の形式知化が発想されるた

め，「いかにおいしい野菜を作るか(3),(4)」といった

ところに着目してしまいがちである。もちろん，そ

ういった農業技術は大事であるがICTで対応するの

は非常に困難と認識した。そこで，ナレッジをいか

に蓄積していかに活用していくかという点と経営・

管理に直結する点に着眼点を据えスタートした。 
（2） コミュニケーション改善・情報共有（社内

ミーティングの活用など） 
 PC画面をプロジェクタで見ながら害虫や生育状

況といった具体的な情報共有と熟練者のアドバイス

から始めて，日々の作業報告だけでなく熟練者と非

熟練者の情報交流にも活用できることが検証できて

いる。 
● 実証の概要 
 農業現場における延べ1箇月以上に及ぶ農作業を

体験し（図-1），そこから得られたフィールドワー

クの知見に基づき図-2に示す，「データの蓄積」→

「見える化」→「分析」→「指示」という一連の流

れでICTによって農業現場を支えていくことが可能

ではないかと考えた。本節ではその仕組みと実証実

験の概要について記述する。 
 Webアプリケーションと携帯アプリケーションに

より，以下に挙げる各機能の試作を行い，技術的・
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ビジネス的な有効性検証を行うため国内2箇所（宮

崎県：露地野菜，滋賀県：稲作・畑作）の生産法人

の協力のもとで実証実験を行っている。 
（1） 販売/作付（生産）計画 
 顧客への販売と圃場

ほじょう

での作付（生産）計画を連

動させた仕組み。 
（2） 作業計画/実績管理 
 あらかじめ計画された現場作業と実績の自動収集(5)

により，進捗管理や作業のチェックが可能な仕組み。 
（3） 見回り支援 
 現場の写真やコメントを管理者，作業者全体が

共有することで報告や指示が容易かつ的確となる

仕組み。 
（4） 圃場データ管理 
 所在地，地権，面積，土壌，特徴などあらゆる圃

場関連データを一元管理できる仕組み。 
 これらの機能はセンサ（気象，土壌，GPS），

ネットワーク（無線LAN，3G），ナレッジマネジ

メントといった基礎技術を活用した以下のデータマ

ネジメントが支えている。 

 

（1） データ蓄積 
・GPS機能付き携帯電話による位置・時間情報 
・気象・土壌センサデータ 
・携帯電話（デジタルカメラ，音声レコーダアプリ

ケーション）で取得した画像・音声データ 
・日々の作業実績から抽出した気づきデータ 
・バーコード読取り機能付き携帯電話を用いた資材

管理データ 
（2） データ分析 図-1 農作業体験の様子 
・仮説モデルの登録，更新 Fig.1-Experience of farming. 
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図-2 農業現場を支えるITの仕組み 

Fig.2-Mechanism of IT that supports agricultural field. 
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・データマイニング 
 今後上記の機能を応用して，現場から求められて

いる様々な要望に対しても機能を追加していくこと

が可能であると考えており，今後順次試作し，実証

実験に投入していく予定である。 
（1） 作付シミュレーション 
 圃場データベースとナレッジマネジメントに基づ

き最適な作付計画立案を支援する仕組み。 
（2） 圃場ごとの損益計算 
 GPS機能付き携帯電話を用いることで位置・時

間データの収集を自動化（3Gによりデータをサー

バへ自動転送）し，「いつ誰がどこにどれだけの時

間いたか」をデータ化することで間接費の大部分を

占める人件費，バーコード読取り機能付き携帯電話

により取得した資材経費などを用いて圃場単位の損

益計算を行うための仕組み。 
（3） 圃場カルテ 
 地権，面積などのスタティックなデータと圃場特

性，土壌分析結果，生産履歴などを蓄積したデータ

ベース。 
 実証実験に協力いただいている生産法人の経営者

の方々からは「これらが実現できれば日本の農業が

変わる」という非常に高い期待を込めた評価を得て

いる。また，このシステム全体を「農作業管理シス

テム（仮称）」と呼称している。 
● 他現場への展開 
 前節に挙げた四つの機能のうち「圃場データ管

理」を除けば，そのほかの機能に農業の色はない。

GPS行動センシング，Webベースの地図アプリ

ケーション，データマイニングなどは既にほかの

様々な現場（医療・介護，保守作業など）への適用

を考えられる機能もあり，垂直統合的な発想だけで

なく横展開も視野に入れた活動を行っている。 
 ICT投資は世界的に「一巡した」と言われる。確か

にオフィスや工場・研究所などの施設向けにはそう

であろう。しかし，このような現場作業にはPCでも

携帯電話でもない形態の端末を含めた新たなICT適用

の可能性が残されている。国内の小売・外食・加工

といったフードビジネス一つをとっても売上高80兆
円規模の産業であり，我々が属する10兆円程度のICT
業界より裾野は大きく他分野やグローバル展開を見

据えれば可能性は計り知れないのである。 

クラウドコンピューティングとの親和性 

 農業分野へのICT適用を検討する前にクラウドコ

ンピューティングの普遍的な価値を以下と認識して

いる。 
・イニシャルコストの低減 
・オンデマンドで無制限に資源割当て 
・メンテナンス，バージョンアップのバックエンド

での実施 
・クラウドに存在する他システムとの連携を含めた

迅速な開発の容易さ 
・グローバルなサービス展開の可能性向上 
 これらを踏まえた具体的なサービスとして，農業

現場におけるPDCAサイクルを回すことに主眼を置

いた図-3の仕組みを想定している。 
 農業現場においてPDCAサイクルとは，下記の項

目を順次実施しフィードバックすることであると考

えている。 
 P：生産計画や作業計画の立案 
 D：作業実績の収集（現場では作業自体だがICT

での支援は不可能） 
 C：進捗管理や圃場見回り 
 A：計画変更 
 このワークフローに対し，主にセンシング・ナ

レッジマネジメント(6),(7)といった基礎技術を用いて

クラウドサービスを提供することになると考えて

いる。 
● 資源面

 前章に述べたとおり実証実験において，気象・土

壌データ，GPSデータ，画像データ，現場での気

づきデータ，圃場データを日々蓄積している。その

データ容量は5～10 Mバイト/件・日であり，独立

行政法人農業研究機構の報告(5)によると農業データ

は10～30年の蓄積が必要であること，ビジネス展

開時には50～100万件を目標としていることから

データ総容量は100 Pバイトを超える｛医療分野で

は個人の生涯健康管理データ＝PHR（Personal 
Health Record）が2 Pバイト/人とされていること

からすると小容量であるが｝。 
 上記の蓄積されたデータを分析し，アドバイス・

リコメンドを出していく仕組みを考えているため，

この膨大なデータに対してデータマイニングなどの

解析エンジンがクラウドで動作することになり，正
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図-3 農業におけるPDCAサイクルとクラウドサービス 
Fig.3-PDCA cycle in agriculture and Cloud services. 

 

確なMIPS値などは算出できていないが，相当な

CPUとIO性能が要求される。性能面でも効率の良

い（Sustain性能の高い）並列化計算技術などが必

要となることが明らかである。 
● 保守面 
 農業分野に限ったことではないが，新たな分野に

おけるICTシステムの導入には頻繁なバグフィック

スやバージョンアップが必要となる。クラウドコン

ピューティングではメンテナンス時に特定のオフィ

スへ赴いて作業するのではなく，クラウドセンター

内の1システムに対する修正・追加作業を行うだけ

で数10万～数100万にも上る個別のユーザ（生産

者）に対するメンテナンスが完了するため，メンテ

ナンスに伴う様々な課題を解決することが可能であ

る。各ユーザにバージョンの差異も存在することは

ない。メンテナンス時のトラブルの軽減は同時に

ユーザビリティの向上にもつながる。 
● システム連携面 
 富士通の強みは個々の要素技術だけではなく，自

社の様々なインテグレーションが可能なことである。

各種センサや携帯電話などの端末，ネットワーク

サービス（セキュリティ，認証，マルチキャリア），

様々な業務アプリケーション，バックエンドのサー

バ・ストレージなど，これらをすべて自社で保有し

ている企業は世界的に見ても稀
まれ

である。むしろ前

世紀末から分業化が進んだ欧米先進国ではそういっ

た企業は減少トレンドにある。だが，昨今Google
などは垂直統合的な動きに出ている。自社の抱える

クラウドサービスを生かすためには，ユーザ個々ま

でリーチするためのツールが必要となったと考える

のが妥当だろう。その意味でも富士通はクラウド

サービスを行う上で強力な武器を有している。 
 実証実験に用いている「農作業管理システム」は

試作当初から農林水産事業本部，富士通九州システ

ムズ，富士通北海道システムズが有する以下の三つ

のシステムと連携することで農業をトータルで支援

することを目指している。 
（1） 経営管理システム 
 税理士のサポートを受け，財務分析や税務申告を

行うためのシステム。 
（2） 生産履歴システム 
 食の安心・安全につながるトレーサビリティのた

めの生産履歴記帳システム。 
（3） GAP運用支援 
 農作業の規格であるGAP（Good Agricultural 
Practice）の運用を支援し，農産物の品質向上・安
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全確保を効率的に管理するシステム。 
 これらのシステムはクラサバ版の時代からJAや

農業生産法人など多数のユーザに利用されている。

経営管理システムは2009年上期にSaaS化が完了し

ており，SOP（Service Oriented Platform）上で

の運用が開始されている。生産履歴システムは

2010年度上期中にはSaaS化が完了する。具体的に

は前章で挙げた作付シミュレーション，圃場ごとの

損益計算や圃場カルテと連携することが今後期待さ

れる。 
 こ の つ ぎ の 段 階 と し て CRM （ Customer 
Relationship Management ）ソリューション：

CRMate，SCM（Supply Chain Management）ソ

リューション，映像情報を取り扱うUb!Point，SS 
Tubeと連携することが必要となる。これは単にシス

テムのマッシュアップを行うという意味ではなく，

ビジネスに適応したサービスを提供する上で必要に

なってくる機能をそろえるということである。つま

り，農業分野は生産活動だけでなく，販売やロジス

ティックス，もう少し踏み込んで言えば人と人との

コミュニケーションと無縁ではない。現実社会は

様々な仕組みが一体となっている。デジタル社会は

そういったリアルワールドの投影であり，すべてつ

ながるべきなのである。そもそも富士通の推進する

フィールドイノベーションやBPO（ビジネスプロセ

スアウトソーシング）はこういった視点に立脚して

いる。クラウドコンピューティングにおいて自社の

持つ様々なシステムを柔軟に連携させていくことは

富士通の目指す方向性にもかなっていると言えよう。 

プラットフォームへの提案 

 著者らには富士通のクラウドコンピューティング

のプラットフォームに対する提案を行うという役割

もある。 
 前章で挙げた様々なシステムのマッシュアップは

プラットフォームの構造にも柔軟性を要求する。農

業へのサービス適用一つを考えても基本的な認証機

能，課金機能は必要であり，GPSデータ処理，地

図システムなどは他分野にも共通して使うことがで

きる機能である。これらに画像・音声処理，データ

マイニングと枚挙にいとまがないほど共通化すべき

機能が考えられる。農業だけでなく医療・介護，保

守など現場作業が要求される業務ではこれらの機能

を活用できると考えている。その一例を図-4に挙

げる。 
 現在，実証実験においては垂直統合的な構成のシ

ステムを用いているが，試作開発当初からPaaSレ
イヤ以下は横展開が可能であることを見据えていた。 
 今後，最適なプラットフォームを構築するための

具体的な議論を社内横断的に行っていくことと並行
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図-4 クラウドサービスのレイヤ構造案 

Fig.4-Proposed layer structure for Cloud services. 
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して，いまだ「埋もれている」富士通の要素技術を

掘り起こす作業も実施していく予定である。 

む  す  び 

 元来，農業というものは家族，集落で行ってきた

文化があり，知恵の伝達・共有は非常に重視されて

きた。知恵を蓄積し，共有することで全体の効率や

生産性を上げてきたのである。農業は太古の昔から

の人類の英知の塊であると言える。これをICTのレ

バレッジ効果で幅広く展開できれば，さらなる飛躍

が得られよう。それを支えるのがクラウドコン

ピューティングであることは言うまでもない。そう

いった意味でも人類の英知の伝承にクラウドコン

ピューティングという仕組みそのものが非常に向い

ていると言えるのではないだろうか。 
 だが，これまで述べてきたようにICTの農業や医

療・介護といった現場業務への適用はまだまだこれ

からである。本文中にも述べたように富士通が現在

事業展開を行っている領域がリアルワールドの大半

をカバーしているとは言えない。 
 富士通ではICTが未適用であった分野に対して，

クラウドコンピューティングを切り口とすることで，

ICTの新しい活用モデルを確立できる手応えを得た。 
 この成果を在宅医療・介護などほかのICT未適用

分野の現場業務に展開し，国内はもとよりグローバ

ルに貢献できる事業を行っていく。 
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