
 
 

 
 

地域農業活性化への三つの見える化を 
支えるICT 

ICT to Support Three Types of Visualization for Revitalizing Local 
Agriculture 

あらまし  

日本の農業は地域の基幹産業であり，地域農業の活性化は地域活性化に直結していると

考えている。富士通は，農業がもうかる産業となり持続的に発展できるよう，農業の経営，

生産，販売の三つの見える化をクラウドコンピューティング技術により実現する研究，実証

実験を進めている。 
本稿では，2009年に宮崎県様主催の農業活性化に向けたIT活用研究会に参加し，地域主

体による農業の課題や解決に向けたICT活用の検討を行った状況，および富士通のヒューマ

ンセントリックコンピューティング技術，クラウドコンピューティング技術を活用したICT
の農業への浸透について報告する。 

Abstract 

In Japan, agriculture is the leading industry in regional areas.  And revitalization of local 
agriculture is directly linked to regional revitalization.  Fujitsu is conducting R&D and a 
pilot project to visualize the three areas of agricultural management, production and sales 
with Cloud computing technology so that agriculture can be a profitable and sustainable 
industry.  This paper reports on the results of investigation conducted at a study group, 
held by Miyazaki Prefecture in 2009, on the use of IT in Miyazaki Prefecture (2009) to 
revitalize agriculture by having local entities adopt ICT.  It also reports on Fujitsu’s Human 
Centric Computing and ICT deployment in the agricultural sector using Cloud computing 
technology. 
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ま え が き 

 日本の農業は安全・安心な食料の安定供給，雇用，

自然環境の維持など多面的な機能を果たしている。 
しかし現在，生産者の約61％が65歳以上と高齢化

が進んでおり，また耕作面積が461万haに対し農産

物の生産を休止し直ちに生産を再開する予定のない

耕作放棄地が39万ha（埼玉県と同等面積）に拡大

している。その一方，食料自給率は先進国中で最低

の41％と非常に厳しい状況で，輸入に頼るなか農

業輸出国の異常気象による生産量の変動が国内食料

供給量や価格を大きく変動させている。(1) 

 海外に目を転じれば，農業に必要な水不足の進行，

農地の砂漠化，アジア圏の人口増大，とくに富裕層

の拡大による食料需要が拡大する一方，飢餓に直面

する人々が増加するなど，世界規模で食料，農業事

情は深刻な事態に瀕しており，世界規模での食農問

題への対応が喫緊の課題である。 
 富士通は，地域の基幹産業である農業がもうかる

産業になり持続的に発展できるよう，農業の経営，

生産，販売面のイノベーションをICTでお手伝いし

たいと考えている。 
 本稿では，富士通が宮崎県内の農業関係者ととも

に取り組んでいるICTを活用した地域農業の活性化

について報告する。 

日本農業の現状，課題 

 以前にお会いした農業経営者から学んだことは，

農業経営の安全・安心ということであった。それま

で食の安全・安心はよく耳にする言葉であったが，

経営の安全・安心はあまり伺ったことがなかった。

農業は様々な課題やリスクを抱えている。天候に収

量が左右されるリスクもある。しかし，一番問題な

のは農業経営者も気づいていない経営マネジメント

の課題で，経営，生産，販売の多岐に関連する根本

的な問題とのことであった。この三つの課題につい

て以下で詳細に述べる。 
（1） 経営に関する課題 
 農業で一番の課題は，経営者が経営状態を十分に

把握できていないことである。例えば，商品のコス

トや市場販売価格，経営体の業績見込みなどを十分

に把握していないケースが少なからずある。この結

果，農外企業との取引時，先方からデータ開示の要

請があっても対応することができないため，結果的

に農外産業とのサプライチェーンに参加できず，も

うかる産業になれないでいる。これでは農業の持続

的発展には結びつかない。 
（2） 生産に関する課題 
 日本の農業生産は熟練生産者の経験と勘に支えら

れてきた。しかし，熟練生産者の匠
たくみ

の技がすべて

個人の頭の中にあり暗黙知になっているため，生産

者の高齢化，離農とともに匠の技が消滅しつつある。

年間の新規就農者が約6万人，内35歳以下が1.5万
人では，熟練生産者の匠の技を引き継ぐ人材が少な

い。(1) このままではあと10年で現在の生産者の多く

が70歳代に入り，高度な生産技術が消滅してしま

う農業生産の危機的状況である。 
（3） 販売に関する課題 
 現在の農業は買い手のニーズを十分把握できてい

ない中で生産を続けているケースが多いと伺った。

同じ品種でも，加工用と生食用では要求される大き

さ，形，色などは異なる。しかし，生産者側ではそ

のニーズを十分把握できない中で，生産，出荷を

行っているため，需要と供給が十分にマッチしてお

らず，結果的に生産者が希望する対価が入っていな

い。生産者が買い手のニーズに基づく生産を行うこ

とで，需要と供給がマッチしもうかる農業になると

考える。 

ICT活用検討の契機と現場活動 

 生産者からお話を伺っていた頃，東京・内幸町に

ある富士通「イノベーションショーケース ネット

コミュニティ」にご来館いただく自治体の方々から

も，農業は地域の基幹産業であるが大変疲弊してお

り，ICTを活用した農業活性化，地域活性化の検討

をしてほしいという要望があった。 
 富士通はこのような地域の要望に応え，多面的な

機能を果たしている農業の持続的発展に向けたICT
の活用を考え，農業プロジェクトを立ち上げた。プ

ロジェクトメンバが農業経営における真の課題を十

分に把握するため，2008年から九州，近畿の生産

法人に常駐させていただき，毎日の営農活動を通し，

農業における課題抽出とICTソリューションの検討

に着手した。常駐者以外にも，様々な職種の社員が

訪問して現場の方から課題抽出，圃
ほ

場（農場）の通

信環境の測定などを行った。 
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 現地活動を通し把握できた一例を以下に示す。 
（1） 多くの生産者ではコスト管理の中でも特に作

物ごとの人件費管理がほとんど未着手で，経営

上のネックになっている。 
（2） 熟練生産者の匠の技は日常の無意識の活動の

中にあり，何気ない行動の収集，蓄積，分析が

匠の技データベースになり，新規就農者のスキ

ルアップツールになっている。 
（3） 顧客からの問合せに対し，返答漏れや不正確

な回答をしてしまうケースが発生するなど，顧

客応対品質の個人差によって，商談機会の喪失

などの影響がある。 

自治体と連携したICT活用検討 

 地域の基幹産業である農業の発展は，個々の生産

者にフォーカスした課題解決では十分ではなく，地

域全体の農業が活性化する取組みや施策が重要と考

えている。したがって，民間企業だけの取組みでは

なく，民間と行政が連携した取組みが必要と考え，

お世話になっている生産者とのリレーションやネッ

トコミュニティにご来場いただいた経緯から宮崎県

様（以下，宮崎県）へ地域農業振興に向けたICT活
用研究会構想を提案させていただき，また2009年，

宮崎県主催の「農業の見える化による新たなIT活

用システムの提案プロジェクト」が開催され，富士

通も委員として参画した。 
 研究会の趣旨は，「農業が大きな変革期にある中，

農業の持続的な発展と農業所得の安定的向上を図る

ため，他産業などからの多様な視点や革新的な技術

を融合させた生産や流通システムなどの改革プラン

を民間から県へ提言し，農業の改革を促すとともに，

新たな農・食産業システムの構築を図る。また，

IT検討部会では，農地情報システムを基盤に，経

営診断や圃場計測，消費ニーズなどの情報を連動さ

せた横断的システムを構築し，法人化や規模拡大，

販路開拓の際に，各情報がリンクした最も有効な活

用を図る体制を整備することにより，農業者や参入

企業，融資機関などに対する新たな行政サービスを

創出する事」としている。(2)

 委員会は主催の宮崎県農政水産部，生産者（JA，

農業生産法人，普及指導協力委員，土地改良事業団

体連合会），大学，民間（銀行，富士通，富士通九

州システムズ，富士通総研）が参加し，2009年度

中に研究会を3回開催した。 
 2010年3月の最終答申では，地域農業の活性化に

は自治体，生産者，民間などが蓄積している農業経

営，生産などのデータ活用が有効であるとされた。

地域農業振興を具体化するために，官民が連携し各

セクタが蓄積する有益な情報を流通させる農業情報

流通共通基盤の整備を検討することが報告された。

宮崎県はこの答申を受け，この内容を次期長期計画

に反映させる予定である。 
 富士通は答申案作成段階で委員間のディスカッ

ションを通し，食農関係者へクラウド技術を活用し

た経営，生産，販売という三つの見える化を提案

した。 

ICTによる農業の三つの見える化 

 本章では，地域農業の活性化に向けた富士通の考

えるICT活用を，経営，生産，販売の順に紹介する。

また，その三つの見える化を支えるクラウド技術を

紹介する。 
● 経営の見える化 
 先述したように，農業生産者の多くは生産のプロ

だが，経営のプロは少ないと言われている。これは，

売値を外部にゆだねる無条件委託販売方式と呼ばれ

る日本固有の市場システムも一因と指摘されること

もある。コストや売値を意識する必要がない状況下

では，農産物の原価を把握するインセンティブが働

かない。圃場ごとに日照，土壌の状態，生育状況が

違うため，圃場ごとの生産原価もばらばらである。

それにもかかわらず，投入した資材や償却費，農地

賃料，人件費の把握はほとんど行われていなかった。 
 富士通は圃場別，作業別，作業者別のコスト把握

ができないか検討を重ねた。ここで問題になったの

が，経営者からコストの見える化は大きなメリット

だが，作業者はこのために別途作業が発生すること

に大きな抵抗感を持っていた。そこで，コスト把握

と作業者の負担を発生させないことを両立させたの

がGPS（Global Positioning System：人工衛星の

電波を使った位置測位システム）データを活用した

コスト計算の手法である。作業者にGPS機能付携

帯電話を持ってもらい，GPSデータの移動軌跡の

分析により，作業者がどの圃場で何分作業をしてい

るかを把握することにした。現在は，携帯電話の

GPS機能を活用しているが，電池寿命などの問題
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から，専用端末を試作，開発中である（図-1）。試

作品を2010年5月に開催した富士通フォーラムで展

示したが，製品版ではサイズを小型化し，装着感を

少なくする。作業内容についてはGPSデータだけ

では把握できないので，事前に作成した作業計画書

とGPSによる移動軌跡をマッチングさせることで

取込みを実現した。これにより，作物ごとの原価把

握が可能になり，生産者が流通，卸売，小売と価格

折衝を行う際の強力なツールとなることを期待して

いる。 
 このほか，経営の見える化に関しては，農業独自

の税制度を勘案し税務申告などの業務を支援する

SaaS「F&AGRIPACK 経営管理」システムを既に

提供している。これは，農業に精通した税理士（全

国農業経営コンサルタント協議会会員など）と連携

し，取引伝票や給与明細を入力するだけで，仕訳・

源泉徴収の管理まで行うことができる。会計・資

産・給与の基本業務に加え，年末調整・決算申告・

経営診断機能をクラウドサービスで提供している。(3) 

● 生産の見える化 
 富士通は農業も他産業と同様に，生産計画，作付

けなどの事前計画が存在するべきと考え，農業の

PDCAサイクルを整理し，栽培，収穫，出荷，評価

のPDCAサイクルをICTで見える化し，生産を支援

するICTを検討した（図-2）。システムはPDCAを

横串で情報連携できるデータベースと，様々なサブ

システムを開発している。以下にサブシステムの一

例を紹介する。 
 紹介するのは，PDCAのチェック段階での活用を

想定している見回り支援システムであり，以下の二

つの目的を持っている。 

 

図-1 開発中のGPS内蔵端末（試作） 
Fig.1-Terminal with built-in GPS (prototype). 

（1） 分散する圃場の定期見回り支援 
 圃場は，病害虫の発生，雑草の急成長，土壌の変

化，鳥獣被害などが思わぬタイミングで発生する。

これらをタイムリに把握するためにも定期的な見回

りが重要な作業であるが，圃場数が多くなると人に

よるタイムリな確認が困難である。そこで，GPS
端末を持った作業者が圃場へ行くと，自動的に圃場

管理地図に見回り済のチェックが入る。また，前回

の見回りから一定日数以上経過し見回りが必要な圃

場地図にはマークが表示され優先的に見回るように

促してくれる。 

 

= Action =
計画や資源の見直し
ICT例：システムへ作業や収量実績を

反映させ，次年度計画に活用

= Do =
作業計画に基づく作業実施
ＩCＴ例：作業進捗管理システム

= Plan =
営農計画策定（年ベース）
ＩCＴ例：作付け計画支援システム

= Check =
作業や圃場状態確認
ICT例：見回り支援システム

GPS（人・農機具） 各種センサ

 

図-2 農業のPDCAとICT 
Fig.2-PDCA in agriculture and agricultural application of ICT. 
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（2） 気づきデータの蓄積とノウハウのデータベー

ス化 
 作業者が圃場で異常に気づき特別な対処をした場

合，その現場状況を携帯電話のカメラで撮影した写

真に，何に異常を感じたかなどをコメントとして加

え，圃場地図を活用したデータベースに登録する。

新たに発生した気づきなどの案件を作業者ミーティ

ングで共有し確認することで，技術の伝承やスキル

アップに活用できると考える。データ蓄積開始の初

期には不正確な対処が登録されても，数度繰り返さ

れた対処のみ正式なものとすることで対処方法の信

頼も上がっていく。 
● 販売の見える化 
 従来，個々の生産者は独自の販売先を持っていな

かったため，無条件委託販売方式で商品を販売し，

生産者が販売をする必要はなかった。しかし，最近

は独自に顧客を開拓し独自ルートで販売する生産者

が出現している。新たな販売先を確保した生産者は，

従来の流通ルートでは実需者（小売，加工食品メー

カ，消費者など）の評価，販売価格が十分把握でき

ないまま生産していることを課題としている。 
 販売面の課題を解決する販売の見える化へのICT
ソリューションは今後，顧客へのニーズヒアリング

とICTの検討が更に必要な段階である。現在，富士

通 が 提 供 し て い る の は ， CRM （ Customer 
Relationship Management）システムと呼ばれて

いるものである。これは他産業のコールセンター，

お客様センターで活用いただいている仕組みで，お

客様からの要望，クレームを一元管理分析し，商品

やサービスに反映させるためのデータとして活用し

ていただく仕組みである。 
 そのほか，直売所向けに，顧客管理，欠品防止，

売れ筋商品の把握などを行うPOSシステム（Point 
of Sales System：販売時点情報管理システム）も

提供している。 
● 三つの見える化を支えるクラウドコンピュー

ティング技術 
 本章では，農業の三つの見える化とそれを支える

ICTについて触れてきた。日本の農業経営体は小規

模が多く，ほとんど単独でのICT投資は進んでいな

いのが現状である。そこで富士通は，農業向けに最

新のICTであるクラウドサービスによるソリュー

ションの提供を検討している。クラウドサービスと

は，サーバやアプリケーションソフトウェアをベン

ダが所有し，お客様はインターネット経由でベンダ

のセンターにアクセスすることでアプリケーション

ソフトウェアが利用できるサービスである。クラウ

ドサービスにより，お客様の導入，運用コストが抑

えられ，短期間で利用開始していただくことができ

る。また，データセンターに関連部門のデータを集

約するので，利用規定の定める範囲内で関連部門間

でデータの共有がしやすいことなどがある。 

む  す  び 

 本稿で紹介したICTは，地域農業振興の観点から

自治体など公的機関が基盤を整備し食農関係者の利

用，JAが整備し組合員の利用，農業生産法人の利

用，農外参入企業の利用，生産から流通，小売，消

費までのサプライチェーン関係者の利用など，様々

な食農関係者に利用していただけると考えている。 
 農業は安全・安心な食の安定供給，地域の雇用，

環境保全などの役割を担う国民生活に密着した重要

産業である。しかし，現在，食や農業を取り巻く環

境は厳しい状況である。また，食料・農業問題は日

本国内にとどまらず，世界的喫緊の問題と認識して

いる。 
 富士通は人を中心としたICTの利活用である

ヒューマンセントリックコンピューティング技術や，

クラウドコンピューティング技術を活用し，農業の

経営，生産，販売の見える化による地域農業の振興，

世界規模の農業を支援させていただきたいと考えて

いる。 
 最後に，今回の研究会参加の機会をいただきまし

た宮崎県農政水産部様，委員会で情報やご意見を下

さいました委員の皆様，これまで農業研修の機会を

ご提供くださいました生産者の皆様に厚く感謝申し

上げます。 
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