
 
 
 
 
 

～食の未来へＩＣＴで貢献～ 
食・農クラウド Akisai （秋彩）ご紹介 

 
２０１３年１１月 

 
富士通株式会社 



富士通が目指す社会 

富士通は、社会が抱える様々な問題を 
ICT活用によって解決し、人々が豊かで安心して 

快適・便利に暮らせる社会の実現を目指しています 

食・農業 

防災 エネルギー 交通 

教育 福祉・医療 

“ヒューマンセントリック・インテリジェントソサエティ”の実現 
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日本の農業は大きな変革期 
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大規模化 企業＋プロ農家 

周辺から接近 

メガスケール農業生産拠点 
（工業団地化） 

 
 

既存＋新規 

直営農場立上げ 
契約者農家拡大 

全農と民間企業の共同出資 
 農産物加工・配送・レストラン 

監査法人による農業アプローチ 
農機具メーカーによるアプローチ 
ＩＣＴ企業からのアプローチ 
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新聞記事 
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オランダの先進施設園芸への取組み 

オランダは、世界第2位の農業輸出国であり、食品産業の競争力強
化と地域の活性化を目的とした「食品産業クラスター」が各州に1つ
程度存在 
政府は、税制優遇措置やインフラの整備など様々な支援を行う 

オランダの施設園芸生産者の95%がコンピュータによる統合環境制
御システムを導入（日本では2%）。統合環境制御システム自身も輸
出産業化 

10ha以上の巨大ガラス温室も多数 
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建設中の10ha規模のガラス温室 
（オランダ型, 2012年11月） 

韓国の先進施設園芸への取り組み 

韓国の施設園芸面積は、59千haで増加傾向。 （日本は49千ha） 

農業用の電気代は、約2円/ｋｗで日本の約1/10。 

パプリカ温室では、オイル代50%、ハウスは70%以上が補助金。 
その他、輸出に係る経費も全額補助金が出ている。 

 農林省事業として、ソウル郊外の干拓地に巨大ガラス温室（11ha）

を建設 （全体45億円で、土地 7億、施設 30億、ヒートポンプ/LPG 8億） 
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ご参考 
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農林水産省「農家就農動向調査、農業構造動態調査、 
        農林業センサス、新規就農調査」 

食・農 市場動向 
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企業の農業参入 施設園芸への投資予測 

 安定生産を行える施設
園芸市場は伸長 

 投資額は、2009年の
1,127億円から、2020
年に1,401億円へ 

 2009年の農地法改正
により企業の農業参入
が活発化 

 改正後の1.5年間で、
改正前の倍の840に 

 イノベーションの兆し 
若年層の新規就農推移 

 39歳以下の就農は 
最近10年は増加 

 農業法人などへの雇用
就農が３４％ 

富士通推計 農林水産省「平成22年度 食料・農業・農村白書」 
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食・農クラウドＡｋｉｓａｉ（秋彩） 
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富士通の食・農分野への取り組み 
農業の生産現場を中心に、2008年10月から全国10ヶ所の 
農業法人様と実証実験を実践 

■ 2009年4月～ 
■ 滋賀県彦根市 
■ 米・麦・大豆・野菜・果樹の 
   生産、販売。農作業の受託 
■ 耕作面積：150ha (330圃場) 

農業生産法人 
フクハラファーム様 

人材育成 

農業生産法人 
新福青果様 

安定収穫 

■ 2008年10月～ 
■ 宮崎県都城市 

■ 露地野菜の生産、加工､販売 
  (里芋・牛蒡・薩摩芋・人参・ 
     大根･キャベツ・ラッキョウなど) 

■ 耕作面積：100ha(273圃場) 

■ 2011年3月～ 
■ 和歌山県有田市 

■ みかんの生産・受託・ 
   農産加工・出荷販売 
■ 園地面積：6ha(30箇所) 

■ 2011年12月～ 
■ 千葉県千葉市（本社） 

■ 露地・施設野菜の生産・販売 
■ 直営農場 
    ：8農場(千葉県他) 

イオンアグリ 
創造様 

経営・生産・品質 
の見える化 
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農業生産法人 早和果樹園様 高品質 
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食・農クラウド Ａｋｉｓａｉ コンセプト 

「豊かな食の未来へICTで貢献」 

生産現場でのICT活用を起点に 

流通・地域・消費者をバリューチェーンで結ぶ 

食・農クラウド 
Ａｋｉｓａｉ 

※ 
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食・農クラウドＡｋｉｓａｉの目指すモノ 
「豊かな食の未来へICTで貢献」 

生産現場でのICT活用を起点に 

流通・地域・消費者をバリューチェーンで結ぶ 

 
 
 

いつでも安心して 
おいしい食事を 

消費者 

 
 
 

6次産業化を核とし
た地域活性化 

自治体／団体 

 
 
 

生産者と連携した 
新しいバリューの構築 

食品加工・卸・ 
小売・外食 

 
 
 企業的農業経営 

の実現 

生産者／JAｸﾞﾙｰﾌﾟ 

調達における課題解決に 
役に立つこと 

生産（製造）の安定に 
役に立つこと 

実現に向けたポイント 

調達における課題解決に役に立つこと 

①販売・調達計画と生産・出荷計画 
 
②調達したいモノの仕様と 
            生産するモノの仕様 
③日々の調達フォーキャストと生産見込み 

生産（製造）の安定に役に立つこと 

＝生産における不確定要素の削減 
（生産環境の安定⇒環境の制御・管理） 

＝需要と供給のバランスの安定化 

 ①施設園芸の高度化 
  
  ②施設園芸のコストの適正化 
 
 ③施設園芸の定着 

シェア 
・ 

マッチング 

 
チャレンジ 

 

11 



食・農クラウド Ａｋｉｓａｉ 商品体系 
 現場から経営まで企業的農業経営を実現するサービスを提供 

 土地利用型・施設園芸・畜産をカバーする全体体系 

 組織的マネジメントをサポートするイノベーション支援サービス提供 
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農業生産管理SaaS 「集約マネジメント」 
品質管理・需給調整・営農指導等、多数の契約生産者との連携

によるさまざまなメリットをご提供 

食・農クラウド 
Ａｋｉｓａｉ 

集約マネジメント 

情報の集約 

マネジメントと支援 全国数百～数千の 
契約生産者 

流通業様 等 

生産履歴 

供給量把握 

【提供予定】 
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営農指導支援 
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農業生産管理SaaS 「生産マネジメント」 
データを活かした農業経営の実践 

 

■ 現場で使いやすい  ■ 経営へ活かせる分析  ■ 詳細な管理項目 

日々の活動から 
生まれるデータ 

データを活かした 
農業経営 

利活用 

・センサー、カメラ   

 気温、湿度、日射量 画像 
<土壌温度、土壌水温 
 電気伝導度、雨量など> 

 

・モバイル端末 
 作業実績 
 生産履歴 
 生育情報 

食・農クラウド 
 

農業生産管理 
SaaS 蓄積・分析 

・外部情報ｻｰﾋﾞｽ 
地図：Google 
気象：気象サービス など 

・営農指導員 
・農業試験場 

収集 
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分析・計画・振り返り 

 
 

経営管理 

栽培実績登録 施設内機器制御 
施設内外データ計測 

データ活用 
ＰＤＣＡサイクル 

施設園芸SaaS&box 

農業生産管理SaaS 
生産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ データ 

収 集 

農業生産者様 

流通業様 （栽培指導者、マネジメント企業様）等 

農業生産管理SaaS 
集約ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

データ連携 

データ連携 

施設リモート制御 

他 Akisai商品 

センサー・ 
モバイル端末 

栽培指針 供給量把握 栽培状況確認 

◆農業の経営・生産・品質 
          の見える化 

  －適時適作業の実践 

  －客観的な数字に基づいた 
              経営判断 

  －原料を調達先の生産計画 
                  段階からﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
 
◆農業生産の安定と高度化 

  －施設管理コスト削減 

  －栽培ﾉｳﾊｳのテンプレート化 

 

 

◆４定（定時、定量、定品質、 

 定価格）マネジメントの実現 

 

共通メリット 
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食・農クラウドＡｋｉｓａｉの導入メリット 



FOODS eBASEとの連携 
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分析・計画・振り返り 

 
 

経営管理 

栽培実績登録 施設内機器制御 
施設内外データ計測 

データ活用 
ＰＤＣＡサイクル データ 

収 集 

農業生産者様 

流通業様 （栽培指導者、マネジメント企業様）等 

施設リモート制御 センサー・ 
モバイル端末 

栽培指針 供給量把握 栽培状況確認 
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施設園芸SaaS&box 

農業生産管理SaaS 
生産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

農業生産管理SaaS 
集約ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

データ連携 

データ連携 

他 Akisai商品 

データ連携 

 
仕様書DB 
生産情報DB 



施設園芸SaaS/環境制御 
「施設園芸SaaS」はクラウドに蓄積された様々なデータを利活用するクラウドサービ
スです。これらを利用することにより、農業生産者は、温室環境の見える化、温室の
遠隔監視、装置の遠隔制御が可能となり、質の高い農作物を安定供給することができ
ます。 

 温室内環境の自動制御 

 温室内装置の遠隔制御を実現 

 温室環境の見える化・異常検知時のアラート情報を発信 

 日本発の施設園芸／植物工場向け情報基盤であるユビキタス環境制御システム(UECS)（注1）に準拠 

（注1）UECS（ユビキタス環境制御システム：Ubiquitous Environment Control System ） 

BOX(UECS) 
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Akisai導入による調達の課題解決 
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－調達プロセスの観点 
 
－調達側と生産者側の連携の観点 
 



調達部門様の実現したいこと 

      自社製品の販売計画、製造計画に沿った 

    原料の安定した調達（４定※）を行うこと 
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 ⇒ そのためには、他製造業では普及していて、農家には全く普及 

      していない『生産(製造)プロセス管理』を行う必要がある 

※定時・定量・定品質・定価格 

計画 実績把握 予測・改善 納品 
◆原材料調達部門で行うべきチェック内容 

生産能力の把握 
・栽培指針(Policy) 
・生産計画 
（作付、作業、機材、 
資材などの計画） 
・トータル数量把握 

適正な管理か？ 
・作業実績 
・生育状況 
・環境情報 

・農薬や肥料の 
 使用状況 

このままで大丈夫？  

・過去実績との比較 
・歩留りを上げる 
・環境を調節する 
・計画を見直す 

・代替品の手配 

予定通りか？ 
・入荷量、スペック 
 の確認 

・品質チェック 

・次計画への反映 
 

《調達プロセスの観点》 
 



調達部門様における課題 
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計画 実績把握 予測・改善 納品 
◆原材料調達部門で行うべきチェック内容 

生産能力の把握 
・栽培指針(Policy) 
・生産計画 
（作付、作業、機材、 
資材などの計画） 
・トータル数量把握 

適正な管理か？ 
・作業実績 
・生育状況 
・環境情報 

・農薬や肥料の 
 使用状況 

このままで大丈夫？  

・過去実績との比較 
・歩留りを上げる 
・環境を調節する 
・計画を見直す 

・代替品の手配 

予定通りか？ 
・入荷量、スペック 
 の確認 

・品質チェック 

・次計画への反映 
 

計画 実績把握 予測・改善 収穫・出荷 
◆生産者が通常行っている内容 

・作付計画（ノート） 
 
 

・作業実績（ノート） 
・生育（ノート） 
・農薬記録（ノート） 

・経験と勘 
 

 

・出荷と売上 
 （ノート） 
 

乖離が大きい 
・生産ノウハウがないので、生産側の言いなり 
・確認の手間がかかる、・・・ 
・入力の手間がかかる、入力側のメリットは？ 



Ａｋｉｓａｉ導入によるソリューション 
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栽培指針の策定 
（農薬散布・施肥） 

需給の調整 
（出荷・入荷調整） 

栽培状況確認 
（生育状況・ 

農薬施肥状況） 

情報連携 

調達部門 企画・販売部門 消費者 生産者 
 ○栽培基準計画 
 ○栽培履歴管理（判定） 
 ○生産工程管理（GAP） 

 
 
 ○生育状況・予想収穫量の確認         
 ○出荷状況の登録・確認 
 ○統計資料による実績確認 
 
 

 ○調達計画の提示 
 ○生産計画の共有 
 ○予実の管理 

○植物工場等、 
施設内栽培への参入 

栽培指針機能 

供給量把握機能 

栽培状況確認機能 

施設園芸・環境制御 

販売 

21 



施設園芸による生産の安定 
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オランダの先進施設園芸への取組み 

オランダは、世界第2位の農業輸出国であり、食品産業の競争力
強化と地域の活性化を目的とした「食品産業クラスター」が各州に1
つ程度存在 
政府は、税制優遇措置やインフラの整備など様々な支援を行う 

オランダの施設園芸生産者の95%がコンピュータによる統合環境
制御システムを導入（日本では2%）。統合環境制御システム自身
も輸出産業化 

10ha以上の巨大ガラス温室も多数 
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富士通の施設園芸への取り組み 
クラウドサービスの強化 

施設園芸ﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

施設装備のアレンジ 

『施設園芸SaaS V1.0基本サービス』 
（見える化、遠隔制御、異常通報機能） 
 に加え、 
 『複合環境制御オプション』および 
 『栽培テンプレートオプション』 
 サービスをご提供いたします。 

『Akisaiファミリーハード（ご推奨）』 
ヒートポンプや灌水装置、養液栽培装置、
センシングネットワーク機器などの 
ハードウェアをファミリーハードとして 
ご提供を計画しております。 

ハウス資材メーカー等と連携して、 
制御機器やクラウドサービスのご提
供に加え、温室自体やコンテナ型の 
植物工場のご提供を計画しておりま
す。 

施設園芸 
植物工場 

Crowdｻｰﾋﾞｽ 

Cloudｻｰﾋﾞｽ 
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農業生産事業へのチャレンジ 

①【植物工場施設の販売＋クラウド活用】で市場・チャネル拡大 
②【植物工場運営の業務システム】として使用 
③【資材の価値を高める、利用状況把握ツール】として商品力強化 
④【センサー、カメラ等のデバイス＋クラウド活用】で適用範囲拡大 

オンサイト アウトソーシング 

監視 

・遠隔監視、アラーム通知 
・業務サービスの提供 
（受発注、生産管理、配送） 
・資材の調達 
・需給の調整 
・植物工場の設備提供 
・植物工場の運営サポート 

受発注 

需給調整 

センサー 

制御装置 

栽培ﾉｳﾊｳ 

資材管理 

栽培管理 
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地域 食・農連携プラットフォームの創造（構想） 
 メガスケールの農業生産拠点 
 民間資本による農業の成長産業化 
 ブランド農産物の輸出や海外からの生産受託モデル（農業版ODM*） 

メガスケール施設園芸 

大規模農場 大規模牧場 

再生可能エネルギー 

グリーン・ツーリズム 

* Original Design Manufacturing ： 委託者ブランドによる設計・生産 

食・農連携プラットフォーム 

JA 
グループ 

農業資材 
会社 

食関連 
企業 

物流 
企業 

研究 
機関 

金融 
機関 

育苗施設 加工 
センター 

出荷 
センター 
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Ａｋｉｓａｉ農場について 
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Akisai農場 
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自社農場を弊社沼津工場に開設 

圃場 
ネットワーク 

 農業生産管理SaaS 
モバイル端末検証 

施設園芸SaaS  圃場センサー 

5/13発表 
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Akisi農場概要 
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規模 
ハウス2棟（352㎡） 
露地（約1000㎡） 

栽培 
品目 

施設栽培： 
 仙寿菜、葉物野菜 
 
露地栽培： 
 キャベツ、大根など葉物や根菜 

実施 
概要 

1.施設栽培による作物栽培・関連データ取得  
2.露地栽培の生産管理・センサーデータ取得  
3.露地栽培での農園情報センシングネットワー
ク検証  

 
 

■目的 
 

 ・農業の実践による栽培データの取得、取得したノウハウ・ナレッジ 
  の食・農クラウド「Akisai」への適用 
 ・クラウドサービス、ネットワーク技術、センサーなど、農業に関わる 
  各種ICTの検証 
  ・クラウド経由での遠隔操作の検証  

■適用サービス 

 ・施設園芸SaaS＆施設環境制御box 
 ・農業生産管理SaaS 
 ・農園情報センシングネットワーク 
  （特定小電力無線ネットワーク） 

ICTで農業経営を飛躍的に効率化させる食・農クラウド「Akisai（秋
彩）」を活用する場として、露地栽培とハウス栽培からなる「Akisai農
場」を、富士通の沼津工場の敷地内にて実践開始 
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Akisai農場の見どころ 
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１ 
ＵＥＣＳによる自動分散制御を実装した 
ＩＣＴ施設園芸の実践 
施設の自動・分散制御、クラウド経由の監視・制御 

2 
センサー・カメラによる栽培環境情報の計測 
施設で計測（温湿度、CO2、日照量、感雨、Webカメラ） 
露地で計測（温湿度、日射量、降雨量、土壌水分、EC、Webカメラ） 
圃場ネットワークによるセンシング環境の実証 

３ 仙寿菜プロジェクト 
岐阜大学、WSBと連携して夏季栽培、土耕栽培でし
か実績のない仙寿菜を水耕栽培、通年栽培で栽培。
同時に栽培データの取得も実施 
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仙寿菜プロジェクト 

 Akisai農場では、国立大学法人岐阜大学（所在地：岐阜県
岐阜市、学長：森秀樹）の応用生物学部 大場伸也教授、
WSBグループ（所在地：岐阜県山県市、代表：藤原雅章）と連
携し、従来、夏の期間しか栽培していなかった「仙寿菜」の通
年栽培、水耕栽培への取り組みを開始し、栽培データの取得
により最適な栽培環境の実現を目指します。 
 
仙寿菜（せんじゅさい） 

 いまから10年程前、岐阜大学応用生物科学部の大場伸哉教授
（遺伝育種学）が調査のためバングラデシュに行ったときに、マー
ケットで色鮮やかな赤色の野菜を見つけ、その種子を日本に持ち
帰って研究を始めたのがはじまり。それは、ヒユ科の植物、アマラン
サス。当時の日本でのアマランサスの認知は種子を食用とする穀物
であり、葉や茎を食べる野菜としての利用は、あまり知られていませ
んでした。大場教授は、アマランサスは熱帯・亜熱帯を起源とするた
め日本で露地栽培するなら夏場が適していることなどを明らかにす
るとともに、緑や黄色、オレンジ色といった色とりどりの品種がある
中で、特に赤色の品種に注目して、さらに赤色が増すような改良を
進めました。赤色の正体は『ベタシアニン』。高い抗酸化活性を有し、
老化防止に有効とされる成分です。またその後の研究の結果、ビタ
ミンやミネラルも豊富に含まれることも分かり、健康野菜としての可
能性が見出されました。 
 

出典：「美濃の四季菜」ホームページより 
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～ご参考～ 
会津若松・植物工場について 
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FSL会津若松・植物工場プロジェクト 

遊休クリーンルーム（2000㎡）を活用した完全閉鎖型植物工場機能 
野菜である腎臓病患者向け「低カリウムレタス」を量産予定 

エネルギー 
コントロールセンター メガソーラー 

発電所 低カリウムレタス 

植物工場 

スマートコミュニティ 
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食・農クラウド 
Ａｋｉｓａｉ 

Akisai 
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低カリウムレタスとは 

カリウム摂取制限のある透析患者、腎臓病患者も安心して食べられる 
国内では透析患者30万人，慢性腎臓病患者1,330万人，死因の8位 
世界では推計6億人の腎臓病患者 

今回Pjでは、秋田県立大の特許を受け、カリウム▲86%を実現している 
  会津富士加工と協業 
同社は、大手デパートで1パック約400円台で販売 
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