
導入事例
Windows* タブレット
タブレットを活用したクラウド型営農支援ソリューション

課  題

•  複数の農地情報を正確に管理する煩雑さの解消
•  作付計画から収穫まで、農作業にかかわるプロセスの統合管理

ソリューション

•  Window* 8 Pro搭載タブレット（パナソニック タフパッド FZ-G1）
•  クラウド型営農支援システム「Smart Geo Agri」

導入効果

•  作業日誌の登録業務、集計業務の効率化
•  作業履歴の視認性の向上

空間情報を収集、分析するとともに 
空間情報を利用したソリューションを提供

1953 年、航空測量会社として事業を開始
した株式会社パスコ（以下、パスコ）。現在
は最先端のリモートセンシング技術とユビキ
タス技術でより精度の高い情報を収集し、
国土の保全と発展に役立つシステムを開発
しています。事業の柱は「測量」「解析」「ソ
リューション」の 3つで、「測量サービス」で
は、人工衛星、航空機、車両、船舶などを利
用してあらゆる角度から情報を収集。「解析
サービス」では、収集した空間情報をもとに、
災害時の被災状況の把握や森林保全など、
広範囲における解析を実施しています。さら
に、空間情報を利用した「ソリューションサー
ビス」において、スーパーマーケットの商圏
分析、エリアマーケティング、ロジスティクス
支援、都市計画業務支援、道路管理業務支
援など、民間企業と公共団体向けのソリュー
ションを開発・提供してきました。

「空間情報事業を通じて、安心で豊かな社
会システムの構築に貢献する」を経営理念と
する同社では近年、災害対策の分野におい
ても積極的な貢献を目指しています。システ
ム事業部 第三営業部 部長の古田城久氏は、
「地震や風水害など自然災害の可能性を多
く抱える日本において、防災や減災に寄与す
ることは、社会システムを扱う私たちの使命

です。そこで現在は、災害時の被害状況を
早期に把握したり、対応策を検討したりする
ためのソリューション開発に注力しています」
と語ります。

作付計画から収穫まで農作業の 
プロセスを統合するシステムを検討

パスコでは、最新の測量技術と空間情報処
理技術を組み合わせたソリューションを、農
業分野においても提供してきました。2005
年には、航空機センサーで撮影した水田の
画像データから、稲の生育状況や、米粒タン
パクの含有量（食味）などを推定する「精密
農業支援サービス」を開始。稲を収穫する
前の段階で美味しいお米を選別することで
品質の向上を実現し、ブランドを維持するこ
とに貢献しています。特に海外と比べて地形
が複雑で、作付面積が細分化されている日
本では、航空機を使って広域かつ細密に計
測するパスコの技術は非常に有効な技術と
なっています。

こうした中、農業分野においてパスコが新
たな取り組みとして始めているのが、作付
計画から収穫まで、農作業にかかわるすべ
てのプロセスを統合するシステムづくりです。
近年、農業従事者（1 次産業）が今までのよ
うに農作物を作って提供するばかりでなく、
食品加工（2次産業）から、流通・販売（3次
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地理情報を利用した 
営農支援ソリューションにタブレットを採用し、 
作業日誌を営農現場で直接入力
作業履歴や進捗状況をクラウドで一元管理

http://www.pasco.co.jp/


NTTドコモの高速データ通信機能とGPS機能を内蔵し、
Windows* 8のタッチ操作に対応した、 
耐衝撃性、耐防塵性に優れたタブレット
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活用の拡大を進めていきます」

株式会社パスコ
システム事業部
第三営業部

部長
古田 城久 氏

産業）の領域まで、自ら主体的に関わりな
がら加工賃や流通マージンなどの付加価値
を獲得していく「6 次産業化」の動きが活発
化しています。そこでパスコは、農業におけ
る企業的経営の推進を支援するため、空間
情報とクラウドを活用した営農支援ソリュー
ションを企画しました。技術統括本部 本社
技術部 主任技師の三谷歩氏は、「6 次産業
化を効果的に進めていくためには、農作業の
プロセスを一元的に管理する IT基盤が必要
です。そこで、農業従事者が低コストで導入
できるように、信頼性と安全性を備えたクラ
ウドサービスとして提供することにしました。
パスコのデータセンターで運用するクラウド
サービスであれば、サーバーの導入・運用コ
ストや地図の更新コストはかかりません」と
語ります。

広域化する農地を管理するのに適した 
農業生産法人向けの 
クラウドソリューション

パスコが企画を進めていたクラウド型の営
農支援ソリューションは 2012年、東日本大
震災の被災地復興を目的に経済産業省が
公募した平成 23 年度補正予算ＩＴ融合によ
る新産業創出のための研究開発事業で採
択され、「Smart Geo Agr i※」として開発さ
れました。Smart Geo Agriは、法人形態に
よって組織的に農業を営む「農業生産法人」
を主なターゲットとしています。企画本部 企
画推進部 企画推進課 主任技師の山本里
美氏は、「少子高齢化によって農業人口が
急速に減少していく中、個々の農家を集約し
て法人組織化することで競争力を高め、農
業を輸出産業化していく試みが官民を挙げ
て進められています。航空測量を利用したパ
スコの Smart Geo Agr iは、広域化する農
地を管理するのに適したソリューションであ
り、増加傾向にある農業生産法人のニーズ
を満たしていくことが期待されています」と説
明します。

クラウド型の営農支援ソリューション 
「Smart Geo Agri」とは

パスコの Smart Geo Agr iは、航空写真や
電子地図をベースに経営農地の契約情報や
日常業務を管理するシステムです。数十カ
所、数百カ所にわたる農地（圃場）を所有す
る農業生産法人でも、経営管理者はシステ
ム上で一元的に管理することで、営農効率
を高めることができます。経営農地で作業す
る農家も、タブレットを使っていつでも、どこ
からでも実施内容を登録することができるの
で、作業記録に関連する負担が大幅に軽減
されます。

Smart Geo Agriを利用した農作業のステッ
プは以下の通りです。

●ステップ 1 
圃場登録・委託契約情報の管理
農場の経営管理者が年度初めに実施する
作業は、農家から委託契約によって借りて
管理する農地（圃場）の登録です。Smart 
Geo Agr iでは、航空写真地図を見ながら、
その年度に作付する農場の契約情報（作付
作物、作付量など）を作図することができ、
詳細な委託契約情報も地図画面上で確認
が可能です。地図上では、管理する農場が
作物別に色分けして表示されるので、経営
農地が大量かつ複数のエリアに分散してい
ても、作業内容を見誤る心配はありません。

●ステップ 2
農作業計画の作成
農地の登録、委託契約情報の登録が終わっ
たら、次のステップは農地（圃場）ごとの作
業計画の作成です。経営管理者は、前年度
の作付内容を地図上に表示しながら、今年
度に作付する作物を決定し、作業期間、作
業者、使用する資材、使用する機械などを入
力します。作業計画の内容は、クラウド環境
上に登録された「マスター情報」と連携し、

第 3世代インテル ® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミ
リーを搭載したパナソニック タフパッド FZ-G1

圃場登録画面
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［タブレットユーザーの声］ 
株式会社三本木グリーンサービス様

タブレットを活用したクラウド型 
営農支援ソリューション

米どころ宮城県の北西部に位置する大
崎市において、2007年に農業法人化し
た株式会社三本木グリーンサービス（以
下、三本木グリーンサービス）は、水田
を中心に作業受託による規模拡大を進
め、約 70ヘクタールの経営農地を展開
しています。家族・従業員総出による田
植え・施肥・収穫を実施していますが、き
め細かな農業（精密農業）を実践するた
めには、農場の地図や航空写真を活用し
た作業日誌が欠かせません。そこで、タ
ブレットを活用したクラウド型営農支援ソ
リューションを導入し、いつ・どこで・誰が・
どんな作業をしたのか、生産者として履
歴管理を正確に行うことで消費者に向け
た安心・安全な食料供給に取り組んでい
ます。

タブレットについて三本木グリーンサービ
スは、「農作業の現場で利用するモバイ
ルデバイスは、落としても壊れにくく、防
塵性、防水性に優れていなければなりま
せん。本格的な利用はこれからですが、
農作業現場で作業内容が登録できるよう
になれば、今まで紙に記録して事務所で
集計していた面倒な作業が解消されるで
しょう。操作性に関しては、今後も今以
上に使いやすくなるように改良、改善を
期待しています」と語っています。

プルダウンメニューに表示された一覧から項
目を選択するだけで作成が可能です。

●ステップ 3
タブレットを利用した作業日誌の作成
農場作業者は、農地などからタブレットを利
用して作業内容を登録していきます。稲作の
場合であれば、「土を掘り起こす」、「稲を植
える」、「農薬や肥料を蒔く」、「稲を収穫す
る」といった作業ステップがタブレットにあら
かじめ設定されています。作業者は実施する
ステップを選び、肥料の名称、分量、作業内
容などを一覧表示される項目の中から選ん
で登録していくだけです。Windows* 8の
タッチ操作で、手軽に入力でき、煩わしい作
業はほとんどありません。また、タブレットに
標準搭載のカメラを使って、農地や作物の
様子を撮影し、作業内容と合わせて保存して
おくこともできます。タブレット化により、これ
まで紙を使って記録し、事務所に戻ってから
行っていた集計作業は省略されます。また、
過去の実施内容をタブレット上で確認ができ
ることも、紙での管理ではできなかったメリッ
トのひとつです。

●ステップ 4
作業結果の確認・フィードバック
経営管理者は、農場作業者が日々登録して
いく作業の内容すべてを、PCやタブレットで
確認することができます。管理する農場ごと、
作業内容が時系列で表示されるので、生育
状況を確認しながら、農場作業者に対して
適切な営農指導を行うことが可能です。ま
た、農地の地図情報と一緒に確認したり、前
年度の作業結果を比較したりしながら、作業
内容を修正することもできます。

農場での作業登録用タブレットに 
衝撃に強く、防塵性を備えた 
タフパッド FZ-G1を採用

パスコでは Smart Geo Agr iをリリースする
にあたり、農場作業者用のタブレットとして、
10.1 型液晶を搭載し、質量約 1.1kg、落
下による衝撃に強く、防塵・防滴性を備えた
パナソニック製の「タフパッド FZ-G1」を採
用しました。通信機能は、NTTドコモの Xi*
（LTE）に対応したデータ通信モジュールと、
Wi-Fi 対応の無線 LANモジュールを内蔵
し、屋外環境からでもインターネットにアクセ
スすることができます。さらに、カスタマイズ
によって GPS 機能を追加しているので、位
置情報を自動的に取得することが可能です。
FZ-G1を、営農支援用のタブレットに採用し
た理由を山本氏は次のように語ります。

「農場作業者にヒアリングしてみると、モバ
イルデバイスは想像以上に過酷な環境下で
利用されることがわかりました。トラクターで
農作業を行っているすぐ脇など、常に砂埃
が舞っている中での利用を考慮すると、頑丈
で、重量の負担にならないタブレットが必要
です。また、画面上に作業内容を一覧表示
することを考えた場合、一定以上の画面サイ
ズがあり、屋外でも見やすい液晶を搭載して
いることも重要でした」。

OSに Windows* 8 Proを採 用し、シス
テムの保守性を高めていることも見逃せま
せん。システム事業部 クラウドサービス部 
サービス二課の廣田風氏は、「Smart Geo 
Agr iはクラウドサービスなので、OSに縛ら
れることはありませんが、将来的にタブレット
側に何らかの機能を追加する状況が想定す
ると、Windows*ベースで開発されている
システムとの相性は、Windows* 搭載のタ
ブレットがベストです。そこで運用・保守性を
考慮してWindows*モデルを採用しました」
と語ります。

業務メニュー画面

作業日誌画面
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仙台で稲作を営む農業生産法人で 
試験利用し要望をシステムに反映

東日本大震災の復興支援の一貫として企
画された Smart Geo Agr iは、第 1 号とし
て宮城県仙台市で稲作を営む農業生産法
人において試験的に利用されました。農場
の規模は約 100ヘクタール、30アール規
模の農地を個人農家から大量に賃借し、水
稲や酒米を生産しています。システム全体
の評価は、2013 年 4月から 7月にかけて
実施し、生産法人の方に、作業情報の入力
のしやすさ、画面の操作性、見やすさなどを
確認しました。「ユーザーからの反応は上々
です。例えば、水田と水田の境に泥土を盛る
「あぜ塗り」の工程において、航空写真地図
から、あぜ塗りの総延長数を簡単に試算す
ることができ、定量的に作業工数が割り出せ
るようになったといった声が届きました。タ
ブレットについても、操作性を確認していた

だきながら、画面レイアウトやマスターなど
について素直な意見をちょうだいして、シス
テムに反映させています」と三谷氏は語りま
す。2014年度からは本格的に Smart Geo 
Agr iを活用する計画で、2014 年 3月から
新たに圃場登録を行い、農作業計画を作成
したうえで、初夏から秋にかけてタブレットを
使って作業日誌に登録しながら、一括管理
を行っていくと言います。

行政機関との連携を強化するとともに 
農業の商流をすべてカバーする 
システムへ

パスコでは今後、Smart Geo Agr iのパイ
ロット導入を、稲作経営を行っている農業生
産法人に拡大しながら検証作業を継続し、
寄せられた要望をフィードバックしながらシ
ステムの完成度を高めていく計画です。将
来的な展望としては、都道府県の行政機関
との連携を強化していく青写真を描いてい

ます。古田氏は、「民間企業では収集できな
い行政機関ならではの空間情報を提供して
いただきながら、日本の農業政策の高度化、
高付加価値化を支援していきます」と語りま
す。さらに、JAとの連携によってビジネス領
域の拡大を目指していくほか、Smart Geo 
Agr iへの反響を見ながら、稲作以外の作物
に対しても対応を検討していく方針です。

さらなる構想としては、農作物の生産プロセ
ス管理のみならず、食品加工から食品流通、
販売まで、生産者から最終消費者までを一括
して管理する情報管理基盤を整備していく将
来像をイメージしています。「測量技術と空間
情報処理技術を生かしたシステムを開発し
ながら、日本の農業を支えていくことが私た
ちの目標です。インテルには、タブレットだけ
の留まらずビッグデータの活用など、テクノロ
ジー全般を通した支援に期待しています」と
古田氏は語っています。

ソリューション・プロバイダー

Windows*タブレットは、タッチ操作のほかにペン入力
にも対応

株式会社パスコ
企画本部
企画推進部
企画推進課
主任技師

山本 里美 氏

株式会社パスコ
技術統括本部
本社技術部
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三谷 歩 氏

タブレットに関する詳しい情報は、下記のサイトからご覧ください。
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