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会社名
Corporate Name

PSソリューションズ株式会社
PS Solutions Corp.

本社所在地
Head Office

〒105-7104  東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター4F
4F, Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7104 JAPAN 

代表取締役社長
Chairman

森 俊二
Shunji Mori

資本金
Capital

1億円 ソフトバンク株式会社 100%出資
100 million yen, wholly owned subsidiary of SoftBank Group Corp.

設立日
Founded

2010年9月1日
September 1, 2010

事業内容
Description of  Business

ITソリューション事業、IT アウトソーシング事業、海外マーケティング事業
IT Solution, IT Outsourcing, Overseas Marketing

ソフトバンク株式会社情報システム部門戦略的IT会社



国内外を取り巻く農業の課題 3
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Internet of Things
for Agricultural Innovation

We make an information revolution in agriculture
to solve agricultural issues the world is facing.



e-kakashiとは
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勘と経験に頼る栽培から脱却。データに基づく科学的農業

Multi-Knowledge Integrated
Cultivation Navigation

Purpose Matched
Analytic Function 

Paradigm Shift in Agriculture
for Better World

※Multi-Knowledge  e.g. Sciences, tuition, experience, cultural 
practice

農業IoT e-kakashi



ソリューション全体像 7

「環境データ」「栽培技術や知見」「植物科学の研究」を集約するにとどまらず、
データ活用方法もあわせてご提示することで、生産者・営農指導者が実践的かつ継続的に活用可能な環境を提供します

栽培情報基盤：「熟練生産者」「新規就農者」「営農指導者」らと環境データや栽培記録、知見を共有するための
クラウド型プラットフォーム

植物科学の観点で整理・分
析・解析

科学的根拠に基づく
営農情報

気温
経験勘ノウハウ 技術

日射地温

フィードバック

多種多様な情報を集約
(センシング技術)

暗黙知から形式知へ
• 「熟練者の環境データと栽培管理内容、生育状態とを突合
する」「経験の浅い生産者の環境データや栽培記録を熟練
生産者と比較・分析する」ことによって、熟練者の技術・
ノウハウを形式知化

栽培ナビゲーション
• 形式知化された 栽培技術・ノウハウを栽培マニュアル化
し、生産者の作業を適切に支援(ナビゲート)

• 栽培マニュアルと圃場の環境データを比較しながら栽培
し、基盤へフィードバック

これらの営みが有機的に作用しあうことで
生産性向上・品質や収量向上・生産者育成に貢献

※この農業情報連携モデルは日本国内で既に実践されているものです。

画像



システム概念図 8

カンタン 手軽 面白い

※特許出願中（特願2015-171492）



9e-kakashiのここがスゴい！ ハードウェア編

センサーポートは拡張性を有し、常に新しい

厳しい耐久試験をクリアした高品質機器

栽培現場という過酷な環境でも安心稼働のハードウェア

日立製作所の量産製造にて防塵、防水(IP55相当)、落下耐性等厳しい試験をクリア
設置はカンタン、スイッチを入れるだけ

新たなセンサーが随時拡充。ファームウェアは遠隔自動更新。

子機はバッテリー内蔵で、３年間駆動*

屋外屋内設置場所を選ばないタフな設計
*10分間隔計測及び標準センサーの場合



センサファミリー 10

環境温度 / 相対湿度

日射照度

土壌水分 / EC

温度 (サーミスタ)

Option port (Serial)

Option port (Analog)

e-kakashi センサファミリー



e-kakashiを構成する最先端技術

Big Data

構造化、タグ付けされた
データを取得

AI CPS

専門的知見、学術的根拠
に基づく人工知能を構築

仮想世界でシミュレート
結果を現実世界へ還元
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ビッグデータ / Hybrid AI / CPSで
農業を次のステージへ



見える化だけでは不十分 12

生産者が本当に求めるものは
見える化ではない

Air temperature Relative humidity



意思決定支援のためのデータの活用とは 13

Sowing stage
Keep low water 

temperature around 10℃
for uniform germination.

Rooting stage
Soil temperature must be 
> 12℃, otherwise rooting 

will be failed.

Maturing stage
700MJ of cum. radiation 
will produce high-quality 

rice.

Harvesting stage
Start harvesting when 

Cum. temperature reaches 
1,000℃.

科学的根拠と栽培ノウハウの融合・統合

e.g koshi-hikari (Japanese rice) 



農業情報の統合 14

ek Recipe
Model-based AI for cultivation management

科学的根拠と栽培ノウハウの融合・統合



ekナビゲーション（栽培ガイド）例 15

①カーナビをセットするように栽培をナビゲートします。
目標値/異常値を検知すれば、何の適期/注意であり
何の作業をすべきかを通知。

今日の作業

圃場Aでお米の収穫をはじめる。

２０１６／１０／１４（金）

圃場A

地温が１２℃を下回りました。
根の生育に影響がでる可能性あり。
深水し、稲を保護しましょう。

！

圃場Ａ

積算温度が1,000℃に
達しました。お米の収穫ができます。

２０１６／５／２２（月）



独自ルートを作る（ekレシピ） 16

①ナビにおけるルートを私たちは「ekレシピ」と呼んでいます。
ekレシピには植物の生育ステージごとに 生産者のこれまでの
経験や勘（知見）と環境データをひも付けていきます。

②ekレシピの精度をより高めるため、たて軸・よこ軸
グラフタイプを自由に選び、解析する機能もあります。

収穫目安は出穂からの
積算温度が１０００℃

ekレシピ

活着期の地温が１２℃
を下回ると生育が遅れる

生育ステージ

コシヒカリ

活着期 収穫成熟期播種期



e-kakashiの分析フロー 17

圃場で取得した環境データ

栽培に関する経験・勘

産地の栽培ごよみ、専門書などの
科学的根拠

③分析

コシヒカリ

タイムライン上に異常を表示しアラート通知
異常値・目標値に対し、どんな対処をすればいいかを

表示

目標値、上限値
下限値をフィードバック

病害虫発生の環境リスクを特定・モニタリング
生長に影響を及ぼす環境要因を特定

②ナビゲーショ
ン

① ekレシピ

!

!

!



設置イメージ

■e-kakashi センサーノード設置 ■e-kakashi Tetori 灌水バルブ(プロトタイプ)設置
(上:棚田、下：平野部)



導入事例と効果（稲作）



サッポロビール様、ヤマタネ様をはじめとす
る食品メーカー、流通・小売業、卸売業の企
業様の自社農場、契約栽培農家、試験場など
に導入

企業側で栽培技術を確立し、作物の栽培手法
を契約農家に提供することで、高品質な原料
供給の安定化を図る

日本国内の水稲栽培にて、複数個所及び複数
年の活用実績を有する
篤農家技術(経験と勘)の見える化、そしてマ
ニュアル化を実現し、新規就農者に対する教
育コストを低減しつつ早期立ち上げを可能に
している
地域の知見を植物科学と照らし合わせて形式
知化することで、より安定的かつ品質や収量
向上に貢献

導入実績 20

国際熱帯農業センター（CIAT）は、国際競争

力のある持続可能な農業の実現に向けた国際
共同研究プロジェクトにおいて、IoT技術を活

用した精密な栽培管理による生産性の向上を
実現のための実証実験で導入。

2017年8月14日～17日（現地時間/コロンビ
ア）にCIAT内で行われるFLAR(ラテンアメリ
カ水稲基金)技術会議で途中経過を報告。

コロンビアにおける実績 地方自治体 × JAにおける実績 食品、流通・卸における実績



Installed Inventory in Worldwide 21

https://www.slideshare.net/CGIAR/biotech-and-innovative-breeding-for-the-new-agrifood-system-cgiar-research-programs-crps

Adopted by 
International Center for Tropical Agriculture (CIAT)

CGIAR(Consultative Group on International Agricultural Research) is a global research 
partnership for a food-secure future.  CIAT is a CGIAR research center.



Total 14,000+ records

Big Data
AI

栽培指標
(Scientific based e-
cultivation manual)

乾燥地域における新品種のための栽培指標と栽培技術の開発

Environmental data, plant information etc.
(2013-2017) 

独自アルゴリズムを用いて、2時間
程度で1st バージョンの栽培指標を
作成

開発した栽培指標を用いた検証試
験の実施。

Results
収穫量、品質に影響を与える重要な
生育ステージの予測が可能に。

適切な栽培管理の実施により品質
の向上、収穫量の増加が見込める

22



農業情報革命で人々を幸せに

Internet of Things for Agricultural Innovation

inquiry：pssolgrp-e-kakashi@g.softbank.co.jp 
Web site : http://www.e-kakashi.com/
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