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今月号のキーワード

特集

食分野で活躍する『GeoMation Farm』

食の安全を支える「農産品管理システム」
日立ソフトの農業情報管理システム『GeoMation Farm』が食の安全を支える「農産品管理システム」として、”有機・低農薬野菜“宅
配のトップブランド、らでぃっしゅぼーや様で活躍しています。このたびのニュースレターは、本導入事例を紹介します。

Ｔｏｐｉｃｓ 『教員免許状 更新講習管理サービス』がASP・SaaS安全・信頼性情報開示 認定を取得
『SecureOnline在宅勤務サービス』がASP・SaaSアワード グランプリを受賞

特集

食の安全を支える「農産品管理システム」
日本全国へおいしさを届ける らでぃっしゅぼーや
西口 修
第３公共システム本部
北海道公共システム部
農業開発・拡販のとりまとめ
最近では、「GeoMation Farm」の海外展開をめざし
ている

取り扱う商品は、有機、低農薬、無添加、環境に優しい日
用品など全7,000品目に上り、すべての商品が、らでぃっしゅ
ぼーや様独自の商品取り扱い安全基準「ＲＡＤＩＸ」に基づき
ながら、農薬、肥料、飼料、添加物、素材、製造方法まで細
かく管理・生産され、その情報は消費者に漏れなく公開され
ています。

2004年の発売開始より６年、農業分野において効率よい農
作物の生産を支援してきた日立ソフトの農業情報管理シス

■ 農薬管理精度の向上と情報の統合ＤＢ化をめざす

テム『GeoMation Farm（ジオメーションファーム）』が、さらに

らでぃっしゅぼーや様の厳選されたおいしい・安全な食材の

活躍の場を食分野へ拡大しています。今回は、おいしさと安

宅配業務を支えるのが、今回紹介する農産品管理システム

全を家庭へ届けるらでぃっしゅぼーや株式会社様で稼働す

「ＣＳ－１」です。日立ソフトの『GeoMation Farm』を基に開発、

る農産品管理システム「ＣＳ－１」を紹介します。

2008年２月に稼働しました。その後、順次機能強化を図って
います。

■ “有機・低農薬野菜”宅配のトップブランド
らでぃっしゅぼーや

開発プロジェクトは、らでぃっしゅぼーや様の情報システム
部と仕入れ、販売を担当しているＭＤ部との連携の下、農薬

女性の社会進出、高齢化社会の進展、安全性の高い食

管理精度の向上と情報の統合データベース化をめざして行

材への注目、これらを背景に、近年、食材宅配サービスへの

われました。「マンパワーに頼っていた農薬管理をシステム

消費者の需要は高まるばかりです。

化し、また、個々に台帳やExcelで管理していた契約生産団

らでぃっしゅぼーや様は有機野菜・低農薬野菜、無添加食

体や作物の情報をデータベース化することで情報を紐付け、

品の会員制戸別宅配サービスを1988年から展開し、21年の

契約生産団体に発注する農産品の最適な管理を行いたい

実績を誇る食材宅配サービスのトップブランド。2,400軒の生

と考えていました。

産者・メーカと契約し、全国5カ所の物流センタから日本全
国10万世帯へ、厳選されたおいしさと安全を届けています。

『GeoMation Farm』は農薬管理、生産管理の機能が優れ
ていたうえ、すでに製品化されている点を評価しました。
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『GeoMation Farm』の良いところを取り入れ、当社の２０年

■ 安全でおいしい野菜を日本全国に届ける司令塔

を超える宅配サービスで蓄積してきたノウハウをシステムに

野菜などの作付計画は通常、年２回実施します。らでぃっ

反映させるため、『GeoMation Farm』を基にカスタマイズし

しゅぼーや様では、出荷の半年前に、どの生産団体に、どの

てもらい、農産品管理システム「ＣＳ－１」を完成させました」と、

品種を、どの程度、出荷してもらうかを「ＣＳ－１」上で調整し、

らでぃっしゅぼーや様 情報システム部 武田 良之氏は日立

契約生産団体に依頼を出します。

ソフトを開発パートナーに選んだ経緯を語っています。

生産が始まったら、各生産団体から週次で、ＯＣＲ付きＦＡ

「ＣＳ－１」では、らでぃっしゅぼーや様が契約する約150の生

ＸかExcelが貼付されたメールにより農薬使用記録が届けら

産団体と約150品目の農産品（さらに時期や価格など細かく

れ、本記録を「ＣＳ－１」へ自動的に取り込んだ上で管理を

分類）の情報を管理しており、品目、作付予定から出荷状況

行っていきます。同社では、農薬の使用に関して国の規定

まで、農薬の使用管理なども含めてらでぃっしゅぼーや様の

以外に「ＲＡＤＩＸ」という基準を独自に設けており、両方の基

農産物の発注、栽培管理、納品にまつわるすべての情報を

準に満たない農薬使用状況の生産団体は画面上に赤く表

扱っています。

示されることで、生産状況が即時把握できるようになっていま

出荷半年前

農薬管理

出荷２ヶ月、１ヶ月、１週間前

出荷

作付管理画面
農薬使用履歴確認画面
出荷予定確認画面

図１：「CS-1」による農産品管理

関連する製品・ソリューション 『GeoMation Farm』
農薬の使用情報、肥培管理、耕種概要などの
生産履歴情報を管理統合
日立ソフトが長年培ってきたGIS（地理情報システム）関
連技術を応用することで、農業現場におけるさまざまな情
報を地図と関連付けて分かり易く管理・活用できる仕組み
が農業情報管理システム『GeoMation Farm』です。本製
品は、食の安全・安心、土づくり、農地流動化対策、担い
手の育成など、農業におけるさまざまな課題解決と、地域
や農業の振興に役立つ機能を提供します。
製品の特徴
・地図リンクで農業情報をわかりやすく管理
・情報活用による高品質な農業生産を実現
・圃場図の作成がカンタン
・農薬適正基準の判定がラクラク
・施肥設計を支援

GeoMation Farm製品グループ
・圃場・土壌情報管理システム
・生産履歴管理システム
・農作業日誌システム
・施肥設計システム
・衛星画像利用圃場解析システム
・気象情報利用生育予測システム
・圃場情報解析システム
・３次元圃場管理システム
・簡易版圃場管理システム
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す。これにより、らでぃっしゅぼーや様では取り扱う生産品の安

の適用向上」（森﨑氏）につながり、食の安全性を裏づけて

全を守っています。

います。

そして、出荷２ヶ月前と１ヶ月前に生産状況をヒアリング、１

「第１に、農薬管理に関してはＦＡＸの情報を手入力し、農

週間前に再度確認を行い、これらの情報も「ＣＳ－１」へ反映

薬の本を見ながらチェックするなどマンパワーで行っていた

されます。各家庭に商品を発送する段階では、管理された

ことをシステム化でき、確実性が増し、時間短縮になり、専

すべての情報からサマリーを作成し、契約家庭へ生産品を

門性を排除することができました。第２に、作付、出荷の状況

宅配する際に同封し、食の安全を裏付ける情報として利用

把握ができるようになりました。第３に、生産団体の評価が可

しています。

能になっています。
その結果、迅速化、省力化（属人的なところを排除）が図

■ 迅速化、省力化が図れ、さらに情報の精度が向上
「『ＣＳ－１』導入以前に比べ、安全基準厳守や商品調達の
効率が大幅に向上しました」と、らでぃっしゅぼーや様 ＭＤ部

れ、さらに情報の精度が向上しました。」と、らでぃっしゅぼー
や様 情報システム部長 大津 顕浩氏は「ＣＳ－１」導入を評
価しています。

農産課長 森﨑 秀峰氏は語ります。
「計画時、出荷２ヶ月前、１ヶ月前にヒアリングする情報の

■ 生産団体への支援も視野に入れた今後の展開

連携が取れるようになり、数量管理の精度が向上しました。

現在、らでぃっしゅぼーや様では、ＦＡＸとExcelで行ってい

出荷可能数量の把握ができるので、少ない品目は他の生産

る農薬使用記録の提出のＡＳＰ化を検討しています。「生産

団体に追加発注するなど、システムの情報を役立てていま

者がお客様のニーズをより意識できるよう」（大津氏）、今後

す。また、お客様評価や仕入れ段階の返品などの情報を統

生産団体への支援も視野に入れた機能拡張を行う方針で

合・管理できるようになったことで、生産団体の適正な評価

す。さらに、「作付計画の半自動化もできるのでは」と森﨑氏

につながっています。評価によって生産団体への発注量を

は「ＣＳ－１」へ期待を寄せています。

決定したり、発注の際の根拠になっています」と森﨑氏。
さらに、「ＣＳ－１」により農薬管理をすることで「安全ポリシー

農産品管理システム「ＣＳ－１」は活躍の場を広げ、我々の

USER PROFILE
健康な食生活を支えるシステムとして成長していきます。

USER PROFILE 「らでぃっしゅぼーや株式会社」
環境NPOの活動から生まれた
“有機低農薬野菜″宅配のトップブランド
らでぃっしゅぼーや様は、「有機・低農薬農産物の生産・
消費の輪を広めることは、環境保全活動の一環」という考
え方に基づき、1988年、会員制宅配事業をスタートさせ
ました。現在は、“有機・低農薬野菜と無添加食品の会員
制宅配会社”として、年間約7,000アイテムの商品を全国
約96,000世帯のお客様にお届けするトップブランドです。
安全で環境にやさしい商品を選ぶという持続可能なライフ
スタイルを提案し続けている企業です。
会員制宅配サービスでは、年間約140種超の野菜の中
からその時期に収穫される野菜を有機＆低農薬野菜セッ
ト「ぱれっと」につめて週１回、決まった曜日に会員へ宅配
しています。野菜セット「ぱれっと」以外にも、カタログから
個別で商品を購入でき、食材・日用品年間約7,000アイ
テムの豊富な品揃えです。

社 名 ： らでぃっしゅぼーや株式会社
所 在 地 ： 東京都港区芝公園3丁目1番13号
事業開始： 1988年5月17日
代 表 者 ： 緒方 大助
従 業 員 ： 従業員数 237名（2009年2月現在）
事業内容： 事業内容：有機低農薬野菜および無添加食
品等の宅配事業
H P ： http://www.radishbo-ya.co.jp/
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最近のニュースリリース
当社の最新およびこれまでのニュースの詳細は、当社ホームページのニュースリリース
ｈｔｔｐ：//ｈｉｔａｃｈｉｓｏｆｔ.ｊｐ/Ｎｅｗｓ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ にてご覧頂けます
■GeoMation」がAPPLICの地域情報プラットフォームへ準拠
統合GISとして利用することで、地方公共団体のさまざまな情報システムとの連携を容易に

■日立ソフトが、「匿名バンク」のコンティニュア規格準拠製品との連携に対応
健康関連機器から自動的に出力される情報を匿名化し、安全に管理

ＴＯＰＩＣＳ
『教員免許状 更新講習管理サービス』が
ASP・SaaS安全・信頼性情報開示 認定を取得

ＴＯＰＩＣＳ
『SecureOnline在宅勤務サービス』が
ASP・SaaSアワード グランプリを受賞

１月28日、『教育免許状 更新講習管理サービス』が財団法人マル

２月19日、『SecureOnline在宅勤務サービス』が、特定非営利活動

チメディア振興センターの定める安全・信頼性に係る情報開示基準

法人ASP・SaaSインダストリ・コンソーシアム（ASPIC）が主催する第4

を達成していることを証して、ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開

回ASP・SaaS・ICTアウトソーシングアワード2010にて、「ASP・SaaS部

示認定制度を取得しました。

門 Application分野 支援業務系グランプリ」を受賞しました。

『教育免許状 更新講習管理サービス』とは、教員免許状の更新講

本アワードは、日本国内でもっとも優秀かつ社会に有益なASP・

習を開講する大学・教育団体向けに、講習の開設に係わる文部科

SaaS・ICTアウトソーシングを実現しているアプリケーション・コンテンツ

学省への提出書類作成から、受講者のインターネット予約及び受講

提供・その他のオンデマンドサービスなどの、ネットワークを活用した

者管理まで、 更新講習実施に関連した事務を幅広くサポートする

ICTサービス全般について表彰するものです。

サービスです。更新講習管理システム（OSS）を利用して、当社の
ASPサービスや学内導入サービスとしてお客様に提供しています。
なお、更新講習管理システム（OSS）は、平成２０年度に、都道府県
教育委員会からの委託により日立ソフトが開発を行ったものです。

多様な働き方の確立が社会で求められるなか、便利で安心・安全・
安価なクラウド型サービスにより在宅勤務環境を構築し、在宅勤務の
導入推進へ貢献したことが評価され、このたびの表彰となりました。
なお、『SecureOnline』では、昨年の「第３回ASP・SaaS・ICTアウト
ソーシングアワード2009」に引き続き、２年連続の受賞となります。

商 号

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

本社

〒１４０‐０００２ 東京都品川区東品川４丁目１２番７号
Ｔｅｌ：０３‐５７８０‐２１１１（大代表）
１９７０年９月２１日
５，４９２名（２００９年９月末）
１，６５８億円（連結）（２００９年３月期）
『システム開発』、『サービス』、『プロダクト＆パッケージ』の３つを主な事業領域とし、加えて『情報処理機器』の
開発・販売、そしてトータルの『システムインテグレーションサービス』の提供

設立年月日
従業員数
売 上 高
事業内容

主要製品・サービス

機密情報漏洩防止ソリューション「秘文」､指静脈認証システム「静紋」、
電子ドキュメントトータルソリューション「活文」、インタラクティブ電子ボード「ＳｔａｒＢｏａｒｄ」、
地理情報システム「ＧｅｏＭａｔｉｏｎ」、統制IT基盤提供サービス「ＳｅｃｕｒｅＯｎｌｉｎｅ」 他

認証取得等

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）、ISO９００１（品質マネジメントシステム）

主な子会社および
関連会社

日立ビジネスソリューション（株）、日立ソフトシステムデザイン（株） 、キャブカード＆サービス（株）
（株）アイネス、 （株）ビジネスブレイン太田昭和、（株）DACS

ニュースレター、転載、取材に関するお問い合わせ
Ｔｅｌ：03-5479-5013 [ＣＳＲ本部広報・宣伝部：竹橋、高野]
Ｅ‐ｍａｉｌ：press@hitachisoft.jp

＊ 記載されている会社および製品名は各社の商標または登録商標です。
発行日 ２０１０年２月２５日
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