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海外における農地情報の整備・地理空間情報
の活用状況について（スペイン・フランス等）

令和元年１２月１８日
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＜スペイン＞

１．Agroseguro
22社の民間保険会社・団体によって共同で出

資・設立された元受保険会社

２．Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS)
Agroseguroからの再保険を受ける経済競争力

省の外郭団体

３．ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS 
AGARARIOS(ENESA)
農業保険に関する指導監督、保険料補助等を行

う農漁業食料省の外郭団体
４．Spanish Agrarian Guarantee Fund

(FEGA)
CAPの直接支払制度の申請システムの提供・補

助金支払い等を担当する農漁業食料省の外郭団体

５．TRAGSATEC - Tragsa Group
R＆DグループのTragsatec子会社で、エンジニ

アリング、コンサルティング、技術支援を実施

＜フランス＞

１．SCOR Global P&C SE
再保険を中心とする金融サービスを提供する多
国籍企業

２．AIRBUS DEFENCE AND SPACE
防衛および航空宇宙製品およびサービスを担当
するエアバスの一部門

３．PACIFICA – Credit Agricole
総合金融機関（クレディ・アグリコル）の損害
保険部門の子会社で農業保険を販売

４．L‘information grandeur nature 
(IGN)

フランスの地理情報および森林情報を提供する
公的機関（日本でいう国土地理院）

調査先
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• EUの共通農業政策（CAP）直接支払制度
について
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• EUの共通農業政策（Common Agricultural Policy：CAP）の直接支払制度においては、オンライン申
請が一般化。

• 農業・漁業・食料省スペイン農業保証基金（FEGA)は、直接支払制度における農業者への補助金
の支払いを担当

• 農業者が直接支払の申請に使用するほ場区画情報システム（SIGPAC)を運用・管理。

• ほ場区画を基盤情報として、これに紐づく様々な情報（衛星画像や土地利用分類等）をレイヤーで
蓄積（一般に公開）

• FEGAは、①遺産相続等の土地台帳変更情報、②航空写真（25cm解像度）、③現地確認によりほ
場区画情報の更新も行う。

• 直接支払申請の現地確認はSIGPACを利用して実施。フランスでも同様のシステムを運用

農地区画情報の整備により効率化されたEUの直接支払制度

5

○赤

土地権利で区分した区画情報
（土地台帳の情報）

○ピンク

実際に作付されている作物ご
とに区分した区画情報
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• スペイン、フランス、米国等では、国土全体の土地利用分類が整備され公開

• 衛星画像の反射特性から分類した後、直接支払の申請情報を基に補正（EU）。

（参考）土地利用分類マップの整備状況（スペイン、フランス、米国）

米国の例：米国農務省が整備しているCropScape

1997年から現在までの米国全土の農地区画情報、土地利用状況が確認可能。

その他航空写真等も無料で提供。
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• EU法規により、申請どおりの作物がほ場に作付られているかについて、全申請の５％をチェックす
ることが定められており、検査員等が人工衛星画像データによる確認及び必要に応じて現地訪問
により実施。（380万人の申請者に対し、19万の確認を実施※1）

• ほ場区画ごとの栽培作物の判別は、栽培作物の種類に応じて、それぞれ年間４～５時期の、人工
衛星画像データ（SPOT6、SPOT7、Sentinel2、GeoEye等）を利用し、植生指数（NDVI※２)、近赤外線
の反射等により判別。

• フランスにおいても同様の手法により現地確認を実施。人工衛星画像データによる現地確認はフラ
ンス地方支払サービス庁（ASP）が実施。国土地理院（IGN）がこれを支援。

人工衛星画像解析で５％を現地確認

直接支払の現地確認に人工衛星画像を利用（EU）

※１：出典：Analysis of administrative burden arising from the CAP  (2019) Directorate-General for Agriculture and Rural Development

※２：近赤外と可視光赤の波長帯のデータを元に算出される指標で、植生の分布状況や活性度を示す。
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次期CAPに向けたデジタル化の方針について

 2005年～：CAP申請の電子化、GISによる管理（ほ場区画単位）の開始
 2014-2020（現行CAP）：GIS管理の厳格化（ほ場区画情報の許容誤差は２％）
 2021年～：次期CAP

• 現地確認は5％であるものの莫大なコスト。衛星画像を使った100％常時監視への切り替えを検討。
• 10億円（1,000万€）の予算を組み、EU内9か国の支払機関と27の研究機関やIT企業等とプロジェクト
を開始。

• 各国で課題に取り組み、結果を共有することでトライ＆エラーを高速で実施。
• より高い環境適応を追求し、農業者とより信頼性の高い関係性の構築を目指す。

デジタルトランスフォーメーションを推進するNIVAプロジェクト※

ユースケースグループ ユースケースid ユースケースタイトル リード加盟国 試行支払庁

モニタリング

UC1a 地球観測モニタリング及び信号方式 ギリシャ
アイルランド、フランス、エストニア、

イタリア

UC1b 農業環境モニタリング フランス オランダ、デンマーク、スペイン

UC1c 農家パフォーマンス エストニア イタリア

事前記入申請書 UC2 事前記入申請、GSAA/土地とのリンク リトアニア スペイン

農場登録 UC3 農場登録 スペイン スペイン

自己認証

UC4a ジオタグ写真 アイルランド
リトアニア、エストニア、イタリア、ギ

リシャ

UC4b 付加価値データとしてのGSAA内機械データ オランダ デンマーク、スペイン、ギリシャ

シームレスな要求

UC5a ほ場ポリゴン：更新と変化抽出 デンマーク フランス、スペイン

UC5b スキーム適格性と支払い適格性：
クリック＆ペイ

イタリア

※：NEW IACS VISION in ACTION https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/04-niva_project.pdf を基に作成
IACS： Integrated Administration and Control System
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• 次期CAPでは全ての申告データを現地確認する手法に変更される方針であるため、無償利用でき
るSentinel衛星のAI画像解析により全区画の作付品目を継続的にモニタリングする新たな手法を
開発中。
※ Sentinel衛星：EUとESA(ヨーロッパ宇宙機関）の地球観測プログラム（コペルニクス計画）による地球観測衛星。無償で利用が可能

• NIVAプロジェクトに参加する国がそれぞれツールを開発中。開発したツールは開発国以外の国の
データでテストされ、最終的にツールを統合し精度向上

• スペイン17自治州のうち、10自治州の一部のエリアで試験運用中。

新たな現地確認の仕組み

① 農業者がほ場区画情報システムにより直接支払を申請

② Sentinel衛星をAI画像解析してほ場区画ごとの作物を自動判別
③ 申請と判別結果を比較して区画を●●●に分類し農業者へ通知
④ 黄●区画は農業者にコンタクトしエビデンスの提出を依頼

※ ほ場区画情報システム：スペインはSIGPAC、フランスはRPG

申請承認 〇

承認保留 △

申請拒否 ×

（ジオタグ写真、トラクター等機械使用記録等）

次期CAPに向けた新たな現地確認手法の開発
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JRC Technical report(DS-CDP-2016-03)
EU規則2015/2333により改正されたEU規則no809/2014
（略）による位置確認及び面積確認のための技術的ガイダンス

Section 6.2 土地利用 / 土地被覆確認
E  土地利用/土地被覆の証明のための代替解決策

ジオタグ写真

（参考）承認保留区画の現地確認の簡略化：タブレット等によるジオタグ写真等の活用（IGN）

(抜粋)
• 加盟国は、この低コストで、すぐに利用でき、使いや
すい技術の有用性を強く考慮すべき

• 撮影された写真に埋め込められるべき最低限の情報は
• 地理的情報（緯度、経度）
• 撮影した日時
• カメラが向けられていた方向
• 高度及び精度低下率（DOP）
• 撮影農業者の識別（ID及びパスワード）
（管理者はすべての情報が改ざんされていないことを
確認する必要）

• ジオタグ写真はオリジナルの形式で保管される必要があ
り、圧縮等で情報が失われないよう、読み取り専用で保
管されるべき。
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•農業保険について



インターネットによる被害申請 損害評価員へのメール連絡

リアルタイムで評価結果を登録

GIS上での管理

タブレットによる損害評価

スペインの農業保険における損害評価システムのデジタル化
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• スペインにおいては、被害申請はインターネット上で実施され、最終的にGIS上で管理。
• 実地の損害評価も実地でタブレットで実施され、その場で評価結果を登録、農業者に手渡される。
• 損害評価は専門の370人の評価員で実施。
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• 牧草は面積も広大（スペイン：３５％(９３１万ha)、フランス３２％(９２３万ha)）で、従来型の保険では
損害評価が困難。

• そこで、衛星画像データを使ったインデックス保険を開発。

• 衛星画像データに基づく生育量の平年値と当該年度の生育量と比較し、損害率を評価。

• 加入者は損害の届け出もする必要がなく、自動的に評価、支払いが行われる。

• 住所を入力するだけで農業保険に加入することでどれだけの補償が受けられていたかを試算可能

土地利用分類マップによる牧草地の抽出
生育量の推移

衛星画像等の空間情報を基に自治体を細分化

衛星画像を活用した牧草地保険について
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•農業者における空間情報の活用状況につ
いて
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• Airbusの技術を導入する大規模農家を訪問

• 営農管理アプリ（WIUZ）を活用し、ほ場ごとの営農履歴をGIS上で管理

• Farmstar（Airbus社提供農業支援サービス）により衛星画像より農地の生育状況を基にした施肥量
調整により、生産コストの削減と環境負荷低減を実現
（窒素肥料施肥量を８０％減らしたが、収量はほぼ減少せず。）

• アプリへのデータ入力や直接支払の申請は農業委員会がサポート

場所：オート＝ガロンヌ県ピブラック
作業人数：農業主と妻（1.5人で管理）
栽培面積：300ha（小麦、大麦、なたね、とうもろこし、大豆等を輪作）

※フランスの平均耕地面積は84ha

農業者における空間情報の活用状況について

WIUZ使用画面
なたね畑

（自動操舵による播種・追肥）

Framstarイメージ図
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•まとめ
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・ EUのCAPの直接支払制度において、オンライン申請が拡大しており、申請書の配布、回収、打ち込
み等が省力化された実施体系を構築。

・ EUでは、CAPにおける農業者の申請情報に基づく、国土全体の土地利用マップを整備、公開済み。
米国でも、国土全体の土地利用分類が整備され公開済み。

・ 衛星画像を活用した現地確認も既に実施中。2021年からの次期CAPでは、衛星画像の分析により、
農地を青（支払い）、黄（追加証拠提出）、赤（不支払い）に分類し、さらに業務軽減を実施予定。

・ 職員による現地調査に代わる手段として、ジオタグ写真やトラクター等使用記録を農業者から提出
させることで、現場職員の労力を低減。

・ 農業保険においても、上記土地利用マップを利用し、GISや電子申請を活用した損害評価手法を開
発。（特に牧草においては、損害評価についても自動化。）

・ 農業者も衛星画像を利用した営農支援システムでコスト削減や環境負荷の低減を実現。

まとめ

・ 日本においても、共通申請サービスの構築や筆ポリゴンの整備を契機とし、共通申請サービスと農
地情報を一体的に管理することで、実施機関の現場での労力軽減に貢献するようなシステム開発が
望まれる。

・ 将来的には、衛星画像等による現地確認業務の軽減、農地利用状況のオープン化によるEBPMの
促進、スマート農業・営農支援への活用、農地の集積・集約化・農業経営継承への活用等も視野に
入れ、デジタル地図の農業分野への効果的活用を検討すべきではないか。
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参考資料



区分 ランドサット センチネル2 スポット プラネット WorldView-3 Pleiades ALOS-3

運用機関
アメリカ地質
調査所/NASA
（アメリカ）

欧州宇宙機関
AIRBUS
（フランス）

Planet Labs
（アメリカ）

Maxar
（アメリカ）

フランス国立宇宙
研究センター
（フランス）

JAXA
（日本）

基数 １基 ２基 ２基 100基以上 １基 ２基 １基

空間分解能（注１）
上段：パンクロ

下段：マルチスペクトル

…
30m

…
10m

1.5m
8m

…
3m

0.31m
1.24m

0.5m
2.8m

0.8m
3.2m

回帰日数（注２） 16日 10日 26日 毎日（注３） 4.5日（注４） 26日 35日

コスト 無償 無償 有償 有償 有償 有償
2020年度
打上予定

区分 ALOS-2 COSMO-Skymed TerraSAR-X ALOS-4

運用機関
JAXA
（日本）

イタリア宇宙機関
（イタリア）

ドイツ航空
宇宙センター

（ドイツ）

JAXA
（日本）

基数 １基 ４基 ２基 １基

空間分解能 3m 3m 3m 3m

回帰日数 14日 16日 11日 14日

コスト 有償 有償 有償
2020年度
打上予定

☆光学衛星の特徴
自然の放射光や反射光を観測。
⇒夜間観測不可
⇒雲に遮られる
⇒一般の写真と同様な解釈が可能

★レーダセンサ（SAR）衛星の特徴
自ら電波（マイクロ波）を出し、その反射波

（後方散乱）を観測。マイクロ波の特性上、雲
（小さな水滴）を透過する。

⇒昼夜関係なく観測可能
⇒天候に関わらず観測可能
⇒画像解釈には専門知識が必要

※：SARとは合成開口レーダ（Synthetic Aperture Radar）の略

注１：パンクロとは、高解像度だがモノクロの画像データ。マルチスペクトルとは、低解像度だが可視光など複数の波長帯を記録している画像データ。
注２：回帰日数とは、衛星が再び同じ場所に戻ってくるまでの日数のことであり、観測機会のことではない。
注３：100基以上の超小型人工衛星による直下視観測間隔。
注４：衛星直下から撮影する方向に向けた角度（オフナディア角）が20度での観測機会間隔。

〇 代表的な光学衛星

〇 代表的なレーダセンサ（SAR）衛星
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主な人工衛星画像データについて
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• インドでは2,500万人以上が作物保険プログ
ラムに加入

• 一方、保険金の支払い遅れが大きな問題であ
り（8～12ヶ月後の支払い） 、8,500万の農家
が不加入

• 数百万の小規模農家の収穫量を把握するのは
困難であり、Crop-Cutting Exercise（CCE:い
わゆる坪刈）を導入するが、データの信頼性が
問題

• 位置情報と時刻情報を記録した録画可能携帯
を導入（データ改ざん不可能）、アップロード
することで収穫量把握の労力を大幅軽減

• 信頼できるデータを元に支払うことで、シー
ズン内の保険金支払いが可能に

• ２５万の村があるため、運用に当たっては、
５万台のタブレットが必要

アプリの使用画面

実際のCCE（坪刈）の様子
（参考）世界銀行ウェブサイト:https://www.worldbank.org/en/results/2013/04/16/india-mobile-

phone-app-helps-farmers-get-timely-crop-insurance-claims

タブレット等によるジオタグ写真等の活用状況について：保険制度における不正防止事例（インド）
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• EUでは、CAPのデジタル申請移行時に土地台帳を基に農地区画情報を整備。

• CAPの申請に必要なため、農業者自らがマップを確認しながら更新。

• ほ場区画情報の誤差は２％以上あると補助金が減額になるため、支払庁が①遺産相続等の土地
台帳変更情報、②航空写真（25cm解像度）、③現地確認によりほ場区画情報を更新

• これらにより最新の状態を維持。

• 日本では、土地台帳が不正確で更新されていないうえ、施策ごとに複数の台帳が存在。

土地台帳と農地区画情報の乖離

EUの例 日本の例
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