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農地情報管理におけるプラットフォームGISの必須要素

・部門・組織横断的なデータ利用

・マルチデバイスのデータ利用

・インターネット経由での農地情報の閲覧・編集

・将来の制度変更や利用増大に対応するスケーラビリティ



プラットフォーム型GISの導入効果
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プラットフォームGIS
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部門・組織横断で利用可能な地理空間情報基盤
Webデスクトップ モバイル

筆ポリゴン/衛星画像・航空写真等
（組織の基盤データ）

共有ポータル サイト

データ処理・解析
サービス

コンテンツ
サービス

アプリ

Lidar

ポータル

ベクター リアルタイム
(IoT)

テーブル画像 Lidar

コンテンツ管理

認証

権限管理



変化する業務への対応
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 災害状況把握
 衛星画像やドローン画像などから推定し
た被害状況と農地ポリゴンとを重ね合わ
せて、災害の初動期に被害の全容を把握

 営農支援
 圃場ごとの生育状況に資する観測情報を
マップとグラフ等を組み合わせて視覚的に
わかりやすく伝達

 圃場の情報は時系列に蓄積し、必要な時に
履歴情報を参照



マルチデバイス利用
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現地調査の効率化
 モバイルデバイスによる現地調査に応用（現地確認、損害査定、etc）
 収集データをそのままクラウド/サーバーに送信
 調査結果の集計や整理の作業コストを低減



情報公開
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農政情報の公開
 鳥獣被害情報
 病害虫被害情報
 農地バンク

http://www.city.okaya.lg.jp/site/gis/

鳥獣害目撃情報 農地バンク 松枯れ情報

岡谷市「くらしマップおかや」

http://www.city.okaya.lg.jp/site/gis/


オープンデータ
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オープンデータ公開の理想形
 オープンデータの内容が“見える”形で提供できること
 提供形態は、ダウンロードおよびWebサービスやAPIでの提供に加え、オープンスタンダードや
デファクトスタンダードの形式への対応が必要

テーブルとポリゴンが
見える形での提供

ダウンロードおよびWeb
サービス・APIでの提供



組織横断的な情報連携
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部門・組織を超えた情報のコラボレーション
 共通利用されるべき基盤データの一元管理
 部門特化の業務アプリの開発・維持を最小化



「7つの原則」において
プラットフォーム型GISに求められること
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７つの原則
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1. 利便性・汎用性（アクセシビリティ）
2. 相互運用性（インターオペラビリティ）
3. 信頼性（リライアビリティ）
4. 継続性（サステイナビリティ）
5. 拡張性（スケーラビリティ）
6. 柔軟性（フレキシビリティ）
7. 堅牢性（セキュリティ）



１．アクセシビリティ
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データへのアクセス
 ユーザーが時間と場所を選ばず多種多様なデバイスから組織の基盤データやアプリにアクセス
 プラットフォーム間のサービス連携による組織を超えた情報共有

組織間の情報連携



２．インターオペラビリティ
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データの相互運用性
 農地情報をGISデータベースとして維持管理するにあたり、
データ層の相互運用性を持つことが必要

 データの持ち方については、オープンスタンダード、デ
ファクトスタンダードのフォーマットへの対応が必須
 例: CSV, Shapefile, ジオデータベース, REST, OGC

組織間の相互運用性
 農地情報を”サービス”で配信し、部門間・組織間の基盤
データとして利用

現況確認 災害調査土地改良

背景地図
データ

台帳
データ

農地
ポリゴン

GIS プラットフォーム

サービス

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=191463546f0249afbd372e77ca01caef


３．リライアビリティ
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柔軟なデータ管理
 多種多様なデータフォーマットへの対応、データベースでの一元管理
 高度かつ豊富なデータ入力と編集、データの品質維持と管理

システムの健全性
 最新のIT環境、OS、モバイルデバイスのサポート

豊富なデータ入力・編集 データの品質チェック

多様なデータの管理

シェープファイル、ジオデータベース
DXF、DWG、DGN、SXF
BMP、TIFF、GeoTIFF、GIF、JPEG
PNG、IMG、MrSID、ECW、GRID、NITF
dBASE、Access、Excel、CSV
地理院タイル、基盤地図情報、数値地図
DM、拡張DM、地籍フォーマット2000
河川基盤地図、河川環境情報地図
TXT、KML、SIMA、G-XML、OGC GML
OGC GeoPacakge、S-57、AIXM、etc

SQL Server、IBM Db2、Oracle、
PostgreSQL、Azure Database、etc

フォーマット（一例）

DBMS



４．サステイナビリティ
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持続可能な行政サービスの実現
 データの集約化、開発・維持の最小化による全体コストを抑えたシステム運営
 本当に必要な機能に絞ったアプリをニーズに合わせて提供しユーザーの利便性を向上
 農地情報のエコシステムとしてあらゆる業務・サービスに利用される持続可能なシステムを実現
 最新のIT環境、OS、モバイルデバイスのサポート

システムやデータへの多重投資
整備/開発費用を最小化

ニーズに合わせたアプリの提供

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c1a0bdbd656549269dc72803e9bd5d3c


５．スケーラビリティ
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将来的なシステム利用の増大への対応
 組織の要件と環境に合わせた多様なシステム構成をサポート
 クラウド、独自インフラの双方に対応

クラウドオンプレミス ハイブリッド

Apps

Desktop APIs

Apps

Desktop APIs

Online Enterprise
Portal

Apps

Desktop APIs

クライアント/
サーバー

スタンドアロン



６．フレキシビリティ
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将来的な制度変更や環境変化への対応
 アジャイル開発への対応

 設定ベースのアプリ開発によるコーディングの最小化、実装後の低コストな機能変更/修正
 データソースの拡大や衛星画像・気象・IoT等のセンサーデータの利活用に追従

継続的にウィジェットを拡張
アジャイルへの対応
GIS アプリケーションがよく利用す
る機能（ウィジェット）を組み合わ
せて業務に適したアプリケーション
を構築

テーマ Web アプリケーションウィジェット

ウィジェット ウィジェット

多量の画像データ

データベース

画像管理

・シームレス
・時系列データ



７．セキュリティ
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セキュリティの確保
 エンタープライズログイン、二段階認証等によるセキュアなアクセス環境
 部門・組織およびプロジェクト別に仮想的なグループ管理を行い、ユーザーは許可されたデータ
のみにアクセス

グループ、
レイヤーの権限

エンタープライズ
ログイン

パスワード設定
二段階認証暗号化通信

●●市農政課

▲▲市農政課

他部門のコンテンツへのアクセスは不可



【参考】アプリ・ダッシュボードのサンプル
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作付け調査状況ダッシュボード 河川監視カメラモニタ

災対本部での情報集約作付け調査の入力用アプリ

市民からの投稿用アプリ

オープンデータ公開

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5c941c294b2246b4b375e84ebeafec89
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c1a0bdbd656549269dc72803e9bd5d3c
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/73cc962053f34435900535810ac39643
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=191463546f0249afbd372e77ca01caef
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