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農地情報の一元化
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デジタル フィードバック ループ の実装（将来のTOBE像）
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THINGS – データ収集 INSIGHTS – データ蓄積・分析 ACTIONS – 業務適用

Power BI

Surface他
各種スマート
デバイス

業務デバイス

セキュア
MCU

セキュア
OS

10 年間
セキュリ
ティ更新

• 共通の
データモデル

• 構造化・非構造
化データ格納

• Azure AD による
認証・アクセス
制御

機械学習モデル
開発・展開・管理

Azure
Machine Learning
service

データ処理・
分析

Azure Databricks

Azure SQL DWH

業務アプリケーション

Flow

Cognitive Services

• IoT データ収集
• デバイス管理・
プロビジョニン
グ

• 通信規格対応
(HTTP, AMQP, 
MQTT)

データ蓄積
(データレイク)

人

Azure Sphere

• OPC- UA 接続
• リアルタイム
データ処理

• 機械学習モデル
による推論実行

• 継続セキュリティ保護

社内設置型 Edge デバイス

各種スマートデバイス

データ保護 - ID / Security

機器/
センサー

Azure Cosmos DB

Azure DevOps

Azure Active Directory
ユーザー管理・認証・アクセス制御

データ収集・
連携

DB

Azure 
IoT Hub

Azure 
Data Factory

学習済み AI モデル

Microsoft Teams

Azure 
Data Lake Storage

Gen2

PowerApps

外部データ
(非構造化)

Azure Sentinel
クラウド型の SIEM による脅威検出・分析

• ノンコーディングで
アプリ・ビジネスロジック・レポート
作成

• デバイスをを問わないビジネスチャット、
オンライン会議、ファイル共有

• 現場や人に関連するデータ収集

組み込み IoT デバイス

Azure IoT Edge

Stream
Analytics

• ストリーム処理

• データ転送、
オーケストレー
ション

働き方データ
文書等

内部データ
(構造化)

複合現実
Hololens



インターネット側 共通申請サービスＶ２

台帳
ＤＢ

台帳
ＤＢ

ＬＧＷＡＮ側 共通申請サービスＶ２

農業生産者農業委員会
地域農業再生協議会自治体職員農水省職員 ＪＡ等

マップデータ GISエンジン マップデータ GISエンジン

① IdP: ID プラットフォーム

② ハイブリッド データ同期

PC

スマホスマホ

タブレット

官公庁 現地、農業生産者

③利用者目線の解決策創出
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① IdP: ID プラットフォーム

申請者・フィールドワーカー官公庁

農水省Azure ADドメイン
XX市

Azure ADドメイン
〇〇県

Azure ADドメイン

農地情報アプリケーション

Azure AD B2B
農地情報アプリケーション

Azure AD B2C

Azure AD B2C

申請者 フィールド
ワーカー

• 組織ユーザーは、既存のオンプレミス認証基盤(AD, LDAP）で認証、AzureAD B2Bでアプリケーションへのアクセス認可を管理
→実際にユーザーを把握している組織単位でユーザー管理

• 申請者は任意のSAMLプロバイダーで認証、AzureAD B2Cでアプリケーションへのアクセス認可を管理
→一般ユーザーは使い慣れた認証でSSOアクセス、認証に関わるコストは認証回数で最小限に(5万回/月まで無料)

Point

ユーザー削除

AzureAD Connect AzureAD Connect

〇〇県オンプレミス AD ××市オンプレミス AD
13



• オンプレミス-クラウド間の双方向データ同期の実現により、官公庁側、フィールド側それぞれのポリシーに合わせた実装が選択可能に
→PaaS-PaaS間等での同期も可能。ポリシーの見直しに合わせて段階を追った自由な構成

• 組織要件により、同期スキーマにより同期するデータを設定。システムごとに同期部分と個別要件を実装可能。
→官公庁DBに保存される秘匿性の高い個人情報は除いたデータ同期の実現

Point
② ハイブリッド データ同期

12/16/2019

LGWAN-Internetを跨ぐDatabase同士の双方向データ連携の機能が必要
• 現地確認データをその場で登録(Internet) / 登録データを庁内から確
認(LGWAN)

• 庁内で申請受付・登録(LGWAN) / 現地で申請内容確認
(Internet)

etc.

オンプレミス(LGWAN)とクラウドにそれぞれDatabaseを配置し、
双方向データ同期を行うことで実現可能。
• SQL Server  
• PostgreSQL 

もちろん、マネージドDatabase(PaaS)同士の同期も可能。

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/sql-database/sql-database-sync-data

同期
データベース

ハブ
データベース

メンバー
データベース

メンバー
データベース

申請者・フィールドワーカー官公庁

農地情報アプリケーション農地情報アプリケーション

将来的にはアプリケーションを統一すべき。
現状のポリシーに合わせ、段階を追った最適化を実現するために

双方向データ同期が当初必要と想定
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③利用者目線の解決策創出 ～サービスデザイン思考

利用者目線での解決策を創出す
るためお客様とのワークショッ
プを多様なテーマで実施。

観光ボランティア活性化
農業6次化製品販売支援
地域農産品のブランド作成
新庁舎のオフィスに求めるもの
働き方改革ビジョン策定
基本計画の策定
移住促進活動
健康と地域活性化

ふくむらさき
のブランディング

6次化事業者
の売上向上

過去実施したテーマの例
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農地インテリジェンス 政策策定の将来の姿（複合現実）

12/16/2019

データが整備されれば、複合現実を利用した農地管理、圃場においてリアルと仮想をマッシュアップして作業することが可能に。
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農地インテリジェンス 現地確認の将来の姿（複合現実）

12/16/2019

水田台帳 ○○市○丁目○地区イ－801

耕作者 地域区分 所在・地番 地目 地積
○○ ○○ ○○ ○○ 田 14.54a

地図 航空写真

マップ

オンライン指示

究極の複合現実デバイスを
使用して業務をスマートに
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