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口特集論考口

農業空間情報基盤としての筆ポリゴンの活用

一更なる筆ポリゴンの活用を H指して一

Utilization of Polygons of Land Parcels as an Infrastructure for Agricultural Spatial Information 

今井伸一＊

Shinichi IMAI 

1 はじめに

農林水産省大臣官房統計部 （以下「統計部」という 。）

は，農政を支える「情報インフラ」としての役割を担っ

ており ，様々な農林水産業に関する統計データを整備し

ている。取りまとめた結果については，国の財政支出の

算定根拠や「食料・農業・農村基本計画」等の政策目標

の設定・評価，主食である米の需給安定対策等の施策の

基礎資料として活用されている。

また，農林水産統計は国民の「公共財」としての役割

も担っており，農林水産業を取り巻く様々な分野に関す

るデータの提供も行っている。

ここでは，耕地面積や水稲作付面積を把握する調査の

母集団情報として活用している農地の区画情報 （筆ポリ

ゴン）について，ご紹介したい。

2 統計部における筆ポリゴンの活用

統計部では，耕地面積や水稲作付面積を把握するため

に，統計法 （平成 19年法律第 53号）第9条第 1項に基

づく総務大臣の承認を受けて作物統計調査 （基幹統計）

を実施している。

この調査は，職員又は統計調査員が任意系統抽出法注I)

により無作為に抽出された単位区 （ほ場）に出向き，そ

の単位区内の全てのほ場について，一筆ごとに現況地目

や耕地の境界並びに農作物の作付状況とその範囲を確認

し，それにより把握した面積を比推定注2) して日本全土

の耕地面積や水稲作付面積を推定しているものである。

平成 24年度までの母集団情報の整備は，市町村や圃

場整備が完了した土地改良区等関係機関から，紙ベース

の筆別の面積や農地の区画が分かる耕地図等を提供いた

だき，それを基に一筆ごとの地目と面積が分かる筆別台

帳を整理して行っていたため，毎年，更新や調査の集計

0「筆ボリゴン」とは、農林水産省が実施する耕地面積調査等の母集団情
報として、全国の土地を隙間なく200メートル四方（北海道は400メートル
四方）の区画に区分し、そのうち耕地が存在する約290万区画について
衛星画像等をもとに筆ごとの形状に沿って作成した農地の区画情報。

図l 農地の区画情報 （筆ポリゴン）

平成25年度から従来の紙媒体や文字情報で整偏されていた母集団情報に
替えて、地理情報システム(GIS)と空中写真（衛星画像等）を活用した、電
子化された母集団情報に基づく調査手法に変更。

・漏昂罰罰り・ 一
． 

［召饂輝日 I~騒l

図2 面積調査における地理情報システム (GIS)と

空中写真 （衛星画1象等）の活用

作業に膨大な労力等を要していた。

平成 25年度以降は，民間会社の衛星画像 WEB配信

サービスを活用し， GISソフトに読み込んだ人工衛星画

像（解像度が 50cm, 世界測地系で平面直角座標系の人

工衛星画像データ）を背景に，全国の土地を隙間なく

200メートル四方（北海道は， 400メートル四方）の格

＊農林水産省大臣官房統計部生産流通消毀統計課 Production, Marketing and Consumption Statistics Division. Statistics 

Department. Minister's Secretariat, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

キーワード： 1)農地. 2)区画情報. 3)筆ポリゴン. 4)オープンデータ
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子状に区分し．人工衛星画像から確認された耕地が存在

する区画（全国で約 290万区画）を実測調査の母集団情

報として．ほ場の形状に沿って作成した農地の区画情報

（筆ポリゴン）を整備し．使用している。

3 筆ポリゴンのオープンデータ化に向けた対応

平成 28年4月以降統計部では．筆ポリゴンの整備

が一定程度完了しつつあったことから，筆ポリゴンその

ものが「公共財」としての役割を担っており，農業行政

や農業振興の推進に繋がるとの観点に立ち．統計利用目

的のみに限定して使用するだけではなく，筆ポリゴンデ

ータを提供することについて検討を始め．提供するにあ

たっての条件定義等の整備に着手した。

そのような中，平成 28年 12月には．「官民データ推

進基本法」注3)が制定され，個人または法人の権利利害，

国の安全が害されない範囲で，官民データの活用を推進

し，それに必要な基盤整備を行うことが示されるととも

に，平成 29年3月の未来投資会議注4)において．総理大

臣並びに農林水産大臣から．農業データ基盤の構築及び，

ほ場の地図情報等，公的機関が保有する情報のオープン

化について発言がなされる等．筆ポリゴンのオープンデ

ータ化に向けた機運が更に高まってきた。

このため，平成 29年3月28日からオープンデータ化

の第一段階として．農業行政及び農業振興の推進に資す

る関係機関等に筆ポリゴンの提供を開始する旨のプレス

リリースを行うとともに．一般社団法人全国農業会議所

が所管する農地情報公開システム（全国農地ナビ）にも

同日に提供・公開を開始した。このことにより．行政機

関や農業関係団体．農業者，研究機関等から多数の利用

申請があり，地理情報システム (GIS)を用いた農地の

区画情報として活用されてきたところである。

また．平成 29年6月9日の未来投資会議2017では，

公的機関等が保有する農業，地図，気象等の情報のオー

プン化等により，様々なデータを共有・活用できる農業

データ連携基盤 (WAGRI)注5) を構築し．データに基

づく付加価値の向上や生産性の高い農業現場への実装を

推進することについて議論が行われ．同日，未来投資戦

略2017として閣議決定がなされた。

統計部では，この動きに対応するため，筆ポリゴンを

農業データ連携基盤 (WAGRI)等にも提供を行うとと

もに全国的な筆ポリゴンの提供が可能となるように，

未整備であった地域の作業を加速させた。

この結果，平成 31年3月に全国の筆ポリゴンの整備

が完了し. 4月からは農業利用目的に限定せずに広く国

民に提供を開始するとともに．令和元年 7月以降は農林

水産省のホームページにアクセスすれば．誰もが自由に

ダウンロードできる仕組みの構築を行った。また．利

用者の利便性を図る観点から．筆ポリゴンの一筆ごと

にIDを付与することとした。このことにより．例えば．

農作物の作付状況に関するデータと土壌情報に関するデ

ータを筆ポリゴン IDによって紐づけることが可能とな

るなど，様々なデータを筆ポリゴンに重ね合わせること

により．農業ICTシステムを活用した新たなサービス

の創出も期待できると考えている。

※農地の区画情報（筆ポリゴン）の提供については，農

林水産省ホームページを参照

http:/ /www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html 

【筆ポリゴンヘの ID付与ルール】

都道府県コード (2桁），座標系コード (2桁），重心

点座標 x座標 (7桁）， Y座標 (7桁）を組み合わせた

18桁の数値を IDとしている。

• 都道府県コードは， JISX 0401に定められている 01

~47の2桁のコード。

・座標系コードは，平面直角座標系 01~ 19のコード。

・重心点座標は，平面直角座標系により m単位で表示

した数値を小数点第 1位で四捨五入した 7桁の正負の

数（負の数は頭にーを追加，桁が小さいものは頭に 0

を追加して計7桁としている。）

※ID付与ルールについては，農林水産省ホームページ

主奎照

https:/ /www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html 

4 新技術と筆ポリゴンを活用した新たな取組み

次に，統計部において実施している新技術を活用した

取組について紹介したい。

(1)筆ポリゴンの形状変化を抽出する手法の開発

現在，筆ポリゴンの作成• 更新を行う際には，入手し

た最新の人工衛星画像等を背景に，職員等が目視で筆ポ

リゴンの形状変化の有無を確認し，変化があった場合に

は，その形状を手作業で作成しており，膨大な労力とコ

ストを要しているため，毎年全国の 5分の 1程度しか更

新できていない。今後様々な分野で筆ポリゴンを活用

してもらうためには，筆ポリゴンの更新頻度を上げ，低

コストで，より現況に近い形状の筆ポリゴンを提供して

いくことが重要と考えている。

このため，平成 30年8月に人工知能 (AI)の最先端

技術を有する国立研究開発法人産業技術総合研究所と共

同研究契約を締結し，農地の形状に変化があった筆ポリ

ゴンを人工知能 (AI)が自動的に判別する手法の開発

に着手しているところである。

簡潔に開発を目指している手法について紹介すると，
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統計部が過去に作成した筆ポ リゴンと筆ポリゴンを作成

した時期の人工衛星画像データを教師デー タとして人工

知能 (AI) に学習させてそれを基に最新の人工衛星

画像データを解析し，形状に変化のあった筆ポリゴンの

判別を行うも のであり手法の開発が着実に進めば，令

和 2年度には実装が可能となるものと期待しているとこ

ろである。

また， これにより最新の筆ポリゴンを低コストで作成

できるうえ，利用者に対しても速やかな提供が可能とな

り，利便性の向上に繋がるものと期待している。

[Alの機械学習による自動ほ場抽出のイメージl

鰭期の異なる人工衝皇繭像データの賓化について、 Alに、歓鰤デー ,~! x 員林水産省
タを覚えさせ、学冒させて、筆ポリゴン責化捧出モデルを構棗

【塵総研との違携J
平成30年8月23日、

国立研究開発法人葦集

技術総合研究所（人工
知能研究センター）と
統計部の間で、 『機械

学1!i'による自動回場抽
出に聞する研究』を

テーマに共同研究契約

を縞結．
産総研地遭情輯科学

研究チームの持つ人工
知能を活用した衛星画

像帳析のノウハウを活
用し、本手法の実視を
目指す．

図3 箪ポリゴンの効率的な作成 • 更新を目指した取組

(2)画像解析による農地の区画ごとの農作物の作付状況

を把握する手法の開発

統計部では，水稲をはじめとする様々な農作物の作付

面積を調査し．公表を行っている。

現行の調査手法は. JA等の関係団体への往復郵送調

査又はオンライン調査に加えて，職員又は統計調査員に

よる現地確認作業によって行っている。今後は．これら

の調査手法を見直し，できる限り低コス トで効率的に作

付面積を把握することを目指して， ①人工衛星画像デー

タと現地調査で把握した作付状況を紐づけて教師データ

を作成し， ②それを人工知能 (AI) に学習させること

で作物の分類モデルを構築し， ③作物の分類モデルが高

頻度で撮影した小型人工衛星画像に写る作物の特徴につ

いて，人工知能 (AI)を活用した機械学習により解析し．

0 2019年度から小型人工衛星により高頻度で撮影した衛星画像データを人工知熊 (Al)の機械学

否を利用して解析し｀農地の区画ごとの作付状況を効準的に把讚する手法の1111発に漕手．

環場における賽測作集の例 ← 

図4 人工衛星画像データを活用した新たな取組
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籠ポ リゴン一箪ごとに何が作付けされているかを把握す

る手法の開発を目指している。この手法開発に向けた取

組みは，令和元年度から開始しており， 3年計画で実証

実験を行う予定としている。

(3)筆ポリゴンの付加価値向上のための実証調査

①官民の多様な関係者による利活用の活性化が，②筆

ポリゴンに重ね合わせる各種データの充実に繋がり， ③

これが統計調査の更なる効率化や高度なデータ分析を

可能とし，④更に，多様な関係者による利活用を促すと

いう．好循環を実現させることが筆ポリゴンの付加価値

を高め，筆ポリゴンの持つボテンシャルを持続的に発揮

していくことに繋がるものと考えている。

統計部では，令和元年度の事業としてこの好循環を生

むための筆ポリゴンの利活用促進・付加価値向上の仕組

みの構築に向けた実証調査を実施している。

本実証調査は，多様なステークホルダーの参画を得

て，実際に①筆ポリゴンの利活用，②データの重ね合わ

せ ・回収③回収した筆ポリゴンデータの整理・活用と

いう各行程における課題を洗い出し，将来的な筆ポリゴ

ン活用の促進等に向け，有識者から提言を得ることとし

ている。

．． 

{: 

笠ボリゴンの
割出(Al活用）

~ 
、.

じ'

髯比!ill:"環碍究 • ,I , • ' 'ヽ
or,;, 、. . "-"'' 

図5 節ボリゴンの利活用促進．付加価値向上の仕組み

（筆ボ リゴン・エコシステム）のイメ ージ

5 統計部が目指す箪ポリゴンの今後の活用方法

これまで，筆ポリゴンを提供した際の利用者アンケー

トの回答にあった活用目的を見てみると，鏑ポ リゴンに

は高い可能性があることを改めて感じているところで

ある。

そこで，その活用事例をいくつか紹介させていただ＜

ことにする。

(1)牒作物被害地帯図の作成における活用事例

A県農業技術センターでは，一筆ごとの病害の発生状

況を箪ポリゴンに重ねて視覚化し，それを累年データと

して保存・分析することにより，病害の発生状況から原

因の究明に繋がり病害の発生を抑える効果を生んで

いる。



(2)経営所得安定対策の現地確認での活用事例

B市農業再生協議会では，保有する水田情報管理シス

テムに筆ポリゴンをダウンロードし，更に，住宅や道路

等を重ね合わせ，そのデータをタブレット端末に表示し

て，農作物の現地確認に活用している。

現地確認においては， タブレット端末を活用すること

により，ペーパーレスによる諸経費の軽減に繋がるほか，

現地で容易に農作物を色分けでき，作業終了後の集計作

業の効率化にも繋がっている。

(3)様々な筆ポリゴンの一元管理による活用事例

C県では，当省から提供した農地の筆ポリゴンと独自

に作成した宅地や道路等の様々なポリゴンデータを，共

通システムで一元管理している。このことにより，農業

分野のみならず，部局を超えて様々な政策分野で横断的

な運用が可能となり，システムの運用経費の軽減にもな

っている。

このように全国津々浦々で様々な形で筆ポリゴンが

活用されており，今後もその可能性は益々広がるものと

考えている。

また，農業データ連携基盤 (WAGRI) を始めとして，

農機メーカーや ICTベンダー等，様々な民間企業にも

データ提供を行ってきたが，今後も継続的により最新の

筆ポリゴンの提供を行うことで，それぞれが保有する知

見やデータ，サービスを組み合わせることにより，農業

現場への農業 ICTシステムを活用した新たなサービス

の創出が可能となるほか，農業分野のみならず幅広い事

業者からの参画により，生産から流通，消費に至るバリ

ューチェーン全体の取り組みに広がることも期待できる

と考えている。

農林水産省において，地図情報デジタル化など技術の

進展を踏まえ，農地情報の一元的な収集・管理方法やそ

の効果的な活用方法について検討するため，『「デジタル

地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会』が設

置されたところであり，筆ポリゴン等を活用したデジタ

ル地図整備に向けた議論がスタートしたところである。

このような取組の基盤として筆ポリゴンを活用してい

くため， より正確で， より最新の筆ポリゴンを継続的に

提供していくとともに，筆ポリゴンの更なる付加価値向

上に向けて取り組むことが，私たち統計部が果たす使命

だと考えている。

注

注 1)任意系統抽出法とは．栂集団の全てを対象として．恣意

的要素を除き．無作為に標本を抽出する手法をいう。

注2)比推定とは，面積調査の場合，調査精度を向上させるた

め，田畑別など階層ごとに配分する標本単位区の階層ごと

の母集団（総単位区）に対する比率を乗じて推定する手法

をいう。

注 3)官民データ推進基本法とは，インターネットその他の高

度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大最の

情報を活用することにより．我が国が直面する課題の解決

に資する環境をより一層整備することが重要であることに

鑑み，官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関し．

基本理念として定めたもの。

注4)未来投資会議とは．内閣総理大臣を議長とし． 日本経済

再生本部の下，第4次産業革命を始めとする将来の成長に

資する分野における大胆な投資を官民連携して進め，「未

来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化

を図るため，産業競争力会議及び未来投資に向けた官民対

話を発展的に統合した成長戦略の司令塔として開催される

会議。

注5)農業データ連携基盤 (WAGRI) とは，農業の担い手が，

データを使って生産性の向上や経営の改善に挑戦できる環

境をつくるために設けられた，データの連携や提供機能を

持つ協議会をいう。
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