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あらまし 本論文では，土壌，農地，気象など農業関連のデータをクラウドデータベースに集約した農業デー
タプラットホーム ‘農業データ連携基盤 (WAGRI)’ のサービス，及びアーキテクチャを述べる．耕作放棄地の増
大，担い手不足に直面する日本の農業では，農家の経験を代替するデータ農業への期待が高まっているが，始
まって間もないこれらの取組みにおいて，サービス要件は極めて流動的である．こうした背景から農業データ連
携基盤では，今後発生する様々なデータサービス要件に対して，ソフトウェアの追加開発を極力抑えてサービス
実装できるアーキテクチャ ‘Dynamic API’ を考案した．Dynamic API によれば，ユーザ自身が新たなサービス
を実装することも可能である．本論文では，Dynamic API アーキテクチャによって実現した各種のデータサー
ビスを述べるとともに，このアーキテクチャが新たに発生するサービス要件に対してプログラム開発を伴わずに
サービスを提供する仕組みについて，事例を交えて述べる．
キーワード システム開発・ソフトウェア開発論文，農業プラットホーム，ドメイン駆動設計，ソフトウェア
アーキテクチャ，API サービス

1. ま え が き

においては，それぞれに固有な業務的知識（ドメイン

スマート農業は，農業機械の自動走行，ドローンに

る各工程で活かされている．一方，農業を対象とした

よる農薬，肥料散布など，担い手不足を補い，農業経

大規模システム開発は国内では先例がなく，ドメイン

営の効率化と大規模化を推進する新しい技術として注

知識の蓄積，ユーザの利用経験など，開発工程のより

目が集まっている．そうした中で，従来農家の経験に

どころとなるてがかり情報が著しく不足しており，開

依存してきた栽培管理等をデータに基づく栽培管理で

発には当初より相当なリソースと時間を要することが

代替する試みが始まっている [1]．農業データ連携基盤

予想された．その一方で，急速に進む就農者の高齢化

は，データに基づく農業を実現することを目的として

等に対応するためには，このプラットホームを早急に

2017 年より約 1 年半で開発した国内初の大規模な農

実現する必要があるとの政府の見解が示され（注 1），短

業データプラットホームである．

期間での開発完了が求められることとなった．

知識）の長年にわたる蓄積が，要件定義から実装に至

多くの産業分野における大規模な業務システム開発

農業データ連携基盤開発プロジェクトでは，大規模
な農業データベースの構築，及び様々な要求条件に応
えられるサービス提供機能を実現するためのアーキテ
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を伴わずに実現するアーキテクチャである．また，後
者のアーキテクチャをユーザに開放することにより，
ユーザ自身によるサービス提供機能の追加，拡張を可
能とした．
以下では，農業データ連携基盤の概要を述べた後，

Dynamic API の提供機能とアーキテクチャを述べる．
次に，Dynamic API による API サービス試作事例を
述べ，最後に Dynamic API によるデータ農業の今後
の展開について述べる．

2. 農業データ連携基盤の概要
農業データ連携基盤が提供するサービスは，農作物
の生育環境に関連するデータベース，農作物の生育予
測，及び栽培管理のためのデータ管理サービスから構
成される．これらのサービスはいずれも API として
提供されている．以下，サービス及び API の概要を
述べる．

2. 1 農業データ連携基盤のデータベース
現在，農業データ連携基盤は，8 種類の地理空間デー
タベース，21 種類のマスタデータベースに，52 種類の
農業統計データベースを加えた 81 種類のデータベー
スから構成されている．表 1 に主なデータベースを
示す．従来これらのデータは，異なる所管組織におい

表 1 農業データ連携基盤主要データベース
Table 1 Main databases of WAGRI.
カ テ ゴ データベース
リー
肥料
肥料登録銘柄情報

データタイプ

提供元

マスタデータ

農林水産消費安
全技術センター
(FAMIC)
農薬
農薬登録情報
マスタデータ 農林水産消費安
全技術センター
(FAMIC)
農作業 農作業語彙
マスタデータ 農研機構
農作物 農作物語彙
マスタデータ 農研機構
農作物 イネ登録品種データ マスタデータ 農研機構
地図
地図データ，航空写 地理空間データ NTT 空間情報
真の画像データ
農地
農地の区画情報（筆 地理空間データ 農林水産省
ポリゴン）
農地
農地の区画形状，用 地理空間データ 農林水産省
排水の整備状況等
（ほ区ポリゴン）
農地
農地の緯度経度情報 地理空間データ 全国農業会議所
（農地ピンデータ）
気象
最長 3 日先までの 地理空間データ ハレックス
気象情報（1km メッ
シュ）
気象
最長 26 日先までの 地理空間データ ライフビジネス
気象情報（1km メッ
ウェザー
シュ）
土壌
土壌の種類や分布が 地理空間データ 農研機構
分かるデジタル土壌
図
a 農地区画を図形として表現したもの

て，様々なデータ形式で分散保管されていたものであ
る．農業データ連携基盤では，これらを json 形式に統
一し，それぞれのデータの更新サイクルに応じてデー
タベースを鮮度高く維持している．また，これらは統
一した API 書式によりデータ取得が可能である．API
書式の詳細は後述する．
データベースの例として，土壌データを以下に述べ
る．図 1 は，農業データ連携基盤データベースのデー
タのうち，土壌データを衛星写真地図（注 2）上にレイヤ
表示したものである．図 2 は，土壌のデータ構造を例
示したものである．土壌特徴を意味するテキストや分
類記号に続いて，その土壌特徴を有する地域を，緯度

図1

農業データ連携基盤による農業地理空間情報
Fig. 1 GIS based on WAGRI.

経度をペアとする配列（ポリゴン）で表現する．土壌
は作物の品種別栽培適性に影響を与えるが，その地理
的分布は複雑であり，数 km の土壌ポリゴンを表現す
るために，約 800 頂点の緯度経度を要する．農業デー
タ連携基盤では，農業に関する地域特徴を，このよう
に細かなポリゴンを単位として全国をカバーするよう
にデータベース化している．
（注 2）
：NTT 空間情報株式会社提供．
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図2

農業データ連携基盤 土壌データ
Fig. 2 Soil data of WAGRI.
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Table 2

作業名
苗箱播種
湛水直播
鉄 コ ー ティ
ング直播
乾田直播
不耕起播種

表 2 イネの播種作業語彙
Vocabularies of sowing rice crops.

目的
種子繁殖
種子繁殖
種子繁殖

行為
播く
播く
播く

種子繁殖
種子繁殖

播く
播く

対象
種子
種子
鉄 コ ー ティ
ング種子
種子
種子

場所
水田
水田
乾田
不耕起圃場

表 3 農業データ連携基盤による生育ステージ予測
Table 3 Prediction of developmental stages of crops
by WAGRI.
対象作物
イネ
大豆
小麦
レタス

予測ステージ
幼穂形成期 出穂期 成熟期 収穫適
期
出芽期 開花期 子実肥大期 成熟期
出芽期 茎立期 出穂期 成熟期
収穫適期

こうした地理空間データの他に，農薬，肥料，農作
業用語などのマスタデータベースを用意している．現
在登録認可を受けた農薬は 4000 種類を超え，年間新
規登録件数は約 200 件である．また，農作業に関す
る用語は農法別に細分化され，かつ同義語も多い [2]．
例としてイネの播種（種を播く作業）に関する語彙を
表 2 に記載した．農業データ連携基盤のマスタデータ
ベースでは，このように細分化された膨大な農業関連
用語を管理している．

2. 2 農業データ連携基盤による農作物生育予測
農業データ連携基盤では，農作物ごとに，収穫適期
などの予測を行うサービスを提供している．農作物
の生育は，主に気温と日長に支配され，それらを独立
変数とする非線形な生育過程を示す [3]．このサービ
スは，この非線形な生育モデル [3] を実装したもので
ある．モデルパラメータは，同一作物において品種に
よって異なることから，品種ごとに推定したパラメー
タを用意し，ユーザが選択できるようにした．例えば，
イネの場合，入力した圃場（注 3）位置に基づき，その地
点での予測気温，日長データを特定し，選択したイネ
の品種に対応するパラメータに基づいて，幼穂形成期，
出穂期（開花期），成熟期の予測を行う．表 3 に対象
農作物と予測ステージを示す．

2. 3 農業データ連携基盤による栽培データ管理
農業データ連携基盤による栽培データ管理は，ユー
ザ自身のデータを定期的に圃場単位に保管管理する
サービスである．このサービスは，主に農作業従事者
（注 3）
：耕作地の単位．

図 3 センサー API
Fig. 3 Sensor API.

による各種の記録管理（農作業 API），及びセンサー
からの観測データの管理（センサー API）で構成され
る．農作業 API は，作業者ごと及び農地ごとに，農
作業の内容を履歴管理するための API である．大規
模農業経営では，分散した農地を多くの農作業者が分
担管理する．農作業 API は，複雑な共同作業におい
て，作業の重複や漏れを回避することを目的として提
供している．また，センサー API は，農地に設置した
センサーから収集される農作物の定点観測データを管
理する API である．分散した農地での栽培状態の集
約管理を目的として提供している．これらは，いずれ
も生産者によって異なるフィールド利用に適合するよ
うに小さなサービス機能単位を柔軟に連携する構成と
なっている．図 3 にセンサー API の構成を示す．セン
サーによる計測データとその環境条件を管理する API
（図 3 センサーデータ管理），センサー機器の設置情報
を管理する API（図 3 センサー群管理），及び機器の
仕様を管理する API（図 3 センサー機器情報）から
構成される．

2. 4 農業データ連携基盤の API
上記のサービスは，いずれも統一された API リク
エストフォーマットに基づいて提供している．リクエ
ストフォーマットは，サービスのひとまとまりを定義
する API オブジェクト（図 4 a）と，サービスの振
る舞いを定義するための API オブジェクトメソッド
（図 4 b），及びメソッドに必要なパラメータ（図 4 c）
からなる．
主なメソッドは，データの検索，取得のための get
3
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図 4 API リクエストフォーマット
Fig. 4 Request format of API.

メソッドとデータを保管するための post メソッドであ
る．2.1，2.2 のサービスは get メソッドによる．様々
な検索要求に対応するため同一データベースに対して
複数の API を用意しており，農業データ連携基盤で提
供している API は約 120 種類である．一方，2.3 で
は，データを保管する post メソッド，削除する delete
メソッドなどデータを操作するための様々なメソッド
を利用する．

3. Dynamic API による API の定義
ここでは，プログラム開発を伴わずに API の実装
を実現する Dynamic API アーキテクチャとその提供
機能について述べる．2. で述べた API は，いずれも

Dynamic API アーキテクチャにより，プログラム開
発を伴わずに実現したものである．このアーキテク
チャでは，API の実装をプラットホームの内部処理に
関する実装から独立させ，GUI と簡単なスクリプト記
述のみで API の実装を可能にしている．これによっ
て流動的かつ予測が困難なユーザ要件に対して，柔軟
かつ迅速に API サービスを提供できる．更に，API
実装の権限をユーザに開放することで，ユーザ自身が
様々な API を定義することも可能にしている．

図 5 API 生成 GUI
Fig. 5 GUI for creating API.

特にスクリプト機能は，既存の API を継承して新
たなメソッドを加えて機能したり，複数の API を結合

の業務を表象する API オブジェクト定義（図 5 (a)），

し，API からの出力を別の API の入力にして連続的

及びそのメソッドの定義（図 5 (b)）で構成される．こ

に処理するなど，多様な API サービスの実現が可能

れら二つの GUI で，図 4 のリクエストフォーマット

である．

に従って API とそのメソッドをサービス提供者（ベン

以下，GUI 及びスクリプトによるプログラムレス

ダー）ごとに定義し，アクセス権，対象データ，メソッ

API 生成機能について述べ，次章でこれを実現する

ドなどの属性を記述する．図 5 (a) のデータベースレ

Dynamic API アーキテクチャについて詳述する．

コード，及び図 5 (a)，(b) のデータモデルが対象デー

3. 1 API の生成

タ定義部，また，図 5 (b) のメソッド名及び，ETL ス

API の生成手順を以下に述べる．API は，アクセス

クリプトがメソッド定義部である．ETL スクリプト

権の設定，対象データの定義，及びメソッドの定義に

は，複雑なデータ処理を実現するためのメソッド記述

よって生成する．これらはいずれも，簡単な GUI 操

である．スクリプトについては後述する．なお図 5 (b)

作で定義することができる．API 生成のための GUI

のリンク一覧は，定義した API の使い方等の補足説

を図 5 に示す．GUI は，農業に関するひとまとまり

明を web サイトに記載する場合にそのサイトの URL

4

招待論文／農業データ連携基盤 WAGRI〜Dynamic API アーキテクチャによる農業 API サービスのプログラムレス実装〜

を表示するための項目である．

3. 2 外部データ資源の収集
Dynamic API では，簡単なスクリプトの記述で様々
な ETL (Extract/Transform/Load) を実現する ETL
スクリプト実行環境を提供している．ETL スクリプト
の簡単な構文規則に従って API の提供者が外部データ
資源の処理を記述すると，データ要求メッセージの外
部データ資源への送信，取り込んだデータの農業デー
タ連携基盤データ形式への変換，データベースへの保
存など一連の処理を容易に実装することができる．
図 6 (a) に ETL スクリプトの基本構成を示す．外
部データ記述では URI 等，外部データ資源を特定す
る情報を記述する．データ操作記述では，取り込んだ
データの変換処理を記述し，API (POST) 記述にて
変換済データの保存を行う．以下，各記述の詳細を述
べる．
外部データ記述には，Web API へのリクエスト，

web サイト上の csv の URI，SQL サーバーへのリク
エスト等を記述することができる．また，農業データ
連携基盤の既存 API へのリクエストも記述すること
ができる．
データ操作記述では，操作のまとまり単位を結合す
ることで複雑な処理を実現できる．図 6 (a) データ操作
記述の funcId:は，各操作の単位に付与される ID であ
る．各操作単位の末尾に，次の操作を記述 (nextFunc-

Id:) することで，連結する操作の順序関係を規定する．
type:には，データ操作のタイプを指定する．データの
演算，編集，結合，ソート，条件分岐を含む約 60 種類
の type を選択することができる．param:には取り込
む外部データのフィールド定義や変換後のフィールド
定義などを記述する．操作記述に API (POST メソッ
ド) を記述することにより，API をスクリプトから非
同期実行し，データを保存する．操作記述には任意の
位置に外部データや API メソッドを記述することが
でき，多様なデータ構造を生成・保存することができ
る．また，ETL スクリプトの実行は，同期・非同期い
ずれにも対応しており，外部データの定期的更新と同
期することもできる．
以上の ETL スクリプト記述を容易化するため，

図 6 ETL スクリプト GUI
Fig. 6 GUI and script of ETL.

図 6 (b) のような GUI を用意している．図中の各ボッ
クスを操作単位として，それらを任意につなぎ合わせ

作の連結である．各ボックスをクリックすると，それ

る操作により，操作の順序関係を規定できる．先頭の

ぞれの処理単位内での操作をメニュー形式で選択でき

ボックスは，外部データ記述，最後のボックスは API

る（図 6 (b) ポップアップ）．特に，外部データ記述

(POST メソッド) 記述である．中間のボックスは，操

でのフィールドについては，該当 API を記述すると，
5
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そのフィールドを自動表示する．この機能は，一般の

Dynamic API の構成を示す．Interface/Application

Web API，SQL サーバーにも対応している．

Service は，ユーザからのリクエストを受け付け，必

3. 3 API の再利用

要な応答を返却するレイヤで，API 生成 GUI，ETL

図 5 (b) のとおり，ETL スクリプトは，API メソッ

スクリプト記述に相当する．API オブジェクトはこれ

ドとして記述することができる．すなわち，API メ

らの記述のままで Dynamic API Repository に保管

ソッドの実行と同期して ETL スクリプトを実行する

する．

ことが可能である．既存の API が提供するデータに

API オブジェクトは，実行イベント（Interface/

対して変換，若しくは他のデータを追加するなど API

Application Service で受け付けたユーザリクエスト

を拡張する際にこのような機能が有用である．

若しくは，ETL スクリプトの非同期実行イベント）

例えば，ETL スクリプト中に既存の API へのリク

をトリガにして Dynamic API Repository から呼び

エストメソッドや外部データへのリクエストメソッド

出された後，Dynamic API Entity，Dynamic API

を記述すれば，生成する API のデータに，リクエス

Action Factory，Dynamic API Action が連携して，

トによって得られるデータを結合する拡張 API を定

実行可能なソフトウェアオブジェクトへの変換，実行，

義できる．

実行結果のユーザへの返却などの手続きを行い，処理

4. Dynamic API アーキテクチャ

を完了する．

Dynamic API の諸機能を実現するアーキテクチャ

た API オブジェクトを，実行イベントを受け付ける都

Dynamic API はこのように，記号列として抽象化し

を以下に述べる．まず，API の実装をプラットホーム

度，Dynamic API Entity を介して実行可能なソフト

の内部処理から独立させるために採用した API オブ

ウェアオブジェクトとして動的に生成するため，ソフト

ジェクトの動的生成の概要を述べ，更に動的生成の手

ウェアオブジェクトの修正，追加は API オブジェクト

順をシーケンス図を用いて詳細に述べる．また，ETL

には一切影響を与えないアーキテクチャとなっている．

スクリプトに基づくオブジェクト生成手順について述

API 実行に関するソフトウェア処理を，API オブ

べ，API オブジェクトと ETL スクリプトが同一のオ

ジェクトから独立させる構成によって，API に関する

ブジェクト生成アーキテクチャを共有していることを

サービス開発とプラットホーム開発とを並行に進める

示す．

ことを可能にするとともに，プログラム開発を伴わず

4. 1 API オブジェクトの動的生成

にユーザ自身が API サービスを提供することを可能

API オブジェクト開発の独立性を確保するための

にしている．

Dynamic API アーキテクチャについて述べる．API 生

4. 2 API オブジェクト実行アーキテクチャ

成 GUI，ETL スクリプトで API オブジェクト，ETL

Dynamic API におけるソフトウェアオブジェクト

オブジェクトを登録すると，それらのオブジェクトは

の動的生成，実行に関するアーキテクチャを述べる．

GUI 上で定義した，アクセス権，データモデル，対象

ユーザからリクエストを受け付ける（図 8 (1)）と，

データ，メソッド名などの記号列，及びスクリプト記
述形式のままリポジトリに登録・管理される．図 7 に

図 7 Dynamic API の構成
Fig. 7 Structure of dynamic API.
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図 8 API オブジェクト実行シーケンス
Fig. 8 Executing sequence of API object.
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当該 API オブジェクトを Dynamic API Repository

行トリガ要求を Event Hub に送り（図 9 (3)），Event

から検索，取得する（図 8 (2)）．取得した API オブ

Hub からのトリガによって実行を開始する（図 9 (4)）．

ジェクトは，Dynamic API Entity に渡され，以降

以降，実行可能オブジェクトの生成，実行は，4.2 の

Dynamic API Entity が実行制御を担う（図 8 (3)）．

シーケンスと同様である（図 9 点線部分）．このよう

Dynamic API Action Factory は，小さな処理単位に

に，ETL は，非同期実行に関するイベント管理以外

まとめた多数のソフトウェアオブジェクトの集合であ

は 4.2 のアーキテクチャを共有しており，Dynamic

り，Dynamic API Entity がメソッド，パラメータを

API のソフトウェアオブジェクトは，全て Dynamic

渡すと，実行に必要なソフトウェアオブジェクトを収

API Action Factory，Dynamic API Action で一元

集し，実行可能オブジェクトに組み立てる（図 8 (4)）．

的に管理される．

パラメータに ETL スクリプトが含まれる場合，同様に

ETL の実行に必要なソフトウェアオブジェクトを収集
し，組み立てる（図 8 (5)）．実行可能オブジェクトに

5. Dynamic API によるアプリケーショ
ン連携システムの試作

基づき Dynamic API Action が物理層へのデータ処

大規模な農業生産の現場では，多くの農機，栽培管

理を実行する（図 8 (6)）．実行結果は，Dynamic API

理アプリケーションを利用し，作業スタッフによる共

Entity を経由して，Interface/Application Service に

同作業の管理と効率化を図っている．多くの場合，混

返却される（図 8 (7)）．

在する農機，アプリケーション間のデータ連携はでき

4. 3 ETL アーキテクチャ

ておらず，作業管理が煩雑化する要因となっている．

ETL スクリプトは，API オブジェクトと同様に

Dynamic API を利用し，異なる農機，アプリケーショ

Dynamic API Repository で管理される．3.2 で述べ

ン間でのデータ連携を実現する API サービスを実装

たとおり，ETL スクリプトは主に外部データ資源を

した．農機とアプリケーションとのデータ連携に関す

自動的に農業データ連携基盤に取り込むデータ処理手

る二つの試作を以下に述べる．

順を記述するものである．外部データ資源には，頻繁
かつ定期的にデータの更新があるものとそうでないも

5. 1 GIS アプリケーションと農機との連携シス
テム

のがあるため，それらに対応して ETL スクリプトを

作物の生育状態は，一般に同一圃場においてもばら

定期的に繰り返し実行する非同期実行と，要求の都度

つきがあるため，圃場内の細分化したグリッドごとに

実行する同期実行の 2 種類の実行ができる．

適切な施肥調整をすることが望ましい．この施肥調整

非同期定期実行に対応するため，各 ETL オブジェク

を実現するシステムでは，GIS（地理情報システム）ア

トは定期実行定義情報を属性情報としてもつことがで

プリケーションと連携し，可視化した生育状態を元に

きる．ETL オブジェクトの実行制御は，ETL Batch

必要な施肥料をグリッドごとに入力すると，Dynamic

が担う．定期実行の場合，ETL Batch は，5 分ごとに

API によって施肥作業指示情報が生成され，農機に送

Dynamic API Repository 内の定期実行定義情報を監

られる（図 10 a）．併せて，「依頼中」「作業中」「完

視し（図 9 (1)(2)），条件を満たした ETL について実

図 9 ETL オブジェクト実行シーケンス
Fig. 9 Executing sequence of ETL object.

図 10 GIS アプリケーションと農機との連携システム
Fig. 10 Coordinating system of GIS and farm
machines.
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図 11 農機間のデータ連携システム
Fig. 11 Coordinating system of multiple farm
machines.

了」「取消」など，作業状態の管理を行う（図 10 b）．
作業完了時には，グリッドごとの施肥データが農機か

図 12 農作業 API
Fig. 12 APIs for cultivation.

（注 4）
．
ら GIS アプリケーションに連携される（図 10 c）

5. 2 農機間のデータ連携システム
地域の農家相互に農機を共同利用するなど，相互に
農作業に関する情報共有を行う集落営農が広がりつ
つある．集落営農では異なる農機メーカーの製品を用
途に応じて複合的に利用するケースが多い．農機関連
データは，農機メーカーそれぞれのクラウドサービス
に自動的に保存され，それぞれが提供するビューワ等
で閲覧するため，統合的な閲覧が難しい．
そこで，異なるメーカーの農機の作業軌跡等を，

Dynamic API によって GIS アプリケーションで可
視化することで集落営農に所属する各農家が農機の
作業状況を一元的に閲覧できるシステムを試作した
（注 5）
．
（図 11）

6. 農業データ連携基盤によるデータ駆動
型農業の展開

6. 1 農作業 API による栽培作業データ管理
広く分散した圃場を多くのスタッフの共同作業に
よって栽培管理するには，圃場ごと，作付単位ごとに
作業履歴を作業スタッフ間で共有管理する機能が必要
となる．農作業 API は，こうした課題に対応する API
である．農作業 API を図 12 に示す．これらを連携す
ることで各作業スタッフの栽培作業（栽培作業 API）
を，圃場単位（圃場 API），及び作付単位（作付 API）
にデータ管理することができる．

6. 2 作付計画オブジェクトの自動生成
農作業 API の作付データは，毎年（作付周期ごと）
見直される．すなわち，新たに集約した農地への作付
情報の割当て及び，前年の作柄に基づく作付情報の見
直しが必要となる．耕作放棄地を集約した多圃場農
業経営では，圃場数は数千にのぼることがあり，人手
による見直し作業は，生産者にとって大きな負担とな

耕作放棄地を集約して規模拡大を試みる農業法人等
では，放棄された土地をその都度集約するため，隣接
圃場間で数 km の間隔があることも少なくない．まだ
ら模様に広がる多くの圃場は，それぞれ気象条件や土
壌など栽培環境が異なり，それぞれの作物栽培適性に
応じて作付計画，作付割り当てを圃場単位で毎年見直
す必要がある．今後の農業データ連携基盤の展開に関
する可能性として，圃場単位の作付計画策定の支援機
能が考えられる．この機能は，農作業 API の拡張に
よって実現できる．以下，農作業 API について述べ，
それに基づく作付情報の自動更新の考え方を述べる．
（注 4）
：株式会社日立ソリューションズによる開発システム．
：クライアントアプリケーションは，NEC ソリューションイノ
（注 5）
ベータによる開発システム．
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る．作付情報の更新を Dynamic API の拡張スクリプ
ト（図 13）によって自動化する方法を以下に示す．
（ 1 ） 収穫実績抽出：作物・品種ごとに収量，作柄，
作付法，圃場データを取得
（ 2 ） 因子候補データ抽出：上記圃場データをもと
に，当該微気象データ（注 6），及び施肥履歴等を取得
（1）
（ 2 ）で取得したデー
（ 3 ） データセット作成：
タのうち，収量，作柄を教師データ，それ以外を特徴
量とするデータセットを生成．
（ 4 ） 学習：機械学習等を用いてデータセットから，
有効な特徴量とその値を推定．
（ 5 ） 圃場ごとの収穫予測：学習済モデルに基づき，
（注 6）
：数 km 単位での局地的な気象情報．
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え方やガイドラインを示すもので，どのように実現す
るのかについては個々の開発プロジェクトに依存する．

Dynamic API で実現した DDD の特徴は，ユーザリ
クエストの都度，動的に API オブジェクトを実行可能
ソフトウェアに生成するアーキテクチャによってサー
ビス開発の独立性を極力高めた点にある．このことで，
開発者だけでなくユーザ自身によるサービス開発をも
可能とした．

8. む す び
本論文では，農業データ連携基盤のサービス概要，
及びその基本的なアーキテクチャ，Dynamic API の
図 13 作付情報割り当てスクリプトイメージ
Fig. 13 Scripts for allocating cropping information.

機能と構造を述べ，農業データ管理にどのように利用
できるか試作事例を交えて説明した．
農業データ連携基盤では，既に膨大な農業データ

学習済モデルから圃場ごと，作物・品種ごとの収穫予

ベースと，それを取得するための多くの API サービ

測を行い，収穫最大となる作物・品種を当該圃場の作

スを実装しているが，未知のデータ，未知のサービス

付とする．

要件に対する柔軟性を発揮する Dynamic API アーキ

（ 6 ） 作付情報の再割当：圃場ごとに（ 5 ）で特定し

テクチャが同基盤の最大の特徴である．このアーキテ

た作物・品種の作付データを継承して新たな作付デー

クチャによれば，GIS アプリケーションと農機との連

タを生成する．

携，集落営農における異なる農機データの一元管理，

7. 関 連 研 究

耕作放棄地集約営農における作付計画の自動化など，

特定の業務分野（ドメイン）に特化した簡易な言

ビスの提供が可能である．今後，Dynamic API を活

語 [9] や GUI を用いて業務要件をモデル表現（以下，

かして様々なデータ農業サービスの実用化，普及に努

モデル）し，それらを実行可能なソフトウェアに変換す

めたい．

る一連のソフトウェア設計手法は数多く提案され [6]〜

いずれも現代的な農業経営の課題に応える様々なサー

謝辞 本研究は，内閣府戦略的イノベーション創造

[8]，モデル駆動工学 (Model Driven Engineering) と

プログラム（SIP）「次世代農林水産業創造技術」（管

総称される [4], [5]．これらは総じて，可読性を向上さ

理法人：生研支援センター）によって実施した内容に

せ，ユーザ若しくは，業務エキスパートと開発者間の

基づくものである．

協調的開発を促す [4] とともに，システム開発効率の向

本論文執筆にあたり，株式会社ネクストスケープ

上 [12]，異なるプラットホーム間での移植性，再利用

スーパープログラマ坂巻正巳様には，Dynamic API

性の向上を実現する [6], [7] ことを主な目的としている．

アーキテクチャなど技術面での貴重なご指導をいた

農業データ連携基盤の開発では，これらの手法のな

だきました．ここに謝意を表します．また，Dynamic

かで特に，DDD (Domain Driven Design) [10] を採

API によるアプリケーション連携システム試作に関

用した．モデル駆動工学の手法の多くは，モデルを実

連し，貴重な資料をご提供いただいた，株式会社日

行可能なソフトウェアに変換する方法論に着目するの

立ソリューションズ，株式会社フジミック新潟，NEC

に対して，DDD は，プラットホーム実装からのモデ

ソリューションイノベータ株式会社の皆様に感謝致し

ルの抽象化，独立性確保に着目した方法論である [11]．
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