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はじめに 

 夏期の全国平均気温歴代 10 位のうちに 2000 年以降の年が 7 回ランクインし、2010 年
が観測史上で最も暑い夏になるなど、最近の⾼温傾向は顕著であり、様々な作物の⾼温障
害が問題となっています。例えば、2010 年には、⽩未熟粒多発のために全国の⼀等⽶⽐率
が平年より 16 ポイント以上低下し、⽔稲⽣産現場に⼤きな衝撃を与えました。さらに、
将来的には、温室効果ガスの増加によって地球規模での気候変化が懸念されています。ま
た、⼟地利⽤型作物⽣産の現場では、⼀部の経営体で急速な規模拡⼤が進みつつあります。
このような農業を取り巻く社会経済的変化の中で、⼤規模な経営体の⽣産管理の効率化に
貢献する情報システムに対するニーズが⾼まってきました。 
   以上のような気象の年次変動や気候変化への適応と⽣産管理の効率化の⽀援という⼆
つの要請に応えるために、私たちは、気象情報を利⽤して農業気象災害対策や適期管理に
貢献する栽培管理⽀援情報を⽣産者に届ける情報システム「栽培管理⽀援システム 」の開
発に取り組んできました。栽培管理支援システムは、「⾼温障害が発⽣しそうだ」等の農
業気象災害に関する早期警戒情報を届ける早期警戒システムと、⽣産者の栽培管理に関す
る判断を補助するための⽀援情報を提供するシステム、いわゆる意思決定⽀援システム、
の両者の機能を兼ね備えた農業情報システムです。 

1993 年の⽔稲⼤冷害を契機に、1996 年に東北農業試験場（現農研機構東北農業研究セ
ンター）が開発した東北地域⽔稲冷害早期警戒システムが私たちの原点です。近年の温暖
化傾向や⼟地利⽤の⾼度化の必要性を踏まえて、農研機構では、対象地域を全国に拡げる
こと、⽔稲⾼温障害にも対応すること、⼩⻨、⼤⾖も対象にすることを⽬的として、2011
〜2015 年にシステム開発の基礎となる、全国版メッシュ農業気象データ、作物⽣育予測モ
デル、気候変動適応技術の開発に取り組んでまいりました。また、農林⽔産業・⾷品産業
科学技術研究推進事業において「⽔稲⾼温障害早期警戒・栽培⽀援システム」という、栽培管
理支援システムの原型ともいうべきプロトタイプ開発に取り組みました。それらの経験に
基づき、2014 年より SIP「次世代農林⽔産業創造技術」でシステムの社会実装を⽬指した
取り組みを開始しました。開発チームには、研究機関のみならず、ICT 企業と気象会社が
参加し、実⽤性と将来の運⽤を⾒据えたシステム開発を⾏い、このたび、栽培管理⽀援シス
テム Ver. 1.0 として公開する運びとなりました。

栽培管理⽀援システム Ver. 1.0 は、発展途上のシステムです。「気象情報をもっと⾝近
に、栽培管理⽀援情報をもっと⼿軽に！」を合⾔葉に、これからも機能の充実と精度の向
上に取り組みますので、⽇本農業を⽀える情報ツールの⼀つとして、多くの皆様にご活⽤
いただければ幸いです。 

平成 31 年 3 ⽉ 
編著者代表 
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