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気象ITによる21世紀農業への支援

Agricultural Application of Weather Information Technology

本論文では市町村等の自治体や農業団体を顧客とする，気象IT技術を活用した農業気象情報システムの構築

とその運用につき述べる。実際に農作物を生産する現場での地域気象データベースの蓄積により，気象データ

を農業気象情報として積極活用し，適地作物の選定，品質・収量の予測，適切な施肥管理・病虫害対策の実行

等の支援を行うことができる。温度積算等のアプリケーション作業もデータベース化により容易に実現される。

また，外部気象情報や気象予測情報の導入により，霜や大雨・強風等による農業気象災害の回避を支援するこ

とができる。
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This paper describes agricultural weather information systems based on modern information tech-

nology. Collected regional weather information database supports to select suitable crops for the re-

gions, to forecast quality and quantity of the crops, and to avoid suffering damages to the crops by

disease and pests. Further, applications of information processing, for example temperature accumula-

tion, can be carried out easily by using this database. Introducing weather forecasting data can help to

avoid agricultural disasters of ground frost, heavy rain, and strong wind.

1. は  じ  め  に

海外農産物の流入，食生活の変化，農業後継者の不

足，市場価格の変動，近年の異常気象の多発等日本農業

をとりまく環境は厳しいものがある。昨年７月に施行さ

れた食料・農業・農村基本法では21世紀を目前に控えた

日本農業の今後の方向につき，「食料の安定供給確保」，

「農業の多面的機能の発揮」，「農業の持続的な発展」及び

「農村の振興」という四つの基本理念を打ち出している。

本論文においては気象IT（Information Technology）技術

を活用した21世紀農業への支援が如何にして実現される

かということにつき，各種の事例等を引用しながら探っ

てみたいと考える。

2. 農業における気象情報の重要性

気象情報の第一次的活用により，強風害・水害・干害

等の気象災害の回避を支援することができる。また，情

報を二次的に加工することにより，霜害の予防・病虫害

の予防・農作物生育管理のデータ化・農作業計画の支

援・省力化・品質の予測・市場情報による競争力の向上

等の支援を行うことができる。

台風，豪雨，強風等による昨年度の農業気象災害は，

各地の気象台が作成した農業気象災害速報ベースで全国

合計約2,000億円以上と見積もられている（1）。一方，農業

総粗生産額は約６兆円（H９年度）のオーダである。従っ

て，気象情報を気象防災支援に活用することと同時に，

積極的に農作物の生育管理支援等の農業生産性向上にも

活用することが重要である。

気象情報活用の基礎となる農業気象情報システムにお

いては以下の点が重要である。

①独自に観測する現地気象データについては，正確な気

象データを収集できることが必要である。観測に使用

するセンサは，経年的信頼性やアメダス等の気象庁

データとの比較を考えると，気象庁検定相当の技術上

の基準を満たすことが望ましい。

②外部気象データについては，本当に必要なデータを

絞って，効率的かつ安価に収集できることが必要であ

る。

③気象データを情報として二次的に加工する際，進化す

るアルゴリズムに応じて，変更が容易にできるフレキ

シブルなシステムソフト構造であることが必要であ

る。

④加工した気象情報を，Webネットワーク等で必要な所

に必要な速さで伝達できること。更に加工が必要な時

には再加工が容易であることが必要である。

⑤保守管理が適切に行われること。せっかく導入された

高価な観測システムの活用度合いが低く，システムの

保守がされないまま放置され，従ってデータの信頼性
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が薄れて，一層活用されなくなるという事例も見受け

られる。定期的な保守点検等により観測機器の精度維

持に留意することが必要である。

3. 現地気象データと外部気象データの活用

気象データには様々な種類がある。場所的な切り口で

分けると，現地気象データと外部気象データとなる。

本論文では，現地に設置した気象観測装置で得られる

データを現地気象データと称する。実際に農作物が生産

されている場所付近の固有の気象データである。山間地

等の場合，地形の影響を強く受けるので，なるべく細や

かにデータを収集することが必要である。

本論文で外部気象データと称しているものには２種類

ある。一つは気象庁観測点の現況データでアメダス（全国

で約1,300ヶ所），気象官署等（約140ヶ所）の観測データで

ある。もうひとつは，GPV（Grid Point Value）等の気象

庁の数値予報データ，天気予報，気象衛星画像，気象

レーダーデータ等である。

時間的な切り口で分けると，平年値・気候メッシュ値

等統計的に処理された気候データ，各年・各月・各日等

の過去データ。リアルタイムの状況を表す現在データ，

１日から１年先等の予測データとなる。

農業は各地域における自然的，地理的，社会的な制約

の基で営まれている。実際に特定の場所で農業生産を行

う上で，その場所での地域気象観測を行い，これを有機

的なデータベースにしておくことが重要である。地域気

象データベースは栽培作物選定の基礎となる。また，

データの蓄積によりその場所での準平年値を得たり，当

年値と準平年値の比較や類似気象年度検索等が可能とな

る。地域気象データベースを活用することにより，数％

でも農作物の生産増加あるいは被害低減が達成できれ

ば，気象情報システムを導入する費用対効果は大きいと

考えられる。

気象要素別の活用につき以下に述べる（2）。

①気温

農業に用いる温度には気温，地温，水温，植物体温等が

ある。気温はこれらの温度と密接な関係があり，温度

の代表として気温が使われることが多く，農業にとっ

て最も重要な気象要素である。気温の日較差は農作物

の収量，品質に大いに関係する。また，積算温度は農

作物の栽培可能地や栽培可能期間の決定に重要である

だけでなく，品質や病害虫の生育等にも関連する。

②湿度

農作物の栽培地内の湿度は，生育や病虫害の発生に密

接な関係がある。また，湿度は農作業の効率等にも影

響する。

③風向風速

風の計測は地域気象の特性を把握する上で重要である。

また，台風等の強風は農作業に支障をきたすばかり

か，作柄にも大きく影響する。果樹に災害を与えたり

ハウスなどの施設にも災害を与える。

④雨量

雨は病虫害の発生に影響し，延いては収量，品質にも

大きく影響する。その結果，雨の多少により農作物の

豊凶が支配されたり，栽培地域が制限される。

⑤日照

日照は太陽エネルギの強さを表し，日照は120 W/m2

以上の日射が存在する時間で表される。日照は作柄や

病虫害の発生と密接な関係がある。例えば，日照は気

温とともに花芽の分化や開花に密接に関連する。ま

た，日照時間の長短で農作物の栄養生長や開花習性が

変化する。日照時間が短くなるほど開花が促進する短

日植物（稲，タバコ等）と，日照時間が長くなるほど開

花が促進する長日植物（麦，ホウレンソウ等）がある。

⑥ 日射

日射は太陽エネルギを受ける強さで，農作物の光合成

活動に直接関与する重要な気象要素である。日射と夜

間放射は地表面の暖まり方や冷え方に深く関係する。

開花期の日射の強弱は開花状態に影響する。また果実

の着色状態と密接な関係があり，日射が弱いと着色が

不十分となる。

⑦気圧

気圧計（バロメータ）は晴雨計とも言われるように，気圧

は風の流れに密接に関係し，天気を左右する代表的な気

象要素である。気圧の測定により，台風や低気圧の接近

や通過の様子を直接的に観測することができる。

⑧土壌水分

農作物の成長に必要な水分供給状態を直接示す量で，

生育管理上非常に重要である。かんがい量の調節や配

水量を決定する際に用いる。

図１に農業用気象ロボットの例を示す。

図１　気象ロボットの例
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4. 農業への気象情報の活用実施例

日本では伝統的に米作が重要視され，水稲に関する農

業気象の研究は進んでいる。気象情報を米作農業に活用

する方法についても研究例が多く，活用アルゴリズムは

比較的充実している。図２は新潟県における横河電子機

器（株）納入事例である。このシステムは市，県，農業協

同組合（JA）及び農業共済組合（NOSAI）により国の補助を

利用して導入された。地域内に気象ロボットを設置し，

農業共済組合に管理用コンピュータを置いてある。気象

ロボットは現在のところ１基であるが，将来増設予定で

ある。

このシステムでは気温，湿度，風向風速，日照，雨量

のリアルタイム状況，準平年値との比較，類似気象年度

検索等が可能である。また，積算温度により水稲の出穂

から登熟までの期間を予測し，刈取適期を判定すること

ができる。但しこのシステムでは外部気象データの導入

は無く，予測は現地実測データと準平年値を基に行って

いる。

図３は社団法人日本農村情報システム協会による気象

図２　当社納入システム事例

図３　気象情報地域農業高度利用システム
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情報地域農業高度利用システムの概念図である。このシ

ステムでは，中央センターのスーパーコンピュータによ

り，現地気象データを中央にフィードバックして外部気

象データと併せて解析し現地気象の予測を行う。中央セ

ンター運営のためのランニングコストが比較的大きい。

これまでに約100市町村で農村情報システム協会のシス

テムが導入されている。当社は気象ロボットの部分を担

当している。

図４は農水省が展開している田園マルチメディア構想

への気象情報導入に関する当社提案事例である。情報化

が遅れている農村地域に光ファイバネットワークを張り

巡らし，情報化推進の基盤作りを進めようという構想

で，全国で10数カ所がモデル指定地域とされ，現在構築

が進んでいる。情報化のコンテンツとしてCATVやパソ

コン通信，地域情報連絡等が検討されており，これに地

域農業活性化のための気象情報を加えるという提案であ

る。地域内の５ヶ所に気象ロボットを設置して基幹光

ファイバネットワークに接続し，広域圏事務組合の中央

局でリアルタイム気象状況の監視と，地域農業気象デー

タベースの構築を行う。外部気象データは地域性に応じ

て必要最小限に絞り，ランニングコストの低減を図って

いる。地域内の公的機関にも気象情報を公開し共同利用

を行う。また，ネットワークによる当社サービスセン

ターからの中央局，現地局のリモートメンテナンス等の

システム保守を計画している。

野菜，果樹，花卉等の栽培においても農業気象の研究

が進んでいる。特に霜害を防止するための気象予測シス

テムのニーズが高い。現地気象データの夜間の気温の下

がり方や風速等から霜の発生可能性を予測する簡便な方

法や，高気圧の接近等の外部気象情報も用いて予測する

方法があるが，いずれも一長一短があり，まだ確たる手

法は確立されていない。

5. お  わ  り  に

国や県の農業研究機関による各種の有用な農業気象に

関するアプリケーションアルゴリズムと，今後更に充実

すると考えられる外部気象データを総合的に取り込み，

より一層有用な農業気象情報システムを開発していきた

い。特に霜の予測は冬季の道路管理における路面凍結予

測にもつながるので研究に注力したい。

農業気象情報システムの今後の流れの一つははマルチ

メディア統合の方向にあると考えられる。これまで農村

地域で行われてきた各種の事業，農村CATV事業，農村

集落排水事業，農村整備事業，自治体情報化事業等は

ネットワークが個別対応のものとなっている。気象情報

も含めこれらを統一的なネットワークで統合できれば，

情報システム全体の投資効率，情報利用効率が飛躍的に

向上するものと考えられる。
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図４　田園マルチメディアへの気象情報導入
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